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退院支援と退院調整に関わる病棟看護師の直面する問題
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　★

　★

Ⅰ．はじめに
　少子高齢化・医療制度改革の急速な流れの中、平
均在院日数の短縮から、患者を安心して地域に返す
地域連携の仕組みの強化が求められてきた。近年は
患者層が高齢であり、介護者も高齢となってきてい
るため在宅介護の継続が難しい。また核家族化によ
り在宅の受け入れが悪く退院調整も困難であり、独
居又は、家族と同居であっても必要な介護を十分に
提供できる状況にない患者も多く在宅への退院が不
可能なケースが増え施設入所や退院先が決まらない
ケースが増えている。
　町の高齢化率は48％、生活自立障害を持つ人を安
心して暮らせるよう見守り、支える地域医療に取り
組んでいる。病気や障害を抱えながらもQOLの向上
を目指す支援活動として平成18年に在宅支援チーム
が結成された。チームメンバー誰もがソーシャル
ワーカーの役割を実践。保健・医療・福祉・介護の
関係者、地域住民、行政の総力戦で支援できるコミュ
ニティづくりに成功し、連携を確立してきた。

　A病院では、地域連携室や専任の退院支援担当看
護師の配置はなく受け持ち看護師が情報集約と退院
調整の役割を果たしている。患者が病気や障害を
持ってどう生きるか、入院中の管理から、退院後の
生活療養について患者・家族と一緒に考える看護を
提供することは、病棟看護師にしか出来ない重要な
役割である1 ）。
　退院支援を進めていく上で、退院調整のプロセス
のシステムの構築化がなく、受け持ち看護師が中心
となり経験と持ち得た知識で退院支援を行ってい
る。経験年数の低い看護師や退院支援に対する知識
不足、介護保険などの社会資源についての熟知度の
差など能力格差があり、退院調整の水準の違いで統
一した支援ができていない現状がある。
　そこで、以上を背景とし、本研究においては、病
棟看護師が直面する退院支援と退院調整に関わる問
題を明らかにし、その解決方法を検討する。
Ⅱ．研究目的
　病棟看護師が直面する退院支援と退院調整に関わ
る問題を明らかにし、その解決方法を検討する。

　★

Ⅲ．研究方法
1 ．対象：退院支援に関わった病棟看護師22名
2 ．研究期間：平成25年 9 月17日〜
　　　　　　　平成25年10月10日
3 ．データ収集方法：�対象者へ退院支援の進め方に

ついてのアンケート調査を実
施した。

　項目内容は、退院支援の進め方、スムーズに進ま
ない原因、進める上でどの段階が難しいかについて
番号選択にした。退院支援に関わる上での問題につ
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いて、研究者がインタビューガイドを作成し、半構
成的面接法によるインタビューを行った。「病棟看
護師の退院支援に関わる上での問題について」とい
う項目で構成した。面接内容は対象者の同意を得た。
倫理的配慮
　研究内容を文書で説明し、同意を得られた者に対
してアンケートを依頼した。アンケートは無記名で
行い、提出は自由意志とした。プライバシーの保護
を保証し、看護研究以外では使用しないことを明記
した。病院の倫理委員会である管理委員会の承諾を
得た。
Ⅳ．結果
1 ．アンケート調査により、22名からデータを得ら
れた。

　★

・�退院支援をすすめることについて、どのように感
じますか。（図 1 ）

1 ）計画的に進める事が出来る　 3 名
2 ）�計画通りにはいかないが、自分のペースで進め

ることはできる　 5 名
3 ）なかなか計画通りに進めることができない　 8 名
4 ）計画を立てる段階から困難を感じる　 4 名

　★

・�何が原因で、退院支援がスムーズに進まないと感
じていますか（図 2 ）

1 ）介護保険についての知識不足　 5 名

2 ）医師・患者家族・ケアマネとの連携の取り方が
難しい　 5 名

3 ）患者・家族の意向がまとまらない　10名
4 ）どの時期に何をしたらいいか全くわからない　

5 名

　★

・退院支援を進めていく上で、どの段階が難しいと
感じますか（図 3 ）

1 ）介護保険の申請や変更申請の説明　 5 名
2 ）家族との連携　14名
3 ）ケアマネとの連携　 3 名
4 ）担当者会議の設定　 5 名

　★

2 .　病棟看護師の退院支援を進め方の困難さにつ
いて、インタビューをおこなった。（表 1 ）

《退院支援の流れの知識不足》
　介護保険の申請中には施設の手続きが出来ない事
を知らなくて手続きがスムーズにいかなかったこと
から〈介護保険の知識不足〉が考えられた。
　どの時期に誰に連携を取るのかわからない、どの
段階で家族に今後について話を出して良いか悩む、
医師から家族への説明時期の設定の判断困難から
〈連携のタイミングがわからない〉が考えられた。
　介護度で施設選択困難でどの様な施設があるのか
施設の検索方法が分からないことから〈施設種類の
把握不足〉が構成された。
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　看護師の介護保険の知識不足から家族へ対しての
情報提供や、説明が出来ない現状があった。

　★

《コミュニケーション不足》
　医師と看護師の今後の方針のずれ、医師と看護師
のコミュニケーション不足、医師と家族間との話の
内容が看護師に伝わらない、医師の今後の方針の不
明瞭、関わりが難しい医師がいることから〈医師と
の情報の共有ができていない〉が考えられた。
　家族へ連絡が取れない、病院に近くでも遠法でも
来院がない、から〈家族への連絡調整困難〉を感じ
ていた。業務の忙しさや雰囲気で頼みにくい、チー
ムカンファレンス不足やチームスタッフへの依頼困
難により〈チームスタッフ間の連携不足〉が上がった。

　★

《家族への対応の困難感》
　これは、キーパーソン以外の家人の介入があるた
め〈キーパーソン以外の家人対応困難〉があった。
　患者と家族の意見の相違があったり、金銭問題か
ら〈家族で意志統一がされていない〉ことがあった。
　医師からの説明を家族が十分に理解できていない
ことから〈家族の協力が得られない〉となった。
　家族に対する負担感が強くて家人が非協力的、介
護保険料を払っているから看てもらうのは当たり前
だと思っている家族がある。
　独居・老老介護で在宅では介護できない。〈在宅

生活の継続に困難がある。〉事を理解した。

　★

　★

　★

Ⅴ．考察
《退院支援の流れの知識不足》
〈介護保険についての知識不足〉では介護保険の制
度がまったくわからない、介護度によって受けられ
るサービスが分からない等の問題があがった。A病
院には地域連携室や専任の退院支援担当看護師、社
会福祉士（以下MSWとする）の配置がない。その
ためすべての段階のプロセスを病棟看護師が行って
いかなくてはならない。篠田2 ）は、退院調整看護
師に求められる機能と役割は①スクリーニング機能
②コミュニケーション機能③アセスメント・退院支
援計画作成機能④教育機能⑤調整機能⑥エンパワメ
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ント機能⑦社会資源の情報収集・活用機能⑧評価機
能の 8 項目と示されている。退院調整プロセスのシ
ステム化成功のカギの一つには「教育」があげられ
る。病棟にいる 3 人の介護支援専門員取得者を中心
に指導を受け、相談をしていくことも大切であり知
識を高めることが必要であると考える。また、院内
研修での企画を実施、積極的に参加する。院外研修
にも参加することで知識を習得し、自己研鑽するこ
とも重要である。
　〈連携をとるタイミング〉は、どの時期に誰（医師、
ケアマネージャー、家族）に連携を取るのかわから
ない、どの段階で家族に今後について話を出してよ
いか悩むなどの、連携を取るタイミングについてわ
からないことがあがった。これは、計画的なカンファ
レンスの開催で進めていけば解決できることと考え
る。退院調整に必要なカンファレンスは 3 段階あり、
入院早期に医療チーム間での退院後の生活のイメー
ジを共有するための「医療チームカンファレンス」、
患者・家族と医療チームの合意を取り付ける「退院
前カンファレンス」、退院 1 週間以内に患者・家族、
医療チーム、在宅チームの 3 者が集まり、支援の方
向性を共有したうえで、社会的資源を活用しつつも
新たな生活に移行できるように話し合う「退院時合
同カンファレンス」である3 ）ことを常に考えて関
わらなくてはならない。
　〈施設の種類の把握不足〉には、退院支援を進め
る上で、在宅に帰れない場合、介護度に応じた施設
区分、施設の検索方法がわからないという問題があ
る。その解決方法として近隣施設の一覧表を作成す
ること、インターネットを活用した検索方法がある
と考える。いずれにしても誰もが同じ水準で退院支
援を進めていけるプロセスとシステムを構築するた
めに、業務手順書の作成が急務である。
《コミュニケーション不足》
　〈医師と情報の共有ができていない〉には、医師
と看護師間のコミュニケーション不足があり、医師
からは患者・家族に退院の許可が出ていたが、看護
師には伝わってなかったなど、医師との情報の共有
ができていないことがあがった。医師と看護師間で
は、患者の退院までの目標を明らかにし、それを達
成するために多職種間での情報共有が重要となって
くる。これもまた、カンファレンスを計画的に行う
ことで、多職種間で患者の目標を統一し、チームと
して目指す方向性を組み立てることが大切である。
それには患者・家族の意向をまとめるのも患者の一
番そばで関わっている看護師であり、私たち看護師

がチームの要にならなければならないと考える。
　〈家族への連絡調整困難〉では、家族が遠方で連
絡がとれないという、連絡調整困難を感じている。
病棟看護師は、知識不足を補い、熟知した知識を習
得することが必要である。患者・家族への情報提供、
指導することで退院後の生活のイメージができ、不
安軽減に繋がり信頼関係の構築にも繋がると考える。
　〈チームスタッフ間の連携不足〉は、スタッフの
業務が忙しくチームカンファレンスをする時間がも
てないことから、継続的に関われない問題が生じて
いた。担当者会議の開催も、業務の忙しさや、チー
ムメンバーに依頼することに遠慮があり、夜勤前後、
休日に出勤し開催するケースもあり負担を感じてい
る問題もある。病棟では、週 1 回の多職種による医
療チームケース検討会があり、患者の治療計画、今
後の方針など情報共有を行っている。受持ち看護師
が必ず出席できるわけでもないため、出席した看護
師がチームへ情報伝達していくことで患者情報を共
有していかなければならない。院内共通の、退院に
むけたプロセス・システムの整備と構築をすること
が、誰もが退院支援、退院調整の進行度、内容を把
握でき、カンファレンスへの参加が可能となると考
える。
《家族への対応の困難感》
　〈キーパーソン以外の家族対応困難〉を感じるこ
とでは、親戚の介入もあり支援の方向性が変更に
なったこと、〈家族で意志統一されていない〉こと
で患者は在宅希望しているが、家人は受け入れが難
しいと言った例があった。そのような家族間で意見
が異なる場合は、いくつかの選択肢を提示して、メ
リット、デメリットを整理していくことで解決する
方向が見つけ出されるのではないかと考える。
〈家族の協力が得られない〉ことは、医師からの病
状説明を家人が十分に理解できてないため、行動に
移せない家族があり対応に困難を感じていた。また、
〈在宅生活の継続に困難がある〉では、入院により
ADL低下が生じ、入院前の生活が望めないため家人
が介護負担を感じ消極的になる。退院困難事例とし
ては、家族の介護不足や認知機能低下など複数の要
因が重なって方向性が見出せない人のことである。
市町村、保健所、地域包括センター、障害者相談事
業所の協力で社会資源の活用方法を知り問題解決の
糸口を探ることができる。また介護に対する不安感
で家族が非協力的なことが問題となる。入院後は安
心するためか家族の足が遠のき、退院に関して消極
的になる。それに対してはゴールを明確化させ、退
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院調整の必要性を受持ち看護師が丁寧に説明しなけ
ればならない。希望がもてる在宅療養生活の提案を
するためにもカンファレンスに参加していただき主
体的に動いて頂くよう働きかけるのも重要となる。

　★

Ⅵ．結論
　受け持ち看護師が退院支援、退院調整を行う場合
には、退院支援の流れの知識不足、コミュニケーショ
ンの不足、家族への対応の困難感を問題としていた。
　退院支援と調整には質の水準が保たれる必要があ
る。誰もが同じ水準で退院支援を進めていけるプロ
セスとシステムを構築するために、業務手順書の作
成が急務と考える。また熟知した介護支援専門員の
資格を取得している病棟看護師からの伝達を含め、
組織全体の教育を行うことが必要である。患者や家
族を取り巻く多職種間とのコミュニュケーションを
密にして支援する事が必要とされる。
　システム化された医療チームカンファレンスを運
用することで真摯な会となり必要な情報を共有でき
る。
　受持ち看護師が退院支援、退院調整をすることは、
患者情報を一元管理でき、相談窓口が一つになって
いる。そして信頼関係を構築し、家族の協力を得る
よう支援していくことが、退院支援を行う看護師の
責務であると確信した。
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