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混合病棟での
ペア制導入を試みて

公立南丹病院 第1病棟4階

○大石亜樹子 小田美和子 河北典子

はじめに
　当病棟は、2013年10月に病棟編成があり、産婦人
科・小児科のみの病棟から産婦人科と内科・外科な
どの混合病棟となった。日常生活援助が必要な高齢
患者の増加に伴い、看護必要度のレベル４・５の合
計人数は昨年７～９月は75人であったのに対し、10
～ 12月は268人と明らかに増加している。しかしな
がら当病棟は産婦人科が中心の混合病棟であり、ハ
イリスク妊娠、児の受け入れや搬送、緊急分娩、切
迫早産患者、未熟児看護など個々に専門性が求めら
れる。 助産師が内科患者を受け持つことも多くなっ
た。また昨年10月以降に配属となったスタッフたち
は、知識不足の中で慣れない切迫早産患者のノンス
トレステスト（以下NSTと略す）の装着や婦人科
手術前後の観察をすることへの不安が大きい。この
ような業務の複雑化によるスタッフの精神的疲労や
不安の増大は、自信を持って安全な看護を提供する
ことの障害となっている。福谷・大草１）は「新人
看護師と先輩看護師がパートナーを組むことによっ
て、教育的効果をあげるとともに、看護師の質の維
持・向上、新人のインシデントの減少にもつながっ
ている」と述べている。

目的

混合病棟に編成された当病棟で

ペア制の有用性について検証した

　今回私たちは混合病棟という多様な専門性が求め
られる病棟でパートナー制のよい部分を取り込み、
お互いの経験値を広げることで業務や患者の対応に
自信を持ち、安全な看護を提供できるかどうかを、
当院の臨床看護実践能力習熟段階制（クリニカルラ
ダー：以下ラダーと略す）を参考に検証した。

研究方法

【研究期間】2014年7月～9月

【研究対象】第1病棟4階スタッフ30名（5名の育児
短時間制度利用スタッフ含む）

内訳：看護師24名,助産師6名

【ラダーレベル】

レベルⅠ：2名 レベルⅡ：2名 レベルⅢ：3名

レベルⅣ：3名 レベルⅤ：5名 レベルⅥ：15名

倫理的配慮

医学研究審査委員会の承認を得た

方法
・研究期間：2014年７月～９月
・研究対象：第１病棟４階スタッフ30名（５名の育

児短時間制度利用スタッフ含む）内訳：看護師24
名、助産師６名

ラダー
レベルⅠ：２名　レベルⅡ：２名　レベルⅢ：３名
レベルⅣ：３名　レベルⅤ：５名　レベルⅥ：15名
・データ収集方法：平日の日勤でスタッフ２名（新

人同士を組まないように）を抽出し、業務前に打
ち合わせをおこない、看護ケアや処置を実施した。
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その後、事前に打ち合わせができたか、できなかっ
たか、看護ケアはできたか、できなかったか、そ
の他二人でケアをすることで感じたことや思った
ことを自由記載してもらった。

・データ分析方法：自由記載の結果を単純集計し、
分析した。

倫理的配慮
　今回の研究ではスタッフの感想や考え方をノート
に記載してもらうため、個人の感情やプライバシー
に大きく関わる内容であり、倫理的配慮には十分考
慮する。文書で、研究目的・個人特定なし・業務評
価への無影響・研究結果は学会発表などで発表する
ことを説明・結果を研究以外に使用しないこと・守
秘義務遵守を説明し、同意を得て、医学研究審査委
員会の承認を得た。

結果
レベル別の打ち合わせ率 レベル別のケア実施率

結果
研究期間のうち、研究実施日数は30日間でノート

記載率は100%であった。
１日のケア内容を、勤務の前に打ち合わせが「で

きた」40回（67％）「できなかった」20回（33％）、
一緒にケアが「できた」39回（65％）「できなかっ

た」21回（35％）であった。
事前に打ち合わせができた中で、ケアも一緒に「で

きた」18回（72％）「できなかった」７回（28％）、
事前打ち合わせができなかったが一緒にケアを「で
きた」６回（46％）「できなかった」７回（54％）
であった。

上記（図3、４）のうち、ラダーレベルⅠは７回
ペアをおこない、打ち合わせが「できた」２回（28%）
「できなかった」５回（72%）、ケアが「できた」
４回（57%）「できなかった」３回（43%）であった。
ペアをおこなっての意見として、「初めてのベビー
キャッチで、側で教えてもらったり、フォローをし
てもらえてとても安心した」「手術前の内容をわか

りやすく患者に伝える言葉使いなどが参考になっ
た」「術後回診を一緒についてもらった」「助産師の
動きを把握することができ、分からないことが質問
しやすかった」「忙しかった」があった。「忙しかっ
た」の理由は「自分の処置に追われて一緒に動く時
間を持てなかった」「情報収集や自分の業務で余裕
がなかった」があった。

ラダーレベルⅡは６回ペアをおこない、打ち合わ
せが「できた」５回（83%）「できなかった」１回
（17%）、ケアが「できた」３回（50%）「できなかっ
た」３回（50%）であった。ペアをおこなっての意
見として、「声を掛けあいながらできた」「必要なかっ
た」があった。「必要なかった」の理由は「忙しく
なく、ケアを一人でできた」があった。

ラダーレベルⅢは６回ペアをおこない、打ち合わ
せが「できた」３回（50%）「できなかった」３回
（50%）、ケアが「できた」５回（83%）「できなかっ
た」１回（17%）であった。ペアをおこなっての意
見として、「産科指導の見学、NSTの装着を助産師
と一緒にできた」「助産師にレオポルド触診法を教
えてもらいながらできて安心した」「事前にお互い
の受け持ち患者の情報が共有できてよかった」「朝
に診察介助があり、打ち合わせができず業務開始と
なった」「忙しかった」があった。「忙しかった」の
特別な理由は特になかった。

ラダーレベルⅣは16回ペアをおこない、打ち合わ
せが「できた」12回（75%）「できなかった」４回
（25%）、ケアが「できた」９回（56%）「できなかっ
た」７回（44%）であった。ペアをおこなっての意
見として「処置について相談した」「自分ができな
かった処置など協力し合ってできてよかった」「手
技をサポートしてもらった」「打ち合わせで具体的
にどういうことで助け合うかなど細かくきめておけ
ばもっと動きやすかったと思う」「忙しいと協力し
て処置ができず、どちらか仕事が終わった後にやり
残した処置を代わりにした」「必要なかった」「忙し
かった」があった。「必要なかった」の理由は「忙
しくなく、ケアを一人でできた」があった。

ラダーレベルⅤは11回ペアをおこない、打ち合わ
せが「できた」８回（72%）「できなかった」３回
（28%）、ケアが「できた」８回（72%）「できなかっ
た」３回（28%）であった。ペアをおこなっての意
見として「帝王切開で入院の患者の処置や記録のこ
とが聞けた」「誘発分娩、分娩の進行の見方、薬剤
の使用方法などきけた」「初めての帝王切開手術の
見学ができ、流れがわかりよかった」「特別な処置
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はなかったが、施行方法の確認をお互いし合えたの
でよかった」「時短スタッフのため、ペア同士の勤
務時間にずれが生じ、一緒に処置ができなかった」
「必要がなかった」「忙しかった」があった。「必要
がなかった」「忙しかった」理由は「特別な処置が
なかった」「声掛けはしていたが処置がお互いに重
なった」があった。

ラダーレベルⅥは14回ペアをおこない、打ち合わ
せが「できた」10回（71%）「できなかった」４回
（29%）、ケアが「できた」10回（71%）「できなかっ
た」４回（29%）であった。ケアの中の意見として
「年数が浅いスタッフと一緒にすることで、スタッ
フの不安軽減ができて良かった」「処置の準備や手
順を相手に伝えることで知識の再確認できた」「同
じ処置でも方法が違う事があるので勉強になる」「パ
パママ教室の見学に行き、相手の反応を見ながら話
しかけ、分かりやすくお産のイメージができる工夫
をしていた」「初めての自己血採血で分からない事
や心配な事はすぐに質問ができて動きやすかった」
「必要なかった」「忙しかった」があった。「必要な
かった」「忙しかった」理由として「特別な処置が
なかった」「分娩介助が忙しそうだった」「入院受け
をしており、気軽に話しかける余裕がなかった」が
あった。

聞かれた意見 目的・目標

レベルⅣ
(4～5年目)

「相談した」
「忙しかった」
「ケアを一人で
できた」

医療チームメンバーとして相手の立場を尊重
し,協力関係を築くことができる
後輩育成の役割行動を通して,知識・技術を
深めることができる

レベルⅤ
(6～8年目)

「分娩のことが
聞けた」
「処置がお互い
重なった」

自己啓発・相互啓発に努めること
組織における自己の役割を理解し,看護管理
を視野に入れた行動がとれる

レベルⅥ
(9年目以
上)

「スタッフの不安・
軽減ができた」
「忙しかった」

教育的役割を果たすことができる
看護の質を保証した業務改善について建設
的な意見を述べることができる

考察
臨床看護実践能力習熟段階制（クリニカルラダー）

考察
当院の各ラダーの達成目標を参考に研究結果を考

察してみると、ラダーレベルⅠでは打ち合わせがで
きなかった割合が多いにも関わらず、ケアができて
いる。ラダーによると「指導を受けながら看護実践
ができる」という目的があることから、独り立ちの
段階ではなくフォローが必要とされるレベルにある。
しかし、打ち合わせが持てなくてもケアに支障が出
なかったということは、ケアの時などわからない時
は、プリセプターや今回のペア以外の先輩にアドバ

イスをもらいながら実施していたと予測される。ま
た、そのことから事前の説明不足やペア制の目的･
方法などがしっかり浸透できていなかったことも考
えられる。しかし、先にも述べたようにラダーレベ
ルⅠは指導の必要な段階にあり、ペア制の目的、方
法などがしっかりスタッフに浸透すれば効果的な関
わりがお互いに持てるのではないかと考える。

ラダーレベルⅡでは打ち合わせ回数の割合が多く
なっている。ペアを組むことにより自分からペアに
声かけをおこない、他者に目をむけることができる
ようになってきている。 ペアを組むことによって、
ラダーによる「良好な人間関係を構築する」という
段階に働きかけることができている。

ラダーレベルⅢではNSTなどの特殊な処置やケ
アを学べている。人間関係を構築したことでコミュ
ニケーションを図りやすくなったことや、またラ
ダーの目的にも「チームリーダーとしての役割を理
解し、看護実践ができる」とあることから、リーダー
業務を習得し、ペア制をおこなうことで、さらに病
棟全体へ視野を広げ、基本的な知識のみではなく、
専門的な知識や技術にも目を向けることができてい
ると考える。

ラダーレベルⅣではペア同士で声のかけ合いがで
きていることが多い。ラダーにより「医療チームメ
ンバーとして相手の立場を尊重し、協力関係を築く
ことができる」とあることから、ペアを組むことに
よって自分が習得している知識や技術を再確認し相
手と協力するきっかけとなっていると考える。

ラダーレベルⅤではペアをおこなうことで経験し
ていないことや助産業務のことに関しての視点を持
てていることから、ラダーの目的にある「自己啓発・
相互啓発に努めること」に働きかけることができて
いる。

ラダーレベルⅥでは新人が不安に感じている観察
を一緒に行うことができていることから、ペアを組
むことによって、新人看護師が不安を持ちながらお
こなっている日常の業務に気づき、声をかけるきっ
かけとなっている。そして、ラダーにある「教育的
役割を果たすことができる」の支援や指導を行う機
会となっている。

助産師と看護師に分けて考えると、ペア制をおこ
なうことで打ち合わせができ、一緒にケアをおこな
うことができた場合では、「相談できた」「再確認で
きた」「安心できた」「助産師とペアをおこなうこと
で新しい知識を得ることができた」の前向きな意見
が多く聞かれた。看護師にとって産婦人科の専門的
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な知識や技術の習得には非常によい機会になるとい
える。

パートナー制のメリットとして林２）は「お互い
のよさを出し合い、補完しながら業務を行えること」
「安全で患者の身体に優しいケアができること」「看
護師のやり方を見たり聞いたりでき、自分の学びに
なる」と述べている。当病棟でもペア制を取り入れ
ることでラダー達成目標にあった成果が得られた。

否定的な意見としてラダーレベルⅠでは「必要な
かった」「忙しかった」という意見が聞かれた。ラダー
に「指導を受けながら看護実践ができる」という目
的があるが、自分の事に必死で余裕がなく、ペア相
手に目を向けられていなかったことが考えられる。

ラダーレベルⅡでは「必要なかった」「忙しくな
いために一人でケアをした」という意見があり、ラ
ダーにより「良好な人間関係を構築する」という段
階であるため、ラダーレベルⅠと同様に、ペア相手
に目を向けられていないと考える。

ラダーレベルⅢでは「忙しかった」という意見が
聞かれた。ラダーにより「チームリーダーとしての
役割を理解し看護実践ができる」という目的があり、
普段リーダー業務はおこなっているが習得段階であ
り、まだペア相手への働きかけが不十分であること
が考えられる。

ラダーレベルⅣでは「必要なかった」「忙しかった」
「忙しくなく、ケアを一人でできた」という意見が
聞かれた。仕事に慣れ、一人でする方が早いという
思いもあり、ラダーにある「後輩育成の役割行動を
通して、知識・技術を深めることができる」という
ことを念頭におかず、作業効率の向上のことを考え
ていたのではないか。一人だけではなくペアを組む
ことで後輩も自らも成長していくという考えを持つ
ことが必要である。

ラダーレベルⅤでは「特別な処置がなかった」「声
掛けはしていたが処置がお互い重なった」という意
見が聞かれた。ラダーの目的にある「組織における
自己の役割を理解し、看護管理を視野に入れた行動
がとれる」という段階にあり、ペアを組むことによっ
て各ラダー段階のスタッフがおこなう看護展開に対
して指導するスタッフへの教育が必要なのではない
かと考える。

ラダーレベルⅥでは「特別な処置がなかった」「分
娩介助が忙しそうだった」「忙しかった」という意
見が聞かれた。ラダーでは「看護の質を保証した業
務改善について建設的な意見を述べることができ
る」という段階にあり、各スタッフが目標に達成で

きるように指導や教育などの働きかけをしなければ
いけない立場でありながら、自己中心的な意見に終
わっている。この段階のスタッフに対しては、その
目的を明確に提示した上で、ペア制を組むなどの働
きかけをし、病棟全体の看護の質を向上させること
も可能ではないかと考える。

考察
林
「お互いのよさを出し合い,補完しながら業務を
行えること」「安全で患者の身体に優しいケア
ができること」「看護師のやり方を見たり聞いた
りでき,自分の学びになる」

橋口
「パートナーシップを成功させるためにもっとも
必要な要素は,パートナーシップを構成するす
べてのメンバーの『心の持ち様』である」

橋口３）は「パートナーシップを成功させるため
にもっとも必要な要素は、パートナーシップを構成
するすべてのメンバーの『心の持ち様』である」と
述べている。スタッフ全員がペア制をおこなうこと
により、看護の質の向上、作業効率の向上、情報の
共有化、教育的側面、相乗効果などの利点があるこ
とをしっかり理解した上でおこなわなければ「忙し
い」「一人でした方が早い」で終わってしまう。

今後の課題としては、一人一人が各ラダーの目的
や課題を把握し、病棟全体がペア制に対して理解を
することである。今回は研究期間が短く、平日の日
勤帯と限定していたため、スタッフ全体にペア制を
経験してもらうことは難しく、患者の反応も確認で
きていなかったため、結果を一般化するには限度が
あった。夜勤でも全体を把握してケアができるよう
にするためにも、今後もペア制導入を継続していく
ことが必要であると考える。
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結論

ペア制をおこなうことで情報共有,知識の再確認が
できる機会となった

ラダーレベルⅠに対しては,教育的側面から看護師
同士のペア制は有効であった

ラダーレベルⅡ以上は,助産師と看護師がペアを

組むことで専門的知識を得ることができた

結論
・ペア制をおこなうことで情報共有、知識の再確認

ができる機会となった。
・ラダーレベルⅠに対しては、教育的側面から看護

師同士のペア制は有効であった。
・ラダーレベルⅡ以上は、助産師と看護師がペアを

組むことで専門的知識を得ることができた。
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