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はじめに 

医療が高度化・複雑化する状況において、高い質

を保ちながら安全で安心な医療を提供する為には、

チーム医療の実践が欠かせない。個々の職種が協働

し、専門性を発揮することにより良質な医療の提供

に結びつくと考える。 

平成 18 年診療報酬改定後、介護療養病床の廃止・

削減される動きがあり、医療療養病床への移行がみ

られ、医療依存度の高い患者や生活援助を必要とす

る入院患者が混在している状況がある。 

当療養病棟においても、医療度が高く長期療養の

必要な高齢者を受け入れている現状があり、医療区

分2～3の医療行為を有する患者が常に6割以上を占

めている。医療行為と日常生活援助を必要とする患

者が多く、看護師や看護補助者の負担は大きい。病

床数 48 床に対し、看護師 10 名（師長を除く）、看護

補助者 10 名で、患者の日常生活に関わる業務や援助

を行っており、看護補助者は看護師の指示の下また

は、看護師と協働し病棟業務を支えている。日本看

護協会では、「看護補助者の有効な活用に向けた看護

職員との業務分担の検討や、仕組みの整備が必要」1）

であり、看護師が「看護補助者の役割や実施可能な

業務範囲を正しく認識し、適切に業務を依頼するこ

とが可能となる」2)と述べている。当院においても、

看護補助者の役割の明確化や業務範囲について定め

られている。日常生活に関わる業務の中の身体清潔

に関する業務は、患者の QOL 向上に関わることであ

り、褥瘡予防や病態の重症化予防を図る上で、看護

ケア介入の重要な機会と考える。しかし、役割分担

により日常生活に関する業務の大半を看護補助者に

一任せざるをえないのが現状である。このような中、

業務分担の整備や看護補助者の業務基準を作成し、

業務内容が決められ、看護の質向上を目指す取り組

みが行われている。身体清潔に関する業務中に発見

したり、生じた皮膚変化の判断基準や捉え方は、看

護師・看護補助者の意識にゆだねられており、個々

の判断基準や対応により結果が異なる。 

また、看護補助者の中には、介護福祉士・ヘルパ

ーの資格を有する者と医療機関に初めて従事する者

とがおり、経験年数や採用・研修により能力が異な

る背景があり、看護師・看護補助者が協働する中で、

意識にズレが生じる状況と考える。中谷は「看護職

は看護補助者との協働により、質の良い看護提供を

する責務がある」3）と述べている。専門性を持つ看

護師は、協働に必要な情報の提供や看護補助者個々

の能力を把握し、業務を依頼する事が重要であり、

実施状況の確認及びそれに伴う助言指導を行い、患

者に不利益が生じることなく、看護の質向上に繋げ

なければならない。看護師・看護補助者の身体清潔

に関する業務意識のズレを明らかにすることで、看

護師・看護補助者がお互いの業務理解を深め、意識

のズレから生じる課題に取り組むことにより、患者

の身体清潔に関する看護の質向上に繋がるのではな

いかと考え、この研究に取り組んだ。 

 

Ⅰ 研究目的 

療養病棟看護師・看護補助者の身体清潔に関する

業務意識のズレを明らかにし、看護の質向上に資す

る。 

Ⅱ 用語の定義 

業務意識：業務に関して自分の行動やおかれてい

る状態などについて考えたり、感じた

り、気づいたりする心の作用 

ズレ  ：考え方や感じ方に隔たりがあること・ 

食い違い 
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Ⅲ 研究の枠組み 

看護師は看護補助者が関わるケアや業務に対して、

看護補助者の経験年数や能力を加味し、患者に不利

益が生じないよう正確に伝達を行い、コミュニケー

ションが取りやすい環境を整える必要がある。看護

補助者は看護チームの一員としての自覚や責務を理

解し、看護に対する倫理観や業務意識を持って、身

体清潔に関する業務を行うことで、質の高い看護が

提供できると考える。 

日本看護協会の看護職と、看護補助者の役割分担

と連携に関する基本的な考え方 4)の原則を元に枠組

みとした。（図 1） 

図 1・概念枠組み 

 
 

Ⅳ 研究方法 

1．研究対象 

対象者：療養病棟に勤務する看護師 

（師長・主任・研究メンバーを除く） 

    療養病棟に 1 年以上勤務する看護補助者 

対象者数：療養病棟に勤務する看護師 5 名 

療養病棟に 1 年以上勤務する看護補助者

5 名 

2．研究期間 

平成 27 年 5 月～平成 28 年 3 月 

3．データ収集方法 

インタビューガイドを用いた半構成的面接法 

4．データ分析方法 

KJ 法 

5．倫理的配慮 

1）研究対象者には研究の目的や内容を文書にて説明

し、同意を得て、同意書に署名された者のみを対

象とする。 

2）研究対象者には研究への承諾拒否が可能な事、同

意後も撤回できること、それによる不利益が生じ

ない事、収集したデータは研究メンバー間で共有

し、研究以外の目的では使用しない事を説明する。 

3）インタビューに対しての質問や相談をデータ収集

中でも受け付けることを説明する。 

4）面接・インタビューは対象者に支障がないように、

時間や場所に配慮する。 

5）インタビュー時、事前に録音を行う事を説明し、

同意が得られない場合、面接内容は面接者か面接

補助者がメモで対応する。 

6）調査によって得られたデータの保管は厳重に行う。 

平成 28 年 3 月の院内学会等で発表し、発表終了

後は速やかに適切に破棄する。 

7）発表内容には個人が特定されるような情報は記載

しない。 

8）高北国民健康保険病院・看護局臨床看護研究倫理

審査委員会要綱に準じる。 

 

Ⅴ 結果 

1．対象者の特性 

対象者は療養病棟に勤務する看護師（師長・主任・

研究メンバーを除く）5 名と療養病棟に 1 年以上勤

務する看護補助者 5 名であった。 

看護師の勤務年数は（10～21 年）（平均 16.8） 

看護補助者の勤務年数は（3～11 年）（平均 7.6） 

対象者は同療養病棟で勤務する者で、生活援助の中

の身体清潔に関する世話を業務とする看護師・看護

補助者であった。 

2．業務意識のズレにつながる要因 

対象者から得られたデータを分析した結果、看護師

では【協働】【尊重】【責務】の 3 つ 

看護補助者では【協働】【配慮】【責任感】【職務欠

如】の 4 つの業務意識のズレに繋がる要因が明らか

になった。（表 1・表 2） 
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表 1 療養病棟における看護師・看護補助者の身体清潔に関

する業務意識のズレ 

 
表 2 

 

 

1）協働 

看護師の【協働】とは看護師・看護補助者がお互

いに協力して行う事であり、［看護師・看護補助者が

協力する］というカテゴリーがあった。 

看護補助者の【協働】とは看護師と協力して、ケ

アする事であり、［看護師と協力する］［看護師に依

頼する］の 2 つのカテゴリーがあった。 

看護師は、全身状態の悪い患者の予測できない事

態や患者の変化に対応できるように看護補助者とケ

アを行っていた。 

看護補助者はモニターが付いている患者や日々病

状の変化が著しい患者に対して、対応に不安を抱え

ており、看護師と一緒に行う事で安心感があり、看

護師との協働する意識が働いていた。 

2）尊重 

看護師の【尊重】とは患者に苦痛を与えず、ケア

を行う事であり、［患者の立場に立つ］［患者の清潔

を保つ］の 2 つのカテゴリーがあった。 

看護師は患者の状態に応じて、患者に負担をかけ

ないよう時間配分や手技を心がけ、患者の清潔を保

つために可能な限りシャワー浴の許可をもらい、ケ

アの見直しを行なっていた。 

3）責務 

看護師の【責務】とは患者に行うケアに責任を持

つことであり、［患者の情報を把握する］［看護補助

者のケア確認や指導を行う］［向上心を持つ］［義務

感を持つ］の 4 つのカテゴリーがあった。 

看護師は自ら患者の状態や情報を理解した上でケ

アにあたり、記録に残すと同時に看護補助者にはケ

ア中必要な情報伝達や技術的教育を行っていた。 

4）配慮 

看護補助者の【配慮】とは患者に対して、丁寧に

ケアをする事であり、［患者を大事にする］［患者の

立場に立つ］の 2 つのカテゴリーがあった。 

看護補助者は麻痺や関節拘縮のある患者に対して、

入浴や清拭の際は健側・患側に配慮した、衣服の着

脱を行い、オムツ交換の際は患者の羞恥心に配慮す

る意識が働いていた。 

5）責任感 

看護補助者の【責任感】とは与えられたケアを最

後まで行う事であり、［職務を遂行する］［患者の情

報を把握する］の 2 つのカテゴリーがあった。 

看護補助者は業務規程に基づき、看護師の指導の

下、身体清潔に関する業務では「業務時間内に出来

ていないケアは手伝う」など看護補助者同士で最後

まで行うという意識を持っていた。 

6）職務欠如 

看護補助者の【職務欠如】とは割り当てられた業

務や役割に必要とする事に欠けている事であり、［向

上心の欠落］という 1 つのカテゴリーがあった。 

例えば、午後の業務は、入浴介助やオムツが何時

までかかる為、時間があればケアはするとの固執し

た意識から、工夫してケア時間を確保する意識に欠

け、日々繰り返されるオムツ交換や入浴・清拭業務

に留まり「研修会に行った事がない」など職務に対

するスキル向上意欲に欠けていた。 

 

Ⅵ 考察 

看護師・看護補助者は患者の身体清潔に関する世

話を行うにあたり、抽出された業務意識要因からズ

レを考察する。 

― 454 ―



【協働】 

身体清潔に関する世話において、看護師・看護補

助者がお互いに助け合い協力する必要があるとの意

識が働いていたと考える。日本看護協会では「看護

サービスは、対象となる患者の状況により求められ

る知識・技術や判断が複雑かつ多様であるため、看

護職員と看護補助者が協働することにより安全で質

の高いサービスを効率的に提供することにつながる」

5）と述べている。看護師は「全身状態の悪い患者は

看護師と看護補助者でケアを行う」ことで必要とな

る技術や判断にそなえ、安全で質の高いサービスの

提供を意識していたと考える。 

しかし、看護補助者の看護師との協働では、看護

補助者の担う役割は決して小さいものではなく、不

安や負担から「口腔ケア・オムツ交換は看護師と看

護補助者の仕事」や「仕事を分けずお互い助け合う」

など看護師への依存的な協働意識が働いていたと考

える。重症患者においては、必要となる技術や判断

に備え、サービスの効率的提供の協働意識と業務的

役割の負担軽減や依存的な協働意識であり、目的意

識がズレに繋がる要因と考える。 

【尊重・配慮】 

入江は「患者の医療機関に対する印象は、医療的

専門性に加え、最初に出会う人から受けたサービス

で決まる。つまり、職種に関わらず、最初の接遇が

最も大切であり、人間的な関わりが果たす意味が大

きい」6）と述べている。看護補助者は、患者の意識

がある・なしに関わらずケア中は無駄口を言わず、

患者の立場に立って丁寧なケアを提供する意識を持

っており、身体清潔に関する世話の担い手としての

基本姿勢や態度は重要との意識を持っていたと考え

る。また、看護師は患者一人一人に対して、できる

限りのケア提供や患者の状態に応じて入浴時間を調

整したり、脆弱な皮膚を損傷させないケア提供の意

識を持っており、病院という組織の中で、看護師で

あるとの自覚を持ち、やりがいや達成感へと自らを

導きだそうとする意識が働いていたと考えられる。

身体清潔に関する配慮・尊重は患者中心の医療との

意識であり、倫理観にズレの要因は見当たらないと

考える。 

【責務】 

中谷は「看護職は看護補助者との協働により、質

のよい看護を提供する責務がある」7）と述べている。

看護師は、質のよい看護を提供するためには患者の

情報収集を行い、自らの目で確認し、患者把握を行

った上で、患者の状態により看護補助者にケア依頼

を行っていた。看護師は専門的判断が求められる場

面で、患者の病状に合わせて、ケアを変化させる知

識や技術が身についているため、「看護補助者が無理

なオムツ交換をしている際は注意する」や「出来て

いない看護補助者に対しては指導や実践を行う」な

ど、業務に関する十分な基礎知識・知識に裏づけさ

れた根拠や、看護に対する教育を受けていない看護

補助者に対し、資格を有する看護師は、看護補助者

と協働する上で、最終的な責任は看護師にあるとの

意識を持っていたと考える。また、オムツ交換時の

感染対策や身体清潔に関する技を習得し、実践する

ことで自らが手本となり、看護補助者のモチベーシ

ョンを低下させないよう指導することで、関係性を

保ちながら、質のよい看護の提供に繋げようとする

意識が働いていたと考える。 

しかし、その一方で看護補助者に委譲される業務

の最終責任は看護師にあるという強い意識により、

「患者の状態によっては自分がケアをする」という

行動や、できたかの確認と指導を行うに留まり、看

護補助者個々の能力を把握した業務委譲に至ってい

なかったことが、ズレに繋がる要因と考える。 

【責任感】 

花岡は「看護補助者は、看護師の指示のもとで行

う業務において、指示された範囲の責任をもたなけ

ればならない、また判断に迷うときは看護師に連

絡・相談できること、また施行後は報告できること

が求められる」8）と述べている。身体清潔の世話を

行う上で、患者の関わり方や注意点が書かれた連絡

ノートを見たり、看護師に聞くなどの情報収集は必

要と考えており、患者の状態や皮膚変化を発見した

際は、看護師に伝えることで身体清潔の世話に関わ

る者としての責任を果たそうとする意識が働いてい

たと考える。 

しかし、連絡ノートは看護補助者が記入しており、

研修や経験年数など背景が異なる事から、基礎知識

や根拠を十分持ち合わせないため、連絡ノートや看

護師からの情報収集や業務範囲の捉え方に個人差が

生じ、情報の活用がズレの要因に繋がっていたと考

える。 

【職務欠如】 

看護師にはないカテゴリーであった。医療現場で、

転棟や急変に伴う部屋移動・退院に向けた生活援助
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の補助など、日々変化が加わる病棟業務の中で、限

られた時間内に決められたタイムスケジュールに沿

って、業務を行うことは「オムツ交換や入浴以外の

ケア時間がない」状況となり、業務を行う上で職務

欠如に繋がる要因となっていた。島尻は「これまで

のような、単なる看護師の補助者としての役割だけ

でなく、看護チームの一員である自立した看護補助

者としての役割獲得への期待も込めて、これからは

さらに教育を充実させなければならない」9）と述べ

ている。状況や変化に対応可能な質のよい看護を提

供するには、看護補助者の自覚や個々のスキルアッ

プが不可欠と考える。また、看護師がやりやすいよ

うに補助するなど依存的・指示待ちの意識がズレに

繋がる要因と考える。 

 

Ⅶ 終わりに 

療養病棟における看護師・看護補助者の身体清潔

に関する業務意識のズレについて研究を行った。 

その結果、看護師では【協働】【尊重】【責務】の 3

つ、看護補助者では【協働】【配慮】【責任感】【職務

欠如】の 4 つのズレに繋がる要因が明らかになった。

今回の研究において、身体清潔の世話を協働で行う

上での看護の質向上に繋げる示唆を得ることが出来

た。看護師は看護補助者個々の能力に応じた指導力、

看護補助者は知識と技術のスキルアップにより、チ

ームの一員としての自立が必要と考える。そして、

意識のズレを念頭においての業務委譲や業務範囲を

明確化し、お互いの役割を尊重した上で、生じた課

題についてチームで話し合う機会を持つことにより、

捉え方や判断基準のズレが是正され、看護の質向上

に繋がると考える。 
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