
以上今回の研究を通し、患者が亡くなられた後の処
置は経験的に実践されており、「看護ケア」として
の意識が低いという事と、ケア用品不足が関連して
いる事がわかりました。
これらの要因としては院内のマニュアルがない事、
ご遺体に対する知識不足、物品や環境が整っていな
いことがあげられ、今後家族を含めた「看取りの
ケア」として、それらを見直す必要性が明らかと
なりました。

御清聴ありがとうございました。

死生観 
＊人それぞれ異なる 
＊強制され作るものではない 

知識・技術・環境 

家族主体のケアをすすめても 
 

選択肢を狭め、 
意向に沿うケアができない 

まとめ 

１.現状の問題点 
 ・経験的に実施している 
 ・「看取りのケア」としての意識が低い 
 ・ケア用品が不足している 
 

２.問題の要因 

 ・エンゼルケアとしてのマニュアルが無い 

 ・ご遺体の変化、管理方法の知識不足 

 ・化粧品がケア用品として認識されていない 

 ・現在の業務状況における環境 

【目的】　本院は病床数124床（内36床休床中）稼働
率86.2% 在院日数21.5日（2012年4月）の公立病院
である。勤務している看護師は、日々より良い看護
をめざし努力している。看護実践の中で心理的スト

レスをかかえながら業務を遂行している。今回、病
院勤務看護師が体験するジレンマの状態について実
態調査をおこない、ジレンマの解決法を模索する。

【用語の定義】「ジレンマ」とは、看護師の心のな
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看護師のジレンマに関する実態調査

発　表　者 岩下　ユキ 熊本県　阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院

共同研究者 石田　きみよ、山崎　ひとみ、弘　妙子、湯本　信也

看護師のジレンマ 
 に関する実態調査   
          
 

         ーアンケート調査よりー 

阿蘇市健康保険阿蘇中央病院 

 

・岩下ユキ 石田きみよ 山崎ひとみ 

         弘妙子 湯本信也 

はじめに 
・阿蘇中央病院に勤務している看護師はジレンマを
体験しながら看護業務に従事しているように感じた．  
 今回，2011 年 9 月と 2012 年 2 月に行った病院勤務

看護師が体験するジレンマの状態について，アン
ケート用紙による実態調査を行い，その結果より，
ジレンマの解決，緩和を模索する． 
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かに割り切れない感情がのこることと定義する。

【方法】

1．対象者：病院に勤務する看護師53名（2名男性）
2．調査期間：2011年9月10日～17日

2012年2月17日～26日
3．分析：本研究は、質的帰納的研究方法を用いた。

データの分析は以下の手順で行った
①対象者の属性は単純集計をした
②記述内容は、アンケート用紙に記述されたジレン

マを体験した場面を示す1内容を1単位のコード
としてとりだした。

③コードはラベルをつけ、その性質の類似点と相違
点に基づいて分類統合し、カテゴリー化した。

④一連の分析過程は共同研究者のアドバイスをうけ
て行った。

⑤分析結果は　以下の記述において【】はカテゴ
リー、〈〉はサブカテゴリー、［］は代表的デー
タ例（）は意味の通りをよくするための補足を表
すこととする。

【倫理的配慮】本調査は阿蘇中央病院院長より承認
を得ている。調査への協力は自由意思に基づくもの
であり、協力を拒否した場合においてもなんら不利
益を被らないこと、調査目的以外に調査結果は使用
されないこと、研究が終了した時点で調査用紙は破
棄すること、個人が特定されないようにすることを
明記した。

【結果】　阿蘇中央病院勤務看護師53名中39名の回
答（75%）があり、その内94.8% が医療現場でジレ
ンマを体験していた。またその94.8% がジレンマ
の解決を望んでいた。

分析結果は、60のコードに整理された。看護師が
ジレンマを体験した場面は、【患者中心の尊厳ある
看護実現への希望】とのカテゴリーに45%、27コー
ド、そのうちの62.9% ＜看護師としての役割をは
たしていない＞に17コード、62.9%。［看護の必要
性の明確化が出来ない自分と看護が行えない実際］

［自分の看護師としての力と理想とする看護師像と
のギャップ］、次に【医師と看護師、その他の医療
職との連携が患者の利益につながる】に28.3%、

  岡崎寿美子の「看護師が体験するジレンマの状態と今後の
方向性」という論文を参考にしてアンケート用紙を作成し、
研究をすすめた。設問項目として 
 
設問１ 職場における倫理的問題解決の必要性について 
① ある        ②ない 
設問２ 医療や看護を遂行するなかでジレンマを感じること
はありますか 
① ある        ②ない 
設問３ 設問２で①あるに回答された方にお願いいたしま
す、その感じている内容をお書き下さい（どういう患者さま
にどういうジレンマをかんじたか、そのほかでも結構で
す）。 
 

・調査用紙〜質問事項〜 調査方法 

  

60 事例のカテゴリー化 

結果 

・当院勤務看護師 53 名中 39 名（75％）の回答があり，  
 その内 94.8％が医療現場でジレンマを体験していた． 
 
・倫理的問題解決の必要性は，96.2%が有ると回答した． 
 
・記述内容は 60 のコードに整理された．これは岡崎の
看護師1人あたりの持つジレンマの事象数1.4を上回る1.5
となった． 
 
・それぞれにラベルをつけ 3 個のカテゴリーを得た． 
 

目的・方法 
・目的：ジレンマに関する
実態を明確にする． 
 
・方法：当院勤務看護師，
53 名を対象にアンケート
用紙調査をおこなう． 
 
・分析方法：質的帰納的   
研究方法を用いた． 

・言語定義：ジレンマ
とは，看護師の気持ち
のなかに割り切れない
思い，感情がくすぶっ
ている状態． 
 
・倫理的配慮：質問ア
ンケート用紙は，無記
名で，調査への協力は
自由であることで協力
を得た． 
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そのうち52.9% が＜医師との連携不足＞［医師と
看護師の連携不足、患者の訴えへの対応システム化
の不足、医師と患者からの悪い評価への不安、結果
の出せない看護］。次に【システム、組織、環境、
地域連携】とのカテゴリーに26.6%。そのうち、
43.7% が＜個人の価値観と組織の目標＞＜個人の考
え方と組織の目標＞［倫理問題解決と個々の考え
方］。との結果を得た。

【考察】カテゴリー1に対して　岡崎は個人として
のジレンマを受け止めるのではなく、組織として受
け止め解決していくことが必要だと述べているが当
院の看護師が体験しているジレンマは個人のなかで
帰結していることが考えられる。

・カテゴリー2に対して　医師に適切な情報提供が
できず合同カンファレンスで看護師が自分達の看
護に自信がないため発言できないジレンマを体験
していることが感じられる。

・カテゴリー3に対して　患者中心の看護を提供す
ることが、看護の質の向上、ひいては組織の質の
向上が望めると岡崎も述べているが、看護目標が
明確ではなく組織のなかで共有できていないため
に個人的に対応している結果ジレンマを感じてい
ることが考えられる。

【今後の課題】看護の必要性を明確に表現できる個
人的、組織的な学習を行う。
・ジレンマを個人のものと抱え込むのではなく、率

直に表現し、みんなで相談し、報告できるシステ
ムをカンファレンスで学ぶ。

・地域連携システムの充実
・阿蘇地域の文化・生活を学び、必要とされる看護

を提供することをめざす。

1.【患者中心の尊厳ある看護実現への希望】 
 ・看護の必要性が明確化できない自分と看護の役割への内省 
 ・看護師としての自分の力と理想とする看護師像とのギャップ 

27 

2.【医師と看護師その他医療職との連携が患者の利益につながる】 
 ・医師との連携不足 
   a. 医師と看護師の情報の共有化の困難 
   b. 患者の訴えを医師に報告した時に承認を得られなかった気持 
   c. 医師と患者からの悪い評価への不安 
    

17 

3.【システム、組織、環境、地域連携】 
 ・個人の価値観と組織目標 
 ・倫理的問題解決と個々考え方 
 ・地域連携システムの充実 

16 

カテゴリー別内訳 
表.1 アンケート結果 カテゴリー別内訳代表例 

1.【患者中心の尊厳ある看護実現への希望】に対して 
 
 岡崎*1は個人としてジレンマを受け止めるのではな

く，組織として受け止め解決していくことが必要だと
述べているが当院の看護師が体験しているジレンマは
個人のなかで帰結していることが考えられる． 

考察 1/3 

*1：岡崎寿美子「病院勤務看護師が体験するジレンマの状態と今後の方向性」 

3.【システム、組織、環境、地域連携】に対して 
 
 患者を主体的に考える価値観に基づいた看護を提
供することが，看護の質の向上，ひいては組織の質
の向上が望めると杉谷・川合ら*2も述べているが，

看護目標が明確でなく組織のなかで共有できていな
いために個人的に対応している結果ジレンマを感じ
ていることが考えられる． 

考察 3/3 

*2：杉谷藤子・川合政恵 監修 「ケアを深める 看護事例検討」p 4 

2.【医師と看護師その他医療職との連携が 
患者の利益につながる】に対して 

 
 医師に適切な情報提供ができず合同カンファレン
スで看護師が自分達の看護に自信がないため発言で
きないジレンマを体験していることが感じられる． 

考察 2/3 
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アンケートに協力いただいた看護師の皆様に感謝い
たします。

【はじめに】看護職は、他の職種と比較しても仕事
量の負荷や役割葛藤などのストレスが高い職業の一
つとして挙げられている。患者の生命に関わる仕事

は、専門的知識や技術・判断力を求められており、
医療の進歩に伴い複雑化・多様化している。生命を
守るという仕事は『ミスの許されない仕事』であり、
それ自体で高いストレスになっている。1）
医療の高度化や高齢者の増加に伴い、2006年に療養病
床の大幅な再編を目的とし、医療制度改革が行われ医療
区分及び ADL 区分の導入による診療報酬の改定などが
行われた。当院でも、この改革をふまえ療養病棟を医療
型療養病棟へと変更し、現在、定床48床に対し看護師9
名（師長除く）・介護職10名（ヘルパー・介護福祉士・
補助看護者）で3交代勤務を行っている。医療区分2～3
の患者が約7割を占め、おむつ交換の必要な患者は約9
割・食事介助を要する患者や経管栄養の患者は半数に及
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医療療養病棟における夜勤看護師の精神的ストレス

発　表　者 松木　明美 高知県　佐川町立高北国民健康保険病院

共同研究者 西田　佳史、池　淳子、藤原　ひとみ、国澤　忍

 
 

 
アンケートに協力いただいた看護師の皆様に 
             感謝いたします。 

九州北部豪雨(阿蘇地域)への 
 応援・お見舞い・ボランティア
活動支援ありがとうございました 

今後の課題 
 
・看護の必要性を明確に表現できる個人的，組織的，
な学習を行う． 

 
・ジレンマを個人のものと抱え込むのではなく，率直
に表現し，みんなで相談し，報告できるシステムを
カンファレンスで学ぶ． 

 
・地域連携システムの充実． 
 
・阿蘇地域の文化・生活を学び，必要とされる看護を
提供することを目指す． 

 
 

医療療養病棟における 
夜勤看護師の精神的ストレス 

                佐川町立高北国民健康保険病院   
 

                   西田 佳史  池 淳子  藤原 ひとみ 

          ○松木 明美  国澤 忍                                                                   
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