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未来の医療に向けて、伝統医療と看護の連携を図る 

 

医学といえば、わざわざ断らなくとも、起源を西洋に有する医学を指すのが通例です。この医学を基盤

として、近代に入って、看護学が派生しました。従って看護学は、共通基盤としての医学の上に、看護学

特有の概念と実技が重層されて構成されていると理解しても、あながち的外れではないでしょう。そして

現代に至っては、まだ十分には学問として確立されていないかもしれませんが、やはり医学を基盤とし

た、多数の様々な医療系の学問領域が勃興してきています。 

一方、西洋医学とは系譜を異にする伝統医療もまた、我が国には根付いております。我が国を発祥とす

る柔道整復学や、鍼灸を中心とする中国由来の東洋医学などが、該当します。伝統医療の資格取得を目指

す学校においても、西洋医学の諸科目は教授されていますが、さて西洋医学が真に、伝統医療の基盤とし

て機能しているかは、少しく疑義の残るところです。というのは、伝統医療の実践となるとどうしても、

「経験知」に依拠する部分が多く、この点で「実証知」を重視する西洋由来の医学・看護学と、趣を異に

するからです。 

上に述べた「実証知」と「経験知」の違いは、西洋医学・看護学と伝統医療の起源の違いに由来するも

のですが、それを現代的文脈で捉えてみましょう。現代の医療行為においては、確実なエヴィデンスに基

づくことが必須の要件です。医療者個人の嗜好や見解などに左右されることなく、社会の構成員全員が、

客観的に標準化された医療を受けられるようにするためです。この場合、エヴィデンスをどのようにして

求めるかですが、主流となっている方法論は、多数の対象者を 2 群に分け、片方にはなにがしかの介入を

行い、もう片方には介入しない、あるいは別の介入を行う。そうして、2 群の結果を比較して、介入の妥

当性を検証し、論文が作られ、多数の論文が総括されて、エヴィデンスとしてまとめられていくのです。

以上が「実証知」です。ただし注意すべきは、対照を用いる方法論は主流ではあるものの、他の方法論が

絶対的に否定されているものではないことです。すなわち、科学の真理は、常に実験研究のみから導出さ

れてきたとはかぎりません。自然なり人間の営みをレトロスペクティブに仔細に観察することによって

も、真実に到達できる分野があるのです。即ち、観察研究により得られる知が、「経験知」といえるかと

思います。 

このように、「知」の在り方が相当に異なる伝統医療と看護学(西洋医学)ではありますが、実は両者の

間には共通点、相通じあう要素が存在するかもしれないとの気づきが、本誌「伝統医療看護連携研究」の

刊行に至った契機であります。というのは、看護学も医学に倣い、実証科学を踏襲していますが、それは

方法論としての側面です。看護することの本来的意義からすれば、看護学では人間を、全体的・全人的に

把握する傾向があることは歴然としています。一方、伝統医療もまた、自然の中の人間を、パーツではな

く全体としてとらえています。あるいはまた換言すれば、看護学の英語名に、science が付帯されること

からすれば、看護学には介入的要素と観察的要素が複合して内包されていると、考えられます。一方、伝

統医療は専ら経験に依拠した医学と思われがちですが、その経験の中身は何かといえば、実は初めに介入

があり、次にその結果を観察する。介入と観察の繰り返しの、長い年月にわたる蓄積を核に有する学問が、

伝統医療なのです。 

ある学問と別のある学問との間の異同について研究することは、研究者に大いなる知的好奇心を惹起

します。そして単に異同に着目するばかりではなく、二つの異なる学問領域の間で、どのような連携が可

能であるのか、連携によりこれまでにないどのような新しい益を、医療にもたらしうるのか。こうした観

点に立ち、私達は、日本伝統医療看護連携学会を立ち上げ、学会活動を開始しました。その活動の成果と

してここに、「伝統医療看護連携研究」誌を発刊します。学際的学問の可能性を願う学会員、趣旨に賛同

していただける医学研究者・医療従事者の方々の活動に、本誌がいくらかなりとも資することを祈念し

て、創刊の辞といたします。 

令和 2 年 初夏 

日本伝統医療看護連携学会 会長 佐竹正延 
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医学と看護学の比較検討 

～国家試験と教科書の観点から～ 

 

Medicine and nursing science from the perspective of national examination and textbook:  

A comparative analysis 

 

 

佐竹正延 

SATAKE Masanobu 

 

仙台赤門短期大学 看護学科 

 

要 旨 

医学と看護学という 2 つの学問を大枠で捉えて比較することは、それら学問間の連携、あるいは学際

的領域の開拓を考えるうえで、有用と考える。看護師国家試験の問題を分類すると、140問は医学的、100

問は看護学的な問題であった。よって、看護学は 6割の医学的知見を基盤として、それに 4割の看護学特

有の知見を重層して成立している学問であると把握できる。一方、看護学生を対象に執筆された看護学概

論と医学概論の教科書を比較すると、医学概論の量的・質的な貧弱さが際立っていた。医学には医学概論

はないものと思われる。それに対し看護学概論においては、特に索引に引用されている語群にカタカナ外

来語が多く、それら外来語には人間存在に関する概念を表現する語句が多いという特徴がみられた。看護

学が、実証科学と人間科学とが複合した学問であることを示唆している。 

キーワード：連携、学際、国家試験、教科書 

 

Abstract 

Comparative analysis of medicine and nursing science could pave the way for a new interdisciplinary area between 

both science fields. The entire questionnaire of the 108th national examination for students of nursing science was 

classified as follows: 140 questions as medicine-oriented and 100 as nursing-science-oriented, implying that nursing 

science accounts for 60% of medicine in general and 40% of unique nursing science. Then, the author compared two 

textbooks, medicine in general and nursing science in general, which were edited for nursing science students. 

Compared with the nursing science textbook, the medicine textbook had rather poor quantity and quality, perhaps, 

depicting a situation of the absence of medicine in general itself. Conversely, the nursing science textbook was 

characteristic of the field and contained significant foreign-derived, non-Japanese translated terms. Furthermore, the 

majority of terms seemingly reflected some type of ideas regarding the existence of human beings. Hence, nursing 

science could be considered a combination of evidence-based science and human science. 

Keywords:collaboration,interdisciplinary,national examination,textbook   
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Ⅰ．はじめに 

 医学といえば、わざわざ断らなくとも、起源を

西洋に有する医学を指すのが通例である。この医

学を基盤として、近代に入って看護学が派生、独

立した。従って看護学は、共通基盤としての医学

の上に、看護学特有の概念と実技が重層されて構

成されていると理解しても、あながち的外れでは

ない。そして現代に至り、やはり医学を基盤とし

て、多数の様々な医療系の学問領域、あるいは職

能が勃興してきている。ここで注意すべきは、「医

学の基盤の上に、看護学が重層」と至極、あっさ

りと記述したのであるが、何を根拠にそう言える

のか、言えるとしたら、それはどういう意味を持

つのであろうか。本稿では、ある学問(今回は医学)

と別のある学問(看護学)との間の異同について、

探ってみたい。異同を認識することが、何らかの

形で、それぞれの学問への従事者を刺激し、新し

い学際的視点の掘り起こしにつながるかもしれ

ない。 

 

Ⅱ．看護学と医学の双方に共通する要素 

 学生は、看護学科を卒業すれば看護師国家試験

を、医学科を卒業すれば医師国家試験を受験し、

合格すればそれぞれ、看護師なり医師の免許資格

を付与される。ここでは看護師国家試験の内容を

分析することで、看護学がどのような学問である

のかを眺めてみたい。看護師国家試験は、必修問

題 50 問、一般問題 130 問、状況設定問題 60 問、

全部で 240 問からなる。医学書院から出版されて

いる「看護師国家試験問題集 2020 年版」に、問題

の分野別分類が掲載されているので紹介すると、

人体の構造と機能 20 問、疾病の成り立ちと回復の

促進 10 問、健康支援と社会保障制度 20 問、基礎

看護学 35 問、成人看護学 55 問、小児看護学 20 問、

母性看護学 20 問、老年看護学 20 問、精神看護学

20 問、在宅看護学 20 問となる。これらは、厚労省

の定める看護師学校養成所指定規則にある、看護

学の各領域に沿っての分類である。 

さて本稿の筆者は元来、医学科出身であるので、

従来から使われてきた医学の分類に沿って、240問

を再分類してみたところ、基礎医学 25問(これは、

人体の構造と機能 20 問に相当する)、臨床医学 65

問(＝疾病の成り立ち 10 問＋成人看護学 55 問に相

当)、社会医学 50 問(健康支援と社会保障 20 問に

相当)、そして筆者から見て、医学というより看護

学に特有と思われる 100 問(＝基礎・小児・母性・

老年・精神・在宅看護学の 135 問に相当)と、整理

できた。すなわち、医学的観点からの分類(筆者)と、

看護学的観点からの分類(医学書院、指定規則)と

の間に、対応関係をつけることができた。対応関

係を換言すれば、看護師国家試験には、医学から

の問題(基礎 25＋臨床 65＋社会 50)が 140 問、看護

学からの問題が 100 問、出題されているというこ

とである。さらに敷衍すれば、国家試験問題とい

う観点から見た看護学とは、6 割の医学を基盤と

し、その上に 4 割の看護学特有の知見を重層して、

構成されている学問と把握できよう。 

次に、看護学科において教授されている学科目

を眺めてみると、人体の構造と機能(医学科では解

剖学と生理学に相当する)、生化学(＝医化学)、微

生物・免疫学、病態生理学(＝病理学)、薬理学、公

衆衛生学、疾病治療論(＝内科学、その他を含む臨

床医学)、医療倫理などがあるが、これらはいずれ

も、医学科の授業科目と共通である。授業科目の

点からいっても、看護学が医学を基盤として成立

していることが分かる。 

さらには、医学を基盤に有する医療系の学問、

もしくは技能は、看護学科(看護師)に限らない。薬

学科(薬剤師)、歯学科(歯科医師)、臨床検査技師、

放射線技師、臨床医工学士、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、救命救急士などがある。よっ

て看護学に限らず、他の種々の医療系の学問・技

能にあって、「医学」は、人類共通の知的財産であ

るといえよう。 

 

Ⅲ．看護学にあって、医学には無い要素 

看護学と医学を比較する次の題材として、医学

書院「系統看護学講座」に所収されている、「医学

概論(2016 年発行、第 8 版)」と「看護学概論(2018

年発行、第 16 版)」を選び検討した。まず本文で

あるが、医学概論は 177 頁、看護学概論が 339 頁

の分量である。看護学生向けの医学概論とはいえ、

医学概論は看護学概論の半分のページ数であり、

量的には極めて貧弱である。反対に、看護学概論

は、量的にも読み応えがある。看護学概論の章立

てをみると、第 1 章 看護とは 62 頁、第 2 章 看
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護の対象の理解 30 頁、第 3 章 国民の健康・生活

の全体像の把握 44 頁、第 4 章 看護の提供 44 頁、

第 5 章 看護における倫理 30 頁、第 6 章 看護の

提供の仕組み 78 頁、第 7 章 広がる看護の活動領

域 51 頁とある。様々な観点から看護を把握してい

て、バランスの取れた章立てである。記述も丁寧

で、初学者でも看護の全体像を理解でき、しかも

大学の学問を感じさせるレベルにある。 

一方、医学概論の章立てと、その内容に対する

筆者コメントをカッコ内に記すと、第 1 章 医学

をどのように捉えるか 22 頁(この章だけが、本来

の概論に相当する)。第 2 章 医学の発達の姿、医

学史 26 頁(医療従事者が医学史を学ぶことに、現

代的な意義はほとんどない)。第 3 章 健康・病気・

医学の体系 8 頁(体系の説明がたったの 8 頁)。第 4

章 病気の原因 14 頁と第 5 章 病気による身体

の変化 28 頁(病理学の、ごく簡単なイントロにす

ぎない)。第 6 章 病気の診断 8 頁と第 7 章 病気

の治療とリハビリテーション 14 頁と第 8 章 病

気の予防 20 頁(臨床医学の、ごくごくごく簡単な

イントロ)。第 9 章 新しい医療システム 12 頁(記

載内容は新しくない)。第 10 章 医学および看護

の生命へのアプローチ 12 頁(倫理らしきことの、

ごく簡単なイントロ)。 

このように医学概論は総じて、量的にも質的に

も、極めて貧弱に見える。レベルでいえば、とう

てい大学の教科書とは思えないほどである。これ

は筆者が医学科出身であるため、医学を厳しい目

で見てしまうからかもしれない。あるいは、看護

学生が対象の医学概論であるため、簡素な内容に

なっているのかもしれない。さらには、いかに高

名な著者といえども、長期間(～50 年間)、単独で、

医学概論を執筆・改訂(～第 8 版)するのは、困難な

のかもしれない。もっと根本的な見解は、そもそ

も医学には概論はないのではなかろうか？という

のは医学の歴史では、解剖学、生理学、病理学、内

科学、外科学などが早い時期から勃興し、それぞ

れ独自の領域を築いてきた。概論としてまとめる

必要がなかった。まとめることができないほど、

それぞれの領域が膨大になった。それが、現在の

医学なのではなかろうか。 

「医学概論」は、医学書院「系統看護学講座」の

教科書の 1 つとして存在はしている。しかし、実

際に教科目として医学概論が教授されているかに

ついては、少なくとも筆者が現在、所属する看護

学科では教授されてはいない。全国の看護学科の

カリキュラムでも、同様なのではなかろうか。医

学部医学科における医学概論の授業科目、医学科

 

表 1.看護学概論の教科書、索引に引用されているカタカナ外来語の例 

アイデンティティ アクティヴ・リスニングアセスメント アセスメント 

アドバンス・ディレクティブ アドボカシー アブセンティズム 

イーミック ウェルネス エシス 

エティック エンパワー カリタスプロセス 

キュア グッドガバナンス クリティカルシンキング 

クリティカルパス グローバルヘルス クリティーク 

ケア コア コーピング 

コンピテンシー サバイバーズ・ギルト ジレンマ 

セルフケア ソーシャルキャピタル ダイバーシティ 

デフュージング デブリーフィング ナラティブ 

ニード バイオエシックス パターナリズム 

パワー ヒューマンケアリング ヒューマンエラー 

ビジョン フォロワーシップ ブリーフィング 

プレゼンティズム プロセスレコード メタパラダイム 

モラル ライフイベント リビングウィル 
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用の医学概論の教科書も、殆ど聞いたことがない

(医療入門のような授業科目は、実施されているよ

うであるが)。 

再び、医学書院より出版されている 2 つの概論

教科書に戻って、検討したのは、巻末索引に引用

されている用語の比較である。収録されている用

語の総数は、医学概論が 734 語、看護概論が 1,317

語であった。その中で、カタカナ表記の外来語は、

医学概論が 68 語、看護概論が 121 語であった。用

語数の比は総数であれ、外来語数であれ、医学：

看護学＝1:2 であり、頁数の比(1:2)と同等である。

きわめて印象的であったのは、カタカナ表記外来

語の内容である。筆者なりに分類してみると、医

学概論には、物質関連が 15 語、病態・疾患関連が

25 語、何らかの概念が 17 語、職種・職場関連が 7

語、含まれていた。他方、看護概論においては、何

らかの概念が 83 語、職種・職場関連が 32 語、含

まれていた。看護学概論索引に収録されている概

念がどのようなものであるか、表 1 に一部を示す。

人にどう向き合うかとの観点に関する概念が多い。

看護学は、自然科学ではなく、人文科学であるか

のような印象すら覚える。いずれにしても看護学

においては人間に関する何らかの概念が、あるい

は思想といってもよいが、重視されており、それ

らは外国に起源を有している。職種・職場が、強

く意識されているのも看護学の特徴で、これも外

国由来である。 

 

Ⅳ．まとめ 

「医学」は、医学にも看護学にもある。医学も

看護学も、人の健康と疾患を扱うのであるから、

これは当然であろう。しかし「概論」は、医学には

ないが、看護学にはある。人という概念＝思想を、

看護学では重視しているのに対し、医学ではそう

ではない。 

 

Ⅴ．展望 

現代の医療行為においては、それが確かなエヴ

ィデンスに基づいていることが必須の要件である。

医療者個人の嗜好や見解などに左右されることな

く、社会の構成員全員が、客観的に標準化された

医療を受けられるようにするためである。この場

合、エヴィデンスをどのようにして求めるかであ

るが、主流となっている方法論は、多数の対象者

を 2 群に分け、片方にはなにがしかの介入を行い、

もう片方には介入しない。そうして、2 群の結果を

比較して、介入の妥当性を検証し、論文が作られ、

多数の論文が検証され総括されて、エヴィデンス

としてまとめられていく。このように(西洋)医学

では、分析的アプローチに基づく実証知が重んじ

られているのが特徴といえる。 

看護学の英語名は、nursing science であり、現在

は evidence-based nursing science が標榜されてい

るので、看護学においても実証知が重要と認識さ

れているのは確かである。しかしながら、看護学

においてはその出発点からして、単に実証科学で

あるばかりではない。人間をどのように総体的に

とらえるかという、人間科学としての側面がある

のは、概論の比較検討の結果からも明らかである。

さらに注意すべきは、対照を用いる方法論は医療

関連の学問において主流ではあるものの、他の方

法論が原理的に否定されているものではない。す

なわち、科学の真理は、常に実験研究のみから導

出されてきたとはかぎらない。自然なり人間の営

みをレトロスペクティブに仔細に観察することに

よっても、真実に到達できる。看護学の中の実証

科学的側面は介入的要素の、看護学の中の人間科

学的側面は観察的要素の反映であり、両方の要素

が複合して内包されているのが看護学ではなかろ

うか。 

一方、我が国において伝統医療と称される範疇

には、鍼灸を中心とした東洋医学や、我が国発症

の柔道整復学などがある。これらは専ら経験知に

依拠した医学とみなされている。しかし、伝統医

療もまた、介入の結果を観察することの、長い年

月にわたる蓄積を核に有する学問といえる。特に

東洋医学は、人間をパーツではなく、統合的にと

らえる点に特徴がある。筆者は現在、未来の医療

に向けて、看護と伝統医療の連携を図りたいと考

えているのであるが、そのためには、本稿で試み

たアプローチ、すなわち看護学と、東洋医学を中

心とする伝統医療との共通点、相違点などを比較

考究することが、相互の連携や学際領域の開拓の

ための基盤になるのではないか。 
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要 旨 

我が国の社会は、人口構造の変容に伴い大きく変貌している。当然ながら人口構造の変容は、疾病構造

にも影響を及ぼす。現在の生活習慣病、高齢疾患に加えてストレス病、心の病が増加している。これらの

疾患の多くは、生物学的な要因に加え、生活習慣、老化、価値観、社会・人間関係などの多様な要因が絡

み合って発症するだけに感染症のように病因を特定することは困難であり、しかも“治らない、治りにく

い病”である。しかし、これらの多くは、予防が可能であり、またケアによる自立度の維持・改善等がで

きる。それには全人的なアプローチによる医療を必要とし、医療連携による質の高いケアの提供が重要で

ある。鍼灸も看護も本質的に全人的であり、自然治癒力を原理とする人に優しい医療である。両者が連携

することによって、これまでにない質の高いケアを提供できることが期待される。 

キーワード：鍼灸医学、看護、医療連携、自然治癒力  

 

Abstract 

The drastic changes currently undergoing in Japanese society and its population structure are, indeed, influencing 

the disease structure in Japan. Besides current lifestyle- and elderly-related diseases, the stress-induced diseases and 

mental diseases are increasing in prevalence, which are, in turn, influenced by multiple factors like lifestyle, aging, 

values, social, and human relationships, as well as biological factors. Thus, determining the etiological causes of 

diseases, such as infectious diseases, is challenging, rendering them incurable or intractable. Nevertheless, the 

majority of diseases could be prevented, and care could maintain and enhance self-reliance. Hence, medical 

treatments by holistic approach are warranted, and it is essential to provide high-quality care through medical 

cooperation. Both acupuncture and nursing are holistic and human-friendly medicine based on the natural healing 

power. Perhaps, the cooperation between acupuncture and nursing will provide unprecedented high-quality care. 

Keywords:acupuncture,moxibustion,nursing medical cooperation,natural healing power  
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Ⅰ . はじめに 

 明治時代、日本の伝統医学を西洋の医学に対

する東洋の医学であることから「東洋医学」と

呼称された。東洋医学には漢方 (湯液)、鍼灸、あ

ん摩などが含まれるが、同じ自然観や身体観を

基盤として成り立っている。しかし、治療手段

は異なり、漢方(湯液)は薬物療法として、鍼灸と

あん摩は物理療法として行われることから、我

が国では両者の法的位置づけは異なっている。  

 本稿の題目は「東洋医学の再発見‐医療連携

の可能性」であるが、主として鍼灸医学につい

て述べる。最初に鍼灸医学の特色とその基盤で

ある古代中国科学の思考様式について紹介し、

次いでこれからの社会が必要とする医療、社会

から必要とされる医療について述べ、最後に鍼

灸と看護との医療連携の可能性について触れ、

「未来の医療に向けて、看護と伝統医療の連携

を図る」の課題に応えてみたい。  

  

Ⅱ . 鍼灸医学の特色と古代中国科学の思考様

式  

1.鍼灸医学の世界観  

 鍼灸医学を特徴づける多元的な視点は、その

身体観に内包されていると考えている。そこで

身体観に内包されている視点をプリズムで通し

て分光してみると図 1 のように表される。これ

らの多様で多元的な視点は、いわば生命論的世

界観のそれであり、機械論的世界観とは本質的

に異なるものである。  

 

図 1 鍼灸医学の身体観にみる多元的視点  

 

 生命論的世界観を概括的に要約すれば、世界

は流動的で常に変化する動的構造であると捉え、

包括的に把握しようとする。そして世界を客観

的な観察対象ではなく、自己を含む世界として

捉え、様々な事象を意味・価値により評価しよ

うとする。これに対して機械論的世界観は、世

界は変化しない静的な構造と捉え、要素に分析

し、還元しようとする。そして世界を他者とし

て客観的な観察対象とみなし、様々な事象を性

能・効率により評価しようとする 1)。 

 このように両者は大きく異なる。生命論的世

界観は東洋的であるのに対し、機械論的世界観

は西洋的である。古代中国で発祥した鍼灸医学

は、東洋の文化的・科学的な風土の中で育まれ

てきたことから生命論的世界観を底流として発

展してきたと言えよう。  

2.鍼灸医学の 5 つの特色 

 図 1 で示したように鍼灸医学の多様で多元的

な視点は、生命論的世界観を底流としている。

こうした観点から鍼灸医学の特色として➀身心

一如の医学、②エコロジカルな医学、③自然治

癒力を支援する医学、④非薬物療法、⑤体表の

医学の 5 つを挙げてみた。  

(1)身心一如の医学  

 鍼灸医学の身体観は、身心一如を基本とする。

身心一如の概念は抽象度が高いが、我が国では

“からだ言葉”にそれをみることができる。“か

らだ言葉”は、世界の中でも日本が最も多く、

日常的に頻用されている 2,3)。“からだ言葉”に

は、目や耳、腹や腰、骨などの身体部位を使っ

た慣用句であるが、「肩」のつく“からだ言葉”

が最も多い。例えば「肩を落とす」「肩を怒らす」

「肩で風を切る」「肩で笑う」など、「肩」で様々

な心情や感情を表そうとする 4,5)。 

 “からだ言葉”が示すように、我が国におい

ては身体を物質的な肉体としてではなく、心や

精神が溶け込んだ身体として認識している。身

体と心(精神)の関係については、「精神の身体化」

6)「こころの身体化」7)として説明されるが、身

心一如は心身相関としての身体観ではなく、身

体と心は不二であることを体感により認識する。 

 身心一如の身体観を特色とする鍼灸医学では、

身体に現れる所見を重視するが、その変化は心

の変化でもあるからである。例えば肩凝りであ

ってもその凝りは心の凝りと一体となった病態
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と捉えて治療を行う。ここに身心一如の医学と

しての鍼灸の特色がある。  

 一方、近年では人間の存在を「生物・心理・

社会性」(Bio-Psycho-Sociality)の統合として捉え

ようとする機運がみられる。そうした文脈から

疾病の把握も「生物医学モデル」から「生物心

理社会医学モデル」として捉えるようになって

きた。 

 このモデルは、「病気を診ずして病人を診よ」

(高木兼寛 )の視点にも通じる。医学の対象は疾

病ではなく、病を抱えた人間の病苦であり、そ

れに応えることが医学であるという。この視点

は「病気の看護」ではなく、「病人の看護」の視

点とも相通ずる。  

(2)エコロジカルな医学  

 鍼灸医学は、人と自然との調和を重んずる。

これを「天人合一」「天人相応」といい、人は“自

然に生かされている”という素朴な自然観を基

調としている。すなわち開放系として人間を捉

え、環境との情報交流による調和を重視する視

点である。このことから鍼灸臨床では、➀時に

応じて(季節、時間など)、②地に応じて(住んで

いる土地の社会環境など )、③人に応じて (生活

習慣、感受性、体質、価値観など )の視点に立っ

て診療することを基本としている 8)。 

 この視点を「随機制宜(三因制宜)」といい、現

代医学分野では気象医学、時間医学、社会医学、

オーダーメイドの医学と繋がる。例えば、健康

の決定因子は、西洋医学が重視してきた生物と

しての個体因子(遺伝子、生活習慣、健康行動な

ど)だけでなく，図 2 に示すように個人の社会経

済的因子(学歴、職業、所得、家族など)及び環境

としての社会的因子(地球環境、国際環境、地域、

職場など)も深く関係するとし、多次元からなる

階層構造として捉えることが重要であると指摘

されている 9)。その象徴的な事象が教育格差に

よる健康格差であり、低所得者での健康障害の

多発である 10)。 

 いずれにしても健康障害は上記した多次元か

らなる階層構造として捉えられるようになって

きたが、その原初は鍼灸医学の「随機制宜」に

みられ、エコロジーの思想とも通じるものと考

えている。  

図 2 健康の決定因子の階層構造  

 

 また、近年、時間医学や時間治療学、時間薬

理学が注目されている 11-13)。これらは時間生物

学の研究成果を基礎とし発展した臨床医学の一

分野である。不規則なライフスタイルに起因す

る病態 (リズム障害 )や日周リズムを有する病態

(虚血性心臓疾患やアレルギー性疾患など )の診

療に応用され始めた極めて新しい医学であるが、

その基本的概念の原初は『黄帝内経』にみられ

る。 

 鍼灸医学では、生体リズムを陰陽消長として

捉え、その変調により病が発症するとし、治療

のタイミングも特定の時間に行うことが効果的

という。これらは「子午流注」(時刻に応じて臓

腑‐経絡の活動を示したもの )14)として体系化

され、今も臨床応用されている。このように時

間医学的な素朴な発想は「天人合一」「天人相応」

から導かれたものであり、その意味においてエ

コロジカルな視点といえよう。  

(3)自然治癒力を支援する医学‐非薬物療法と

しての鍼灸  

 ヒポクラテスは「人間は体内に 100 人の名医

を持っている。医者のなすべきことは、その名

医を手助けすることである。」 (ヒポクラテスの

格言)と述べ、医療人のなすべきことは自然治癒

力を支援することとした。鍼灸医学においても

同様に正気 (生命エネルギー )を扶けること、す

なわち「扶正」(自然治癒力)を基本としている。  

 このように古代の医学は、洋の東西を問わず

内在性治癒力を効率よく利用することを医学の

第一義とした。しかしながら医学の進歩ととも

に人工的介入が大きくなり、今日ではその行き

過ぎが懸念されている。  

 自然治癒力は、人体の恒常性を維持し、様々
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な病原微生物等から人体を衛り、傷んだ組織を

修復したり、再生したりするなどの人体に備わ

った力を指す。具体的には自然免疫、獲得免疫、

組織再生等であり、多種多様な天然の化学物質

を合成・分泌し、生体の発育・成長を促すとと

もに生体機能を維持する。こうしたことから自

然治癒力は「生体内薬局」「生体内病院」とも例

えられる。この素晴らしい天然の治癒システム

を科学的に解明することこそが 21 世紀の医学

の大きな課題であり、使命でもある。  

 鍼灸医学は鍼と灸という単純な用具を用いて、

機械的あるいは温熱的刺激を臓腑‐経絡経穴系

(鍼灸医学独自の生体情報と生体エネルギーの

伝達系)の特定部位に作用させ、健康維持・増進、

予防および治療を行う東洋医学系物理療法であ

る。まさに自然治癒力を最大限に活用する素朴

な医学である。  

 図 3 は、これまでの鍼灸の臨床研究で明らか

にされた治療効果を示す。これらの機序の詳細

は不明な点が多いが、機序解明に向けた研究は

世界規模で行われており、その一端が明らかに

されつつある 15)。 

 ここで、鍼灸の治療効果に関する機序につい

て、筆者らが行った研究の一端を紹介する。例

えば鎮痛効果については内在性オピエイトであ

るβ－エンドルフィン、Met-エンケファリンが

増加すること 16)、循環改善効果については軸索

反射機転を介して血管拡張物質である CGRP を

増加させること 17)、リラックス効果については  

 

 

図 3 鍼灸の効果  

脳内モノアミン系物質 (セロトニンなど )を増加

させること 18)、更には脳機能活動に対して脳  

血流量の増加や脳ブドウ糖代謝を亢進させるこ

と 19)、などである。  

 ここで基礎と臨床のリレーショナル研究の 1

つを挙げる。図 4 に示すように脳機能活動に関

する基礎研究の知見を踏まえて、認知症の予備

軍である軽度認知機能障害 (MCI:Mild Cognitive 

Impairment)に対して、生活指導に鍼治療を併用

すると生活指導だけよりも認知機能 (MMSE に

よる評価)が有意に改善することを明らかにし、

認知症予防への臨床応用を示した 20)。 

 

 

図 4 鍼灸研究における基礎と臨床の  

リレーショナル研究の一例  

 

 このように鍼灸医学では治療目的に応じた自

然治癒力を非薬物的なアプローチにより賦活し、

臨床効果を得ようとする。まさに自然治癒力を

最大限に活用したエコ医療 (Eco-Medicine)であ

る。 

(4)体表の医学  

①鍼灸医学は体表の医学  

 皮膚は単なる隔壁ではなく、広汎な外受容装

置として身体外部からの多種多様な情報を受

容・伝達するとともに身体内部の歪みを写し出

す高感度のブラウン管的役割を果たしている。

このことは、皮膚が診察・治療の場として多く

のことを成しえる可能性を示すものである。  

 こうした皮膚の機能を診察・治療の場として

最大限に活用してきたのが鍼灸医学である。そ

の意味において鍼灸医学は体表の医学でもある。

鍼灸臨床では、体表に映し出される微細な所見

(ザラツキ、湿り気、軟弱、硬結など)を独自の理

論 (臓腑‐経絡経穴系 )に基づいて読み解き、体
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表上の特定の部位 (経穴：俗称ツボ )に鍼あるい

は灸を行い、もって身心の変調を是正しようと

する。 

 臓腑‐経絡経穴系は鍼灸医学固有の生体情報

および生体エネルギー伝達系である。それは神

経でも脈管系でもなく第三の伝達系で未だその

本態は不明であるが、現象論的な研究手法によ

り、その実在性を支持するエビデンスは多数報

告されている 21,22)。 

②皮膚は第三の脳  

 近年、皮膚科学の発展により皮膚は第三の脳、

露出した脳、薄い脳(薄脳)であるとされ、「皮膚

は考える」とも言われている 23-26)。何故、皮膚

は脳なのか、その根拠が皮膚を構成する最外層

の表皮が神経系と同じ外胚葉から発生している

ことによる。  

 図 5 は体表に存在する受容体・受容器を示す。

このように体表には多くの受容体・受容器があ

り、外部の様々な情報をキャッチして体内に伝

達し、内部環境の維持調整にあたる。まさに皮

膚はインターフェースの役割を担っている。  

 

図 5 体表に存在する受容体・受容器  

 

 更に図 6 に示すように皮膚は多くの生理活性

物質を合成・分泌している。これらの物質の多

くは脳内にも存在し、一部は脳内と同様の働き

をしている。  

このように皮膚は外に飛び出した脳として機

能していることから「皮膚は第三の脳」ともみ

なされる。例えばストレスを受けると、視床下

部‐脳下垂体‐副腎皮質系を介してステロイド

が放出され、抗ストレス状態が形成される。し

かし、慢性的にストレスが持続するとやがて身  

図 6 皮膚で合成・分泌される  

生理活性物質の数々  

 

心は疲弊し、ストレス病 (汎適応症候群 )へと進

展する。こうした反応と経過は皮膚においても

みられるという。すなわち慢性ストレス状態で

は、表皮細胞からも長期にわたりステロイドが

分泌され、肌荒れが起こるという。このように

脳の反応は皮膚においても起こるのである。  

 また愛のホルモンとして注目されているオキ

シトシンには、多様な作用がある 27)。中でも適

切なタッチにより人間関係を良好にする作用が

あるとされている。“医の原点は手当にあり”と

伝えられてきたが、オキシトシンの研究により、

手当が科学的に有効であることが裏付けられた。

このオキシトシンは皮膚からも分泌される。 

 以上のことからも皮膚は外に飛び出した脳と

して働いている。その皮膚を診察・治療の場と

する鍼灸医学は、脳である皮膚との対話を通し

て、身心の良好な状態を維持し、あるいは身心

の歪を調整するユニークな医療である。  

3. 古代中国科学の思考様式について 28-33) 

 鍼灸医学の特色を理解するには、その基盤で

ある古代中国科学の思考様式を知ることが必要

であると考えている。その科学的思考は西洋の

それとは異なる独自のものである。端的に言え

ば要素分析的還元主義とは対極にあることから

非科学的とされがちであるが、決してそうでは

ない。近年の「関係の科学」の原型ともいえる

素晴らしい科学である。  

 人が生きている状態は常に多様で複雑である。

その多様で複雑な状態を古代中国人はあるがま

まに認識するのを好んだ。従って興味の対象は

個々の事象であり、事象の背後に存在する共通
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した法則性を究明しようとする意欲は極めて薄

かったようである。  

 しかし、このことは世界を体系的、統一的に

把握しようとすることを断念したものではない。

むしろ多様性を重視しつつ複雑な世界を体系的、

統一的に把握しようと志向した。  

 この多様性と体系的といった一見相反するこ

とを統一するために導入した手法が「分類」と

いう方法である。その対象は自然現象に留まら

ず、社会制度や人間の感情、病態に至るまでく

まなく分類しつくそうと試み、しかもその規則

性・統一性を解明しようとした。それが類推に

よる分類原理と陰陽パターンによる分類原理で

ある。 

(1)類推による類関係と五行色体表  

 古来、中国には類書という本がある。これは

百科全書の一種であり、あらゆる事物や現象が

いくつかの類概念のもとに分類されている。古

代中国人は自然と人間の調和を何よりも重視し、

人間は自然 (天 )の道をたいして生き、自然の秩

序に従って人体や社会の秩序を形成しようとし

た。このことが類書の根底に横たわる世界観で

ある。 

 では古代中国人はどんな類概念を打ち立てた

か。それは「類推」(アナロジー)であると山田慶

児氏はいう。「類推」とは、類似性に基づいた推

論であり、物事を関連づける手法の一つとされ

ている。中国では類推による類関係の把握は、

実践的有効性の判断によって行なわれたところ

に特色がある。つまり実際に使って価値あるも

のかどうかが類関係を成立させる判断であった。

すなわち実践的有効性として共通の「意味」が

事象間を関係づける関係詞あるいは接続詞とし

て用い、分類しようとした。  

 例えば便秘に効く植物であれば、植物分類学

の分類とは関係なしに同じ類とみなす。このよ

うに効能や意味を重視して具体的に事象間の類

関係を分類した。この類関係による分類は、理

性的(科学的)な分析によらず、有効性・実用性と

しての意味や価値による判断に基づいて行われ

た。 

 鍼灸医学においては、類推により外界と身体

との関係を体系的に把握しようして作成したの

が五行色体表ではなかろうか。従って、分類原

理の根底によこたわる世界観から五行色体表 (図

7)を読み解くと、五行(木・火・土・金・水)の属

性で分類されたそれぞれの項目が意味ある関係

として理解される。  

 

 

図 7 五行色体表(一部) 

 

例えば五臓と五志を例にとってみると、「土」の

行に五臓の「脾」(現代医学では消化器系を指す )

と五志の「思(思慮)」(思い悩むこと)が配当され

ている。両者の関係は医学的に意味ある関係と

捉える。思い悩むと食欲がなくなることは、日

常よく経験することである。この現象を心身医

学では心身相関としてストレスによる自律神経

の変調として捉えるが、鍼灸医学ではそうした

理論ではなく、体感的に事象間の意味的関係 (脾

の臓は思慮という精神作用を有し、思い悩むと

食欲が低下し、食欲が低下すると思い悩むよう

になる)として捉えるところに特色がある。  

 膨大な事象において関係性を抽出する思考は、

最近のデータマイニングの手法に相通じるもの

がある。データマイニングとは、データベース

に蓄積された大量のデータから頻繁に同時に生

起する事象間の関係を抽出する技術である。つ

まり一見無関係に見える既存のビックデータか

ら役立ちそうな関連した情報を抽出し、仮説を

生成する。五行色体表も日常の中で生起する多

様な事象を有効性・実用性の判断に基づいて関

係性を導き出し、分類したものと言えよう。そ

の意味において類推は、データマイニングの原

型ともいえる手法である。  

 このように五行色体表は自然界に存在する事

象の関係性を分類したが、その五行間に相生と
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相剋を導入し、システム論的に捉えようとした  

(図 8)。すなわち  興奮(相生)と抑制(相剋)の関係

による制御システムの導入により多様で複雑な

世界を体系的、包括的に把握しようとした。な

お相生と相剋による循環システムは、五行でな

ければ成立しないシステムである。  

 

 

図 8 五行の相生と相剋の関係  

 

なお、興味深いことは、五行理論による臓腑

間の関係性は NHK スペシャル「人体“健康長

寿”究極の挑戦」で紹介された臓器同士が常に

会話するように情報交換しながら、会話するよ

うに情報交換しながら、支え合って働いている

という臓器間のシステムと重なる。最新の臓器

間の制御システムの知見は、図 8 に示したよう

にすでに五行の相生・相剋に示されているよう

にみえる。  

(2)陰陽によるパターン分類  

 しかし、類関係により分類された世界を体系

的、包括的に把握しようと試みたが、事象間の

規則性、統一性を導くことはできなかった。そ

れにはもう一つの分類原理が必要であり、それ

が陰陽の配列によるパターン認識による分類で

あると山田慶児氏は指摘する。なお、パターン

とは型であり、配列と順序を意味する。  

 古代中国人にとって宇宙のすべての存在は、

常に流動する実体であるとみなし、とどまるこ

となく常に動く存在は「気」によって生ずると

捉え、気の運動の基本的パターン (静と動 )を分

類の原理として導入した。その基本的パターン

は、「陰  (―)」と「陽(二)」である。  

 この陰と陽の配列によって世界の様々な事象

を統一的かつ規則性でもって記述できるとした。

それが易経である。易経では図 9 に示すように、

基本的パターンとして八つが選ばれた。そして

八の二乗、六十四のパターンにすべての事物と

現象がつくされるとした。つまり易経の原理は

陰と陽による二進法である。これがライプニッ

ツにより情報理論の基礎とされ、コンピュータ

の原理として発展する。  

 

図 9 易にみる陰陽パターンによる分類  

 

 このように類推による分類原理も陰陽のパタ

ーン認識による分類原理も人間が自然との関係

性を有効性、実用性により意味論的に捉え、両

者の調和を実践するための技術思考であり、い

かによりよく生きるか、の智慧でもあった。  

 以上が古代中国の科学的思考様式である。繰

り返しになるが、この科学的思考の原点は自然

の秩序であり、そこに最大の価値を置いた。従

って鍼灸医学においても自然との調和を重視し、

陰陽、五行の分類原理をもって健康から病態ま

でを包括的に体系づけ、活用しようとした。  

 

Ⅲ .社会が必要とする医療、社会から必要とされ

る医療とは 

1．人口構造の変容と社会の変貌  

 図 10 に示すように、我が国の社会は人口構造

の変容に伴い大きく変貌する。すでに超高齢社

会、少子化社会、人口減少社会、生産労働者減

少社会といった前代未聞の社会である。今後、

その社会の傾向は益々強くなる。  

 当然ながら人口構造の変容は、疾病構造にも

影響を及ぼす。図 11 は、疾病構造の変遷を仮説

として示したものである 34)。現在の我国は図中  
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図 10 人口構造の変容と社会の変貌  

 

の第三段階であるが、徐々に第四段階へ進みつ

つある。すなわち現在の生活習慣病、高齢疾患

に加えて社会との不適合によるストレス病、心

の病が増加する。そしてやがて社会との不適合

による病が、疾病構造の中心になるであろうと

予測される。  

 これらの疾患の多くは、生物学的な要因に加

え、生活習慣、老化、価値観、社会・人間関係な

どの多様な要因が絡み合って発症するだけに感

染症のように病因を特定することは困難であり、

しかも“治らない、治りにくい病”である。し

かし、これらの多くは、予防が可能であり、ま

たケアによる自立度の維持・改善等ができる。  

図 11 文明の進捗と疾病構造の変遷  

 

2．社会が必要とする医療、社会から必要とされ

る医療とは  

 現在の医療システムは、単一疾患に対する高

度専門医療であり、健康を長期間維持したり、

慢性疾患を長期間管理したりするようにはでき

ておらず、しかも医療の介入が健康に与えてい

る影響は、たかだか 10%程度であると指摘され

ている 35)。実際、生涯医療費を指標に検討する

と、平成 27 年度推計の生涯医療費(男女計)の推

計額は 2700 万円で、しかもその 50%が 70 歳以

上で費やされる(厚生労働省、生涯医療費 2017)。

ということは平均寿命が長くなれば、医療費は

さらに膨らむ(2050 年には、女性の平均寿命は 90

歳)。残念ながら現行の治療中心による医療シス

テムでは健康を維持し、医療費を削減すること

はできないということである。  

 こうした状況を踏まえて「保健医療 2035」策

定委員会は、日本を 2035 年には健康先進国にと

3 つのビジョンを掲げた(「保健医療 2035」策定

委員会(2017)の保健医療提言書より)。そのビジ

ョンとは、(1)リーン・ヘルスケア-保健医療の価

値を高める、(2)ライフ・デザイン-主体的選択を

社会で支える、(3)グローバル・ヘルス・リーダ

ーの 3 つである。(1)のリーン・ヘルスケアは、

より良い医療をより安く享受できるようにする

とともに地域主体の保健医療に再編するとして

いる。(2)のライフ・デザイン-主体的選択を社会

で支えるは、人々が自ら健康の維持・増進に主

体的に関与し、デザインしていくと同時に必要

なサービスを的確な助言の下に受けられる仕組

みを確立することとしている。すなわち図 12 に

示すように医療保障から健康保障への転換であ

る。現在の「医療保障・治療医学・病院・患者」

という文脈を「健康保障・予防とケア・地域・

生活者」という文脈への転換を図ろうとしてい

る 36-39)。  

図 12 医療保障から健康保障へ  

 

 鍼灸医学は、鍼と灸による自然治癒力を原理

とする身体に優しい医療として、図 13 に示すよ
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うに健康維持・増進、未病治を最高の医療行動

目標とし、街中で施術所を開設して地域に住む

人々の保健を担ってきた。そこではリーン・ヘ

ルスケアが日々展開され、人々が自ら健康の維

持・増進に主体的に取り組めるようにライフ・

デザインの指導・助言が行われきた。こうした

実績を正当に評価すれば、健康先進国に向けた

ビジョンの実現に鍼灸医学は大いに寄与できる

のではなかろうか。  

 

図 13 予防、健康維持・増進、未病治、  

自立維持改善へ  

 

Ⅳ . 鍼灸と看護との医療連携の可能性につい

て  

 東洋医学の一翼を担う鍼灸医学の特質は、看

護のそれと通底するところが多い。前述したよ

うに鍼灸の治療原理は、自然治癒力の賦活であ

る。看護においても鍼灸と同様に、体内で自然

の回復過程が順調に進むように生活過程を整え

ることによって，その生命力に力を貸すこと、

すなわち援助活動だとされている 40-42)。  

 このように鍼灸も看護も自然治癒力を支援す

ることをケアの要諦としている。更に高木兼寛

が「病気を診ずして病人を診よ」と述べたよう

に、看護においても「病気の看護ではなく，病

人の看護」を重視した。このように看護は、病

人を対象に、その人に備わっている自然治癒力

に対する基本的信頼とその技術を重視し、この

ことこそが看護の本質であるとし、これを“本

来の看護”  ( nursing proper )と呼んだ。  

 鍼灸と看護は、ケアの手段は異なるものの、

その本質は同じである。従って、それぞれのケ

アの特性を活かし、連携することによって、よ

り大きな効果をあげることが期待される。ここ

に伝統医療と看護学の連携による新しい医療連

携のかたちが生まれる可能性がある。そして両

者の医療連携は、21 世紀において大きな力を発

揮できるものと期待している。  

 超高齢社会において誰もの願いは、Aging in 

Place (住み慣れた地域で最期を)である。それに

は地域に暮らす生活者の健康維持・増進、疾病

予防、未病治、そして高齢者の自立維持・改善

を推進することがなによりである。そのために

は安心・安全な医療連携による健康街づくりの

構想とその実践が必要である。猪飼が言うよう

に病院の世紀は終焉を向かえつつある 43)。図 13

に示すように、住み慣れた地域の健康街づくり

が必要であり、そのためには伝統医療と看護の

連携による新たな医療連携のかたちを創り、実

践することではなかろうか。イメージとしては、

図 14 に示すように、伝統医療と看護による医療

連携を中核とした多職種医療連携によるギャラ

ン隊の実践ではなかろうか。  

 

図 14 医療連携における  

キャラバン隊構想  

 

Ⅴ . おわりに 

 本稿は、日本伝統医療看護連携学会、第 1 回

設立記念学術大会特別講演で話した内容をまと

めたものである。学会長の佐竹正延先生は、本

学会が目指すものとして「看護と伝統医療には、

本質的に相通じあう要素が潜在しています。ど

のような連携が可能であるのか、連携によりこ

れまでにないどのような新しい益を、在宅医療

にもたらしうるのか。ここに、伝統医療看護連



 

14 

携学会を立ち上げ、学会活動を通じて究明し、

些少なりとも社会に還元できればと願っており

ます。」と記されている。  

 佐竹会長が述べられたように、鍼灸も看護も

自然治癒力に基礎を置く安心・安全な非薬物的

アプローチだけに両者の連携は、現代医療の中

で展開されている医療連携とは異なる新しい益

をもたらすことが期待される。特に地域に根づ

く医療連携として展開できるだけに、その役割

はとても大きいものと思われる。この東西医学

融合による新しい医療連携を推進するためには

科学的根拠に基づく医療連携に関する研究を推

進しなければならない。その学術基盤を構築す

ることが本学会のミッションである。  
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要 旨 

補完代替医療(CAM)とは、「主流の西洋医学に歴史的に含まれなかった癒しのアプローチや治療法を折

衷的に混成したもの」と定義される。一般に、西洋医学は、体を車に唱えると故障すればそのパーツを取

り換えて元通りにする治療法であるが、東洋医学は、人間の心身を一体と捉え、心身のバランスや癒しの

効果、私達が本来持っている自然治癒力を高め、QOLの向上を期待する方法である。そのため、ストレス

の多い現代社会に生きる私たちにとっては、東洋医学は、容易に入手でき、心地よい拠り所とされて来た。

国際的な見地から、I．1990～2000年代の米国における補完代替医療、II．我が国が、1990～2000 年代の

米国に向かう可能性について、III．エビデンスに基づく、看護ケアとしての補完代替医療、IV．世界各

地で施行されている、様々な補完代替療法の例、V．九州大学の取り組みについて述べる。少子高齢化社

会に突入する日本においては、CAMの需要は必須となるであろう。 

キーワード：補完代替医療(CAM)，看護ケア，自然治癒力、世界での取り組み 

 

Abstract 

Complementary and alternative medicine (CAM) is defined as “integrative therapies of healing approaches and 

treatments not historically included in mainstream Western medicine.” Typically, Western medicine involves 

treatment that replaces damaged organs akin to repairing individual parts of a car. Conversely, oriental medicine 

enhances the natural healing power of individuals, thereby improving their quality of life. Thus, oriental medicine 

has been a readily available and beneficial source for people in a stressful modern society. From an international 

perspective, this study described the following: (I) . CAM in the United States in the 1990s and 2000s; (II) . 

Similarities of future CAM use in Japan with United States in the 1990s and 2000s; (III) . Evidence-based CAM as 

nursing care; (IV) . Examples of various complementary and alternative therapies administered worldwide; and (V) . 

Kyushu University’s CAM Initiatives. Notable, demand for CAM will be crucial in Japanese society, which is 

entering a dual demographic trend of aging society and low birthrate. 

Keywords:complementary and alternative medicine,nursing care,natural healing power,global efforts 
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Ⅰ．補完代替医療の定義 

 Steven Novell1)によれば補完代替医療(CAM)と

は、「主流の西洋医学に歴史的に含まれなかった

癒しのアプローチや治療法を折衷的に混成した

もの」と定義される。この中で補完は「主流の医

療と共に用いられる非通常の医療」を、代替は「主

流の医療の代わりに用いられる非通常医療」を意

味する。さらに、統合医療なる語もあるがこれは、

治療者と患者の関係、および患者の全体像に焦点

を当てながら、通常医療と代替医療の両方を含む

適切なアプローチを用いる医療であるとされる。 

 次に補完代替医療をそのアプローチ方法から

見ると、「代替医学システム(中国伝統医学、アー

ユルヴェーダ、ユナニ医学、自然医学)」、「心身へ

の介入(メンタルヒーリング、芸術療法、ダンス療

法、音楽療法、カラー療法)」、「生物学的療法(食

品・食物による栄養療法、ハーブ、ビタミン、サ

プリメント、 アロマセラピー)」、「手技・身体療

法(オステオパシー、マッサージ療法)」、「エネル

ギー療法(セラピューティックタッチ、温熱療法、

磁気治療)」の 5 つに分類されている。 

 通常医療では、各臓器を車の部品としてとらえ、

部品が故障を起こしたら部品を交換するイメー

ジである。それに対し補完代替医療では、身体を

山や川、平原の自然とみなし、自然のバランスが

崩れて障害が出たら、バランスを修正するイメー

ジである。代替医療の特徴を、もう少し詳細に述

べる。「身体、心、精神およびそれらの相互関係が

良好にバランスされ、統合されている状態」が、

「健康」と定義される。よって「病気」は「身体、

心、精神のバランスの崩れた状態」になる。「患者

に備わっている自然治癒力を支持および強化す

る」ことが「治療法」である。また、通常医療で

は、確立された科学的根拠の原理に厳密に依存し

ているのに対し、代替医療ではしばしば、「伝統ま

たは症例報告の指示に基づき、科学的根拠を柔軟

に使用する」というアプローチをとり、通常医療

とは相当に異なる様相を帯びることになる。  

 

Ⅱ．1990～2000 年代の米国における補完代替医療 

 1990～2000 年代、米国では GDP に占める医療

費の割合が 16％までに膨張した(日本では 6～7％)。

これは米国には国民皆保険がなく、医療費が大変

高額であるのが主たる原因である。そして米国政

府の財政そのものも赤字となっていった。このこ

とが「自分の健康は自分で守る」、ヘルスプロモー

ションの強化につながったのである。特に 1994 年

には、それまで一般食品として扱われ、効能効果

を表示できなかった製品に、効能効果を表示でき

るよう法律が制定されたことで、米国ではサプリ

メントが全盛となった。例えば、2007 年には米国

民の 17.7％が何らかのサプリメントを服用してい

た 2)。 

 こうしたことから米国の NIH(アメリカ国立衛

生研究所)においても CAM の特別研究機関が開設

され、大学医学部博士課程においても、CAM が科

目として採用される情勢となった。筆者がハワイ

大学の看護博士課程に在籍していた当時は、CAM

科目が選択コースで 3 単位もあった。コース内容

は、ウェルネス志向に焦点を当てた理論的システ

ムと、補完的かつ伝統的なケアへのアプローチを、

レビューすることであった。具体的には、代替治

療文献のレビュー、人間のエネルギー/チャクラ―/

振動医療、中国医療と経絡システム、自然からの

癒し、病気・健康モデル、こころとからだの医学

と瞑想、こころの癒しと未知の人間の可能性等の

講義と演習があり、チャイナタウンでの鍼灸治療

の実体験も含まれた。 

 

Ⅲ．我が国が、1990～2000 年代の米国に向かう可

能性について 

我が国の総人口は、江戸時代から明治維新にか

けて緩やかに上昇し、明治維新から終戦以降に急

激な増加をみた。そして 2004 年に 12,784 万人の

ピークとなって以後、急激に減少しつつあり、現

在は明治維新のレベルにある。人口増加には、合

計特殊出生率が 2.07 は必要だが、現状は 1.42 であ

り、出生率の低さが総人口減少の主たる原因と考

えられている。高齢者の人口に占める割合は、現

在 25％であるが、2100 年ころには 40％に達する

と予想されている 3-4)。健康維持にとって、困難な

条件であり、通院も頻繁になるであろう。そのよ

うな状況下で、先日、政府が報告した様に、75 歳

以上後期高齢者医療の窓口負担額が 1 割から 2 割

負担となれば、1990～2000 年代の米国と似た状況

になるので、代替医療の需要も高まっていくかも
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しれない。 

 

Ⅳ．エビデンスに基づく、看護ケアとしての補完

代替医療 

妊婦の CAM 使用度に関して、オーストラリア、

英国からの調査報告では、ほぼ半数以上が使用し

ていた 5-6)。また、補完代替医療が医療現場で使用

されている英国・中国・タイにおける実態調査も

報告された 7)。さらに、妊娠に関連した腰痛と骨

盤痛への介入方法(鍼治療)の効果について文献を

検討した論文 8)。分娩第 1 期や産後うつに対する

鍼治療の効果 9-11)、産後女性に対する、足底オイル

マッサージの効果 12)、全身アロママッサージの効

果 13)といった研究が、我が国並びに海外で報告さ

れている。 

 

Ⅴ．世界各地で施行されている、様々な補完代替

療法の例 

ベトナムでは、産後の母親の乳房を含む身体各

部のマッサージ、生姜・バラの花びら・レモング

ラス・八角を用いた足洗が行われている。お隣の

タイでは、マヒドン大学にタイ伝統医療センター

が設置されていて、全 15 回の講義カリキュラムが

組まれている。特にタイ伝統のマッサージは有名

で、無形文化財でもある。仏の涅槃像(ワットポー)

の敷地内には、医学の神様の石像やタイマッサー

ジの学校があり市民の健康の発祥地とされている。

九州大学とマヒドン大学では、交換留学が毎年行

われていて、老人ホームの訪問では、高齢者と一

緒に健康療法としての体操を体験している。 

アフリカでの試みとして、モクサアフリカとい

う 2008 年に英国に設立された慈善団体を紹介す

る。アフリカでは、HIV・エイズと結核との複合感

染が多く、毎日 2000 人が死亡している。モクサア

フリカは、この結核医療に日本式の直接灸を適用

する活動を行っている。モクサアフリカは、灸を

結核治療に用いた原志免太郎先生の論文に注目し、

灸を採用したとのことである。灸の抗結核作用は、

灸が免疫力を向上することによると考えられてい

る 14)。 

最後はハワイの例であるが、従来、神様からの

贈り物として植物由来の食物が豊富で、それによ

って人々の健康維持に寄与していたハワイアンメ

ディスンがある。また、ハワイには、ヘイアウと

いう聖地があり、宇宙のマナやスピリチュアルな

力、生命の源が宿っており、ヘイアウの平たい石

の上で出産すると産みの苦しみも和らぐことから、

かって王族の女性達はヘイアウで出産していた。

なお、現在のハワイ大学看護学科では、学部 4 年

次の選択科目に「補完代替療法」(3 単位)のコース

があり、CAM に対する政治・規制・経済的な影響、

基本概念、ホーリスティック看護、伝統医療と統

合医療、心身セラピー、操作的、手動のヒーリン

グ療法、ヨガ・マッサージ・カイロプラクティッ

ク・鍼灸ツボ治療・アロマテラピー・ホメオパシ

ー等のプログラムで構成されたクラスが開講され

ている。 

 

Ⅵ．九州大学の取り組み 

九州大学の助産学修士課程では、1 単位の補完

代替医療を設けている。授業では、国内外の文献

を検討し、助産師の実践例を見学、さらに演習を

行う。分娩介助実習においては実際に、腰や足の

マッサージを積極的に行っており、妊産婦さんに

は好評である。また、九州大学では数年前から、

漢方看護学セミナー開催している。漢方薬や東洋

医学の方法を、看護ケアに結び付ける取り組みで

ある。 

 

Ⅶ．おわりに 

少子高齢社会に突入した日本において、CAM

の需要は必須となり得る。その意味で、日本伝統

医療看護連携学会は重要な役割を担うであろう。

本学会の将来に期待したい。 
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要 旨 

本研究は，中高年の女性看護師がどのように困難を乗り越え就業を継続しているのか，そのプロセを明

らかにする．東北地方の病院に勤務する 40歳から 65歳までの女性看護師 14名に半構成的面接を実施し

た．修正版グランデッド・セオリー・アプローチで分析をした．分析の結果，13 の概念と 5 つのカテゴ

リーが生成された．彼女らは，時には同僚や患者と語り合い気晴らしも必要と【仕事に意味づけをする】

ことを行い，夜間勤務の前後の日等には【身体をいたわり勤務に備える】対策を講じていた．また，【同

世代・先輩看護師からエールを感じ取る】ことで就業を継続するためのモチベーションを高め，同時に

【支援を受け入れ活用する】ことで，仕事と家庭生活のバランスを図り【日進月歩の医療の現場に漸くつ

いて行く】ことができていた．家族・上司・同僚からの支援や，同世代の看護師からエネルギーをもらう

ことは，彼女らが就業を継続するうえでの支えや励みとなっていることが示唆された． 

キーワード：中高年の女性看護師，困難，職業継続 

 

Abstract 

This study aims to determine how middle-aged female nurses overcome challenges and continue their career. We 

enrolled 14 middle-aged female nurses (age: 40–65 years), who worked at a hospital in the Tohoku district of Japan. 

Semi-structured interviews included questions on how middle-aged female nurses overcome challenges and continue 

their career; the data obtained were analyzed using the modified-grounded theory approach. We identified five 

categories that helped nurses to overcome challenges. The nurses considered work as a distraction and were done 

“find meaning for work.” By sleeping alone before and after night shifts and on their day off, they took measures to 

“take care of their body to prepare for work.” Besides, they enhanced their motivation to work by “feeling ale from 

nurses in the same age group and senior nurses.” Meanwhile, they upheld work–family balance by “accepting and 

using support” from family, managers, colleagues, and others. The identified categories led to “following the progress 

in the medical field.” This study reveals that proposal on duties from superiors, as well as support from the staff and 

family, provided significant encouragement for nurses. 

Keywords:middle-aged female nurses,challenges,continue career
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Ⅰ．緒言(背景) 

 急激な少子高齢化に伴い，労働力不足が深刻な

問題になっている．濱秋 1)は，将来においても安

心して暮らせる活力ある社会を構築するために

は，就業率・就業者数を上昇させることが必要で，

高齢者の労働力も期待される時代になったと報

告している．労働力不足は看護業界においても同

様である．2006 年度に施行された診療報酬の改定

に伴う 7 対 1 看護配置の導入により，看護職員の

需要が拡大した． 

しかし，看護職員不足の状況は，大きくは改善

されていない．2025 年の看護職員数は 175 万人か

ら 182 万人と推計され，6 万人から 27 万人の看護

職員が不足すると考えられている 2)．厚生労働省

の「平成 30 年度衛生行政報告例(就業医療関係者)

の概要」によると，全看護師の就業者数のうち 40

歳以上の看護師の就業者数の占める割合は

54.5％である 3)．このことから，中高年の女性看

護師の労働力は重要であると考えられる． 

これまで，中高年の女性看護師が就業を継続す

るためには，様々な困難があると指摘されてきた．

中高年の女性看護師が就業を継続することを困

難にしている理由として，体力の衰えや変則勤務

による健康上の理由 4,5)や，家族の世話や老親の介

護といったライフ・イベント上の問題があげられ

る 6)．例えば，ライフ・イベント上の問題では老

親の介護・看取りが新たに加わることで，彼女ら

の身体的・精神的負担が増す．厚生労働省「国民

生活基礎調査」平成 28 年 7)によると，同居の介護

者の年齢区分において，同居の介護者数は 50 歳

代で急増し，その介護者数のうち女性の介護者数

の割合が全体の介護者数の 6.6 割を占めている．

さらに，中高年になると身体や認知機能の衰退を

実感し始め 8,9)，多くの中高年の女性看護師は，電

子カルテなどの医療の変化に伴い新たに導入し

た機器への対応を困難と感じている 10)．このよう

に，中高年の女性看護師が就業を継続するには

様々な困難がある． 

しかし，このような状況でも，困難を乗り越えて

就業を継続している中高年の女性看護師は存在

する．役職についていない中高年の女性看護師は，

臨床では看護実践の軸となり 11,12)，高い臨床判断

力も備え 13)，様々な困難があっても，その時点で，

うまく困難を乗り越えながら新たな状況に順応

している 10)． 

看護師が困難を乗り越える様相を明らかにし

たこれまでの研究は，新卒看護師 14，15)男性看護師

16)を対象とした研究である．中高年の女性看護師

を対象とした先行研究では，職業継続の背景にあ

る中高年の女性看護師の思いに焦点を当てた山

崎らの質的研究がある 10)．従って本研究では就業

を継続する際に遭遇する困難に焦点を当て，中高

年の女性看護師が就業を継続するために，どのよ

うに困難を乗り越え就業を継続しているのかそ

のプロセスを明らかにする．本研究の成果は，中

高年の女性看護師が，就業を継続するための施策

を導く基礎資料の一部となることが期待される． 

 

Ⅱ．材料と方法 

 本研究では，修正版グラウンデッド・セオリー・

アプローチ(以下 M-GTA と表す)を用いた．中高

年の女性看護師が困難を乗り越える現象は，患

者・同僚・上司・家族・困難との相互作用性の中

で観察される．彼女らが困難を乗り越える現象は，

決して静止している現象ではなく，困難を乗り越

える時間と変化を必要とするためプロセス性が

あると考えられる．そのため，本研究は，相互作

用性とプロセス性のある現象を分析するのに適

している M-GTA を用いた． 

1．研究対象者 

研究対象者の選定方法は機縁法とした．機縁法

は知人の紹介に頼って研究対象者を選定する方

法である．機縁法は研究対象者を選定する際，組

織を通さないので研究対象者に心理的な圧力は

かからない． 

研究対象者は，看護師臨床経験が 5 年以上で，

役職(主任以上)についていない，東北地方の病院

で交代制勤務している 40 歳から 65 歳までの女性

看護師とした． 

女性看護師を研究対象者とした理由は，看護師

就業者数の 92.2％が女性看護師であり 17)，女性は

男性よりも家事・育児の時間が長く 18)，さらに，

同居の介護者の 6.6 割が女性であるため 7)，本研

究では女性看護師を対象とした． 

2．データ収集期間 

2015 年 11 月～2016 年 3 月 
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3．データ収集方法 

半構成的面接法で実施した．面接は一対一で行

い，プライバシーが確保できるように個室を使用

した．面接内容は研究者が作成したインタビュー

ガイドに基づき，就業を継続するために困難と感

じた経験や，どのようにその困難を乗り越え就業

を継続しているのかについて詳しく聞き取った．

面接時間は一人 30 分から 60 分で行った．面接内

容は，研究対象者の許可を得て録音し，録音した

内容を逐語録としてデータ収集した． 

4．分析焦点者ならびに分析テーマ 

面接調査を始める前に，分析焦点者ならびに分

析テーマを設定し，面接調査を進めながら分析テ

ーマを調整した．分析焦点者は「中高年の女性看

護師」とし，分析テーマは「どのように困難を乗

り越え就業を継続しているのか」とした． 

5．データ分析方法 

中高年の女性看護師が就業を継続するために

どのように困難を乗り越えているのかに着目し

解釈を行い，概念を生成した．その解釈に沿って，

他のデータと比較し，類似例，対極例がないかを

検討し，一つの概念ごとに分析ワークシートを作

成した．概念間の関係からカテゴリーを生成し，

カテゴリー間の関係が，分析テーマに照らして全

体の動きを説明する構成になっているかどうか

の検討を重ねた．全体としての統合性を検討し，

データからの解釈に過不足がないかを確認し，最

終的に結果図(図 1)として示し，その概要をスト

ーリーラインとして文章化した．分析を遂行する

にあたり，M-GTA を用いた質的研究に精通した

研究者よりスーパーバイズを受けた．加えて，複

数の研究者から継続的に意見・評価をもらい分析

結果の信頼性・妥当性の確保に努めた． 

 

Ⅲ．倫理的配慮 

本研究は，東北大学大学院医学系研究科倫理委

員会の承認を受けて実施した(受付番号：2015-1-

393)． 

研究の参加については，直接，研究者から研究

対象者に研究の目的，内容を書面と口頭で説明し，

同意を得た．なお，研究対象者には，匿名の確保，

研究への参加の自由と中断の保証，研究参加によ

る利益と不利益，データの管理方法，データは研

究以外には使用しないことを説明した． 

 

Ⅳ．結果 

1．研究対象者の属性 

研究対象者は 14 名で，以下 A～N の記号で示

す．属性は(表 1)の通りであった． 

 

表 1．研究対象者の概要 

 

 

2．結果の概要とストーリーライン 

(1)研究結果の概要 

データ分析の結果，13 の概念と 5 つのカテゴリ

ーが生成された(表 2)．以下，カテゴリーは【 】，

概念は〈 〉で示す． 

 

表 2．中高年の女性看護師が困難を乗り越え就

業を継続するカテゴリー・概念一覧 

 

カテゴリー 概念

仕事に意味づけをする
生活のためと思い働く
仕事で気晴らしをする

身体をいたわり勤務に備える
老化しつつある身体をいたわる
ひたすら寝て次の勤務に備える
自分にとって無理なことをしない

同世代・先輩看護師からエールを感じ取る
同世代の看護師からエネルギーをもらう
働き続けている先輩看護師を励みにする

支援を受け入れ活用する

家族の積極的な支援を得る
活用できる資源を最大限に利用する
上司の提案を仕事と家庭の調整に役立てる
スタッフに支えられその日の仕事をこなす

日進月歩の医療の現場に漸くついて行く
複数の科での看護の経験を活かす
医療の変化にやっとの思いで追いつく

表 2．中高年の女性看護師が困難を乗り越え就業を継続するカテゴリー・概念一覧
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(2)ストーリーライン 

分析の結果，【仕事に意味づけをする】【身体

をいたわり勤務に備える】【同世代・先輩看護師

からエールを感じとる】【支援を受け入れ活用す

る】【日進月歩の医療の現場に漸くついていく】

の 5 つのカテゴリーが生成された．中高年の女性

看護師は，仕事を〈生活のためと思い働く〉だけ

でなく，時には同僚や患者と語り合い〈仕事で気

晴らしをする〉ことも必要と考え，【仕事に意味

づけをする】ことで，家庭で生じた煩わしい困難

を乗り越えていた．仕事をしていくなかで，彼女

らは〈老化しつつある身体をいたわる〉ことや，

〈自分にとって無理なことをしない〉ことで，働

き続けられると実感していた．また，夜間勤務の

前後の日や非番の日には〈ひたすら寝て次の勤務

に備える〉といった【身体をいたわり勤務に備え

る】対策を講じていた．それらに加え，彼女らは，

同世代の看護師と語り合い，励まし合うことで

〈同世代の看護師からエネルギーをもらう〉こと

ができ，また，先輩看護師の後に続きたいと〈働

き続けている先輩看護師を励みにする〉ことも行

っていた．このように【同世代・先輩看護師から

エールを感じ取る】ことで，彼女らは就業を継続

するためのモチベーションを高めていた．さらに，

彼女らは【同世代・先輩看護師からエールを感じ

取る】ことと同時に【支援を受け入れ活用する】

ことも行っていた．例えば，夫が子供の世話をす

るなどの〈家族の積極的な支援を得る〉ことや，

親の介護では，社会資源などの〈活用できる資源

を最大限に利用する〉ことで，働き続けるための

家庭の環境を整えていた．また，配属先の移動な

ど〈上司のサポートを仕事と家庭の調整に役立て

る〉ことも行っていた．さらに，職場では，自分

がするべき仕事の内容をスタッフに助けてもら

うなど，〈スタッフに支えられその日の仕事をこ

なす〉ことを行っていた．加えて，彼女らは，新

たに配属された病棟でも〈複数の科での看護の経

験を活かす〉ことで，彼女らよりも看護の経験の

浅い看護師にアドバイスを行っていた．また，彼

女らは，医療の変化に追いつくための勉強をした

り，頭を切り替えたりすることで〈医療の変化に

やっとの思いで追いつく〉ことができ，【日進月

歩の医療の現場に漸くついて行く】ことができて

いた．このプロセスの中から，コアカテゴリーは

【日進月歩の医療の現場に漸くついていく】カテ

ゴリーであると解釈した．何故なら，彼女らが就

業を継続するためには，日進月歩の医療の現場に

ついて行く必要があったからである．彼女らは

【仕事に意味づけをする】【身体をいたわり勤務

に備える】【同世代・先輩看護師からエールを感

じとる】【支援を受け入れ活用する】ことで【日

進月歩の医療の現場に漸くついて行く】ことがで

き就業を継続していた． 

 

 

図 1．中高年の女性看護師が困難を乗り越え 

就業を継続するためのプロセス 

 

3．中高年の女性看護師が就業を継続するために

困難を乗り越えるプロセス 

以下，カテゴリーと代表的な概念を具体的に説

明する． 

(1)【仕事に意味づけをする】 

このカテゴリーは，中高年の女性看護師が，仕

事で収入を得るだけでなく，時には職場の同僚と

語り合い息抜きも必要と考えたことを示すカテ

ゴリーである．このカテゴリーは〈生活のためと

思い働く〉〈仕事で気晴らしをする〉の 2 つの概

念から構成された．彼女らの多くの世帯の家計状

況は，夫の収入だけで生活をするのは経済的に厳

しく，妻である中高年の女性看護師も収入を得て

家計を支えていた．一方で，彼女らは仕事で収入

を得ると同時に出勤することで煩わしい家庭の

問題から離れ，時には職場の同僚や患者と語り合

い息抜きをして気を晴らしていた． 

①〈生活のためと思い働く〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，子供の

教育費用，親の介護費用や住宅ローンの返済など，

出費の多い生活を支えるために働く様子が表現

された．夫の収入だけで生活を維持するのは経済

的に厳しいため，妻である中高年の女性看護師も
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生活を助けるために働いていた． 

D：本当にもう経済的に働かないと生活ができな

いので…．旦那の給料だけじゃ，本当に食べて

いけないので，一番はそれなんですね． 

I：結婚して，子どもがいて，お金もかかるし，お

うちもたまたま建てちゃったのもあるし(中略)

主人もちょっと体が弱いところもあったりす

るので，自分が頑張んなくちゃいけないという

ところもあったりするし． 

②〈仕事で気晴らしをする〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，出勤を

することで，家庭で生じた煩わしい問題から離

れることができ，時には同僚や患者と語り合う

ことで気分が晴れた様子が表現された．彼女ら

は，仕事をしている方が楽しいと感じていた． 

A：認知症もあって，私のことも分からないんで

すね．時々転んで骨を折って手術とか(中略)今

は仕事に気晴らしに行っているような．仕事を

やってるほうが楽しいなっていう感じですね． 

B：子育てのことも患者さんに教わる．いろんな

ことを患者さんと話しすると楽だもんね．気が

晴れる．(中略)家で嫌なことがあれば職場に逃

げられる．「こうなんだ．ああなんだ」ってい

うと「ああだよ．こうだよ」ってみんなが教え

てくれた． 

(2)【身体をいたわり勤務に備える】 

このカテゴリーは，中高年の女性看護師が，自

身に気づかい体力を温存するための工夫をして

勤務に備えた様子を表出したカテゴリーである．

このカテゴリーは〈老化しつつある身体をいたわ

る〉〈ひたすら寝て次の勤務に備える〉〈自分に

とって無理なことをしない〉の 3 つの概念から構

成された．彼女らは，年齢を重ねるとともに体力

が低下していることや，疲労の回復に時間を要す

ることを実感していた．そのため，夜間勤務の前

後の日や非番の日にはひたすら寝て過ごすこと

で体力を温存していた．また，彼女らは疲労が回

復しないうちに働き続けると病気になることを

危惧し，仕事と自身の体力・能力とのバランスを

取りながら働くように心がけていた． 

①〈老化しつつある身体をいたわる〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，老化し

つつある身体をメンテナンスし，老化現象と戦っ

ている様子が表現された．若い時には体力を増進

させるなどの積極的な体力づくりになるが，中高

年では老化しつつある身体をいたわり，老化を見

据えた体力の維持・増進になっていた． 

F：温泉に行って血流を良くして(中略)関節を上手

く動くように自分でやっていますね．足の痺れる

ほうに． 

K：ロードバイクですね．老後のために．太股を

鍛えておくとなんか転ばないっていうのを聞

いて． 

②〈ひたすら寝て次の勤務に備える〉 

 この概念では，中高年の女性看護師が，夜間勤

務の前後の日や非番の日はひたすら寝ることで

体力を温存し，次の勤務に備えた様子が表現され

た．彼女らは，若い頃には夜間勤務をすることを

さほど辛いとは感じなかった．しかし，年齢を重

ねるとともに夜間勤務明けではなかなか疲労は

回復しなくなり，彼女らは夜間勤務をすることを

辛いと感じていた． 

H：きついです．夜勤…．(中略)非番の日はほとん

ど寝て過ごす感じ．(中略)休みたい時には休ん

で次の勤務に備えてリセットして． 

N：年を取るとなかなか疲れが抜けないので，休

みはずっと寝てる感じで．(中略)夜勤前後は極

力寝て来ないと持たないので． 

③〈自分にとって無理なことをしない〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，仕事と

自身の体力・能力とのバランスを取りながら働く

様子が表現された．若い頃は，仕事で無理をして

も疲労は回復したが，中高年になるとその無理が

身体への負担となり，病気になってしまうことも

あった． 

B：腰が痛いし，足が痛かったりするので，いや

ー，ついていける能力もね．(中略)わからなか

ったら聞けばいいのだし，だから，ついていこ

うと思いますよ． 

C：病気しましたね．(中略)自分にもうあまり無理

しないと思いました．もうストレスをためない

ようにしようと思います． 

(3)【同世代・先輩看護師からエールを感じ取る】 

このカテゴリーは，中高年の女性看護師が，就

業を継続するためのモチベーションを同世代・先

輩看護師から感じ取った様子を表出したカテゴ
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リーである．このカテゴリーは〈同世代の看護師

からエネルギーをもらう〉〈働き続けている先輩

看護師を励みにする〉の 2 つの概念から構成され

た．彼女らは，同世代の看護師と語り合うことで，

励まされ，勇気づけられたことで，困難を乗り越

え就業を継続することに前向きな気持ちになっ

た．また，彼女らは定年まで働き通した先輩看護

師を目の当たりにして，先輩看護師の後に続きた

いと思った． 

①〈同世代の看護師からエネルギーをもらう〉  

この概念では，中高年の女性看護師が，同世代

の看護師が同じ病院で働き続けていることを知

り，同世代の看護師から勇気づけられた様子が表

現された．彼女らは，自身と同世代の看護師が同

じ状況にいると実感し，同世代の看護師と語り合

い，励まし合うことで，これからも共に働いてい

こうと思った． 

D：一緒に来た友達も結構職場にいるので，その

友達が一緒に働いているっていうのがあると

思います． 

F：同じ年代の人もいますから(中略)全く孤立する

ことはないです．すごく良いですね． 

②〈働き続けている先輩看護師を励みにする〉  

この概念では，中高年の女性看護師が，先輩看

護師を見習いこれからも働き続けたいと思った

様子が表現された．彼女らは，身体的にも認知的

にも衰えていくのを実感し，そのため，定年まで

働き続けるのは大変であると感じていた．一方で，

はつらつと働いている先輩看護師や，定年まで働

き通した多くの先輩看護師を目の当たりにして，

自分も働き続けたいと思った． 

D：退職年齢まで働いて退職した先輩方を何人も

見ているので，それに続けみたいな気持ちはあ

りますね．先輩達がやってきたんだから，自分

もどうにか頑張れるんじゃないかっていう気

持ちはありますね． 

F：70 歳でも勤めている人いますよ．みんなハツ

ラツとして良いんじゃないですかね．良いと思

います．すごく． 

(4)【支援を受け入れ活用する】 

このカテゴリーは，中高年の女性看護師が，家

庭や職場の支援を受け入れ，仕事と家庭生活との

調整をした様子を表出したカテゴリーである．こ

のカテゴリーは〈家族の積極的な支援を得る〉〈活

用できる資源を最大限に活用する〉〈上司の提案

を仕事と家庭の調整に役立てる〉〈スタッフに支

えられその日の仕事をこなす〉の 4 つの概念から

構成された．彼女らは，夫や家族が積極的に子育

てに関わるなどの支援を得たり，親の介護につい

ては，デイサービスなどの社会資源を最大限に活

用していた．また，彼女らは，配置替えなどの上

司の提案を受け入れ，仕事と家庭の調整に役立て

ていた．さらに，彼女らは，自分のするべきその

日の業務を同じシフトのスタッフに手伝っても

らうなどの支援を受け入れ仕事を終えていた．  

①〈家族の積極的な支援を得る〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，家族が

積極的に提供する支援を得ることで就業を継続

していた様子が表現された．彼女らの収入額は，

夫の収入額を上回る場合が多く，そのため，家族

は彼女らが働き続けることを望み，彼女らを積極

的に支援した． 

L：保育園に子供を預けててもやっぱり熱が出た

りするとすぐ電話来るじゃないですか．その時

にもしかしたら仕事辞めなきゃいけないのか

なって思ったんでした．(中略)夫に「おまえの

方が給料いいんだから，俺がサポートするから

働け」と言われました． 

N：夫が，いろいろ自営やったりとか，収入が不

安定な時もあったりとか，私の方が安定してる

っていうので，そういう面で家族がサポートし

て続けさせてくれたっていう． 

②〈活用できる資源を最大限に活用する〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，フォー

マルサポートやインフォーマルサポートなどの

活用できるすべての社会資源を活用しながら介

護に関わった様子が表現された．夫が中心になっ

て親の介護にあたり，また，家族の介護負担を軽

減するために，デイサービスなどの社会資源を最

大限に活用していた． 

D：おばあちゃんが認知症になってしまって介護

的な感じになったので，最大限デイサービスを

利用して(中略)全部私がやっていたわけじゃな

くて，主人がやっていた方が大きい．一緒にや

っていかなかったらちょっとできないですよ． 

③〈上司の提案を仕事と家庭の調整に役立てる〉 
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 この概念では，中高年の女性看護師が，上司の

提案を受け入れて，仕事と家庭生活とのバランス

をとっていた様子が表現された．上司が彼女らの

困難な状況を事前に察知し，今，彼女らにはどの

ようなサポートが必要なのかを的確に判断し提

案をしていた．彼女らは，上司からの提案を受け

入れ，仕事と家庭の調整に役立てることで，直面

していた困難を乗り越えることができた． 

K：退職願を出して(中略)病休で 2 カ月から 3 カ

月位休ませてもらっていたところに，今の部長

さんから電話を頂いて「辞めんな」って言われ

て． 

L：夜勤は，当時の看護部長さんに「子供が大きく

なるまで，とにかく外来専用」って言って頂い

て． 

④〈スタッフに支えられその日の仕事をこなす〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，スタッ

フの助けを借りて 1 日の仕事を終えた様子が表現

された．中高年になると不注意から生じるミスな

どが起こりやすく，また，仕事を遂行するスピー

ドが遅くなる傾向にあった．そのため，彼女らは，

スタッフの助けを借りてその日の仕事を無事に

終えていた． 

G：薬をちゃんと詰めたつもりが「1 個違ってた

よ」とか(中略)救急の患者さんが来ても(中略)

みんな助けてくれて分担して，早く終わるって

いうふうな感じで． 

I：結構気をつけてくれるスタッフさんが手伝って

くれたりとか．「朝の分，準備しておいたから，

あといいよ，帰って」とかいうのは，すごくあ

りがたくて． 

(5)【日進月歩の医療の現場に漸くついていく】  

このカテゴリーは，中高年の女性看護師が，複

数の科を経験し培った看護技術を活かし，戸惑

い・苦心して医療の現場に適応した様子を表出し

たカテゴリーである．このカテゴリーは〈複数の

科での看護の経験を活かす〉〈医療の変化にやっ

との思いで追いつく〉の 2 つの概念から構成され

た．彼女らは，複数の科で多くの看護技術を獲得

し，その看護技術を看護の現場で活かしていた．

その一方で，彼女らは，電子カルテの操作などに

困難を感じていた．しかし，彼女らは，医療の変

化に適応するための勉強をしたり，自分の経験に

とらわれず頭を切り替えて対応することで，医療

の変化にやっとの思いで追いつき，日々進歩して

いる医療の現場に漸くついて行くことができた． 

①〈複数の科での看護の経験を活かす〉 

この概念では，中高年の女性看護師が，複数の

科に勤務をした経験から多くの看護技術を培い，

その培った看護技術を新しく配属された病棟で

活かした様子が表現された．彼女らは，培った看

護技術を活かし，彼女らよりも看護の経験の浅い

看護師にアドバイスをしていた．彼女らは，今の

自分があるのは，複数の科で経験した看護の経験

があったからこそと痛感していた． 

H：老人看護をやってきたおかげで，どこか自分

にはそういう別の見方ができましたね． 

D：技術的なことは経験が物を言うということは

ありますね．点滴とか，採血の仕方とか．(中略)

認知症の方に対しての接し方とかも．若い人は

マニュアルどおりにきちっとカーッといく．か

えって拒否されるよみたいな． 

②〈医療の変化にやっとの思いで追いつく〉  

この概念では，中高年の女性看護師が，電子

カルテの操作，新しいケアの方法，次々と新し

くなる薬品への対応に苦心し追いついていく

様子が表現された．彼女らは，電子カルテの操

作などに困難を感じていた一方で，医療の変化

に追いつこうと勉強をしていた．また，彼女ら

は，新しいケアの方法や次々と薬品が新しくな

ることに対して，昔の経験が生かされていない

と感じながらも，頭の切り替えをして柔軟に対

応をしていた． 

D：新しいものがなかなか習得できないっていう

悩み…．(中略)パソコン自体に慣れていないか

ら，その入力の仕方に本当に基本の 1 番から教

えて下さいっていう感じ． 

G：皮膚の消毒の仕方，褥瘡のケアとか，そうい

う仕方も全然昔と違うんです．(中略)せっかく

覚えた薬が全然違う名前になっていくじゃな

いですか．(中略)それは切り替えるしかないの

で． 

 

Ⅴ．考察                    

1．複数の役割を担うことによって生じる困難へ

の支援 
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本研究の結果，対象となった中高年の女性看師

は，労働者としての役割，妻・母親役割，および

親を介護する役割などの，複数の役割を担うこと

によって生じる困難を抱えていた．出産後も仕事

を続ける母親は，必然的に母親・妻・職業人とい

う複数の役割を担うことになる 19)．彼女らは，就

業を継続しながら就学中の子供を養育し，さらに，

高齢になった自分達の両親を介護していた．彼女

らが複数の役割を担うことで，子どもと関わる時

間が十分に確保できない，親の介護を十分に行う

ことができない，役割を遂行する際の身体的な負

担が大きい，といった困難が生じていたと推察す

る． 

さらに，彼女らの世帯の家計状況は，家族の生

活費，子供の教育費，家のローンなど，出費が嵩

む状況にあり，彼女らは，世帯の生計を助けるた

めに〈生活のためと思い働く〉必要性があったと

考えられた．内閣府男女共同参画局の調査による

と，1997 年以降は共働き世帯数が男性雇用者と無

業の妻からなる世帯数を上回っており，共働き世

帯は年々増加している 20)．また，吉田は 1989 年

から 2004 年における子育て世帯を対象とした調

査において，家計を支えている夫の収入が低下し，

妻の家計上の役割分担が増大していることを明

らかにした 21)．中高年の女性看護師の世帯の家計

は，彼女らの収入に頼るところが大きく，彼女ら

は，世帯の家計を助けるために，〈生活のためと

思い働く〉ことで，困難を乗り越え就業を継続し

ていたと考えられた． 

一方で，彼女らは，複数の役割を果たし，世帯

の家計を支えるために【支援を受け入れ活用する】

ことをしていた．例えば，彼女らは，職場の上司

からの提案で勤務の配置を換えるなど，〈上司の

提案を仕事と家庭の調整に役立てる〉ことを行っ

ていた．シフト作成や人員配置等の業務調整を行

うのは，主に師長であるため，看護職が仕事と家

庭生活を両立するためには，上司である看護師長

からの支援が重要である 22)．彼女らは，上司から

の提案に加えて，自分がするべき仕事の内容をス

タッフに手伝ってもらうなど〈スタッフに支えら

れその日の仕事をこなす〉ことも行っていた．こ

のように【支援を受け入れ活用する】ことは，彼

女らが，複数の役割から生じる困難を乗り越え就

業を継続し，家計を維持するうえでの基盤になっ

ていたと考えられた． 

2．加齢の変化によって生じる困難への対策 

本研究の対象となった中高年の女性看護師は，

加齢による身体的な困難を抱えていた．彼女らは，

〈老化しつつある身体をいたわる〉〈自分にとっ

て無理なことをしない〉などの対策を講じていた

が，疲労が回復しないうちに次の勤務を開始しな

ければならない場合があった．看護師の疲労やス

トレスが増すと医療事故が起こる可能性が高く

なる 23)．中高年齢者は夜間の作業において勤務前

に負担軽減行動をとり，作業に適応した様相を呈

したとの報告がある 24)．彼女らは，仕事でミスな

ど起こさず仕事を全うするために，〈ひたすら寝

て次の勤務に備える〉などの対策を講じていたと

考えられる．また，彼女らは，仕事について行く

という姿勢で仕事に取組み〈自分にとって無理を

しない〉働き方をしていた．彼女らは，自身の体

力・能力を見極め，自身の体力・能力と仕事との

バランスをとるなど，仕事に折り合いをつけなが

ら就業を継続していた． さらに，彼女らは，【同

世代・先輩看護師からエールを感じ取る】ことや，

彼女らと同じ様な困難を抱えている同世代の看

護師と語り合い，互いに励まし合うことで，分か

り合えた・気持ちが通じたと実感し，〈同世代の

看護師からエネルギーをもらう〉ことができたと

考えられた．このことは，彼女らが，就業を継続

するうえでのモチベーションを高め，大きな励み

になったと考えられた．また，彼女らは，先輩看

護師が働き続けている姿を目の当たりにしたこ

とで，先輩看護師が働き続けている姿に，将来の

自分の働く姿を投影し，「自分もまだまだ働ける

のではないか」と，就業を継続するエネルギーを

もらうことができたのではないかと考えられた．

先輩看護師の働く姿は，彼女らにとって，目指し

たい看護師の模範の姿であり，彼女らが就業を継

続する上での大きな心の支えになっていたと考

えられた． 

3．医療の変化によって生じる困難への対応 

本研究の対象となった中高年の女性看護師は，

業務についても困難を感じていた．彼女らが働い

ている医療の現場には，〈複数の科での看護の経

験を活かす〉看護と〈医療の変化にやっとの思い
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で追いつく〉看護があると考えられた．〈複数の

科での看護の経験を活かす〉看護は，自分の経験

を踏まえて実践する看護であり，本研究では，採

血の看護技術やマニュアル通りにはならない認

知症の患者への対応などがあった．〈医療の変化

にやっとの思いで追いつく〉看護は，医療の変化

に伴って変化し，本研究では患者の情報整理が，

紙媒体から電子媒体へと変化したことによって

生じるパソコンの操作などがあった．彼女らは，

〈医療の変化にやっとの思いで追いつく〉看護に

困難を感じていた．時代の変化に適応することが，

仕事を続けることの秘訣になっている 10)．彼女ら

は，〈医療の変化にやっとの思いで追いつく〉こ

とに，すべて自身で業務をこなすのではなく，時

には共に働くスタッフに業務を手伝ってもらう

など柔軟に対応していた．また，同じような困難

を抱えている〈同世代の看護師からエネルギーを

もらう〉ことが，彼女らが業務を行う際の励みと

なっていた．彼女らは，同様の困難を抱えている

同世代の看護師が苦心しながら対応している姿

を見ることで，励まされ，諦めずに医療の変化に

対応することができたと推察された．彼女らは，

〈複数の科での看護の経験を活かす〉ことや〈医

療の変化にやっとの思いで追いつく〉ことで，苦

心し【日進月歩の医療の現場に漸くついて行く】

ことができ，就業を継続することが示唆された． 

4．看護学ならびに看護実践への示唆 

 本研究の学術的な意義は，質的研究法を用いた

ことにより，中高年の女性看護師が困難を乗り越

え就業を継続するプロセスについて理論化を試

み可視化した． 

本研究の実践的な意義は，本研究の対象者だけ

でなく本研究と同様の看護職の職場においても，

さらには，看護職の職場にとどまらず，あらゆる

職場においても，中高年の女性労働者が就業を継

続することに応用ができる可能性がある．中高年

の女性看護師が就業を継続するための施策を導

く基礎資料の一部になることが期待される．  

 

Ⅵ．結語 

中高年の女性看護師が困難を乗り越え就業を

継続するプロセスは，【仕事に意味づけをする】

【身体をいたわり勤務に備える】【同世代・先輩

看護師からエールを感じとる】【支援を受け入れ

活用する】【日進月歩の医療の現場に漸くついて

行く】の 5 つのカテゴリーが生成された． 

  

Ⅶ．利益相反 

開示すべき利益相反状態はない． 
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要 旨 

東日本大震災(宮城県)と平成 28 年熊本地震により，長期に避難生活を余儀なくされている被災者は，

現在も生活復興の最中にある．そこで，それぞれの災害の地域特性を活かした生活支援の実態を明らかに

し，地域と住民一人ひとりに対して災害復興のレジリエンスをどのように構築しているのかを考察する

ことを研究目的とした．研究参加者は生活支援相談員等であり，フィールドワークと面接調査を行い，得

たデータを質的帰納的に分析した．結果は，宮城県では，【沿岸部の文化の活用】，【被災者の生きがいづ

くりと地域の活性化】，熊本県では【助け合いの文化を減災に活かす】が抽出された．これらのことが被

災地域の災害のレジリエンスを高め，地域全体を活性化させ，被災者の一人ひとりの生活復興に繋がって

いた． 

キーワード：レジリエンス，東日本大震災，平成 28年熊本地震，生活支援相談員，避難生活 

 

Abstract 

The victims of the Great East Japan Earthquake (Miyagi Prefecture) and the 2016 Kumamoto Earthquake, who have 

been forced to evacuate for a long time, are still in the process of recuperating their lives. This study aims to elucidate 

the actual conditions of life support that uses the regional characteristics of each disaster and consider resilience 

building for disaster recovery for the region and each individual. We enrolled life support counselors, who conducted 

fieldwork and interview surveys, and performed data analysis qualitatively and inductively. We identified “utilization 

of coastal culture” and “creating the purpose of living for the victims and revitalizing the region” in Miyagi Prefecture 

and “utilizing the culture of helping each other for disaster mitigation” in Kumamoto Prefecture. The identified 

categories enhanced the resilience of disasters in the disaster-stricken areas, invigorated the entire area, and led to the 

recovery of the lives of each victim.  

Keywords:resilience,Great East Japan Earthquake,2016 Kumamoto earthquake,life support counselor,evacuation life 
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Ⅰ．緒言(背景) 

 東日本大震災後 9 年が経過した現在も被災地域

の 4.8 万人の住民が避難生活を余儀なくされ 1)，

災害(震災)関連死が報告されている．特に甚大な

被害を受けた宮城県内において，応急仮設住宅や

賃貸住宅等で生活を送る被災者は 1,365 人 1)であ

り，災害関連死は 928 人 2)(2019 年 12 月 27 日時

点，復興庁)である． 

 平成 28 年熊本地震は，震災後 4 年目を迎え，

熊本県の応急仮設住宅等の入居状況は 502 世帯

(2020 年 2 月 29 日時点,熊本市 3))である．災害関

連死と認定された 217 人 4)のうちの約 3 割が，避

難所などでの生活に肉体的・精神的負担 5)を感じ，

慣れない環境での生活を長期間強いられること

が負担となっていた．  

 いまだに生活の復興の最中にある宮城県と熊

本県において社会福祉協議会は，被災地支援活動

を行っている．社会福祉協議会は，生活支援相談

員等による被災地における生活支援・相談活動を

支援するとともに，生活支援相談員の継続的な配

置に向けて実態把握と課題整理を行っている 6)．

生活支援相談員は，阪神淡路大震災における生活

支援アドバイザー等の相談活動を源流に持ち，後

の新潟県中越沖地震において生活支援相談員と

して社会福祉協議会に配置された 7)． 

東日本大震災後に被災者支援を行った生活支

援相談員は，応急仮設住宅やみなし仮設住宅で生

活する被災者のもとを訪問し，生活を把握するた

めに，寄り添いながらつながりをつくり，そのな

かで生活課題や福祉課題を把握し，早期支援に結

びつける活動を行っていた．特に，要配慮者(高齢

者，障がい者，乳幼児，妊産婦，外国人，慢性疾

患患者)へのアウトリーチ(訪問)活動やサロン活

動による災害関連死の予防が期待されている 8)．

また，生活支援相談員の活動には，被災者の生活

再建に向けた支援を行う際に，孤立防止や引きこ

もり防止を図り，仲間づくりや住民相互のつなが

りを促進する役割を持つこと 8)も明らかになって

いる． 

 生活支援相談員等の活動は地域性を心得て，被

災者の元の生活になるべく近づけようと活動し

ている 9)と報告されている．コミュニティの復興

は，復興のシンボルとなる地域文化の存在が重要

であるが，地域文化の所在や価値の認識，住民の

地域への関心の持続性の維持，住民と基礎自治体

が復興を進める体制の構築が課題である 10)．また，

コミュニティの復興および生活再建は，災害前と

まったく同じ施設や機能を戻すことではなく，地

域が災害に見舞われる前以上の復活力が，災害復

興のレジリエンスとなる 11)．さらに，復興地域づ

くりの報告 12)によると，東北が有する伝統や文化

を含めたイノベーションにより，産業復興，生活

インフラ復興につなげることが必要であり, 東北

の絆を活かした災害に強い地域・絆づくりが鍵を

握ると述べられていることから，地域の伝統や文

化を活かした助け合いが，災害復興のための強い

地域づくりに繋がると考える．つまり，生活支援

相談員の活動が，仲間づくりや住民相互のつなが

りを促進し，コミュニティの復興に影響するが，

しかし，生活支援相談員等が伝統や風土，文化な

どの地域特性を活かし，支援活動を行っているの

かについては，研究や報告が見当たらない．  

そこで本研究の目的は，東日本大震災と平成 28

年熊本地震における生活支援相談員等の被災者

支援を通して，地域特性を活かした生活支援の実

態を明らかすることである．そして，地域と住民

一人ひとりに対して災害復興のレジリエンスを

どのように構築しているのかを考察する． 

 

Ⅱ．研究方法 

 研究方法はフィールドワークと面接調査をも

とにした質的帰納的研究である．東日本大震災お

よび平成 28 年熊本地震の生活復興や支援の状況

を探究するためには，フィールドとなる地域の特

性や文化・風土を把握することが重要である．そ

こで，研究フィールドは過去に研究者が支援やボ

ランティア活動を実施した地域において行った． 

 研究対象者は，東日本大震災および平成 28 年

熊本地震で支援活動を行った人のうち，特に生活

復興や支援の状況を把握していると考えられる

生活支援相談員および市町村社会福祉協議会の

職員とした．スノーボールサンプリングで研究参

加者を募集して同意を得られた方とした． 

 研究期間は，2017 年 6 月～2019 年 3 月であり，

研究の信頼性と妥当性を保つため，研究者複数人

で以下の研究のプロセスを実施した． 
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1．東日本大震災の被災地(宮城県)にてフィールド

ワークと同時に面接調査を行った． 

2．平成 28 年熊本地震の被災地(熊本県)にてフィ

ールドワーク後に面接調査を行った． 

3．面接調査にて収集したデータを質的帰納的に

分析した．フィールドワークで得た文脈に基

づいて内容分析した．分析は，生活復興や被

災者のニーズの現状，生活支援相談員の活動，

災害と地域の文化や風土，地域や個人の課題

について着目した．そして，東日本大震災と

平成 28 年熊本地震の生活支援相談員等の支

援について検討した． 

4．用語の定義(本研究では，以下のように定義す

る) 

災害復興のレジリエンス：災害復興は，住宅再

建，生活再建，地域社会の再生から構成される．

災害復興のレジリエンスとは，災害前とまっ

たく同じ施設や機能を戻すことではなく，地

域が  災害に見舞われる前以上の活力を備え

られるための復活力とする． 

復活力：災害が発生したときに立ち上がるこ

とができる力とする． 

生活支援相談員：地域により，生活相談支援員

や生活支援員等と名称が異なるが，本論文で

は生活支援相談員の呼称で統一する． 

 

Ⅲ．倫理的配慮 

 研究対象者は，文章と口頭により，プライバシー

の保護と本研究の目的および方法，研究期間，研

究への参加は任意であること，研究への参加に同

意しなくとも不利益を被らないこと，研究への参

加に同意したあとでもこれを撤回できることを説

明し，同意を得た．また，本研究は東京家政大学

研究倫理委員会にて承認を得て実施した(承認番

号：2018-22)． 

 

Ⅳ．結果 

東日本大震災の生活支援相談員の活動につい

ては，報告書があったが，平成 28 年熊本地震の

報告は見当たらないため，熊本県の被災地の生活

復興の状況や被災者の支援を行っている生活支

援相談員の活動の現状を知るためにフィールド

ワークを行った．熊本県の被災地でのフィールド

ワーク，東日本大震災および平成 28 年熊本地震

の面接調査について以下に記す． 

1．熊本県の被災地でのフィールドワーク 

(1) X 村第 1 回ふるさと交流会への参加 

 ① 日程：平成 29 年 6 月 4 日 9 : 00～14 : 30 

 ② 場所：熊本県 X 村社会福祉協議会 

 ③ 活動の成果： 

 平成 28 年 4 月に発生した熊本地震により応急

仮設団地等で避難生活を送る X 村の被災者の交

流会が開催され，そこに研究者が参加した．この

ふるさと交流会の開催は，市町村社会福祉協議会

とともに，生活支援相談員が企画と運営を行った．

参加者は，みなし応急仮設団地(一般のアパートや

公営住宅等)と応急仮設団地に居住する住民 60 世

帯 94 人だった．副村長から X 村の復興の状況や

今後の方針や見通しについて説明があり，生活支

援相談員は，参加された住民の反応を見守ること

や，一人ひとりに声かけを行っていた． 

 今回のフィールドワークでは，生活支援相談員

などが，ハード面での復興と共に被災者の心身両

面の健康状態を把握し，必要としている支援を提

供できる場を作っていること，地域全体の交流会

が必要であること, 課題として，継続的な支援が

できるようなシステム作りをしていくことが重

要であると分かった． 

(2) X 村支え合いセンターにおけるフィールド

ワーク 

 ① 日程：平成 29 年 7 月 1 日，8 月 9 日～8 月 10

日 

 ② 場所：熊本県 X 村，応急仮設団地 

 ③ 活動の成果：X 村地域支え合いセンターの職

員 2 人にヒアリングを行った． 

 被災された住民の生活状況は，みなし応急仮設

団地や応急仮設団地 8 カ所, 401 戸に入居してお

り，その被災者に生活支援相談員 10 名が月～土

(週 6 日)の間活動し，定期的に巡回訪問していた． 

 被災した住民は，日中は牛の飼育や農業を行い，

雨が降ると被災した家が心配だと自宅に戻る方

が多かった．このような事情から，応急仮設団地

を巡回しても，不在の家が多く，実際に居住して

いるのか生活感が感じられない家が認められた．

被災した住民のなかには，震災により，自宅が倒

壊して住めないがローンが残っている．復興住宅
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へ移動すると家賃が発生し，新しい家を建てたく

ても 2 重ローンになってしまう．「なかなか，申

請してもローンの減免をしてもらえないようだ」

などの現状があり，経済的問題が大きく影響を及

ぼしていた．そのため，熊本県の弁護士会に相談

するなど社会的な制度の情報提供を行う窓口の

紹介などのサポートも必要とされていた． 

 生活支援相談員は，訪問先の応急仮設団地の地

区の担当を固定せず、全員が住民を把握できるよ

うにしていた．また，風が吹く日に訪問して，応

急仮設住宅の玄関前のスロープ板の水溜まりな

どの生活に不便なところを確認し，必要に応じて

行政に報告をし，適切に支援を繋ぐ活動を行って

いた．このように地道な活動が，被災した住民の

生活の利便性と快適さ，安全性を確保するためで

あることが分かった． 

 被災者の訪問巡回の頻度については，X 村支え

合いセンター独自のランク分類表を作成して，被

災者をランク別に分類して，訪問の回数を決定し

ていた(表 1 を参照のこと)．例えば，被災者への

個別対応として，週 1 回の定期に見守りが必要な

人を A と判断して，生活支援相談員で話し合い

アセスメントを行い，見守り活動を継続していた． 

 

表 1 訪問の頻度のランク分類 

ランク    訪問の回数     

A ランク  1 回／ 週の訪問   

B ランク  1 回／ 2 週の訪問   

C ランク  1 回／ 月の訪問 対象者全員 

D ランク  不要：日中は自宅に戻り、夜間のみ 

         応急仮設団で過ごされる方 

         日中不在、訪問を希望しない方 

(表 1：X 村支え合いセンター訪問巡回表をもとに作表) 

 

また，サロン「カフェ」を各応急仮設団地で週

1 回実施していた．その活動にも参加し，被災者

の話を傾聴した．参加者は 4 人と少なかったが，

定着しつつあり，集まることでコミュニティが構

築されていた．サロン「カフェ」では，ラジオ体

操，健康体操，筋力アップ体操，頭の体操，ゲー

ム，みんなで歌を歌うことで転倒予防・介護予防，

楽しみの時間に繋がっていた．しかし，女性のみ

4 人の参加であり，参加する方も固定化されてい

ることから，男性や多くの被災者の参加が課題に

挙がっていた． 

(3) X 村地域支え合いセンターにおけるフィー

ルドワーク 

 ① 日程：平成 30 年 3 月 5 日 

 ② 場所：熊本県 X 村地域支え合いセンター 

 ③ 活動の成果：市町村社会福祉協議会職員か

ら X 村の復興状況や課題についてヒアリングを

行った． 

被災した住民が，自宅の再建について判断する

時期に来ていた．応急仮設団地から買い物などの

交通手段のバスが少なくなり，生活支援のニーズ

が高いことを社会福祉協議会職員が行政へ報告

していた．これは総合相談受付として，関係機関

へのつなぎを行う活動だった．また，この地域の

特性としては，台風に対する防災対策は充分だっ

たが，地震災害による土砂崩れなどへの対応は整

備されてなかった．さらに，X 村は山間部という

地域で，震災前から「結」の会という，地域での

相互扶助があり，住民(婦人会)による結び付きが

強かったが，最近はその会に参加する人が少なく

なっている状況があった．そのような中で，生活

支援相談員数は，平成 30 年 4 月から生活支援相

談員が 2 人減の 8 人となることを懸念していた．

その理由は，これから復興(恒久)住宅への移転の

時期を迎え，さらなるコミュニティづくりが課題

となり，要配慮者への継続した身体的，精神的，

社会的なサポートが必要な時期であるためだっ

た． 

(4)フィールドワーク(参与観察)のまとめ 

 ふるさと交流会への参加や生活支援相談員に

同行して，応急仮設住宅の被災者への巡回訪問や

支援物資の配布，サロンへの参加を行った．生活

支援相談員の活動は，総合相談受付 (関係機関へ

のつなぎ), 見守り安否確認 ，個別訪問，巡回訪問

による困りごと発見，各仮設団地でサロン活動，

支え合いセンター連携会議の実施等を行ってい

た． 

これらのことから，生活支援相談員が応急仮設

団地を一軒ずつ回り，被災者へ情報提供や傾聴し，

適切な支援に繋ぐ寄り添う活動は，一人一人を大  
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切にして個別性に合わせている支援や結の会の

ような相互扶助システムを持つ地域のネットワ

ークがあった． 

2．東日本大震災および平成 28 年熊本地震の面接

調査 

 インタビューガイドに基づいた半構造的面接

を実施し，データ収集を行った．インタビューガ

イドの内容は，①生活復興について今思うことや

課題，②支援活動の実際，③生活復興に活かされ

た地域の文化や伝統についてである． 

(1)研究対象者の選定要件 

 東日本大震災(宮城県)および平成 28 年熊本地

震(熊本県)の支援者で，特に生活復興や支援の状

況を把握していると考えられる生活支援相談員

および市町村社会福祉協議会の職員とした．  

(2)面接調査の期間と時間 

日時：平成 31 年 1 月～3 月 

インタビューの時間：90 分～130 分，1 回 

 研究対象者の希望により，東日本大震災(宮城

県)の研究参加者は 2 名のグループインタビュー，

市町村社会福祉協議会職員は個人のインタビュ

ーを実施した．平成 28 年熊本地震の研究参加者

は，生活支援相談員と市町村社会福祉協議会職員

は，2 名のグループインタビュー，もう 1 名の生

活支援相談員には，個人のインタビューを行った． 

(3)面接調査の結果、研究参加者の概要 

 研究参加者は，東日本大震災の支援者 3 人(生

活支援相談員 2 人と市町村社会福祉協議会職員 1

人)，平成 28 年熊本地震の支援者 3 人(生活支援相

談員 2 人と市町村社会福祉協議会職員 1 人)の合

計 6 人だった．性別は，女性 5 人，男性 1 人だっ

た．年齢は，全員が 40 歳台から 50 歳台だった．

現在は，宮城県 B 町の社会福祉協議会および熊

本県 X 村の地域支え合いセンターに所属してい

た．支援者になったきっかけは，災害により失業

が 4 人，災害前から社会福祉協議会に勤務してい

たが 2 人だった(表 2 を参照のこと)． 

(4) カテゴリー，サブカテゴリーの生成 

 分析の結果，各災害別の地域特性を活かした生

活支援の実態は，東日本大震災(宮城県)では 5 の

カテゴリー，15 のサブカテゴリー，42 のコード

から構成され，平成 28 年熊本地震では 6 のカテ

ゴリー，16 のサブカテゴリー，56 のコードから

構成され，実態が明らかとなった． 

 以下，抽出されたカテゴリーは【 】，サブカテ

ゴリーは＜ ＞と表記する．また，「 」内は，カ

テゴリーやサブカテゴリーを説明するインタビ

ューデータからの引用である．引用内の( )は，

研究者が文脈を補足したものである．語りの最後

に( )で記載してあるアルファベットは研究参加

者の仮名である． 

(5) 東日本大震災(宮城県)の支援者への面接調査

の結果 

 【災害関連死の予防】は，＜直接・間接的な被

災者の安否確認＞，＜安否確認困難者へのアプロ

ーチ＞，＜災害関連死を予防する＞から構成され

表 2 研究対象者の概要 

 A B C D E F 

災害 熊本地震 熊本地震 熊本地震 東日本大震災 東日本大震災 東日本大震災 

地域 山間部 山間部 山間部 沿岸部 沿岸部 沿岸部 

性別 女性 女性 男性 女性 女性 女性 

年代 50 歳 50 歳 40 歳 40 歳 50 歳 40 歳 

役割 
生活支援相談

員 

社会福祉協議

会 

生活支援相談

員 

社会福祉協議

会 

生活支援相談

員→ライフサ

ポートアドバ

イザー 

生活支援相談

員→ライフサ

ポートアドバ

イザー 

期間 3 年 不明 2 年 26 年 7 年 7 年 

資格 調理師 社会福祉主事 資格なし 社会福祉士 資格なし 資格なし 

自宅の被害 

状況 
全壊 ライフライン 全壊 ライフライン 全壊 ライフライン 

支援者になっ

たきっかけ 

災害により 

失業 

社会福祉協議

会の職員 

災害により 

失業 

社会福祉協議

会の職員 

災害により 

失業 

災害により 

失業 
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た． 

 研究参加者は，「一人暮らしで交流会に出て来

る人はいいんです．最近，見かけない人は，周り

に住んでいる人に聞くんです．『あー〇〇さん，日

曜日から娘さんちに行ったわね』と聞いて安心し

ます．もちろん，自分たちも訪問しますが，周り

の人から聞いて安否確認をしています(F)」と＜直

接・間接的な被災者の安否確認＞を行っているこ

とを語り，直接本人に伺うだけでなく，周りの人

からの情報も活用しながら被災者の安否を確認

していた． 

 また，「耳の遠い高齢の一人暮らしの人に連絡

が 3 日間つかず，住宅の鍵は離れて住んでいる家

族が管理しているのです．警察の人に窓のガラス

を破って入って確認しました．その人は元気だっ

たんですが……(E)」と，＜安否確認困難者へのア

プローチ＞を行っていた．同様に「私たちが入っ

ている(常駐する)災害復興住宅では，災害関連死

は出ていなんです．(F)」と＜災害関連死を予防す

る＞と語り，災害復興住宅に居住してから施錠す

るようになった難聴のある高齢者等，安否確認が

困難な被災者への対応を地域全体で工夫しなが

らアプローチし，災害関連死を予防していた．   

 【被災者の安心した生活づくり】は，＜不安の

ある被災者の不安への傾聴＞，＜復興住宅生活の

困りごとと支援をつなぐ＞，＜つどいの場 (交流

会)づくり＞，＜復興に向けた情報の提供＞から構

成された． 

 研究参加者は，「被災者から，若い人が子どもの

学校があるから，一緒に住んでいないとか，震災

前は 3 世代で住んでいたんですが，今は自分たち

だってところもいますね(F)」と＜不安のある被災

者の不安への傾聴＞を行っていた．また，「被災者

の中には，震災前には，家にいたら家賃が要らな

かったのに，年金では家賃や公益費が払えない生

活困窮者がいるんです．(F)」，「被災者の困りごと

は，社会福祉協議会から行政，包括，NPO などの

各担当へ随時，繋いでいます．地域の困りごとは

自治会長へ繋いで一緒に解決に取り組んでいま

す(G)」と＜復興住宅生活の困りごとと支援をつ

な(ぐ)＞いでいた．さらに，「みんなの居場所, さ

さえあいの拠点として, 施設「◯の里」作りまし

た．ここでは，自力で運営できるように，お茶は

有料で，つどいの場をつくっています(E)」と語り，

＜つどいの場(交流会)づくり＞を行っていた．研

究参加者は，「個別訪問やちらしで，イベントや町

の情報を伝えています(F)」，「薬を飲み忘れる人に

は，まわったときに声をかけているんですよね(E)」

と語り，被災者の個々の困りごとを傾聴し，訪問

やイベントなどの見守り活動と必要に応じて ,復

興に向けた情報の提供をしながら適切な支援へ

と繋いでいた．このように，研究参加者は，被災

者の安心した生活づくりを行っていた． 

 【被災者の生きがいづくりと地域の活性化】は，

＜被災者が主体的になれる関わり＞，＜新しく入

居した人も交えた地域づくり＞，＜被災者の人材

をボランティア活動に活かす＞から構成された． 

 研究参加者は，「私たちが，被災者の前に出るの

ではなく，被災者が主体的になれるよう伴走する

ことが大切だと思っています．(F)」と＜被災者が

主体的になれる関わり＞を大切にしていた．また，

「最近は，震災後に外から入られた子どもがいる

世帯もあって，そういう時には出て来られるので，

一緒にイベントに参加しています．(被災者と)交

流の場になっています(F)」と＜新しく入居した人

も交えた地域づくり＞を行っていた．さらに，研

究参加者は「被災して仕事がなくなり，すること

がなくなった人に，得意なことを「ほっとバンク」

に人材登録するように伝えて，地域がその人材を

ボランティアとして活用することが生きがいに

なったら…(E)」と語り，被災者が主体的になれる

よう＜被災者の人材をボランティア活動に活か

(す)＞していた . このように，震災後に新しく入

居した住民も交流会に参加してもらいながら被

災者のいきがいづくりと地域の活性化を同時に

行っていた． 

 【沿岸部の伝統や文化の活用】は，＜おすそ分

けの伝統や風土を活かす＞から構成された． 

 研究参加者は，「昔から，この地域では，おすそ

分けとか沿岸地域の「契約講」「結」などの沿岸地

域の助け合いがあるんですね．住民同士が助け合

い，活用し，今も広がっています(E)」と語り，＜

おすそ分けの文化を活かす＞事を行っていた．研

究参加者は，この地域伝統の「おすそわけ」や「契

約講」，「結」という沿岸地域の助け合いの文化を

活用していた． 
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 【被災者や地域の課題の把握】は，＜手上げを

しない困りごとの早期発見＞，＜被災者間の関係

性の変化の把握＞，＜災害時の支援体制の構築＞，

＜次世代を見据えた地域づくりの課題把握＞か

ら構成された． 

 研究参加者は，「この地域では人の手助けはす

るのですが，『助けて』と手挙げをしない『遠慮す

る文化』がありますね．手挙げできない被災者を

見逃さない見守り活動を行っています．(E)」と＜

手上げをしない困りごとの早期発見＞を行って

いた．また，「同じ被災者の中でも，災害復興住宅

と自立再建者の見えない壁があるんですね．一緒

に(イベント)に参加しないですよね．」と＜被災者

間の関係性の変化の(を)把握＞していた．また，

「災害時は避難行動要支援者名簿により，誰がど

こにいるか知っています．誰を助けるかなど, 顔

の見える災害支援の体制が必要だと思っていま

す(E)」と＜災害時の支援体制の(を)構築＞してお

り，「みなさん高齢になって，災害復興住宅のリー

ダーのなり手がいないくて，，，最近，引っ越して

こられた若い人がやっていますね．(G)」と＜次世

代を見据えた地域づくりの課題把握＞をしてい

た．(表 3 を参照のこと.) 

(6) 平成 28 年熊本地震の支援者への面接調査の

結果  

【被災者の不安の傾聴】は，＜生活場所が移動す

る不安の傾聴＞，＜家族の離散の不安の傾聴＞，

＜失業による経済的不安の傾聴＞から構成され

た． 

 研究参加者は，「被災者から今の応急仮設住宅

から出て，自己再建するか，復興住宅などを選ぶ

時期であり，どこの場所に住んだら良いかなど悩

みがあったので傾聴しています(H)」と語り，＜生

活場所が移動する不安の傾聴＞をしていた．また，

研究参加者は，「震災前は 3 世帯で同居していた

のですが，仮設住宅では，全員一緒には暮らせな

いので核家族となり，今後もそのまま，世帯が分

かれて生活しなくてはならないなど，おっしゃっ

ています(H)」と，＜家族の離散の不安の傾聴＞を

していた．さらに，「被災者のなかには，勤務先が

なくなったり，農家は水脈がなくなり田んぼがつ

くれないので食えない，仕事がないとこの町にい

られない…(J)」と＜失業による経済的不安の傾聴

＞をするなど，被災者一人ひとりの個別の不安を

傾聴していた． 

 

表 3 東日本大震災(宮城県)の支援者への面接結果 

カテゴリー サブカテゴリー 

災害関連死

の予防 

直接・間接的な被災者の安否確認 

安否確認困難者へのアプローチ 

被災者の安

心した生活

づくり 

不安のある被災者の不安への傾聴 

つどいの場(交流会)づくり 

復興住宅生活の困りごとと支援をつ

なぐ 

復興に向けた情報の提供 

被災者の生

きがいづく

りと地域の

活性化 

被災者が主体的になれる関わり 

新しく入居した人も交えた地域づく

り 

被災者の人材をボランティア活動に

活かす 

沿岸部の文

化の活用 
おすそ分けの文化を活かす 

被災者や地

域の課題の

把握 

手上げをしない困りごとの早期発見 

被災者間の関係性の変化の把握 

次世代を見据えた地域づくりの課題

把握 

 

【被災者のニーズを適所につなぐ】は，＜生活相

談員間の情報共有＞，＜被災者のニーズを適所に

つなぐ＞,＜定期的に地域連絡会での状況報告＞

などから構成された． 

 研究参加者は，「相談を受けた困りごとを随時，

社会福祉協議会へ申し送り，問題によっては，す

ぐに担当者へ直接，繋いでいるんです．(I)」と＜

被災者のニーズを適所につなぐ＞支援を行って

おり, 「毎月 1 回の連携会議が行われて，そのと

きに保健師さんも来るので，情報を伝えています

(B)」と＜定期的に地域連絡会での状況報告＞を行

っていた． 

このように，研究参加者は，被災者の災害支援

に関する情報を生活相談員間で共有し，定期的に

地域連絡会での状況報告を行いながら，被災者の

ニーズを適所につないでいた． 

【被災者との関係性の構築】は，＜定期訪問によ

り被災者との信頼関係を築く＞，＜被災者間の関
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係を理解＞，＜復興中の地元の共通の話題をする

＞から構成された． 

 研究参加者は，「月に 1 回は，全員を回って顔

なじみになってきました(H)」＜定期訪問により

被災者との信頼関係を築く＞ことから始まり，

「みなし仮設に住んでいる被災者から『こげん狭

いところにいつまでいなければなんのか，，，仮設

はいいな．物がもらえるから…』などを聞いてい

ます (H)」と＜被災者間の関係を理解＞していた． 

【コミュニティの再生】は，＜サロン活動の企画・

運営＞，＜区長の役割のサポート＞，＜再会の場

としてのイベントへの参加＞から構成された．  

 研究参加者は，「それぞれの(仮設)団地で週 1 回，

サロンを開いています．今までは県の運動指導員

さんが来ていたのですが，今は自分たちで体操を

やっています(H)」と＜サロン活動の企画・運営＞

を行っていた．また，「みなさん高齢化して，地区

をまとめる役割を担う区長の担い手がいないの

ですね．区長さんもサポートしていますね(I)」と

＜区長の役割の(を)サポート＞していた．そして

「神社やお宮がぺちゃんこになったんです．今は

再建されてお祭りに人がそこに集まって，久々の

再会を喜んでいましたね．(H)」と＜再会の場とし

てのイベントへの参加＞を行っていることを語

った．神社やお宮が全壊したが，再建されてお祭

りに人が集まり，お祭りはコミュニティの場とな

っていた．このように，研究参加者はコミュニテ

ィの再生に繋がる活動を行っていた． 

【助け合い文化の減災への活かし方】は，＜助け

合いの伝統や文化を減災に活かす＞，から構成さ

れた． 

 研究参加者は，「このあたりは，昔から助け合い

「結」，「かちゃり」，「隣組」などの伝統がありま

してね．現在は，〇〇ネットワークとなりまして

ね(I)」と＜助け合いの伝統や文化を減災に活かす

＞ことを語った． 

【被災者と地域の課題の把握】は，＜被災者の健

康状況の把握＞，＜災害復興住宅におけるコミュ

ニティづくりが課題＞，＜被災されていない住民

の関係性の把握＞から構成された． 

 研究参加者は，「最近，応急仮設住宅から救急車

で受診した被災者がいました．冬場になり，滑っ

て骨折したそうです…(H)」と＜被災者の健康状

況の把握＞をしていた．また，「これから地域の仮

設団地から復興住宅へ移るんですが，コミュニテ

ィづくりが課題です(J)」と＜災害復興住宅におけ

るコミュニティづくりが課題＞であることを語

っていた．そして，「なかでも被災にあった地域と

無かった地域では，温度差っていうんですかね．

被災に対する温度差がありますね…(I)」と＜被災

されていない住民の関係性の把握＞を行ってい

ることも語られた．同様に，研究参加者は，被災

者の健康状況を把握することや災害復興住宅で

のコミュニティづくりが課題になること，被災者

と非被災者の温度差が発生していることを被災

者や地域の課題として把握していた．(表 4 を参

照のこと)  

 

表 4 平成 28 年熊本地震の支援者への面接調査の結果  

カテゴリー サブカテゴリー 

被災者の不安の

傾聴 

生活場所が移動する不安の傾聴 

家族の離散の不安の傾聴 

失業による経済的不安の傾聴 

被災者のニーズ

を適所につなぐ 

定期的に地域連絡会での状況報告 

生活相談員間の情報共有 

被災者のニーズを適所につなぐ 

被災者との関係

性の構築 

定期訪問により被災者との信頼関

係を築く 

被災者と被災されていない住民の

災害に対する思いの多様性の理解 

復興中の地元の共通の話題をする 

コミュニティの

再生 

サロン活動の企画・運営 

区長の役割のサポート 

再会の場としてのイベントへの参

加 

助け合い文化の

減災への活かし

方 

助け合いの文化や伝統を減災に活

かす 

被災者の課題の

把握 

被災者の健康状況の把握 

災害復興住宅におけるコミュニテ

ィづくりが課題 

被災者と被災されていない住民の

関係性の把握 

 

 



 

38 

Ⅴ．考察  

 本研究の結果より，「地域の伝統や文化を活かし

た支援」と「被災者が主体的になれる関わり」の 2

つの観点が災害復興のレジリエンスに関わってい

ることが示唆された． 

1．地域の伝統や文化を活かした支援 

東日本大震災の支援活動では，被災者へ直接・

間接的に様々なアプローチ方法で被災者の安否

を確認し，【災害関連死の予防】をしていた．生活

支援相談員の活動は，まずは被災高齢者の味方に

なることから開始される 9)と報告されていること

から，宮城県の災害復興住宅の集会室に常駐し，

相談活動やニーズを適所につないでいたことが

影響していると考える． 

熊本地震に支援活動を行なった研究参加者は，

定期訪問による見守り活動にて【被災者の不安を

傾聴】し，情報提供などを行いながら被災者のニ

ーズを適所につないでいた．齋藤らは，「傾聴」が

被災者のこころのケアに繋がる 13)と述べている

ように，研究参加者の活動は精神的な健康支援の

役割も果たしていると考える．熊本地震において

も，復興中の地元の共通の話題をしながら，同じ

言語で共通の話題をしながら傾聴し，見守り活動

やサロン活動を行っており，災害関連死の予防に

つながっていることが考えられた． 

 これらの活動の基盤となっていたのは，生活支

援相談員のその地域の文化を活かした活動であ

る．清水ら 9)は，「生活支援相談員等の活動は地域

性を心得て活用して，元の生活になるべく近づけ

ようとする」と述べているが，今回の研究では具

体的な地域特性について明らかになった． 

 宮城県の研究参加者は，【沿岸部の伝統や文化

の活用】として，沿岸地域の「契約講」「結」の助

け合いの＜おすそ分けの文化や風土を活かす＞

ことや，「助けて」と手挙げができない被災者を見

逃さない支援を行なっていた．また，＜手上げを

しない困りごとの(を)早期発見＞して，課題を把

握し支援に繋げていた．「契約講」は，相互平等に

結ばれた地縁的集団のことを示し，生活扶助の役

割を果たしている．このことは，熊本県でも同様

に，「結」「かちゃり」「隣組」と呼ばれる【助け合

いの文化を減災に活かす】ことで災害からの復興

に取り組んでいた．この地域では，災害復興に地

域の伝統や文化を考慮しつつ，現在は〇〇ネット

ワークと呼ばれ，地域全体で連携システムを構築

して，地域の復興を促進していたと考える．この

ように地域にもともと根付いている伝統や文化

の特性が形となって繋がり，システムを構築し，

活用していくことが，災害復興のレジリエンスを

構成すると考える． 

2．被災者が主体的になれる関わり 

 研究参加者は，＜被災者が主体的になれる関わ

り＞と＜被災者の人材をボランティア活動に活

かす＞といった【被災者の生きがいづくりと地域

の活性化】を行っていた．生活支援相談員が被災

者の立場に立ち，高齢化，家族分離，疾病，役割

や仕事の変化などにより，住民主体になるには時

間を要することやそっと寄り添い，並走する支援

が必要であると考えていた． 

 また，被災者の一人ひとりに応じた生きがいの

支援として，住民に得意なことを「ほっとバンク」

に登録して頂き，その人材を活用することで介護

予防に繋がることから，個人の役割や生きがいを

自ら考えて行動できるような支援を行っていた．

このことは，復興庁による被災者の支援 50 の「生

きがいづくり」【対策 35】14)として，地域活性化

等の活動への参画を通じた被災者の生きがいづ

くりを行う支援であり「被災者のこころの復興事

業の実施」に連動した活動が実践されていた．西

村らは，住民同士のつながりが，住民主体による

復興まちづくり計画の策定などの今後の復興プ

ロセスに影響する 15)と述べており，生活支援相談

員が，住民主体となるような活動を支援すること

は，地域全体の復興プロセスを促進する一因とな

るため，災害復興のレジリエンスを構成している

と考える． 

 

Ⅵ．研究の限界 

研究の限界として，研究参加者の地域のように，

代々，住み続けている地域では顔が見えるため計

画も進むと思われるが，顔の見えない関係の地域

では，他の対策が必要である．風土や伝統，文化

としての相互扶助，助け合いがある地域では，被

災後のコミュニティが形成しやすいことから宮

城県や熊本県だからというよりも助け合える小

さなコミュニティの有無が影響すると考える．  
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Ⅶ．結語 

1．本研究では東日本大震災(9 年目)と平成 28 年

熊本地震(4 年目)の支援に携わる生活支援相談員

等の活動状況について, 研究を行った．本研究の

限界として，災害の種類や規模，地域特性，時間

経過とともに違いがあるために単純には比較で

きなかった．しかし，それぞれに地域特性を活か

した支援活動が展開されており, 生活復興に繋が

っていた．この研究を経年的に行い，同じ時期を

比較検討していきたい．  

2．今回の研究のフィールドワーク(参与観察)や面

接調査を行ったそれぞれの地域は，生活復興の模

範となる地域であると考えている．その理由は，

災害前からの災害訓練が活かされていることや

地域の「結」や支え合いが継承されてネットワー

ク化されていること，災害関連死の予防に繋がる

ことである．今後は，さらにこの研究を探究する

ためには，対象地域と対象者の検討が必要である． 
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関節リウマチ患者の「心理的寛解」に向けたリウマチケア看護師の機能  

～患者面談記録を用いた質的内容分析～ 
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要 旨 

リウマチケア看護師と患者との面談記録を用いて、患者の「心理的寛解」へのリウマチケア看護師の機

能を検討し考察した。【研究方法】一人のリウマチケア看護師が継続的に面談を行った患者 8名を対象と

し、初回面談から約 6か月間を「初期・中期・後期」に分けて記録から相談内容やリウマチケア看護師と

患者との人間関係の変化を中心に検討した。【結果】面談「初期」は、患者の表情や様子についての記載

や、まだリウマチを受け入れられない発言が見られた。「中期」になると、患者への対応も個別化が求め

られ、患者の言葉を引き出す働きかけがみられた。「後期」では、症状の改善がある患者からは感謝や家

族の相談があったが、増悪によりリウマチケア看護師に弱音や助けを求める発言も多々見られた。【結論】

リウマチケア看護師と患者が面談を通してラポールを形成することが、適切な支援につながると考えら

れた。リウマチケア看護師が患者と個別に関わることは、目標に向けた治療の実践や患者の心理的寛解に

も寄与すると考えられる。 

キーワード：関節リウマチ、寛解，看護師のコミュニケーション，ラポール，多職種連携 

Abstract 

Objective: This study aims to examine the function of nurses certified by the Japan Rheumatism Foundation in the 

attainment of psychological remission of patients with rheumatoid arthritis using interview records between 1 

certified nurse and patients. Methods: We enrolled 8 patients who were interviewed continuingly by a single nurse. 

After categorizing each patient’s records between the first interview and the one after 6 months, into “the initial, 

middle, and later period,” we examined the contents and changes in the nurse–patient relationships. Results: In the 

initial period, we identified several accounts of patients’ facial expressions, attitudes, and statements from some who 

did not accept their rheumatoid arthritis diagnoses. In the middle period, the nurse engaged in encouraging patients 

to express themselves and more individualization based on each patient’s needs. In the later period, patients whose 

condition had improved expressed gratitude to the nurse and consulted them even on family matters, while unaltered 

patients often complained, expressed discouragement, and asked the nurse for help. Conclusions: Forming rapport 

between nurses and patients through interviews, seemingly, results in appropriate support by nurses. Nurse’s 

communication with patients will individually contribute to better medical practice toward patient goals and also 

psychological remission. 

Keywords:rheumatoid arthritis,remission;nurse communication,rapport,multi-professional collaboration 
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Ⅰ．緒言(背景) 

関節リウマチ(以下、RA(rheumatoid arthritis))は、

免疫の異常により主に手足の関節が腫れたり

痛んだりする自己免疫疾患である。近年、抗リ

ウマチ薬 、生物 学的 製剤および JAK(Janus 

kinase：ヤヌスキナーゼ )阻害剤を使用すること

により、治療の目標として寛解を目指せるよう

になってきた。また、発症早期から医師と患者

との同意の下に治療目標を定め、臨床的寛解を

目指す Treat to Target(以下 T2T)の考え方が世界

的に推奨されており、患者の主体的な治療参加

と、主治医と患者との双方向のコミュニケーシ

ョンが重視視されている 2,3)。他方で、医師の診

察時間には限りがあり T2T 実施の困難さを指

摘する報告もある 4,5)。  

 RA 患者は、初期症状出現から確定診断まで

の時期において、気分の落ち込み、不安、ショ

ック、否認、安心などの行動心理学的反応が生

じることがある 4,6,7,8)。確定診断後も心理的苦

痛を強く感じている RA 患者は、その苦痛が慢

性的に経過するリスクが高いとの指摘もある 9)。

鹿内らは、RA 確定診断後に医師以外の医療ス

タッフも含めたチームで患者に関わることが

信頼関係構築につながると述べている 4)。  

自施設の看護部においては、財団法人日本リ

ウマチ財団登録リウマチケア看護師が 9 名在籍

し、外来および入院病棟でリウマチ看護にあた

っている(2019 年 3 月 15 日現在)。このリウマ

チケア看護師は、「適切な包括的臨床判断を行

い、他の医療職と連携・協働して看護の視点か

ら質の高いリウマチケアを実践・指導できるこ

とを目的」とし、「患者の個別性に配慮し、適切

な情報と技術に基づいて、安全・安心・安楽な

リウマチケアの実践を行う」と定義されている

10)。  

関節リウマチの治療が目指す寛解とは、臨床

的寛解(臨床的に関節炎がほぼ消失した状態 )、

機能的寛解(関節破壊の進行をゼロとする状態 )、

構造的寛解 (Health Assessment Questionnaire が

0.5 以下を達成する状態)とされてきた 11)。なお、

Health Assessment Questionnaire15)とは、20 の質

問について、支障なくできる (0 点)からできな

い(3 点)の中から選んでもらい、 (1)～(8)のそれ

ぞれの最高点数を平均して身体障害度指数を

求めるものである 16)。この 3 つの寛解に加え、

近年では職業・社会生活に関節リウマチがまっ

たく悪影響を与えない状態、つまり社会的寛解

が求められており、労働生産性の向上や治療コ

ストの減少についての検討も進められている

12)13)14)。自施設では、さらに患者の心理的・精

神的ストレスがない状態の「心理的寛解」を加

えた 5 つの寛解を総合的な目標として治療を行

っている。患者の立場に立った 5 つの寛解のイ

メージを示したのが図 1 である。  

リウマチケア看護師のサポートにはどのよう

な特徴が見られるのか。本稿では、「心理的寛解」

に向けてのリウマチケア看護師のサポート機

能に着目し、面談記録からそのプロセスを解明

することが目的である。なお、本稿では、心理

的寛解を「RA 治療過程において、治療、症状

および生活への不安因子がない状態」と定義し、

リウマチケア看護師の機能について検討した。 

 

 

図 1．関節リウマチにおいて目指すべき  

5 つの寛解(文献 11)を元に筆者作成) 

 

Ⅱ．分析対象と方法  

 本研究の対象は、①他院にて RA と確定診断

後受診、あるいは自施設にて RA と確定診断さ

れた外来通院中の患者、②自施設にて治療開始

時よりリウマチケア看護師が個別に関わり面

談を行っている患者、および③初回面談時期が

RA 確定診断から 6 か月以内かつ自施設初診か

ら 1 か月以内であり通院を継続している患者、

これら 3 つの条件を満たす者とした。  

寛解

臨床的

寛解

機能的

寛解

構造的

寛解

社会的
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心理的
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面談記録は 2014 年 7 月から 2018 年 12 月ま

でを対象とし、上記①と②の条件を満たした患

者は 10 名(女性 9 名、男性 1 名)であった。その

対象者からさらに初回面談から約 6 か月間の記

録が残されている女性 8 名の 52 回分の記録を

分析対象とした。  

次に、初回から 6 か月後までの期間を「初期

(初診から 1 か月以内 )」、「中期(初回面談より 2

か月から 3 か月程度)」、「後期(初回面談より 5

か月から 6 か月程度)」の 3 つに時期区分し、各

時期の面談記録についてテキスト分析を行っ

た。記録内容からリウマチケア看護師と患者自

身のそれぞれの発言、所感や診療内容等の箇所

を整理しまとめた後、医師、薬剤師、上級心理

カウンセラー資格を有する看護師及び事務職

員が協働して、相談内容やリウマチケア看護師

と患者との人間関係の変化を中心に検討した。

なお、面談を担当した看護師 (女性)は、看護歴

は約 40 年、リウマチケア看護師資格を 2010 年

11 月に取得し、患者との面談および記録は 6 年

(2012 年 8 月から 2018 年 12 月)で延べ 512 人、

面談回数は 5899 回に及び、それらを一人で担

っていた。  

 

Ⅲ．倫理的配慮  

 面談場所として、専用スペースを設置し、プ

ライバシーに配慮することで、患者が個別にリ

ウマチケア看護師と話すことができるように

した。面談記録は、担当のリウマチケア看護師

が面談後に手書きで毎回記録していた。記録で

用いたノート等は、「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省 )」

を遵守し、個人情報の取り扱いには十分配慮し

た。また，本研究は 2020 年 2 月 12 日開催の松

原メイフラワー病院倫理委員会にて承認を得

た。  

 

Ⅳ．結果  

1．面談内容について  

リウマチケア看護師の面談記録 8 例の患者背

景ならびに面談内容を 3 つの時期別に示したの

が表 1 である。初診時の年齢は 40 歳から 66 歳、

平均年齢は 60.0 歳、初診時期は 2014 年 7 月か

ら 2017 年 6 月であった。個別の面談事例につ

いては、以下のとおりである。なお、患者の年

齢は初診時のものとする。面談に対応したリウ

マチケア看護師は以下 RN と略す。  

症例 1：63 歳、他院での治療歴あり (抗リウマ

チ薬の処方あり )。「初期」RN：他院での診察記

録を聞き取り治療内容と状況を把握。患者：初

回面談時の発言はなかった。「中期」RN：不安

そうな表情を読み取り、検査データなどについ

て病状に関する質問を次々受けていた。患者：

「こんなに親切に話をしてくれたことがない、

心強い」と心を開き始めている。通院開始から

2 か月が経過しているが、疼痛は改善していな

い。「後期」RN：入院計画の相談を受ける。身

体障害者申請に関する質問に対応。患者：「助け

てちょうだい、痛くて何もできない。だるまさ

ん状態や」と疼痛の増悪を訴え、RN に具体的

な障害者手帳の相談をしたが、現時点では無理

であることを納得。  

症例 2：63 歳、他院での治療歴あり (消炎鎮痛

剤の処方あり)。「初期」患者：リウマチを「な

んで私が…」と受け入れられない。「この痛みを

誰にもわかってもらえない」。リウマチである

ことを周囲に知られたくないという要望あり。

RN：「ほとんどの方がなんで私が…の思いです」

と共感をまず示した後に、ほとんどの方が同じ

思いを抱くことがあるという患者の一般的な

情報を提供した。患者に共感と情報提供を交互

に行う面談を行うことで、「Dr に話せないこと、

聞けなかったこと」も徐々に話し、患者自身が

現状を少し受入ようという気持ちになってい

った。(Dr は医師を指す )「後期」患者：「楽には

なってきている。でもすっきり痛みが無くなっ

たわけではない」と症状の改善を述べてはいる

が、痛みとの折り合いのつけ方がわからないと

質問している。RN：「データは良くなっていて

も痛いのはあなた」と患者の立場に同情し、「そ

の思いを Dr にぶつけてみてください」と医師

とのコミュニケーションの取り方をアドバイ

スした。  

症例 3：66 歳、他院での治療歴あり (抗リウマ

チ薬の処方あり )。「初期」患者：「リウマチと聞

いてなんでと思った。詳しく知ったら恐くなる
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ので、知らない方がいいと思って何も調べなか

った」と病気に対する恐怖と戸惑いを伝える。

RN:リウマチという病気に対する知識を得るこ

とを勧めた上で「うまく付き合ってほしいので、

自分のこととしてリウマチを知ってほしい」と

病気と向き合うことをアドバイスした。「後期」

患者：「おかげで少しずつ良くなってきていま

す」と症状の改善を喜び「ここにきてよかった

と思う」と感謝の言葉を述べている。  

 症例 4：59 歳、他院での診断あり。「初期」患

者：「なぜ、私がリウマチに…まだ受け入れられ

ない」と戸惑いを示し、「仕事もやめて楽になり

落ちついてきたはずなのに…」と割り切れない

思いを示していた。「後期」患者：Dr.から「Bio

すすめられている」と治療方針のことを話し、

「金銭的なこともあり、夫とも相談したが、思

っていたよりも高額なのにちょっとビックリ。

(点)よりも(S)を希望。でも自己注は自信がない」

と治療費への不安と治療内容の希望を RN に伝

えている。((点)は点滴注射剤、(S)は皮下注射剤、

Bio は生物学的製剤を指す) 

 症例 5：40 歳、他院での治療歴なし。「初期」

患者：初回は何も自分から語ることはなかった。

RN：痛みのためか、不安からかとても暗い表情

をしていたことに気づいている。「中期」患者：

「少しずつ楽になってきている」と改善傾向を

示している。RN：これまでの弱々しい表情から

症状改善により「少し明るいようにみえる」と

初回からの変化を記している。「後期」RN：「元

気そう、いい表情で話してくれる」とさらに症

状が改善されたことで、心理的にも明るくなっ

て、家族の健康診断結果を見せて相談するなど、

自分以外の家族のことを心配する余裕もみら

れてきた。ラポールが形成されたことで、家族

の健康相談まで受けるような関係構築がなさ

れ、面談回数を重ねるごとに少しずつ自分の症

状を口にするようになってくるという変化が

みられた。  

 症例 6：65 歳、他院での治療歴あり(抗リウマ

チ薬の処方あり )。「初期」RN:患者は他院での治

療方針に不安を抱き、転院してきた。「本人、娘

と 2 人で Dr に不安に思っていることを質問し、

納得した様子」であった。「自分に合う Dr、薬

を見つけましょう」と患者の気持ちになって一

緒に問題解決をする提案をしている。患者：治

療方針に納得できたのか「ここに来てよかった

です」、「こんなに話しを聞いてくれる所はない」

と提示された治療と RN の対応に満足し、感謝

の言葉を告げている。「後期」患者：「あちこち

痛い」と症状に改善は見られなかったが、「どこ

か痛い所がないかいつもさがしている性格だ

からしかたないのよね」と治療や RN に対する

不満を抱くことなく、自己解決するような考え

を示している。  

 症例 7：65 歳、他院での治療歴なし。「初期」

患者：「もしかして、リウマチか？」と不安な心

情を伝えている。RN：早期リウマチの診断およ

び治療開始を患者と確認。「後期」RN：付き添

いの夫について、年齢、現病や既往症などを記

載。患者：疼痛の改善と治療効果を伝えている。

同時に、「その夫の世話で気が休まる時がない。

そのストレスから RA 発症したと思う。」と正

直な気持ちを吐露しているが、続いて「でも、

もうなってしまったことはしかたがない。うま

く付き合って私だけでも元気でないと。この人、

誰がみるの」と自分に言い聞かせるように気持

ちの整理をしている。  

 症例 8：59 歳、他院での診断あり。「初期」

RN：他院での診断内容を記載している。患者：

2 年前から痛みがあったが、更年期障害と重な

り特に診察をうけていなかった。しかし実際は、

「RA ではと思ったこともあるが、はっきり診

断されるのがこわくて今まできてしまった」と

正直に気持ちを伝えている。「中期」患者：自覚

症状的には改善。「薬が増えちゃった。もし朝の

み忘れたらどうしたらいい？」と薬の飲み方を

質問している。RN： MTX の飲み方を丁寧に説

明し、アドヒアランスが維持されるようにアド

バイスしている。「後期」患者：症状の安定を伝

えるとともに、その日同伴していた姑について

詳しく話している。  

2．面談内容から見る各面談時期の特徴  

 これらの面談内容から各面談時期の特徴に

ついてまとめてみると、面談「初期」の特徴と

しては、受診の理由や他院での処方内容などに

加え、患者の表情や様子についての記載が多く
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見られた。この時期はいわば情報共有と患者観

察期間である。他院で診断歴がある患者もリウ

マチの診断を受け入れられていない発言が見

られた。  

 「中期」になると、痛みが改善してきた患者

と変化が無いもしくは増悪している患者の発

言は二極化してくる。患者の対応も個別の対応

が求められるようになり、患者に応じて患者の

言葉を引き出す働きかけが RN からなされてい

た。それは患者の発言内容に質問が増えている

ことからもわかる。患者の不安や質問に対し、

その都度 RN が適切なアドバイスを医学的な見

解と心理的なサポートの両面から行っていた。

それが患者からの感謝の言葉の開示につなが

りラポールの形成 17)につながっていた。  

「後期」は RN と患者との関係が約 6 か月経

過した時期である。疼痛の消失や改善傾向が見

られた患者 (症例 No.3,5,7,8)は、症状改善に対す

る感謝の言葉が見られるようになっている。こ

れらの患者の中には、娘 (症例 No.5)や夫 (症例

No.7)、姑(症例 No.8)など家族環境の相談など治

療以外のプライベートな内容に踏み込んだ相

談内容が見られるようになっている。その反対

に、疼痛増悪により RN に弱音をぶつけたり助

けを求めたりする発言も多々見られた (症例

No.1)。いずれのケースにおいても表面的な相談

内容にとどまらず、心を許しているからこそ自

己開示を行っていることがうかがえる発言が

みられた。中期以降の特徴としては、相談内容

が多様化し、個別案件に対しても柔軟で幅広い

対応が求められていることである。  

 

Ⅴ．考察  

1．面談時期と患者の心理的変化の関係性  

 まず、各時期の面談と患者の心理的状態との

関係性について考察してみる。面談「初期」に

おいては、患者自身が治療歴や現症を RN に伝

えることにより、RN と情報共有し関係性を形

成していく段階である。言わば、患者と RN の

関係性は点と点がつながった線の関係と言え

る。そして、「中期」になると患者の RN への親

近感や信頼が生まれ、「安心して話すことがで

きる」、「自分の気持ちを理解してくれている」

と実感することで、不安が軽減され次第に意識

が自分自身の内面に向かい、関節リウマチと向

き合う姿勢がみられるようになる。それは、患

者から RN について質問が増えていることから

も読み取ることができる。また、「中期」から「後

期」にかけては、治療効果の程度により 2 つの

グループに分けられる。つまり、痛みが改善傾

向にある患者のグループは、自分自身の RA 症

状についての不安が軽減され、次第に自分の身

近な人たち、つまり家族や家庭環境へ話題がひ

ろがっていく。言い換えれば個人と個人の線の

関係から横の面への広がりが見られる。一方で、

治療効果が十分に認められていない患者のグ

ループは、RN に苦痛を率直な言葉で伝えるな

ど、言わば患者と RN とのつながりの線は太く

なり、患者個人との深い関係構築が図られてい

る。  

 このようにみると、患者と RN との初期の出

会いから、その関係性は患者の治療経過により

患者周辺を含めた広がりをもった関係への展

開、あるいは患者との深い関係性への展開がみ

られた。いずれの展開においても RN の関わり

は、患者の「RA 治療過程において、治療、症状

および生活への不安因子のない状態」、つまり

心理的寛解へ導く上で大きな役割を担ってい

ると思われた。  

2．患者のニーズを引き出す面談技法  

治療に直接携わる医師とは異なり、RN は面

談を通して患者の言葉を引出し、心理的なサポ

ートを行うところに特徴がある。RN は多くの

患者と面談回数を重ね、長く向き合うことで、

患者の変化を時系列に追うことができ、記録を

もとに個別化した対応を取ることが可能であ

る。適切なサポート行為によって患者を「心理

的寛解」へと導く過程では、どのような面接技

法が見られるのか。他院診断あり (症例 No.2)と

初診(症例 No.5)の症例からそのプロセスを検討

したい。  

症例 No.2：RN は患者の治療に向かう姿勢に

強気で介入するアドバイスを患者に行ってい

た。症状の改善は見られなかったものの、心理

面ではラポールの形成が早期に構築されてい

た。  
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症例 No.5：初診だったためか、初回面談時に

は何も自分のことを話さなかったが、RN の巧

みなアクティブリスニングによって、面談回数

を重ねるごとに自己開示が増えてきた。  

患者と良好な関係を構築できることは、治療

的な行為につながることをぺブロウは説明し

ている 18)。RN が適切に患者の声を引き出した

り、患者の心理的負担が軽減されるように家族

も含めた包括的なサポートを行ったりするこ

とで、患者は素直に不安や痛みを訴えることが

できるようになる。  

 また、「初期」段階では患者が病に対し、否定

的な考えを示すこともある。患者が自分の病状

に対し納得できる意味づけができるような支

援が必要である。これはトラベルビーが説く看

護理論と共通している。トラベルビーは、看護

師と看護を受ける人との相互関連的な位相と

して、①最初の出会いの位相、②同一性の出現

の 位 相 、 ③ 共 感 (empathiy) の 位 相 、 ④ 同 感

(sympathy)の位相を仮定し、これらの位相はす

べて、最高度に発展して、ラポート (rapport)と、

人間対人間の関係の確立にいたると述べてい

る 19)。この 4 つの位相を RN は、①明るい雰囲

気で患者のそばに出向き、②患者の本音を引き

出す聴き方をすることで抱えている問題情報

を収集し、③共通の趣味などの会話を糸口に患

者と同じ目線での会話を演出し、④時には相手

の気持ちに共感することで早期のラポール形

成が可能にしている。そして、⑤患者の自己開

示が進み、コミュニケーションが円滑になって

いた。このような患者とのかかわりや関係構築

が、患者の心理的な負担の軽減につながり、前

向きな発言や感謝の言葉につながっていた。  

 

Ⅵ．結語  

RN のかかわり方の特徴は、患者目線の対応

を日常性の演出をしながらアウトリーチで行

うことであり、それにより早期に患者の自己開

示につながっていた。患者ニーズが本人から面

談早期に得られることで「心理的寛解」に寄与

する個別化対応が可能となった。  

なお、本研究は RN の面談記録を医師、看護

師、薬剤師、事務職ら多職種による多角的なア

プローチで行ったところに意義がある。これに

より従来見逃されていた RN の機能や面談技法

の特徴を明らかにすることができた。患者中心

の医療をチーム医療で実現するために患者ニ

ーズを面談によって引き出すことは、「心理的

寛解」に寄与するものであり、T2T の実践・向

上にもつながるものである。今回使用した面談

記録は、予備的な考察にとどまるものであるが、

「心理的寛解」のプロセス解明のためにも面談

記録の構造化は今後の課題としたい。  
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表 1-1．RN 面談記録  

表 1-1．RN 面談記録(続き) 

No. S E X 初診  

来院日  

初診時  

年齢  

初期面談記録  中期面談記録  後期面談記録  

リウマチケア看護師  患者  リウマチケア看護師  患者  リウマチケア看護師  患者  

1 女性  2014 年

7 月  

63 歳 初診。 7/10 リウマトレ

ックス服用後発疹、嘔

吐、かゆみ (+) 

その後もクラリチン服

用しながらリウマトレ

ックス続行指示  

なし  不安そうな表情。他の

Pt にもいろいろ聞いて

いる。検査データにつ

いて説明する  

次々質問してくる  

こんなに親切に話しを

してくれたことがな

い、心強い  

ここに来て 2 ヶ月、ま

だ痛い  

（患者：身障はとれな

いのか）、今はムリ、

症状が固定しないと認

定できないと説明。

“院長にも同じことを

言われた。”と。  

助けてちょうだい！痛

くて何もできない。だ

るまさん状態や。  

杖を使ってなんとかゆ

っくり歩行できる

が・・・  

2 女性  2017 年

2 月  

63 歳 初診。昨年 7 月左手首

骨折。その後から左

手、右手、右足と順に

痛くなってきたウマチ

と診断され、治療をす

るなら専門 HP でと当

院へ紹介状を依頼。

「骨折が一つのキッカ

ケになってしまったの

かもしれませんね。ほ

とんどの方がなんで私

が・・・の思いです。

その思いも大切です。

徐々に受け入れて、ど

こかで折り合いをすけ

るしかないときが来る

と思います。」  

 

Dr に話せないこと、聞

けなかったことも徐々

に話し  (患者）“ちょ

っと受け入れようとい

う気になった（リウマ

チを）”と笑顔で話

す。  

なんで私が・・・とま

だ受け入れられない。

何も悪いことをしてい

ないのに。反対にそれ

なりにいいことしてき

たと思っているのに  

この痛みを誰にもわか

ってもらえない。夫も

どこが痛いのや、とつ

れない。リウマチとい

うこともまわりに知ら

れたくない気持があ

る”  

 

“ここに来てよかっ

た。同じ病気の患者さ

んが沢山いる。私だけ

じゃないと思える  

ちょっと受け入れよう

という気になった  

もう 1 ヶ月様子をみま

せんか。  

ここに来た時に比べれ

ば楽になっているが、

手・足の痛みは残って

いる。“我慢するし

か、ないのかなあー  

データは良くなってい

ても痛いのはあなた。

その思いを Dr にぶっ

つけてみてください。

診察後面談できなかっ

たので結果は聞けてい

ないが、処方はそのま

まであった。セカンド

オピニオンを考えてい

るかも？  

楽にはなってきてい

る。でも  すっきり痛

みがなくなった訳では

ない  どのくらいでよ

し、としなければいけ

ないのか・・・がわか

らない  

3 

 

女性  2016 年

1 月  

66 歳 今、自分がどんな状態

なのか、リウマチとは

どんな病気なのかを正

しく理解してうまく付

き合ってほしいので、

自分のこととしてリウ

マチを知ってほしい。

話していくと、なるほ

どそうかと納得してく

れた。 2015.8 月から膝

の腫れに対して穿刺ば

かり 1～ 2W に 1 回して

いた。 B-HP からここを

紹介してもらって、

今、少し痛みが和らい

でいる。両膝、肩、手

首、痛い関節がなくな

る。  

リウマチと聞いて、な

んでと思った。詳しく

知ったら恐くなるの

で、知らない方がいい

と思って何も調べなか

った。  

なし  だいぶ楽になってき

た。  

膝は楽になった。痛い

ときは家までの坂道を

バックで降りていた

が、今は普通に降りれ

るようになった。  

両膝の痛みはなくなっ

た。左手首の痛みは少

しあるが大丈夫と。  

 

“おかげで少しづつよ

くなってきています。

膝も大丈夫だし、肩と

か、あちこち痛い時も

あるけど、ここに来て

よかったと思う。”  

4 女性  2015 年

5 月  

59 歳 なし  左膝の痛みはおさまっ

た。まだ左手指、右足

首は痛い。なぜ、私が

リウマチに・・・・ま

だ受け入れられない。

仕事もやめて、楽にな

り落ちついてきたはず

なのに・・・。  

なし  RA 痛  軽くなった。や

っぱり 3 ヶ月かかった

なー。ムリせずうまく

付きあっていくしかな

いですねー  

両膝、両手首と RA 中

があちこちとぶ。  

C-Dr から Bio すすめら

れている。  

MTX10mg/W でまだこの

活動性あがるなら、

Bio を早めに導入した

ほうがよいと。  

金銭的なこともあり、

夫とも相談したが、思

っていたよりも高額な

のにちょっとビック

リ。 (点 )よりも(S)を

希望。でも自己注は自

信がない。  



 

49 

 

 

No. S E X 初診

来院

日 

初診

時年

齢 

初期面談記録  中期面談記録  後期面談記録  

リウマチケア看護師  患者  リウマチケア看護師  患者  リウマチケア看護師  患者  

5 女

性 

2017 年

6 月  

40 歳 1W 前に朝のこわばり  

両手、指の関節痛で受

診（娘、夫が付き添っ

てきた）痛みのため

か、不安からかとても

暗い表情。  

なし  いつもの弱々しい表情

から少し明るいように

見える、夫の付き添い

あり。  

少しづつ楽になってき

ている。今日はリメタ

(V)なしでもいけそ

う。  

元気そう。いい表情で

話してくれる  

（娘の健康診断結果を

みて）異常なし！肝キ  

1 項目だけ (H)マーク

がついていたが問題な

いと言うと親子で安心

する。  

リメタは必要ない  娘

（ 18 才）が仮免許を

とったが、運転免許を

とったらとったで、毎

日心配しないといけな

いとなげく。その娘の

会社の健康診断の結果

を見せて、大丈夫か見

てほしい  

6 女

性 

2016 年

7 月  

65 歳 他院でリウマチと言わ

れ、リウマトレックス

を開始したが、本当に

これでいいのかと不安

になり受診  

本人、娘と 2 人で Dr

に不安に思っているこ

とを質問し、納得した

様子。  

自分に合う Dr、薬を

見つけましょう  

（初診）当初は手指の

腫れ、痛みがあったが

今はほとんどない  

ここに来てよかったで

す。こんなに話しを聞

いてくれる所はない。

遠い所からでも来ま

す。付き添っている娘

も線維筋痛症？と言わ

れ治療をしている。リ

リカはダメだった。漢

方薬でよい方向になっ

ている  

ストレスが多くて、多

くて・・・。  

今日からアザルフィジ

ン 250mg2T が処方され

たが、なぜ？と納得で

きない表情だったらし

く、外来スタッフから

話しをしてほしいと依

頼される。  

5 年前に発症したリウ

マチは 2 年間 MTX でほ

ぼ寛解となり治療中止

になっている。今まで

の痛みもリウマチだっ

たのかと疑っている。

今回アザルフィジンが

処方されたのも、 RA

としての治療が必要と

判断してのことだと思

うと説明する。 5 年前

も最善の治療を受けて

いたので、今、この程

度の指の変形ですんで

いるのではないか。 AE

がなければアザルフィ

ジンを続けましょう。  

“私リウマチなの？”  

わかりました。ここま

で話してくれて、納得

しました。  

両膝、両手首と RA 中

があちこちとぶ。  

あちこち痛い、今は特

に右肩。口内炎？舌の

先が痛い、内科診した

が、歯の刺激によるも

のでは？と処方なし  

自分でもよくわかって

いるの。どこか痛い所

がないか、いつもさが

している性格だから、

しかたないのよね。  

7 女

性 

2017 年

2 月  

65 歳 手のこわばり、足が痛

いので 1W 前受診。早

期リウマチとして治療

開始しましょう。  

もしかしてリウマチ

か？  

アザルフィジン 2 ヶ

月。  

まだ痛い。左足をひき

ずるように歩く。リメ

タ (V)前回あまり効果

あったようには感じな

かったが  

データ的には OK だが

まだ痛い  

夫が一緒。  

夫 75 才ベースに DM が

あり、脳梗塞、前立腺

癌、 DM 性白内障

（ OP）、脱腸、強度の

難聴、転倒による右足

首骨折（ OP）、今回頭

部 X-P に異常が見つか

り、 MRI 予約、と病気

のデパート。  

“痛みがそれほど気に

ならなくなってきた。

効果でてきたみたい。  

その夫の世話で気の休

まる時がない。そのス

トレスから RA 発症し

たと思う、と本人。

“でも、もうなってし

まったことはしかたが

ない。うまく付き合っ

て私だけでも元気でな

いと。この人、誰がみ

るの  

8 女

性 

2017 年

2 月  

59 歳 まず A 医院で検査、

RA、当院紹介される。  

2 年前くらいからあち

こちの関節が痛いこと

があった。更年期障害

と重なりこんなものと

思っていた。 RA では

と思ったこともある

が、はっきり診断され

るのがこわくて今まで

きてしまった。  

右手首の腫脹↑↑  

（薬についての質問を

うけて） MTX は 2T 

朝・夕で服用するのが

ベスト。忘れたら翌日

にまわしてもよい。 /W

のうちに 1 回、 4～ 5

日あければ OK。  

でもそんなに痛くない

のよ。ここ 2～ 3 日草

ひきをしたからそのせ

いね  

薬が増えちゃった。も

し朝のみ忘れたらどう

したらいい？  

朝はバタバタしている

ので飲み忘れが多いの

よね  

リメタ (V)もなし。 5W

後で。  

今日は大丈夫よ。薬が

なくなったから  

姑 89 才は元気、元気

で助かる。今も現役。

歯科医院の受けつけを

てきぱきこなしてい

る。目、耳もしっか

り。認知症の心配もな

し  

注)MTX：リウマトレックス、メトレート 

Bio：生物学的製剤 

肝キ：肝機能値 

X-P：レントゲン撮影 

DM：糖尿病  

病院：HP 

OP：手術 

AE：adverse event 

リメタ(v)：リメタゾン静注  
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要 旨 

Tilt training(TT)が神経調節性失神(NMS)の治療に有効とされるが、その機序については明らかになって

いない。そこで、TTの自律神経活動における効果の機序について検討することを目的とした。対象は NMS

の既往がない健常男子 9 名、4 週間の TT(30 分×2 回/日)を施行し、1 週間毎に Head-up Tilt 試験

(HUT:75°15分)を行い、TT前の心拍(HR)・自律神経活動指標(心拍変動(HRV):HF(msec2)、LF/HF、圧受容

器反射感受性(BRS:msec/mmHg))を比較した。HRVは CGSA法、BRSは sequential法を用いた。その結果 TT

は、安静時 HR(68.0→61.9，P<0.038)を低下させ、HF(464.1→1136.6，P<0.036)を増加させた。したがっ

て、HUT中の LF/HF(5.8→4.4，P<0.028)の増加は抑制された。また、TTの実施率は、実施平均は 74％、平

均実施時間は 57%であった。これらから、正常例における TT の効果は副交感神経系のリザーブを増加さ

せ、起立による交感神経系の賦活化を抑制することにあると結論された。 

キーワード：自律神経活動、神経調節性失神、Tilt training、起立負荷試験 

 

Abstract 

Tilt training (TT) is a medical treatment of neurally mediated syncope (NMS); however, its mechanism of effects 

remains unclear. This study aims to investigate the changes in autonomic nervous activities after TT using the heart 

rate variability (HRV; CGSA method) and noninvasive baroreflex sensitivity (BRS; sequential method). In this study, 

9 healthy males (mean age: 22.2 years) underwent TT for 4 weeks (30 min × 2 times/day), and the head-up tilt test 

(HUT; 75 , 15 min) was performed every week. We compared the heart rate (HR), HRV: high frequency (HF), low 

frequency (LF)/HF, and BRS before and after TT. After TT, the HR exhibited a significant reduction (68.0→61.9; P = 

0.038), and HF displayed a significant increase (464.1→1136.6; P = 0.036) at rest. Thus, an increase of LF/HF during 

HUT was suppressed (5.8→4.4; P = 0.028). Actually, these subjects’ performing rates of TT were 74% at frequency 

and 57% at duration. Overall, this study confirms that TT increased reserves of the parasympathetic nervous activities, 

and an increase of sympathetic nervous activities during HUT was suppressed; perhaps, this could be the mechanism 

of how TT affects in NMS. 

Keywords:autonomic nervous activity,neurally mediated syncope,tilt training,head-up tilt test
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Ⅰ．はじめに 

神経調節性失神 (neurally mediated syncope：

NMS)は器質的な心疾患がなく、諸検査で原因

が解明できない失神である 1)。神経調節性失神

発生率の報告は研究者によってばらつきがあ

るが、それは神経調節性失神が様々な要因で引

き起こされるからであると考えられている。ま

た他の心疾患や脳神経疾患などと関連のない

神経調節性失神は予後が良好な失神であると

され 2)、失神の頻度が少ない例や失神に伴う外

傷のない例では治療の必要はないとされ、また

薬物療法の適用となる高頻度の再発例や、失神

に伴う外傷例でも治療薬の選択や治療期間な

どの判断が難しいとされてきた 3)。このような

ことから、これまで神経調節性失神に対する治

療は一般的に弱心作用のある β 遮断薬やジソピ

ラミド、血管収縮作用のある α 刺激薬で治療を

おこなってきた 4)。また薬物に抵抗性を示す患

者には、失神発作が起こった際に徐脈時の心拍

数サポートのためにペースメーカーを使用す

る治療や 5)、弾性ストッキングを着用するなど

の非薬物療法も行われてきた。  

近年、神経調節性失神の治療として Tilt 

training の有効性が報告されている 6,7,8)。Tilt 

training は、個人で自主的に日常生活の中で行う

ことのできる方法であり、かつ、上述した薬物

療法等に比べて簡便で効果的な治療法である。 

しかし、この有効とされている Tilt training の効

果がどのようなメカニズムなのかは明らかに

なっていない。そこで、Tilt training 効果のメカ

ニズムを明らかにする一助として、training 前後

における自律神経活動の変化について検討す

ることを本研究の目的とした。  

 

Ⅱ．対象  

対象者は国内の看護系大学の学生に口頭と

掲示による募集を行った。脳神経系および循環

器系に基礎疾患がなく、最新の健康診断におい

て失神の自覚症状を含む特記すべき異常を認

めらないものとした。すべての対象者には、文

書と口頭により本研究の趣旨、方法、プライバ

シーの保護などについての説明を行い、同意を

得た。加えて、研究協力は自由であり、実験途

中でも中断できること、断っても不利益を被ら

ないことを保証した。また、この研究には開示

すべき利益相反はない。  

若年健常男性 14 名(平均年齢 22.4 歳)が被験

者として参加したが、 training 前の Head up Tilt

試験(HUT 試験)で不整脈の認められた 2 名(心

拍変動に影響を及ぼす不整脈があったため)と、

後述する実施率の低かった 3 名は除外し、残り

の 9 名(平均年齢 22.2 歳±1.9)を対象とした。  

また、HUT 試験の際には、以下のことを被験者

に指示した。  

・前日は十分な睡眠をとる  

・HUT 試験前日より過度の運動は避ける  

・HUT 試験開始の 2 時間前までに食事を済ま

せる 

・アルコールやカフェインなどの刺激物を含

む飲食を避ける  

・喫煙をしない  

 

Ⅲ．方法  

1．HUT 試験の方法  

HUT 試験は上述した対象者に対して、Tilt 

training 開始前と、 training を開始してから 2 週

間目、3 週間目、4 週間目に行った。測定は自律

神経の日内変動を考慮し午前 9 時から午後 3 時

ま で の 範 囲 と し 、 室 温 ・ 湿 度 は ほ ぼ 一 定

(21.9±1.64 度・湿度 58.6±6.87％)の環境下で施行

した。また、HUT 試験の当日は Tilt training を

実施せずに HUT 試験を行った。電動式 Tilt 

table(酒井医療株式会社製 SPR-3000)を用い、図

1 に示すプロトコールで水平安静仰臥位 15 分

間(REST)を保ったあと、電動式 Tilt table を 75

度の角度まで上昇させ、受動起立の状態を 15 分

間(HUT)、その後 Tilt table を水平に戻し、再び

水平安静仰臥位を 15 分間、合計 45 分間とした。

この間、モニターシステム ( フクダ電子、

Dynascope、DS-5300)で連続的に心電図と左上腕

部で血圧を測定し 2 分 30 秒ごとに記録した。

さらに、右手首橈骨動脈上にトノメトリー(日本

コーリン社製 JENTOW7700)を装着し脈波測定

し、連続的に心電図、脈波の観察と記録を行っ

た。HUT 試験中は終始トノメトリーのセンサー

の高さが心臓の位置と一致するように可動式
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スタンド等を用いて固定した。  

 

 

図 1 ．実験プロトコール  

 

2．Tilt training の方法 

Tilt training の方法は安部らの方法 3)を用い、

以下の要領で行った。失神を起こしてもけがの

原因となるような危険なものが周囲にない安

全な環境の部屋で、壁から 15cm 程度離れた位

置にかかとをそろえ、上半身が壁につくように

起立する(図 2)。これを 1 日 2 回、午前と午後に

30 分間ずつ行い、4 週間継続した。対象者には

起立中に上体や下肢を動かさないように気を

つけることと、training 中に嘔気、冷汗、眼前暗

黒感などの神経調節性失神の前駆症状が生じ

た場合には training をただちに中止しその場に

しゃがみこむか、下肢を拳上させて休息をとる

ように指示した。  

また、それぞれの対象者は training の時間と

training 中の自覚症状を日誌に記録し、HUT 試

験日の際に提出させた。  

3．循環動態指標および自律神経活動指標の解

析方法 

連続的にモニターした心電図の R-R 信号(TTL

信号 )とトノメトリーによる血圧の信号を A/D

変換機(PCN-2198、ネオーグ、東京)を介してパ

ーソナルコンピュータ(NEC)に転送し、サンプ

リング周波数 1000Hz で R-R 間隔、収縮期血圧

および拡張期血圧を測定、保存し解析に用いた。

解析は、REST 中の後半 10 分と HUT 中の後半

10 分の値を用いて心拍数、血圧、心拍変動スペ

クトル解析(Heart Rate Variability：HRV)9)および

圧受容 体反射感受性 (Baroreflex sensitivity ：

BRS)10)を算出した。 

心拍数(HR)：REST、HUT 後半の R-R 間隔から

平均心拍数(bpm)を算出した。 

収縮期血圧(SBP)、拡張期血圧(DBP)：左上腕の

自動血圧計から得られた測定値 (mmHg)の平均

を算出した。 

心拍変動スペクトル解析 (HRV)：保存した R-R

間隔時系列を Yamamoto らの coarse graining 

spectral analysis 法(CGSA 法)9)を用いて、調和振

動成分のみを算出して求めた。0～0.15Hz の成

分を Low frequency(LF)、0.15～0.5Hz の成分を

High frequency(HF)とし、副交感神経系の活動指

標を HF、交感神経系の活動指標を LF/HF とし

た。 

 

 

図 2．Tilt Training の方法  

 

圧受容体反射感受性(BRS)： BRS は、Watkins

らの方法を用い、前述の R-R 間隔変動と収縮期

血圧変動が 3 連続以上続けて上昇あるいは下降

したところを選択しそれらの直線相関関係の

相関関数が 0.9 以上の関係を求め、それらの傾

き の 平 均 値 を BRS(msec/mmHg) と し て 算 出

(Sequential 法)した。 

以上のようにして得られた各々の測定値を

平均値±標準偏差であらわし、Tilt training 開始

前と Tilt training 実施後の各々の REST と HUT

各期におけるすべてのパラメータを比較検討

した。統計処理は t 検定(対応あり)を用い、危険

率 5％未満(p=0.05)を有意とした。  
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Ⅳ．結果  

今回実施した HUT 試験で、training の効果に

ついて検討した対象者中、被験者 1 の training

前からの各パラメータの変化を図 3 に示す。こ

の被験者の training 実施率は総回数から計算し

て 92％であり、総時間から計算して 80％であ

った。この例の HR は REST 中、HUT 中ともに

週を追うごとに減少した。BP は SBP、DBP と

もに週を追うごとに減少した。HF の REST 中

は増加し、HUT 中はわずかに増加した。LF/HF

の REST 中に変化は見られなかったが、HUT 中

は週を追うごとに減少した。BRS は REST 中に

増加し、HUT 中に変化は見られないという結果

が得られた。このように training の実施率が高

い例では HR は減少、BP は減少、HF は増加、

LF/HF は低下、BRS は増加するという変化が認

められた。  

被験者それぞれの training について総回数、

総時間を 1 週間ごとに集計した結果、総回数か

ら算出した実施率は 47％であった。しかし、上

述した実施率の高い例に比べ、対象の例で述べ

たごとく実施率が 60％以下であると training 前

のパラメータとの間に差が見られなかったた

め、実施率が 60％以下であった 3 名の被験者は

今回の対象から除外し、残りの 9 名で training

実施前と 4 週後の training 実施後で以下の検討

を行った。  

REST の 10 分間と HUT 中の 10 分間の各期に

おける Tilt training 実施前 (training 前 )と Tilt 

training 実施後(training 後)の両群それぞれの HR、

BP、HF、LF/HF、BRS を比較し、以下に示した。

なお、初回の HUT 試験を training 前とし、training

後は対象者が記入した記録用紙から training の

実施率が 60％以上であった週を使用した。その

結果、総実施回数の平均は 74％、総実施時間の

平均は 57%であった。  

 

 

図 3．被験者 1 の結果  

 

HR(bpm) 

・REST において図 4 のとおり training 前は

68.0bpm で あ っ た が 、 training 後 で は

61.9bpm であり、 training 後の方が training

前より有意(p=0.038)に低下した。  

・HUT において図 4 のとおり training 前は

85.8bpm で あ っ た が 、 training 後 で は

79.7bpm であり、training 前より training 後

が低下したが有意差は見られなかった。  

 

 

図 4．training 前後のＨＲの比較 

 

BP(mmHg) 

・REST において図 5 のとおり SBP の training

前は 116.5mmHg であったが、training 後は
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113.1mmHg で あ り 、 training 後 の 方 が

training 前より低下傾向 (P=0.093)であった。

DBP の training 前は 66.1 であったが、

training 後は 60.1mmHg であり、 training 後

の方が training 前より有意(P=0.028)に低下

した。 

・HUT において図 5 のとおり SBP、DBP と

もに training 前と training 後の方が低下し

たが有意差は見られなかった。  

 

 

図 5．training 前後のＢＰの比較 

 

HF(Hz) 

・REST において図 6 のとおり training 前は

464.1Hz で あ っ た が 、 training 後 で は

1136.6Hz であり、training 後の方が training

前より有意(P=0.036)に増加した。  

・HUT において図 6 のとおり training 前は

165.3Hz で あ っ た が 、 training 後 で は

168.3Hz であり、 training 前と training 後の

間に有意差は見られなかった。  

 

 

図 6．training 前後のＨＦの比較 

 

 

LF/HF(Hz) 

・REST において図 7 のとおり training 前は

2.2Hz であったが、training 後では 1.4Hz で

あり、training 前より training 後が低下した

が、有意差は見られなかった。  

・HUT において図 7 のとおり training 前は

5.8Hz であったが、training 後では 4.4Hz で

あり、training 後の方が training 前より有意

(P=0.028)に低下した。  

 

 

図 7．training 前後のＬＦ／ＨＦの比較 

 

BRS(msec/mmHg) 

•REST において図 8 のとおり training 前は

18.5msec/mmHg であったが、 training 後で

は 26.7msec/mmHg であり、 training 前より

training 後が増加したが有意差は見られな

かった。  

•HUT において図 8 のとおり training 前は

7.3msec/mmHg であったが、training 後では

8.1msec/mmHg で あ り 、 training 前 よ り

training 後が増加したが、有意差は見られな

かった。  

 

 

図 8．training 前後のＢＲＳの比較 
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Ⅴ．考察  

神経調節性失神の治療法は、薬物が中心であ

る。しかし薬物によらない治療としての方法と

いうことで注目されてきたのが Tilt training で

ある。しかしその効果のメカニズムは明らかに

なっていない。そこで本研究では Tilt training 前

後の循環動態指標と自律神経活動指標を用い

て比較した。その結果、REST 中における HR、

BP は減少し、HF は増加した。HUT 中における

LF/HF の賦活化は抑制された。  

神経調節性失神の発症メカニズムは、起立体

位などで静脈還流量の減少により交感神経活

動が亢進し、容積の減少した左室収縮力の増加

が左室機械受容体 (メカノレセプター)を刺激し

て誘発される血管迷走神経反射であると考え

られている 1)。この神経調節性失神の治療の中

心は薬物療法である。その薬物療法で主に用い

られている薬物は、交感神経活動の亢進を抑制

し弱心作用のある β 遮断薬、心収縮力を抑制し

抗コリン作用を有するジソピラミド、血管収縮

作用により静脈還流量の低下を抑制する α 刺激

薬などがある。これらは個人差やリセッティン

グ効果があるために治療薬としての有効性が

低い場合もあり、治験例ではこれらの薬剤の神

経調節性失神の治療に関しては有効率 50％未

満と低い 11)という報告もある。さらに副作用の

問題や、継続的な通院を要するなど薬物治療に

はいくつかの問題がある。したがって、Tilt 

training のような自ら日常生活の中で行う治療

は神経調節性失神の患者にとって極めて有用

であると考えられた。  

これまでの研究では Tilt training は神経調節

性失神に有効な training である 6,7,8)とされ、失

神を繰り返していた患者が training を行うこと

で HUT 試験において失神症状が出現しなくな

り、薬物治療の対象とならない症例でも有効性

が高いと報告されているが、これらの論文のな

かでは神経調節性失神を起こさなくなったメ

カニズムについて明らかにされていない。しか

し、本研究の結果から training 後に安静時の心

拍数が減少し、副交感神経活動が賦活化し、

HUT 中の交感神経活動の亢進を抑制したため

であることが明らかになった。一般に physical 

training の効果としては、副交感神経系の賦活化

と心拍、血圧の低下と考えられている。今回の

Tilt training の効果も同様に副交感神経が賦活

化と心拍、血圧が低下することがわかった。さ

らに、HUT 時に交感神経活動の賦活化を抑制し

ていることもわかった。  

今回の研究は若年健常成人男性を対象とし

たため身体能力が高く、Tilt training の実施率の

高さが必要であった。我々は training 期間を 4

週間として研究を行ったが、training の継続期間

が継続群で平均 24±18 ヶ月という報告 12)もあ

り、training 期間に関する検討が必要である。ま

た、training が終了した後にその効果がどの程度

持続するかについても実施率同様に検討する

必要がある。さらに、神経調節性失神は若年女

性での発症率が高い 13)ことが知られており、健

常若年女性を対象とする検討や、高齢者を対象

とした検討も必要である。また、いわゆる失神

をくり返す神経調節性失神患者での検討も必

要であると考える。  

以上のことから、神経調節性失神の治療法と

しての Tilt training の効果のメカニズムは、

training による安静時の心拍数と血圧の低下、副

交感神経活動の賦活化、起立時の交感神経活動

亢進の抑制であることが明らかになり、言いか

えると、Tilt training によって得られる効果は、

副交感神経活動のリザーブを増加させ、起立に

よる交感神経活動の賦活化を抑制することに

あると示唆された。  

本論文の要旨は第 25 回日本心電学会学術集

会において口演した。  
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要 旨 

指圧および経穴マッサージは、我が国において東洋医学の一つとして広く活用されている。しかし、そ

の効果の科学的根拠は乏しく、明らかになっていない。そこで、本研究は、指圧および経穴マッサージの

効果を可視化し、評価することを目的とした。67 名を測定対象として、指圧および経穴マッサージの施

術前後に表在体温と深部体温、放射熱、握力、長坐位体前屈を測定した。測定結果は単純集計と対応ある

t検定にて分析を行った。その結果、表在体温は前額部・臍周囲・足背の全てで施術前よりも施術後の方

が、体温が有意に上昇していた。深部体温としての耳孔温は施術前よりも施術後の方が有意に体温の低下

を認めた。放射熱は前額部・手掌・足背の全てで施術前よりも施術後の方が有意に体温の上昇が認められ

た。長坐位体前屈では施術前よりも施術後の方が、有意に前屈長が伸びていた。この結果から、指圧およ

び経穴マッサージは、表在血流を改善させることと身体の柔軟性を向上させることが示唆された。 

キーワード：指圧，経穴マッサージ，体温変化，身体柔軟性，看護 

 

Abstract 

As a traditional treatment approach, acupressure and acupuncture point massage have been extensively practiced in 

Japan; however, the scientific basis of these techniques remains unclear. This study aims to visualize and assess the 

effects of acupressure and acupuncture techniques more objectively. The data collected from 67 subjects included the 

superficial body temperature, core body temperature, radiant heat, grip strength, and long-seat body anteflexion, 

before and after each acupressure and acupuncture point massage session. The data analysis was performed using 

simple aggregation and corresponding t-tests. After the acupressure/massage session, the superficial body temperature 

significantly increased in the forehead, around the navel, and the instep, whereas the ear canal temperature, which 

depicted the core body temperature, significantly decreased. A thermography method also validated the body 

temperature increment in the forehead, palms, and the instep. Regarding a long-seat body anteflexion, the extended 

distance significantly increased after the application of techniques. This study suggests that acupressure and 

acupuncture point massage might exert their effects by causing partial improvement in the superficial blood flow and 

body flexibility. 

Keywords:acupressure,acupuncture point massage,body temperature change,body flexibility,nursek 
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Ⅰ．緒言(背景) 

 我が国は、急激な少子・超高齢社会による人

口構造の変化が生じ、それと同時に労働力人口

の不足による経済状況の変化も指摘されてい

る 1,2)。医療においても慢性疾患・生活習慣病の

増加、医療技術の進歩などから医療費が恒常的

に逼迫した状況にある。この状況を解消するた

めに厚生労働省は生活習慣病予防や長期入院

の是正、健康増進計画、介護保険事業支援など

を示している 3)。  

 近年、欧米に続き、我が国においても西洋医

学的治療を補い、患者の自然治癒力を向上させ

る効果があると言われている補完代替療法

(Complementary and Alternative Medicine)に関心

が高まっている。既にがん患者や慢性疾患患者

に補完代替療法を活用しているとの報告があ

る 4,5,6)。補完代替療法には、中国医学 (中薬療法、

鍼灸、指圧、気功 )、インド医学、免疫療法(リン

パ球療法など )、薬効食品・健康食品 (抗酸化食

品群、免疫賦活食品、各種予防・補助食品など )、

ハーブ療法、アロマセラピー、ビタミン療法、

食事療法、精神・心理療法、温泉療法、酸素療

法等がある 6,7)。また低コストで、予防にも効果

があるとのことから、がん患者のみならず、一

般の人が健康寿命の延長や健康増進にも活用

していくことで医療費の削減にもつながると

期待される。  

 東洋医学の担い手であるあん摩マッサージ

指圧師・鍼師・灸師 (以下、あはき師 )の数と施

術所は、ともに増加傾向にあると報告されてい

る 8)。しかし、鍼灸を提供する施術所が急増す

る中で、需要に対して供給過多に陥りつつある

状況が示唆されている 9)。それは鍼灸療法につ

いての認知度が低いこと、東洋医学に対する正

しい情報が伝わっていないことが要因に挙げ

られている 10,11,12)。このことから東洋医学につ

いての正確な情報が提供できれば、受療率が向

上し、現状よりもさらにあはき師の活躍が期待

できると思われる。  

 看護師が東洋医学の効果を理解し、西洋医学

では解決できない健康問題を抱えた対象に、そ

れらを紹介・伝達することができれば、さらに

良い地域包括ケアシステムが構築できる。そし

て、健康上の問題を抱えた対象にとっては、自

分に合った治療法の選択肢が増えることにな

る。しかし、東洋医学の有用な効果について報

告されている研究 13,14,15)はあるものの、東洋医

学の効果について、根拠が乏しく、科学的に証

明する必要があるとの指摘 4,5,7)もある。このこ

とから、東洋医学の効果を数値化・可視化する

ことが必要であると考えられた。  

 そこで、本研究は、今後の東洋医学と看護が

連携を図り、よりよい地域包括ケアシステムを

構築するうえでの一資料となるよう、指圧およ

び経穴マッサージの効果を可視化し、評価する

ことを目的とする。  

 

Ⅱ．材料と方法  

1．  調査期間：2018 年 7 月～12 月  

2．  対象募集  

測定対象者は、仙台赤門短期大学主催の

まちかど保健室や赤門鍼灸柔整専門学校

国分町校舎の治療院、仙台赤門短期大学内

などに調査協力の案内を掲示し、募集を行

った。  

3．  測定対象者の概要  

対象者数は 67 名であった。性別では、男

性 21 名(31.3％)、女性 46 名(68.7％)であっ

た。対象者年齢は、18～79 歳で、平均年齢

は 46.1±1.87 歳(M±SD)であった。  

4．  データ収集方法  

(1) 赤門鍼灸柔整専門学校の学生が測定対象

者に 40 分間の指圧および経穴マッサージ

の施術を行う。施術手技と手順を統一して

実施した。  

(2) 施術前後に以下①～⑤を測定した。  

① 表在体温：前額部・臍周囲・足背の温度  

体温計は、Dretec 社製の非接触型電子体

温計(TO-401BL)を使用した。  

② 深部体温：耳孔温  

耳温計は、BRAUN 社製耳温計 IRT6520

を使用した。  

③ 放射熱：前額部・手掌・足背の温度  

サーモカメラは FLIR 社製 C2 カメラを使

用し撮影した。  

④ 握力  
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⑤ 長坐位体前屈  

握力測定、長坐位体前屈測定は文部科学

省の新体力テスト実施要項に準じて測定

した。  

 (3)施術環境は室温 25±2℃、湿度 45～65％を維

持するように調整した。  

5．  分析方法：単純集計と対応ある t 検定を行

った。また統計処理には、統計ソフト

SPSS(ver.23)を使用し、有意水準は 5％未満

とした。  

 

Ⅲ．倫理的配慮  

 今回の研究にあたり、研究説明書を作成し、

それに基づいてすべての測定対象者に対し、文

書と口頭により、説明を行った。説明内容は、

本研究の目的及び方法、研究への参加は任意で

あること、収集したデータは個人が特定できな

いように処理をすること、収集したデータは本

研究以外には使用しないこと、途中辞退により

不利益を被ることがないこと、同意した後でも

撤退が可能であることなどである。説明後に署

名にすることにより同意を得ることとした。  

 本研究は仙台赤門短期大学倫理委員会で承

認を得た(承認番号 2018-2)。  

 

Ⅳ．結果  

1．体温変化  

 表在体温として、前額部、臍周囲、足背の温

度を測定した。その結果、施術前の各部位の体

温は、前額部が 36.8±0.4℃、臍周囲が 36.9±0.6℃、

足背が 36.1±0.49℃であった。施術後は前額部が

36.9±0.45℃ 、 臍 周 囲 が 37.2±0.5℃ 、 足 背 が

36.2±0.49℃であった(表 1)。  

 深部体温として、耳孔温を測定した。その結

果、施術前は 36.8±0.4℃であった。施術後は

36.5±0.3℃であった (表 2)。  

 放射熱をサーモカメラで前額部・手掌・足背

を撮影し、温度を測定した。その結果、施術前

の各部位の体温は、前額部が 34.3±1.75 度、手掌

が 33.9±2.27℃、足背が 31.4±2.63℃であった。施

術 後 は 、 前 額 部 が 35.0±1.55 度 、 手 掌 が

34.6±1.73℃、足背が 32.4±2.51℃であった (図

1,2,3)。これらの施術前後の体温の変化を解析し

たところ、表在体温である前額部・臍周囲・足

背すべてにおいて、施術前よりも施術後の方が、

有意に体温が高いことが認められた (表 1)。また

前額部・手掌・足背の放射熱に関しても施術前

よりも施術後の方が、体温が有意に高いことが

認められた (図 1,2,3)。深部体温を示す耳孔温に

おいては施術前よりも施術後の方が、体温が有

意に低いことが認められた。さらに深部体温で

ある耳孔温と表在体温である臍周囲の体温の差

を施術前後で解析したところ、施術前よりも施

術後の方がその差が有意に大きくなったことが

認められた (表 3)。  

 放射熱をサーモカメラにて撮影を行った結果、

サーモグラフィー画像から、熱分布の色調変化

が施術前と施術後で違いが見受けられた (図 4)。 

 

表 1．施術前後の表在体温の変化   n=67 

測定部位  施術前  施術後  有意差  

前額部  36.8±0.4℃  36.9±0.45℃  p＜ .001 

臍周囲  36.9±0.6℃  37.2±0.5℃  p＜ .001 

足背  36.1±0.49℃  36.2±0.49℃  p＜ .001 

 

表 2．施術前後の深部体温(耳孔温)の変化 n=67 

施術前  施術後  有意差  

36.8±0.4℃  36.5±0.3℃  p＜0.01 

 

表 3．施術前後の深部体温と表在体温の差の変化 

n=67 

施術前  施術後  有意差  

0.28±0.57℃  0.67±0.59℃  p＜ .001 

 

図 1．施術前後の前額部の放射熱の変化 
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図 2．施術前後の手掌の放射熱の変化 

 

 

図 3．施術前後の足背の放射熱変化 

 

2．握力測定結果  

 握力は施術前で、右手が 28.6±7.3 ㎏(17～45.5

㎏)、左手が 26.8±6.9 ㎏(17～46 ㎏)であった。施

術後では、右手が 27.5±7.1 ㎏(16～45.5 ㎏)、左

手が 26.1±6.3 ㎏(16～42 ㎏)であった。  

 握力の測定結果を施術前後で解析したところ、

右手の握力は施術前よりも施術後の方が有意に

握力の低下が認められたが、左手では施術前後

に有意差は認められなかった (表 5)。  

 

表 5．施術前後の握力の変化      n=67 

 施術前  施術後  有意差  

右手  28.6±7.2 ㎏  27.5±7.1 ㎏  p＜0.01 

左手  26.8±6.9 ㎏  26.1±6.3 ㎏  n.s. 

 

3．長坐位体前屈測定結果  

 長坐位体前屈測定結果は、施術前が 35.6±11.1

㎝、施術後が 37.3±12.3 ㎝であった。  

 長坐位体前屈測定の結果を施術前後で解析し

たところ、施術前よりも施術後の方が有意に伸

展できていることが認められた (表 6)。  

 

表 6．施術前後の長坐位体前屈の変化  n=67 

施術前  施術後  有意差  

35.6±11.1 ㎝  37.3±12.3 ㎝  p＜ .001 

 

 

Ⅴ．考察  

1．本研究の妥当性について  

 本研究では、施術者の技術の精度を統一する

ことが困難であった。しかし、機械を用いた刺

激ではなく、施術による指圧及び経穴マッサー

ジの効果を検証するために、赤門鍼灸柔整専門

学校の指圧クラブに所属する 2・3 年生の学生

に施術を依頼した。指圧クラブの学生は、授業・

演習の他に週 1 回の練習を行い、技術の修得・

向上を図っている。また、統一した手技と手順

で施術を行うマニュアルを作成し、それに基づ

いて施術を行っている。さらに、必要に応じた

個別に合わせた施術方法を練習・修得している。

このことから一定の技術が提供できると判断

した。しかし、施術者の技術が効果に影響する

ことは考えられた。松村らの研究 14)では、指圧・

マッサージの圧の強弱の違いでは強度圧の方

が軽度圧に比べ若干肩こりをほぐす効果に優

れていると報告されている。このことからも、

今後は指圧および経穴マッサージの技術の精

度を高め、統一された条件でさらに検証してい

く必要があると考える。  

 測定対象者は、男性が 31.3％で、女性が 68.7％

であった。また、年齢では 18～79 歳と年齢層

が広い状況であった。しかし、今回は体温や握

力、長坐位体前屈の変化を測定することを目的

にしたため、性差や年齢による影響は反映させ

ずに評価することとした。  

 施術室の温度環境は空調で管理する方法し

かなかった。7 月から 12 月の間が、測定する期

間であったため、外気温の変化も影響すること
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測定部位 施術前 施術後 

前額部 

 35.0℃  35.4℃ 

右手掌 

 35.6℃  35.7℃ 

左手掌 

 34.6℃  35.9℃ 

右足背 

 32.2℃  34.8℃ 

左足背 

 32.6℃  34.3℃ 

図 4．サーモカメラ撮影による施術前後の変化一事
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が考えられた。そこで、今回は、施術ベッドを

空調の気流が対象者に直接かからないように、

また出入り口からも離した位置に設置するこ

とにした。今後はより厳密に設定した条件の下

で測定する必要があると考える。  

2．体温変化からの効果  

 施術前後の体温の変化を調査した結果、表在

体温である前額部と臍周囲、足背のすべての部

位で施術前よりも施術後の方が有意に体温上

昇を認めた。また、サーモカメラで測定した前

額部・手掌・足背においても同様に施術前より

も施術後の方が、有意に体温が上昇していた。

根岸らの調査 16)では、腹部触手施術によって陰

交部 (腹部 )と太衝部 (足背部 )で体温上昇を示し

たと報告している。このことからも、指圧およ

び経穴マッサージの効果として、表在体温を上

昇させることが明らかになった。指圧および経

穴マッサージの方法には、軽擦法、揉捏法、叩

打法、圧迫法、振戦法などがある。今回の表在

体温上昇は、軽擦法による摩擦で生じた熱で皮

膚温が上昇し、さらに揉捏法や圧迫法によって

末梢血流が改善・促進したことが影響したもの

と考えられる。東洋医学では、経穴を刺激する

ことにより、その刺激が経絡に伝達し、経絡を

流れる気、血、津液が、臓腑、組織、筋肉、皮

膚を循環し、身体に栄養を与え、その機能を調

節すると言われている 9)。今回の指圧および経

穴マッサージにより、表在体温が上昇したこと

は、気、血、津液が経絡を巡り、全身の循環を

亢進させた結果であると考えられる。これまで

温灸による体温上昇や足浴と指圧を行った調

査 15,17,18)では体温に影響を及ぼすことが報告さ

れているが、指圧および経穴マッサージの施術

のみでも表在体温を上昇できることが証明で

きた。さらに深部体温を反映する耳孔温の変化

と、耳孔温と表在体温の差が有意に大きくなっ

たことが認められた。このことにより、指圧お

よび経穴マッサージが表在血流を改善させ、深

部体温を低下させる効果があることも明らか

になった。この深部体温の低下及び皮膚温の上

昇は睡眠導入時に皮膚血管が拡張し、深部体温

が低下する体温変化と同様である。このことか

ら、この効果を入眠困難などの睡眠障害のある

対象に活用することができると考えられる。ま

た、摩擦による熱と末梢循環促進による冷え性

などの改善に活用することは有益であると考

える。しかし、今回の調査では施術後直ぐの測

定だけであったため、体温の変化の経過、効果

持続時間は不明である。今後は持続時間等も測

定していくことにより、さらに有用な活用が検

討できるのではないかと考える。  

3．握力と長坐位体前屈測定結果からの効果  

 握力測定と長坐位体前屈測定は簡便で安全

に体力を測定する方法である。そこで、指圧お

よび経穴マッサージが握力と長坐位体前屈に

及ぼす影響を検討した。  

 握力には、浅指屈筋、深指屈筋、長母指屈筋

などの細かな手指の筋群や前腕屈筋群および

上腕筋の運動が必要になる。また、上肢の筋力

に加え、全身の総合的な筋力やバランス能力、

歩行能力などの全身的な体力を反映すると言

われている。今回の測定結果では、施術前より

も施術後に右手の握力が低下していることに

有意差が認められたものの、左手では有意差が

認められなかった。右手には有意差が認められ

たことから、指圧および経穴マッサージを施術

することで、筋緊張緩和が生じると考えられた。

しかし、左手では有意差が認められなかったこ

とから、利き手や運動習慣などの要因も含めて

さらに調査する必要がある。  

 長坐位体前屈は、大腿二頭筋や大腿筋、腓腹

筋などの腰部から大腿部にかけての筋群、脊柱

や股関節などの可動性、靭帯の強度などから身

体の柔軟性を評価するものである。今回の測定

では、長坐位体前屈は施術前よりも施術後の方

が有意に伸びていた。指圧および経穴マッサー

ジによって関連する筋群や股関節の柔軟性が

向上したと言える。これは、揉捏・圧迫・軽擦

法による刺激が副交感神経を賦活化させ、筋弛

緩や血管拡張を誘発したことによる効果と考

える。さらに指圧による押圧操作には、指圧点

を圧して離す動作によって身体に刺激を与え、

痛みやしびれなどの症状を緩和するほか、脊柱

矯正の効果、また運動操作には関節のこわばり

を緩和する効果があるとされている。これらの

効果によって、長坐位前屈の測定値に変化を与
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えた。大腿筋や腓腹筋などに生じる過度な筋緊

張、脊柱や股関節などの関節可動域の制限は、

柔軟性低下を招き、腰痛や下肢の可動性の低下

の原因となり、日常生活にも影響を及ぼす。指

圧および経穴マッサージによって柔軟性が向

上することから、腰痛の軽減や体力維持、より

健康的に生活を送るための下肢筋群の柔軟性

向上に効果があると言える。  

 

Ⅵ．結語  

 本研究は、指圧および経穴マッサージの効果

を明らかにすることとして、表在及び深部の体

温、握力、長坐位体前屈を測定した。その結果、

施術前後で表在体温と深部体温の変化及び長

坐位体前屈に有意差が認められた。このことか

ら、指圧および経穴マッサージは表在体温上昇

や身体柔軟性に影響することが示唆された。  
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要 旨 

看護師によるフットケアへの東洋医学の活用状況について、国内の研究の動向と研究上の課題を明らか

にすることを目的とし文献レビューを実施した。文献検索は、医学中央雑誌 Web版、Google Scholer 等

を用いた。発行年は限定せず、キーワードは「フットケア」「東洋医学」「看護」とし、10の文献を抽出し

た。発行年、文献の種類、ケアの目的、対象、ケアの方法別に分類しマトリックス表に整理した。その結

果、ケアの目的はリラクゼーション、疼痛緩和、リンパ循環の促進、冷えの改善、呼吸困難の緩和など多

岐にわたり、対象者は成人から高齢者が多かった。ケア方法は足浴、リフレクソロジーなどが挙がり、東

洋医学の治療・手技の範囲にとどまらず、補完代替医療(CAM)に含まれるものが多く活用される傾向がみ

られた。看護師がそれらの技術の背景にある健康観、対象のとらえ方を理解し、有効かつ安全な技術を提

供できることが課題であると考えられる。 

キーワード：フットケア、東洋医学、看護、文献レビュー  

 

Abstract 

This literature review aims to elucidate the oriental medicine use for foot care by nurses and determine the trends in 

research on oriental medicine in Japan, along with its research issues. The literature search was performed using 

platforms like the web version of the Japan Medical Abstracts Society and Google Scholar, using the keywords such 

as “foot care,” “oriental medicine,” and “nursing.” The search revealed 10 items. We arranged the publication year 

and type of publication in matrix tables, which were further categorized by the objective of care, target patients, and 

method of care. The objective of care differed from relaxation, pain relief, amelioration of chills, and relief of 

dyspnea; the majority of target patients were adults to elderly individuals. The methods of care included reflexology 

and were not limited to the scope of Eastern medical treatment and procedures, but often comprised those classified 

under complementary and alternative medicine (CAM). Accordingly, we believe that nurses must comprehend health 

perspectives and be proficient in providing effective and safe techniques. 

Keywords:foot care,oriental medicine,nursing,literature review 
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Ⅰ．緒言  

 フットケアは、日本看護科学学会編の看護行

為用語分類において「足部を清潔にし，皮膚お

よび爪の状態の問題に応じた対処をすること」

と定義されている 1)。具体的には足・足趾・爪

のアセスメント、足浴、爪切り、マッサージ、

足・足趾の運動、靴・靴下の選択、セルフケア

の指導など、足部の皮膚、爪に対するさまざま

なケアの総称であり 2)、その目的は、足病変を

予防すなわち「少しでも長く歩ける足を守り、

足から全身を診ること」とされている 3)。対象

の状況により求められるフットケア介入は異

なるが、看護職が主力となって取り組むのは観

血的治療が必要となる以前の予防的フットケ

アである。足病変の予防においては、足の状態、

全身状態のアセスメントのみならず、足病変を

誘発する生活状況やセルフケア状況を捉え、フ

ットケアを行う環境調整やセルフケアへの動

機づけなど心理面にもアプローチすることが

求められる。足病変発症のハイリスクである糖

尿病患者の増加や人口の高齢化に伴い、足の健

康を保持する必要性は高まっており、とりわけ

予防的介入は重要視されている。  

一方東洋医学は、西洋医学が中心である現代

医学の効果が充分に及ばない治療領域を補完

するものとして期待が高まっている。病気の原

因を薬剤や手術によって除去するという西洋

医学に対し、東洋医学は体の自然治癒力を引き

出すことで健康維持や病気の改善を目指す伝

承医学である 4)。外界からの影響と体内のバラ

ンスに着目し、患者自らの力でバランスを取り

戻せることを目指すものであり総合的、全人的

に観察する経験的な医学であるといわれる 5)。

看護の役割もまた、疾病の回復過程を助け、自

然治癒力を最大限に活かすことであることか

ら、東洋医学の健康観および役割に共通点がみ

られる。フットケアという技術においても、足

や足の創・病変という局所的な見方ではなく、

その人全体をみるという視座は看護に有効な

示唆を与えると考えられる。また東洋医学のあ

んま、マッサージ、指圧等の手技療法は、看護

に欠かせない“触れる技術”である点でも活用

の可能性が高い。したがって、フットケアは、

東洋医学の考え方や技術を取り入れることに

よりさらに発展できるケアであると考えた。そ

こで本研究では、看護師によるフットケアに東

洋医学を活用した文献について検討し、研究の

動向と研究上の課題を明らかにすることを目

的とする。  

用語の定義  

東洋医学：広義にはトルコ以東のアジア圏にお

ける伝統的医学全般を指すが、日本では中国伝

統医学を指すのが一般的であり、本稿では中国

伝統医学およびそれらを日本独自に発展させた

ものを指すこととする。  

 

Ⅱ．方法  

1．文献抽出方法：東洋医学の位置づけは各国の

医療制度の影響が大きいと考えられる。そのた

め本研究では、国内の論文を対象とした。日本

語データベースとして医学中央雑誌 web 版、

CiNii、メディカルオンライン、google scholar を

用いた。キーワードを「フットケア」「看護」「東

洋医学」とし、出版年や文献の種類等の動向を

把握するため、絞り込みをかけずに検索を行っ

た。ヒットした文献についてタイトルと要約を

確認し、看護師によるフットケアへの東洋医学

の活用が含まれた文献を中心に選定した。看護

師が活用可能なものとして手技療法(按摩、指圧、

マッサージ等)を中心とし、鍼灸治療は除外した。

東洋医学の範疇外のものであっても、東洋医学

に関連する技術および看護への示唆が得られる

と考えられる文献は除外せず検討対象とした。

調査は 2019 年 9 月～12 月に実施した。   

2．文献解析方法：上記により選定した論文の一

次資料を入手し精読の上「発行年」、「文献の種

類」、「焦点としたケア・技術」「焦点としたケア・

技術の目的」、「ケアの対象者」をマトリックス

表に整理した。   

 

Ⅲ．倫理的配慮  

文献の著作権等の侵害がないよう留意した。  

 

Ⅳ．結果  

「フットケア」「看護」「東洋医学」をキーワ

ードとしてヒットした文献数は、医学中央雑誌



 

67 

4 件、google scholar 57 件、CiNii 0 件、メディカ

ルオンライン 0 件であった。会議録や学術集会

発表抄録は内容の詳細が把握できないため除外

し、17 文献に絞った。17 文献全てについてタイ

トルと要約を確認し一次文献を入手し精読し、

東洋医学を活用した看護師によるフットケアに

ついての記述のないものを除外した。最終的に

医学中央雑誌 Web から 4 件、google scholar から

6 件を採用し、対象は 10 文献となった。  

1．出版時期および文献の種類  

 分析対象とした 10 文献の出版年は、2006 年

の 2 件から始まり、2007 年 1 件、2011 年 1 件、

2012 年 1 件、2015 年 3 件、2016 年 1 件、2018

年 1 件であった。  

2．文献の種類  

 ここでは、「報告」「資料」などの論文も、

IMRAD(緒言、方法、結果、考察 )の形式を備え

た論文は原著論文と分類する 6)。文献の種類は、

総説または解説が 5 件、原著論文 5 件であった。  

3．総説・解説の内容(表 1) 

全般に東洋医学の看護・医療への活用を勧め

るものであった。西田 7)は足の保温に関連し、

人体を構成し生存を維持する要素「気」「血」「水」

という東洋医学の概念を紹介している。また足

の鶏眼 (うおのめ )を削ることにより頭痛が消失

した症例から、「気」と「血」の通路であり体の

異常の把握や鍼灸治療を可能にする「経絡」に

ついて説明し、東洋医学の考え方を取り入れる

有効性を述べている。同じく西田 8)は、フット

ケアが心のケアに繋がっていること、漢方にお

ける健康観にも触れ、日本古来の「道」の文化

にフットケアを位置づけ、「足道」の概念を提唱

表 1．総説／解説  一覧  

表 2．原著論文  一覧  
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している。市野 10)は、リフレクソロジーが足裏

の反射区を用いた診断学とケアであることを紹

介し、東洋医学のツボとの共通点を挙げ、鍼灸

の考え方と共にそれらの看護への活用を勧めて

いる。なお、リフレクソロジーは東洋医学と起

源を異にするが、市野 9)の述べるように経験統

計値をベースとしている点においても東洋医学

と共通していること、また足への施術であるこ

とから対象文献とした。矢野ら 10)の報告は、糖

尿病患者の足病変への漢方薬治療と看護師のサ

ポートにより改善に向かった症例であった。佐

久間 11)は、末梢血管疾患による足部の疼痛に対

するフットケアと漢方治療の可能性を紹介して

いる。  

4．原著論文の内容(表 2) 

分析対象とした 5 文献全てが介入研究であっ

た。前田ら 12)は、呼吸困難感のある 8 名のがん

患者に対してフットリフレクソロジーを実施し、

呼吸困難感を評価した。研究デザインは、同一

参加者に対して介入と非介入の両方を行うクロ

スオーバー比較試験である。前後の変化を主観

的・生理学的観点から検討し、呼吸困難感が有

意に低下したことを認めた。棚﨑ら 13)は、冷え

を自覚している高齢女性 25 人と健康高齢者 27

人に対してフットマッサージを実施し、無作為

によらない群間比較を実施した。その結果、両

群とも冷え症状の緩和効果を認めた。駿河ら 14)

は、褥婦 12 人を対象にリフレクソロジーを実施

し、出産後のストレス緩和の有無を心理的反応

と生理的反応から検討した。リラックス効果が

あり抑うつ状態が軽減することが明らかとなっ

た。本田ら 15)は、東洋式リンパマッサージを取

り入れた看護技術開発の基礎研究として、成人

女性 3 人に対して施術し免疫機能の向上やスト

レスの軽減について各種生体反応の測定から検

討した。その結果、2 人に血流量の増加や副交

感神経の反応がみられ、「温かくなった」などの

主観的反応がみられた。稲田ら 16)は、要介護高

齢者 6 人を対象に、足浴時に経穴刺激を実施し

た。経穴とは経絡上にある「気」が出入りする

場所でいわゆる「ツボ」である。ケアの前後で

移乗動作、意欲、気分等を比較した結果、気分

の改善に有効である可能性を示唆した。  

5．焦点としたケア・技術とその目的および対象

者  

 介入したケアや技術、総説で取り上げ焦点と

したケアや技術を整理した。最も多かったのは

リフレクソロジーで 3 件であった。足浴、リン

パマッサージ、経穴刺激、フットマッサージは

各 1 件であった。本田らの東洋式リンパマッサ

ージとは、リンパ浮腫に対して 19 世紀半ばから

保存的治療法として存在し 20 世紀にドイツで

医療的に体系づけられたものである。棚﨑らの

実施したフットマッサージはタクティプロ®と

いう軽擦法を取り入れている。それらのケアの

目的は、足部潰瘍治癒促進、下肢疼痛緩和、呼

吸困難感の緩和といった病的状態の改善のほか、

末梢循環の改善、リンパ循環促進による免疫機

能の向上、冷えの改善、リラクゼーション、気

分の改善等が挙げられた。  

ケア・技術提供の対象は、糖尿病患者、がん

患者、末梢血管疾患患者等、疾患を持つ者のほ

か、要介護高齢者、高齢女性、成人女性、褥婦

が挙がった。  

 

Ⅴ．考察  

1. 看護師によるフットケアと東洋医学に関す

る文献の特徴  

「フットケア」「東洋医学」「看護」をキーワ

ードとし発行年を限定せずに検索したが、分析

対象となった文献は 2006 年以降のものであっ

た。その後も年に 0 件～3 件で推移し大きな変

化はみられない。したがってこれらに関する研

究は新たな領域であり、研究の蓄積が浅い状況

であるといえる。文献の種類は、キーワードで

ヒットした 61 件では会議録や抄録が多数であ

ったため、最終的に分析対象は 10 件にとどまっ

た。このうち半数は解説・総説であり、研究論

文はさらに少数であることがわかった。原著論

文 5 件の研究方法は、介入前後の変化を生理学

的に測定・観察するなど同一対象に実施するも

のが 4 件であった 12,14,15,16)。棚﨑 13)は、冷え性

高齢者と対照として健康高齢者をおき無作為に

よらない 2 群比較を行っている。主観的評価に

頼らない客観的指標を用いた評価方法が検討さ

れ、準実験デザインが実施されている状況から、
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数は少ないながらもエビデンスを重視した研究

が追及されていることが示された。  

抽出された文献の特徴として、東洋医学発祥

ではない技術、すなわちリフレクソロジーなど

ヨーロッパに由来するものが数点抽出されたこ

とが挙げられる。これらは東洋医学との共通点

に触れた記述等が含まれたものや、シソーラス

に共通語があるなどの理由でデータベースから

ヒットしたとみられ、フットケアと東洋医学に

関連が深い技術であるといえる。また、近年は

補完代替医療 CAM(complementary and  

alternative medicine)が、従来の西洋医学の弱点

を文字通り「補完」し「代替」するものとして

世界的広がりをみせている。CAM の定義は複数

あるが、主流の現代西洋医学以外の全ての医療

を指すと理解されている 17)。したがって東洋医

学もまた、民族療法として CAM の一つに位置

づけられる場面が多くみられる。東洋医学は西

洋医学同様、体系づけられた主流医学であるた

め代替には当たらないとの見方もあり現在では、

西洋医学に代替医療など他の分野を組み合わせ

た医療体系を統合医療と呼び、患者にとって最

良の医療を分野の区別なく行うという概念が注

目されている 18)。今回、足裏を刺激するリフレ

クソロジーと経穴刺激、指圧の技術が組み合わ

され紹介されていたことからも、一つ一つの技

術を分別し排除しあうのではなく、症状の改善

など当事者にとっての益となる方法の積極的活

用として理解することが現実的であると考えら

れる。  

2. 看護師によるフットケアへの東洋医学の活

用状況と課題  

看護師によるフットケアへの他分野の技術活

用には特徴がみられ、フットケアとマッサージ、

リンパマッサージと東洋医学、足浴にリフレク

ソロジーや経穴刺激を一体化して提供するなど、

異なる起源をもつ複数の技術が活用されている

ことが明らかとなった。フットケアをより効果

的に精錬させようとする看護師の積極的な姿勢

であり、他分野の応用力の高さを示している。

看護師によるフットケアの目的は、足部のケア

にとどまらず全身状態や心理的側面への働きか

けでもあるため、触覚など感覚を意識的に刺激

する技術を取り入れることに繋がっていると考

えられた。また、これらの技術が多様な対象・

年齢層に対して行わてれいることも特徴である。

がんによる呼吸困難のように全身状態が悪化し

苦痛の中にある者や、末梢血管疾患に起因した

疼痛や難治性創に苦しむ者から、冷えやすいな

どの症状はあるが疾病ではない者、さらに健康

増進を目指す者までが対象となっていた。換言

すれば、病気レベルから虚弱レベル、半健康レ

ベル、健康レベルと、広範囲な健康レベルにあ

る人々を対象とすることが可能であった。虚弱

や半健康という状態は、東洋医学における“未

病”であり、健康レベルを低下させない生活上

の工夫は“養生”という概念に当たると考えら

れ、健康、不健康を問わずアプローチする看護

の役割に通じるものである。  

以上により、看護師によるフットケアには東

洋医学とその他の補完代替医療と呼ばれる技術

を積極的に取り入れる動きがあること、その対

象があらゆる年齢層と健康レベルに対して実施

されていることが明らかとなった。看護師によ

るフットケアは予防的ケアを担っているため、

足を守ることにつながる疾病管理、全身管理、

それらに対するセルフケア教育や心理的支援で

あり、対象者と全人的に観る視点は不可欠であ

る。重症化の予防は医療費の増加を抑える観点

からも重要であるため、予防や自然治癒力を高

めることに主眼を置く東洋医学等の代替補完医

療は今後さらに注目されていくと予測される 19)。 

一方、課題としては、代替補完医療を取り入

れていくに当たっての看護師の教育が挙げられ

る。上述のように、看護は東洋医学やそのほか

の技術を応用することが得意な側面がある。し

かし看護基礎教育にない他分野の技術を一般化

するためには、教育の機会を保障することが不

可欠である。教育に当たっては、技術の表層を

利用するにとどまることなく学術的概念やその

歴史、健康観、対象観等の基礎的内容の理解を

含める必要がある。すなわち東洋医学において

は、その成り立ちや概要の他、古代中国で発生

した後日本でどのような発展を遂げてきたのか、

政策による位置づけの変化、歴史的変遷などを

知ることが深い理解に繋がるであろう。新たな



 

70 

技術を体系づけ確立するためには、本質的な理

解を基本に据えることが重要であると考える。  

西洋医学が主流であるわが国の医療の中で、

看護もその影響を受けており、代替補完医療や

東洋医学および統合医療の概念教育が看護基礎

教育のカリキュラムに存在しない。代替医療が

定着しつつあるといわれるアメリカなど海外と

比較しても遅れをとっていることが推測される。

今後これらを普及していくためには、多様な技

術の効果を一つ一つ証明していくことが求めら

れる。東洋医学は個別的な医療であり経験的な

医学という特徴から、効果を数値化することが

難しい側面がある。今後は単発的に実施されて

いる研究を蓄積し、体系化していくことが必要

であると考える。事例研究と実験的研究の両者

をともに発展させるとともに、エビデンスレベ

ルの高い研究方法を検討していくことが課題で

ある。  

 

Ⅵ．結論  

 看護師によるフットケアに、東洋医学の技術

および代替補完医療の技術が応用されていた。

その対象は広範囲であり、様々な年代や健康レ

ベルに適用することが可能である。各々の技術

の基盤となる理論を理解し、研究的取り組みを

進めることが課題である。  

 

Ⅶ．利益相反  

 開示すべき利益相反はない。  
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要 旨 

看護基礎教育における ICT(information and communication technology)の活用状況とその効果を明ら

かにすることを目的として，医中誌 web版により「看護基礎教育」「ICT」で検索した 2009～2019 年の原

著論文から 21件の文献を抽出し文献検討を行った．その結果，ICTによる学修効果は，【学修の意識を高

める】，【知識を身につける】，【理解を深める】，【イメージを明確化する】，【実践力を高める】の 5つに分

類された．ほぼすべての文献において【学修の意識を高める】効果がみられ，自己学習，学びの共有では，

複数の学修効果がみられた．考察として，【理解を深める】ために学修成果の共有が，【知識を身につける】

ために繰り返しの学修が，【実践力を高める】ために自己の技術の客観的な把握が効果的であり，そのた

めに適切な ICT が活用される必要があること，それぞれの学修効果は関連しあっていると考えられた．

ICTの効果的な活用には機器の取り扱いの習熟と，授業設計の工夫が必要であった．  

キーワード：看護基礎教育，ICT(information and communication technology) 

 

Abstract 

This study aims to investigate the status of application and impact of information and communication technology 

(ICT) in basic nursing education. Our search through the Ichushi-Web yielded 21 original narratives during 2009–

2019, using keywords such as “basic nursing education” and “ICT.” Regarding the focus of ICT utilization, “self-

learning” was the most common, followed by “sharing of learning,” “individual guidance,” “utilization of electronic 

textbooks/applications,” “self-evaluation,” “grading evaluation,” and “teaching material development.” We divided 

the learning effects of ICT into the following five categories: enhance learning awareness, gain knowledge, deepen 

understanding, clarify image, and enhance practical skills. All the retrieved documents displayed–the effect of 

[enhancement learning awareness]. In “self-learning” and “sharing of learning,” we observed multiple learning effects. 

In addition, it was effective to share the learning results to [deepen understanding]. Besides, repeated learning was 

effective to [gain knowledge] and objectively grasp the skills to [enhance practical skills]. For effective education, 

appropriate ICT should be used to depend on the contents that matter. Hence, the management of ICT equipment 

warrants the proficiency of both teachers and students; thus, teachers should devise a lesson plan. 

Keywords:basic education in nursing,information and communication technology
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Ⅰ．緒言 (背景) 

 近年，アクティブ・ラーニングを効果的に行

う た め に ICT(information and communication 

technology:情報通信技術)の活用が求められてい

る．中教審では ICT の特性・強みを，「主体的・

対話的で深い学び」の実現につなげ，…情報技術

を手段として活用できる力を育むためにも，学

校において日常的に ICT を活用できるような環

境づくりとともに，学びの質を高める ICT の活

用方法についての実践的研究と成果の普及が求

められる 1)，と述べている．また，ICT の特長と

して，距離・時間を問わずに情報の相互のやり取

りが可能であり，蓄積した情報を自由に加工・編

集・分析・表示することが可能 2)であることから，

情報通信技術の活用は，…一人一人の能力や特

性に応じた学び(個別学習)や，…教え合い学び合

う協働的な学び (協働学習 )を推進することによ

り，基礎的・基本的な知識・技能の習得や，思考

力・判断力・表現力等や主体的に学習に取り組む

態度の育成に資するものである 3)，と述べられて

いる．  

看護基礎教育において，実習や演習など実技

を中心とした科目においては，体験的に学ぶこ

とが行われてきている。2012 年の中教審答申に

おいてアクティブ・ラーニング 4)という言葉が登

場する前後から，看護教育に関する研究として

アクティブ・ラーニングを活用した学習に関す

る研究に増加傾向がみられる 5)ことから，中教審

答申の影響が看護教育にも影響を与えていると

考えられる。看護基礎教育の変化として，2019 年

に発表された厚生労働省の看護基礎教育検討会

の看護師養成所の運営に関するガイドライン改

正について(案)には，「情報通信技術(ICT)の発展

に伴い，医療現場や教育機関でのパソコンやタ

ブレット型端末等の活用，遠隔診療・保健指導の

導入，医療機器の高度化等が進展しており，看護

基礎教育においても情報通信技術 (ICT)を活用

するための基礎的能力を養うことが重要」6)であ

ることが示された．  

そこで，本研究では今後の看護基礎教育にお

ける ICT 活用を検討するため，過去 10 年間の看

護基礎教育における ICT 活用に関する文献を調

べ，ICT 活用の実践例をもとにその学修効果に

ついて明らかにすることを目的とする．  

 

Ⅱ．材料と方法  

1．対象：医中誌 web 版で「ICT」，「看護基礎教

育」の 2 語をキーワードとし、2009 年から 2019

年の過去 10 年間の原著論文を検索し，  31 件の

文献が抽出された．このうち，ICT と看護基礎教

育にかかわる 21 件を分析対象とした．  

※シソーラス言語では，感染予防管理 (Infection 

Control Team)として検索されるため，フリーワ

ードとして検索した．  

2．研究期間：2019 年 12 月 24 日～2020 年 1 月

20 日  

3．分析方法：使用された ICT の実践例，ICT 活

用の焦点，効果，課題について文献から抽出し，

ICT 活用の焦点ついて単純集計を行った．また，

ICT による学修効果について文献中から ICT の

学修効果に関する文章を抜き出してコードとし、

それらを似通った意味内容ごとに分類した上で

抽象化し分類した．   

 

Ⅲ．倫理的配慮  

著作権を侵害しないよう配慮した．  

 

Ⅳ．結果  

使用された ICT 活用の実践例，ICT 活用の焦

点，効果，課題，について文献から抽出したもの

を一覧に示す(表 1)．また，ICT 活用の焦点につ

いて単純集計を行った結果と， ICT による学修

効果を分類した結果を以下に示す．   

1．ICT 活用の焦点(図 1) 

使用された ICT の実践例をまとめ，その焦点

を分類した結果，最も多かったのは自己学習に

関するものであり，21 件のうち，8 件(38.0％)で

あった．その多くは看護技術修得のための e ラ

ーニングによる事前学習や予習・復習に関わる

内容であった．次いで学びの共有に関するもの

が 4 件(19.0％)であり ,双方向型の授業や電子黒

板，タブレット型端末を用いた学修成果物の共

有に活用されていた．次いで，個別指導，電子教

科書・アプリの活用に関するものが 3 件(14.3％)

であった .その他，成績評価，自己評価，教材開

発に関するものが各 1 件(4.8％)であった．  
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2．使用された ICT 活用の実践例と効果(表 1) 

(1)自己学習に関連した実践例と効果  

自己学習の多くは動画視聴が使用されていた．

看護技術習得のための演習の事前学習として活

用されている例が多く，予習において学修への

関心・学ぶ好奇心を触発するツールとして有用

など，興味関心を高める効果が示されていた 7,8)． 

また，オンラインの動画視聴が行われ，web 上

のフォルダに動画を提出するという試みも行わ

れ 9)，繰り返しの学修に役立自己学習の多くは動

画視聴が使用されていた．繰り返しの学修に役

立ち，自分のペースで学修できることや，自らの

技術を再評価し，反復練習のモチベーションに

つながる，実施した技術の修正に活用するなど，

反復学修のツールとして効果があることが示さ

れた 10,11,12)．   

一方で，予習には多く活用されるが，復習には

十分活用されない状況 13)や，実践的な行動に結

びついていない 8)ことなど，期待した効果が十分

に得られない場合や，ICT に必ずしも肯定的で

ない学生の意見 14)も見られた．また，動画の容

量が大きいことによる，通信料や通信速度の制

約という ICT ならではの特徴が課題 15)となって

いた．  

(2)学びの共有に関連した実践例と効果  

ICT を使用した共有方法として，学生が立案

した看護計画の一部をタブレット型端末で共有

することで，自己の課題用紙にコメントを入れ

るなど，学修に対する興味関心につながるほか

15)，電子黒板で意見の共有を行うことで他の学

生の学びをフィードバックできたことが，より

印象深く事例の看護を理解できたことにつなが

った 16)と述べられていた．   

一方で教員のファシリテーターとしての能力

が課題とされた 15)．   

(3)個別指導に関連した実践例と効果  

双方向型の教育として，e ポートフォリオの提

出とそれに対する個別指導を受けることで理解

を深めることができる 17)と述べられていた．ま

た，電子カルテ教育システムを活用しての個別

指導 18,19)も行われていた．  

(4)電子教科書・アプリの活用に関連する実践例

と効果  

電子教科書の導入に伴い，画像を閲覧したり，電

子教科書に記録する 20)など，その機能を活用す

るための工夫や方法について述べられていた

20,21)．一方，課題としてインターネット環境の整

備や，学生に十分活用されていない現状も述べ

られていた 20,21). 

タブレット端末の導入に伴い，アプリを用い

て記録のデジタル化を行い，ポートフォリオの

作成が行われていた 22)．導入に伴い学生のタブ

レット端末に関する評価としておおむね肯定的

な評価が報告されていた 22)．  

(5)成績評価に関連する実践例と効果  

単位認定のための試験を web で行う試みが行

われており 23)，学生からは肯定的な評価を得ら

れていた．また，直接成績評価のためのテスト以

外にも，小テストが行われており 9,14)，小テスト

は結果を即時にフィードバックできるという

ICT の特長が見られた．課題としては，教員のス

キルの充実や無線 LAN の環境整備などが挙げら

れた 14,23)．   

(6)自己評価に関連する実践例と効果  

 ルーブリックによる自己評価を LMS(Learning 

Management System：学習管理システム)で行って

おり 24)，実施者と評価者の共有の過程で，今後

の課題を実施者自身が明確にできる効果がある

ことが期待されていた．  

(7)教材開発に関連する実践例と効果  

仮想病棟，電子カルテシステムなど独自のシ

ステムを開発採用し教育に活用している文献

18,19,25)が見られ，学生がイメージを明確化するこ

とに効果が示された．  

図 1．  ICT 活用の焦点(n=21) 
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表 1．文献一覧および項目ごとの内訳  

No. 文献タイトル 著者 使用されたICTと実践例
ICT活用の

焦点
効果 課題

1

2017年度臨地実習におけるルーブリック

を用いた看護技術到達度の学生自己評価

の報告

隆 朋也ほか

（2019）

看護技術の自己評価のため，LMSを使った

ルーブリックでの自己評価を行った
自己評価

実施者と評価者の共有の過程で，今

後の課題を実施者自身が明確にでき

る効果がある

・学生・教員とも負担が大きく、項

目の精選による絞り込みが必要

2
手術室実習の事前学習にICTを活用したこ

とによる学習効果

帆苅 真由美

ほか

（2019）

手術室実習の事前学習としてLMSによる動画

配信を行った
自己学習

・興味、実習へ役立ち

・理解が深まり不安軽減 明らかな記述なし

3

基礎看護学の「看護過程の枠組み(モデ

ル)」の学習にアクティブラーニングを用

いた教育の検討

柳原 清子ほ

か（2019）

看護過程モデルに関する知識の共有のため

LMSのeポートフォリオを使って，グループ

のポスター資料を学生が相互にみられるよう

にした

学びの共有

・内的動機づけ

・ポスターツアー・eポートフォリ

オの学びで看護過程モデルを学ぶこ

とにつながった

・自己評価を慎重/客観的にした

明らかな記述なし

4
ICTを活用した反転授業ブレンド学修法に

よる動機と意欲の特性

坊垣 友美ほ

か（2018）

反転授業ブレンド学修のためにビデオ視聴，

小テスト，事例を用いたグループワークを

行った

自己学習

動機づけ、意欲の観点から質的に分

析し、動機づけ、意欲に影響を与え

た

明らかな記述なし

5

母性看護領域におけるICTの活用　単位認

定試験におけるLMS(Learning

Management System)の活用と課題

柳本 朋子ほ

か（2018）

単位認定のため,単位認定試験にe-learningで

あるWeb Classのテスト/アンケート機能を

用いたテスト実施した

成績評価
・「新鮮で楽しい」、「採点しやす

い/ミスが無い」等の肯定的評価

・インターネット環境の整備・改善

の必要性を記述していた

6

ブレンディッドラーニングを用いた基礎

看護技術の授業を試みて　ベッドメイキ

ングの単元を事例として

山住 康恵ほ

か（2018）

予習復習を習慣づけるため，eラーニングに

よる動画視聴，小テスト，授業資料配布，

web上フォルダへの演習動画提出を行った

自己学習

・「予習-講義-復習-演習-自己練

習」の習得サイクルによる学習に導

くことができた

・動画の容量を小さくする工夫が必

要

・卒業時までいつでも動画を視聴し

技術の確認ができるシステムづくり

7
仮想病棟を用いた病室の天井画像教材の

開発

辻 慶子ほか

（2017）

実習経験のない学生に天井画が患者に与える

影響を検討させるため，仮想病室の天井に画

像を反映した

教材開発

・素材画を単体で見る時と、病室の

天井画としてでは評価に差がある気

づきに役立つ

明らかな記述なし

8

看護系大学における学生の授業参加を促

す取り組み　タブレット型端末と電子黒

板を使った双方向型授業の検討

奥平 寛奈ほ

か（2017）

授業の活性化，双方向型授業の展開のため，

タブレット型端末に問題を送信し、回答・意

見を電子黒板上で共有した

学びの共有

・授業参加の実感につながり、学生

の学修に対する興味関心につながる

・学習環境の整備、学習効果とコス

トのバランス、教材の開発、活用す

る教員のファシリテーターとしての

能力

9
ICT機器やネットワーク環境を用いた老年

看護学演習の効果

大谷 順子ほ

か（2016）

患者や援助方法の理解とアクティブラーニン

グ・コモンズを活用できる教室の学修効果の

確認のため，ロールプレイVTRの視聴と，作

成したレポートの画像をグループのiPadに送

信し、学びを共有した

学びの共有

・他の学生の学びをフィードバック

でき事例の看護を理解

・学修への興味、解るたのしさをも

たらした

・教員はICT機器を扱うスキル研鑽

と教員数の確保、学生は低学年時よ

り機器を扱う機会を検討する必要が

ある。

10
電子教科書の満足度に情報活用の実践力

が与える影響

古田 雅俊ほ

か（2016）

電子教科書の満足度と情報活用の実践力の関

連性の調査のため，タブレット型端末・電子

教科書を演習時の補助資料として使用した

電子教科書・

アプリの活用

・収集力が高い学生は電子教科書の

表示に関しても支障が少ない
明らかな記述なし

11

ICTの教育活用に対する文献検討とA短期

大学看護学科におけるデジタル教科書導

入の取り組み

本田 可奈子

ほか

（2015）

自学自習ができるため，タブレット型端末・

電子教科書への書き込み、演習の撮影、メモ

を行った

電子教科書・

アプリの活用

・いつでもどこでも使えるという利

便性を認識していた

・機能に対する利点を認識していた

・授業以外での利用が少なく活かし

切れない

・デジタル特有の欠点や使いづらさ

12
ICTを活用した看護学生に対する双方向型

の情報リテラシー教育実践例

和田 佳代子

ほか

（2015）

個別のフィードバック，課題提出を容易にす

るため，eポートフォリオによる課題提出を

行い、指導のツールとして活用した

個別指導
・学生各々のレベルや提出内容に応

じた個別指導を受けられる
明らかな記述なし

13

学生全員がタブレット端末を持つ看護教

育環境における授業の質改革への取り組

み

草刈 由美子

ほか

（2015）

授業の質改革の取り組みのため，タブレット

型端末・LMSによる小テスト、出席管理、動

画配信を行った

自己学習

・実施した技術の修正に活用

・出欠確認時間の短縮

・小テストの結果を即時にフィード

バックできる

・教員のスキルの充実

・教員が端末を使いこなす

・無線LANの環境整備

14

電子カルテ教育システムの事例を用いた

看護技術演習と看護記録　学内演習にお

ける学生の自己評価

土井 英子ほ

か（2014）

開発した電子カルテ教育システムの教育効果

や課題の調査のため，カルテ教育システムに

よる看護技術演習、看護記録学内演習を行っ

た

個別指導
電子カルテ教育システムは、看護学

生の科学的思考の向上に効果がある
明らかな記述なし

15

看護技術教育におけるブレンディッド

ラーニング活用の教育効果(第2報)　e-

Learning学習システムの利用前後での比

較

瀧本 茂子ほ

か（2014）

ブレンディッドラーニングの教育効果の検討

のため，eラーニング学習システムで授業時

間外の予習教材として活用した

自己学習
動画は繰り返し学習に役立ち、自分

のペースで学習でき、学習が進んだ

・いくつかの肯定的ではない評価項

目は、利用後、有意に増加した

16
タブレット端末を活用した看護教育の実

践

石井 成郎ほ

か（2014）

タブレット型端末の学修効果の検討のため，

タブレット型端末を用いて調査や活動を記録

しポートフォリオ作成

電子教科書・

アプリの活用

授業での活動を通してタブレット端

末の活用方法を学習できた

難しかった、機械が苦手など、短時

間で学習することが困難

17
電子カルテ教育システムにおける看護学

生の自己評価　教材開発から5年経過して

土井 英子ほ

か（2013）

開発した電子カルテ教育システムの教育効果

や課題の調査のため，電子カルテ教育システ

ムで立案した看護計画・処置の入力に対して

個別評価指導を行った

個別指導

・実習前に触れて電子カルテをイ

メージ

・学生はセキュリティ対策が重要と

認識

・電子カルテの操作が不安な学生が

多く、指導体制の充実が課題

18
看護技術教育においてICTを活用した自己

学習促進ツールの学習効果

齋藤 孝子ほ

か（2013）

学修効果，有効な自己学習促進ツールのた

め，LMSで看護技術習得のための動画と小テ

ストの配信した

自己学習

・動画コンテンツは学習への関心を

触発する

・小テストは理解度を確認する効果

・自己学習促進ツールでの学びや意

欲が実践的な行動に結びついていな

い

19
疫学講義におけるクリッカーの使用と学

生の反応

猫田 泰敏

（2012）

クリッカー使用の意義や効果的な使用方法の

ため，で復習のためのテストや授業の説明の

ためのテストを行った

学びの共有

・学生自身の理解度評価に影響する

可能性

・授業理解へ「役立っている」

・クリッカーの費用負担

・教員がソフトウェアを使うための

技術習得

20
教師と学生との共同によるeラーニング教

材作成の実践とその評価

熊谷 たまき

ほか

（2012）

授業システムの学修効果の検討のため，e

ラーニングを利用したフィジカルアセスメン

トの技術の予習・復習を行った

自己学習 ・動機づけに貢献 ・復習でのeラーニング推進

21
看護技術学習科目にICTを活用した授業運

営システムとその評価

村中 陽子ほ

か（2011）

ICT活用による授業運営システムの効果の調

査のため，eラーニングを利用したフィジカ

ルアセスメントの技術の予習・復習を行った

自己学習

・評価は概ねよい

・予習と復習を行う学生で「満足

感」がある

・講義・演習とeラーニングを関連

させた学習方法のあり方に工夫が必

要
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3．ICT による学修効果(表 2) 

ICT に関連する学びの効果として，文献中の

結果，考察の文章から ICT による学修効果を【学

修の意識を高める】，【知識を身につける】，【理解

を深める】，【イメージを明確化する】，【実践力を

高める】の 5 つに分類した．文献中から ICT の

学修効果に関する文章を抜き出してコードとし、

それらを似通った意味内容ごとに分類したうえ

で抽象化した．  

 【学修の意識を高める】は，最も多岐にわたる

文献からその効果が記載されていた分類であり，

「予習-講義-復習-演習-自己練習」の習得サイク

ルによる学習に導くために有効であったと考え

る 9)，授業に参加しているという実感や双方向の

やり取りをしているという実感がさらなる学生

自身の自己学習への興味・関心につながる 15)な

ど，技術修得の復習や自己練習 9)，双方向型授業

の中で動機付け 9,15)を含めた学修への動機づけ

が示されていた . 

【知識を身に付ける】では，電子教科書の使用

や，学生同士が動画を撮影したことで，(…中略

…)即時の復習が可能となり，知識の定着に繋が

った 14)，小テストの結果を学生に即時にフィー

ドバックすることができるため，問題の解答も

授業時間内に理解でき学修効果を高めることが

できる，速やかなフィードバックの効果 14)によ

り知識の獲得に対する効果が示された 8,14,26)．  

【理解を深める】では，ICT 機器を使ってほか

の学生の学びをフィードバックできたことが，

より印象深くこの事例の看護を理解できたと言

える 16)，他の学生の学びをフィードバックし，

共有することで，学びが深められた 27)など，画

像，映像や共有，フィードバックなどを通して学

生自身が考える経験により理解が深められたこ

とが示された．  

【イメージを明確化する】では，VTR 視聴は

その後のグループ課題の参考になったかでは，

(…中略…)94％の学生が参考になったと回答 15)，

画像を見て技術のイメージを図る学修のほうが

演習を進めるには効率的であり，(…中略…)電子

教科書は学修を円滑に進めるうえでも有効 20)な

ど，視覚的な情報からイメージを明確化する効

果が示されていた 7,16,20)．  

【実践力を高める】では，学生同士が動画を撮影

したことで実施した技術の修正に活用していた

など，お互いの技術を客観的に振り返ることで，

看護技術の修得につながる 20)ことが示された．  

4．ICT による学修効果と ICT 活用の焦点(表 3) 

ICT による学修効果と ICT 活用の目的に関す

るマトリクス表を表 3 に示す．  

(1)【学修の意識を高める】文献の傾向  

【学修の意識を高める】効果に関する記述が

自己学習，授業内の学びの共有についての文献

をはじめ最も多くの文献で見られ， ICT が動機

づけや興味関心を高めるツールとして活用され

ている実態が見られた．また，複数の文献で，ほ

かの学修効果についての記述がみられた．  

(2)【知識を身につける】文献の傾向  

【知識を身につける】効果も多くの項目で見

られたが，自己学習，授業内の学びの共有，個別

指導では，同時に【学習の意識を高める】効果と

両方の記述がある文献が見られた．  

(3)【理解を深める】文献の傾向  

 【理解を深める】効果は，他の学生と学びを共

有する文献で多く見られた 16)．また，自己学習

でも見られ，復習を通しての効果であることが

多かった 7)．   

(4)【イメージを明確化する】文献の傾向  

 【イメージを明確化する】効果が見られたのは，

視覚的な教材を用いた文献 7,16,20)のほか，電子カ

ルテシステム 16)などリアリティのある体験を通

して得られる学びであることがわかった．  

(5)【実践力を高める】文献の傾向  

 【実践力を高める】効果が見られたのは，自己

学習に分類された文献のみで，復習として，繰り

返し技術を練習することが効果につながってい

た 9)．  

 

Ⅴ．考察  

以上の結果より，ICT による学修効果と ICT の

効果的な活用と課題について項目ごとに考察す

る。  

1．【学修の意識を高める】効果と課題  

ほぼすべての文献で【学修の意識を高める】こと

についての記述があったことから，ICT を活用  
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表 2．ICT による学修効果  
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した教育を行う場合，【学修の意識を高める】可

能性があると言える。  

文献として最も多かったのは自己学習のため

の動画視聴であり，中でも看護技術の習得を目

的とした活用が多くを占め，実際の看護技術の

様子を e ラーニングの動画として配信する形が

多くみられた．ICT の特長として，距離・時間を

問わずに情報の相互のやり取りが可能 2)であり，

学生自身が自由に学修時間を設定できる．また，

インターネットの環境が整っていれば，スマー

トフォンからでも視聴可能である手軽さも学修

への抵抗感を減らすことにつながると考えられ

る．それによって学修しやすい環境を作ること

ができ，必要を認識した際に学修に移行しやす

くなると考えられる．  

課題としては，学修時間の設定が自由にでき

る反面，授業時間外での視聴時間が短く，利点は

把握していたものの，自己学習が十分とは言え

ないという報告もあり 28)，十分な活用がされて

いない可能性があることである．学生へ目的を

明示することも必要である．また，この項目に限

らず，インターネット環境が整っていない場合，

ICT の活用による時間や距離の自由が制限され

る可能性がある．  

2．【知識を身につける】効果と課題  

これまでも e ラーニングが知識の確認に活用

されてきており，いつでも繰り返し簡便に学習

可能である点では ICT の特長を生かしたツール

であり，それによる効果も述べられている．しか

し，それだけでなく【知識を身につける】ことに

ついて記されていた文献の多くは，【学修の意識

を高める】効果や【理解を深める】，【イメージを

明確化する】効果についても記述されており，動

機づけ，意欲 11)の向上により【学習の意識を高

める】ことや，取り組みに対するフィードバック

や共有 16)により【理解を深める】ことなど，他

の学修効果と組み合わせによってより効果が高

まる可能性が示された．  

課題として，知識の定着のためには反復学修

が必要であるが，前述した 1．の課題同様，十分

な活用がされない場合は効果が得られない可能

性もあるため，段階を分けて課題を課すなど学

生が活用するための工夫が必要と考えられる．  

3．【理解を深める】効果と課題  

 【理解を深める】ことについて記述された文献

では，学修した内容が何らかの形でフィードバ

ックされているのが特徴である 11,16,26)。学修成

果を共有することは，自らの学修成果に対して

のフィードバックと言える．多くの場合肯定的

なフィードバックを受けることで，動機づけに

つながる 29)と言われており，速やかな学修成果

の共有によるフィードバックが【学修の意識を

高める】ことにつながり，学生の【理解を深める】

ことにもつながると考える．  

ICT の特長として，簡便かつ速やかに大量の情

報を共有できることがある． ICT の効果的な活

用は様々な学生の反応を時間差なく共有できる

ため，双方向性の授業となり，アクティブ・ラー

ニングの特長である対話的な学びに寄与し，学

びを深められる可能性が高い．これらを実現す

る手段は様々だが，アクティブラーニング・コモ

ンズを活用できる教室での講義を通した知識や

学修成果の共有 16)や，電子黒板とタブレット型

端末を使用した双方向コミュニケーションの実

現 15)などが挙げられている．   

 課題としては，リアルタイムでの学修成果の

表 3．ICT による学修効果と活用の焦

点  
                                    　

成績

評価

自己

評価

教材

開発

No. 2 4 6 13 15 18 20 21 3 8 9 19 12 14 17 10 11 16 5 1 7

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 15

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 8

○ ○ ○ ○ ○ 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

○ ○ 2実践力を高める

イメージを明確化する

理解を深める

知識を身につける

学修の意識を高める

※〇は文献中に記述のあったICTによる学修効果

合計
自己学習

授業内の

学びの共有
個別指導

電子教科書・

アプリの活用

ICT活用の焦点

ICT活用

による学修効果
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共有によるフィードバックを行うために技術的

な問題を解決しておく必要がある．教員が ICT

機器の操作について習熟しておく必要がある

14,16,26)．また，共有することが否定的なフィード

バックとならないよう個々の学修成果の差異に

配慮が必要である．  

4．【イメージを明確化する】効果と課題  

動画視聴が文献中で最も多かったのは前述の

通りである．動画視聴はイメージ化に役立つ 9)．

看護技術の修得に関しても動画視聴が多く用い

られている．また，実習に出ていない学生にとっ

て，実際の実習にについて想像できなことも多

いため，不安も大きい．動画を視聴し，【イメー

ジを明確化する】ことで，そのような不安を軽減

する効果も報告されている 7) ．また，複数の文

献でそれによって学修効果を高めることに焦点

が当てられており 7,9)，【イメージを明確化】する

ことにより，【学修の意識を高める】ことや【理

解を深める】ことにもつながると考えられる．   

課題としては，技術修得などに関しては，その

後の反復が必要であるが，前述の通り十分な活

用がされていない可能性がある．動画視聴は，あ

る程度の連続した時間を確保する必要があるた

め，視聴覚教材は精選する必要がある．  

5．【実践力を高める】効果と課題  

【実践力を高める】効果については書かれて

いた文献は，自己学習に関する 2 件のみであっ

たが，いずれも技術習得に関するものであり，技

術の実践場面を撮影し，修正を図るあるいは提

出する内容であった 9,14)．動画撮影は自己を客観

的に観察するのに有用である．学生自身が技術

の実践の動画を録画し web 上のフォルダへ提出

するという方法 9)は，繰り返し動画を確認，練習

する機会が得られる工夫としても，提出の簡便

さという点でも ICT の強みを活かしていると言

える．  

課題として，学生が繰り返し実践するように

仕向ける必要があり，授業設計に工夫が必要で

ある．  

6．ICT による学修効果の関連性について  

これら ICT の学修効果は単独でも効果として

期待できるが、それぞれの効果が影響しあうこ

とにより，より高い効果が期待できる．  

【学修の意識を高める】ことは，そのほかの効

果のすべてに影響すると考えられる．また，【知

識を身につける】，【理解を深める】，【イメージを

明確化する】ことは相互に影響しあっていると

考えらえる．さらに，【実践力を高める】ために

は，学生自身が，何ができて何ができていないか

を客観的に知ることが重要である．目的とする

学修効果にあった形の ICT を活用していくこと

が重要であり，「予習-講義-復習-演習-自己練習」

9)のサイクルを作るなど，授業設計が重要である． 

7．伝統医療教育への応用について  

 これらの学修効果は，看護基礎教育を題材に

しているが，他の ICT を活用した学修でも同様

であると考える．文献に示された ICT の活用は，

教育を効果的に行う手段として用いられている

ためである．看護において，特に慢性疾患を有す

る患者の看護については，生活全体を見直す支

援を行う必要がある．伝統医療において技術的，

経験的な要素が強いと推察されるが，経験的な

要素はフィードバックがあってこそ成り立つと

考える．適切なフィードバックのためにもこれ

らの学修効果は効果的と考える．また，ICT を用

いた漢方診断や生薬の解析も行われており 30)，

客観化が進むことで，ICT が活用される教育も

より効果的になると考える．  

 

Ⅵ．結語  

1．ICT 活用の焦点として，自己学習に関するも

のが最も多く，次いで学びの共有，個別指導，電

子教科書・アプリの活用，自己評価，成績評価，

教材開発に関するものがあった．自己学習の中

でも看護技術修得の事前学習として動画を視聴

するという実践例が多く，LMS が併用される傾

向があった．   

2．ICT の学修効果は，【学修の意識を高める】，

【知識を身につける】，【理解を深める】，【イメー

ジを明確化する】，【実践力を高める】の 5 つに

分類された．ほぼすべての ICT 活用例において

【学修の意識を高める】効果を期待できる．また，

自己学習で復習による繰り返しの実践を通して

【実践力を高める】効果，学びの共有を通して

【理解を深める】効果が期待できる．  

3．ICT 活用のための課題として，機器の取り扱
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いには教員・学生双方の習熟が必要である．また，

インターネット・ICT 環境に違いがあり，効果的

な活用には，授業設計の工夫が重要である．  

 

Ⅶ．課題  

ICT というキーワードで検索される文献数は

限られ，医中誌 web で検索されたものは実際に

は研究報告も含まれる．e ラーニングなど早期か

ら積極的に取り入れられていた，より具体的な

キーワードではより多数の検索結果があるため，

今後も ICT を活用した文献と動向を明らかにし，

より効果的な活用方法を検討し，評価していく

必要がある．  

 

Ⅷ．利益相反  

開示すべき利益相反状態はない．  
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要 旨 

【目的・方法】助産院で出産した女性を対象に満足度が高い出産を導く構造を明らかにすることと, ベナ

ーのケアリング理論に則り, 出産満足度を高める助産師のあり方を検討した文献研究である.  

【結果】妊産婦は, まず助産師から自分を大事にされる「気づかい」を受けた. そして, 自分自身の妊娠

を大事に思う自己への「気づかい」へと至った. 自分の力で産むことが達成できた時, 妊産婦は満足とい

う思いを持つということが明らかになった.  

【考察】助産師は, 妊産婦が自分自身を大事に思い, 妊娠出産に対する主体的意識を持ち, 自己決定・自

己管理できるように支えることと, 自分の力で産めるような助産技術を提供し, 継続的に関わる存在者で

あることが求められる. このような環境のもとで妊産婦が目標を達成した時, 自分の出産に満足感をもつ

ことが示唆された. ベナーの「気づかい」を第一義的としたケア実践は, 出産満足度を高めるのに有用だ

と考えられた.  

キーワード：満足，出産，助産師，ベナー，ケアリング 

 

Abstract 

[Purpose and Method] This study aims to elucidate the structure that results in high satisfaction in childbirth for women 

who gave birth in maternity hospitals, as well as determine the ideal way of midwives who raise birth satisfaction based 

on Benner’s Caring Theory.  

[Results] Pregnant women first received “concern” from midwives who cherished them, followed by “concern” to the 

self who considered their pregnancy crucial. Besides, pregnant women felt satisfied when the birth was accomplished 

by their own power. 

[Consideration] Midwives must have self-awareness of pregnancy and delivery to support their self-determination and 

self-management, as well as be incessantly involved by providing midwifery skills that enable them to give birth on 

their own. The findings suggest that pregnant women had the satisfaction for their own birth, when their objective was 

realized under such environment. Overall, this study suggests that care practice, which makes “concern,” as Benner 

says to be primary, is beneficial for raising birth satisfaction. 

Keywords:satisfaction in childbirth,midwife,Benner,caring ance"， 
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Ⅰ．緒言(背景) 

妊娠・出産に関わる日本の産科領域では , 最

新のエビデンスに基づく助産実践指針を示す

「エビデンスに基づくガイドライン－妊娠期・

分娩期 2016」1)が多く使用されている . そこでは , 

妊娠期・分娩期における女性を中心にしたケア

の特徴として , 尊重 , 安全 , ホリスティック , そ

してパートナーシップの 4 つをあげている . 具

体的にいうと , ①女性の文化的多様性や女性の

体験や価値 , 希望やニーズを尊重すること , ②

女性が受けるケアを自ら選択できるように情報

提供を行うこと , ③女性の意思決定を促し , そ

の決定を尊重することや女性のもっている力や

能力に目を向けること , ④不必要な医療介入を

行わない , ということである . また , 医療者に

求められる態度として , 女性を全体論的存在と

して捉え , 対等 , 信頼 , 配慮を特徴とした平等

な関係性の中で女性のニーズに応えることが示

されている .  

「健やか親子 21」の最終評価・分析シート 2)

によれば , 妊娠・出産の満足した要因に , 病産院

スタッフの対応 , 病産院の設備 , 夫の援助など

の家庭環境 , 妊娠・出産・育児についての不安へ

の対応などがあげられており , 人との関わりの

ありようが満足をもたらすという分析結果が報

告されている . また , 平成 27 年度から取り組ま

れている「健やか親子 21(第 2 次)」3)では , 妊娠・

出産について満足している者の割合は 63.7％

(平成 25 年度)と報告され , 5 年後(平成 31 年度)

に 70％ , 10 年後(平成 36 年度)には 80％となる

よう目標値を掲げている .  

先行研究によると , 自身の出産をもっとも満

足なものとして受けとめているのは , 総合病院 , 

診療所 , 助産院のうち助産院での出産を経験し

た女性だという報告がある 4-7). 満足な状態とは , 

自分自身が予測した結果と同等の , またはそれ

以上の結果が得られた場合を指すが , しかし , 

予測に反した結果に至った場合や , 期待した結

果が得られない場合においても , 適切なインフ

ォームド・コンセントや医療環境などにより , 

患者自身やその家族が状況に納得することがで

きると説明されている 8).  

社会的動物である人間が人との関わりのあり

ようによって感情が揺さぶられるのは想像に難

くない . では , 満足な出産を導く助産師のあり

方とはいったいどのようなものか . 満足度調査

の結果から想像できるように , 少しでも良い看

護をしたいと考える助産師は , その方法をすで

に獲得して実践し , 妊産婦から良い評価を得て

いる . その看護実践を言語化すること , 看護理

論と結びつけて考察することは , その看護の営

みの意義を明確にすることができる . しかし , 

看護実践を言語化し理論を用いて出産満足度を

検討した研究報告は少ない .  

近年注目されている個々人を尊重した患者主

体の医療についての理論的枠組みのひとつにケ

アリングがあり , 看護学領域では , レイニンガ

ー , ワトソン , ベナーの理論が多く用いられて

いる . レイニンガー 9)は文化的ケアとしての看

護を提唱した . ケアリングは人間としての条件

であり , 生活を改善させるためのニードであり , 

ケアされる者に対して行われる援助的行為であ

るとし , 癒やしや安寧を目的とする看護の本質

だとしている . また , ワトソン 9)は , 患者と看護

師の双方がケアの瞬間に見られる , 個人－身体

－自我を超越した人と人とのつながりを指し , 

双方向的に影響し合い , 共有しあう関係にある

ときの相互作用を織りなすのがヒューマンケア

リングだとしている . それから , ベナー 10)は , 

「気づかい」を鍵概念にあげ , 患者や家族を受

けとめつつケアを行う上で第一義的なものとし , 

ケアという仕方で関わる看護師のあり方を理解

し解釈することを試みる . 患者が気づかいを取

り戻し , 生きていくことの意味を見出し , 人々

とのつながり , 世界との結びつきを維持または

再建できるために , 看護実践における看護師の

「気づかい」がいかなる助けとなっているかと

いう命題に基づいて探求することを目的として

いる . ここで使われる看護実践とは , 本稿の場

合 , 産婦が出産というストレスに対処すること

を手助けする営みのことを指す . これらのケア

リング理論を眺め , 助産院で出産した女性の満

足度を高める助産師のあり方について考察する

には , 存在論的見地に立つベナーのケアリング

理論を採用するのが妥当だと考えた .  
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Ⅱ．研究目的 

助産院で出産した女性を対象とした文献を用

いて満足度が高い出産を導く構造を明らかにし , 

ベナーのケアリング理論に則り , 出産満足度を

高める助産師のあり方を検討する .  

 

Ⅲ．方法  

1．文献検索の方法と対象文献  

医学中央雑誌 web 版 Ver.5 の文献検索システ

ムにより , 「助産院／助産所」and「出産」and「満

足」をキーワードとして 19 件の文献を抽出した . 

母体搬送 , 父性 , 重複する文献 , 会議録を除外

し , 7 件を分析対象として文献検討を行った  

(2018 年 5 月)(表 1).  

2．分析方法  

(1)満足な出産に影響を及ぼした妊産婦の経験

を妊娠期と分娩期に分類する . 本稿では , 産婦

が出産というストレスに対処することを手助け

し , 満足な出産を導く助産師のあり方について

検討するため , 分娩期とその手前にある妊娠期

とに分類する .  

(2)内容が類似したものを文脈が損なわれない

ように配慮してカテゴリー化し , 満足な出産に

影響を及ぼした経験の意味内容を明らかにする . 

カテゴリーを【 】 , サブカテゴリ―を「 」 , 

コードを< >で示す . 分析の信頼性と妥当性の

確保として , 母性看護学・助産学の専門家のス

ーパーバイズを受けた .  

(3)文献検討を行った満足な出産に影響を及ぼ

した妊産婦の経験の文脈を用いて , ベナーのケ

アリング理論に則り , 出産満足度を高める助産

師のあり方について検討する . パトリシア・ベ

ナー／ジュディス・ルーベルの著書「現象学的

人間観と看護」(The Primacy of Caring Stress and 

Coping in Health and Illness )を対象文献とする .  

著書はクリティカルな看護実践について叙述

されている . 満足度が高い出産を導く構造と助

産師のあり方の示唆を得ようとする本稿の場合 , 

「患者」を「妊産婦」へ , 「病気」を「出産」へ , 

「看護師」を「助産師」へ読みかえることで状

況が容易にイメージできるとし , そのように記

述する . テクストの引用箇所を表記し , 用語を

読みかえた箇所を下線で示した . また , テクス

ト内容の妥当性の確保として , 哲学 (現象学 )の

専門家のスーパーバイズを受けた .  

3．倫理的配慮  

文献の取扱いには著作権を侵害することがな

いよう十分な配慮を行った . 
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Ⅳ．結果  

1．満足な出産に影響を及ぼした妊娠期の経験  

満足な出産に影響を及ぼした妊娠期の経験を

表 2．に示す . 【出産へ向けたからだづくり】 , 

【出産に対する思い】 , 【家族／仲間のサポー

ト】, 【助産師の関わり】の 4 カテゴリー , 「か

らだの自己管理」, 「規則正しい生活習慣」, 「自

分らしい出産へのイメージ」, 「母親になる自覚

の芽生え」, 「夫の支援的な態度」, 「妊婦仲間

との交流」, 「それぞれの妊婦にあったていねい

な妊婦健診」,「主体的意識や自己管理を促す指

導」, 「助産師への信頼と安心」の 9 サブカテゴ

リー14 コードが抽出された .  

妊婦の満足な出産に影響を及ぼす妊娠期の経

験として ,「自分らしい出産へのイメージ」が土

台となり , 「からだの自己管理」と「規則正しい

生活習慣」といった行動化 , 「母親になる自覚の

芽生え」の心理変容があった . 妊婦が「自分らし

い出産へのイメージ」を思い描く前提には , 助

産師の「主体的意識や自己管理を促す指導」や

「それぞれの妊婦にあったていねいな妊婦健診」

などの自分が大事にされていると思う経験があ

った .  

妊婦が助産師から指導された内容について行

動化することや妊婦健診を肯定的に受けとめる

背景には , 妊婦の助産師への信頼が関係してい

た . <時間をかけて赤ちゃん (エコー)を見てもら

えた>, <病院で受診するよりも気が楽で , 受診

が楽しみという感じ . 相談もできる . 不安を感

じることはない>, <助産師の自信をもった態度

が安心につながった>, <助産師が本当のお母さ

んのようで , どんな小さい不安や疑問も何でも

聞いてもらえて心から信頼し安心できた>とい

った妊婦と助産師とのやりとりが信頼関係の構

築に影響していた .  

助産師は , 妊婦が気楽だと思える場に居合わ

せており , 時間をかけたケア , 不安や不確かさ

を取りのぞくケアを実践していた . また , 家族

のサポートを受けられる環境があることも重要

であった .  

2．満足な出産に影響を及ぼした分娩期の経験  

満足な出産に影響を及ぼした分娩時の経験を

表 3．に示す . 【自分の力で産む】, 【分娩進行

時の知覚】, 【会陰裂傷がない】, 【家族ととも

に出産】 , 【助産師の関わり】の 5 カテゴリー , 

「自分の力で産む」, 「呼吸法ができる」, 「自

由な姿勢で産む」, 「産道の知覚」, 「産痛に対

する思い」, 「会陰切開をしないお産」, 「会陰

裂傷がないお産」 , 「家族と共有できた出産時

間」 , 「夫からのサポート」 ,「継続した産痛緩

和ケア」, 「向き合って寄り添う」, 「的確なア

ドバイス」 , 「あるがままの自分を受容」の 11

サブカテゴリー15 コードが抽出された .  

【自分の力で産む】ことを土台とし , 「呼吸法

ができる」, 「自由な姿勢で産む」ことが関係し

た . また , 身体化した【分娩進行時の知覚】の認

識があること , 身体損傷を抑制する行動がとれ

【会陰裂傷がない】という結果を導くことも満

足の要因にあった . 環境として【家族とともに

出産】も満足を導いた .  

助産師の関わりでは , 「継続した産痛緩和」 , 

「向き合って寄り添う」, 「的確なアドバイス」, 

「あるがままの自分を受容」が抽出された . そ

の文脈は , <助産師がずっとなでてくれる手が上

手で痛みまで吸い取ってくれる気がした>, <助

産師が私の出産に対してこんなに真剣に向き合

ってくれていると実感できた>, <痛みがきたら

こうしてね , とか指導が的確でわかりやすかっ

た>, <助産師がどんな自分でも受け入れてくれ

ているという安心を感じながら出産できた>と

いった経験であった .  

助産師は , 産婦が思い描く自分らしい出産が

できるように寄り添い , 継続して助産技術を提

供する存在者として産婦に関わっていた .  

文献検討により明らかになった満足度が高い

出産を導く構造は , 妊娠期から継続した妊婦の

行動や思いが関係していた . 妊娠期の【出産へ

向けたからだづくり】が分娩期の【自分の力で

産む】, 【分娩進行時の知覚】, 【会陰裂傷がな

い】に係り , 妊娠期の【出産に対する思い】が分

娩期の【自分の力で産む】, 【分娩進行時の知覚】, 

【会陰裂傷がない】, 【家族とともに出産】へと

関係していた . そして , 妊娠期の【助産師の関わ

り】で抽出された「主体的意識や自己管理を促

す指導」, 「助産師への信頼と安心」, 「それぞ

れの妊婦にあった丁寧な妊婦健診」が分娩時の  
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カテゴリー サブカテゴリ― コード

出産へ向けたからだ
づくり

からだの自己管理

規則正しい生活習慣

・塩分を控えて初期から血圧や尿のことを意識した 11)

・助産師が勧めて下さる事は全部やってみよう！と思ってやれた 11)

・ちゃんと歩いたり、体重に気をつけたりした 11, 12)

・規則正しい生活ができた 11)

出産に対する思い 自分らしい出産へのイメージ

母親になる自覚の芽生え

・自分らしい出産をしたい 11, 12)

・自然出産がしたい 11, 14)

・家族・夫と一緒にお産がしたい 14)

・今回に出産が上の子にとって良い体験になるようにしたい 14)

・私、お母さんになるんだって自覚した 12)

・母性が高まった。女性としての喜びや出産・子育てに対する前向きな考えを持つこ
とができた 14)

・家の床ふきをしてピカピカの自宅で赤ちゃんを迎えようという気持ちになった 11)

家族/仲間のサポート 家族の支援的な態度

妊婦仲間との交流

・夫が支えてくれた 11)

・夫が水中出産に理解をしてくれた 12)

・長女がたくさんお手伝いしてくれた 11)

・知り合えた妊婦さんと情報交換ができた 11)

・仲間がいるだけで心強くなった 11)

助産師の関わり それぞれの妊婦にあったていね
いな妊婦健診

主体的意識や自己管理を促す
指導

助産師への信頼と安心

・時間をかけて赤ちゃん（エコー）を見てもらえた 11, 14)

・健診時間にゆとりがあった 14, 16)

・ひとりひとりにあったケアをしてもらえた 14, 16)

・「お産をするのはあなただからね」「あなたが体調管理・自己管理をあなたがする
の、だから体を冷やさないで体重管理もあなたがして、私（助産師）は手伝うだけだ
から、私は産めないし手伝うだけだからね」という言葉が響いた 12)

・安産になるような体操や過ごし方を教えてくれた 14)

・先生と出会ってからはもう、大丈夫って。先生を信頼できると思った 12)

・病院で受診するよりも気が楽で、受診が楽しみという感じ。相談もできる。不安を感
じることはない 12)

・助産師は不安になるようなことを絶対言わない 12, 14)

・助産師の自信をもった態度が安心につながった 12)

・助産師が本当のお母さんようで、どんな小さい不安や疑問も何でも聞いてもらえて
心から信頼し安心できた 16)

カテゴリー サブカテゴリ― コード

自分の力で産む 自分の力で産む

呼吸法ができる

自由な姿勢で産む

・自分の力で出産できた 11, 16)

・自然なお産ができた 14, 16)

・生まれてくる子が「がんばれ－」と励ましてくれていると思えた 11)

・自分を信じてがんばることができた 11)

・児を自分の前からキャッチして抱っこすることができた 11)

・「産むのは私、頑張るしかない」と本当に心からそう思った時から、何にも考えず雄
叫びをあげて、自分の中の本当の力が湧いてきたように感じました。何の取り柄も
ないけど、私ってすごい。そう思えた 15)

・呼吸法など助産師さんの言う通りにできた 11)

・呼吸法を忘れないようにしたら赤ちゃんに酸素を送ってあげることができた 11)

・自由に動いたり、自由な姿勢で出産できた 11)

・主人を分娩台の代わりにして協力してもらい、分娩できた 11)

分娩進行時の知覚 産道の知覚

産痛に対する思い

・赤ちゃんがおりてくる感覚が分かった 11, 15)

・Sサイズの卵大から体がでるまで何回もしっかり降りてくる様子を味わえた 11)

・会陰が広がれば広がるほど気持ちよかった 15)

・赤ちゃんの頭が出るのがわかり、身体もゆっくりと温かいものがでるのを実感でき
た 11)

・助産師の指示通り、お風呂につかると痛みが楽になった 11)

会陰裂傷がない 会陰切開をしないお産

会陰裂傷がないお産

・会陰切開をしなかった 11, 14, 16)

・会陰が裂けなかった 11, 14, 16)

家族とともに出産 家族と共有できた出産時間

夫からのサポート

・家族で一緒に出産を体験できた 11, 14, 15)

・厳しくも一生懸命励ましてくれた母と一緒に出産できた 11)

・お兄ちゃんもずっとそばで応援してくれて、お茶を飲ませて手をつないでいてくれた
11)

・上の子も立ち会って、励ましてくれたり、弟の誕生をとても喜んでくれた 14)

・家族がへその緒を切る体験ができた 11)

・夫の手を握らせてもらった 11)

・夫が、つらい時に優しく励ましてくれて、一緒に出産できた 11)

・夫の支えがあったから乗り越えられた 11)

助産師の関わり 継続した産痛緩和

向き合って寄り添う

的確なアドバイス

あるがままの自分を受容

・痛みの間、助産師さんがずっとさすっていて、いきみの時は腰のツボ押しをしてくれ
た 11)

・助産師がずっとなでてくれる助産師の手が上手で痛みまで吸い取ってくれる気が
した 15)

・”いっぱい声だしていいのよ””わがまま言っていいのよ”と優しい言葉で励ましてく
れた 15)

・なるべく自然に人間が本来持っている力を引き出してもらうことができた 14)

・助産師が私の出産に対してこんなに真剣に向き合ってくれていると実感できた 11)

・フーウンと一緒になって教えてくれる。”産むのは私だけど1人じゃないんだ”と心強
かった 15)

・出産中、助産師がずっと付き添ってくれた 15)

・よく知っている助産師さんに取り上げてもらった15)

・フーウンと一緒になって教えてくれる15)
・「痛みが来たらこうしてね」とか、指導が具体的でわかりやすかった 11)

・陣痛が強くなってきた時に、子宮口を柔らかくできるよう、いろいろご指導いただい
た 11)

・助産師がどんな自分でも受け入れてくれてるという安心感を感じながら出産できた
15)

 表2．　満足な出産に影響をおよぼした妊娠期の経験

表3．　満足な出産に影響をおよぼした分娩期の経験
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すべてのカテゴリー【自分の力で産む】, 【分娩

進行時の知覚】, 【会陰裂傷がない】, 【家族と

ともに出産】【助産師の関わり】に肯定的に導か

れていた . 妊産婦の出産満足度を高めるプロセ

スモデルを図 1. に示す . 

 

 

図 1．妊産婦の出産満足度を高めるプロセスモデル 

 

3．ベナー理論によるストレス対処 18)  

ストレス対処について , ベナーは以下のよう

に述べる。  

 

ストレス体験は , 人が状況を己れにとっ

ての意味という観点から〔直接的に〕把握

する際 , そうした意味として試練や喪失 , 

脅威や危害を感知することから生じる . 

よって , 何らかの方策を講じればいつで

も回避できる状態 , 「取り除く＝治すべき」

状態などとは考えず , 人間が世界の内で

何かを大事に思いながら生きていくこと

の必然的帰結である . 人間には自分自身

の歴史から離脱できるような途などあり

得ず , 人間は自分の経験を形つくってい

くとともに , 自分の経験によって形づく

られていくものである . つまり , ある人

にとって何がストレスと映り , どういう

対処が自分に可能と思われるかは , その

人の気づかいによるものである .  

 

ベナーは , ストレス対処をする人間の中心概

念を「気づかい」とし , 人が何らかの出来事や他

者 , 計画 , 物事を大事に思うこと , 巻き込まれ

て関与していることを第一義的なものとしてい

る。この「気づかい」には , 身体に根差した知性 , 

背景的意味 , 関心 , 状況 , 時間性の 5 つの下位概

念がある。これらの「気づかい」の概念をもっ

て、ベナーはハイデガーの人間存在の思想を援

用し、以下のように説明している . 

 

人間とは己れを解釈し、人生を生きて

いく中で次第に自らのあり方を定義し , 

己れの世界内存在様式について非反省的

な態度をもち , 意味を帯びた状況の内に

常に投げ込まれ , 意味をつかむ存在であ

る . この「気づかい」の功績によって , 人

は体験と行為の可能性を作り出し , 何か・

誰かとの結びつき , 実践していくことが

可能となり , 状況に結びつけられた中で

過去の経験と先取りされた未来によって , 

自分のそれまでの経験に対して自ら解釈

して生きていけるようになるというもの

である . 

 

文献検討から導かれた満足度が高い出産を経

験した妊婦の文脈とベナーの「気づかい」およ

びその下位概念とを照合する . 文脈に相応する

「気づかい」の下位概念を (  )で示す . 

その過程において , 妊婦はまず助産師から自

分が大事にされるという「気づかい」を受けた . 

そして , 妊婦が自分自身の妊娠を大事に思う自

妊産婦の経験
妊産婦が

助産師から受けたケア

　  「主体的意識や自己管理を
　 　促す指導」

    「それぞれの妊婦にあった
     ていねいな妊婦健診」

　・ 気楽だと思える場の提供

　「自分らしい出産へのイメージ」 　・ 時間をかけて丁寧にかかわる

　・ 不安や不確かさを取り除くケア

　　　【出産へ向けたからだづくり】　　【出産に対する思い】

   　　「からだの自己管理」　　        「母親になる自覚の芽生え」　　

  　　 「規則正しい生活習慣」　　　　

                           【自分の力で産む】

　　　　　　　　　　　　  　　・呼吸法ができる

　　　　　　　　　　　　 　　・自由な姿勢で産む 　　　「継続した産痛緩和」

　　　　　　　　　　　　　 　・分娩進行時の知覚 　　　「向き合って寄り添う」

　　　　　　　　　　　　　  　・会陰裂傷がない 　　　「的確なアドバイス」

　　　「あるがままの自分を受容」

　図１． 妊産婦の出産満足度を高めるプロセスモデル

     自分の置かれた状況に適応できたと評価（満足）
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己への「気づかい」へと至った . 自己への「気づ

かい」を始めた妊婦は , 「自分らしい出産へのイ

メージ」をし始め (関心), 「からだの自己管理」

および「規則正しい生活習慣」といった行動化

と「母親になる自覚の芽生え」の心理変容が生

起され (背景的意味 ), 自身の妊娠生活を具体的

に意識し始めた . そして , その人らしい心身の

自己管理方法および母親像に基づき , 日常化し

た . 妊婦は , そういった妊娠期間のうちで (状

況), 「自分らしい出産」へ向けたまなざしをも

つ未来へ投企した(時間性)存在であった .  

次に , 産婦は ,「自分の力で産む」ことに意識

を向け(関心), 「呼吸法」を実施(身体に根ざした

知性)した .「自由な姿勢」で主体的に陣痛と向き

合いつつ「分娩進行を知覚」(関心)し , 自分の出

産に取り組んだ (時間性 ). こういった経験の後 , 

自分の置かれた状況に適応できたと自覚したと

き , 満足という思いをもった .  

 

4．妊産婦のストレス対処に関わる助産師の技能  

妊産婦のストレス対処に関わる助産師の技能

について , ベナーの引用を用い , 用語を「患者」

を「妊産婦」へ , 「病気」を「出産」へ , 「看護

師」を「助産師」へと読みかえた箇所を下線で

示した . 

 

助産師が妊産婦の出産というストレスに

対処していくのを手助けする営みについ

て , 助産師の「助産師としての関心」こそ

が , その人をまさに助産師にする . 第一

に , 助産師が , 妊産婦の出来事や妊産婦

を取り巻く他者 , 計画 , 物事を大事に思

うということ , 巻き込まれて関与するこ

とによって , 妊産婦との信頼を作り出す

ことができる . 第二に , 助産師が , 妊産婦

とその生活にとって出産がいかなる意味

をもっているかを理解すること自体が妊

産婦の癒しの一形態になる . そうした理

解の支えによって , 妊産婦は出産に伴う

疎外感・自己理解の喪失感・社会的一体感

の喪失を克服できる . 第三に , 助産師が , 

妊産婦に寄り添う時 , 妊産婦はそれを「気

づかい」と受けとめ , 助産師と自分の波長

が合っていること , 助産師が自分のこと

をかけがえのない人格として意識してく

れていることをそこに感じとり , 妊産婦

は安らぎを覚える . 助産師が妊産婦に寄

り添うことを , 人を気づかい世話をする

営みとしての看護の基礎として位置づけ

る .  

 

文献検討から導かれた満足度が高い出産を経

験した妊産婦は , その過程において , 助産師か

ら , 妊婦が気楽と思える場を提供され , 時間を

かけ丁寧に関わってもらっていた . また , 不安

や不確かさを取りのぞく関わりを経験していた . 

これらはベナーのケアリング理論の信頼関係の

構築に関係する . また , 妊娠期に「主体的意識や

自己管理を促す指導」や「それぞれの妊婦にあ

ったていねいな妊婦健診」を受けることは , ベ

ナーのいう , 妊婦が安らぎと癒しを提供された

ということになる . 分娩期では , 助産師は , 思

い描く自分らしい出産ができるように継続した

助産技術を提供する存在者として産婦に関わる

ことにより , 信頼関係のもとで癒しを生み出す

ことができた . また , 継続した助産技術の提供

は産婦に安らぎを与えていた .  

 

Ⅴ．考察  

1．変わりゆく「気づかい」の経験  

満足度が高い出産を経験した妊婦は , その過

程において , まず助産師から自分が大事にされ

るという「気づかい」を受けた . そして , 妊婦が

自分自身の妊娠を大事に思う自己への「気づか

い」へと至る心理的変容があった . 助産師から

受けた「気づかい」を出発点に自分自身に意識

を向けて取り組む行為が成立していた . これは , 

妊婦と助産師の関わりの場面における相互作用

の中で「気づかい」の在りようが変化し , 助産師

から妊婦へ向けた「気づかい」という行為に妊

婦が触発された成果だと考える .  

自己への「気づかい」を始めた妊婦は , 「自分

らしい出産へのイメージ」をし始めた . 「からだ

の自己管理」および「規則正しい生活習慣」と

いった行動化と「母親になる自覚の芽生え」が

生起した結果 , この妊娠や出産を自分のものと
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して認識し , 「自分らしい出産」へまなざしを向

けた . また , 分娩期は「自分の力で産む」ことに

意識を向け , 主体的に自分の出産に取り組んだ . 

これは , 妊産婦の「妊娠する身体」や「出産する

身体」を巡り , 自分の人生をいかように過ごす

かを自己決定し , その決定した内容を自分で管

理する行為へと変質する様であったと考える . 

この自己決定に基づく自己管理こそが , まさに

ベナーのいうストレス対処法だといえよう . そ

して , こういった経験が , 満足度の高い出産体

験として印象に残るということが示唆された . 

2．出産満足度を高める助産師のあり方  

文献検討の結果から , 助産師は , 妊産婦が自

分自身を大事に思い , 主体的意識を持ち自己決

定や自己管理ができるように支え , 自分の力で

産めるような助産技術を提供し , 継続的に関わ

る存在者であることが求められる . このような

環境のもとで妊産婦が目標を達成した時 , 自分

の出産に満足感をもつことが示唆された .  

ベナーの理論は , 患者が病気というストレス

に対処することを手助けする営みにおける看護

師の「気づかい」がいかなる助けとなっている

かという命題に基づいて探求することを目的と

している . 本稿では , ベナーの理論に則り , 妊

産婦を対象に出産というストレス対処について , 

妊娠期から分娩期をその範囲として考察した . 

ベナーの「気づかい」の内容は , 「エビデンスに

基づくガイドライン－妊娠期・分娩期 2016」1)

に掲げられているケアの特徴である , ①女性の

文化的多様性や女性の体験や価値 , 希望やニー

ズを尊重すること , ②女性が受けるケアを自ら

選択できるように情報提供を行うこと , ③女性

の意思決定を促し , その決定を尊重することや

女性のもっている力や能力に目を向けること , 

④不必要な医療介入を行わないことに当てはま

る . また , 女性を全体論的存在として捉え , 対

等 , 信頼 , 配慮を特徴とした平等な関係性の中

で女性のニーズに応える , ということをも包含

していると思われる . よって , 本稿の文献検討

により , ベナーの「気づかい」を中心とした看護

ケア実践は , クリティカルな看護場面だけでな

く , 出産満足度を高めるケアとしても有用であ

り , 正常な経過をたどる妊産婦にも活用できる

ことが推測された .  

また , ベナーの言をなぞらえれば , 妊産婦と

いう存在は , 自分自身の生から離脱できる途な

どあり得ず , 出産というライフイベントにかか

るストレスを「取り除く」のではなく , どのよう

に自身として「切り抜け」うるかというもので

ある . ベナーのいう看護実践における助産師の

態度に則ると , 助産師には妊産婦を文脈におい

て理解する能力とプロネーシス (実践知 )が要求

される . それらについて , ベナーはその著書で

多くの事例を提示しているが , 文化や価値観が

異なれば , 必ずしも日本の妊産婦や助産師に適

合できるかはわからない . 菊地 8)がいう , 看護

管理として , 対象者の満足度がどのような要因

に影響されるかを理解し , できるだけニーズに

対応できる環境を整備していくことを役割とし

て担うことは助産ケアにおける質の向上に寄与

するものである . よって , 了解可能な経験が記

述された研究の積み重ねが必要である .  

 

Ⅵ．研究の限界と今後の課題  

今回対象とした文献は , 妊娠から出産後まで

同じ助産師が継続して関わる助産院で出産した

妊産婦が対象であった . 分娩施設の集約化や分

娩を取りやめる施設が増加する昨今の社会的事

情では , 本稿の結果を実現するのは困難である . 

今後 , 我々が目を向けるのは , 妊婦健診と分娩

施設が異なる経験をもつ妊産婦 , あるいは , ハ

イリスク妊婦を対象とした出産満足度の向上へ

働きかける助産師の関わりの示唆を得ることで

ある .  

 

Ⅶ．結語  

満足度が高い出産を経験した妊婦は , まず助

産師から自分が大事にされるという「気づかい」

を受けた . その後 , 妊婦が自分の出産を主体的

にイメージし始め , 自分の妊娠と出産を大事に

思う「気づかい」へと至る心理的および行動的

変容がみられた .  

助産師は , 妊産婦が自分自身を大事に思い , 

主体的意識を持ち自己決定や自己管理できるよ

うに支え , 自分の力で産めるような助産技術を

提供し , 継続して助産技術を提供する存在者で
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あることが求められる . このような環境のもと

で妊産婦が出産への目標を達成した時 , 自分の

出産に満足感をもつことが示唆された . 

文献検討から得られたケア内容は , ベナー理

論の「気づかい」を中心概念したケアリングの

実践に当てはまり , ベナーの理論は出産満足度

を高めるケアとしても有用であることが示され

た . また , 助産師の職能が達成されていること

が証明された . 

 

本研究は , 第 38 回日本看護科学学会学術集会

にて一部を発表した .  

本論文内容に関連する利益相反事項はない .   
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仙台赤門短期大学 看護学科 

 

要 旨 

仙台赤門短期大学看護学科は平成 30 年 4 月に開学し、同年 10 月から保健医療の相談支援活動の一端

として「赤門まちかど保健室」を開設した。仙台市中心部の商業・オフィス街にある鍼灸柔整専門学校附

属鍼灸治療所の待合室を借り、短期大学の看護教員 2 名ずつが交替で担当した。1 年間で 30 回開室し、

相談活動と健康講座を行った。来室者は延べ 184人、男女比は約半々であった。治療所を訪れた患者が、

待ち時間や治療後に立ち寄る形での来訪者が多かった。年齢は 60代以上が 72%を占めた。個別相談は 60

件以上に上り、「自分や友人の病気」、「家族の介護」の相談が多かった。30回開室のうち、健康講座は 6

回開催し、参加者は延べ 123 人で、講師は短期大学看護教員と鍼灸柔整専門学校教員が務め、介護予防や

東洋医学にかかわる内容とした。講座への参加者は治療所通院や友人の誘い、公共施設に置いたチラシが

きっかけで参加していた。来訪者の多くが高齢者であったことから、より幅広い世代への保健室の周知

が、今後の課題である。 

キーワード：暮らしの保健室、看護系大学教員、コミュニティ、相談支援、東洋医学、 

 

 

Abstract 

Akamon College of Sendai School of Nursing was instituted in April 2018. In October 2018, we, the faculties, opened 

a school’s branch, Akamon Machikado-Hokenshitsu. Hokenshitsu aimed to consult people and deliver lectures on 

health-related problems as a school’s social activity. At Hokenshitsu, we used a waiting room in an acupuncture and 

moxibustion clinic, which was located in a commercial and office district in Sendai city. Two faculty members in the 

nursing school managed one term of Hokenshitsu’s activities. In 1 year, Hokenshitsu was opened for 30 times. A total 

of 184 persons (nearly equal males and females; aged >60 years, 72%), most of whom were patients attending the 

clinic, participated in Hokenshitsu’s activities. Of 184 persons, 60 used Hokenshitsu as individual consultation, and 

the content of consultation was primarily related to illness, either their or their family member, and the care of their 

family. Six rounds of lectures focusing on care prevention, and oriental medicine was prescribed to 124 people by 

the faculty in nursing and acupuncture/moxibustion clinic. Perhaps, this study could expand the activities of 

Hokenshitsu the younger and senior generations.  

Keywords:Kurashi-no-Hokenshitsu,nursing faculty,community,consultation support,Oriental medicine 
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Ⅰ．緒言(背景) 

我が国は急速な高齢化により介護保険給付は

10 兆円を超え(平成 26 年)、介護保険料は月額で

全国平均 5,514 円(第 6 期平成 27～29 年)と介護保

険制度創設時(第 1 期平成 12～14 年)の全国平均

2,911 円から増加の一途をたどっている。一方、合

計特殊出生率は、過去最低である 1.26(平成 17 年)

から若干回復し 1.43(平成 30 年)であるが、第 2 次

ベビーブーム期の 2.1 台には及ばず、人口減少も

深刻である。 

これらの対策として、地域包括ケアシステム構

築による自助、互助、共助、公助のまちづくりが

必要とされている。 

なかでも、生活習慣病予防のために、検診率の

向上、食生活と運動、禁煙など予防活動と健康リ

テラシーの向上が重要課題とされている。看護へ

の期待としては、健康リテラシーの向上支援があ

り、軽度な体調不良を看護ケアによって軽減でき、

健康不安を看護相談によって早期に解決するこ

とで生活習慣病予防につなげることができる。  

また、地域包括ケアシステム構築において、予

防医療や緩和医療として東洋医学が注目されて

いる。東洋医学には、西洋医学の予防と同じ意味

を持つ「養生」が広く浸透しており、これは「命

を正しく養うこと」を指す。「養生」は病気のケア

だけでなく、食習慣や生活習慣、考え方や立ち振

る舞い、病気への気づきなど、正しく命を養うた

めの様々な要素が含まれている 1)。このため東洋

医学による予防医療の普及は、地域包括ケアシス

テム構築の推進につながる。 

一方、大学教育は、平成 18 年に教育基本法が改

正され，社会に研究成果や人材を役立てる「社会

貢献」も大学の使命であることが明文化されてい

る。教育や研究それ自体が長期的に見れば社会貢

献活動であるが、より直接的な社会貢献の役割を

大学の「第 3 の使命」として捉える時代となって

いる。 

大学が地域に開かれた住民向けの保健室のよ

うな場所を作り、看護系大学教員が看護の専門性

を生かした保健医療の相談支援活動を行うこと

で、健康リテラシーの向上や介護予防、重度化予

防と家族支援等幅広く社会貢献できる。 

筆者の所属する大学は、平成 30 年 4 月に開学

し、姉妹校に鍼灸柔整専門学校がある。看護と東

洋医学が緩和ケア、予防的ケアなど親和性が高い

ことから、看護学と東洋医学の融和を目指してい

る。保健室活動に、鍼灸柔整専門学校教員の協力

を得ることで、東洋医学と看護学の 2 つの視点か

ら、予防活動と健康リテラシーの啓発活動を行う

ことができると考える。 

平成 30 年 10 月から、筆者らは保健医療の相談

支援活動として「赤門まちかど保健室」(以下、保

健室とする)を開設した(図 1)。本稿では相談およ

び健康講座、地域連携活動について、1 年間の活

動状況を報告する。 

 

Ⅱ．方法 

1 年間の活動は、相談と健康講座を行う保健室

の運営と地域連携である。調査方法は、平成 30 年

10 月開設時から令和元年 9 月までの 1 年間の来室

者数や相談対応を記録した日誌、受付票および健

康講座アンケートから、活動と来室者の概要をま

とめた。 

保健室の運営方法は、週 1 回火曜日に開室し、

令和元年度からは月 3 回金曜日に開室した。開室

時間は 10 時から 17 時とした。場所は鍼灸柔整専

門学校附属治療所(以下、治療所とする)の待合室の

一角を借用した。治療所のある地域は、大型百貨

店、商店街、飲食街、総合病院などが多数ある東北

随一の商業・オフィス街であり、日中の人通りも

多い。保健室運営は、大学内の地域貢献プロジェ

クトチームが担当し、看護教員 17 名のチームから、

2 名ずつが交替で相談活動を実施した。 

 

Ⅲ．倫理的配慮 

実践報告であるため倫理委員会での審査は受け

ないが、保健室内の掲示板に、活動の目的と意義、

 
図 1 赤門まちかど保健室 
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相談活動と健康講座に関する実績について、匿名

性を保持した上で学会等で発表すること、質問や

異議がある場合の問い合わせ先を明記し掲示した。

また、仙台赤門短期大学のホームページにも同様

の内容を明示した。 

健康講座の際は、その都度、肖像権についてホ

ームページ掲載と学会等に発表することの確認を

行い、参加者の同意を得て写真撮影を行った。こ

れについて、これまで問い合わせや異議の申し出

はない。 

 

Ⅳ．結果 

1．活動の概要 

(1)相談活動 

開設から 1 年間で 30 回、保健室を開室した。来

室者は延べ 184 人、1 回あたり平均 6 人で、男女

比は約半々であった。平成 30 年 10 月～平成 31 年

3 月(以後、前半とする)は男性来室者が多かったが、

平成 31 年 4 月～令和元年 9 月(以後、後半とする)

は女性が多かった(表 1)。来室者のほぼ全員が治療

所を訪れた方で、待ち時間や治療後に立ち寄り雑

談する形であった。 

年齢は 60 代と 70 代がそれぞれ 30％近くを占

め、60 代以上の合計が 72％以上を占めた。50 代は

11％、40 代以下は 17％であった。職業は、把握で

きた 120 人中では、無職が 41％、会社員 25％、主

婦 12％であった。保健室を何で知ったかについて

は、把握できた 149 人中、治療所が 106 人(71%)で

あり、大学・専門学校関係者 20 人(14%)、知人・

友人 11 人(7%)、ポスター・チラシ 8 人(5%)であっ

た。個別相談の申し込みは 42 件であったが、雑談

の中で質問に答える形が多くみられ、相談件数の

実数は 60 件以上にのぼった。内容は「自分や友人

の病気」、「家族の介護」が多くそれぞれ約 20 件、

その他「薬の飲み方や副作用」、「検査結果の見方」

等で、鍼灸の施術に関する質問もあった。鍼灸に

ついての質問は、鍼灸柔整専門学校教員に対応し

てもらった。 

開室当初は待合室で治療を待つ方にたいして、

大学名や保健室のピーアール活動を行ない、治療

の帰りに立ち寄ってほしいと声をかけた。前半の

半年間は男性が多かったが、後半は男性の来室者

は少なかった。これは、治療所に来た際に、興味本

位で保健室に立ち寄った男性が多く、再来室が少

なかったためと考えられる。一方女性は、来室者

数が常に一定であった。開室半年後には、保健室

の開室日を覚えていて治療に関係なく来室する方

や、保健室の開室曜日に合わせて治療所の予約を

とっているという方もいた。さらに、友人を保健

室に紹介してくれた方もいた。 

 

 

 

(2)健康講座 

治療所通院時に毎回保健室に立ち寄る男性 (70

代)との雑談の中で、数年前に仙台市に転入、独居

で友人がいないことや、クリスマスを何年もして

いないという話を聞いた。また別の男性(70 代)か

ら、「治療所に来ても他の人と話すことがなかった

が、保健室ができてから挨拶するようになった」

との声を聞いた。このことをきっかけに地域貢献

プロジェクトチームで検討し、保健室には相談ニ

ーズだけではなく、仲間づくりのニーズがあるの

ではないかと考え、平成 30 年 12 月に健康講座を

兼ねたクリスマス会を実施した。募集方法は治療

所内にポスター掲示し、保健室来室者にチラシ配

布した。また、保健室に複数回来室している方に

声をかけ、健康講座のボランティアを依頼した。  

当日の参加者は 24 名で、内訳は市民 8 人(治療

所に通院中の 4 人を含む)、子ども 2 人、ボランテ

ィア 4 人、学生ボランティア 5 人、鍼灸柔整専門

学校教員 1 人、大学看護学科教員 4 人であった。

内容は、フットケア講話、ロコモ予防軽体操、ゲー

ム、歌、おしゃべりで計 2 時間実施した。アンケ

ート結果では、クリスマス会全体の満足度は 80％

で、内容別では、フットケア講話が大満足 84％と

最も高評価であった。 

このことから、健康情報に関するニーズが高い

と考え、後半から、月 1 回のペースで健康講座を

  

 表 1 保健室来室者数 
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開催することにした。1 年間で計 6 回開催し、参加

者は延べ 123 人であった(表 2)。講師は大学看護学

科教員および鍼灸柔整専門学校教員が務め、薬の

管理、紫外線対策、灸養生、呼吸法など教員の専門

性を活かしたテーマで、生活に活用できる内容と

した。 

参加者は大半が高齢者であったが、20 代など若

年層の参加もみられた。参加のきっかけは、治療

所通院や友人の誘いが大半であったが、市民セン

ターに置いたチラシによる初参加者が、毎回 1 名

程度あった。 

東洋医学の健康講座では、「夏バテ予防の灸養生」

講座をおこない、参加者全員お灸の経験がなく、

「もぐさを初めて見た」、「市販品を使って自分で

も出来るとわかった」等、好評であった(図 2)。こ

の鍼灸柔整専門学校教員による講座をきっかけに、

予防医療としての東洋医学治療に関心をもち、治

療所の受診につながった方もいた。 

 

 

 

 

 

(3)地域連携活動 

平成 31 年 4 月に、地域情報を収集するため保健

室所在地の担当地域包括支援センター(以下、包括

センターとする)職員と地域貢献プロジェクトチ

ームで情報交換を行った。この地域の特徴として、

①店舗の上層階に住んでいる高齢者が多い②高層

マンションが多く単身世帯や高齢世帯が多い③通

院困難な医療依存度の高い人の転入が増加してい

る④オフィスビルが多く、住民が気軽に集まれる

公的な場所が少ない等の特徴について説明を受け

た。これらの情報から、保健室が気軽な相談場所

と、仲間づくりや居場所としてのニーズがあるこ

とがわかった。包括センターは介護予防の自主活

動グループの育成に取り組んでおり、健康講座の

紹介協力をしてくれた。1 年間で、包括センターか

らの紹介による健康講座への参加者は 2 人で、保

健室から専門相談として包括センターに紹介した

事例 1 件あり、連携活動が行われた。 

2．相談事例 

 保健室では 1 年間に 60 件以上の相談があった。

その中から保健室での雑談での相談や連携事例等

の 5 事例を紹介する。 

(1)雑談における傾聴活動 

 A さん(40 代)女性。治療所通院している方で、

治療後に保健室に立ち寄り、雑談の中で相談を受

けた。胃もたれ、食欲がなく、5 か月で体重が 6 ㎏

減少したが、複数の病院で検査をうけてもどこも

悪くないといわれ。更年期かもしれないと思うが

不安だとのことだった。看護教員は、どのような

検査を受けたのか、他に症状はないかを丁寧に聞

きとった上で、体力低下しており疲労しやすいと

の訴えに対して、濃厚栄養剤の提案などを行った。

A さんは、病院等の相談窓口に相談するのは敷居

が高く、診断名がつかないことで不安を抱えてい

たという。看護教員に話をしたことで気持ちが楽

になったと話し、帰宅された。 

(2)鍼灸柔整専門学校教員への橋渡し 

B さん(70 代)女性。治療院に長く通院されてい

る方で、鍼灸治療後の生活上の注意について雑談

中に相談を受けた。治療後の清潔の保持、入浴の

可否等を鍼灸師に聞いたが忘れてしまい、恥ずか

しくて再度は質問できずにいたとのことであった。

鍼灸柔整専門学校教員を紹介すると、その他の疑

問も質問され、「鍼灸の先生と話すきっかけを作っ

てもらって助かった。」と話していた。 

(3)介護サービスの情報提供 

 

表 2 健康講座テーマと参加人数 

図 2 健康講座 
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C さん(50 代)男性。C さんは、仙台市内在住で治

療所に通院している方である。治療所の帰りに保

健室に立ち寄った際に、相談の申し出があった。

関西にいる 80 代の母親についての相談を受けた。

母親は骨粗しょう症で腰痛が悪化し入院中である。

亡くなったはずの「夫が病室に現れる」と母親が

話すため、認知症になったのではないか、退院後

は母を引き取るべきか悩んでいるとのことだった。

看護教員は、環境変化による妄想の可能性も説明

し、退院後の住まいについては、母親の意思確認

等、本人の選択と心がまえや、介護支援専門員等

に相談可能であることを情報提供した。 

C さんは、認知症の初期症状や今後の支援方法

等、気軽に相談できて大変助かったと話していた。

数か月後、関西の老人ホームに入所したとの報告

を受けた。 

(4)健康講座から個別相談、治療院への継続支援  

D さん(20 代)女性。市民センターで健康講座の

チラシを見て「こころとからだのバランスを整え

よう～呼吸法で身体も心も軽くしませんか～」と

いうテーマが気になり参加したとのことだった。

講座後、講師を担当した精神看護領域の教員への

個別相談を希望した。相談後、「自分が今やるべき

ことがわかりすっきりした」と話していた。D さ

んは、これ以後、時々健康講座に参加し、東洋医療

に関心があるとのことで治療所にも訪れている。  

(5)看護教員、鍼灸師、包括センターの連携 

E さん(70 代)女性。E さんは、治療所に 2 年前か

ら定期的に通院していたが、健康講座参加をきっ

かけに治療前に保健室に立ち寄るようになり、看

護教員と雑談を重ねていた。話題は、自分の体調

や親族の話等であった。E さんが月に 2 回保健室

を訪れる中で、独居であり、1 つの症状で病院を複

数受診していることがわかった。看護教員は、物

忘れや被害妄想があると推察し、治療所の鍼灸師

と情報共有したところ、鍼灸師も物忘れが進行し

ていると考えていた。看護教員が E さんの了解を

得て包括センターに連絡したところ、要支援 1 の

介護認定を取得しているが、包括センターが介入

できずにいた方であったことが判明した。E さん

に対して、看護教員が包括センター職員を紹介し、

包括センターによる支援開始。その後、複数の病

院から多量に薬を処方されていたことが明らかに

なり、鍼灸師と看護教員、包括センターで情報共

有しながら、保健室での傾聴活動を継続している。 

 

Ⅴ．考察 

1．相談活動について 

1 年間の活動で治療所に来院時に看護教員に挨

拶してくれる方が多くなり、保健室の存在をピー

アールできたと考える。来室者の 34%が何らかの

相談をしており、かつ雑談中の相談が多いことか

ら、気軽な相談場所として保健室ニーズがあった

と考える。 

来室者の相談内容は、医療や介護の不安、薬に

関する疑問の解決、傾聴、専門相談への橋渡しな

どであり、看護教員が対応可能な内容であった。

しかし来室者の多くは高齢者であり、相談は年齢

層を反映し、中高年の健康や介護に関するものが

多かったため、教員から専門分野ではない相談に

対応する不安も聞かれた。今後は、担当教員の配

置の組み合わせの工夫が必要である。 

また、広報の方法は、大学のホームページでの

提示の他、チラシは治療所と市民センター、包括

センターに置いてもらった。来室者のほとんどは

治療所に通院している方であり、高齢者であった

が、商店街やオフィス街には若い世代も多いこと

から、地域の幅広い世代に知っていただく広報の

工夫が課題である。 

2．健康講座について 

健康講座が好評であり、なかでも鍼灸柔整専門

学校の教員によるお灸講座など、参加者が東洋医

学に関心を持っていることがわかった。看護にお

ける介護予防と東洋医学の予防医療という 2 つの

視点で健康講座を行うことで、参加者が楽しんで

学び、健康リテラシー向上の機会となることが示

唆された。 

また、健康講座では、講義だけでなく、タオル

体操やハンドマッサージ、ハンドクリームづくり

など参加型活動もとりいれ、クリスマス会やお花

見会など、参加者同士の交流の機会も提供した。

これは、地域に集まる場所が少ないという課題解

決にも役立つものと考える。 

全国の保健室活動としては「まちの保健室」2)と

「暮らしの保健室」3)がある。久保田の報告 4)によ

れば、「まちの保健室」は全国 344 室が開催してお
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り、相談活動と血圧測定など簡単な健康チェック

を中心に月 1 回程度、イベントへの出店等で活動

している。一方「暮らしの保健室」は、訪問看護

師の秋山氏が開設したもので、23 都道府県 46 室

で活動しており、相談活動の他に、サロンや体操

など地域住民の交流の場の提供を行っている。  

筆者らが実施する「赤門まちかど保健室」は、

健康リテラシーの向上や緩和ケア、介護予防、重

度化予防と家族支援に貢献することを目的とし

ており、拠点を持ち健康講座も開講していること

から、「暮らしの保健室」に近い活動といえよう。

「暮らしの保健室」は、看護師だけではなく医療

保健福祉の複数の専門職が協力して相談活動を

おこなっている。赤門まちかど保健室においても、

鍼灸柔整専門学校教員との一層の協力により、幅

広い活動ができるものと考える。 

さらに健康講座では、学生ボランティアが参加

し、ゲームや歌、掌への手技を実施したが、参加

者から、学生とのふれあいが楽しいと好評であり、

学生からも、地域の方との交流は初めてで、継続

して参加したいとの声が聞かれた。保健室活動参

加による看護学生の教育効果も報告されており 5)、

学生が、地域で暮らす人々とふれあい、生活者の

健康問題を知る機会となると考えられるため、学

習フィールドとしての保健室活用も今後検討し

ていきたい。 

3．地域連携活動について 

包括センターにつないだ事例を通して地域連

携を体験した。「赤門まちかど保健室」は看護系大

学が設置した保健室であり、介入支援までは難し

いことから、包括センターとの連携を密にしてい

くことで、地域の課題解決の一助となる可能性が

示された。 

 

Ⅵ．結語 

看護教員が実施する保健室活動は、健康相談と

健康講座の開催を行い、開室からの 1 年間で、気

軽な相談場所として治療所の来院者を中心に認

知された。また、健康講座では東洋医学における

予防医療ニーズについて示唆を得た。幅広い年齢

層へ周知する広報活動が課題である。 
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要 旨 

医療系教育機関に勤める教職員がどのようなストレスを抱えているか着目した。アンケート調査を行っ

てストレッサーを調べる。『五臓スコア』を使用して教職員を分類する。ストレスの内容と五臓スコアを

比較して関連性を導き出すことによって、今後の治療に活かす事を目的とする。教職員を対象に『ストレ

ス調査票』を使用し、ストレス度を測り調査を行う。次に「改訂版:五臓スコア®︎(FVC)」を使用し、「五臓」

に分類しストレス簡易調査票の項目と比較し関連性を考察する。ストレスの原因で最も多かったのが「心

理的な仕事の不安(量)」であり、55%の人が該当した。五臓の分類では「肝」が最も多かった。ストレス

反応では「首筋や肩がこる」と答えた人が多かった。古典には「肝は筋を生ず」とあり、肝は血によって

筋や筋膜を栄養している。これが正常に行われない為に首筋や肩が凝り「肝」が多く見られたと考えられ

る。 

キーワード:教職員、ストレス、五臓 

 

Abstract 

This study focused on the stress of faculty staff and teachers working in medical educational institutions; the survey 

conducted to measure their stressors is categorized by the Five Viscera Score (FVS). Primarily, this study aims to 

provide a better therapy basis to compare the contents of mental stress using the FVS score. First, we investigated the 

stress level of staff and teachers in the educational institutions using the Brief Job Stress Questionnaires (BJSQ), which 

is designed by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare. Then, we classified the contents of stress using 

the oriental medical scientific five categories based on the FVS1). Next, the relevance of the comparison with the BJSO 

contents was considered. Overall, we asked 89 people to complete the questionnaire, of which 48% responded (32 

males and 16 females) answered. Based on the BJSQ, the leading stressor was work anxiety (55% of responses). In the 

FVS, the scores for each category were as follows: liver (n = 15); heart (n = 13); spleen (n = 9); lung (n = 3); and 

kidneys (n = 5). The major category was the liver. We identified major stressors as work-related psychological anxiety, 

and commonly related physical symptoms were stiff neck and shoulders. Oriental medicine2) has a tradition that the 

liver belongs to the muscle group of viscera and nourishes muscles, as well as the fascia, through the blood. This study 

demonstrates that the neck and shoulders become stiff, and the liver is a major factor in response to stress.  

Keywords:staff and teachers,stress,five organs
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Ⅰ．背景  

ストレス社会と呼ばれる現代を生きる日本

人は、数々のストレスに囲まれて生活をしてい

る。ストレッサーは『物理的ストレッサー』、『化

学的ストレッサー』、『心理・社会的ストレッサ

ー』の 3 つに分類される。中でも仕事や職業生

活に関する強い不安、悩み、ストレスに悩む人

は多い 1)。公立学校教職員の人事行政状況調査

が実施され、精神疾患による病気休職者数が

5,077 人で前年度から 186 人増加したことが報

告されている 2)。近頃は教員同士のイジメが問

題になっているが、被害者の教員は休職をして

しまう程、追い込まれている。これは対人関係

によるストレスを多く抱えたからではないか

と考えた。  

以上の事から私が通っている医療系専門学

校の教職員が、どのような職場でのストレスを

抱えているのか着目した。教職員が抱えるスト

レッサーを、アンケート調査をもとに分類し、

解剖学的臓器とは概念が異なる 5 つの東洋医学

的臓の「肝・心・脾・肺・腎」を『五臓スコア』

を使用して分類する。ストレスの内容と五臓ス

コアを比較して関連性を導き出すことによっ

て、今後の治療に活かすことを目的とする。  

 

Ⅱ．用語の説明  

1．五臓について  

 東洋医学では、外部に表現された人体の形象

や現象が、五臓を中心とした体内の生理・病理

を反映していると考える。臨床において、病気

の症状や身体状況を詳細に観察し、疾病の診

断・治療を行う為に必要な理論である。「五臓」

は「肝・心・脾・肺・腎」に分類され、それぞ

れに異なった整理機能を持つとされている 3)。 

2．心身症による症状  

 ストレス反応が改善されずに慢性化してい

くと、メンタルヘルス面での疾患だけでなく、

身体面での疾患に至ることがある 4)、これを心

身症という。  

心身症とは『身体疾患の中で、その発症や経

過に心理社会的因子が密接に関与し、器質的な

いし機能的障害が認められる病態をいう。ただ

し、神経症やうつ病など、他の精神障害に伴う

身体症状は除外する』と定義されている 5)。症

状は表 1 に示している。  

 

表 1 ストレス関連疾患【心身症】 4) 

呼吸器系  気管支喘息、過換気症候群  

循環器系  本態性高血圧、冠動脈疾患  

(狭心症、心筋梗塞 ) 

消化器系  胃・十二指腸潰瘍、過敏性腸症

候群、潰瘍性大腸炎、心因性嘔

吐  

内分泌・代謝系  単純性肥満症、糖尿病  

神経・筋肉系  筋収縮性頭痛、痙性斜頚、書痙  

皮膚科領域  慢性蕁麻疹、アトピー性皮膚炎、 

円形脱毛症  

整形外科領域  慢性関節リウマチ、腰痛症  

泌尿・生殖器系  夜尿症、心因性インポテンツ  

眼科領域  眼精疲労、本態性眼瞼痙攣  

耳鼻咽喉領域  メニエール病  

歯科・口腔外科  

領域  

顎関節症  

 

Ⅲ．対象と調査方法  

鍼灸専門学校の教職員 (以下協力者とする )89

名を対象に 10 日間留置き法とした。アンケー

ト調査内容は『職業性ストレス簡易調査票〈57

項目〉』6)を使用して、指示に従い 4 段階評価で

教職員の「仕事のストレス要因」と「ストレス

反応」の調査を行った。なお、各項目の尺度の

点数を算出し、ストレスチェック制度実施マニ

ュアルに従い「標準化得点法」を用いる。これ

は尺度ごとの計算結果を「素点換算表」に当て

はめ、5 段階評価で点数を出す方法である。評

価点の点数が低い程、ストレスの程度が高いと

いう評価になる。  

次に『改訂版：五臓スコア®〈FVC〉』7)(以下

FVC とする)を使用し、ストレスを抱える教職

員が 5 つある内のどの東洋医学的臓に負担をか

けるのか調査する。「職業性ストレス簡易調査

票」の項目と比較し関連性を考察する。  

 

Ⅳ．倫理的配慮  

協力者は、メールアンケートによる募集を
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原則とした。メールアンケートには、プライ

バシーの保護と本研究の目的および方法、研

究期間、研究への参加は任意であること、研

究への参加に同意しなくとも不利益を被らな

いこと、研究への参加に同意したあとでもこ

れを撤回できること、アンケートの返信をも

って同意得たことを明記し、また、確認し

た。  

 

Ⅴ．結果  

 アンケート調査は 89 名へ送り、48 名(回収率

53％)より回答が得られた。内訳は、男性 32 名・

女性 16 名の率 53％であった。  

1．「五臓スコア」による分類  

次に FVC を使用して、5 つの東洋医学的臓で

ある「肝・心・脾・肺・腎」に協力者を分類し

た。方法は各臓について 3 つの質問をしており、

それぞれの質問に対し 5 段階評価をして点数を

出した。(表 2 参照) 

5 段階評価した点数を各臓ごとに足して、最

も高かった五臓に協力者を分類した。  

 

表 2「改訂版：五臓スコア®(FVC)」7) 

結果は 48 名中、肝が 15 名、心が 13 名、脾

が 9 名、肺が 3 名、腎が 5 名、不回答が 3 名と

なった。  

 

 

図 1 FVC の結果  

 

2．ストレスの結果  

『職業性ストレス簡易調査票〈57 項目〉』

の 5 段階評価のうち、「1:低い」と「2:やや低

い」をストレスの程度が高いとした。  

【ストレスの原因と考えられる因子】で、

最もストレスの程度が高かった因子は「心理

的な仕事の負担 (量)」で 55%だった。  

 

 

図 2 心理的な仕事の負担 (量) 

 

『職業性ストレス簡易調査票』では「心理的な

仕事の負担(量)」は、  

①  「非常にたくさんの仕事をしなければなら

ない」  

②  「時間内に仕事が処理しきれない」  

③  「一生懸命働かなければならない」  

の 3 つの質問で構成されている。4 段階評価の

うち「1:そうだ」と「2:まあそうだ」がストレス

ｎ＝48 

①  

②  ③  

④  
⑤  
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の程度が高い側に線引きした場合、最も多かっ

たのが①で 92%だった。  

  

 

図 3 一生懸命働かなければならない  

 

次に【ストレスによって起こる心身の反応】で

は、活気・イライラ感・疲労感・不安感・抑う

つ感・身体愁訴の 6 つのストレス反応がある。

調査の結果、最も多かったのが「身体愁訴」で

あった。中でも 4 段階評価のうち「1：ほとん

どなかった」と「2：ときどきあった」の間で線

引きをした場合、最も多かったストレス反応は

「目が疲れる」で 92%、次いで「首筋や肩がこ

る」が 81%、その次に多かったのが「腰が痛い」

で 77%だった。  

 

 

図 4 ストレス反応  

 

Ⅵ．考察  

 ストレスの原因で多かった項目である「心理

的な仕事の不安 (量)」では「労働安全衛生調査

(実態調査)」8)の結果の一番多かった項目と一致

していた為、関連が見られた。        

ストレスの原因と考えられる因子は「心理的

な仕事の負担(量)」であったことから、92%の教

職員が仕事の量が多く精神的・肉体的に負担に

なっており、量が多い事から仕事を行う時間も

長くなる教職員もいると考えた。  

ストレスの反応では「目が疲れる」と「首筋

や肩がこる」が多かったが、教員は授業の準備

を行うにあたりデスクワークによる資料の作

成や、授業で教える範囲の予習や復習を長時間

行った事により、目の疲れや首や肩がこったの

ではないか。古典には「肝は目を主る」・「肝は

筋を生ず」 9)とある。肝の精気は目にそそがれ

ており目に血が充分行きわたれば、目は栄養さ

れ物がよく見え判別することができるとあり、

肝は血によって筋や筋膜を栄養している 10)。こ

れらが正常に行われない為に目の疲れや首筋

や肩が凝ると考え、以上のことから東洋医学的

「五臓」では「肝」が最も多かったのではない

か。  

そして 3 番目に多かった「腰が痛い」だが「腎」

の腎精不足による腰膝酸軟も考えられるが、

「肝」が最も多かった事を踏まえると、肝虚に

は腎虚が含まれ腎の津液が虚して同時に肝血

が虚すから腰痛が起こる 11)とあり、以上のこと

から肝虚による腰痛と考えた。  

ストレスのアンケート調査と FVC の両方の

結果が「肝」に関連する事項が多かった為、両

者に関連性が見られた。したがって他の問診時

の情報と照らし合わせ、上記のような症状を訴

えている教職員が来院したとき「肝虚」として

治療を行うことによって症状が緩和するので

はないか。  

 

Ⅶ．結語  

今回の研究で私が通っていた医療系専門学

校の多くの教職員が、仕事を一生懸命に取り組

んでおり、目の疲労といった症状が現れている

ことがわかった。  

今回の研究ではアンケート調査のみでスト

レスについて計測を行ったが協力者はその時

の気分次第で回答を変更する事が考えられる

為、これでは妥当性が十分といえない。したが

って協力者がストレスを抱えているか「唾液ア

ミラーゼモニター」等を使用し、計測したうえ

でアンケート調査を行うことによって正確性

ｎ＝48 

①  
②  

③  
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が増すのではないか。そして教職員のストレス

反応についてもアンケートの質問事項を増や

し、職場での詳しい作業内容の情報を得る事に

よって、更に正確な結果が得られるのではない

か。以上のことを踏まえ今後の課題とし研究に

取り組むこととする。  
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要 旨 

医療機器の発達により、医療者が患者に直接触れる機会は減少傾向にある。高齢化社会による患者増

で、治療時間の短縮を望む医療者側と触れてもらいたい患者側との間には大きな隔たりが存在すると考

えられる。そこで、本研究では「手当て」にはどのような効用があるのかを文献検討を行った。 

「手当て」には、痛みの抑制や情動への働きかけが大きく、他者から触れられることにより不安感が大

きく減少することが示された。触れる速度により、患者の状態に沿った自律神経の誘導の可能性も示唆さ

れた。鍼灸治療で重視している触診に触れ方の速度の違いを加えることによって、診断がそのまま治癒効

果の一助となり得る。今後の臨床においては、触れ方の違いによる治療結果を比較検討していく必要があ

る。この研究により、古来より言われてきた触れることの重要性は、生理学的にも心理的な面においても

重要であることが示唆された。 

キーワード：手当て、手、触れる、触覚、皮膚 

 

Abstract 

Recently, medical staff is increasingly tending to reduce the chance to directly touch patients owing to the 

development of medical equipment and an increase of older patients in the aging society. Thus, a considerable 

difference exists between medical staff desiring the reduction of treatment time and most patients expecting a sense 

of relief by “touching care.” This literature review aims to investigate the efficacy of “touching care” in the 

physiological functions of “hands” and “skins.” The “touching care” was useful for the painful restraint and change 

in emotions. As the “skin” is considered “the third brain,” it suggests that the keratin layer of the skin initially interacts 

with the immune system and an endocrine system without mediating neuroreceptors under the dermis layer and the 

cerebrum. Besides, the anxiety of patients was effectively reduced by the touching of another person rather than a 

close relationship. Besides, the efficacy of “touching speed” closely correlated with the autonomic nervous system, 

along with the patients’ state. Thus, a detailed assessment of the touching effect in the acupuncture treatment is 

essential. As “touching,” called palpation, is one of the crucial techniques in traditional methods, further investigation 

is warranted to elucidate the physiological and mental efficacies of “touching.”  

Keywords:touching care,hand,touch,sense of touch,skin
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Ⅰ．背景 (目的 ) 

 鍼灸の臨床の中で患者からよく聞くことは

「病院では患部を触ってくれない」、「患部も見

ずに薬だけ処方される」等である。  

 現在、医療機関では画像診断機器・試験薬・

血液検査等が高度に発達したこともあり、検査

等によりかなりの部分が数値化され、患者の身

体診察(視診・聴診・触診・打診 )の機会は減少

傾向である。また、超高齢化社会の中、患者数

の増加による待ち時間の長さからも身体診察

の減少へとつながることが予想される。そこに

は治療時間を短縮したい医療者側と、「直接触

れてもらうことでの安心感」 1)を望む患者側と

の間に大きな隔たりが存在すると考えられる。 

 そこで、原初的治療の「手当て」という言葉

が思いつく。「手当て」には、誰もが幼少の頃体

験した「痛いの痛いの飛んでいけ」という治癒

効果としての「手当て」や、「通勤手当」や「繁

忙手当」などのように労いや報酬としての「手

当て」もある。これには何か良い効果を与えて

くれそうなイメージが存在する。  

以上のことから、「触れること」の効用は誰も

が感じ、そして必要としている。そこで、「手当

て」が具体的にどのような効用をもたらしてい

るのか、「手・皮膚・触覚」の生理学的機能と心

身への効果、「触れ方」の違いなどを文献検討し

た。  

 

 

図 1．現代医療を取り巻く環境  

医療の発達による高齢化と触診の減少  

 

用語の定義  

東洋医学では四診 (望診・聞診・問診・切診 )

を診断材料としている。一般的に馴染みのない

切診とは「腹診・切経・経穴診・脈診などが含

まれ、(中略)触れる・撫でる・擦る・押す・つ

まむなどして得られる反応を病態推察の材料

とし、反応点を治療点としても考慮する」 2)と

あるように、四診の中でも大きな割合を占めて

いる。尚、ここでいう切診は西洋医学で言う触

診とは厳密には別物であるが、同じく触れると

いうことで同等の物として扱う。  

  

Ⅱ．方法  

1．対象データ  

「手当て」「手」「触れる」「触覚」「皮膚」を

キーワードとして、「触れる」ことの効用に関連

する論文を抽出し、その共通点や違いを検討す

る。対象論文は、CiNii Articles のオープンアク

セスの中から概ね過去 10 年以内に発表された

ものとする。  

2．研究機関：2019 年 5 月～11 月  

3．分析方法  

 「手当て、触覚、触れる、手、皮膚」につい

て文献から抽出し、東洋医学的視点より単純集

計を行った。  

 

Ⅲ．倫理的配慮  

 著作権を侵害しないように配慮した。  

 

Ⅳ．結果  

1．検索ヒット数(2019 年 11 月時点) 

 「手当て」366 件、「触覚」6,015 件、「触れる」

2,961 件、「手」約 59 万件、「皮膚」約 10 万件。  

2．東洋医学における「触れる」ということ  

日本の鍼灸治療には様々な流派もあるが、最

後に治療点の決定には触れた感覚を拠り所と

しているところは共通している 3,4)。それに加

えて、鍼灸治療において医療機器らしきものと

いえば血圧計・体温計・角度計くらいで、関節

可動域検査などからも「触れる」ということは

必然である。刺さずに「触れる」だけの接触鍼

医学の進歩
医療機器の発達

高齢化社会

患者増

数値による
検査結果

触れない医療

患者の不満
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法も世界的に注目を集めてきている。  

3．「手当て」による疼痛抑制と情動変化  

(1)感覚神経に C 線維というものがある。これ

までは温度と痛覚 (鈍痛)だけを伝える神経だと

考えられてきたが、最近の研究によると「一部

の C 線維は人から優しく触れられた時だけ(毎

秒 3～10 ㎝の早さで撫でる)、快感として伝わ

る」 5)というのである。これを基にした実験で

は「秒速 5 ㎝では副交感神経優位、秒速 20 ㎝

では交感神経優位」 6)という結果も報告されて

いる。  

(2)接触抵抗尺度という調査用紙 (20 項目 )を用

いた不安状態を測定する実験がある。ある実験

では、他人を触れる (能動接触 )群、他人から触

れられる(受動接触)群、自分自身で触れる (自己

接触 )群に分けると、受動接触が最も不安が減

少した。更に、相手との関係性で、初対面群、

半知り(顔見知りではあるが親しくはない )群、

親密群に分けると、親密群の中の抵抗性が高い

受動者だけは不安が高まった。 7,8) 

(3)「触れる」ことによるホルモンへの影響もあ

る。上の実験では能動接触による不安感の減少

は大きくなかったが、他者を触れることによる

幸せホルモン、あるいは絆ホルモンなどと呼ば

れるオキシトシンが分泌されることが知られ

ている。オキシトシンはこれまでお母さんホル

モンと呼ばれ、出産時の子宮収縮や射乳反射の

ホルモンとして知られていたが、女性のみなら

ず男性にもあり、「触れる」または「触れられる」

ことによるオキシトシン分泌が幸福感をもた

らすと報告され、自閉症・うつ病などの治療に

も活用されている 9) 。  

4．「皮膚」の働き  

「皮膚は第 3 の脳」(第 2 は消化器系)と言わ

れる。垢になるだけと思われていた表皮組織の

ケラチノサイトにある神経受容体が、これまで

考えられていた皮下の神経受容体や大脳を介

さずに、独自に感じ、考え、身体全体に命令を

下しているというのである。実際、このケラチ

ノサイトには脳と同じ神経受容体の存在が明

らかにされていて、それがストレスによる自律

神経のバランス調整や免疫応答、前述したよう

なホルモンなどへ働きかけている可能性が高

いという。実験により、まるで五感を持ったセ

ンサーだという報告もある 10,11) 。  

5．臨床における「触れる」ことの効用  

 臨床における「触れる」ことの事例として、

以下のものがあった。  

事例 1：身体診察を受けることによって、診断

結果を医師と患者が情報共有できることを患

者は望んでいる。触れられて確認されることで

初めて検査結果に安心・納得し、それが快方へ

向かったと感じる場合があるようで、触診に不

慣れな研修医が長い時間触診したことで、逆に

感謝されたような事例。 1) 

事例 2：歯科治療において、ツボ指圧・マッサ

ージを取り入れることによって開口障害や痛

みが緩解した事例 12) 。  

事例 3：心因性疼痛患者に対して、投薬に加え

て「触診」「手当て」にて痛みの評価を加えたこ

とで向精神薬の減量ができた事例 13) 。  

 このように、従来の治療に「触れる」ことを

加えたことで快方へ向かう事例が報告されて

いる。  

 

Ⅴ . 考察  

 「手当て」は哺乳類のグルーミングにもみら

れるような原初的な治療法、あるいはコミュニ

ケーションといっても良いとは思うが、現代科

学においてその治癒力が世界中で報告される

ようになった。スウェーデンのタクティールケ

アや看護におけるセラピューティックタッチ

など、近年症例を目にする機会が増え、「手当て」

による痛みの抑制や情動への働きかけが大き

いことが世界中で報告されている。  

 私見ではあるが、肩凝り (鈍痛、慢性痛 )の人

の肩を揉んだりして「イタ気持ちいい」などと

言われるのはこの神経線維の働きによるもの

で、もしかしたら痛み(鈍痛)と快感は表裏一体

であり、優しくゆっくり撫でることが治療のス

イッチなのではないかと考える。  

触れる速度や手段によっては痛覚、あるいは

快感として受容されること、その使い分けによ

っては患者の状態に沿った自律神経の誘導の

可能性が示唆された。これは治療への応用が広

く、神経が張り詰めているような患者には遅い
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速度で、鬱症状の患者には速い触れ方などの工

夫が必要になってくる。東洋医学で言えば、虚

証の患者には速く、実証の患者には遅く触れる

ことで、治癒効果が高まる可能性がある。あく

までも可能性であり、それほど単純な話ではな

いと思うが、今後の臨床において検証してみる

価値はありそうだ。  

しかし、「触れる」ことの効用を様々な論文・

書籍を参考に述べてきたが、闇雲に触って良い

ものか、誰にでも効用ばかりとは限らない。Ⅳ

－3－(2)で述べたように、初対面群、半知り群、

親密群に分けた接触抵抗尺度では、親密な関係

にある者から触れられたにも関わらず、親密群

が最も不安が増すようなこともある。本研究で

は取り上げなかったが、一部の精神疾患や思春

期の青少年には「触れる」ことによる弊害の可

能性もあり、今後の研究では弊害事例も検討し

たい。実際にはそのような触れられることを望

まない者も患者の中には一定数存在する筈で

あり、触診の前の問診でのラポール (信頼関係)

を築くことが重要である。そのことにより、触

れることを嫌がる患者も心を開き、触れられる

ことを受け入れ、快方へ向かう可能性が高まる

と考えられる。  

日本人にはお辞儀の習慣もあり、他人とは一

定の距離感があり、スキンシップ (タッチコミ

ュニケーション )が不足していると言われる。

それに加えて、パソコンやスマートフォンなど

の 発 達 で メ ー ル や SNS(Social Networking 

Service)などコミュニケーションツールの変化

により、直接会うこともなくコミュニケーショ

ンが達成できてしまう。少子化・核家族化・ひ

きこもりなどの社会環境要因もあり、家族・友

人・恋人などのコミュニケーションの形態も

質・量ともに変化している。その状況下で、来

院される患者にどのような「手当て」ができる

か、自身の技術も高めつつ、「触れる」ことに拘

っていきたい。  

最後に、今回「触れる」ことを研究するにあ

たり、鍼灸学校の入学式での来賓挨拶を思い出

した。「優れた治療家は手に目が付いているよ

うだと言われます。是非、そんな感覚の優れた

鍼灸師になってください」というものだった。

日本伝統医学と看護が「手」を取り合い、「看」

の字の成り立ちのように「手」で触れ、「目」で

見て、患者の治癒へ貢献していきたい。  

 

Ⅵ．結語  

 「手当て」行為の効用や触れる「手」、受ける

「皮膚」の働きについて文献検討を行った。「手

当て」は疼痛軽減、情動変化への働きが大きく、

「皮膚」は免疫系・内分泌系などに対する独自

の働きかけの存在があり、古来より重要視され

てきた「触れる」ことは、治療において科学的

にも心理・精神的においても重要性が高いこと

が確認できた。  

 最後に、今回「触れる」ことを研究するにあ

たり、鍼灸学校の入学式での来賓挨拶を思い出

した。「優れた治療家は手に目が付いているよ

うだと言われます。是非、そんな感覚の優れた

鍼灸師になってください」というものだった。

日本伝統医学と看護が「手」を取りあり、「看」

の字の成り立ちのように「手」で触れ、「目」で

見て、患者の治癒へ貢献していきたい。  
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このたび学校法人赤門宏志学院(仙台赤門短期大

学・赤門鍼灸柔整専門学校)の教職員を中心に、東洋

医学・柔道整復学等の伝統医学、看護学および関連

諸科学に関する学際的研究と事業を行い、その発展

普及を図り、学術文化の向上と社会の福祉に寄与す

ることを目的に 2019 年 7 月 17 日に学会を設立し、

2019年 12月 18日に第 1回設立記念 日本伝統医療

看護連携学会及び懇親会を開催いたしました。 今

回は、「連携医療の未来を拓く」をテーマに開催され

ました。 

 

【大会長講演】仙台赤門短期大学 学長 佐竹正延先

生 「医学にあるもの、医学にないもの」 

元来は基礎医学の研究者であった佐竹会長が、赤門

看護学科の教員に転身したことから、医学の視点で

看護師国家試験問題を分析した。その結果、看護学

の体系は、6 割の医学的知見と 4 割の看護学特有の

知見から構成されていること、医学と看護学の共通

基盤としての「医学」の存在が示唆された。一方、

医学概論と看護学概論の教科書の比較から、看護学

には、向き合う人間をどうとらえるかについての概

念・思想があるのに対し、医学にはないのが際立っ

た対比をなしているとの指摘があった。医学と看護

学に限らず、異なる学問が連携をするためには、ま

ず互いの学問の相互理解が必要であることが強調

され、第 1 回にふさわしい、大局的な観点からの講

演となりました。 

 

【特別講演 1】明治国際医療大学 学長 矢野忠先生 

「東洋医学の再発見～医療連携の可能性～」 

東洋医学と看護学には通底する要素が多い。例え

ば、共通の治療原理として、内在性治癒力(自然治癒

力)を重視している。即ち、鍼灸と看護は、ケアの手

段は異なるものの内在性治癒力(自然治癒力)を支

援することが要諦となっている。東洋医学において

臓腑－経絡経穴系という固有の生体システムを利

用して治癒力の回復を図ることと、看護においてケ

アリングにより人間の生き方を整え回復過程を援

助することには、共通の基盤がある。東洋医学も看

護も、ひとを全人間的にとらえており、こうした見

方は、今後の連携の原動力となるであろう。東洋医

学の第一人者であり、明治国際医療大学学長でもあ

る矢野先生の講演は、重厚感あふれる素晴らしい講

義であり、聴講者の心に強く訴えるものがありまし

た。 

 

【特別講演 2】九州大学大学院医学研究院保健学部

門 教授 谷口初美先生 「補完代替医療(CAM)と看

護ケア」 

【開催日】2019年 12月 18日(水) 【会場】仙台赤門短期大学 【大会長】佐竹正延(仙台赤門短期大学学長) 
第 1回設立記念 日本伝統医療看護連携学会 総会ならびに学術大会ご報告 

【開催日】2019年 12月 18日(水) 【会場】仙台赤門短期大学 【大会長】佐竹正延(仙台赤門短期大学学長) 

大会長 佐竹正延先生 

明治国際医療大学 学長 矢野忠先生 

九州大学大学院 教授 谷口初美先生 
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 ハワイ大学で、補完代替医療(鍼灸、マッサージ、

アロマセラピー、漢方医学など)に関わり、様々な経

験を積んだ谷口先生の講演は、国際色あふれ、カラ

フルで、拝聴していてとても楽しい講演でした。 

 

【シンポジウム】 

 シンポジウムでは「医療連携の未来を拓く～融和

～」をテーマとして先ず、4 名のシンポジスト(なの

花訪問看護ステーション仙台訪問看護師・鍼灸りえ

る院長 村上理恵先生「東洋医学とケアをつなぐ地

域医療連携」／晩翠通り治療院院長 柴田克美先生

「リンパ浮腫治療における連携の必要性」／亀井接

骨鍼灸治療院院長 亀井啓先生「多様性の中の相互

理解－傷病アプローチの実際例－」／仙台赤門短期

大学学科長・教授 佐藤喜根子先生「東洋医学と看

護の融和」)が順番に、自身の活動内容とそれに伴う

問題点を講演した後に、全員参加のディスカッショ

ンと質疑応答が行われた。シンポジスト 4 名中、3

名が赤門鍼灸柔整専門学校の卒業生であった。柴田

先生は、リンパ浮腫を専門対象とする治療院を開業

されているなかで、リンパ浮腫患者の 9 割が癌治療

後の後遺症であり、完治は見込めず慢性化するため、

発症後の早い段階で治療介入や長期的なケアが必

要である。しかし、施術を受けられる施設や人材が

不足している現状である。医師・看護師・あん摩マ

ッサージ指圧師・柔道整復師・PT・OT は、リンパ

浮腫療法士や医療リンパドレナージセラピストか

ら専門教育を受けることが出来るので、各資格の特

性を活かしつつ、リンパ浮腫の治療で連携を図りた

い旨、講演された。村上先生は、あはき師・看護師

の二つの資格を取得、看護学教員も経験し、実際に

地域医療連携を行っている。更に「東洋医学のケア

をつなぐケアリエ」代表として、鍼灸師のための看

護学講座や、妊婦への施術講座を開催している。現

職務では、利用者や家族、またはケア提供者もケア

以外の負担が大きい事を実感している。医療や介護

の中で鍼灸師やマッサージ師、柔道整復師がどのよ

うな役割を担えるのかをアピールし、まずは連携が

とれる基礎技術や態度を身に付ける必要性を力説

されていた。佐藤先生、亀井先生は当学会の副会長

でもあり、専門分野からの視点で連携について、そ

れぞれ講演頂いた。今後の当学会活動の方向性を見

いだせたと思う。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム風景 

奥から座長 大沼先生・吉本先生 

シンポジスト 佐藤先生・亀井先生・柴田先生・村上先生 

亀井接骨鍼灸治療院 
院長 亀井啓先生 

晩翠通り治療院 
院長 柴田克美先生 

なの花訪問看護ステーション
仙台訪問看護師・鍼灸りえる 

院長 村上理恵先生 

仙台赤門短期大学 
学科長・教授 
佐藤喜根子先生 
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ポスター発表風景 

開会式風景(来賓紹介) 

各業界団体会長並びに議員の方々がお越し下さいました 

ケアプランでの鍼灸マッサージ師・柔道整復師の有効活用改善

事例 インフォーマルなサービス活用のメリット 

 (公社)福島県鍼灸あん摩マッサージ指圧師会 

代表理事会長 平栗 辰也 

 

学生ボランティアの皆さん：仙台赤門短期大学より総

勢 15名の学生ボランティアが参加しました 

指圧及び経穴マッサージの効果－体温変化からの検証－ 
仙台赤門短期大学看護学科 菊地真 

フットケアと東洋医学に関する文献検索 

仙台赤門短期大学看護学科 平尾由美子 

閉会式(表彰状) 
優秀賞は 2名(菊地真先生、藤井裕文先生)学生優秀賞 1名
(安藤親二郎)が選考され、表彰状と記念品を授与されまし
た。 

閉会式(次大会長) 
次回大会長 亀井啓先生より次年度に向けたご挨拶 
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第 1 回設立記念 

日本伝統医療看護連携学会 

総会ならびに学術大会 

プログラム・抄録集 
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学術大会長講演 医学にあるもの、医学にないもの 

佐竹 正延(仙台赤門短期大学 学長) 

特別講演 1 東洋医学の再発見～医療連携の可能性～ 

矢野 忠  (明治国際医療大学 学長) 

特別講演 2 補完代替医療(CAM)と看護ケア 

谷口 初美  (九州大学大学院医学研究院保健学部門 教授) 

シンポジウム 医療連携の未来を拓く～融和～ 

S1-1：東洋医学とケアをつなぐ地域医療連携 

村上 理恵 (なの花訪問看護ステーション仙台 訪問看護師／鍼灸りえる 院長)  

S1-2：リンパ浮腫治療における連携の必要性 

柴田 克美 (晩翠通り治療院 院長) 

S1-3：多様性の中の相互理解 － 傷病アプローチの実際例  － 

亀井 啓  (亀井接骨鍼灸治療院 院長) 

S1-4：東洋医学と看護の「融和」 

佐藤 喜根子(仙台赤門短期大学 学科長・教授) 

一般演題発表 O1-1：フットケアと東洋医学に関する文献検討 

平尾 由美子(仙台赤門短期大学看護学科) 

O1-2：看護・介護の場での小さいゴムボールを使ったリハビリテーションの一考察 

藤井 裕文 (ふじい接骨院 院長) 

O1-3：ケアプランでの鍼灸マッサージ師・柔道整復師の有効活用改善事例 

インフォーマルなサービス活用のメリット 

平栗 辰也  (公社)福島県鍼灸あん摩マッサージ指圧師会 代表理事 会長) 

O1-4：指圧及び経穴マッサージの効果 ―体温変化からの検証― 

菊地 真  (仙台赤門短期大学看護学科) 

O1-5：看護連携のための伝統医療の位置づけ 

― 相互理解のための、あはき等法の要点 ― 

山田 幹夫 (山田鍼灸治療院 院長) 

O2-1：中高年の女性看護師が職業を継続する際に直面する困難とそれへの対処 

小野 八千代(仙台赤門短期大学看護学科) 

O2-2：ストレスと五臓の関連性 

安藤 親二郎(赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科) 

O2-3：人生の最終段階における看取りについての認識 

―看取り講演会のアンケート結果からー 

鈴木 慈子 (仙台赤門短期大学看護学科) 

O2-4：「触れる」ことの意義 

大沢 英士 (赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科) 

O2-5：「赤門まちかど保健室」1 年間の成果と課題 

平尾 由美子(仙台赤門短期大学看護学科) 

P1-1：筋肉量減少が見られた肩凝りの症例 

熊谷 昌幸(赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科) 

P1-2：転倒による打撲に対する灸治療が有効であった症例 

杉浦 智子(赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科) 

P1-3：骨開放骨折後の長期固定による膝関節拘縮痛に対する鍼灸治療について 

鈴木 亮太(赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科) 
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学術大会会長講演 

 

 

医学にあるもの、医学にないもの 

佐竹 正延 

仙台赤門短期大学 学長 

 

 

私事になりますが、現在の短期大学看護学科に学長として勤務する以前、小生の出身は医学

科であり、前身は医学研究所員でした。ところが縁あって 2 年前、医学から看護学の大学に、

しかも研究から教育へと転身いたしますと、二つの学問の異同について、なにがしかを心に感

じるのは、自然の成り行きというものでしょう。十分には咀嚼しきれていないので、論述には

至らず、印象記といった類ですが、話題を提供します。 

 看護学科の卒業生は、看護師国家試験を受験します。直近、第 108 回の試験問題、全 240 問

を分類してみますと、医師国家試験に出題されてもおかしくない内容＝医学的な問題が 137

問。他方、医師国家試験には出題されないであろう、看護学に特徴的と思われる問題が 103 

問、数えられました。これを換言すれば、看護学の体系は、6 割の医学と 4 割の看護学から構

成されている、と言えるのではないか。医学と看護学の共通基盤として、「医学」の存在が示

唆されるのです。 

 逆に、医学にも看護学にも、どちらにも欠けている学問領域もあります。その一つは、進化

の概念です。教科目として要請されていないから、医学科でも看護学科でも、進化学の講義は

一切、ありません。小生個人の目からすると、これは甚だ奇異な事態です。というのは、医学

なり看護学では、疾病の成り立ちからその治療や看護の仕方については、教えてくれます。そ

れらはつまるところ、メカニズムの解明と、対処の方法です。「どのようにして」「HOW」を

問うているのです。一方、進化学においては生命現象の有り様を、その歴史をたどって考察し、

現象の意義を教えてくれるのです。つまりは、「なぜ」「WHY」の問いを、発しているのです。 

 看護学に有って、医学にない要素もあります。それは、「概論」です。医学書院が発行する

「系統看護学講座」には、確かに「医学概論」なる冊子があります。しかしながらその内容は、

質量ともに、「概論」としての風格を備えるには至っていない、というのが小生の判断です。

実際、医学科には「医学概論」なる講義は、存在しません。それに対して「基礎看護学概論」。

通読してみましたが、極めて重厚にして懇切丁寧な教科書であり、看護学を学ぶ学生にとって

は将に「概論」。なぜ概論が看護学に有って、医学にはないのか。それぞれの学問の歴史的成

立過程が異なるからと想像されます。 

 このようにして、二つの学問を比較することに、何か意味があるのでしょうか。最後に、新

しい学問の可能性という観点を若干、述べてみたいと思います。 
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特別講演 1 

 

 

東洋医学の再発見～医療連携の可能性～ 

矢野 忠 

明治国際医療大学 学長 

 

 

1．自然治癒力を支援する医療 

東洋医学という用語は、近代になって造られた。明治時代、政府はそれまで日本の正統医学と

して国民の保健を担ってきた漢方や鍼灸等の伝統医学を廃止し、西洋医学を正統医学として位

置づけた。そのとき西の医学に対する東の医学として日本の伝統医学を東洋医学と呼称した。 

 東洋医学の特色は、現代西洋医学との対比を通して語られることが多い。前者は疾病、病理

学的病変、キュア、分析的・科学的医学などとして、後者は病人、ケア、患者中心の医学、全

人的医療などとして語られる。 

 中でも東洋医学の一翼を担う鍼灸の特色は、看護のそれと通底するところが多い。鍼灸は鍼

と灸を治療手段とした非薬物療法であり、その治療原理は内在性治癒力、すなわち自然治癒力

の賦活である。一方の看護は、『看護覚え書』に記されているように、「体内で自然の回復過程

が順調に進むように生活過程を整えることによって，その生命力に力を貸すこと」だとされて

いる。このように鍼灸も看護も、ケアの手段は異なるものの自然治癒力を支援することを要諦

としている。 

2．21世紀が必要とする医療のかたち 

疾病構造は文明の進歩とともに大きく変わる。現在は生活習慣病が中心であるが、徐々に社会

との不適合による病(ストレス病や心の病)が増えている。また超高齢社会により高齢者疾患

(認知症、ロコモ等)を起因とした要支援・要介護者も増えている。いずれの病態においても生

物学的要因に加えて人の生き方、生活、価値等の多様な要因が絡みあっている。それだけに発

症すると治りにくい、治らない病態へと進展するが、幸いにも多くは予防や未病治が可能であ

る。 

 鍼灸では、こうした病態を「内傷病」といい、病気の原因は身体の内にあると捉える。すな

わち、生活の仕方やストレスにより治癒力が衰弱すると病気が発症すると捉え、身心の養生を

勧め、臓腑‐経絡経穴系という固有の生体システムを使って治癒力の回復を図ろうとする。こ

のことは、看護のケアリングを用いて人間の生き方を調えることにより回復過程を助けるとす

る視点と通底する。  

 いずれにしても 21世紀の社会は、上述したように疾病構造の変容から言って、これまで以

上に健康維持・増進、予防、未病治、ケアを必要とする時代になるだけに、鍼灸と看護、両者

による医療連携は 21世紀の医療において、より大きな力を発揮させることができるものと思

われる。 

 本講演では、東洋医学、鍼灸医療の特色を紹介しつつ、21 世紀の医療が必要とする新し

い医療のパラダイムについて私見を交えて述べつつ、東洋医学の再発見に繋げたい。  
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補完代替医療(CAM)と看護ケア 

谷口 初美  

九州大学大学院医学研究院保健学部門 教授 

 

 

私と CAM の出会いは、ハワイ大学看護学部博士課程でした。1990 年代の米国の医療費は

GDP(国内総生産)の 16％をも占める割合となっていました。日本は 6～7％の時代です。そ

こで、医療費の高騰を抑える対策として、個人個人のセルフケアと医療に代わる CAMの使

用が盛んに取り入れられる様になっていました。私が渡米していた頃はクリントン政権、ブ

ッシュ政権で、米国の医療を学んでいたので、保健医療に直接影響を受けた時代を経験しま

した。特に、クリントン時代ファーストレディーであったヒラリー・クリントンが「女性

は、家庭の中では家族の健康を守る医師的役割を果たしています。」等のスピーチで、女性を

エンパワーし、ブッシュ政権では、「自分の健康は、自分で守りなさい。」と国民に呼びか

け、ヘルスプロモーションが強化された時代でした。NIH(アメリカ国立衛生研究所)でも

CAM に関しての研究が盛んに行われ、米国の大学では CAM で博士号が取れる大学もあり、

私もハワイ大学の博士課程の看護学の必須科目として CAM を学ぶ機会に恵まれました。鍼

灸、マッサージは、日本人としては民間医療としてなじみ深く、それが学問体系にまでなっ

ている事を海外で知り、そのショックは忘れることができませんでした。 

 西洋医学は、体を車に唱え、故障すればそのパーツを取り換えて元通りにする。しかし、

東洋医学は、人間の心身を一体と捉え、大自然を形どる庭園に唱え、そこには、山があり小

川が流れ、周囲の木々が青々と茂る循環の摂理がある。心身のバランスや癒しの効果、私達

が本来持っている自然治癒力を高め、QOL の向上を期待しているため、ストレスの多い現

代社会に生きる私たちにとっては、東洋医学は、心地よい拠り所として受け入れられていま

す。 

 現在、CAM は、鍼灸、マッサージ、アロマセラピー、漢方医学が盛んで、看護ケアの中

への取り組では、特に、私の専門である妊産褥婦を対象にした分野では、逆子の矯正、陣痛

の緩和、産後のリラクゼーションに多く使用され、また、ホスピスケアにも多く用いられる

ようになっています。漢方医学は、本学でも実践漢方看護セミナーが継続的に開催されてい

ます。 

最後に、今年度のハワイ大学看護学部の CAMのカリキュラム内容、ハワイの草花を使用

するハワイアンメディスン、そして、免疫力を高めるお灸に着目して HIV/AIDS と結核の

複合感染が広がっているアフリカにおけるモクサアフリカの活動など世界的な活動も紹介し

ます。  
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東洋医学とケアをつなぐ地域医療連携 

村上 理恵 

なの花訪問看護ステーション仙台 訪問看護師／鍼灸りえる 院長 

 

 

1．現在の活動 

仙台市内の訪問看護ステーションで訪問看護師として勤務しながら、看護師や家族へ東洋医

学的なケアのアドバイスも行っている。また今年鍼灸院を開業し、在宅療養者への往療や、妊

婦や子供も含めた鍼灸施術を行っている。更に「東洋医学とケアをつなぐ ケアリエ」代表と

して、鍼灸師が地域医療連携するための看護学講座や、妊婦への施術を安全に行うための講座

を運営している。  

2．連携の実際 

在宅療養中の末期がん患者や要介護状態の利用者に対し、便秘や浮腫、痛みなどの症状緩和

のため、鍼灸施術を行っている。その際、患者宅にある各事業所の記録などからケア内容や患

者の状況を把握し、自分の施術記録を残すことで情報共有を行っている。ケアマネージャーや

医師へも施術計画書や報告書を提出している。また、訪問看護師と一緒に訪問し、看護師や家

族に温灸の指導や指圧のツボの位置をマーキングするなどのアドバイスを行い、看護師と共に

症状緩和を行う場合もある。 

治療院に来院する患者で、医師からの紹介や、こちらから病院受診を勧める場合も、情報提

供書を作成し連携を図っている。例えば、歩行困難な高齢患者に、施術の他に、運動の指導や、

地域包括支援センターと連携し介護予防教室を紹介するなど、個々に適した社会資源につなげ

るようにしている。 

3．地域医療連携で感じたこと 

多職種が連携することで、利用者はより専門的なケアを専門職から受けることができる。ま

た多職種間で情報共有し、利用者のニーズをアセスメントすることで、よりニーズにあった目

標を共有し、個別的なケアを提供することができる。一方、利用者や家族によっては、様々な

職種の人が訪れることをストレスに感じる場合がある。また、ケア提供者にとっては、情報共

有のための書類作成や連絡・調整など、直接的なケア以外の負担が増大する場合もある。 

4．地域医療連携で望むこと  

医療や介護の中で、鍼灸師やマッサージ師、柔道整復師が、どのような役割を担えるのかを

アピールし、まずは、連携がとれる基礎技術や態度を身に着けることが必要と思われる。連携

をとる場合は、それぞれの専門性を尊重することが大切であり、患者や利用者にとって身近な

存在である看護師が、薬物以外の東洋医学的なアプローチへ関心を持ってもらえることを期待

する。 
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リンパ浮腫治療における連携の必要性 

柴田 克美 

晩翠通り治療院 院長 

 

 

リンパ浮腫治療に関わって 10 数年が経ったが、治療に関わる者や患者を取り巻く環境は大

きく変わってきている。当治療院に来るリンパ浮腫患者は 9 割が癌治療後の後遺症であり、他

は原因不明や原発性である。発症すると完治は見込めず慢性化していくため、術前術後のリン

パ浮腫教育を患者に行い、発症後は早い段階での治療介入や長期的なケアが必要とされるが、

開業治療院では治療に関われるタイミングが選べないため、これが難しい場合が多々ある。 

2008 年 4 月より術後の発症及び重症化予防のためのリンパ浮腫指導管理料と治療に必要な

圧迫装具の購入費用が保険適用になり、2016 年にはリンパ浮腫への複合的治療が保険収載と

なった。こういった動きと共にリンパ浮腫外来を設置する病院が増え、リンパ浮腫療法士とい

う専門家が毎年誕生するようになった。ようやくリンパ浮腫患者がより良い環境で治療を受け

られるようになるのでは、と期待したのだが、治療院を訪れる患者の状況を伺うと、実際はま

だまだ問題が残っているというのが実感である。リンパ浮腫治療を受けられる医療機関や施設

の情報が入らない、医療機関が見つかっても予約が一杯ですぐに治療が受けられない、浮腫が

重症で通院出来ない、保険診療での治療が受けられないなど。 

現在リンパ浮腫治療に関わるリンパ浮腫療法士、医療リンパドレナージセラピストとしての

専門教育を受けられるのは、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、按摩マッサージ指圧師、

柔道整復師の資格取得者である。こういった多様な資格を持つ者が各々の特性を生かしてそれ

ぞれの立場から治療に関わっていくことが望ましいと感じる。今回は開業施設としてリンパ浮

腫治療を行っていてどのような連携が必要なのか常々感じている事をお伝えしたい。 
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多様性の中の相互理解 

－ 傷病アプローチの実際例  － 

亀井 啓 

亀井接骨鍼灸治療院 院長 

 

 

今年はラグビーのワールドカップが日本で開催され、各国選手、特に日本代表チームが心躍

る素晴らしい活躍を見せました。そんな日本代表チームのキャプテンであるリーチ・マイケル

氏の語られた『ONE TEAM』というワンフレーズが頭から離れません。全日本代表チームは

全メンバー31 人中 15人が何らかの形で外国人の血筋をひいています。当初、周りからは「日

本人のチームじゃないじゃないか」とか、「応援できないね」とかいろいろなことを言われた

そうですが、蓋を開ければ選手たちの力強いひたむきな凛としたその姿が、日本国民の意識を

完全に変え、純粋な高揚へといざなって行ったのです。昨今世界中で、偏屈なナショナリズム

が世間に蔓延していますが、『ONE TEAM』すなわち、多様性の中、お互いを認めて一つの目

的に向かって努力し共存するというこが大切だということを、彼らの言葉とプレーから教えら

れたと私は確信しています。 

 さて、話を本題に移したいと思いますが、西洋医学、東洋医学、伝統医学は各々成り立ちや

考え方が異なり、それを一つにまとめることが不可能であるということは皆様周知の事実であ

ると思います。しかしながら、人々の健康を保つという崇高な課題に対して、ともに最善の方

向に努力していくことは可能であると考えます。 

 世界的にも稀有な未曾有の『超高齢化社会』が到来しており、骨、関節、軟部組織の加齢変

性による疾患が高頻度となり、間違いなく日本はこの分野において先進国となるでしょう。対

象となる疾患は非常に多く、例えば膝の疾患だけを見ても、加齢による退行変性、スポーツ障

害、慢性関節リウマチを代表とする炎症性疾患、悪性腫瘍、等々多岐にわたっています。そこ

で、西洋医学のみでなく伝統医学を含めた各分野からの症例に対する集学的アプローチが必要

で、そのためには共通のプラットホームやキーワードが必要であると考えています。 

 今回、看護短期大学からお声掛けをいただき、一つの理想を追うことができることに感謝を

申し上げますとともに、本学会に期待しております。 

 さて、私は現場の各論的人間ですので、本日はピットホールに陥りやすい傷病に対する西洋

医学的、伝統医学的アプローチ例についてお話しさせていただきまして、具体的な相互理解と

発展のスタートの起点となっていただければ幸いと考えます。 
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東洋医学と看護の「融和」 

佐藤 喜根子 

仙台赤門短期大学 学科長・教授 

 

 

看護師が学ぶ機会がない伝統医療 

看護学のテキストには、大宝律令時代に助産・外科・鍼・灸学について学んでいる者が「女

医」と呼ばれ、今日の看護師・助産師に近い性質を持っていたとの記述がある。また、母性看

護学のテキストには、陣痛時の支援の方法に、圧迫法“ツボ療法：腎兪の圧迫。第 2・3腰椎棘

突起の間から外側に指 2 本の所を圧迫する”とある。しかし、この内容を看護学で学ぶ過程で

は伝統医療の専門家に教えてもらうということはない。 

医学教育に取り入れられた伝統医療 

一方、医学教育のモデルコアカリキュラム(2001 年)には、「和漢薬について概説できる」と

いう文言が盛り込まれ、日本の伝統医学である漢方が明治維新以来、初めて取り上げられるこ

とになり、現代医療において漢方が再評価されたということがいえる。これを契機に当初は大

学の自主性に任されていたものが、2017 年からは全大学の医学科で 8 時間以上の授業が行わ

れている。同時に大学病院内に漢方外来や鍼灸師による外来が導入されるなど、東洋医学が取

り入れられるようになってきた状況にある。今や日本の医師の 9 割が漢方薬を処方している

というデータもある。 

はじめて ICD-11に取り入れられた「伝統医学」  

そして今年の 5 月、1900 年に策定され 100 年以上も西洋医学のみを規定してきた国際疾病

分類が(ICD：International Classification of Diseases)が新たに伝統医学に関する章を承認した

(ICD-11 )。承認にあたり日中韓など 37 か国が所属する WHO 西太平洋地域事務局(Western 

Pacific Regional Office; WPRO)が連携したという。伝統医療の底力を感じる。西洋医学の疾

患名と並んで、証(ことば：漢方医学の用語で、ある時点における患者の正確な臨床像を示す

ひとまとまりの徴候・症状・所見(患者の体質を含む)のことで、一般的には「体質」や「症状」

と捉えられている。)を 20 パターン提案している。日本では 2022 年から使用開始の予定であ

る。 

人間をトータル的に見る視点の共通性と独自性 

西洋医学が行ってきた臓器‐細胞‐分子レベルまで分析し、異常を見つけて診断する方法か

ら、人間全体をトータル的に見る視点で病態や症状をとらえる伝統医学にシフトしてくるのは

「患者中心の医療」からは必然的なことであろう。そして看護の理念もまさにこのような伝統

医療の視点と共通する。それぞれの職域は独立しつつも、共通部分は学びあい、補完すること

は国民の生活と健康に資することになろう。伝統医療と看護が「融合」ではなく「融和」と考

える所以である。  
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フットケアと東洋医学に関する文献検討 

 

平尾由美子、小野八千代 

仙台赤門短期大学看護学科 

 

【はじめに】看護師によるフットケアは、足病変予防・悪化防止の他、リラクゼーションや心

理的効果を目的として実施されることが多く、人間を統合的に捉え自然治癒力を引き出す東洋

医学の考え方や技術を取り入れることにより、さらに発展できるケアであると考える。本研究

では、フットケアに東洋医学を活用した文献について検討し、研究の動向と研究上の課題を明

らかにすることを目的とする。 

【方法】医学中央雑誌 web 版を用い、キーワードを「東洋医学」、「フットケア」とし、絞り込

みをかけずに検索を行った。ヒットした文献について、「発行年」、「著者の職種」、「文献の種

類」、「概要」をマトリックス表に整理し、できる限り一次資料を入手し精読の上内容を検討し

た。 

【結果】「東洋医学」and「フットケア」で検索し、ヒットしたのは 6 文献であった。発行年

は、2009 年 1 件、2011 年 1件、2012 年 1 件、2015 年 3 件であった。著者の職種は、医師 1

件、東洋医学系技術者 1件、不明 1件、看護師は 2 件で同一著者である。文献の種類は、解説

4 件、会議録 2 件であった。解説 4件のうち、商業誌が 3件を占めた。一次資料を入手できた

のは 5 つの文献である。文献ごとの内容を以下に記す。①糖尿病患者の足の潰瘍に漢方治療、

糖尿病認定看護師のサポートが有効であった。②心をも包み込むような「和」の精神を持って

フットケアに取り組む「足道」を日本式フットケアとして提唱する。③リフレクソロジーは「反

射学」であり、東洋医学の鍼灸のツボと共通点が多い。「診断学」でもあり足の観察により有

効な情報が得られる。④インド医学アーユルヴェーダを基にしたフットケア(一次資料未入手)

⑤足の鶏眼を削るフットケアにより頭痛が治った症例があり、東洋医学的な見方が役立つ。⑥

足の骨折後の東洋医学の施術にポドロジーケア(ドイツ式フットケア)を加え、全身状態の改善

がみられた。 

【考察】「東洋医学」and「フットケア」で検索したが、アーユルヴェーダなどインドを含む広

域アジア圏の伝統医療や、リフレクソロジーなどヨーロッパに由来する技術に関する文献が抽

出された。これらは、東洋医学との共通点に触れた記述等が含まれたため抽出されており、フ

ットケアに多様な技術が取り入れられている状況が示された。いずれもフットケアは足への対

症療法の範囲ではなく、心理的効果や全身状態の改善を目指したケアとして捉えられていた。

一方、フットケアのアプローチや目的が多様である故に、効果の検証方法が明示されにくいこ

とが課題として挙げられる。また、東洋医学の定義・概念に幅がみられ、それらを理解する必

要がある。原著論文が見当たらず、研究的取り組みと論文化が望まれる 
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看護・介護の場での小さいゴムボールを使った 

リハビリテーションの一考察 

藤井裕文 

ふじい接骨院 院長 

 

【はじめに】看護、介護の場では患者、利用者の早期歩行及び転倒予防が大切だと考えられる。

特に腸腰筋は股関節の屈曲を行う最も重要な筋肉である。歩行スタート時の初動筋とも考えら

れる。腸腰筋は腸骨筋と大腰筋で構成されており、腸骨筋は骨盤を前方へ引っ張り(前傾)、大

腰筋は腰椎を前方に引き前彎を維持する。腸腰筋をいかに無理なく緊張させトレーニングﾞさ

せるかが早期歩行、転倒予防つながると考えられる。大きなバランスボールは足を床に着いて

座っているだけで腸腰筋のトレーニングができるが、場所をとり機能できないと考えられる。

そこで、大きなバランスボールでなく小さいゴムボール使用することにより場所をとらず機能

的に使用できるのではないかと考えた。 

【方法】小さいゴムボールを使い膝関節の運動療法を利用し腸腰筋へのアプローチについて考

える。方法は小さいボールを使ったレッグエクステーション、ボール転がしの 2 つ運動を行い

腸腰筋の緊張を触診、被験者にも体感させる。 

【結果】対象は柔道整復師・鍼灸師・指圧師・理学療法士・作業療法士・医師。(2009 年～20019

年現在、FIT療法セミナー開催約 160 回うちの膝の疾患に参加された約 2000 人の方々に被検

者および触診者になって頂いた。尚、セミナー内の撮影、録音は禁止とし、また、参加者の方々

にこれからの技術向上及び、研究のため統計を取らせていただくことを口頭で説明し了解を得

ている)検証に参加者の 9 割以上の方々は、小さいゴムボールを使うと使わないでは腸腰筋の

緊張の差は歴然だと感じた。 

【考察】今回取り上げた小さいゴムボールを使った 2 種類の運動は、あくまで膝関節の屈曲、

伸展運動であるにも関わらず小さいゴムボールが球形であるためバランスをとることと、ゴム

ボールの中の空気の反発によりこの 2 つのことにより無意識に腸腰筋を緊張させトレーニン

グすることができた。場所をとらず、安全性が高く、ベッドの上でも可能であり機能的である。

接骨院、整骨院では関節機能改善、運動連鎖のリハビリテーション。看護の場では入院患者様

の早期歩行及び、鼡径リンパの血流の改善、筋力低下の予防。介護の場では安全に楽しく転倒

予防の運動。など様々な用途に使えるのでは、と私は考える。しかし、統計学的に検討したの

でなく検証方法もあくまで参加者の感覚が優先のため、より明確にできるよう今後の研鑽が必

要である。また、他の運動でも小さいゴムボールを使い腸腰筋の緊張を見つけていきたい。 

 

 

 

 

 



 

121 

 O1-3  
 

 

ケアプランでの鍼灸マッサージ師・柔道整復師の有効活用改善事例 

インフォーマルなサービス活用のメリット 

平栗辰也 

公益社団法人福島県鍼灸あん摩マッサージ指圧師会 代表理事 会長 

 

【目的】ケアプラン作成の中で要介護度による限度額内に収まるよう介護サービス提供を考え

るにあたり、フォーマルなサービス提供だけでは困難な場合が多々ある中、利用者経済的負担

軽減と身体状況の更なる好転を目的に鍼灸マッサージ師や柔道整復師の専門的な知識と技術

を有効活用できないかを検討、導入することで、大変、有効である事例を紹介し、介護支援専

門員は理解を深めてより良い介護サービスの提供に結び付けられるよう紹介するものである。 

【方法】脳血管障害での半身麻痺と関節拘縮の症状がある方を対象に、週 2～3 回、通所での

リハビリのみ利用している A 群 3 名と、通所リハビリと往療マッサージ施術と組み合わせて

利用している B 群 3 名とを、次回介護認定更新時に改善変化があるかないかと、本人と家族

への VAS(ビジュアル･アナログ･スケール)による前後の評価比較を行った。なお、本研究発表

を行うにあたり、ご本人(ご家族)に口頭にて、外部に公表することに対して確認をし、本研究

発表以外では使用をしないこと、それにより不利益を被ることはないことを説明し、回答をも

って同意を得たこととした。 

【結果】2群 3者どうし比較で、通所リハビリと往療マッサージ施術と組み合わせて利用の場

合は、明らかに要介護度の改善がみられ、また VAS(Visual Analog Scale)による評価にお

いても症状改善のみならず経済的負担の軽減においても高評価が得られた。 

【考察】フォーマルな介護サービスでの機能訓練リハビリには、時間的、技術的には限界があ

り、現状の身体状況をもっと良くしたいと考える本人や家族にとっては、不満の残るものであ

り、それらを補える、インフォーマルであれ有効に導入することには大きな意義があると考え

られる。 

【結語】介護支援専門員は、医療、福祉、介護の専門職としての現場経験はあるものの、他の

専門職の知識と技術に更なる理解を深め、チームケアをコーディネートし、多職種連携を図る

に、インフォーマルではあるも、鍼灸マッサージ師や柔道整復師の有効活用により、利用者と

ご家族に喜ばれる、より良いケアプランの作成ができることを広く周知、普及していきたい。

そして、鍼灸マッサージ師や柔道整復師が専門職である介護支援専門員がもっと増え、その専

門的な知識と技術を活かして、今後益々、超高齢社会に対して貢献し活躍できるものと期待す

るものである。 
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指圧及び経穴マッサージの効果 

―体温変化からの検証― 

菊地真、青野都、石川恵子、井上美恵子、 

岡田康平、金野明子、大沼由香、佐藤喜根子 

仙台赤門短期大学看護学科 

 

【背景と目的】6 世紀以前に日本に伝わった中国医学は数百年をかけて日本文化に浸透し、日

本独自の漢方医学として形成してきた。しかし、漢方医学の効果について、数値化された文献

は少ない。そこで、指圧及び経穴マッサージの効果を可視化し、その効果を評価することを目

的とし、体温変化からの検証を報告する。 

【方法】研究期間は 2018.7 月～12 月。研究対象は一般募集で研究趣旨に同意が得られた市民

67名。データ収集方法は鍼灸師専門学校の学生が 40分間の指圧および経穴マッサージを施術

した前後に「表在体温として前額部・臍周囲・足背」「深部体温として耳孔温」「サーモグラフ

ィー(FLIR社製 C2)による前額部・手掌・足背の放射熱」を測定した。データ分析は単純集計、

対応のある t 検定を行い、統計ソフト SPSSVer.23 を使用し、有意水準は 5%未満とした。 

倫理的配慮として、研究説明書を用いて研究の主旨、途中辞退による不利益を被らないこと、

同意後も撤回が可能であることを説明し、署名による同意を得た。また本研究は仙台赤門短期

大学の倫理委員会で承認を得て実施した。 

【結果】 対象者は 67 名(男性 21 名、女性 46 名)、平均年齢は 46.1±1.9 歳(M±SD)(18～

79歳)であった。 

 表在体温として、前額部は前：36.8±0.4℃、後：36.9±0.45℃、臍周囲温は前：36.9±0.6℃、

後：37.2±0.5℃、足背は前：36.1±0.49℃、後：36.2±0.49℃で、全ての測定部位で有意差が

認められた。 

 耳孔温は、前：36.8±0.4℃、後：36.5±0.3℃で、有意差が認められた。また耳孔温と臍周

囲温の差は、前：0.28±0.57℃、後：0.67±0.59℃であり、有意差があった。 

 サーモグラフィーでは、前額部は前：34.3±1.75℃、後：35.0±1.55℃、手掌は前：33.9±2.27℃、

後：34.6±1.73℃、足背は前：31.4±2.63℃、後：32.4±2.51℃で、全ての測定部位で有意差が

あった。またサーモグラフィーによる画像でも熱分布の違いが、施術前・後で認められた。 

【考察】 表在体温である前額部と臍周囲、足背の施術前後の温度は、有意に施術後が上昇し

ていた。また、サーモグラフィーによる測定部位もそれぞれ施術後が有意に上昇していた。さ

らに深部体温を反映する耳孔温と表在体温の差に有意差が認められたことは、指圧および経穴

マッサージが表在血流を改善させる効果があることを意味していると考えられた。 

 今回の検討結果により、指圧および経穴マッサージによる効果について可視化の可能性が示

唆された。 
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看護連携のための伝統医療の位置づけ 

― 相互理解のための、あはき等法の要点 ― 

 

山田幹夫 

山田鍼灸治療院 院長 

 

【目的】伝統医療のはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧は、あはき等法(法律 217 号)でその

営業、施術が規定されているが、法第 1条、第 12条の解釈によっては、昨今「医業類似行為」

と政府見解は評している。 

看護と連携するにあたって、医業にかかわるゆえ、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指

圧師とはいかなるものか、施術行為はいかなるものか等の基本を示し、長きにわたって無免許

問題にかかわってきた業界の一員として見解を述べ、連携の推進に役立てたい。 

【方法】あはき等法の第 1 条、第 12 条の現時点での解釈を判例や厚生省(現厚生労働省)通達、

政府見解等を対照提示して、厚生労働省、業界、学校教育機関が「医業類似行為」としている

矛盾点を医政史の側面からを表示する。 

倫理的配慮：倫理的配慮は必要としない。 

【結果】医業の一部を担い、医療看護に関わるマンパワーである、はり師、きゅう師、あん摩

マッサージ指圧師の業の領域(施術行為)が、免許を持たないものによっても行われており、そ

の是認が継続するならば、看護現場で混乱が起きかねない。 

矛盾点の原点は、「人の健康に害を及ぼすものでなければ、、、」の解釈が影響しており、「あ

はきは医業か、医業類似行為か」の解釈如何によって混乱を招いている。 

【考察】あはき等法は、「営業法」として昭和 22年に制定されたものであり、看護師法等のよ

うに身分をベースにした法には至っていない。従って、施術行為が「医業類似行為」となれば、

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術行為がグレー規程となり、無免許者による施術が横

行する。 

東洋医学の特徴でもある、全体観、哲学観、経済観を看護に生かすにあたっては双方が持つ

学・術を理解し合い、障壁(言葉、法)を越えていく課題があると考える。連携の下に看護師が

医師の指示による「マッサージ処置」や「ドライニードル、留め鍼による処置」ができるよう

であれば、混合診療含め医療現場に問題が残る。 

連携にあたっては、倫理綱領含め「施術と処置」を明確にするガイドラインなど、詳細にわ

たって法整備が必要であると考える。 

また、はり師、きゅう師である看護師、あん摩マッサージ指圧師である看護師の育成、教育に

よる相互理解と協力が看護と連携していく前提であり、相互乗り入れではなくして、東洋医学、

あはき等法、保健師助産師看護師法から、互いの領域の理解と学術の修得が必要と考える。 
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中高年の女性看護師が職業を継続する際に直面する 

困難とそれへの対処 

 

小野八千代 1、朝倉京子 2、杉山祥子 2 

1.仙台赤門短期大学看護学科、2.東北大学大学院医学系研究科 

 

目的：中高年の女性看護師は、多くの困難を抱えながら就業を継続している(山崎ら、2012)。

本研究では、中高年の女性看護師が職業を継続する際に直面する困難とそれへの対処を明

らかにする。 

方法：質的帰納的に分析した。サンプリング方法は機縁法とした。データ収集期間は、2015

年 11 月から 2016 年 3 月であった。東北地方の病院に勤務する 40 歳から 65 歳までの女

性看護師 14 名に、半構成的面接を実施し、その内容を逐語録とした。研究テーマに沿っ

た意味内容の類似性に基づき分類、命名しカテゴリー化した。 

倫理的配慮：研究者代表者がデータ収集当時に所属した大学の倫理委員会の承認を受けて

実施した。 

結果：困難は 6 カテゴリー【身体機能・体力の低下】【仕事への気力の低下】【日進月歩の

医療現場への適応】【度重なる老親の介護】【子育てと仕事の調整】【未経験の部署への配

属】から形成された。対処は 6 カテゴリー【身体をいたわり勤務に備える】【同世代・先

輩看護師からエールを感じ取る】【頭を切り替え先に進む】【仕事に意味付けをする】【支

援を受け入れ活用する】【複数の科での経験を活かす】から形成された。 

中高年の女性看護師は、夜間勤務の前後や非番の日はひたすら寝るなど【身体をいたわり

勤務に備える】対策を講じ【身体機能・体力の低下】を未然に防ぐ努力をしていた。さら

に、彼女らは、退職をしたくなるほどの【仕事への気力の低下】を経験したが【同世代・

先輩看護師からエールを感じ取る】ことで、職業を継続するためのモチベーションを向上

させていた。それと同時に【仕事に意味付けをする】ことや【支援を受け入れ活用する】

ことで【度重なる老親の介護】や【子育てと仕事の調整】をしていた。【日進月歩の医療

現場への適応】には困難を極めたが【頭を切り替え先に進む】ことで乗り越えていた。【未

経験の部署への配属】命令には【支援を受け入れ活用する】ことや、これまで彼女らが培

ってきた【複数の科での経験を活かす】ことで適応していた。 

考察：中高年の女性年看護師は、労働者としての役割、妻・母親としての役割、および親

を介護する役割などの複数の役割を担っていた。彼女らは、複数の役割を担うことによっ

て生じる困難を、家族・上司・スタッフなどからの支援を受け入れ活用したり、工夫をし

たりすることで対処しようとしていた。また、同じような困難を抱えている同世代の看護

師からエネルギーをもらうことは、彼女らが職業を継続する際の大きな励みになっていた

と考えられた。  



 

125 

 O2-2  
 

 

ストレスと五臓の関連性 

安藤親二郎 

赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科 

 

【はじめに】医療系教育機関に勤める教職員がどのようなストレスを抱えているか着目した。

教職員が抱えるストレッサーをアンケート調査をもとに分類し、解剖学的臓器とは概念が異な

る 5つの東洋医学的な「肝・心・脾・肺・腎」の『五臓スコア』を使用して分類する。ストレ

スの内容と五臓スコアを比較して関連性を導き出すことによって、今後の治療に活かす事を目

的とする。 

【研究方法】医療系教育機関に勤める教職員を対象に厚生労働省の『職業性ストレス簡易調査

票(57 項目)』を使用し、教職員のストレス度を測り調査を行う。次に「改訂版:五臓スコア

®︎(FVC)」を使用し、5つある東洋医学的な「五臓」に分類し、「ストレス簡易調査票」の項目

と比較し関連性を考察する。(倫理的配慮：本研究発表を行うにあたり、予め協力者に文書に

て外部に公表することに対して確認をし、本研究発表以外では使用をしないこと、それにより

不利益を被ることはないことを説明し、回答をもって同意を得たうえでアンケートを実施し

た。 

【結果】89 名にアンケート調査を行い男性 32 名、女性 16 名の計 48 名の協力者より回答が

得られ、回収率は 53%であった。 

『職業性ストレス簡易調査票』では、［ストレスの原因と考えられる因子］の質問に対し最も

多かったのが「心理的な仕事の不安(量)」であり、55%の人が該当した。この質問を詳細にす

ると［一生懸命働かなければならない］という項目に全体の 90%の人が該当した。 

 『改訂版：五臓スコア(FVC)』では、「肝：15名、心：13名、脾：9名、肺：3 名、腎：5 名」

に分かれ、「肝」が最も多かった。 

【考察】ストレスの原因については『職業性ストレス簡易調査票(57 項目)』の結果、［心理的

な仕事の不安(量)］と考えられる。厚生労働省「平成 28 年労働安全保障労働安全衛生調査(実

態調査)」の労働者のストレスの内容とも一致する。いっぽうでストレス調査票に「身体愁訴」

の項目に該当した人も多く見られた。中でも「首筋や肩がこる」と答えた人が最も多く、52%

の人が該当した。『「素問」陰陽応象大論篇第五』には「肝は筋を生ず」とあり、肝は血によっ

て筋や筋膜を栄養している。これが正常に行われない為に首筋や肩が凝り、東洋医学的な「五

臓」では「肝」が多く見られたと考えられる。 

【参考文献】・戸村多郎：改訂版「五臓スコア®︎(Five Viscera Score)」の妥当性、関西医療大学

紀要 Vol,8,12_19,2014. 
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人生の最終段階における看取りについての認識 

―看取り講演会のアンケート結果からー 

鈴木慈子 1.5、高橋ひとみ 2.5、玉井照枝 3.4.5、大沼由香 1.5  

1.仙台赤門短期大学看護学科、2.東北公済病院、3.多世代交流複合施設アンダンチ、 

4.東北労災病院、5.NPO 団体仙台聞き書き隊 

 

【目的】近年の高齢多死社会の進行に伴う在宅療養や看取りの需要の増大を背景に、ACP(ア

ドバンスケアプランニング：人生の最終段階の医療･ケアについて、本人が家族等や医療・ケ

アチームと事前に繰り返し話し合うプロセス)の概念の普及が進められている。    

筆者らは 2018 年にボランティア団体「仙台聞き書き隊」を結成し、語り手と聞き手が対話

を重ねて語り手の人生や思いを話し言葉で書き残していく聞き書きの普及を通じて、その人ら

しく最期まで暮らすことが出来る家族づくり、仲間づくり、地域づくりを目指して活動してい

る。 

今回、市民向け講演会「よみがえる看取り文化」を開催し、参加者の看取りの認識について

アンケートの結果をまとめたので報告する。 

【方法】2019 年 6 月仙台市医師会館にて、看護師の工藤うみ氏を講師に迎え「いのちの最期

をみつめる看取り」をテーマに 90 分の講演を行った。広報は、チラシを市民センターや病院

の待合室においてもらい、地元新聞にも掲載した。倫理的配慮としては、アンケートの趣旨、

匿名性の保証、調査協力への自由意思を口頭で説明し、書面にて同意を得た。 

【結果】講演会参加者数 92 名、アンケート回答数 83 名(回収率 90％)、男性 13 名、女性 64

名、年齢は 20 代以下 11名、30代 6名、40代 12名、50 代 30 名、60代 13 名、70 代以上 10

名だった。職業は医師・看護師・介護福祉士・鍼灸師等が 57％を占め、次いで会社員、主婦、

無職、学生等であった。参加動機は「テーマに関心があった」47％、「看取りにかかわる仕事

をしているから」18％、「身近な人の看取り経験をしたから」11％などであった。「看取りや看

取り介護」については「具体的に考えている」「時々考える」が 82％、「自分らしい最期」につ

いては「具体的に考えている」「時々考える」が 79％であり、どちらも「あまり考えない」「考

えた事がない」を大きく上回っていた。自由記載での頻出ワードは「死へのプロセス」11 回、

「経験を伝え合う」10回、「過去の看取りの後悔」6回、「死や看取りへの不安」5 回であった。 

【考察】本講演会は医療職以外でも看取りや看取り介護についての関心が高い人が参加してい

ると思われる。しかし、死へのプロセスがわからないことで看取りに後悔や不安を感じている

ことから、様々な場面で多職種が連携し、死へのプロセスや看取りの経験を伝えあうことの必

要性が示唆された。(公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団助成事業)  
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「触れる」ことの意義 

大沢英士 

赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科 

 

【背景・目的】鍼灸臨床の中で、患者からよく聞くことは「病院では患部を触ってくれない」、 

「患部も見ずに薬だけ処方される」等の不満の声である。医療機関では検査機器等が発達し

たこともあり、患者が身体診察(視診・聴診・触診・打診)を受ける機会は減少し、とりわけ医

療者が患者に直接触れる触診がその傾向にある。加えて、高齢化社会の中、患者数の増加や受

診待ち時間の長さも問題になっている。そこには治療時間の短縮を望む医療機関側と、少しで

も触れられることでの安心感を望む患者側との間に、大きな隔たりが存在すると考えられる。 

 そこで本研究では、「手当て」という原初的治療行為がどのような効用があるか、触れる「手」

又はそれを受ける「皮膚」にはどのような働きがあるのかを文献調査により検討した。 

【方法】「手当て」「手」「触れる」「触覚」「皮膚」をキーワードとして、関連する論文を抽出

し、その共通点や違いを検討した。対象論文は、CiNii Articles のオープンアクセスの中から

過去 10年以内に発表されたものとし、論文で引用されている先行論文、関連書籍も参考にし

た。 

【結果】調査は、2019 年 5 月から 11月の間に実施した。キーワード検索の結果、「手当て」

366 件、「触覚」6015 件、「触れる」2961 件、「手」約 59 万件、「皮膚」約 10万件がヒットし

た。その中から、本研究の「触れる」ことの効用に関連する 10 件を検討した。 

「手当て」は、痛みの抑制や情動への働きかけが大きいこと、また、「皮膚」は第三の脳と

も呼ばれ、皮下の神経受容体や大脳を介さずに、免疫系・内分泌系などへ独自に働きかけてい

ることなどが挙げられていた。 

【考察】触れる速度や手段によっては痛覚、あるいは快感として受容されるとあり、この使い

分けにより患者の状態に沿った自律神経の誘導の可能性が示唆された。 

本研究の結果を踏まえ、我々医療者は「触れる」ということの重要性を再認識し、治療効果

を高めていきたい。 

【結語】「手当て」行為の効用や触れる「手」、受ける「皮膚」の働きについて文献調査により

検討した。「手当て」は、情動等への働きかけが大きく、「皮膚」は免疫系・内分泌系などに対

する独自の働きかけの存在が示唆された。 
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「赤門まちかど保健室」1年間の成果と課題 

平尾由美子、大沼由香、鈴木慈子、立石和子、熊谷英樹、 

髙橋育子、金野明子、岡田康平、木村涼子、佐藤喜根子 

仙台赤門短期大学看護学科 

 

【はじめに】仙台赤門短期大学は 2018 年度に開学し、同年 10 月から、保健医療の相談支援

活動の一端として「赤門まちかど保健室」を開設した。相談および健康講座を中心とした 1年

間の活動状況を報告する。 

【方法】1)調査方法：2018 年 10 月開設時から 2019 年 9月までの 1 年間の来室者数や相談対

応を記録した日誌および受付票から、活動と来室者の概要をまとめた。2)「まちかど保健室」

運営方法：開室は原則として週 1回、場所は短大と同一法人の鍼灸柔整専門学校附属治療院の

待合室の一角とした。仙台市中心部の商業・オフィス街という立地である。看護教員 17名の

チームから、2名ずつが交替で担当した。3)倫理的配慮：実践報告であるため倫理委員会での

審査は受けないが、匿名性を保持した上で学会等で発表することを開室場所に掲示した。 

【結果】①相談活動：開設から 1 年間で 30 回開室した。来室者は延べ 184 人、1回あたり平

均 6人で、男女比は約半々であった。来訪者のほぼ全員が鍼灸指圧治療院を訪れた患者で、待

ち時間や治療後に立ち寄る形であった。年齢は 60代と 70代がそれぞれ 30％近くを占め、60

代以上の合計が 72％以上を占めた。50 代は 11％、40代以下は 17％であった。職業は、把握

できた 120 人中では、無職が 41％、会社員 25％、主婦 12％であった。個別相談の申し込みは

42件であったが、雑談の中で質問に答える形が多くみられ、相談件数の実数は 60件以上にの

ぼった。内容は「自分や友人の病気」、「家族の介護」が多くそれぞれ約 20件、その他「薬の

飲み方や副作用」、「検査結果の見方」等であった。②健康講座：後半からは月 1回のペースで、

計 6 回開催し、参加者は延べ 125 人であった。講師は短大および鍼灸柔整専門学校教員が務

め、漢方薬、フットケア、薬の管理、紫外線対策、灸養生、呼吸法等、教員の専門性を活かし

たテーマで、生活に活用できる内容とした。参加者は大半が高齢者であったが、20 代など若

年層もみられた。参加のきっかけは、治療院通院や友人の誘いが大半であったが、公共施設に

置いたチラシによる初参加者が、毎回 2名程度あった。鍼灸柔整専門学校教員による講座をき

っかけとして受診治療に至った参加者や、家族の慢性症状について看護教員が相談され、治療

院に紹介した事例があった。 

【考察】来室者の年齢層を反映し、中高年の健康や介護に関する相談が多く、在宅介護に関す

る相談対応能力が求められた。後半は講座の開催により来室者の年齢の幅が広がり、50 代以

下の働く世代の潜在的相談ニーズが示唆された。地域特性を捉え、より地域住民の広範なニー

ズに対応できる活動の展開が課題である。 
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筋肉量減少が見られた肩凝りの症例 

熊谷昌幸 

赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科 

 

【はじめに】診断力の向上は、より良い修正の積み重ねによってなされる。肩凝りは、疼痛や

圧痛を伴う頚後部から肩部にかけての不快感、重圧感、こり感を主症状とするが、左肩甲骨上

角部を触知した際に硬結と判断したものの、実際は筋力の低下が原因であったという、診断に

困難があった症例を経験したので報告する。 

【対象】70 歳代女性、主婦。主訴：左僧帽筋の筋緊張。左頸部から肩後面の肩甲骨周囲にか

けての凝り感。現病歴：長年バックを左肩に常にかけていた事もあり、肩凝りに悩まされてい

た。最近、左肩の凝り感がひどくなり病院と整体院で治療したが改善せず、整体院の紹介で当

鍼灸院に来院。既往歴：40 歳代で糖尿病、現在まで食事療法と運動による治療を継続中(血糖

値 HbA1ｃ6.8)。48 歳で胆石の手術、67 歳で大腸ポリープ摘出。母方に糖尿病あり。診察所

見：身長 158 ㎝、体重は 54 ㎏で病院の指導を受けながら減量。若干痩せている。日常生活で

疲れがとれた気がしない。時々臀部から大腿後面が痛む事あり。左肩が下がり肩幅が狭い。手

のしびれ等なし。3 食/日、食欲はあるが量は少なめ、好き嫌いなし。四診：顔色は良くなく疲

れた感じ。舌尖紅、舌根から舌中に舌苔薄黄。声に力がない。便は固く便秘症(医師より処方

薬を服用中)、尿は約 7 回/日。睡眠は約 7 時間、夜間覚醒有り。飲水量は約 2,500ml/日。口

渇・口粘あり。腹診、当初臍部に硬結あり。 

【倫理的配慮】当該施設において、国家資格を取得した学生が施術を行うこと、学習のために

症例を活用する可能性があることを、匿名性を保持した上で、学会などで発表することを予め

同意を得た患者に対して施術をしている。 

【治療・手順】弁証：四部脈差診で脾虚胃虚熱証。本治穴：太白･三陰交･大陵(2 回目以後:復

溜･尺沢･太渓)に補法。補助穴：中脘･天枢･関元、厥陰兪･膈兪･脾兪(2 回目以後: 肺兪･腎兪･

大腸兪)。合谷･委中を瀉法。局所：風池･肩井･天宗･肩貞･曲池･天柱･大杼･殷門･合陽･崑崙に

浅い置鍼。知熱灸を命門･懸枢に 5壮。術後、ストレッチの指導。 

【経過】当初、肩甲骨上角を硬結と推測したが、教員から筋力低下である旨を指摘され、局部

の左右差の比較、当該筋の緊張時の観察を指導された。2 回目以降は肩の凝り感は消失、臍下

が軟らかくなった。以後、四部脈差診で腎虚熱証に、後頸部と肩甲骨周囲、肩甲間部に凝りと

圧痛に移行したが、症状は全体的に軽快した。 

【結果】計 4 回治療。治療前に比べ食事量も改善し、声にも力がある。僧帽筋上部の肩筋緊張

がほぼ解消したことで終了。その後来院はない。 

【結語】治療穴の選定に悩んだ。今後は、証の決定に欠かせない四診と弁証、解剖学などの基

本的知識と基本的手順に留意して治療に当る必要性がある。 
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転倒による打撲に対する灸治療が有効であった症例 

杉浦智子 

赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科 

 

【目的】 捻挫や打撲に対する灸治療には賛否両論あるが、転倒による左肩峰打撲で発生した

痛みに対して灸治療を行い効果が見られた症例を報告する。 

【対象】50歳代男性。 主訴は転倒による肩部および鎖骨上部の痛み 

【現病歴】2 週間前に砂丘を駆け下りて転倒し、左肩を強打。近医の整形外科を受診し、レン

トゲン検査を受けるも、骨に異常は認められず、湿布を処方された。しかし、2 週間経っても

痛みが取れないということで A鍼灸院を受診した。 

【所見】左上肢外転 120 度、外旋 45度にて鎖骨の奥に痛みがあり、ヤーガソン、ライトテス

トなどは陰性であった。砂丘での受傷のためか、表面に内出血や腫脹は見られなかったが、触

診で胸鎖関節に顕著な圧痛があり、左肩峰の強打により、胸鎖関節部位に負担がかかり、熱感

は無いものの、深部で炎症が生じたことで痛みが発生したものと判断した。 

【倫理的配慮】当該施設において、国家資格を取得した学生が施術を行うこと、学習のために

症例を活用する可能性があることを、匿名性を保持した上で学会などで発表することを予め同

意を得た患者に対して施術をしている。 

【評価】治療前の圧痛の VAS(Visual Analog Scale)を 10 として治療後の VAS で評価を行っ

た。 

【治療・経過】脈実弦、舌苔厚白、胸脇苦満。 基本証を肝虚寒証とし、仰臥位にて中脘(CV12)、

関元(CV4)、右支正(SI7)、左通里(HT5)、陰谷(KI10)、曲泉(LR8)に置鍼し本治を行いつつ、

胸鎖関節圧痛部位 3 か所に透熱灸、半米粒大で 5壮ずつ施灸した。伏臥位にて、膈兪(BL17)、

肝兪(BL18)、脾兪(BL20)、肩井(GB21)、肩外兪(SI14)、肩中兪(SI15)に 10分置鍼。 督脈上

の陥凹部、命門(GV4)、腰陽関(GV3)、身柱(GV12)などに透熱灸、米粒大で 3 壮ずつ施灸し

た。(( )は、WHO 標準経穴の略号である。)治療後、VAS が 10 から 3 に改善。 翌週の次

回受診時には、痛みが完全に消失していた。 

【考察】打撲による痛みには、炎症が伴い、施灸は一般的に禁忌と考えられている。 

本症例では受傷後 2 週間経っても改善されなかった痛みが、施灸により内部組織の損傷部位

の血流が増加し、炎症物質を洗い流し、患部を栄養したことで、VASが 10 から 3 に大幅に改

善されたものと考える。さらに治療後数日間で新陳代謝や自然治癒力の向上した効果か、翌週

の治療時には痛みが完全に消失していた。炎症には RICE(Rest-Icing-Compression-Elevation)

が一般的であるが、条件がそろえば施灸が非常に有効であることが本症例により証明された一

例である 
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下腿開放骨折後の長期固定による膝関節の拘縮痛に対する 

鍼灸治療について 

鈴木亮太 

赤門鍼灸柔整専門学校臨床教育専攻科 

 

【目的】膝の痛みを起こす疾患は数多く、その原因も多岐にわたる。今回は、下腿開放骨折後

の後遺症として出現した膝の屈曲拘縮を伴う疼痛について、原因と合併症との関連性を考察し

治療を行った結果、症状が改善に傾いたので報告する。 

【対象】60歳代男性 右膝の屈曲拘縮、膝関節屈曲・伸展動作による膝前・後面の痛み 

【既往歴】下腿下部開放骨折(25 歳・手術)、腰部椎間板ヘルニア(20 歳)等… 

【現病歴】平成 27年 4 月頃、右膝に痛みを感じ A鍼灸院に来院。その後、同月に 1 回治療を

受けたが本人の都合で治療を中止。令和元年 5 月に左側の坐骨神経痛と右膝の痛みで再来院。

約 1 か月間で 3 度の治療を受け症状は改善した。同年 8 月、右膝の痛みと右足底部の痛みが

増悪し、安静時痛も出現。仰臥位では自重でも右膝に強い痛みがあり、このままでは仕事に支

障が出るため再来院した。 

【倫理的配慮】当該施設において、国家資格を取得した学生が施術を行うこと、学習のために

症例を活用する可能性があることを、匿名性を保持した上で、学会などで発表することを予め

同意を得た患者に対して施術をしている。 

【結果】〔西洋医学的所見〕膝関節屈曲時痛・圧痛(＋)(内・外膝眼部)、膝関節伸展時痛・圧痛

(＋)(膝窩部)、膝関節屈曲拘縮(ベット面～膝窩間、約 10cm)、右腸脛靭帯・右ハムストリング

スの過緊張、両拇趾の外反(右足底部に痛み)、 

〔東洋医学的所見〕脈：左尺中沈・虚、舌診：紅舌、薄黄苔 

【治療・経過】(令和元年 8 月)1回目の治療、標治法：右ハムストリングスのパルス通電、鶴

頂の運動鍼を行い。二回目の治療：右ハムストリングス・大腿四頭筋のパルス通電、膝周囲の

圧痛点に透熱灸(各 20 壮程度)、下肢筋の運動療法・調整療法を行った。本治法：基本証を腎

虚熱証とし、復留穴、経渠穴、太渓穴を基本穴とし置鍼した。経過としては、1 回目の治療前

後での VAS(Visual Analog Scale)(治療前を 10 とする)は 8 に軽減、しかし屈曲拘縮は変化せ

ず、VAS も 1 日程で戻ってしまう。対して、2 回目の治療前から 4 回目の治療後の状態を比

較すると、屈曲拘縮は 6cm まで改善、膝関節の動作痛・圧痛に対しての VAS は 10 から 5 ま

で軽減し VASの減少も数日間は維持されるとのこと。 

【考察】本症例の重要な点は、膝痛の主原因が膝にない点である。即ち、膝への直接的外傷に

比べて、器質的障害は軽度であり、鍼(電気)刺激・温熱刺激等を用い、目標組織に直接アプロ

ーチできる鍼灸治療は一定以上の症状改善を得られたと考えられる。しかし、今回は治療対象

が 1名であり、鍼・灸治療に対する個人差なども考慮すると治療効果に対して高いエビデンス

を示すのは難しい。以上のことを含め今後も、膝痛に対する鍼・灸併用治療を行い安定した治

療効果をあげることが今後必要だと考える。
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第 2 回日本伝統医療看護連携学会学術大会 開催案内 

 
 

第 2 回日本伝統医療看護連携学会学術大会を下記の通り開催します。魁夷の皆様をはじめ多数のご参

加をお待ちしております。 

 

 

●学術大会開催について 

 新型コロナウイルス感染拡大状況により、学術大会をオンライン開催となる場合もございます。その

場合も参加費等のご変更はありませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

Ⅰ．日 程：令和 2 年 11 月 29 日(日)9:00～16：50 

 

Ⅱ．大 会 長：亀井 啓(亀井接骨鍼灸治療院院長) 

 

Ⅲ．会 場：仙台赤門短期大学 

〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻青葉 6-41 

TEL. 022-395-7750 

 

Ⅳ．テ ー マ：拡げよう 連携医療の「わ」 

 

Ⅴ．特別講演：公益社団法人日本鍼灸師会 会長 小川卓良 氏 

 

Ⅵ．演題募集：開始：2020 年 5 月 11 日(月)～締切：2020 年 8 月 28 日(金) 

 

Ⅶ．参加登録：開始：2020 年 5 月 11 日(月)～締切：2020 年 8 月 28 日(金) 

 

Ⅷ．事 務 局：日本伝統医療看護連携学会 

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 1 丁目 6-7 

TEL．022-217-7065 

 

Ⅸ．学術大会公式ホームページ 

https://jstn-am2.jimdofree.com/ 
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【日本伝統医療看護連携学会 入会のご案内】 

Ⅰ. 会員の種類 

 1) 正会員  

  はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧

師・柔道整復師・看護師・医師等医療保健

福祉関係者及び学校関係者 

 2) 準会員  

  学生  

 3) 賛助会員 

  本会の目的に賛同し、その事業を援助する

団体又は個人 

〔賛助会員の特典〕 

学術大会への参加が無料となります。 

 

Ⅱ．年会費 

 1) 正会員 5,000 円 

 2) 準会員 1,000 円 

 3) 賛助会員 10,000 円(1 口以上) 

※入会金はございません。 

 

Ⅲ．入会手続き 

 1) 新規入会の申し込みは、日本伝統医療看護

連携学会ホームページ 

(https://www.jstn.jp/入会案内/)より「新規入

会お申込みフォーム」または「新規入会申

込書」のいずれかで行ってください。 

 2) 入会手続き後、10 日以内に年会費のお振

込みお願いします。 

 3) 入金確認後、会員番号の通知などをご案

内いたします。 

※賛助会員のご入会につきましては、事

務局にお問い合わせください。 

    

Ⅳ．お振込み先 

 1) 「ゆうちょ銀行」をご利用の場合 

口座記号：02200-0-127810 

口座名：日本伝統医療看護連携学会 

(ﾆﾎﾝﾃﾞﾝﾄｳｲﾘｮｳｶﾝｺﾞﾚﾝｹｲｶﾞｯｶｲ) 

 2) 他金融機関ご利用の場合 

銀行名：ゆうちょ銀行 

店名：二二九 

店番：229 

預金種目：当座預金 

口座番号：0127810  

口座名義：日本伝統医療看護連携学会 

(ﾆﾎﾝﾃﾞﾝﾄｳｲﾘｮｳｶﾝｺﾞﾚﾝｹｲｶﾞｯｶｲ) 

  [振込時の注意事項]  

※返金はいたしません。 

※振込み手数料は振込人の負担となりま

す。 

 

 

 

 

【役員】 

役  職  氏 名   所 属 

会 長 佐竹正延 (仙台赤門短期大学) 

副 会 長 佐藤喜根子(仙台赤門短期大学) 

副 会 長 亀井啓  (亀井接骨鍼灸治療院) 

特別顧問 坂本正憲 (学校法人赤門宏志学院) 

顧  問 佐藤揵  (元帝京大学医療技術学部) 

顧  問 武藤永治 (元筑波技術大学保健科学部) 

監  事 佐々木弘毅(希望館ポコ・ア・ポコ有限会社) 

理  事 立石和子 (仙台赤門短期大学) 

理  事 大沼由香 (仙台赤門短期大学) 

理  事 熊谷英樹 (仙台赤門短期大学) 

理  事 浦山久嗣 (赤門鍼灸柔整専門学校) 

理  事 吉本豊  (住吉台治療院はり・灸・接骨) 

理  事 高橋武彦 (赤門鍼灸柔整専門学校) 

理  事 坂本浩樹 (学校法人赤門宏志学院) 

会  計 松田静香 (赤門鍼灸柔整専門学校) 

 

 

【委員会】 

Ⅰ.伝統医療看護連携研究 編集委員会 

役  職  氏 名   所 属 

委 員 長 立石和子 (仙台赤門短期大学) 

委 員 佐竹正延 (仙台赤門短期大学) 

浦山久嗣 (赤門鍼灸柔整専門学校) 

松田静香 (赤門鍼灸柔整専門学校) 

 

Ⅱ.日本伝統医療看護連携学会 倫理委員会 

役  職  氏 名   所 属 

委 員 長 佐竹正延 (仙台赤門短期大学) 

委 員 佐藤喜根子(仙台赤門短期大学) 

亀井啓  (亀井接骨鍼灸治療院) 

浦山久嗣 (赤門鍼灸柔整専門学校) 

大沼由香 (仙台赤門短期大学) 

立石和子 (仙台赤門短期大学) 

吉本豊  (住吉台治療院はり・灸・接骨) 

松田静香 (赤門鍼灸柔整専門学校) 

外部委員 渡部正司 (はり・灸・マッサージ指圧治療若宮重陽院) 
 

 

【会則】 

(令和元年 7 月 17 日制定) 

第 1 章 総則 

 第 1 条 本会は日本伝統医療看護連携学会と

称する。 

 2 本会の英文名は、 Japan Society of 

Traditional Medicine and Nursing 

Science(略称 JSTN)とする。 

 第 2 条 本会は仙台市青葉区荒巻字青葉 33-1

におく。 

   

第 2 章 目的 

 第 3条 東洋医学・柔道整復学等の伝統医学、

看護学および関連諸科学に関する 
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 (3) 理事   10 名以内 

 (4) 監事    1 名 

 第 13 条の 2 前項の定める者のほか顧問をお 

くことができる 

 第 14 条 役員の選任は次の通りとする。 

 (1) 理事及び監事は総会で選任する。 

 (2) 会長、副会長は理事会で選出し、総会

で決定する。 

 (3) 顧問は理事会の推薦により会長が委

嘱する。 

 第 15 条 役員の職務は次の通りとする。 

 (1) 会長は会を代表し会務を総理する。

会長に事故あるときは、会長の定め

る副会長がこれを代行する。 

 (2) 理事は会務を審議議決し、会務を分

掌する。 

 (3) 監事は会務および会計を監査する。 

 (4) 顧問は会長の諮問に応ずる。 

 第 16 条 役員の任期は 2 年とし再任を妨げな

い。 

 第 17 条 役員に欠員が生じたときは、理事会

においてこれを補充する。 

   

第 6 章 会議 

 第 18 条 会議は理事会および総会とする。 

 第 19 条 総会は会長が招集し毎年一回開催す

る。ただし、会長が特に必要と認めた

とき、または会員の過半数が要求し

た場合には臨時総会を招集すること

ができる。 

 第 20 条 理事会は会長が招集する。 

 第 21 条 会議の議決は出席者の過半数をもっ

て決する。 

   

第 7 章 会計 

 第 22 条 本会の会計年度は、4 月 1 日より翌年

3 月 31 日までとし、会費は翌年 3 月

31 日までに本会の事務局に納入する

ものとする。 

 第 23 条 本会の経費は会費および助成金、寄

付金並びにその他の収入をもって充

てる。 

   

第 8 章 会則 

 第 24 条 本会の会則を変更する場合は、総会

の決議による。 

附則 

 (1) この会則は本会設立の 2019 年 7月 17

日に実施する。 

 (2) 初年度の会計年度は 2019 年 7 月 17

日から 2020 年 3 月 31 日とする。 

  学際的研究と事業を行い、その発展

普及を図り、学術文化の向上と社会

の福祉に寄与することを目的とす

る。 

 

第 3 章 事業 

 第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、

次の事業を行う。 

 (1) 学術集会の開催及び会誌その他の出

版物の刊行 

 (2) 伝統医学・看護学に関する調査研究 

 (3) 内外の関連諸機関との提携及び交流 

 (4) 研修、認定に関する教育推進 

 (5) その他前条の目的を達成するために

必要な事業 

   

第 4 章 会員 

 第 5 条 本会に次の会員を置く。 

 (1) 正会員・・・はり師・きゅう師・あん

摩マッサージ指圧師・柔道整復師・看

護師・医師等医療保健福祉関係者及

び学校関係者 

 (2) 準会員・・・学生 

 (3) 賛助会員・・・本会の目的に賛同し、

その事業を援助する団体又は個人 

 第 6 条 本会の会員は本会の趣旨に賛同し所

定の手続きを経て入会した者とす

る。 

 第 7 条 本会に入会しようとする者は、住所、

勤務先、職名、氏名を記し、会費を添

え本会事務局に申し込むものとす

る。 

 第 8 条 本会の会費年額は次の通りとする。 

 (1) 正会員    5,000 円 

 (2) 準会員    1,000 円 

 (3) 賛助会員  10,000 円 

(1 口以上) 

 第 9 条 会員が本会の名誉を傷つけ、本会の

目的に反する行為をしたときは、会

長は理事会にはかり、これを除名す

ることができる。 

 第 10 条 会員が会費を 2 年以上滞納したとき

は、会員資格を失うことがある。 

 第 11 条 会員が退会するときは、退会届を会

長に提出するものとする。第 12 条 

退会し、また除名された会員の既納

会費は返納しないものとする。 

   

第 5 章 役職員 

 第 13 条 本会に次の役員を置く。 

 (1) 会長    1 名 

 (2) 副会長   2 名以内 
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【伝統医療看護連携研究 投稿規定】 

 

  (1) 投稿原稿は、原則として和文とする。 

  (2) 現行の作成には必ず、原稿テンプレー

トを用いること。 

  (3) 作成ソフトは Microsoft 社製 Word 

(Windows 版、Mac 版)を用いること。 

  (4) 原稿用紙は、A4 用紙を使用し、余白：

上 23cm、下 30cm、左右 18cm とす

る。 

  (5) 1 ページあたりの文字数は、20 字×43

行×2 段とする。 

  (6) 原則として、原著論文、研究ノート、

総説は 10 ページ以内、症例・事例報

告、解説・意見、学会報告、書評は、

4 ページ以内とする。 

  (7) ページ番号は、本文 1 ページ目から最

終ページまで、通し番号を用紙の中央

下部に付記する。 

    

Ⅵ．原稿の構成 

 1．ページ設定 

  (1) 1 ページ目：表紙(表題、副題、執筆

者、所属先、要旨、キーワード) 

  (2) 2 ページ目以降：本文 

  (3) 原著論文・研究ノートは、背景(緒

言)・材料と方法・結果・考察の節に分

けて記載する。 

 2．表紙 

  (1) 表題：MS ゴシック 太字 16pt 

  (2) 副題：MS ゴシック 太字 12pt 

  (3) 表題・副題(英文)：Times New Roman 

12pt 文頭の文字のみ大文字、以下は小

文字とする。 

  (4) 執筆者：MS ゴシック 12pt 

  (5) 執筆者(英文)：Times New Roman 9pt 

姓名の順で記載し、姓名との間は 1 文

字分空ける。姓については、全て大文

字とする。名については、文頭の文字

のみ大文字。以下は小文字とする。 

  (6) 執筆者所属先：MS ゴシック 9pt 

※共著者：「，(コンマ全角)」で列記す

る。著者は、所属を記載し、学校名、

学部名(学部が無い場合は不要)、学科

名の順に列記をする。 

  (7) 要旨：MS 明朝 9pt 400 字以内 

  (8) キーワード：9pt キーワードに内容を

的確に示す言葉を選び、5 語以内とす

る。 

  (9) Abstract（英文要旨）：Times New Roman 

9pt 300 語以内。各自英文校閲を受け

たもののみ受け付ける。 

  (10) キーワード(英文)：Times New Roman 

9pt キーワードに内容を的確に示す

言葉を選び、5 語以内とする。 

  (11) 筆頭者連絡先：MS 明朝 9pt 所定の 

Ⅰ．投稿内容 

 東洋医学・柔道整復学等の伝統医学、看護学

および関連諸科学の発展に貢献する内容とし

他の雑誌等に未発表のものに限る 

   

Ⅱ．投稿資格 

 投稿に関し筆頭著者は、会員であることを条

件とする(その他の共同執筆者はその限りでは

ありません)。 

   

Ⅲ．投稿件数 

 1 巻につき筆頭者著者 1 人 1 題とする。(年に

1 巻の発行を予定しております) 

   

Ⅳ．原稿の区分 

 原著論文、研究ノート、症例・事例報告、総

説、解説・意見、学会報告、書評、学生論文 

のいずれかとする。 

 1．原著論文 

  方法や結果に独創性や新規性が認められる

実証的、実践的、理論的な研究を指し、そ

の発展に役立つ内容を順序立てて明瞭に記

述したもの。 

 2．研究ノート 

  オリジナルな学術研究、調査、事例などを

まとめた研究報告であり、独創性、有用

性、新規性、速報性などの観点から会員が

広く関心を持つと思われるもの。原著論文

の短縮版を想定している。 

 3．症例・事例報告 

  独創性に富み、新しい知見を含む症例・事

例の経過をまとめたもの。 

 4．総説 

  国内外の諸研究を広く検討し、独自の観点

から総合的に概観したもの。 

 5．解説・意見 

  専門的な内容を非専門家にも理解できるよ

うに幅広く説明したもの。 

 6．学会報告 

  学会開催および参加報告をまとめたもの。 

 7．書評 

  会員に有用な文献の批評や単なる文献紹介

にとどまらず、オリジナルな批評を含むも

の。著者等から書評掲載依頼があった場合

は、編集委員会において採否を決定し、執

筆を依頼する。 

 8．学生論文 

  学生会員により執筆されたもの。 

   

Ⅴ．原稿形式 

 1．投稿原稿 
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   り慣用されているものを用いる。 

  (5) 倫理的配慮 

   倫理的配慮とは、主に以下のこととす

る。対象者への研究参加の説明と同意

の手続きが適切に行われている。対象

者が心身の負担・苦痛や不利益を受け

ない配慮がされている。個人データが

守秘され、プライバシーが保護されて

いる。 

例 対象者は、口頭による募集を原

則とした。その結果参加の意思

を示したすべての対象者には、

文章と口頭により、プライバシ

ーの保護と本研究の目的およ

び方法、研究期間、研究への参

加は任意であること、研究への

参加に同意しなくとも不利益

を被らないこと、研究への参加

に同意したあとでもこれを撤

回できることを説明し、同意を

得た。また、本研究は日本伝統

医療看護連携学会倫理審査委

員会にて承認を得た(承認番号：

△△-△△)。 

  (6) 利益相反 

   一般的には、ある行為が、一方の利益

になると同時に、他方の不利益になる

ような行為をいう。法律的には、さま

ざまな利益相反行為が禁止ないし制限

されているが、医療との関係では、臨

床研究における利益相反行為が重要で

ある。利益相反は見出しを設けて記載

すること。 

例 (利益相反がない場合) 

開示すべき利益相反状態はな 

い。 

例 (利益相反がある場合) 

この研究の○％は、×××から

の支援により行った。著者◯◯

◯◯は、×××との間に利益相

反を有する。 

  (7) 文献の記載方法 

   文献の記載方法は、引用順に番号を付

け行い、上付き文字設定で文章文字の

右肩か著者名の右肩に巻末の参考文献

リストの順番に照応する番号を付ける

こと。 

①雑誌掲載論文 

引用番号)著者名(発行年次)：論文の

表題、掲載雑誌名、号もしくは巻

(号)、最初のページ数－最後のペー

ジ数。 

例 引用番号)尾山とし子(2010)：災

害看護基礎教育における被災者の

犠牲を踏まえた教授内容 

   位置に、筆頭者名、所属先住所、所属

先名、電話番号、E-mail アドレス。 

 3．本文 

  (1) 本文 

   ①フォントは、MS 明朝 10pt とする。 

  (2) 図・表(グラフ)・写真 

   ①原則として巻末に添付せずに、本文

の間に挿入する。 

②図・表(グラフ)・写真は、400 字に相

当する。③番号、題名の位置は、図・

表(グラフ)・写真の下に記載する。そ

れらは、図・表(グラフ)・写真の内容

がよく理解できる説明を記載するこ

とが望ましい。モノクロ版で印刷す

るため、グラフの色はモノクロ色ま

た網掛けを用いて表す。そのまま印

刷されるため、文字サイズ等に十分

配慮する。 

※図・表(グラフ)写真は、相当な字数を

消費しますので、注意ください。 

  (3) 見出し番号 

   節にあたる見出し番号については、Ｉ、

Ⅱ…、1、2…、(1)、(2)…、①、②…と

いう順で適宜使用する。 

例Ⅰ.□□□□□   

1.□□□□□  

(1)□□□□□  

① □□□□□ 

  (4) 本文および文献等の作成方法 

   ①和文原稿には、現代仮名遣いによる

平仮名および常用漢字を用いること

を原則とする。 

②本章中の句読点は「，(コンマ全角)」、

「．(ピリオド全角)」または「、」「。」

の組み合わせのどちらかに統一す

る。 

③アルファベット、数字、ハイフンお

よび各種記号等は原則として半角と

する 

④一般的な外国語の人名、述語、物質

名等には、カタカナを用いることを

原則とする 

⑤引用文が数行にわたるときは、前後

各 1 行ずつあけ、かつ、左側を全角

2 字分の字下げして、引用であるこ

とを明示すること。字体は、本文と

同じ MS 明朝体とする（イタリック

体や「」は使用不可）上記を投稿規

程に追記する。 

⑥文章中の元素名、化学物質名は、原

則として和名で書く。 

⑦数字は、原則として算用数字を用い

る。生物の学術名はイタリックとす

る。 

⑧単位は、原則として国際単位系によ 
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   例 引用番号)尾山とし子(2010)：災

害看護基礎教育における被災

者の犠牲を踏まえた教授内容

の検討、日本災害看護学会誌、

12(2)、51-66 

②単行本から引用する場合 

引用番号)著者名(発行年次)：書名(版

数)、出版社名、発行地。 

例 引用番号)南裕子(1995)：阪神・

淡路大震災そのとき看護は(初

版)、日本看護協会出版会、東京 

引用番号)著者名(発行年次)：論文の

表題、著者名、書名(版数)、ページ数、

出版社名、発行地。 

例 引用番号)臼井千津(1995)：看護

ボランティア調整本部のボラ

ンティア、南裕子、阪神・淡路

大 震災そ のとき 看護は ( 初

版)139。日本看護協会出版会、

東京 

引用番号)著者名(編者名)。書名、版

数。発行所の所在地：発行所：引用

頁。 

例 引用番号)鍼灸医学典籍大系第

二巻 黄帝内経素問一。初版。

大阪：コ―ディック: P。28‐40、 

1978 

③訳本から引用する場合 

引用番号 )原著者名 (原著の発行年

次)／訳者名(翻訳書の発行年次)：翻

訳書の書名(版数)、出版社名、発行

地。 

例 引用番号)Beverley 

Raphael(1989)／石丸正(1989)：

災害のお嗽ときカタストロフ

ィの精神医学(初版)、みすず書

房、東京 

④新聞記事から引用する場合 

引用番号)作成者名。題目(見出し)。

新聞名。掲載紙面  月日。西暦年数 

例 引用番号)前田絵美子。顔に鍼

灸。日経流通新聞。20 面。04 月

30 日、2010 

⑤電子文献から引用する場合 

引用番号)著者名(update 日)：著作物

のタイトル、検索した月日、情報源

(資料名など)、検索した年月日、入手

先(URL など)。 

例 引用番号)中央防災会議

(2012.9)：防災基本計画、内閣

府、2013.7, 

http://www.bousai.go.jp//keikaku/ 

201111227_basic_plan.pdf 

  (8) 投稿 

    

   ①原稿提出時には、原稿ファイルを提

出する。投稿ファイルの提出は、

学術誌編集員が指定した方法で行

う。 

②投稿に関する問い合わせ等の窓口は

事務局とする。 

     jstnap@akamon.ac.jp 

 

Ⅶ．著作権について 

 著作権については、会員の権利保護のために、

掲載された原稿の版権は本学会に属するもの

とする。帰属する資料を引用する場合は、著者

がその許可手続きを行うこととする。 

http://www.bousai.go.jp/keikaku/
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編集後記 

 

 

思い返しますと、学会発足構想からはや 2年の月日が経とうとしております。 

多くの諸先生方をはじめとし、皆様方からの多大なご協力の賜といたしまして、今日こ

こに、記念すべき日本伝統医療看護連携学会誌第一巻第一号を発行することができまし

た。この場をお借りして深謝いたしたく存じます。 

さて、この学会誌の特色の一つといたしまして、従来ともすれば専門領域内の学究とな

りがちであった医学系看護系学会とはすこし異なった、多職種多分野のご専門家の方々

からの、実に広範な学際的アプローチによる研究成果発表の場であることだと編集子は

日々感じております。たとえるならば、ヒトの健康なる姿を山の頂上とすれば、そこに至

る登攀のルートには様々な道筋があるものの、その各々に独自の過程があり尊重される

べくは自明の理であり、その道程を経て至る山頂から展望する絶景にはなんらの相違も

ないと思われるのです。 

そして、ヒトの健康なる姿と対峙している「病気・やまい」に相当する英語が disease

でありますが、この語の成り立ちが dis ease（安らかならざる）であることからも、い

まや文化の相違をも超越した真にインターナショナルな学究が求められている時代であ

りましょう。 

 折しも全世界的な COVID-19の蔓延に際し、われわれに何ができうるのかを深く問わ

れている今、本学会誌の意義を実感する次第でございます。 

 

編集担当：立石和子 
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