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1事業概要 

 

 

1.1事業の趣旨・目的等について 

1.1.1事業の趣旨・目的 

団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、3～13万人の看護職員が不足するといわれて

いる（2025年問題）。一方、看護師国家資格を持ちながらその職に就いていない潜在看護職

員は約71万人いるとされている。この潜在看護職員の1～2割が復職すれば2025年の不足分

は充当される。しかし、現状では、看護師等免許保持者の届出制度は十分に機能していると

は言えない。そのために、復職意欲を喚起したり、各種研修への参加を促したりする働きか

けが十分になされてはおらず、復職のための学び直しも進んでいるとは言えない。 

そこで、本事業では、平成30年度からの3年間をかけて、専門学校と病院・福祉施設や関連

団体との連携体制により、eラーニングを活用した学び直し講座を通して、潜在看護師の復職

を支援するモデルを構築し提案する。この学び直し講座では、復職意欲のある潜在看護職員

の掘り起こしから、看護知識の確認や職業意識等の醸成、キャリア形成等の学び直し、さら

には復職の支援までを一貫して提供する。この潜在看護師の復職支援モデルを継続的にかつ

他地域へも広域的に展開していくことで、潜在看護師の円滑な復職やキャリア形成を支援

し、2025年問題の解消に貢献する。 
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1.1.2学習ターゲット・目指すべき人材像 

出産や育児等により休職中の潜在看護師を対象として、復職意欲を喚起し、身に付けている

看護の基礎知識と専門技術を基に自らのキャリアプランを明確にして、病院や施設での中核

人材として活躍できる看護師を育成する。 

 

1.2事業背景 

1.2.1看護師の2025年問題と潜在看護師 

厚生労働省によると、平成28年末時点における看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護

師）の就業者数は、約166万人となっている。団塊の世代が後期高齢者となる平成37年

（2025年）には、看護職員は196万人～206万人必要であるとされている。就業者数は年間

平均3万人で推移しているが、このペースで今後増加していっても、平成37年には3万人～13

万人が不足すると考えられている1。 

 

一方、看護職員の国家資格を保持していながらその職に就いていない者、即ち潜在看護職

員は、平成22年末時点で約71万人いるとされている2。この潜在看護職員の1～2割が復職す

れば、平成37年の不足数をカバーできる。 

 

 

1 厚生労働省看護職員確保対策

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html平成30年6月閲覧 

2 厚生労働省看護師等免許保持者の届出制度

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html平成30年6月閲覧 

一方、看護職員の国家資格を保持していながらその職に就いていない者、即ち潜在看護職員

は、平成22年末時点で約71万人いるとされている2。この潜在看護職員の1～2割が復職すれ

ば、平成37年の不足数をカバーできる。 
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1.2.2看護師等免許保持者の届出制度と潜在看護師の復職支援の課題、学び直しが進んでいな

い原因 

看護職員のうち就業している者については、2年に1度、「業務従事者届」が保健師助産師

看護師法に基づき義務付けられている。ところが、就業していない者、即ち、潜在看護師に

ついてはその実態を把握する仕組みがなかった。そこで、平成27年10月1日に改正・施行さ

れた「看護師等の人材確保の促進に関する法律」により、潜在看護職員は連絡先等の情報

を、都道府県の「ナースセンター」に届け出ることが努力義務と定められた。これにより、

都道府県ナースセンターは、届け出られた情報をもとに潜在看護職員とつながりを保ち、求

職者になる前の段階から、個々の状況に応じて復職への働きかけを行うことができるように

なった。 

この届出制度による届け出がなされた人数は、届出制度が始まった平成27年10月から11月

の2ヵ月間で合計5,441人となっている3。このことから、潜在看護職員の数に比べて届出数

が少なく、都道府県ナースセンターによる個々の状況に応じた復職への働きかけは十分に効

果を発揮していないと言える。さらには、この復職への働きかけに復職のための学び直しも

含まれることも予想される。即ち、潜在看護職員の届出制度が十分に機能していないため、

学び直しも進んでいないということが考えられる。 

1.2.3潜在看護職員の学び直しニーズ 

ここで、潜在看護職員の学び直しに関するニーズについて確認しておきたい。宮崎県の西

諸地域（小林市、えびの市、高原町）を対象とした地域を限定した調査ではあるが、学校法

人宮崎総合学院が平成27年度文部科学省成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推

進事業「看護師の新しい職域に参画する女性の学び直しキャリア教育プログラムの開発と実

証」において実施した看護師に対する復職・キャリアアップ等に関する意識調査によると、

離職経験のある看護師が復職する際にあると良いと思う支援の内容について、「専門技術の

再訓練」（128件）、「復職支援について相談できる相手の設定」（122件）が多く回答され

ている（回答総数399件、上位2つまで回答）。さらに、本事業で平成30年度に実施した看護

師および離職中の潜在看護師を対象の調査アンケート（回答数241件）でも、「専門技術の
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再訓練」（88件、構成比36.5%）、「現代医療事情の講義」（71件、29.5%）、「復職支

援について相談できる相手の設定」（66件、同比27.4%）が回答上位を占めた。このことか

ら、潜在看護職員のニーズに合った教育環境が十分でないこと、及び、復職に関する相談相

手が身近に少ないことがわかる。これも、潜在看護職員の学び直しが進んでいない原因とし

て考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 厚生労働省看護職員確保対策についてhttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-

10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000107369_11.pdf 

  

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000107369_11.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000107369_11.pdf
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1.2.4eラーニングを活用した学び直し講座の必要性 

本事業初年度に実施した調査アンケート（回答数241件）によれば、復職の際の問題点と

して上位に挙げられた回答は、「家庭との両立」（99件、構成比41.1%）、「ブランクによ

る知識・技術の遅れ」（81件、33.6%）、「職場の人間関係」（79件、32.8%）であっ

た。課題解決のためには、eラーニングを用いた時間・場所にとらわれない学習環境と、集合

学習やSNSによるコミュニティ機能によって学習内容や復職に関することなどを自由に相談

し合える環境とを組み合わせた学び直し講座により、復職意欲の喚起から専門知識・スキル

の向上、復職やキャリア形成支援までを一貫して行う取組が必要となる。 

本事業では、現場復帰意向のある潜在看護師の円滑な復職を支援する教育プログラムを開

発・実施し、専門学校が潜在看護師の掘り起こしと女性の社会参画を促進するモデルを提案

することを目指した。 
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1.3事業実施 

1.3.1実施体制 

本事業では、以下のような構成機関からの参画者により実施委員会を組織し、事業を推進

した。 

構成機関（学校・団体・機関等）の名称 役割等 都道府県名 

１ 学校法人桜水会 土浦看護専門学校 事業統括 茨城県 

２ 学校法人宮崎総合学院 

小林看護医療専門学校 
開発 宮崎県 

３ 学校法人西野学園 

札幌医学技術福祉歯科専門学校 
開発 北海道 

４ 一般社団法人北九州市小倉医師会 

北九州市小倉看護専門学校 
開発 福岡県 

５ 医療法人社団桜水会 筑波病院 開発・実証 茨城県 

６ 公益社団法人取手市医師会 

取手北相馬保健医療センター医師会病院 
開発・実証 茨城県 

７ 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 開発・実証 千葉県 

８ 社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院 開発・実証 茨城県 

９ 医療法人聖和会 つくば病院 開発・実証 茨城県 

10 公益社団法人茨城県看護協会 評価 茨城県 

11 一般社団法人日本環境保健機構 評価 東京都 

12 一般財団法人福祉教育支援協会 評価 埼玉県 

13 株式会社東京リーガルマインド 評価 東京都 

14 メディカル・ソリューションズ・ジャパン 評価 福岡県 

図表 1委員会構成機関 
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事業の実施体制（イメージ） 

 

実施委員会の構成機関から開発分科会と実施分科会を設置 

 

1.3.2実施内容 

本事業では、平成30年度に実施したアンケート調査および事例調査を経て、2019年度は以

下の取組を実施した。 

○実施委員会、開発分科会、実施分科会 

○開発 

①学び直し講座開設のための検討 

②モデルカリキュラム開発 

以下、各取組の概略について報告する。 

 

1.3.2.1実施委員会と分科会 

本事業では、開発分解会を5回、実施分科会を1回、実施委員会を2回開催した。 

開発分科会では、主として平成30年度に策定した科目構成の再検討と講師の選定を行い、

実施分科会では、コマシラバスの修正や講義の収録方法等、実施に関わる協議を行った。 
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第1回開発分科会においては、平成30年度アンケート結果より以下の点について検討し、

カリキュラムの修正を検討した。 

・復職する際の問題点：（平成30年度成果報告書p.44） 

①家庭との両立 ②ブランクによる知識・技術の遅れ ③職場の人間関係 

・復職する際に必要とする支援：（平成30年度成果報告書p.45） 

①専門技術の再訓練 ②現代医療事情の講義 ③復職支援について相談・できる相手の設

定 

・復職のため希望する講義：（平成30年度成果報告書p.47～51） 

以下、回答上位 

「倫理学」「看護をめぐる法律と制度（最近の動向）」「医療安全、感染対策」「フィジ

カルアセスメント」  

・自由記載、離職の理由等から導き出された希望される講義： 

「人間関係論」「看護管理」「キャリアアップ（ジェンダーの差はつけない）」 

 

受講形式に関しては、平日の午前中、1～2時間で週2～3回、短期集中型のニーズが多く、

これらから、離職中の看護師は、働けない何らかの事情を抱えており、心身の時間的余裕が

なく、じっくりと学習することが困難な状況にあると評価した。 

そのため、講座をコンパクトにまとめ、受講ニーズを満たすため希望の高かった講座を新

設する方向で、カリキュラムを修正することとした。 

また、茨城県看護協会の復職支援事業の実施状況を踏まえ、看護専門学校の教育機関とい

う立ち位置の視点から技術の訓練より知識の獲得に重点を置くことした。そして、技術再訓

練が関係することになる講義（フィジカルアセスメント①②、医療安全）も技術のスキルア

ップというより、根拠に基づく看護技術の習得をする、という位置付けとした。以上を検討

し、2019年度修正版のカリキュラムへと修正した。 

第2～3回開発分科会においては、担当講師、土浦看護専門学校専任教員等と修正版カリキ

ュラムの講義の構成イメージから内容の方向性について以下の点について協議した。 

・学習目標を看護師の復職支援の視点で検討する： 

既習の知識を考慮しつつ新しい知識（最新の情報）を提供する、今更聞けない、自信のな

い知識の再確認というニードにも対応する 



10 

 

・学生像：長時間の学習時間の確保が困難、受講生のレディネスの格差 

第1回実施委員会（令和元年9月24日）において、これまでの経過の報告と修正版カリキュ

ラムを提案し、シラバスの内容、構成、担当講師について承認された。意見として、シラバ

スや等で使用する言葉を、受講者が興味をひくような用語に表現を工夫すると良い等の意見

が出された。 

・第4～5回開発委員会において、修正版カリキュラムと担当講師の最終確認を行い、開発委

員会の最終案として決定とした。 

令和2年2月21日に開催した第2回実施委員会において、分科会で検討した開発プログラム

最終案および実施報告について全委員の承認を得た。意見としては、各講師の制作したコン

テンツの著作権問題の再確認、他校で講座を実施する際の授業案の作成要望等が出された。 

 

1.3.2.2開発 

開発①：学び直し講座開設のための検討 

【目的】潜在看護師の復職支援モデルとなる学び直し講座を開設するために整理が必要な項

目について検討し、実施モデルとして構築する。 

【概要】受講者募集方法、講座の期間、集合学習の曜日・時間帯、eラーニングのプラットフ

ォーム、復職支援方法等の項目について検討し、1つのモデルとして整理した。 

開発②：モデルカリキュラム開発 

【目的】学び直し講座で実施する教育内容や教育計画を明確にするために、カリキュラムの

構成を検討し、コマシラバスの形で整理し、eラーニングによる知識学習コンテンツを制作す

る。 

【概要】カリキュラムは、1項目をeラーニングによる知識学習と、ピアミーティングとケー

ススタディからなる集合学習とで構成し、全8項目を設定した。1項目の学習時間は、知識学

習が4時間程度、集合学習が3時間程度で、全56時間となる。運用方法としては、1週間に1項

目を実施して8週間で行うパターンと、2週間で1項目を実施して16週間で行うパターンとを

想定している。2019年度は、全8項目をコマシラバスのレベルで再構築し、eラーニングによ

る知識学習部分のテキストおよび講義映像を制作した。 
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2 開発報告 
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2.1 開発概要 

 

看護師不足に関する 2025 年問題の解決に取り組むために、本事業では、現場復帰意向のあ

る潜在看護師の円滑な復職や新領域への挑戦を支援する教育プログラムを開発・実施し、専門

学校が潜在看護師の掘り起こしを促進するモデルを提案する。 

 

○学び直し講座の概要 

本事業で開発・実施する学び直し講座は、3 カ年の事業期間の初年度に実施した看護師が復

職する際に必要とする支援内容や学び直し講座に関する受講ニーズ（学習内容、学習形式、学

習期間等）に関する調査結果や最新の動向を踏まえ開発したコマシラバスをベースとして、

より受講しやすい形式を構成する。さらに、講座での学習内容だけでなく、学習方法や復職に

関する内容等についても受講者が相談できるようなコミュニティ活動を支援する仕組みも取

り入れる。具体的には、SNS の仕組みを活用する。この受講者のコミュニティを活用するこ

とで、口コミによって本講座の受講生を継続的に募集することにも繋がっていく。 

 

○学び直し講座の構成 

本事業で開発する学び直し講座は、e ラーニングを用いた講義映像視聴・確認テスト・キ

ャリアプラン作成（e ラーニング上で提示される課題に順番に取り組みながら自分の将来の

看護師キャリアを検討し、最終的にキャリアプランとしてまとめる。課題は、講義映像や集

合学習の内容に関連したものが提示される）、集合学習におけるピアミーティング・ケース

スタディの組み合わせを 1 つの単位とし、それを繰り返す構成とする。1 週間における学習

時間は 7 時間程度で、それを 8 週繰り返し、総学習時間は 62 時間の想定とする。e ラーニ

ングによって学習した内容を基に、集合学習においてディスカッション形式で課題に取り組

む反転学習の方式により、より実践的な知識やスキルを身につけることを狙う。 
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講座の全体構成は以下のとおり。 

 

 

看護知識・技術 （週 7H×8 週=56H） 

e ラーニング（週 4 時間程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合学習（週 3 時間程度） 

 

 

キャリア形成（6H） 

e ラーニング（全 6時間） 

①看護職の職業意識とキャリア形成（1Ｈ） ②キャリアプランを考えるための知識（1Ｈ） 

③看護師として自身のキャリアを考える（1Ｈ）     ④キャリアプラン作成（3Ｈ） 

 

コミュニティ活動 

（SNS によるディスカッション、学習内容・学習方法・復職等に関する相談等） 

 

  

講座の構成（全 62 時間） 

 

講義映像の視聴 
（医療・看護の各種テーマについて学習） 

第１週 倫理学①生命倫理 

第２週 倫理学②看護倫理 

第３週 人間関係論 

第４週 看護をめぐる法律と制度 

第５週 医療安全 

第６週 フィジカルアセスメント① 

第７週 フィジカルアセスメント② 

第８週 看護管理 

確認テスト 
（講義映像で学習した知識の定着） 

ピアミーティング 
（講義映像のテーマに関する各人の主

観的な実感・体験談等を共有） 

ケーススタディ 
（講義映像のテーマについて実例を通

して学習、課題について実務的な観点

で討議し解決を図る） 
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○学び直し講座の学習テーマ 

学び直し講座の学習テーマは、本事業初年度に実施した調査結果を基に、2019

年は、更に検討を重ね、下表のとおり講座コンテンツを開発した。 

 

週 講義映像のテーマ ピアミーティングテーマ 

第 1 週 倫理学① 生命倫理 生命倫理に関する体験談の共有 

第 2 週 倫理学② 看護倫理 看護倫理に関する体験談の共有 

第 3 週 人間関係論 人間関係に関する体験談の共有 

第 4 週 看護をめぐる法律と制度 社会保障・社会

福祉 

社会保障や社会福祉に関する体験談の共有 

第 5 週 医療安全 インデント・アクシデントに関する体験談の共

有 

第 6 週 フィジカルアセスメント① フィジカルア

セスメントの基本 

全身・頭部～頚部のアセスメントに関する体験

談の共有 

第 7 週 フィジカルアセスメント② 系統別フィジ

カルアセスメント 

系統別アセスメントに関する体験談の共有 

第 8 週 看護管理 看護管理に関する体験談の共有 

 

※学習テーマの変更について 

平成 30 年度事業計画時は、看護師の特に新領域分野への参画支援を目的とした教育プロ

グラムの開発実績（学校法人宮崎総合学院 平成 27 年度文部科学省 成長分野等における

中核的専門人材養成の戦略的推進事業）を参考に作成していたが、本事業では初年度にお

いて、現場復帰意向のある潜在看護師の円滑な復職支援プログラムの作成を目的に、病

院・福祉施設・その他の施設に勤務する看護師及び離職中の潜在看護師を対象としたアン

ケート調査を実施し、その結果、復職のために受講が望ましい講義テーマとして特に受講

ニーズの高かった「倫理学」「看護をめぐる法律と制度」「医療安全」「フィジカルアセスメ

ント」の 4 つを選んで学習テーマとした。 

更に、2019 年度の事業取組として、分科会において担当講師、医療関係者等にヒアリン

グを行い、アンケートにおいても必要科目としてニーズが高い「人間関係論」と「看護管

理」を加える構成とした。 
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○講師の選定 

講義内容にふさわしい講師を以下の通り選定した。 

科目 講師 所属・経歴 等 

倫理学①生命倫理 海山宏之 人間科学センター 茨城県立医療大学 

倫理学②看護倫理 高嶋真希子 土浦看護専門学校 

人間関係論 矢口大雄 和洋女子大学人文学部心理学科 

看護をめぐる法律と制度 前川玉緒 保健師助産師看護師 

国家試験対策講師 

医療安全 佐藤朋代 

関川真由美 

土浦看護専門学校 

土浦看護専門学校 

フィジカルアセスメント

①② 

山田千夏 有限会社アリスト 

看護管理 竹村華織 社会医療法人ジャパンメディカルアライ

アンス 

副院長 看護部長 

キャリア形成 深澤優子 医療法人社団福寿会 

人事部長・看護部長（教育管理担当） 

講師に関しては、受講生のレディネスを考慮し、以下の観点から選定した 

①受講生のレディネスを考慮し、そのニーズに合わせた知識が提供できる、また、グループ

ワークの指導力を持ち合わせている 

②学習習慣がない、学力の差がある受講生集団に柔軟に対応できる 

③専門学校や大学等での教育経験があり、近年の看護基礎教育に精通している 

④管理やキャリアアップに関しては、実際の現任教育にあたっていてその成果を出している 

⑤集合学習において、多様な背景の受講生に対応・調整ができる 

  ＜講師略歴＞ 

●倫理学① 海山宏之氏：茨城県立医療大 人間科学センター講師 宗教学、生命倫理、哲

学 

 土浦看護専門学校でも倫理学の講義を務める。茨城県看護教員養成講習会の講師も兼務

し、看護基礎教育に理解がある。 

●倫理学② 高嶋真希子：土浦看護専門学校 副学校長。看護理論、看護学概論、看護過

程、護研究等の講義にて看護倫理について講義している。 



16 

 

●人間関係論 矢口大雄氏：和洋女子大学人文学部心理学科助教 臨床心理学、家族心理学 

土浦看護専門学校では発達心理学の講義を務める。公認心理師、臨床心理士もあり、学生

の相談にも対応し、看護師の人間関係について理解がある。 

●看護をめぐる法律と制度 前川玉緒氏：保健師・助産師・看護師、国家試験対策講師 

国家試験講師として、学習すべき多くの情報をまとめてポイントを押さえ、特に低学力者

層にむけた講義に定評がある。 

●医療安全 佐藤朋代氏：土浦看護専門学校専任教員。安全管理の講習を受け、臨床現場で

は医療安全チームで活躍していた。 

●医療安全 関川真由美氏：土浦看護専門学校専任教員。感染対策、感染管理の講義を担当

している。 

●フィジカルアセスメント 山田千夏氏：看護師。フィジカルアセスメントに関するフリー

の講師として活躍している。土浦看護専門学校でもヘルスアセスメント講義でフィジカル

アセスメントの指導を務める。 

●看護管理 竹村華織氏：社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス副院長 看護部長 

木村看護教育振興財団の海外教育研修に参加後、北里大学看護学部の教員後、家族支援専

門看護師資格取得。その後、北里大学病院勤務を経、海老名総合病院現職。 

●キャリア形成 深澤優子氏：医療法人社団福寿会 人事部長・看護部長（教育管理担当） 

神奈川県立衛生短期大学(現神奈川県立保健福祉大学)、ボストンの日本人学校で教員とし

て勤務。R&D Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所代表としてコンサルティング・研

修(認定看護管理者研修、看護部研修、看護管理者研修等)・講演・執筆等で活躍してい

る。 

 

講師との打ち合わせでは、受講生の背景やレディネスイメージ化が困難であり、教授内容

の具体的な打ち合わせに時間を要した。特に看護をめぐる法律と制度では、実際のニーズを

把握したいとの要望にて、現在、離職・休職中の看護師のヒアリングを実施した。 
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2.2 コマシラバス 

【看護知識・技術】（週 7 時間×8 週＝56 時間） 

週 第 1 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ 倫理学① 生命倫理 

学習目標 生命倫理に関する基本的な内容を学習し、倫理的問題に気

付き、解決するために何をすべきについて考えるための知

識を養う。 

学習内容 e ラーニング 1.生命倫理 

・倫理とは何か 

・生命倫理とは何か 

・見守ること 

2.性と生殖の生命倫理 

・どこからが人間か 

・性と生殖の生命倫理 

3.死の生命倫理 

・患者の自己決定権 

・海外の安楽死 

・日本の安楽死 

・医療と宗教 

4.先端医療と制度をめぐる生命倫理 

・臓器移植 

・日本人と遺体 

・日本の医療 

4 時間 

ピアミーティング 生命倫理に関する体験談の共有 1.5 時間 

ケーススタディ 先端医療と制度をめぐる生命倫理に関

するケーススタディ 
1.5 時間 

使用教材 ・「倫理学①生命倫理」講義映像、レジュメ 

・集合学習教材は授業中に配布 
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週 第 2 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ 倫理学② 看護倫理 

学習目標 看護職に求められる倫理に着いて学習し、倫理的問題に気

付き、解決するために何をすべきについて考えるための知

識を養う。 

学習内容 e ラーニング 1.看護倫理 

・看護倫理とは何か 

・看護の倫理原則 

・看護実践と倫理 

2.専門職の倫理 

・社会に求められる倫理 

・専門職に求められる倫理 

・看護業務基準と倫理実践 

3.倫理的問題へのアプローチ 

・看護実践における倫理的問題の特徴 

・倫理的問題へのアプローチ 

4.看護研究の倫理 

・看護職と研究倫理 

・研究における倫理的問題 

・倫理的配慮の要点 

・看護研究に必要な倫理的配慮 

4 時間 

ピアミーティング 看護倫理に関する体験談の共有 1.5 時間 

ケーススタディ 小児看護に関するケーススタディ 1.5 時間 

使用教材 ・「倫理学②看護倫理」講義映像 

・集合学習教材は授業中に配布 
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週 第 3 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ 人間関係論 

学習目標 職務満足や高い生産性の要因は１つはよい人間関係であ

り、社会生活は他者との協力や、他者に援助し、援助され

る活動で成立している。アイデンティティ（自己確認）の

獲得とともに、他者への理解度を高め、コミュニケーショ

ンについて学び、円滑な人間関係を築く。 

学習内容 e ラーニング 1.コミュニケーションとは 

・コミュニケーションの意味 

・コミュニケーションに関する研究 

・コミュニケーションの種類 

・人間関係論の基本的視点 

2.自分と他者を理解すること 

・自分とは何か 

・自分を理解すること 

・他者を理解すること 

・相互理解を深めるために 

3.自分の感情と上手に付き合うためには 

・自分の気持をつかむ 

・感情・思考・行動バランス 

・怒りの感情を知ろう 

・怒りと上手に付き合うために 

4.さわやかな自己表現 

・アサーション度チェック 

・アサーション（さわやかな自己表現）と

は 

・3 つの自己表現 

・コミュニケーション技法：DESC 法 

4 時間 

ピアミーティング 人間関係に関する体験談の共有 1.5 時間 

ケーススタディ 人間関係に関するケーススタディ 1.5 時間 

使用教材 ・「人間関係論」講義映像、レジュメ 

・集合学習教材は授業中に配布 
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週 第 4 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ 看護をめぐる法律と制度 

学習目標 社会保障制度の概念と意義を学び、看護活動に直結する法

律や制度が近年の社会情勢の変化に対応しようとしてい

るものであることに気づく。また、このことを通じて、社

会保障制度の中での、看護職の役割意識を持つ。 

学習内容 e ラーニング 1.社会保障のことばに慣れよう 

・社会保障制度 

・憲法 

・社会保険 

・公衆衛生 

2.自分も患者さんの医療保険の加入者 

・公的医療保険制度 

3.昔とは違う医療保険制度 

・国民医療費 

4.「他・多」機関や職種を紹介できる？ 

・看護師と保健師 

・看護職以外の医療・保険職 

・連携する職種 

・看護と介護 

4 時間 

ピアミーティング 看護関係法令の改正に関する体験談の

共有 
1.5 時間 

ケーススタディ 関係法令に関するケーススタディ 1.5 時間 

使用教材 ・「看護をめぐる法律と制度」講義映像、レジュメ 

・確認テスト（レジュメ内） 

・集合学習教材は授業中に配布 
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週 第 5 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ 医療安全 

学習目標 医療事故や医療紛争の具体的な防止策、インシデント・ア

クシデント事例に学び、看護現場の安全確保に活用できる

知識を養う。 

学習内容 e ラーニング 1.インシデント・アクシデント事例 

・報告制度 

・事例分析 

2.医療施設の安全確保 

・医療施設 

・災害時の対応 

3.在宅医療 

・在宅医療の安全確保 

4 時間 

ピアミーティング インシデント・アクシデントに関する

体験談の共有 
1.5 時間 

ケーススタディ 安全確保に関するケーススタディ 1.5 時間 

使用教材 ・「医療安全」講義映像 

・集合学習教材は授業中に配布 
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週 第 6 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ フィジカルアセスメント①  

学習目標 フィジカルアセスメントの基本を確認し、系統別のフィジ

カルアセスメントの技術を高めていく。 

学習内容 e ラーニング 1.アセスメントの考え方とコツのブラッ

シュアップ 

・看護におけるフィジカルアセスメント 

・効率的に成果を得るアセスメントの流れ 

・わかる、伝わる！アセスメントのための

キーワード 

・進行上の注意事項 

2.バイタルサイン測定技術と根拠のアッ

プデート（1） 

・バイタルサインとは 

・バイタルサイン測定の課題 

・体温 ・脈拍 ・呼吸数 

3. バイタルサイン測定技術と根拠のアッ

プデート（2） 

・酸素飽和度(SpO₂)・血圧・意識レベル 

・急変予兆を見抜く 

4.口腔と腹部のアセスメント 

・口腔のアセスメント 

・腹部のアセスメント都市伝説 

・腹部アセスメント・テクニック 

・視診 ・聴診 ・打診 ・触診 

4 時間 

ピアミーティング アセスメントに関する体験談の共有 1.5 時間 

ケーススタディ フィジカルアセスメント結果の看護への

応用を題材としたケーススタディ 
1.5 時間 

使用教材 ・「フィジカルアセスメント①」講義映像 

・集合学習教材は授業中に配布 
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週 第 7 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ フィジカルアセスメント② 

学習目標 フィジカルアセスメントの基本を確認し、系統別のフィジ

カルアセスメントの技術を高めていく。 

学習内容 e ラーニング 1. 呼吸音のお悩み解決（呼吸副雑音） 

・呼吸音アセスメント都市伝説 

・異常呼吸音とは 

・副雑音とは 

2. 呼吸音のお悩み解決（呼吸音の変調） 

・正常呼吸音 

・呼吸音の変調（異常呼吸音） 

・呼吸音分類失敗あるあるへの解決策 

・呼吸音聴診テクニック 

3.心電図なしに循環を評価する 

・循環器系フィジカルアセスメントとは 

・心電図なしに循環を評価する方法 

・脈拍の評価（心拍と脈拍の同期、脈拍の

左右差） 

4.心音と心不全のアセスメント 

・心音聴診（Ⅰ音、Ⅱ音の聴き分け） 

・聴診テクニック：心音の聴診と評価 

・心不全を見抜くアセスメント 

4 時間 

ピアミーティング 系統別アセスメントに関する体験談の共

有 
1.5 時間 

ケーススタディ フィジカルアセスメント結果の看護への

応用を題材としたケーススタディ 
1.5 時間 

使用教材 ・「フィジカルアセスメント②」講義映像 

・集合学習教材は授業中に配布 
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週 第 8 週 

学習時間 7 時間 

学習テーマ 看護管理 

学習目標 看護マネジメントの 3 つの目的（看護組織が果たすべきミ

ッション、働く人の活かし方、看護と通した社会貢献）を

理解し、看護観を明確にする。 

 

学習内容 e ラーニング 1.看護とマネジメント 

・「マネジメント」って何だろう？ 

・あなたの看護を言語化しておこう 

2.中堅看護師に求められる役割 

・中堅看護師への期待と役割 

・信頼されるリーダーとは 

3.看護サービスのマネジメント 

・看護の質とは 

・看護の質の改善 問題解決 

4. マネジメントに必要な知識と技術 

・家族アセスメント 

・家族アセスメント 事例 

・家族アセスメント 組織への応用 

4 時間 

ピアミーティング 看護管理に関する体験談の共有 1.5 時間 

ケーススタディ 看護管理を題材としたケーススタディ 1.5 時間 

使用教材 ・「看護管理」講義映像、レジュメ 

・集合学習教材は授業中に配布 
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【キャリア形成】（6 時間） 

週 － 

学習時間 6 時間 

学習テーマ キャリア形成 

学習目標 女性としての職業観を養い、看護職女性の就業に関わる諸

問題を理解した上で、看護職女性としての働き方を考え、

自身のキャリアプランを作成する。 

学習内容 e ラーニング 

（講義映像） 

1.看護職の職業意識とキャリア形成 

・キャリアとキャリア形成の基本理解 

・看護職の職業意識とキャリア-看護職

の職業意識やキャリア意識・職業環境

の特徴理解 

2.キャリアプランを考えるための知識 

・問題解決技法の理解と活用方法 

・タイムマネジメントの基本と活用方

法 

・セルフコントロールの必要性理解と

実践方法 

3.看護師として自身のキャリアを考え

る 

・目標設定と課題解決型キャリアプラ

ンの作成方法 

・タイムマネジメント型キャリアプラ

ンの作成方法 

3 時間 

e ラーニング（演習） 

キャリアプラン作

成 

キャリアプラン作成 

・自己の課題の明確化と解決方法 

・自己のキャリアの目標設定 

3 時間 

使用教材 ・「キャリア形成」講義映像、レジュメ 

・キャリプラン作成用資料（レジュメ内） 
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倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

生命倫理①
クリニコス
見守ること

生命倫理学の誕生
• 生命倫理（Bioethics）は生き残りの科学（science of 

survival）として構想されました
• バイオエシックスは Bios(生命)とEthics(倫理)の合成語です
• 最初にこの語を用いたのはファン・レンセラー・ポッターです
• 彼は人口問題や食糧問題を抱えた人類が、有限な地球で生き延

びていくことに危機感をおぼえていました
• 彼が提唱した、生物学に関連する諸科学の成果（生命科学）を

基礎にした新しい学問がバイオエシックス（生命倫理学）でし
た



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

環境の倫理と私たちの生存
 DDT
• 1939年、独ガイギー社のミュラー博士によりDDTという物質に

殺虫効果があることがわかりました
• DDTはマラリア原虫を殺し、シラミなどの防疫性能にも優れ、

安価で大量生産できたので「夢の殺虫剤」とも呼ばれました
• ミュラー博士はこの発見の功績で1948年にノーベル生理学医学

賞を受けました
• それは散布後も分解し難く、効き目が⻑続きするものでした
• これが環境に致命的な影響を与えると知られたのは後の事です

 レイチェル・カーソン
• 海洋生物学者でライターをしていたカーソンのもとに、鳥の様

子がおかしい、誰か調べる人を紹介してという話がきます
• カーソンは自ら調査に乗り出し、DDTなどの農薬が動物に悪影

響を及ぼしていることを発見しました
• 彼女は1962年に『沈黙の春』を著します
• この本は、当時まだ顕在化していなかったDDTなどの農薬、人

工化学物質の散布の蓄積が動物に悪影響を及ぼすと警鐘を鳴ら
したものでした

• 食物連鎖の中、数万倍に濃縮されたDDTが魚や鳥を汚染してい
ました

• 放っておけば、人類の生存にもかかわる大きな問題だったので
す。このような分野も生命倫理の必要性を示しています
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

エンサイクロペディア
 Encyclopedia of Bioethics
• ポッターが提示した範囲を超え、環境の倫理や臓器移植の問題、

さらに日々新たに加わっていくさまざまな生命にかかわる問題
について百科事典が作られました。1978年のことです

• この事典では「生命科学（life sciences）と医療（health care）
の領域における人間の行動を道徳的規則と原理に照らして吟味
する体系的研究」のその当時の姿が描かれました

• このエンサイクロペディアの発行が、学問としての生命倫理学
の出発点だったともされています

人間とは何か
 生命倫理学
• 学問としての生命倫理学は、応用倫理学にあたります
• これは「現場の倫理学」と言われるように実践的なものです

 生命倫理が捉える問題
• 生命倫理が問題にする私たちの生活に関わる事柄には、たとえ

ば人工妊娠中絶に関する問題、人間の胚を実験に使うことの是
非など「どこから人間なのか」というところにつながるものが
あります

• また脳死の問題から臓器移植、そして安楽死の問題など「どこ
まで人間なのか」というところを問うものもあります

• つまり生命倫理は「人間とは何か」という問題に実践的に、現
場の問題として常に関わっていくものなのです
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生命倫理の見取り図（主なもの）
• 中絶と出生前診断
• 生殖技術
• 脳死と臓器移植
• 安楽死と治療停止
• エイズ
• 遺伝子解読・医療問題
• 患者―医療者関係
• 看護と介護

倫理(学)とは何でしょう？
 倫理と道徳
• 道徳は社会などで「正しいこと」とされるものを教えるものです
• 倫理は「よく生きる」ということを自分で考えていくものです
 倫（とも）の理（ことわり）
• 狭い意味での倫理は、文字通り「とものことわり」です
• ローカルな正しさを意味し、立場が違えば正しさも違ってきます
 前田英樹『倫理という力』（講談社現代新書）
• 人間は自らの選択で責任を負うことができます。その自由意思こ

そが自分で満足できる「よい生き方」になります
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
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医療職として患者さんと関わる
• 医療者も人間です
• それでも弱者（患者さん）に対して責任を負うことを選んだ側

にいます
• その責任を自分の意志で引き受けることが倫理的な強さです
• 生命倫理学では、医師と患者の関係や医師と看護師の関係など

を考えることも重要な一つの分野となっています
• 国際ナース協会（ICN）は、1973規定を改正し「医師の指示に

対する忠実な服従」を削除します
• ナースの第一の責任は看護を必要とする人々に対してあり…

見守ること
 見守る
• 実は「守る」は元々「もる」で「まもる」とは目(ま)守るから

来ています
• 別の漢字をあてれば、看（みる）護（まもる）すなわち看護で

すね
 医聖ヒポクラテス
• ヒポクラテスは、医療で一番大切なことはクリニコスklinikos

であると弟子に示したと伝えられています
• クリニコスというのは「病人の枕元で話を聞くこと」でした
• この語がclinicになり、「臨床」という訳語があてられました



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

患者にとって必要なもの
• 医学が病気の原因を取り除き、治療できるようになったのはせ

いぜい19世紀末から20世紀になった頃のことです
• それ以前は、解熱や鎮痛、鎮咳、去痰、強心、利尿といったよ

うな対症療法で、患者の自然治癒力を手助けするぐらいのもの
でした

• 消毒の力に気づき、麻酔や抗生剤が作られてまともな外科治療
ができるようになったのもそんなに古いことではありません

• 19世紀以前の病院の存在理由は、病人の保護や隔離といった公
衆衛生サービスの機能にありました

• そんな中でも、常に大切だったのは「見守ること」や「話を聞
くこと」という「臨床」だったのです

available あなたと共にいる
• 精神科医の丸田俊彦先生は⻑くアメリカで臨床をなさった後、日

本に戻ってきてがん患者のグループカウンセリングなどを行った
方です

• この先生が強調したことの一つが、このアヴェイラブルでした
• あなたが望むかたちで、私がそばにいて、問いかけ、話しかけ、

関わりたいとあなたが思うのならば、いつでも私はここにいます
よ

• 患者のこころをみるということは、あなたと共にいるということ
だと丸田先生はおっしゃいます

• それは心理学の技法でも、学問でも、言葉でもなく、心と心をつ
なぐ関係のことなのです
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

無理に安心を与えようと思わない
• 安心を与えなければならないという強い使命感が医療者にあっ

たとしても、安心を与える以上に『不安ですよね』と、不安を
共有することができれば、理解が得られるのではないかと思い
ます

• 相手に寄り添うということは、元気づけようとするよりも、む
しろ話を聞いてあげて、本当に苦しいんだろうなと思い、それ
でいながら自分は何もできないと思うこと。でも、いまここに
寄り添い、また、あなたが来週来たときにもここにいて、それ
からもつながりをずっともっていきます、という姿勢がとても
重要です

人と人の理解
 共感
• 相手の身になって考えなさいとは言われるものの、どこまで相手の

考えがわかるのでしょう
• あなたには私の痛みなんかわからない、と言われたとき、どう考え

るべきなのでしょう
 他者によって「自分」になる
• 私を作ってきたのは他者です。他者を自分から離していったがゆえ

に自分が形成されてきたのです
• ですから、私たちは「他我」があるという信頼を最初から持ってい

て、相手のことを理解できるという根本的な信頼があるのです
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≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

こころの関係性
• 相手のことを理解するというのは、相手の頭の中を覗いて、考

えを全部正確に理解するということではありませんでした
• 理解してもらいたいと思い、理解してあげたいと思い、何を話

しても大丈夫という関係性を作り上げるところで、ほとんど理
解についての問題は解けています

• ストレスにおいても、ストレッサー（ストレスを与えるもの）
の強弱よりも、どんな状況にあるか、どんな環境にあってどん
な支えがあるかがこころのその後に影響します

• だからこそ「看護」は重要なのです
• 医療職と患者さんの関係をこうして考えることも生命倫理学の

一部になっています

まとめ
• 生命倫理は、わたしたちすべてが自らの問題として考えなけれ

ばならない領域に関わります
• そして特に医療者として生きることは、日々生命倫理の問題と

関わって生きるということです
• 患者のことを見守り、あなたと共にいるという関係性を作り、

問題を共有していってください
• それはあなたの「よい生き方」につながり、誇りをもった人生

を送る一助となるでしょう
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生命倫理②
どこから人間か

性と生殖の生命倫理

不同意堕胎：小林容疑者「結婚控えて
流産させた」

妊娠していた交際相手の女性に子宮収縮剤を投与して流産させ
たとして、不同意堕胎容疑で逮捕された東京慈恵会医科大学付属
病院の内科医、小林達之助容疑者（３６）が「結婚を控えていた
時期だったので流産させた」と供述していることが分かった。捜
査幹部が明らかにした。

捜査幹部によると、小林容疑者は０８年１２月３０日に女性か
ら「妊娠した」とメールで告げられ、翌年の１月上旬に別の女性
と結婚していた。警視庁捜査１課は、結婚を控えた小林容疑者が
女性との関係を早急に清算しようとしたとみて捜査している。

毎日新聞 2010年5月28日
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不同意堕胎
• 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで
堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる

（刑法第215条1項）
• 未遂も罰せられる

（刑法第215条2項）

堕胎
 江⼾期まで
• 通称「間引き」「口減らし」と言われる出産直後の嬰児殺が密

かに行われていたとされる
• 産婆がこれを行ったケースも少なくなかったとも
• 中条流を称する女（医）が堕胎を生業としていた
• 正保三年「子をおろす術を禁ず」（1645 家光）
 明治12年
•刑法第212条以下「堕胎ノ罪」（1880年規定）
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堕胎の罪（旧刑法残存条項）
• 第２９章 堕胎の罪
（堕胎）

第２１２条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、
堕胎した時は、一年以下の懲役に処する。
（同意堕胎及び同致死傷）

第２１３条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者
は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以
上五年以下の懲役に処する。
（業務上堕胎及び同致死傷）

第２１４条 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱
託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上伍年以下
の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は六月以上七年以下の懲
役に処する。

優生保護法
 優生保護法（旧法） 昭和23年より施行
• 優生上の見地から不良な子孫の出生を防止し、⺟体の健康を保

護することを目的として、優生手術・人工妊娠中絶・受胎調節
の実地指導などについて規定

• 妊娠の継続が「身体的理由または経済的理由」で困難なものの
中絶を許可

• 優生学的な見地が問題とされたため優生保護法および国⺠優生
法（昭和15年）は廃され、⺟体保護法へと改正された （平成8
年）
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⺟体保護法 平成8年9月26日より施行
• 第三章 ⺟性保護

第十四条（医師の認定による人工妊娠中絶）
(1)都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の

指定する医師（以下「指定医師」という。）は、次の各号の一に該当
する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行う
ことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により⺟体の健康
を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することがで
きない間に姦淫されて妊娠したもの

(2)前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示
することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本
人の同意だけで足りる。

優生学
 eugenics 「良い誕生（希）」
• 社会的介入により人間の遺伝形質の改良を提唱する社会哲学
• フランシス・ゴルトン
• ダーウィンの『種の起源』にインスパイアされる
• 『遺伝的天才』（1869）
• 逆淘汰 ⇒人為選択によるヒトの改良
• 人間を「尊厳」ではなく「価値」で判断
• 強権的な国家主導の人種差別と人権侵害に歴史的に結びついて

きた



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

欧米の中絶慨史①
 ヨーロッパ 教会法で堕胎を禁止
• 聖書の記述「生めよ殖えよ地に満てよ…」
• 19世紀前半以降 欧米各国で厳しい中絶禁止法が立法化される

• 姦通を阻止しようというヴィクトリア朝(1837〜1901)の社会的
風潮

• 中絶手術の危険性
• 胎児の生命を保護する政府の利益（ないし道義的義務）

欧米の中絶概史②
• 1967 イギリスにおいて中絶を自由化する法律が成立
• 1973 アメリカ連邦最高裁判所 ロウvs.ウエイド判決
• 係争点

テキサス州法は⺟親の生命が危険な場合を除いて中絶を禁止
これが憲法に定めるプライバシーの権利（自己決定権）に反す

るかどうか
• 判決 テキサス州法の違憲性を認めながら、州の保護義務と

⺟親の自己決定権とを調停。→三期説



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

三期説
• 妊娠期間を三つの期間に分けて対応
• 最初の一期までは中絶の自由を認める
• 中間の第二期は⺟体の健康保護のための法的規制も可とする
• 第三期は胎児の⺟体外生存可能性(viability)が発生するため、原

則として中絶禁止を承認
• ロウvs.ウエイド判決以降
• アメリカでは三期説をモデルとした州法が次々に立法化され中

絶の自由化が進んだ
• だが中絶が強い社会的タブーの性格を持ち、世論が分裂、論争

も拡大する

欧米の中絶概史③
• 1989 アメリカ連邦最高裁判所

ミズーリ州の中絶法をめぐる判決
• 係争点 ミズーリ州はロウ判決以後中絶を承認。しかし次第に

中絶制限の方向での法律改正が進む
• 20週での生存可能性の検査義務化
• 中絶手術の実施や助言に対する公的扶助・公的機関の使用禁止
• これは中絶に対する女性のアクセス権を大きく侵害するもので

あり、違憲なのではないか？



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

欧米の中絶概史④
• 連邦最高裁判決
• ミズーリ州法の中絶制限法はロウ判決に反せず、合憲である
• この判決は現実には女性のプライバシー権（自己決定権）を大

幅に制限する内容を持ち得るもので、中絶を制限する州の数が
この後増加する

• 1993 クリントン大統領、中絶の自由および受精卵研究を容認
する宣言を発表

• 同年、プロライフ派の人間が中絶クリニックの医師を殺害

プロライフvs.プロチョイス
• プロライフ（生命尊重派…赤ちゃんの生命尊重。中絶
反対を主張）

• 宗教右派・宗教保守と言われる層、あるいはアメリカのプロテ
スタントの福音派と重なるとされる （共和党支持層）

• プロチョイス（選択権重視派…（⺟）親の選択の自由
を尊重。中絶の自由を主張）

• リベラル派、フェミニズムと相関が高いとされる
（⺠主党支持層）



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

カンザス州の中絶医が教会で射殺、大統
領が非難声明発表（CNN）2009/5/31
• 米カンザス州ウィチタ市内の教会で５月３１日午前１０時過ぎ、人

工中絶手術を行う産婦人科医が銃撃され、死亡した。警察が明らか
にした。

• 死亡したジョージ・ティラー医師は妊娠後期の中絶手術を行う米国
でも数少ない医師の１人で、１６年前にも自身の診療所付近で銃撃
された。この日は教会の案内係を務めていたところを襲われ、教会
の入口付近で遺体が発見された。 （中略）

• オバマ米大統領は声明を発表し、「中絶のような難しい問題をめぐ
る国⺠の溝がどれほど深いとしても、暴力という凶悪手段で解決す
ることはできない」と事件を厳しく批判した。また司法省によると、
ホルダー司法⻑官は連邦裁判所の執行官らに対し、中絶反対派の標
的になる恐れがある人々や施設の保護を指示した。

人工妊娠中絶に関する倫理的議論
• 主に二つの論点をめぐり議論が続いている
 論点１
• 胎児は人間であるのか
• 人間はいつから人間となるのか
• 線引き問題
 論点２
• 道徳的権利の主体は誰か
• 胎児に権利があるのか⺟親にあるのか



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

保守的立場 （プロライフ）
• 中絶禁止 論点１を重視
• キリスト教を基盤とした保守派の議論の原理
① 神のみが生命の創造主である
② 人間には罪なき人間の生命を奪う権利はない
③ 人間の生命は受胎の瞬間に始まる
④ 胎児の発育のいかなる時点における中絶も罪なき人間の生命を奪
うことである
（ただし、⺟親の生命が危険にさらされている場合の間接的治療的中
絶は容認される
…二重効果の原理 正しい意図の間接的副産物として死をもたらす行
為は正当化される。殺人を意図してはいない）

キリスト教的「線引き問題」
 魂の付与
• アリストテレス、トマス・アクィナス…男児は受胎から40日後、

女児は80日後に魂が付与される
 1974年・バチカン宣言
• 受胎の瞬間からすべての権利を完全に備えた人間が誕生する
 直接的治療的中絶の可否
• 一部プロテスタント神学ではこれも容認の方向



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

リベラル的立場 （プロチョイス）
• 中絶の自由 論点２を重視
• 人格基準最重視

① 人格という概念は道徳的概念であり生物学的なヒトという
概念とは異なる。人格＝ホモ・サピエンスではない

② 意識経験の主体が自らの生存を欲求するというのが生存権
の基本であり、自我の概念がそこに要求される

③ 生存権を持つ人格の規定は、「自己意識要件(the self 
consciousness requirement)」である

④ 自己意識を持たないものは、生存する権利も持たない。
従って中絶および嬰児殺しは道徳的に肯定される

プロチョイスの意見
• マイケル・トゥーリー オーストラリアの哲学者
• 大多数の人は重い障碍や耐え難い肉体的、感情的、
知的なハンディキャップに苦しむことのない子供
の方を育てたいと思うだろう。もし嬰児殺しに何
らの道徳的反論もないことが示されるとしたなら
ば、社会の幸福は有意義かつ正当に増大させられ
るだろう



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

リベラル的立場②
• 人格概念を基準に、力点を人格の社会的側面に置く

（人格という道徳的概念に依る議論）
• 「人格」の特徴
①意識、特に苦痛を感じる能力
②問題解決能力としての理性
③単に強制されたり、本能的に行為するだけではなく、自分の
意思に基づいて行為できること
④コミュニケーションの能力
⑤自我の概念と自己意識
• 上記の特徴を備えて、はじめて人間は道徳共同体の一員となる

ことができ、十分な道徳的権利を保証される

プロチョイスの意見②
• メアリー・アン・ウォレン
• 議論の基準は人格の概念に求められる。人格は道徳的概念であ

り、道徳的問題が生じるのは人格が形成する共同体をおいて他
にない。「人間」という言葉には「遺伝学的意味」と「道徳的
意味」とがある。生物学的な種の成員としての人間（ホモ・サ
ピエンス）と道徳共同体の一人前の成員としての人間（人格）
の両者は、明確に区別しなければならない

• 胎児はこうした（人格の）特徴を欠き、中絶の問題においては
生存権をはじめとして胎児の道徳的権利を考慮する余地はない。
残るは⺟親としての女性の権利だけである。中絶の禁止は⺟親
の自由な自己決定権の侵害である。



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

リベラル的立場③
• ジュディス・ジャービス・トムソン
• 中絶問題を⺟親と胎児の権利の衝突として理解
• 胎児が受胎の瞬間から人間であり、生存権を持っていると仮定

しても中絶は擁護可能
• ⺟親は家主であり胎児は借家人。⺟親には生存権のみならず⺟

体の所有権も属する
• 両者の権利は非対称であり、中絶は自己防衛権の行使と考えら

れる
• ⺟体に危険がない場合であっても、胎児に⺟体の使用権を与え

るのは⺟親の自発的同意以外にはありえず、決して第三者や社
会により強制されるべき事柄ではない

 女性の身体の支配権を強調

中間派〜さまざまな立場
• 中絶に関し全称肯定も全称否定もせず
• 線引き問題に対する多種多様な提案
三期説的折衷型の考え
• ⺟体外生存可能性の発生における線引きが主流
• 医学の進歩、国情の違いにより変化
• フランス10週・デンマーク12週・スウェーデン20週・日本22

週・イギリス28週 以降の堕胎を禁止
脳死の概念にあわせる
機能可能な脳の獲得された時点以降の堕胎を禁止など



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

中間派②
• ジェーン・イングリッシュ
• 道徳体系を支える感情に注目
• 人格の概念には単一の基準は存在しない。よってそれのみによる線

引きは適当ではない
• 「人格でないもの(non-persons)」も道徳規範でそれなりに尊重され

る場合がある
• 道徳体系は「人格には似ているが人格ではないもの」の扱いに一定

の制限を課す必要がある
• 胎児と子供の類似性は重視されるべきである
• 妊娠初期の胎児の中絶と妊娠後期の胎児の中絶は身体的類似性の観

点からみて同列ではない

まとめ
• 中絶や堕胎に関する議論では、歴史的にキリスト教が大きな影響

を与えてきた
• 今なお、中絶に反対する保守派は米国で多く、その背景にはキリ

スト教がある
• 日本はキリスト教的タブーと無縁であったがゆえに、世界に先駆

けて人工妊娠中絶の（実質的）自由化が行われた
• 米国では中絶反対（プロライフ）と中絶自由化（プロチョイス）

が国論を二分するが、多くの国では三期説的折衷案が採用される
• 胎児の⺟体外生存可能性がでてきた以降の中絶は禁止とするもの



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

生命倫理③
患者の自己決定権

安楽死

インフォームドコンセント
患者の自己決定権の話



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

アメリカにおける医療過誤訴訟
• 1914 シュレンドルフ vs NY病院協会
• 患者の同意をとって腹部検査したところ、子宮筋腫が発見され

た。そしてそのまま患者に無断で手術が行われた。患者は手術
をしないように述べていた。

• 病院側は「患者の生命を守るため」と主張したが敗訴
• 「成人に達し、健全な精神をもつすべての人間は自分の身体に

何がなされるべきかを決定する権利がある。したがって患者の
同意なしに手術をする主治医は暴行を侵すことになり、その損
害への責任を負う」

• 同意概念の根拠 ＞患者の自己決定権

アメリカにおける医療過誤訴訟２
• 1957 マーティン・サルゴのケース
• 大動脈造影により下半身麻痺に陥ったサルゴは、検査を担当し

た医師と病院の責任者を「麻痺の危険性を警告しなかった」と
して訴えた

• 病院側は「同意を得ていた」と反論したが敗訴
• 判決では「治療の同意を得るために必要な情報をすべて提供す

る義務があった」ことが認められた
• この裁判で初めてインフォームド・コンセントという言葉が使

用された



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

アメリカにおける医療過誤訴訟３
• 1960 ネイタンソンｖｓクライン判決
• 「病気の性質、治療の内容、成功の可能性または代替治療、そ

して身体に生じるかもしれない不幸な結果と予期しない事態の
発生について、なるべくわかりやすい言葉で患者に開示し説明
すること」

• 1972 カンタベリーｖｓスペンス判決
• 「真の同意とは情報に基づく選択行為であり、それには代替手

段とリスクの知識に基づく評価の機会が必要である」
• 患者に医学的知識がなく、かつ治療の方針を選ぶ主体は患者で

あるため、理性的人間基準（平均的理性的な人間が必要とする
あらゆる情報）まで説明義務の範囲が広がった

患者の自己決定権
• アメリカにおいては、患者の自己決定権は医療過誤訴訟の裁判

の判決を経て拡大してきた
• その成果の一つがインフォームド・コンセントである
• 対応能力を持つ(competent）とは「自分を意識でき、理性的に

状況を判断でき、応答できる」ということだが、患者の自己決
定権に関してアメリカの司法は次のように判断する

• competentでない患者については医師の治療方針が優先
• competentな患者については患者の自己決定権が優先
• 治療停止や、信仰上の問題による医療拒否も認められる



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

海外の安楽死
患者の自己決定権の話

ブリタニー・メイナード（2014）
• アメリカ・オレゴン州在住の女性、ブリタニー・メイナードさんは、

末期の脳腫瘍という診断を受け、 尊厳死の選択という患者の権利を
積極的に提唱してきた。地元紙「オレゴニアン」によると、ブリタ
ニーさんは11月1日、自宅で医師から処方された薬を服用し、家族
に見守られながら29歳で死去した。

• オレゴン州では尊厳死法が成立しており、何百もの末期症状患者が
医師に処方された薬剤で自ら命を絶っている。

• 安楽死 euthanasia eu (良い) + thanatos (死)
• 末期患者で肉体的苦痛が甚だしい者、傷病兵で治る見込みの無い者

など、苦しみから早く逃れたいと訴える人に「楽になるよう」死を
与えるというイメージ

• 慈悲殺（Mercy Death）



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

安楽死の種類
 積極的安楽死
• 作為的 医師による致死薬物の投与など第三者が直接に死因に

関わるもの
• 本人の意思がない（わからない）場合には慈悲殺
 自殺幇助 （間接的安楽死とも）
• 作為的ではあるが、医師により与えられた致死薬物を本人が
服用するなど、形の上では自殺行為

 消極的安楽死
• 不作為的 治療停止等の形態をとる。生命維持装置の動作を停

止する、強制栄養を中止するなど、延命行為を止めて死ぬに任
せるもの allowing to die（死の容認）

尊厳死は安楽死の種類ではない
 尊厳死 death with dignity
• 個人に死ぬ権利（right to die）を認め、本人の望む尊厳ある死を

迎えさせるという主旨で出てきた
• 安楽死と尊厳死は単なる言い換えである場合と内容に区別をつけ

る場合がある
• 自らの尊厳ある死を求める本人の意思が重視された見方
• 自発的消極的安楽死のみを尊厳死とする定義（日本尊厳死協会）
• 本人の意思という面からみれば、自殺幇助を含む安楽死の三つも

尊厳死という枠に入れることは可能
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アメリカでの安楽死問題
• 1970年代に大きく変化
• 70年代半ばまで ⇒ 安易に安楽死を認めてはいけない
 1975年 カレン裁判（カレン事件）
• 風向きが逆転するきっかけ
• 70年代後半以降 ⇒ 安楽死は自己決定権の問題
• リビングウィル
• プライバシー権の優位性の認識が広がる
• 患者の自己決定権法（治療停止なども患者の権利）

米国医師会

• 1973年の声明
• ひとりの人間の生命を他人が意図的に終わらせること―安楽死

―は、医療者としての立場と米国医師会の方針に反する。（他
方で）生物学的な死が確実に迫っている場合に生命維持装置の
使用を停止することは、患者と近親者、あるいはそのどちらか
が決めることである。医師のアドバイスや判断は患者らが自由
に利用できるものであるべきである…

• 正当な不作為（消極的安楽死）のみ
• 「特別の手段による処置を控えること」に限られ、しかも生物

学的死が切迫している「反駁できぬ証拠」があるケースに対し
てのみ許容され得る
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カレン事件①
• アメリカの大学生 カレン・アン・クインラン（当時21歳）
• 友人の家のパーティーで酒を飲み、その後精神安定剤を服用して昏

睡状態となる
• 病院へ搬送され人工呼吸器につながれ、チューブによって栄養が補

給される状態に
• のどを切開し、そこに人工呼吸器をつけてかろうじて生命活動が維

持された
• 脳の一部が破壊し、回復不能であるため光や音にも反応せず、意識

を取り戻すことはないと診断
• カレン自身はこの扱いについての意思表示はできない状態であった

カレン事件②
• 娘の自然な死（生命維持装置を外すこと）を望んだカレンの父
• 敬虔なカトリック一家。神父とも相談の上、病院に要請
• 医師・病院側は生命維持装置撤去を拒否し生命の維持を主張
• カレンの父は、生命維持装置を外す権限を要求しニュージャー

ジー州の高等裁判所に提訴
• 判決は敗訴 「その権限は医師だけにある」とし「カレン（本

人）に取り外しの意思決定ができない以上、裁判所は彼女が生
き続けることを選ぶのが妥当である」と父の要求を斥けた

• 「主観（患者や家族への同情）だけで判決文を書けば安易に安
楽死を肯定することになる」（判事の言葉）
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カレン事件③
• ニュージャージー州最高裁に上告
• （厳密な条件の下）権利を認める方向の逆転判決
• 父親をカレンの後見人として認める
• 後見人としての父親に改めて医師を選ぶ権利を付与
• その医師がカレンの状態を診察。検討し回復の見込みがなく生

命維持装置を外すべきだと考えた場合
• 医師のその結論は彼の属する病院の倫理委員会に
• その委員会で生命維持装置を外してもいいとの結論が再度確認

されたら、父親は装置を外しても構わない
• その場合父親の行為について法律上の責任は問われない。カレ

ンに憲法上保障されているプライバシー権には治療拒否権も含
まれ、父は代理人であるのだから

カレン事件④
• 判決の要点 ⇒個人が死を選ぶ権利が認められたこと
• 本人に意思表示ができない場合、代理人にその権利が認められ

る先例ができた
• 個人の死ぬ権利が法律上の利益よりも優先された
• カレンの生命維持装置が外される
• 予想に反して自力呼吸が続く
• 植物状態からの回復は無かった
• 9年後、併発した肺炎によって死亡
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カレン事件の影響
• カリフォルニア州議会 「健康な生存中に書いた遺言、リビン

グ・ウィルの法律」（自然死法）可決
• 州の住⺠が（肉体的にも精神的にも）健康な時に延命治療につい

ての拒否をリビング･ウィルとして残しておけば、人工的な延命治
療は中止してもらえる

• 他の四十州以上へと自然死法が拡がる契機に
• 人工的生命維持の拒否という視点
• 安楽死を（肉体的）苦痛からの解放という側面からだけではなく

精神的苦痛の面でも考えていく傾向が広がる

患者の自己決定権法
• 連邦法 The Patient Self-Determination Act : PSDA  

1991/12/1
• 医療ケアを提供する成人に対して、基本方針と実施方法とを

確立して維持するために文書にして提供 (メディケア・メディ
ケイドの患者に対し)

• 内科的並びに外科的医療処置を受ける権利と拒否する権利の
告知

• リビング・ウイルなどのアドバンス・ディレクティブを作成
しておく権利を州法のもとで指示しておく個人の権利の告知
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間接的安楽死が認められているところ
• スイス (1942)
• オランダ(2001)
• ベルギー(2002)
• ルクセンブルク(2008)
• カナダ(2016)
• オーストラリア ビクトリア

州のみ（2017）
• 韓国(2017)

• アメリカ合衆国は以下
オレゴン(1997)
モンタナ(2009)
ワシントン(2009)
バーモント(2013)
ニューメキシコ(2014)
カリフォルニア(2015)

日本の安楽死問題
患者の自己決定権の話
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日本での安楽死
消極的安楽死
• 末期患者に対する消極的安楽死？は、これまでもわが国におい

て家族の同意の下、医師の裁量で行われ、社会的にも認められ
てきた（らしい）

• 患者本人の意思が考えられていなかったと思われる 安楽死？
間接的安楽死 （自殺幇助）
• 少なくとも制度的なものとしては存在しない
積極的安楽死
• 作為としての安楽死措置に対するわが国司法の判断は一貫して

殺人罪相当となっている

1961年愛知県における事件
• 不治の病に苦しむ父親を息子が薬物で安楽死させる
• 1962年名古屋高裁判決（山内判決）
安楽死の違法性を阻却し得る特別の場合の６要件
(1)不治の病で死が切迫している
(2)苦痛が甚だしい
(3)もっぱら苦痛の緩和が目的
(4)本人の依頼か承諾がある
(5)原則として医師の手による
(6)その方法が倫理的に是認できる
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日本安楽死協会
• 昭和50年（1975）6月結成
• 太田典礼・植松正（法学者）・高橋正雄（経済学）・榊原亨

（心臓外科医）…
• 昭和54年3月「安楽死法」の草案発表
すべての人は自己の生命を決定する権利を有する
この権利に基づき、この法律は不治かつ末期の状態にあって過

剰な延命措置を望まない者の意志に基づきその延命措置を停止
する手続き等を定める…

• 日本においては「早すぎた」のかもしれない

反対論「安楽死法制化を阻止する会」
• 武谷三男・野間宏・水上勉・松田道雄…
このような動きは明らかに医療現場で治療や看護の意欲を阻害

し、患者やその家族の闘病の気力を奪うばかりか、生命を絶対
的に尊重しようとする広汎な人々の思いを減退させている…

• 日本の左派は、通常リベラル的立場ならば選ぶであろう選択を
せず、自⺠党代議士から出て来た意見ということで「保守的」
な反対論を組み上げた

• 日本安楽死協会は広範な支持を得られず、1983年「日本尊厳死
協会」へと名称を変更することになる
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死の自己決定について
• ペイン・クリニック（鎮痛治療・緩和ケア）の進展
『医療の倫理』（星野一正）末期がん患者の九割は痛みから解

放される…
吉森正喜（国立がんセンター外来部⻑）末期患者の九割五分は

痛みがとれるようになった…
• 肉体的苦痛の緩和が容易になった反面、⻑い延命による患者の

精神的苦痛が著しく増大
• 山内判決の(2)苦痛がみるにしのびないこと(3)苦痛の緩和を目

的とすること、に精神的苦痛を含めるべきであるという議論が
始まる

• 死を自己が決定すべきというモラルの登場

1991年東海大学医学部附属病院
• 末期の多発性骨髄腫で激痛を訴える患者
• 医師が昏睡状態の患者に単独の判断で塩化カリウムを注射し、

患者は死亡
• 家族は安らかな死を願い、医師はそれを知っていた
• 東海大学倫理委員会は当医師の行為を「人命の尊厳を軽視した

もので医の倫理に悖る」と評定
• 警察は死の直接の原因が致死剤注射という医師の行為にあると

いう鑑定結果に基づき殺人事件として告発
• この事件以前の我が国の安楽死事件はすべて家族の介助による

ものだったが、ここにおいて初めて医師の介助、致死剤注射と
いう事例が登場
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東海大学安楽死事件 判決
• 被告人の有罪が確定
• 横浜地方裁判所平成7年3月28日判決 懲役2年執行猶予2年
• 患者の家族の強い要望（むしろ強要）があったということで、

情状酌量により刑が軽減され執行猶予が付いた
 医師による積極的安楽死が許容されるための四要件
患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、ほか

に代替手段がないこと
生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

東海大事件について
• 星野一正（日本生命倫理学会会⻑）
• これを安楽死事件などというのは論外です。安楽死を求めるの

には、患者本人の意思がなければなりません。家族の意思だけ
で安楽死が認められるなら、患者はおちおち入院していられま
せん。自分の知らないところで医師と家族が患者を殺す相談を
するということだってあり得るではありませんか。ともかく患
者の意思がなければだめなのです。病状が進んで末期の状態に
なり、苦痛も増す。そこで患者本人が安楽死させてほしい旨の
文書を残す（そしてその文書を医師も認める）ことが大切なん
です。
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日本尊厳死協会
• 医師が末期患者に対してどういう治療態度を取る傾向にあるか
反安楽死／消極的安楽死／積極的安楽死

• 医師の著書や証言では安楽死と尊厳死を明確に区分すべきだと
の声が多い

•尊厳死＝消極的安楽死説

• 日本尊厳死協会への改称（昭和58年10月）
• 尊厳死協会という名称は…世界各国で採用されており…『人間

性の尊厳を維持して死ぬ権利』を強調し、一部の人たちの誤解
を解消するために会名を変更したもの

• 協会サイトに「尊厳死の宣言書」のサンプルあり

その後の安楽死事件①
 1998 川崎協同病院
• 気管支ぜんそくの重症発作で意識不明になった患者が、医師に

気管内チューブを抜かれ、筋弛緩剤を投与されて死亡。2009年
有罪確定

• 懲役１年６月、執行猶予３年（東京高裁で減刑）
 2005 北海道立羽幌病院
• 心肺停止状態で搬送された90代患者の蘇生後、医師が人工呼吸

器を取り外し患者は死亡。
• 2005年不起訴処分
• 延命治療の中止だけで殺人容疑となった事件
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その後の安楽死事件②
 2006 富山県射水市⺠病院
• 医師が七人の末期患者から人工呼吸器を外し、殺人容疑で書類

送検。2009年不起訴処分
• 消極的安楽死のケースで、患者本人の意思の表示が必要と言わ

れた事件
 2006 岐阜県立多治見病院
• 80代の患者が延命治療の拒否を表明したが、病院⻑と岐阜県の

担当者が治療の中止に反対
• 倫理委員会は中止を認めたが、患者は死亡

人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン
• 平成18年3月の射水市の事件を受け、厚生労働省が策定
• 医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それ

に基づいて患者が医療従事者と話し合いを行った上で、患者本
人による決定を基本とすること

• 人生の最終段階における医療及びケアの方針を決定する際には、
医師の独断ではなく、医療・ケアチームによって慎重に判断す
ること（ケアチームは介護従事者を含む）

• 本人の意思が確認できない場合は家族による推定意思を尊重。
家族がいない、または家族が医療・ケアチームに判断を任せる
際には本人にとって最善の方針を取ることを基本とする
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尊厳死法案 免責事項に「延命措置中止」
盛る 自⺠プロジェクトチーム 2014/5/18
• （尊厳死法案において）人工呼吸器装着などの延命措置を新た

に開始しない「不開始」に限定するか、すでに実行中の措置の
とりやめを含む「中止および不開始」にまで拡大するかがＰＴ
での議論の焦点となり、素案の段階では両論併記になっていた

• 今回免責事項に「中止」の表現を盛ることが決定した
• これにより、患者の意思表示があれば、人工呼吸器を取り外す

などの処置をしても医師は法的責任を問われなくなる
１５歳以上の患者が延命治療を望まないと書面で意思表示し、

２人以上の医師が終末期と認めた場合に、延命措置の中止や不
開始を認める

医療と宗教
患者の自己決定権の話
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エホバの証人①
• 1884 チャールズ・テイル・ラッセル（アメリカ）
• 既存のキリスト教（教団）批判を行ない、自らの聖書解釈に基

づいて協会組織を創設、法人化
• キリストが神であること、肉体をもって復活したこと、目に見

える形で再臨すること、聖霊の人格、地獄の存在…などを否定
• キリストの目に見えない再臨によって神の千年王国が到来し、

人類に神の祝福をもたらす
• 教理の終末論的再構成
• 終末は近づいた。悔い改めてこのグループに参加せよという

メッセージ （切迫性）

エホバの証人②
• 1914年 「異邦人の時が終わる」（年代計算）
• 教会の滅亡・神の国が作られることなどを予言
• 第一次世界大戦の開始…期待が高まる
• 予言の不成就 （1916 ラッセルも死亡）
• 第二代会⻑ラザフォード
• 1925年 「神の国の到来」
• 『現存する万⺠は決して死することなし』
• 予言の不成就
• 信者の失望を紛らわすため既存の教会を批難・攻撃
• その後も何度となく終末の予言ははずれた



倫理学①生命倫理

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

エホバの証人③
• ラザフォードの下、輸血禁止という教義が付け加えられる

（1940年頃）
• 動物にする場合でも、輸血を目的として血を用いる事は正しくあ

りません。血を食べる事を禁ずる聖書の言葉は明白です。従って、
人体の場合であれ、家畜その他の動物の場合であれ、体力の増進
を目的として、人間、またクリスチャンの所有する動物の体内に
血を注入すべきではありません。（『ものみの塔』1964年5月15
日号、p.319）

• 輸血禁止を言うクリスチャンの団体はエホバの証人だけで、彼ら
は自分たちだけが正当な信仰を持っていると主張

エホバの証人のケース①
• 鈴木君のケース 1985年（昭60）6月6日
• 神奈川県川崎市の久地駅前の路上で、当時10歳だった鈴木大君

がダンプに轢かれて両足骨折の事故
• 聖マリアンナ医大病院に運ばれ意識はあったものの失血による

ショック症状を呈し始めている状態
• 事故を聞いて駆けつけた両親が手術に必要な輸血を拒否。大君

は５時間後に失血死
• 「輸血をしないとお子さんは確実に死にますよ」との医師の言

葉に対し、両親は「たとえ子供は死んでも、楽園で復活があり
ます」と答える
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エホバの証人のケース②
• 東京医大のケース 1992年
• 63歳の女性に肝臓除去手術（悪性腫瘍）
• 他に救命手段がない場合には輸血するとの方針を女性信者に説

明せずに手術が行われ、術後輸血がなされた
• 女性は大学病院を提訴
• 2000年 最高裁判決
• 無断で輸血した病院と医師に損害賠償の支払いを命じる
• 「説明を怠り、輸血を伴う可能性のあった手術を受けるか否か

について意思決定する権利を奪った」

エホバの証人のケース③
• 大阪医科大病院 2007年5月
• エホバの証人の信者である妊婦が帝王切開の手術中に大量出血

し死亡した
• 女性は５月初旬、予定日を１週間過ぎた妊娠４１週で他の病院

から移ってきた。４２週で帝王切開手術が行われ、子供は無事
に取り上げられたが、分娩後に子宮の収縮が十分でないため起
こる弛緩性出血などで大量出血。止血できたが輸血はせず、数
日後に死亡したものである。

• 病院は、死亡の可能性も説明したうえ、本人と同意書を交わし
ていた
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まとめ
• 医療過誤訴訟を契機として、患者の自己決定権が確立されてき

た。インフォームドコンセントもその成果の一つ。
• 患者の意思を尊重した自己決定は、アメリカでは治療停止や人

工呼吸器の取り外しなどにも及ぶが、日本ではまだその段階に
は達していない。

• だが信仰に関わる治療停止の問題などに関し、日本の司法もま
た患者の自己決定権尊重の方向に動いているのは明らか。

• 医療側は、終末期医療やさらには安楽死の問題に関しても患者
の意思を酌みつつ、どう対応していくか今後も考慮していかな
くてはならない
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生命倫理④
先端医療と制度をめぐる問題

臓器移植
日本での臓器移植に関する経緯
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なぜ臓器移植が可能か
• 個体死は細胞死ではない
• 個体死と臓器死とのタイムラグが臓器移植を可能にする
• 臓器移植は時間との闘い ⇒脳死というものが必要に
• 従来の死の確認 生命兆候（ヴァイタル・サインズ）の喪失
• 呼吸停止・心拍停止・瞳孔散大
• いつをもって人の死とするか（脳死を認めるか否か）が問題に
• 平成9年（1997）10月「臓器の移植に関する法律」施行

どうして臓器移植に困難があるのか
• 免疫の壁の存在（拒絶反応）
• 免疫とは外界から侵入する異物(非自己)を排除するとともに、

傷ついた細胞や悪性の細胞を見つけて除去し、からだ(自己)を
守るための生命システム

• ウズラの脳を移植したニワトリ（ひよこ）は自らをウズラと認
識するが、免疫システムに攻撃されて死ぬ

• 免疫的自己
• 移植医療が実効的なものとなったのは、1970年代に免疫抑制剤

が使い物になってきてから
• 臓器移植患者は、生涯免疫抑制剤を飲み続ける必要がある
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負の遺産（日本での移植医療の草創期）
• 1968年8月「和田移植」
• 海で溺れた21歳の大学生の心臓を摘出し、心臓病の18歳の⻘年

に移植した手術
• 臓器提供者の大学生は本当に脳死状態だったのか・移植患者の

⻘年は移植が必要なほど重症だったのか、など後に疑問点が指
摘される

• 12月に殺人容疑で告発 ⇒’70年9月不起訴処分
• 脳波記録が行方不明・脳死判定に移植医が参加など問題点多し
• 学会等で議論無く、かばいあいではないかと指弾をうける

• 1984年9月「筑波大学膵腎同時移植」
• 日本初の脳死者からの膵腎同時移植を行った岩崎洋治教授を

東大病院の医師らで組織する「患者の権利検討委員会（東大Ｐ
ＲＣ）」や「脳死立法反対全国署名活動委員会」らのグループ
が殺人の罪で告発した ⇒ だが裁判にはならなかった

• 1990年9月「阪大事件」
• 40歳の会社員が帰宅途中駅で頭を殴られ阪大病院に搬送される

⇒後に脳死と判断され腎臓摘出
• 「角膜及び腎臓の移植に関する法律」 に違反（犯罪などの変死

体からの移植は禁止）
• 脳死判定4日前から脳への治療が中止され、同時に臓器保存技

術が実施されていた
• 患者の妻は治療の打ち切りと臓器提供への合意を、嘘までつか

れて繰り返し説得され続ける
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臓器移植法はどのようなものだったか
• 平成9年（1997）10月施行
• 生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面

により表示した者の遺体で、告知を受けた遺族が当該臓器の摘
出を拒まないとき、又は遺族がないとき

• （脳死者を含む）上記の遺体より移植術に用いる臓器を摘出す
ることができる

• 15歳未満は意思表示能力がないと見なされるため、臓器提供を
行うことができない

• 附則 第二条 「この法律の施行後三年を目途として、この法
律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする 」

臓器移植法の改正案に至る問題
ドナー不足
小児患者への移植ができない
• 海外へ渡航して移植手術を行うことで、上記問題点に対して一

時的な解決が図られていた
• WHO 海外渡航移植の原則禁止と臓器の自国内提供を定めるガ

イドライン
• 2009年5月WHO総会で決議の見込みだった
• 目的は臓器不正売買の禁止などのため
• 新型インフルエンザのため次年度の総会に繰り越し
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改正案提出の理由
ドナー不足
• 「本人の明示的意思表示」という要件が一層のドナー不足をも

たらしている
• 脳死を一般的な「人の死」とする国も多い
• 家族の同意があれば移植を可能としている諸外国も少なからず

ある
小児の移植が不可能
• 募金を集めるなどして海外での移植を行わざるを得ない
• 海外渡航移植が不可能になれば方策が無くなる

改正臓器移植法（2010年7月施行）
• 脳死判定について、本人の拒否がない場合、家族の書面による

承諾で可能とした
• 臓器移植の為の臓器摘出も、ドナーが拒否の意思を示していな

い場合、その家族が当該判定を行うことを書面により承諾して
いるときにもできることとした

• ドナーが臓器提供意思を書面で書く際に、親族に対し当該臓器
を優先的に提供する意思を書面により表示することができると
した

• これらにより、小児患者のドナーによる臓器移植が可能になっ
た
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日本人と遺体
日本のスピリチュアリティ

航空機事故から読み取る
• 波平恵美子『脳死・臓器移植・がん告知 死と医療の人類学』、

福武文庫、1990
• 日本人が遺体についてどう考えているかの手がかりを航空機事

故に求める
複数の人がまったく同じ原因によって死亡している
死亡者の年齢、性、職業、家族的背景、出身地がそれぞれに異

なる
死があまりに突然で劇的であるために、人びとが死や遺体とい

うものについて抱いている観念がより直接的に示されていると
推測できる
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日本航空123便墜落事故
• 1985年8月12日午後6時56分、日本航空123便、東京（羽田）発

大阪（伊丹）行、ボーイング747SR-46が群馬県多野郡上野村
の高天原山に墜落した事故

• 「同機がしりもち着陸事故を起こした後のボーイング社の修理
が不適切だったことによる圧力隔壁の破損が原因」とする航空
事故調査報告書が1987年6月19日に公表され終了

• 乗務員15名、乗客509名、計524名
• 生存者は4名。26歳女性（日本航空の非番の客室乗務員）、34

歳女性と8歳女性の⺟子、12歳女性

おすたかれくいえむ
• 日航ジャンボ機の墜落事故によって亡くなった五二〇人の人び

との家族のうち二八〇家族によって組織された「八・一二連絡
会」が編集 （ご遺族の手記）

なによりも印象的なことは、遺族がなんとしても肉親の遺体を
確認しようとするその努力である。惨状のなかで、肉親の遺体
のわずかな部分さえも、山上の土の中から、あるいは酷暑の、
腐臭に満ちた遺体置場の体育館のなかで捜し求めた遺族の遺体
への執着の強さに驚かされる。なぜそれほどまでして遺体を確
認しようとするのか、ほとんどの遺族の行動をそのように動機
づけたものは何であったかと改めて考えさせられる。（波平）
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野中哲人さん（四二歳）の夫人、野中光子さん
1 十五日目にお父さんは見つかりました。でも顔も体も包帯だ
らけ、これでどこを見てお父さんだという確認ができるのでしょ
うか。警察の方が⻭の下の方が二本重なっているのが特徴です、
と言われて『奥さん見ますか』と言われた。でも一瞬勇気がでま
せんでした。でもがんばって見ておかないと後でまちがいではす
まないと思い、一つでも主人であるということを確認しておきた
い。そして一日も早く家につれて帰ってやりたいという思いで
いっぱいでした。でもあの元気な主人が無惨な姿……、お父さん
暑かったでしょう。どんなにか怖かったでしょうね。でも警察の
方が奥さん、まだ御主人はましな方ですよ、まだまだひどい方が
いらっしゃいますよ、と言われました。私よりつらい思いを皆さ
んもなさったことでしょう。

小⻄義員さん（五⼋歳）の妻、小⻄三四さん
4 次男と二人で、特徴のある手がみつかるかもしれないと早速
出かけることにしました。柩にかけられた白布の上に、男、女、
手、足、炭化など中の内容が書かれた紙が花束と並んで置かれて
います。それを食いいるように見ながら、手のある柩をいくつも
開けていただきました。両手の薬指に特徴があったので、見逃し
てはならないと必死でした。……応援にかけつけてくれた甥も⻑
男と、もう一度私達の後から探してくれました。……対面した夫
は、変わりはてたと言うより、あまりにむごい身体の一部だけで
す。万一と思って用意してきた夫の下着を着せることもできない
姿です。遺体のまま家へいっしょに返りたいと思っていたことも
かなわず、わずかに残っていた⽑髪と、⽖と、⻭を取っていただ
き、二十日の朝、高崎市で荼毘に付したのです。それにしても、
この時計をつけていた夫の左手はどこへ行ったのか、両足ととも
に私のもとへまだ帰ってきてはくれないのである。
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美⾕島健君（九歳）の⺟、美⾕島邦子さん
７ 遺体がみつかりました。焼けた123便座席１２Ｋと書いてある『チビッ子Ｖ

ＩＰ』のワッペンと、小さなイボのある右手だけ。顔も左手も足もありません
でした。でも『やっと会えた。ママは健といつも一緒だよ。もう一人にはさせ
ないよ』と心の中で叫んでいました。……あの迷走の三二分間、恐怖の機内で、
この小さな右手は、一体どこをつかんでいたのだろうと、胸が絞めつけられ、
涙が、ところかまわずこぼれてきます。……葬儀の後、部分遺体を見つけるた
めに、何度、群馬を往復したことでしょう。あの子の一部なら、どんな形でも
連れて帰りたい、と思いました。（中略）
変わり果てた足と手の、わずかな部分。

『でもこれで、天国で大好きだった野球ができるね』……。四十九日忌には五十
本近いジュースの一つ一つに手紙を貼って（クラス中の子供達が）届けてくれ
ました。『健ちゃん、野球をしてのどがかわいたら、天国で飲んでね』という
文面の書かれた箱いっぱいのジュースを手にしたとき、亡き子を抱きしめたよ
うでした。

佐田さん
10 秋のお彼岸に、はじめて山に登りました。前日、あれこれ

と夫の好物をととのえながら、単身赴任先を訪ねるときのよう
に心が妙に華やぎ、ときめいているのです。……あの刻から
ずっと逢いたい、一目でも逢いたいと思いつづけていたのです。
……やっぱり居ない。がっくりしながら見渡した山々は深く静
かでした。『あなた、辛かったでしょうね。もう静かにゆっく
り眠って下さい。二人でよくドライブした秩父の山が見えるで
しょ。』ビールやお酒を土にそそぎかけながら、ただ語りかけ
るだけでした。

（佐田弘さん（五三歳）の妻、佐田和子さん）
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15 ……五日もすると体重が五キロも減った。棺を覗き込み、様々
な遺体の特徴を調べながら、ああこのまま衰弱して四人のもとへ
行きたいと思った。それほど絶望的な作業でしかなかった。しか
し一方で、おまえが四人を探さない限り誰もその役は果たせない
ぞ、とも思った。そのことが連日夜中まで、体育館を歩きまわる
私を支えていた。…神も仏も信じないと思った私でも、やはり何
かにすがりたかった。境内からは折り重なった山々が見え、ヘリ
コプターの爆音のする、あの暁光の方向が現場だろうと、手を合
わせた。……十七日、次男陽之介確認。……二十三日、⻑女紗也
子確認。二十六日、妻君子確認。⻑男⻯太郎の確認は九月十八日
であった。……彼らのことを背に負って歩いていこう。いつか向
こうで彼らと逢う時に『お父さん、よく頑張ったね』と、迎えて
もらえるように。

（川上君子さん（三四歳）の夫、川上⻯太郎君（八歳）、川上紗也
子ちゃん（五歳）、川上陽之介君（五歳）の父、川上信行さん）

川上信行さん

竹下さん・高原さん
21 お父さん！大好きな飛行機に乗って、あんなひどい目にあ

い、くやしいでしょう！こわかったでしょう！あんな山奥にほ
うり出されてさみしかったでしょう！苦しかったでしょう！
……今はただ、お父さんが他の五百十九名の方々と仲良く、そ
して楽しく、やすらかに、おやすみ下さる事だけをお祈りする
しか出来ません。

（竹下元章さん（四七歳）の妻、竹下カユ子さん）
22 九月二十一日に御巣鷹の墜落現場に行きました。…『さあ

迎えに来たんやで』後は言葉になりませんでした。…主人も私
もそれぞれ孫を背負って山を降りる心境でした。

（大幸節子さん（三六歳）の⺟、その夫大幸義典さん（四三歳）
の義⺟、大幸数弥君（一三歳）、大幸綾子ちゃん（一二歳）の
祖⺟、高原君代さん）
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おすたかれくいえむの22篇
 これらから明らかになってくる遺族の方の亡くなった人への

思い（⇒日本人の死生観・遺体観）
（１）人が死んだあとも、その人の霊魂は存在していて、「あの
世」、「向こう側」、「天国」などと表現される、生きている人
間が住む世界とは異なる所に存在している。
（２）死者の霊魂は、しかし、たいへん具体的な現実性を帯びた
状況のもとにある。霊魂は形のないものではなく、生前と同じよ
うに身体をもち、食べたり飲んだり、笑ったり怒ったりする。ま
た暑さや寒さや快適かそうでないかといった、生きた人間が感じ
るような感覚をもっている。

（３）生き残った家族や肉親あるいは生前に死者と親しかった者
は、死んだ者が置かれているかも知れない不快な状況や欠乏や不
満足の状況を取り除いてやり、また悔しさや無念さ、怒りの感情
を取り除いて、できるだけ幸福で安らかな状態に死者を置いてや
る義務がある。
（４）遺族や親しい者にその遺体が確認されて初めて、死者の霊
魂なり死者そのものの存在が、遺族にとって現実に存在すること
になる。その飛行機に乗っていたことが確実であり、また死亡し
たことが確実であるにもかかわらず、遺族にとって遺体が確認さ
れない限りは、死は起こったことにならないし、死者としての肉
親は存在しないことになる。つまり、生きた人として家族や親し
い者の所へ帰って来るわけでもなく、いわば「行方不明」のまま
である。このような認識があるため、遺族は、遺体が確認される
と死が確実に起こったことを認めることになるのにもかかわらず、
遺体がみつかると「うれしい」と感じる。
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（５）死者は血縁者や家族に自分の遺体をみつけてくれることを
強く望んでいる。

（６）死者は親しい者が自分が死んだその場所へ来て欲しいと強
く望んでいる。また、遺族や親しい者は死の現場へ行って初めて
死者の魂を慰めることができると信じている。

（７）遺体となった死者は、自分が死ぬまで住んでいた家へ帰り
たいと願っているし、遺族はそのようにする義務があると考えて
いる

（８）遺体は家に持ち帰り、それぞれの方法で死者儀礼をやって
はいても、その霊魂は全部とはいわないまでも、部分的には死が
起こった場所に残っていると考え、遺族や親しい者がその場所を
訪れることを望んでいると信じている。

（９）遺体は「五体満足」でなければならない。もしバラバラで
あっても、できるだけ部分が多く、元の身体の形に近いほどよい。
身体の部分が欠けていると、あの世での生活が不自由であるかも
しれない。また、死者は自分の身体が元の形をしていないことを
不幸に思うし、そのような傷つけたり欠けたりした部分があるよ
うな原因を作った者を恨むと信じている。
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日本における死者とのかかわり
• 肉親の遺体

• 情緒的な紐帯が⻑く結ばれる
• 死体観

• 死骸自体が独自の意志や権利や希望を持つことがあるという死体観
＞平安・鎌倉の昔から成立（説話集などに散見／夢幻能）

• 生者にはその権利や希望を尊重する義務がある
• 死者の尊厳

• 専ら死体の取扱い方にかかわる
• 死骸の尊厳を犯せば、死者により処罰が
• 死骸は霊魂が抜け去り生命力を失った単なる物体ではない

日本の医療
制度的な問題を考える
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アメリカの医療制度
• ユニバーサルヘルスケア（国⺠皆保険制度）をもたない希有な

国
• アメリカ合衆国の医療制度は、基本的に個人が⺠間企業の医療

保険に加入して、必要な場合に医療費を給付してもらう制度
• 医療はすべて自由診療であり、日本のように医療費・薬価の決

定に国が関与しないため、市場原理が働いて薬も医療費も⻘天
井で上昇する

• 医療費はアメリカの自己破産の最大の原因！
• しかも、医療費が原因で自己破産した人のうち、8割は何らか

の⺠間医療保険に加入していた
• 一度の怪我や病気で多額の借金を抱えたり自己破産する例が多い

弱者救済のための仕組み (1965年より)
メディケア（65歳以上の高齢者や障害者などが対象）
• アメリカ合衆国に合法的に5年以上居住している65歳以上のす

べての人が給付の対象。65歳未満でも、障害があり社会保障障
害年金を受給している人も対象となる可能性がある

• 1972年、2年以上の失業者及び腎臓透析や移植を必要とする人
に対象拡大

メディケイド（低所得者と障害者が対象）
• 費用は、州と連邦政府の共同負担だが運営は州に任されている

ので多様
• 子供がいない人、資産や貯金がある人には適用されない

児童医療保険プログラム（低所得世帯の子どもが対象）
オバマケア保険 →ただし落とし穴も
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イギリスの医療制度
• NHS（National Health Service）
• イギリス政府が運営する国⺠保険サービス
• 原則医療は無料で提供（処方薬、⻭科、眼科検診を除く）

• 税金（一般財源）によってまかなわれているため
• 加入すると医薬品はおおよそ一律約￡7（≓1030円）で、診察、入院、

手術など一般的な病気はほとんどNHSでカバーされる
• NHS加入には、居住地付近でGP（General Practitioner/家庭医

又はかかりつけ医）を決める必要がある
• そしてこのGPが医療資源アクセスへのゲートキーパーになって

いる
• GP の紹介がない限り原則として病院での受診ができない

NHSのデメリット
• 自分の判断で内科、外科、胃腸科など各科を選んで受診するこ

とができないだけでなく、病院も指定のところへ行かされる
• さらに無料なだけに医師・看護師・受付の質があまり良くなく、

予約が取りづらかったり、待ち時間が非常に⻑いと言われてい
る

• 医療機関が一年で使う医療費が決まっているため過小診療の危
惧がある

• そして税収における医療費抑制政策のため、病院での受診に対
し非常に⻑い待機期間が問題とされていた

• 入院に関し、⻑い場合では年単位の待機時間が発生
• 虫垂炎の手術で、予定が２ヶ月後に組まれるなど笑い話のようなことも
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日本の医療保障制度
• 強制加入の社会保険（医療保険）を中心とした制度

• 全ての国⺠が職場を通して被用者保険に本人や被扶養者家族の資格で
加入するか、市町村を通して国⺠健康保険に加入

• 75歳以上（一定の障害があれば 65 歳以上）は後期高齢者医療制度に
加入

• 受診に関してはフリーアクセス
• 保険証があれば全国どこの医療機関でも、医療保険制度の適用を受け

つつ自由に受診可能
• 医師への診療報酬は外来医療では出来高払い制度

• 積極的な医療サービス提供を促すというメリットが存在するものの、
過剰な医療サービスの提供を促す可能性があるというデメリットも存
在

• 医療費の増大が医療保険の維持を脅かす！

今後の医療費の増大
• 政府は、社会保障費のうち特に医療費については、増加する要

因を「高齢化に伴う伸び」と「その他要因に伴う伸び（医療の
高度化による伸びなど）」の二つに分けて考えている。

• 厚労省が診療報酬改定のない年度を対象に医療費の伸びに関す
る分析結果をまとめた資料によると…

• 2011年度 医療費前年度比3.1％増 うち、高齢化分は1.2%
• 2015年度 医療費前年度比3.8％増 うち、高齢化分は1.2%
• 2015年度の医療費の額は、前年度比1.5兆円増の41.5兆円であ

り、高齢化だけで医療費を約470億円押し上げている
（厚労省HP 「平成27年度 医療費の動向」を参照）
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茨城県地域医療構想（一つの例として）
• 茨城県の医療需要が2035年ま

で増加し続けるものと推計
• 現在の医療資源を最大限活用

し、急性期から回復期への病
床機能の転換等の取組みを促
進

• 慢性期の療養については、入
院医療の他、在宅医療や介護
も含めた地域全体で支える体
制づくりを構想

1. 入院医療における医療機能の
分化・連携

2. 在宅医療等の充実
1. 茨城型地域包括ケアシステム
2. 在宅医療・介護連携推進事業

3. 医療従事者の養成・確保
1. 病院施設・医療職の偏在に対応

する

地域包括ケアシステムの萌芽
• 高齢者を対象に，医療，介護，介護予防，住まい及び生活支援が一体

的に提供される社会の仕組み
• この言葉を最初に意識的に使い、提案したのは、広島県御調町（現尾

道市）にある公立みつぎ総合病院の山口昇医師
• 脳卒中などの後遺症のある患者の生活の質を向上させるためには、治

療だけではなく、予防、リハビリテーション、介護、福祉を地域ぐる
みでおこなう、住⺠参加の仕組みを作らなければならないと提案

• 「地域包括ケア研究会報告書」（2008田中滋座⻑）では地域包括ケア
を「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上
の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉
サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活
圏域）で適切に提供できるような地域での体制」と定義づけている
（30分 中学校区）
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厚労省による地域包括ケアシステムの
説明

• 日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行していま
す

• 65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており（国⺠の約4人
に1人）、2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75
歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています

• このような状況の中、団塊の世代（約800万人）が75歳以上と
なる2025年以降は、国⺠の医療や介護の需要が、さらに増加す
ることが見込まれています

• このため、厚生労働省においては、2025年を目途に、高齢者の
尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み
慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること
ができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域
包括ケアシステム）の構築を推進しています

まとめ
• 臓器移植に関する制度的な整備はなされたが、依然として移植

例は上げどまり
• 日本人のスピリチュアリティが移植医療を増加させない原因の

一つであろうと考えられる
• 日本の保険制度は世界的に見ても充実したもの
• しかし「出来高払い」制や高齢化の進展が、医療費の高騰を呼

んでいる
• 各地の医療資源には限界があり、厚労省は今後在宅中心の医療

の拡充を目指している
• 地域包括ケアシステムなどの充実が求められる（2025年問題）
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人間関係論

和洋女子大学人文学部心理学科

矢口大雄

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

人間関係論

授業内容

第１回 コミュニケーションとは

第２回 自分と他者を理解すること

第３回 自分の感情と上手に付き合うためには

第４回 さわやかな自己表現

なぜ人間関係を学びたいのか

その理由

人間関係をよくしたい

コミュニケーションが上手になりたい

自分のことが知りたい

人間関係の重要性

・アイデンティティ（自己確認）の獲得

・親密な疎通：他者のサポートを得て快
適な生活をするため

・家庭生活：家族関係は子どもばかりで
なく大人にとっても必須である

人間関係の重要性

・他者との協力や他者への援助：社会生
活は他者との協力や、他者に援助し、援
助される活動で成立している。

・健康の維持：人間関係は健康の維持に
重大な影響を及ぼす。

・仕事の満足と効果性：職務満足や高い
生産性の要因は１つのはよい人間関係で
ある。 第１回 人間関係論

『コミュニケーションとは』

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト



人間関係論

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

第１回 人間関係論

コミュニケーションとは

• コミュニケーションの意味

• コミュニケーションに関する研究

• コミュニケーションの種類

• 人間関係論の基本的視点

コミュニケーションとは

コミュニケーションとは

コミュニケーションという言葉を聞
いて、一般的な答えとしてよくあげら
れるのが、「会話」、「意志の疎通」、
「相互理解」などであり、二人以上の
人が言葉を通して「ある情報を与えた
り、得たりする」状況をさして使われ
ることが多い。

コミュニケーションの意味

◆現代では‥

言葉による意思疎通

感情や意味をお互いに理解し合うこと

自分の気持ちを伝えること

相手の気持ちを思いやることなど

のさまざまな意味がある。

コミュニケーションの意味

ラテン語の「コムニチカオ」

『分かち合うこと』

コミュニケーションの意味

アメリカのコミュニケーション学者フ
ランク・ダンスとカール・ラーソンは、
現存する『126種類ものコミュニケーショ
ンの定義』をあげており、学者たちの間
でもさまざまな議論が展開されている。
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“コミュニケーション”という外来語を
日本語に翻訳すると

コミュニケーションの意味

意思や情報が交換される過程においては、

「会話」「伝達」など

コミュニケーションの意味

その手段で使われれば、

「通信」、「連絡」、「文通」、「交通」など

コミュニケーションの意味

共有される対象として使われれば、

「情報」、「消息」など

コミュニケーションの意味

人間関係以外においては使われれば、

「伝導」、「伝染」、「報道」など

コミュニケーションの意味

福澤諭吉は、学問の
究極は人間交際（じ
んかんこうさい）に
あるとして、人と人
との交わりの中で培
われる総合的人間力
に価値あるとした。

写真：福澤諭吉 Wikipediaより引用

参考文献：
https://www.keio.ac.jp/ja/contents/stained_glass/2004/2
42.html



人間関係論

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

コミュニケーションに関する研究
初期の学説では、コミュニケーションは「的

に弓矢を放つような一方的な行動」と考えられ
ていた。話し手（送り手）がいて、メッセージ
があり、聞き手（受け手）に伝わるという構図
である。

コミュニケーションに関する研究
その他にもコミュニケーションは「話し手が

何かを言う」それに反応して「聞き手が応え
る」さらに「話し手が何かを言う」という、ピ
ンポン・ゲームのようなものとする学説もあっ
た。

コミュニケーションに関する研究
これらの学説の問題点は、一つのメッセージ

が一つの意味しか引き出せない、つまりコミュ
ニケーションを単純な「原因」と「結果」の因
果関係でしかとらえていない弱点がある。

コミュニケーションに関する研究
これは、言葉という入れ物の中には決まった

「意味」があり、自分も相手も「同じ意味を共
有している」と思い込んでいるために、誤解が
起きることを日常生活でもよく体験する。

コミュニケーションの難しさ

夏目漱石は「草枕」
の冒頭で、『知に働
けば角が立つ。情に
棹させば流される。
意地を通せば窮屈だ、
とかく人の世は住み
にくい』と述べてお
り、人間関係の難し
さを表している。

写真：夏目漱石 Wikipediaより引用

コミュニケーションの例題

仕事中にAさんがミスをして、同僚の
Bさんから皆の前で叱られた。翌日、
顔を合わせた二人は、お互いに無視し
て挨拶もせず、言葉もかわさずに、そ
の場を立ち去った。さて、このAさん
とBさんの二人の間にコミュニケー
ションはあっただろうか。
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コミュニケーションの種類

1.個人内コミュニケーション

2.個人間コミュニケーション

個人内コミュニケーション

私が悪いんだから、
怒られて当然だわ

個人間コミュニケーション 個人間コミュニケーション

コミュニケーションの“ズレ”例（１）

• 友人がテストで90点を取り、「すごい
ね！」と声を掛けたら、友人が不機嫌に
なった。

個人間コミュニケーション

コミュニケーションの“ズレ”例（２）

• 大阪に行った時、エスカレーターの左側
に立って上っていると、後ろから歩いて
上って来た人から、「どいて！」と言わ
れた。

個人間コミュニケーション

コミュニケーションの“ズレ”例（３）

• 電車の中で座っていると、高齢者の方が
目の前に立ったため、思い切って「どう
ぞ、変わります」と言ったら、「結
構！」と言われ怒った表情で去っていっ
た。
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コミュニケーションの種類

1.個人内コミュニケーション

2.個人間コミュニケーション

• 自分の考えや感じ方に気がつく

• 自分も相手も大切にする自己表現

コミュニケーションを理解する

①人は伝えないわけにはいかない

②あらゆるコミュニケーションは内容
と関係性をもつ

③関係性の質は、コミュニケーション
の句読点（パンクチュエーション）で
決まる

人間関係論の基本的視点

• 人間関係は１つではない。何人もさまざ
まな他者とさまざまな関係をもちつつ生
きる。

• しかも相手が異なれば同じ人間でも関係
のもち方は異なる。

• さらに相手が同じでも、時間や場所が異
なれば、違った関係性になる。

授業の振り返り

• コミュニケーションの意味

• コミュニケーションの種類

• 人間関係論の基本的視点

参考文献

• 岡堂哲雄 編著
「人間関係論入門 (ナースのための心理学) 」
2000年 金子書房

• 吉森護 編著
「人間関係の心理学ハンディブック」
1991年 北大路書房

• 服部祥子
「人を育む人間関係論―援助専門職者として、個人と

して」
2003年 医学書院
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第2回 人間関係論
『自分と他者を理解すること』

和洋女子大学人文学部心理学科

矢口大雄

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

第2回 人間関係論

自分と他者を理解すること

• 自分とは何か

• 自分を理解すること

• 他者を理解すること

• 相互理解を深めるために

自分とは何か

自我と自己

自分自身をあらわすことばとして、心
理学や精神医学では、「自我」や「自
己」が用いられている。

両者は同じ意味として使用される場合
も多いが、学問的には多少ニュアンス
の違いがある。

自分とは何か

自我と自己

• 主体的自我

本人が自分の行動や意識的経験におい
て主体として感知するもの

知覚、感情、思考、行動等をコント
ロールし、自覚する主体という意味が
強いとき

自分とは何か

自我と自己

• 客体的自己

主体的自我によって自分の姿として経
験され、意識されるもの

主体である自分が、客観的に自分自身
を見つめる作業の中で出てくる意識や
イメージ（像）や意味づけ

自分とは何か

性格テストで自分のイメージ

を探ってみよう

「私は……です」という文章を20書いて
みましょう。
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性格テスト
①氏名や男女のような自分の外面的な事実につ
いて書いた文章はいくつあったでしょうか。

②人に知られたくないことでも、どれくらい正
直に書いているでしょうか。

③自分の長所について書いたものと自分の欠点
について書いたものを比較すると、どのような
割合になっているでしょうか。

自分とは何か

性格テスト

④現実の自分を表現した文章と、自分の憧れや
理想を表現した文章の割合はどうでしょうか。

⑤もし自分を５つの文章で紹介するとしたら、

２０の文章の中からどれを選びますか。

自分とは何か

性格テスト

①氏名や男女のような自分の外面的な事実につ
いて書いた文章はいくつあったでしょうか。

②人に知られたくないことでも、どれくらい正
直に書いているでしょうか。

自分とは何か

→外面的な事実と内面とどちらを重視しているか

→自己開示の程度

性格テスト

③自分の長所について書いたものと自分の欠点
について書いたものを比較すると、どのような
割合になっているでしょうか。

④現実の自分を表現した文章と、自分の憧れや
理想を表現した文章の割合はどうでしょうか。

自分とは何か

→自分のどんなところに気づいていて、それをど
んなふうに受け取っているかが分かる

→自分を自分の現実の姿で表現する人と、自分の
理想の姿であらわしたいひとの傾向がわかる。

性格テスト

⑤もし自分を５つの文章で紹介するとしたら、

２０の文章の中からどれを選びますか。

自分とは何か

→自分が大切にしていること、自分らしさの指標
になる

自分とは何か



人間関係論

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

自分とは何か 自分を理解すること

来談者中心療法を広めたカール・ロ
ジャースは、「自分を受け入れ、自分
にやさしく耳を傾けるとき、人は、真
に“自分自身”になることができる」と
述べている。

自分を理解すること

そのためには、他の誰かから無条件に
受け入れてもらえるような共感的関係
においてはじめて可能となる。

自分を理解すること

カウンセラー（援助者）の守るべき

３つの態度

①「共感的理解」

クライエント（来談者）の私的な世界を、
カウンセラーが自分のことのように感じ
とり、知ろうと努力すること。

自分を理解すること

カウンセラー（援助者）の守るべき

３つの態度

②「無条件の肯定的関心」

「あなたのことをもっと知りたい」とい
う気持ちで耳を傾けること。

この際に、「こうあるべきだ」「〜して
はならない」と、クライエント（来談
者）を常識や枠組みにあてはめて、評価
することに注意しなくてはならない。

自分を理解すること

カウンセラー（援助者）の守るべき

３つの態度

③「自己一致」

カウンセラーとしての態度のあり方であ
り、面談中にわきあがった様々な感情を
認め、カウンセリングでの態度に矛盾が
ないような誠実さのこと。
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自分を理解すること

カウンセラー（援助者）の守るべき態度

「この人の前では安心できるし、よい子
を演じなくても受け入れてもらえる。あ
りのままの私を認めてもらえる。私の感

じていることを一緒に感じてもらえるし、
しかも単に仕事上の義務からではなく本
心からそうしているようだ」と感じるよ

うな「関係の質」を提供すること。

自分を理解すること

カウンセリングのプロセス

①「自己洞察」

クライエント（来談者）がありのままの
自分、あるいはその問題に気づくこと

自分を理解すること

カウンセリングのプロセス

②「自己受容」

クライエント（来談者）がありのままの
自分、あるいはその問題を受け入れるこ
と

自分を理解すること

カウンセリングのプロセス

③「自己決心」

クライエント（来談者）がより統合され
た自分のなかで問題を解決していこうと
覚悟を決めること

自分を理解すること

カウンセリングのプロセス

①「自己洞察」

②「自己受容」

③「自己決心」

自分を理解すること

援助的関係の特徴

援助関係とは、当事者の一方がその関係
によって、相手がたあるいは自分と相手
がたの双方が、その人の中にうずもれて
いる資質をより高く評価するように、よ
りよく表現するように、もっと有効に働
くようになることを目ざしているような
関係である、と定義できる
（Rogers,C.R.,1961）。
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マズローの欲求階層説

自分を理解すること

生理的欲求

安全の欲求

所属と愛の欲求

承認の欲求

自己実現欲求

他者を理解すること

他者とは、自分以外のもののことである。
何らかの意味でその存在を『私』が認知す
る場合に限り、『私』との関係性において
の他者とみなされる。

他者を理解すること 他者を理解すること

他者の中でも、「重要な他者」の存在は大き
い。

• 乳幼児期：父親、母親、兄弟姉妹等の家族

• 児童・思春期：教師や友人（同年輩）の家
族以外の人物

• 青年期：友人や仲間、恋人

• 成人期：配偶者、職場の同僚や先輩、信頼
できる知人

他者を理解すること 他者を理解すること
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他者を理解すること

社会
social

心理
psycho

生物
bio

生物心理社会モデル（BPSモデル）

他者を理解すること

生物・心理・社会(BPS)モデル

生物
Bio

心理
psycho

社会
social

他者を理解すること 相互理解を深めるために

ツクツクボウシ

ツクツクボウシの鳴き声

茨城県‥カキアカルーメ

栃木県‥ジュクジュクヨーシッ

群馬県‥ツクイッショー

新潟県‥ジュクジュクヨーシ

山梨県甲府‥ズクズクション

佐賀県‥ズクズクッショ

長崎県佐世保‥ジージージュグジュグ

大分県‥カキクッテヨロシ

鹿児島枕崎‥カライモフトナレ

相互理解を深めるために 相互理解を深めるために

博学なる人間に聞き
たいがあれはおしい
つくつくと鳴くのか、
つくつくおしいと鳴
くのか、その解釈次
第によっては蝉の研
究上少なからざる関
係があると思う（夏
目漱石『吾輩は猫で
ある』）。

写真：夏目漱石 Wikipediaより引用

ツクツクボウシの鳴き声
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感情

例）不安・自
己嫌悪

行動

例）同僚を避
ける

ABC理論

認知
（とらえかた）

例）何か不快
な思いをさせ
てしまったの
ではないだろ

うか

できごと
・状況

例）同僚に話
しかけたが、
返事がなかっ

た

相互理解を深めるために

感情

行動

ABC理論

認知
（とらえかた）

できごと
・状況

例）同僚に話
しかけたが、
返事がなかっ

た

相互理解を深めるために

相互理解を深めるために

リフレーミング

これしか
ない？

こんなに
ある？

開放の窓
Open Self

盲点の窓
Blind Self

秘密の窓
Hidden

Self

未知の窓
Unknown

Self

知っている自分 知らない自分

知
っ
て
い
る
自
分

知
ら
な
い
自
分

自分が

他
人
が

相互理解を深めるために
ジョハリの窓

• 「自分も相手も知っている私」

• 隠すことも、避けることもなく、

自由に振る舞うことができるの

で、コミュニケーションは活発

になる。

『開放の窓』の領域

相互理解を深めるために

• 「相手は知っているが、自分は

知らない私」

• 自分を知りたい積極的な関心と、

相手からの情報（指摘など）に

素直に耳を傾けない限り、この

領域の私に気づくことがない。

『盲点の窓』の領域

相互理解を深めるために
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• 「自分は知っているが、相手は

知らない私」

• 相手に意図的に隠している

「私」と、隠す意図はないが知

らせる機会がない「私」から

なっている。

『秘密の窓』の領域

相互理解を深めるために

• 「自分も相手も知らない私」

• 無意識のレベルの欲求や行動傾

向、潜在的能力などが含まれる。

『未知の窓』の領域

相互理解を深めるために

開放の窓
Open Self

盲点の
窓
Blind Self

秘密の窓
Hidden Self

未知の窓
Unknown

Self

知っている自分 知らない自分

知
っ
て
い
る
自
分

知
ら
な
い
自
分

自分が

他
人
が

相互理解を深めるために
ジョハリの窓からの学び

自己開示

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

自己開示と精神的健康

精
神
的
健
康

自己開示度

高

低

中 高低

相互理解を深めるために

コミュニケーションの種類

1.個人内コミュニケーション

2.個人間コミュニケーション

• 自分の考えや感じ方に気がつく

• 自分も相手も大切にする自己表現

相互理解を深めるために

視覚情報

5 5 %

聴覚情報

3 8 %

言語情報

7 %

メ ラビアンの法則

メラビアンの法則

相互理解を深めるために
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授業の振り返り

• 自分とは何か

• 自分を理解するとは

• 他者を理解すること

• 相互理解を深めるために

参考文献

• 服部祥子
「人を育む人間関係論―援助専門職者として、個人と

して」
2003年 医学書院

• 平木典子
「自己カウンセリングとアサーションのすすめ」
2000年 金子書房

• 斗鬼 正一 編著
「目からウロコの文化人類学入門―人間探検ガイド

ブック」
2003年 ミネルヴァ書房
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第3回 人間関係論
『自分の感情と上手に付き合うためには』

和洋女子大学人文学部心理学科

矢口大雄

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

第3回 人間関係論

自分の感情と上手に付き合うためには

• 感情・思考・行動バランス

• 自分の気持ちをつかむ

• 怒りの感情を知ろう

• 怒りと上手に付き合うために

自分の気持ちをつかむ

この乳児は、どのような気持ちでいるで
しょうか？

自分の気持ちをつかむ

感情の発達

出後間もないころ‥‥

生後３ヶ月ごろ‥ ‥

生後４〜６ヵ月ごろ‥

生後７〜８ヵ月ごろ‥

快，不快

喜び,悲しみ,嫌悪

怒り

恐れ，驚き

自分の気持ちをつかむ

「いま・ここ」での気持ちに気づく

自分を知る重要な鍵は、自分の精神活動
の中の気持ち・感情に気づくことです。

自分らしさの理解と自己表現の手がかり

自分の気持ちをつかむ

感情に善悪はない

気持ちや感情には善悪はなく、どんな感
情も健全なものである。

しかし一般的には‥

快の系統 ：嬉しい、楽しい

不快の系統：腹が立つ、恥ずかしい
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自分の気持ちをつかむ

マイナスと思える感情

「はらわたが煮えくり返るような恨み」
などの激しい、破壊的ともいえる感情は、
早期に気づくべきマイナス感情に気づか
ず、抑圧したり、ためてしまった後で、
あふれ出てくることが多い。

実はもとは「好きでない感じ」や
「困った感じ」であったことが多い。

自分の気持ちをつかむ

ポイント１

• 自分が起こしている感情に気づく

自分を知ることの第一歩は、さまざまな
場面で、善悪の区別をつけることなく、
自分が起こしている感情をできるだけあ
りのままにとらえてみること

自分の気持ちをつかむ

ポイント２

• 「思い込み」にとらわれない

すぐ腹を立てる人は、自分の思い込みに
よって感情を起こし、その感情で相手を
操作しようとしている可能性がある。

自分の気持ちをつかむ

ポイント２

• 「思い込み」にとらわれない

ものごとがうまくいかない時、自分の言
動がぎこちない時、がんばっても満足し
た結果が得られない時、他人の言動に腹
が立つ時には、自分の考え方、ものの見
方が理想的に過ぎたり、非合理的ではな
いかをチェックすることが大切です。

自分の気持ちをつかむ

ポイント３

• 正直に感じとるところからはじめる

感情は自分らしさの源であり、それこそ
が自分の特徴をあらわしている。その中
には、嫌な感情もあるでしょうが、それ
を消したり、捨てたりしないで、正直に
感じとるように努めることで、自分らし
さを知り、自分とつき合う手がかりにな
る。

自分の気持ちをつかむ

ポイントのまとめ

• 自分が起こしている感情に気づく

• 「思い込み」にとらわれない

• 正直に感じとるところからはじめる
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感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプ

人間は、感じ、考え、行動する動物で
す。自分とつき合うことは、この３つ
の心の動きをできるだけ率直に、あり
のまま理解し、それぞれの動きを受け
入れて、自分らしい部分を慈しみ、育
てることが大切です。

感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプ

• 感情型のタイプ

プラスの面

表現が率直で、素直なので、他の人に
は生の感情が伝わり、分かりやすい。
そして、気持ちを表現したことで本人
はすっきりするため、嫌な気持ちなど
を後々まで引きずらないですむ。

感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプ

• 感情型のタイプ

マイナスの面

極端な場合は、激しい感情に周囲を巻き込
み、その勢いで他人を支配したり、操作し
たり、おびえさせたりすることがある。そ
して巻き込まれた人は感情をぶつけられて、
迷惑することもある。

感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプ

• 思考型のタイプ

プラスの面

ものごとの筋道や論理を追求しようと
するため、理屈が通っていて、合理的
な説明をすることが得意である。また、
データを重視した冷静な判断力に対し
て、周囲の人々からも信頼される。

感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプ

• 思考型のタイプ

マイナスの面
極端になると、データ重視の理屈っぽい人
になり、考え、結論が出てからでないと行
動に移さず、観察と思考には優れていても、
行動力が欠けることにもなりかねない。ま
た、新しい状況や危機に対する臨機応変さ
に欠け、身動きができないこともある。

感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプ

• 行動型のタイプ

プラスの面

ものごとにとりかかるのが早く、行動的で、
勇敢で、積極的であり、冒険心や好奇心に
富んでいる。感情も、身ぶり手ぶり、声の
調子や大きさなどを動員して表現するため、
周囲から分かりやすい。
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感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプ

• 行動型のタイプ

マイナスの面

極端になると、行動しても、振り返って反
省したり、結果を整理したりせず、やりっ
放しになる。その結果、成功も失敗も身に
つかず、行動したことの成果は実りにくい。

感情・思考・行動バランス

表現でみる３つのタイプのポイント

• 感情型のタイプ
⇒感情を大切にし、それを必要に応じて表現
し、分かち合おうとする

• 思考型のタイプ
⇒思考だけに頼るのではなく、感情や行動の
側面も意識する

• 行動型のタイプ
⇒時に立ち止まって、自分の気持ちを味わっ
たり、じっくり考えたりする

怒りの感情を知ろう

「怒り」について持つイメージとは？

良くない感情
のこと？

人間関係を
こわすもの？

発散すれば
おさまるもの？

怒りの感情を知ろう

右側の男性はなぜ怒っている
のでしょうか？

怒りの感情を知ろう

生物・心理・社会(BPS)モデル
生物
Bio

心理
psycho

社会
social

怒りの感情を知ろう

怒りのコントロールに問題をもつ人

の共通特性

高いレベルの緊張

高い衝動性

共感性の乏しさ

低い欲求不満耐性

低い自尊感情

アサーティブネスの問題

ストレスに対処することの困難
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怒りの感情を知ろう

身体的な健康の悪い状態

心臓疾患

高血圧

内分泌疾患（ホルモンの病気）

前頭葉損傷などの頭部損傷

慢性の痛み

器質疾患

精神疾患など

怒りの感情を知ろう

• 怒りの感情とは

ごく普通のありふれた感情

適応的な面も兼ね備えた感情

• 怒りの大きな問題

コントロールできない怒りが暴力行為
の主要な引き金になってしまうこと

怒りと上手に付き合うためには

• アンガーマネージメント

目的は，怒りを取り除くことでなく，怒り
の結果として現れてくる攻撃行動を未然に
防ぐこと

※アンガーマネージメントによって怒りがすべて
消失するわけではない

怒りと上手に付き合うために

• アンガーマネージメント

アンガーマネージメントを理解することは，
怒りの多くの側面を理解し，怒りが引き起
こしうる個人的・対人的苦痛を軽減するの
にとても役立つ

怒りと上手に付き合うために

• アンガーマネージメント①

気づき

怒りの感情を悪化させ攻撃行動につながる
自分の特定の思考，感情，行動を認識でき
る

怒りと上手に付き合うために

• アンガーマネージメント②

コーピング（対処法）

自分の攻撃的行動を防いだり減らしたりす
る対処法を獲得する
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怒りと上手に付き合うために

• アンガーマネージメント③

ライフスタイル

新しく，より適応的な形態の行動が出現し，
全般的なライフスタイルが変化していき，
よりポジティブに考え，行動ができるよう
になる

怒りと上手に付き合うために

• アンガーマネージメント

気づき

コーピング（対処法）

ライフスタイルの変化

怒りと上手に付き合うために

怒りのコントロールの１０原則

攻撃的行動は変えることができる

自分の信念（思い込み）が周囲の人や状況
の理解に影響する

自分の考えや感情の理解が、自分の行動に
影響を与える

感情が考え方や行動に影響を与える

怒ると体の感じが変わる

怒りと上手に付き合うために

怒りのコントロールの１０原則
攻撃的行動は、他人も自分も損する

怒る原因がわかれば、うまく対処することに役
立つ

放っておいた小さな嫌なことが積み重なって怒
りになる

生活の中で嫌な活動と楽しい活動のバランスが
とれないと怒りやすくなる

怒りをよい表現に変えれば、自分の生活もより
良くなる

あなたならどうしますか？

あなたがバス停の列に並んで待っているとき、
誰かから押される場面があったとします。

あなたならどうしますか？

きっかけ

あなたがバス停の列に並んで待っているとき、
誰かから押される場面があったとします。
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あなたならどうしますか？

思考と感情

思考：誰がやったんだ？

感情：怒り

あなたならどうしますか？

生理的反応

生理的反応：心拍数の上昇、筋肉の緊張

あなたならどうしますか？

行動

行動：相手を押す、文句を言う

あなたならどうしますか？

結果

結果：ケンカになる、列から出される

怒りと上手に付き合うために

怒りのサイクル

あなたならどうしますか？

信念

信念：世の中公平であるべきだ
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怒りと上手に付き合うために

１０のよくある不合理な信念

私はすべての人から好かれ，認められなけ
ればならない

私は常に成功しなければならない

人生は公平でなければならない

常に用心しなくてはいけない

自分の身に起きることは自分ではどうにも
できない

怒りと上手に付き合うために

１０のよくある不合理な信念

何か問題があっても，放っておけばそのう
ち自然に消えてなくなるだろう

今，自分がこうなっているのはこれまでの
人生のせいだ

われわれはみな，同じ行動規範にしたがう
べきである

怒りと上手に付き合うために

１０のよくある不合理な信念

人生は退屈であり，決して満たされること
はない

自分には信頼できる誰かが必要だ
感情

行動

ABC理論

認知
（とらえかた）

できごと
・状況

あなたがバス
停の列に並ん
で待っている
とき、誰かか
ら押される

怒りと上手に付き合うために

怒りと上手に付き合うために

リラクセーション

筋弛緩法の手順

1.こぶしをしっかり握り、腕を前に突き出
します。

2.腕から肩にかけて力を入れてひきつける
ように腕を曲げます。

3. 手のひらを開いて力を抜き，ひきつけた
腕をゆっくりのばす。

授業の振り返り

• 自分の気持ちをつかむ

• 感情・思考・行動バランス

• 怒りの感情を知ろう

• 怒りと上手に付き合うために
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第4回人間関係論
『さわやかな自己表現』

和洋女子大学人文学部心理学科
矢口大雄

専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト
第4回 人間関係論

さわやかな自己表現

• ３つの自己表現

• アサーション度チェック
• アサーション（さわやかな自己表現）とは

• コミュニケーション技法：DESC法

アサーション度チェック
あなたのアサーション度は？

あなたが日常の中で他者とどのように関わって
いるのかを考えて、20項目の質問に
○『はい：（いつも）できる』
✖『いいえ：（ほぼ）できない』
△『ときどき：（時々）できる』

の３つから答えてみてください。
＊『はい』が相手に対して「否定的な感情」「腹立たし
さ」を含んでいる場合には、◎をつけてください。

アサーション度チェック
1.あなたは、自分の長所や、なしとげたことを人に
言うことができますか （はい・いいえ・ときどき）

2.あなたは、自分が間違えているとき、それを認め
ることができますか （はい・いいえ・ときどき）

3.あなたの話を中断して話し出した人に、そのこと
を言えますか （はい・いいえ・ときどき）

4.押し売りを断れますか（はい・いいえ・ときどき）

アサーション度チェック
５.あなたは、自分が知らないことや分からないことが
あったとき、そのことについて説明を求めることができ
ますか （はい・いいえ・ときどき）
６.人から誉められたとき、素直に対応できますか

（はい・いいえ・ときどき）
７.あなたが注文した通りのもの（料理とか洋服など）がこ
なかったとき、そのことを言って交渉できますか

（はい・いいえ・ときどき）
８.あなたが援助や助言を求められたとき、必要であれば断
ることができますか （はい・いいえ・ときどき）

アサーション度チェック
9.あなたが人と異なった意見や感じをもっているとき、
それを表現することができますか

（はい・いいえ・ときどき）
10.あなたは、適切な批判を述べることができますか

（はい・いいえ・ときどき）
11.あなたに対する不当な要求を拒むことができますか

（はい・いいえ・ときどき）
12.長電話や長話のとき、あなたは自分から切る提案をする
ことができますか （はい・いいえ・ときどき）
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アサーション度チェック
13.あなたは、自分が神経質になっていたり、緊張して
いるとき、それを受け入れることができますか

（はい・いいえ・ときどき）
14.あなたは、会話の場から立ち去ったり、別れを言ったり
することができますか

（はい・いいえ・ときどき）
15.あなたの行為を批判されたとき、受け応えできますか

（はい・いいえ・ときどき）
16.あなたに対する人の好意がわずらわしいとき、断ること
ができますか （はい・いいえ・ときどき）

アサーション度チェック
17.あなたは、誰かにいい感じをもったとき、その気持
ちを表現できますか

（はい・いいえ・ときどき）
18.あなたは、見知らぬ人たちの会話の中に、気楽に入って
いくことができますか

（はい・いいえ・ときどき）
19.あなたは、人に援助を求めることができますか

（はい・いいえ・ときどき）
20.あなたはパーティーや催しものへの招待を、受けたり、
断ったりできますか

（はい・いいえ・ときどき）

アサーション度チェック
はじめに○の数を数えてみましょう
「はい」の○の数、「いいえ」の○の数、
「ときどき」の○の数、「はい」の◎の数

＜「はい」「ときどき」と答えた項目が10個以上＞
あなたのアサーション度は普通以上です

◎がついた項目は、あなたは自分の意思や気持ちは
大切にしているものの、相手を考慮に入れていない

言動をしている可能性があります

アサーション度チェック
はじめに○の数を数えてみましょう

＜「いいえ」と答えた項目＞
あなたが自己表現できていない、
あるいは苦手な領域です

＜「いいえ」と答えた項目が10個以上＞
普段の生活や人間関係で

自分を表現できていない可能性があります

アサーション度
得点集計

はい ・ ・ ３点
ときどき・ ・ １点
いいえ ・ ・ ０点
A：問１～４・・・・（ ）点
B：問５～８・・・・（ ）点
C：問９～12 ・・・ （ ）点
D：問13～16 ・・・（ ）点
E：問17～20 ・・・（ ）点

※動画の説明に誤りがありました。正しくは、下記の得点になります。

アサーション度
AからEの合計のうち、数値が11点以上の項
目があれば、あなたの自己表現はその項目に
ついて、日常的に上手くできています。
A：問１～４・・・・（ ）点
B：問５～８・・・・（ ）点
C：問９～12 ・・・ （ ）点
D：問13～16 ・・・（ ）点
E：問17～20 ・・・（ ）点
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アサーション度
AからEの合計のうち、数値が０～1点の項
目があれば、あなたの自己表現はその項目に
ついて、日常的にできていない状態にある。
A：問１～４・・・・（ ）点
B：問５～８・・・・（ ）点
C：問９～12 ・・・ （ ）点
D：問13～16 ・・・（ ）点
E：問17～20 ・・・（ ）点

アサーション度
AからEの構成内容

A：問１～４・・・・自己概念
B：問５～８・・・・傾聴
C：問９～12 ・・・ 表現の明確さ
D：問13～16 ・・・感情の取り扱い
E：問17～20 ・・・自己開示

アサーション度
A：問１～４・・・・自己概念
“自分”のことをどれだけわかっているのか
（人とかかわっている時に自分がどのような「態
度」「行動」をしているのかなど）
B：問５～８・・・・傾聴
相手の立場に立って相手の言いたいことを、
ゆがみなくそのままとらえることができる
こと

アサーション度
C：問９～12 ・・・ 表現の明確さ
“誤解が起こりにくい話し方”ができるか
（はっきりした言葉で、具体的に表現するなど）
D：問13～16 ・・・・感情の取り扱い
自分の感情を効果的に扱うこと
（怒りのような感情も建設的に表現するなど）

アサーション度
E：問17～20  ・・・自己開示
自分のことを相手に開示すること
（自分のこと：考え、気持ち、意見、特徴などを
包み隠さず相手に開示すること）

アサーション度
アサーション度のプロフィール
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アサーションとは
アサーションは、お互いを大切にしな
がら、それでも率直に、素直にコミュ
ニケーションをすること

あなたならどうしますか？
レストランでカレーライスを注文した

あなたならどうしますか？
注文と違うものが出てきた

あなたならどうしますか？
注文と違うものが出てきた

①何も言わない

②大声で怒鳴り、もう一皿要求

③店員をテーブルに呼び、自分が注文した
品を伝え、取り替えて欲しいとていねいに
頼む

あなたならどうしますか？
注文と違うものが出てきた

①何も言わない
⇒ノン・アサーティブ（非主張型）

②大声で怒鳴り、もう一皿要求
⇒アグレッシブ（攻撃型）

③店員をテーブルに呼び、自分が注文した品
を伝え、取り替えて欲しいとていねいに頼む
⇒アサーティブ（さわやかな自己表現）

３つの自己表現
①ノン・アサーティブ（非主張型）

②アグレッシブ（攻撃型）

③アサーティブ（さわやかな自己表現）
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３つの自己表現
①ノン・アサーティブ（非主張型）
相手の考え・意見や気持ちを聞き入れ
ることはできるが，自分の考え・意見
や気持ちを相手に伝えられない。

３つの自己表現
②アグレッシブ（攻撃型）
自分の考え・意見や気持ちを相手に伝
えることはできるが，相手の考え・意
見や気持ちを聞かない。

３つの自己表現
③アサーティブ（さわやかな自己表現）
自分と相手の考え・意見や気持ちを両方
とも大切にし，相手に自分のことを伝え
ることができるし，相手の考え・意見や
気持ちにも耳を傾けることができる。

３つの自己表現
①ノン・アサーティブ（非主張型）
相手の考え・意見や気持ちを聞き入れることはで
きるが，自分の考え・意見や気持ちを相手に伝え
られない。
②アグレッシブ（攻撃型）
自分の考え・意見や気持ちを相手に伝えることは
できるが，相手の考え・意見や気持ちを聞かない。
③アサーティブ（さわやかな自己表現）
自分と相手の考え・意見や気持ちを両方とも大切
にし，相手に自分のことを伝えることができるし，
相手の考え・意見や気持ちにも耳を傾けることが
できる。

３つの自己表現の特徴
ノン・アサーティブ（非主張型） アグレッシブ（攻撃型） アサーティブ（さわやかな自己表現）

引っ込み思案 強がり 正直
卑屈 尊大 率直
消極的 無頓着 積極的
自己否定的 他者否定的 自他尊重
依存的 操作的 自発的
他人本位 自分本位 自他調和
相手任せ 相手に指示 自他協力
承認を期待 優越を誇る 自己選択で決める
服従的 支配的 歩み寄り
黙る 一方的に主張する 柔軟に対応する

弁解がましい 責任転嫁 自分の責任で行動
「私はOKでない、あなたはOK」 「私はOK、あなたはOKでない」 「私もOK、あなたもOK」

あなたならどうしますか？
あなたが深夜に帰宅した
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あなたならどうしますか？
このようなとき，どのように家族から声

を掛けてもらいたいですか？

あなたならどうしますか？
このようなとき，どのように家族から声を

掛けてもらいたいですか？
①帰ってきたのを見て，何も言わずに，
黙って眠りにつく

②いきなり怒鳴る
（今何時だと思っているんだ!!）

③心配したよ。電話してほしかったな。

あなたならどうしますか？
このようなとき，どのように家族から声

を掛けてもらいたいですか？
①帰ってきたのを見て，何も言わずに，
黙って眠りにつく
⇒ノン・アサーティブ（非主張型）
②いきなり怒鳴る（今何時だと思っているんだ!!）
⇒アグレッシブ（攻撃型）
③心配したよ。電話してほしかったな。
⇒アサーティブ（さわやかな自己表現）

アサーティブな思考方法
アグレッシブ（攻撃型） アサーティブ（さわやかな自己表現） 非現実的

私の判断は正しい 私にとって新しいチャレンジだ。
まずは試してみよう 私にはできない

私でなく相手が私の望むとおりに行
うべきだ 私にとってやらないほうがいいだろう 私はそれをしてはいけない

私が相手にやらせるべきだ 私にとってやったほうがいいだろう 私がやるべきだ
私は素晴らしい
相手は駄目だ

私の価値はひどく高いわけでも低いわけ
でもない 私はダメな人間だ

自分以外の意見は最低だ 誰でも自分の意見があり、意見が異なっ
たときは解決することができる 相手の意見が正しい

物事が私の望んでいるように運ばな
いのは最低だ

物事を私の望んでいるように進めたい
が、必要なら譲歩できる

物事が私の望んでいるように運ばな
いのは最低だ

さわやかな自己表現を目指して
（アサーティブ）

• 自分・相手・相互への関心を持つ
• 自分の気持ちを把握すること
• 自分が表現したいと感じている気持
ちを意識しながら言葉にすること

• 言外のことば・ことばの周辺の気持
ちを考えていこうとすること

さわやかな自己表現を目指して
（アサーティブ）

• 自分の内面にある気持ちをその場の状況
に応じて相手に伝えていこうとすること

• ネガティブな感情に気づきながら、その
感情に対処を行うこと

• ポジティブな感情は相手に伝わるように
表現していくこと

• 相手の「表現」に関心を持ち、そう言い
表そうとする気持ちに関心を持とうとす
ること
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あなたならどうしますか？
あなたが買い物をしてレジの列に並んで順番を
待っているとき、横から人が入ってきた場面が
あったとします。

コミュニケーション技法
DESC法（デスク法）

頼み事や交渉事などの「課題解決のためのア
サーション」の中で用いられるせりふ作りのため
の方法のこと

コミュニケーション技法
DESC法（デスク法）

D（describe）
客観的事実を述べる（描写する）

E（express,explain,empathize）
それに対する自分の主観的な気持ちを述べる。

S(suggest,specify)
相手への提案をする（具体的に挙げる）

C(choose，consequence)
相手の「イエス」や「ノー」の反応に対する対応を準備
しておく

あなたならどうしますか？
あなたが買い物をしてレジの列に並んで順番を
待っているとき、横から人が入ってきた場面が
あったとします。

あなたならどうしますか？
D：客観的事実を述べる（描写する）
「ここは並んでいるんですよ」

あなたならどうしますか？
E：それに対する自分の主観的な気持ちを述べ
る。
「次は私の番だと心待ちにしていたところなんで
すよ」
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あなたならどうしますか？
S：相手への提案をする（具体的に挙げる）
「後ろに並んでくださいませんか」

あなたならどうしますか？
C：相手の「イエス」や「ノー」の反応に対する
対応を準備しておく
「そうしてくださると、私も並んでいる人も気持
ちがいいです」

コミュニケーション技法
DESC法（デスク法）

D（describe）
客観的事実を述べる（描写する）

E（express,explain,empathize）
それに対する自分の主観的な気持ちを述べる。

S(suggest,specify)
相手への提案をする（具体的に挙げる）

C(choose，consequence)
相手の「イエス」や「ノー」の反応に対する対応を準備
しておく

授業の振り返り
• アサーション度チェック

• アサーション（さわやかな自己表現）とは

• ３つの自己表現

• コミュニケーション技法：DESC法

参考文献
• 平木典子
「アサーショントレーニング
ーさわやかな＜自己表現＞のためにー」

1993年 金子書房

• 平木典子
「自己カウンセリングとアサーションのすすめ」
2000年 金子書房

• 平木典子
「アサーショントレーニング 自分も相手も大切にする自己表現」
2008年 至文堂

• 山内 雅惠 (監修), 船木幸弘, 木村俊昭 , 森谷一経
「人間関係づくりとコミュニケーション: 自己分析から他者理解と相互理解へ」
2019年 金子書房

人間関係論

授業内容
第１回 コミュニケーションとは

第２回 自分と他者を理解すること
第３回 自分の感情と上手に付き合うためには
第４回 さわやかな自己表現



 看護をめぐる法律と制度 

  

土浦看護専門学校 リカレント教育総合推進プロジェクト 

「制度や法律を知らずに損をしない！！ 自分も患者さんも」 

担当講師 前川玉緒 

（保健師助産師看護師国家試験対策講師） 

 

 

学習目的：臨床看護師として理解が必要となる法律と制度の枠組みを自身で調べて（質問含む） 

      ①必要時に患者に説明ができる 

      ②必要時に関係機関や職種と連携ができる       

 ようにするため  

 

 

学習目標：社会保障制度の概念と意義を学び、看護活動に直結する法律や制度が近年の社会情勢の

変化に対応しようとしているものであることに気づく。 

また、このことを通じて、社会保障制度の中での、看護職の役割意識を持つ。 

 

 

内容：第1 回 社会保障のことばに慣れよう 

   第2 回 自分も患者さんも医療保険の加入者 

   第3 回 昔とは違う医療保険制度 

   第4 回 「他・多」機関や職種を紹介できる？ 

 

 

（集合研修として ピアミーティングとケーススタディがあります） 

 

 

                          名前： 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

画面を見始める皆さんへ 

１．自分も、画面の中の受講者になったつもりで、主体的に受講しましょう。 

２．視聴開始前に、持ち物を確認しましょう。 

  筆記用具、のりつきふせん、レジュメ、確認テスト用紙（裏は自己評価表） 

３．眠たくなった時は、画面を止めて、15 分程度睡眠をとりましょう。 

４．質問がある場合は、レジュメの、その質問箇所にふせんをつけて、直接会う時に質問をし

て下さい。 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第1 回 社会保障のことばに慣れよう 

１.社会保障制度とは… 社会  保障   制度 

 この場合の社会とは？ 「  」、この場合は「  」（他に    や市町村）ということ 

 何を保障？「    」を   誰の？「     （     ）」の 

 誰が保障？「   、   、         」が 

 

 

２．どうして、社会、すなわち（   、          ）が、 

 （      ≒    ）の（    ）を保障する制度があるのか？ 

 

 （  ）法という法律に「生存権」という私たちが持つ権利の規定があるから 

  「すべて   は、   で   的な   限度の   を営む権利を有する。」 

  「国は、すべての    部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進 

   に、  めなければならない。」 

 

生存権とは、  て、  在する権利    

この生存権を すべての（     ）が持っていて、 

そのために（   ）は、 

生活のすべての面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進の 

（  力）をしなければならない 

 

生存=命がある≒死んでいないというだけ？ 

→（         ）なレベルの 「     で      な生活」をして生きる 

 

 

憲法とは、①国の（最   ）の法律（最高法規：他の法律よりも上位の存在） 

      憲法に違反した法律は効力が ある・ない 

     ②国民の権利や自由を公≒国≒国家権力から守るために 

      国民・公≒国≒国家権力を管理するためのルール 

     ③国民・公≒国≒国家権力がやってはいけないこと（またはやるべきこと）」 

      について定めた決まり 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

３．日本の社会保障制度４つの柱 

  ＝日本という国の （国  ）である私たちの（    ）を守る ４つのシステム 

   

  ①社会保険②社会福祉③公的扶助④公衆衛生 

   人にことばで説明できるものがあるか？ 

 

①社会 保険とは（   ）、この場合は公が、運営主体の （    ）制度のこと。 

 保険とは、いざという時のために、前もって皆でお金を集めて、（      時）に 

      そこから出して使うシステム 

例）いざ医療が必要なら（   保険）制度  いざ介護が必要なら（   保険）制度を使う 

 

日本の社会保険は５つのパターン 

ⅰ．（    ）保険、  

ⅱ．（    護）保険、 

ⅲ．（  金）保険…（  ）をとったら、お（  ）が給付される 

ⅳ．（   ）保険（≒失業保険）  

ⅴ．労働災害保険（＝   ） 

 

・運営主体を（    者）という。ここが、管理、運営する。 

（   保険）ではなく、民間の保険でいうと、保険（     ）のこと  

・メンバーを加入者≒（   保険者） という 

・皆から集めるお金を社会（    料）という。 それで足りている？→足りて    。 

 →公のお金＝  費（税金：これも皆から集めたお金）で補う 

 

②社会福祉とは、（   ）、すなわち「  」が行う福祉のこと 

福祉とは…福も祉も幸いの意味 

辞書的には ・幸福。公的扶助やサービスによる生活の安定、充足。 

      ・国家によって国民に等しく保障されるべき安定した生活および社会環境 

      ・公的な配慮・サービスによって社会の成員が等しく受けることのできる充足や安心。幸福    

       な生活環境を公的扶助よって作り出そうとすること。 

      ・幸福。特に、社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福。 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

対象は、ひとり親、児童、障害者、高齢者など…「    的弱者」が多い 

→特別扱いではなく、（         ン）ということ 

 ＊社会保険料・税金が財源 「社会保険」ではない。 

 

③公的扶助とは、公が    的に  けるということ。具体的には生活    制度 

  どうして？ （     的）な問題があると、 

        最低限度の「         生活」を送れないから 

        経済的安全網（         ト）が必要ということ 

  

  何に対して経済的サポートがあるか？ 

    最低限度の「         生活」に必要なこと 

    扶助の8 種類：（   ）、（   護） 

           出産、生活（食費、被服費、光熱費等） 

           住宅、教育、 

           葬祭、生業（技能習得費、就職支度費）  

   

＊生業（セイギョウ）とは、暮らし(生活）を立てるための仕事。なりわい。 

 

＊制度利用のきっかけは、世帯主の「傷病」が圧倒的に多い。 

   →看護活動の主な対象である「    」は、その対象となる可能性がある 

 

④公衆衛生 

  公衆とは、社会一般の人々 

  衛生とは、≒     ＝    を   つこと 

    ヒント）保健師≒公衆衛生看護師≒パブリックヘルスナース（PHN） 

  

具体的には、公が行う人々のための（保   ）活動のこと 

 

この４つの柱やその制度がないと「    で    な        の生活」が送れない 

かも。だから、そうならないように、この４つの柱とその制度がある。 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★  書いてみよう 

 

１.社会保障制度とは、「社会が私たち、     の     を    する」制度 

 この場合の社会とは、（  ）すなわち（   や      や      ）のこと 

 

２．憲法（法律中で最   ）に「生存権」という私たちが持つ権利の規定がある 

  生存権とは、生    、     する権利    

  それは、（       ）なレベルの「          な生活」をして生きる権利   

  生存権は（    の      ）が持っている 

  そのために（   ）は、すべての（    部面）について、 

  社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に（   ）めなければならない。 

 

３．憲法とは、①国の最高法規：他の法律よりも（  位）の存在 

        憲法に違反した法律は効力が ある・ない 

       ②国民・国 の権利や自由を 国民・国 から守るためのルール 

       ③国民・国 がやるべきこと、またはやってはいけないことについての決まり 

 

４．日本の社会保障制度の４つの柱とは 

  ①社会      ②社会       ③  的扶      ④  衆     

 

①（    ）保険とは運営主体が社会、すなわち公の保険制度のこと。 

保険とは、（★   ）という時のために、（  ）もって皆でお金を集めて、★という時に 

     そこから出して使うシステム 

 

★の例  医療保険制度を使うのは、（   ）が必要になった時 

     介護保険制度を使うのは、（   ）が必要になった時      

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★ 

 スラスラになるまで聞かせ音読をしてみよう。 ここに書かない。空欄のままで。 

 

１.社会保障制度とは、「社会が私たち、     の     を    する」制度 

 この場合の社会とは、（  ）すなわち（   や      や      ）のこと 

 

２．憲法（法律中で最   ）に「生存権」という私たちが持つ権利の規定がある 

  生存権とは、生    、     する権利    

  それは、（       ）なレベルの「          な生活」をして生きる権利   

生存権は（    の      ）が持っている 

  そのために（   ）は、すべての（    部面）について、 

  社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に（   ）めなければならない。 

 

３．憲法とは、①国の最高法規：他の法律よりも（  位）の存在 

        憲法に違反した法律は効力が ある・ない 

       ② 国民・国 の権利や自由を 国民・国 から守るためのルール 

       ③ 国民・国 がやるべきこと、またはやってはいけないことについての決まり 

 

４．日本の社会保障制度の４つの柱とは 

  ①社会      ②社会       ③  的扶      ④  衆     

 

①（    ）保険とは運営主体が社会、すなわち公の保険制度のこと。 

保険とは、（★   ）という時のために、（  ）もって皆でお金を集めて、★という時に 

     そこから出して使うシステム 

 

★の例  医療保険制度を使うのは、（   ）が必要になった時 

     介護保険制度を使うのは、（   ）が必要になった時      

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★  書いてみよう 

 

５．日本の社会保険は５つのパターン 

①（    ）保険 ②（    護）保険 ③（  金）保険 

④雇用保険、いわゆる（   ）保険 ⑤労災（＝        ）保険 

 

運営主体を（    者）という。メンバーを（    者） という 

社会保険は、保険料以外に、公のお金、すなわち（公   ）によって、その制度を支える 

 

６．社会福祉とは、皆が幸福であるように、すなわち（福   ）の実現を 

  社会、すなわち（   ）が支えること。 

 →対象に社会的（  者）が多いのは、特別扱いではなく、（       ン）ということ 

 ＊社会保険料・税金が財源 

 

７．公的扶助とは、公が☆    的に  けるということ。 

  「   で   的な      の生活」を送れるための制度 

  具体的には（       制度）のこと 

   （☆   的）な（     網）、すなわち☆的なセーフティネットのこと 

   

＊生活保護制度利用のきっかけは、世帯主の「    」が圧倒的に多い。 

   患者はその制度対象になる要因があるから（    師）なら、概要は理解しておきたい。 

 

８．公衆衛生 

  社会一般の人々のことを（   ）という 

  衛生とは、カタカナだと「    」のこと。 

  公衆衛生とは具体的には、社会一般の人々に対する（     ）活動のこと 

 

９．社会（   ）制度には、４つ柱、 

①社会     ②社会      ③   的  助   ④  衆     がある。 

この４つの柱の制度があるから「    で    的な      の生活」が 

保障される。 
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★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★ 

 スラスラになるまで聞かせ音読をしてみよう。 ここに書かない。空欄のままで。 

 

５．日本の社会保険は５つのパターン 

①（    ）保険 ②（    護）保険 ③（  金）保険 

④雇用保険、いわゆる（   ）保険 ⑤労災（＝        ）保険 

 

運営主体を（    者）という。メンバーを（    者） という 

社会保険は、保険料以外に、公のお金、すなわち（公   ）によって、その制度を支える 

 

６．社会福祉とは、皆が幸福であるように、すなわち（福   ）の実現を 

  社会、すなわち（   ）が支えること。 

 →対象に社会的（  者）が多いのは、特別扱いではなく、（       ン）ということ 

 ＊社会保険料・税金が財源 

 

７．公的扶助とは、公が☆    的に  けるということ。 

  「   で   的な      の生活」を送れるための制度 

  具体的には（       制度）のこと 

   （☆   的）な（     網）、すなわち☆的なセーフティネットのこと 

 

  ＊生活保護制度利用のきっかけは、世帯主の「    」が圧倒的に多い。 

   患者はその制度対象になる要因があるから（    師）なら、概要は理解しておきたい。 

 

８．公衆衛生 

  社会一般の人々のことを（   ）という 

  衛生とは、カタカナだと「    」のこと。 

  公衆衛生とは具体的には、社会一般の人々に対する（     ）活動のこと 

 

９．社会（   ）制度には、４つ柱、①社会    ②社会    ③   的  助      

④  衆     がある。この４つの柱やその制度があるから「    で    的な     

の生活」が保障される 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第2 回  自分も患者さんも医療保険の加入者 

１．日本の公的医療保険制度 

公的医療保険制度とは、 

公が運営主体（＝   者）で、（   の     ）を保障するために 

（   ）が必要な時に使う保険制度 

 

この公的医療保険制度は、国が直接運営しているわけではない。 

自治体や（   的）機関などが運営。 

＊公的なもの以外もある？→（     ）保険もある。例） 

 

保険とは、（★   ）という時のために、（  ）もって皆でお金を集めて、★という時に 

     そこから出して使うシステム 

 

公的医療保険制度を使うのは、（    ）が必要になった時 

＊この場合の医療とは≒（  療）→「病気」や「ケガ」に対する医療 

            その医療費で、国民が（    的）困窮に陥ることを防止 

 

＊業務上の傷病（労働による    や    ）にかかる医療費は、 

 労災（＝      保険）から出る。 

 

日本では、この公的医療医療保険制度は国民の 一部・全員 加入。 

→だから日本は、「国民  保険」制度の国だ、という 

どうして全員？ 「     」や「    」は、全員にとって可能性のあること 

 

 

２．医療保険の種類：年齢によるわけ方「    高齢者」とそれ以外 

            →「      医療制度」（年齢保険ともいう） 

            運営主体）     者医療広域連合：（      ）毎に設立 
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  それ以外は、働き方によるわけ方がある 

   ・職域保険＝（  用者保険）…（    保険）、船員保険、共済組合 

            用者が加入者→「  用者」とは、 

     職域によって…例）    で働く人だと→「健康保険」 

                       運営主体）健康保険協会や健康保険組合   

              公の機関で働く人や私学の教職員だと→「共済組合」 

                       運営主体）共済組合 

 

   ・地域保険…（       保険） 加入者は （   用者以外） 

                     具体的に：    、農業、 

                          職域保険（    者保険)の退職者 

                     実際には、7 割が（  ）業者 

                運営主体＝    者は、    や国民健康保険組合 

 

結局、大まかに、（  ）種類ある。 

加入している保険によって、また、加入者の年齢や経済的状況によって、 

提供される医療に差は ある・ない 。 集められる保険料は 違う・同じ 

 

＊原則、世帯（≒同居家族）で加入する考え方。 

 だから、家族（被扶養者）は、その世帯主（扶養者）の医療保険に加入する 

 

 自分はどの種類？  窓口自己負担割合は？ 年間保険料を知っている？ いざはあった？ 

 

 

３．自己負担割合 

自己負担割合は、原則（    ）によって違う。 

 →かかった医療費に対して自分が（   口）で支払う分の割合。 

  例えば、3 割負担なら、1 万円の医療費がかかっていたら、 

             自己負担として、（   口）で（    ）円支払う。 

             差額の（     円）は誰が払う？ →☆    者 
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☆者のお金は、前もって、皆（加入者）で集めたお金で足りている？足りてい 

→だから「   費」で補っている。 

 どうして？→公は皆の「    」で文化的な生活を保障する努力をしないといけないから。 

  

 

年齢別自己負担割合 

6 歳まで（    前）の子ども：（  割）負担 

6～70 歳：（  割）負担 

70～75 歳：（  割）負担 

75 歳以上（      者）：（  割）負担 

 

＊例外 

70 歳以上で、現役並みの所得があると：（  割）負担 

       おおよそ、年間370 万の収入（≠手取り） 

             ≒新人看護師の年収 

 

どうして？ 日本の国全体の医療費が（    ） 

      そのうち、高齢者（   才以上）の医療費が（  割） 

      比較）高齢者の人口割合は（  割） 

      →払える人には、払ってもらおう、という考え方→（応  負担の考え方） 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★  書いてみよう 

１．公的医療保険制度とは、 

運営主体（＝   者）が公で、（   ）が必要な時に使う保険制度 

この公的医療保険制度は、国が直接運営 している・していない 

 

保険とは、（★   ）という時のために、（  ）もって皆でお金を集めて、★という時に 

     そこから出して使うシステム 

この場合の医療とは「病気」や「ケガ」を治すための医療つまり、（  療）のこと 

            その医療費で、国民が（    的）困窮に陥ることを防止 

 

日本のこの公的医療保険制度は、（    ）加入の「国民  保険」制度である。 

「    」や「    」は、全員にとって可能性があるので（    ）加入 

 

２．公的医療保険には大きく（  ）種類あって、 

①       医療制度。年齢保険ともいう。 

②職域保険＝（  用者保険）のひとつの（    保険）、 

③同じく、（  員）などが加入する船員保険 

④同じく、（  務員）などが加入する共済組合 

⑤地域保険といわれる（       保険）  

 加入者は（  用者）以外の人 

                     

加入している保険によって、また、加入者の年齢や経済的状況によって、 

提供される医療に差は ある・ない 。 集められる保険料は 違う・同じ 

 

３．自己負担割合は、原則（    ）によって違う。 

  例えば、１割負担の人の医療費が1 万円だったら、窓口で（    ）円支払う。 

  残りの（     円）はその人の加入する（    者）が払う 

 

年齢別自己負担割合 

就学前の子ども：（  割）負担。6～70 歳未満：（  割）負担 

70～75 歳未満：（  割）負担。75 歳以上（      者）：（  割）負担 

70 歳以上で、現役並みの所得があると：（  割）負担 
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★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★  

 スラスラになるまで聞かせ音読をしてみよう。 ここに書かない。空欄のままで。 

１．公的医療保険制度とは、 

運営主体（＝   者）が公で、（   ）が必要な時に使う保険制度 

この公的医療保険制度は、国が直接運営 している・いない 

 

保険とは、（★   ）という時のために、（  ）もって皆でお金を集めて、★という時に 

     そこから出して使うシステム 

この場合の医療とは「病気」や「ケガ」を治すための医療つまり、（  療）のこと 

            その医療費で、国民が（    的）困窮に陥ることを防止 

日本のこの公的医療医療保険制度は、（    ）加入の「国民  保険」制度である。 

「    」や「    」は、全員にとって可能性のあるので（    ）加入 

 

２．公的医療保険には大きく（  ）種類あって、 

①       医療制度。年齢保険ともいう。 

②職域保険＝（  用者保険）のひとつの（    保険）、 

③同じく、（  員）などが加入する船員保険 

④同じく、（  務員）などが加入する共済組合 

⑤地域保険といわれる（       保険）  加入者は（  用者）以外の人 

                     

加入している保険によって、また、加入者の年齢や経済的状況によって、 

提供される医療に差は ある・ない 。 集められる保険料は 違う・同じ 

 

３．自己負担割合は、原則（    ）によって違う。 

  例えば、１割負担の人の医療費が1 万円だったら、窓口で（    ）円支払う。 

  残りの（     円）はその人の加入する（    者）が払う 

 

年齢別自己負担割合 

就学前の子ども：（  割）負担。6～70 歳：（  割）負担 

70～75 歳：（  割）負担。75 歳以上（      者）：（  割）負担 

70 歳以上で、現役並みの所得があると：（  割）負担 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第3 回：昔とは違う医療保険制度 

 

１．昔々…。「老人の医療費は（     ）だった」  

     →今：自己負担は（  ～  ）割 

 

    「子どもの医療費は（  ）割自己負担だった。もっと前は、（  ）割だった。」 

     →今：（  ）割 

 

２．どんな問題があって、制度が変わったのか 

 国民医療費の増大→（４２   円）／年   （３３  円）／人／年 

 自分に置きかえて、実感ある？ 

 

 ＊おおよそ50 年前より、40 倍。40 年前より4 倍。 

 ＊６５歳未満は（１８  円）／人／年 

  高齢者は  （７３  円）／人／年  他の世代の ４倍 

  後期高齢者では、約100 万／人／年 

 

 ＊国民医療費とは、国民にか   た医療費≒国民が支   た医療費 

   医療≒治療のために医療機関に支払われた１年間の医療費の総額 

   つまり「保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用」を推計したもの 

   具体的には、医療保険によって支払われたもの（保険者からと患者から） 

         公費負担によって支払われたもの（患者の一部負担分を含む） 

         など。 

         ＊正常なお産の分娩料や、人間ドックの料金は 含む・含まない 

 

窓口自己負担も、保険料も、公費も、（    ）からのお金。 

→まかない続けることができる？→でき る・ない から、すでに借金をしている（国債） 

→結論）国民医療費を抑制しないと。 

→増加要因が分かれば、対策ポイントが分かる。 
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３．国民医療費の増加要因 

①要治療者が増えた 

 ・（   者）の増加 

 ・治療すべき、治療できる範囲の拡大 

 

②治療費が高額化（薬、医療職の人件費含む） 

 ・超高額薬剤や多剤使用 

 ・医療機器の高度化 

 ・医師や看護師数の増加と偏在 

 

③受診しやすくなった 

 ・医療機関が行きやすいところにできた 

 ・医療保険制度が整った 

 

④社会的入院 

 ・介護、福祉の地域での受け皿がないため、（    的）に必要でなくても入院 

 

４．これからも続く問題 

 ①高齢者人数の更なる増加 

  ・医療費が  額になりがちな世代、年金、介護、福祉の対象となり   世代 

  ・平均寿命もまだ延びそう 

 

 ＊65 歳以上の高齢者が4000 万人近くになる2040 年には、約70 兆円になるらしい。 

  つまり 約    円／人 

  自分はその頃、何歳？        自分の親は何歳？   

 

 ②医療の高度化→高額化 

   ・薬、医療機器 

   ・医療従事者の養成・雇用・教育のためのコスト 

 

 ③国民医療費の財源を支える生産年齢人口数の減少（←少子化） 

    （   料や   金） 
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５．国民医療費の抑制の策（医療費「適正」化、と考えられている） 

具体例） 

 ・診療報酬の マイナス・プラス 改定  

   ＊診療報酬とは、診療（医療行為：看護含む）に対する報酬（薬剤費も含む） 

    つまり医療サービスのお値段 

 ・ジェ    薬品（後発医薬品）の利用促進 

           ⇔先発医薬品は新規開発薬品→高価 

 ・高齢者の自己負担割合の増加 

  子どもの自己負担割合の減少→子育て支援→少子化抑制→生産年齢人口の維持 

 ・「    」寿命を延ばす→医療費が必要な期間を↓ 

 ・生活習慣病対策 例）糖尿病等の患者・予備群の減少→透析導入抑制 

                          （透析は高額 600 万／年／人） 

 ・平均在院日数の短縮を図る≒（  期）入院の是正→そのための退院支援の充実 

 ・高度先進医療機関への受診の抑制 

  →そのための「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」の促進 

  

・特定行為（看護師）を実施→医師の仕事量↓（医師の仕事は値段が高い） 

 

 看護業務には、保健師助産師看護師法に基づき、①    の補助②   上の世話 がある。 

 

＊診療の補助とは、保健師助産師看護師法に基づく看護師業務のひとつで、医師の行う医療行為（医行為） 

の分類のうち、看護業務としてできること。診療は医師の業務であるが、それを補助するということ。 

 

＊医療行為とは、 

   ①医師のみしか実施できない「絶対的医行為」  

   ②看護師が「診療の補助」として実施することができる「相対的医行為」 

    本来は、毎回、医師の具体的指示の下で、看護師が実施する。（してきたはず） 

    ＊このうち、特定行為研修（特定行為に関する研修）を受けた看護師が、 

     かなり高度で判断力が必要な医療行為だけれど、医師の具体的指示がなくても、 

     手順書（指示）に従って実施できる行為（38 個）が特定行為 

 

*特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断 

力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる次の３８行為（厚生労働省説明文）  
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特定行為の例） 
 
・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸音、一回換気量、胸郭の上がり等）及び検査結果（経皮的 

動脈血酸素飽和度（SpO ２）、レントゲン所見等）等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、 

適切な部位に位置するように、経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの深さの調整を行う。 
 
・橈骨動脈ラインの確保 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸状態、努力呼吸の有無、チアノーゼ等）及び検査結果（動 

脈血液ガス分析、経皮的動脈血酸素飽和度（SpO ２）等）等が医師から指示された病状の範囲にあることを 

確認し、経皮的に橈骨動脈から穿刺し、内套針に動脈血の逆流を確認後に針を進め、最終的に外套 

のカニューレのみを動脈内に押し進め留置する。 
 
・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整(カテコラミンとはアドレナリンなど） 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（動悸の有無、尿量、血圧等）血行動態及び検査結果等が医師か 

ら指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中のカテコラミン（注射薬）の投与量の調整を行う。 
 
・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（血流のない壊死組織の範囲、肉芽の形成状態、膿や滲出液の 

有無、褥瘡部周囲の皮膚の発赤の程度、感染徴候の有無等）、検査結果及び使用中の薬剤等が医師から指 

示された病状の範囲にあることを確認し、鎮痛が担保された状況において、血流のない遊離した壊死組織を 

滅菌ハサミ（剪刀）、滅菌鑷子等で取り除き、創洗浄、注射針を用いた穿刺による排膿等を行う。出血 

があった場合は圧迫止血や双極性凝固器による止血処置を行う。 
 
＊特定看護師とは、法的に規定のある名前ではないが、特定行為に関する研修（特定行為研修）が修了した 

看護師 すなわち、特定行為が法的にできる看護師のことを指している。資格が発行されるわけではないが、 

特定行為研修を修了≒高度な知識や判断力があるとされ、医師に報告→医師の判断、指示を待たずにあらか 

じめ医師が作成した手順書（指示書）をもとに、診療補助（医療行為）を行うことが法的にできる。特定看 

護師でなくても、医師の指示のもと、特定行為とされる38 の行為を看護師は法的には可能である。実際に 

安全に正確にできるかどうかではない。 

 

 

６．国民医療費の海外との比較 

国民医療費の対GDP（国内総生産の額に対して）は、 

OECD（経済協力機構）加盟国の中では、10 位。G7 の中では４位 

→国民医療が 高すぎる・高すぎるわけでない とも言える。 

 高齢化率が最も高い割には、かなり抑えているとも言える 

 

国内総生産：国内で、１年間に生産されたものやサービスのもうけの合計 

                        ＊値段の合計ではない 

    ≒皆にくばられるお金の合計≒皆が使うお金の合計≒国全体でもうけた額≒国力 
 

＊OECD 加盟国とは、経済協力機構に加盟する、先進国とされる３４カ国 

＊G7 とは、先進国、主要国とされるフランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ 
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日本は本当に国民医療費を抑制する必要がある？どの程度をめざす？ 

お金を出す（    ）が決めることができる。決める人たちを選ぶことができる。 

医療費の近くにいる（    ）が、そのための情報を発信できることがある 

 

発信例 

ICN 所信声明「エビデンスに基づく安全な看護職員配置」から 

 安全で効果的かつニーズに基づく看護配置水準に投資することによって、 

 患者の健康状態の改善促進と悪化予防が図られ、 

 医療介入の期間や投入量が少なくなることから、 

 費用対効果が十分に期待できるとされている 

 

＊ICN とは、国際看護師協会。世界各国の看護師協会が加盟（日本だと日本看護協会が最大規模） 

＊エビデンスとは、証拠、根拠のこと。 

＊費用対効果とは、かかった（かけた）費用に対する、その効果のこと。お金をかけたのに、効果が現れな 

いときは、費用対効果が悪いという。 

 

 

 

(ちょっと自分で調べてみよう。) 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（プログラム法） 

医療介護総合確保推進法 
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★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★  書いてみよう 

１．老人の医療費は（     ）だったのが、今は（  ～  ）割の自己負担がある 

２．国民医療費は→年間（４２   円）  

  一人当たりは（３３  円）／年 

  高齢者は  （７３  円）／年  

  国民医療費とは、窓口で支払うお金の総額のことで ある・ではない 

  正常なお産の分娩料や、人間ドックの料金は 含む・含まない 

 

３．国民医療費の増加要因 

 ・（   者）の増加 

 ・    費の   額化 

 ・（    的）入院が解消されていない 

 

４．国民医療費の財源の（   料や   金）を払うはずの（   年齢人口数）が減少 

    

５．国民医療費の抑制の策の具体例 

 ・診療報酬の マイナス・プラス 改定  

 ・ジェ    薬品（後発医薬品）の利用促進 

 ・高齢者の自己負担割合の（   ） 

 ・「    」寿命を延ばすために「      病」対策の実施 

 ・（  期）入院を減らすために（   支援）を積極的に行う 

 ・  度  進医療機関への受診の抑制のために「      医や薬局」の促進 

 ・    行為を看護師が医師の代わりに行う→医師の仕事量↓（医師の仕事は値段が高い） 

 

６．日本の国民医療費を海外の先進国と比較すると、高すぎる・高すぎるわけでない  

 

７．国際看護師協会は、「エ      に基づく安全な看護職員配置をすると 

 患者の健康状態の改善促進と悪化予防が図られ、 

 （    介入）の期間や投入量が 多く・少なく なることから、 

 それにかかる（    ）に対して効果が十分に期待できる」と述べている 
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★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★ 

 スラスラになるまで聞かせ音読をしてみよう。 ここに書かない。空欄のままで。 

１．老人の医療費は（     ）だったのが、今は（  ～  ）割の自己負担がある 

２．国民医療費は→年間（４２   円）  

  一人当たりは（３３  円）／年 

  高齢者は  （７３  円）／年  

  国民医療費とは、窓口で支払うお金の総額のことで ある・ではない 

  正常なお産の分娩料や、人間ドックの料金は 含む・含まない 

 

３．国民医療費の増加要因 

 ・（   者）の増加 

 ・    費の   額化 

 ・（    的）入院が解消されていない 

 

４．国民医療費の財源の（   料や   金）を払うはずの（   年齢人口数）が減少 

    

５．国民医療費の抑制の策の具体例 

 ・診療報酬の マイナス・プラス 改定  

 ・ジェ    薬品（後発医薬品）の利用促進 

 ・高齢者の自己負担割合の（   ） 

 ・「    」寿命を延ばすために「      病」対策の実施 

 ・（  期）入院を減らすために（   支援）を積極的に行う 

 ・  度  進医療機関への受診の抑制のために「      医や薬局」の促進 

 ・    行為を看護師）→医師の仕事量↓（医師の仕事は値段が高い） 

 

６．日本の国民医療費を海外の先進国と比較すると、高すぎる・高すぎるわけでない  

 

７．国際看護師協会は、「エ      に基づく安全な看護職員配置をすると 

 患者の健康状態の改善促進と悪化予防が図られ、 

 （    介入）の期間や投入量が 多く・少なく なることから、 

 それにかかる（    ）に対して効果が十分に期待できる」と述べている 
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第4 回  「他・多」機関や職種を紹介できる？ 

 

１．医療機関以外に看護職はどこにいる？ 

  →産業保  、学校保  、地域保  、の分野にいる 

   要介護者、要福祉者のいる分野にいる 

 

看護師 ①訪問看護ステーション、（   者）福祉施設 （   者）介護施設  

     児童福祉施設 

    ②企業の保健室 

    ③教育機関の保健室＊ 養護教諭の一部が看護職出身 

保健師 自治体にいる：（     立保健所）、    保健センター、     役場 

    企業にいる：企業の保健室、健康管理部門 

    教育機関にいる：保健室（保健師は養護教諭2 種の免許を取れる） 

助産師 助産所 

准看護師 看護師の① 

 
 

２．看護職以外の医療･保健職（国家資格職） 

医師 歯科医師 薬剤師  

栄養士（管理栄養士）  

リハビリ系 PT：   療法士 OT：   療法士 ST：   聴覚士 ＊（   訓練）も 

その他 臨床検査技師、臨床工学技師、診療放射線技師、技師装具士、救急救命士、歯科衛生士   

視能訓練士など 

 
 

３．医療・保健職以外でも連携することの在る職種は？ 

  →福祉・介護職など 

 ・どうして？ 

  →私たち看護職の主な対象：患者（   を抱える人） 

  →私たちの仕事の主な目的：患者の（    ） 

 ・その解決は医療だけで可能？ 

  →福祉・介護職の支援も必要な患者も多数いる 
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 ・どんな職種がある？ 

  →社会福祉士（    ワーカー） 

   介護福祉士 （業務独占ではなく、名称独占→ヘルパーと同じように介護の仕事をする） 

   精神保健福祉士 

   ヘルパー（介護士ともいう）  ＊介護福祉士をさしていうこともある  

    ＊国家資格ではない。認定資格。 

 

 

４．看護と介護の地域での役割分担と重複 

 保助看法の規定する看護師の業務は①「    の補助」②「   上の世話」 

 ・医療機関内では、②「    上の世話」が看護師らしい仕事とされる 

          ＊    とは、治療（医療で病気を治す）と養生 

 ・地域では「日常生活上の世話≒  護」は、  護職の仕事 

     「在宅の療養者の世話」を介護職がする場合も多い。 

     「診療の補助」は原則、介護職ができない仕事→看護職の仕事。 

     →地域での看護師（医療機関勤務ではなく）は、介護職との対比として、 

      「医療」者としての役割が大きい   

 
 

５．介護支援専門員（         ：略     ）って何だろう。 

 介護支援専門員とは、介護保険制度のサービスを利用するときに、そのマネジメントをする 

 介護保険法に基づく資格職（国家資格ではない） 

介護・医療・保健、福祉分野の資格職種の人が、実務経験（5 年以上）がある上で、試験に合格  

した人がなれる。看護職の人 もいる・はいない 

 ＊マネジメントとは、経営、管理、対処ということ 

  

具体的にすること 

 ①介護保険サービスの利用の計画を立てる 

 （利用者の依頼によって作成。利用者本人が作成すること も可・は不可）  

  ・在宅の方向けのサービス（居宅サービス）利用のための、居宅サービス計画（ケアプラン） 

  ・介護保険施設に入所している方向けのサービス（施設サービス）利用のための 

   施設サービス計画（   プラン） 
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 ＊介護保険施設とは 

    ⅰ．介護老人   施設（特別養護老人ホーム） 

    ⅱ．介護老人   施設 

    ⅲ．介護   院（旧介護療養型   施設）のこと 

 

 ②介護保険サービス利用者の定期的な観察（モニタリング）と 

             サービス提供事業者との連絡・調整 

  ＊①と②は介護保険サービスの「居宅介護   」にあたる。介護保険のサービスだが、 

   利用料の自己負担はなし。全額介護保険から出る。  

 

 ③要介護認定前や介護度の変更時に訪問して調査する 

  ・( ）の業務である「介護保険サービスをどの程度利用できるかどうかの認定調査」   

業務を委託されて実施 

  ＊委託とは取り扱いや実行などを、人に託すこと。頼んで代りにしてもらうこと。 

 

 

６．ケアマネはどこに所属しているのか？ 

 ①居宅介護支援事業所（者）。ケアマネ事業所という場合もある。 

  ＊居宅介護支援事業所とは、介護保険サービスの居宅介護支援を提供するところ。 

   市町村から指定される。（以前は都道府県が指定していた） 

  

②介護保険施設(       ホームなど） 

  ここでのケアマネを施設ケアマネということもある 

 

③地域包括支援センター（介護予防支援事業者） 

  ＊地域包括支援センターとは、介護保険法に基づいて市町村の責任で設置されている。 

   要支援者の介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）を作成するなど、介護予防ケア   

マネジメントを行う。介護支援事業者（所）に委託もできる。 

   スタッフは、主任ケアマネ、保健師等看護職、（    福祉士） 

  ＊要支援者とは、要介護レベルにはなっていないので、要介護になるのを予防する段階にあ   

る。「介護」ではなく「   」が必要なレベルの者。  

  ＊主任ケアマネとは介護支援専門員（ケアマネージャー）の中で一定の経験があり、その上   

で研修を受けた者に与えられる上位資格。 
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(自分で調べてみよう） 

・「看護記録に関する指針」（新指針）日本看護協会作成 

 多職種連携の推進のためもあり、非専門職等も理解できるような表現で看護記録の記載 

・非正規公務員、非正規専門職・資格職 
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★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★  書いてみよう 

 

１．医療機関以外に看護職は    保健、   保健 、   保健の分野にいる 

 

２．入院していても、いなくても（    ）職（    職）の支援が必要な患者がいる 

 

３．介護保険法に基づく、入所施設である①介護老人   施設（特別養護老人ホーム） 

 ②介護老人   施設 ③介護医療院（旧介護療養型医療施設）に、看護職もいる。 

 

４．①「診療の補助」②「療養上の世話」は（    ）の仕事 

  「日常生活上の世話」は、  護職の仕事 

  

５．          員とはケアマネージャーのこと 

介護・    ・保  、  祉分野の資格職種の人が、実務経験（5 年以上）がある上で、 

 試験に合格した人がなれる。看護職の人 もいる・はいない 

 

６．ケアマネは①    介護支援事業所 

       ②介護   施設 

       ③（   包括支援センター）等にいる 

 

７．③（        支援センター）には、 

   ・主任      

   ・保健師等看護職 

   ・（    福祉士）がスタッフとしている。 
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★身についたかどうかの確認（思い出すトレーニング）★ 

 スラスラになるまで聞かせ音読をしてみよう。 ここに書かない。空欄のままで。 

 

１．医療機関以外に看護職は    保健、   保健 、   保健の分野にいる 

 

２．入院していても、いなくても（    ）職（    職）の支援が必要な患者がいる 

 

３．介護保険法に基づく、入所施設である①介護老人   施設（特別養護老人ホーム） 

 ②介護老人   施設 ③介護医療院（旧介護療養型医療施設）に、看護職もいる。 

 

４．①「診療の補助」②「療養上の世話」は（    ）の仕事 

  「日常生活上の世話」は、  護職の仕事 

 

５．          員とはケアマネージャーのこと 

介護・    ・保  、  祉分野の資格職種の人が、実務経験（5 年以上）がある上で、 

 試験に合格した人がなれる。看護職の人 もいる・はいない 

 

６．ケアマネは①    介護支援事業所 

       ②介護   施設 

       ③（   包括支援センター）等にいる 

 

７．③（        支援センター）には、 

   ・主任      

   ・保健師等看護職 

   ・（    福祉士）がスタッフとしている。 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第1 回 確認テスト              視聴日 ／  名前： 

試験時間10 分 採点5 分           自己採点 正解は    ／５問 

 

日本の社会保障制度に関わることばを説明せよ。 

 ＊暗記できる長さ（1 文か2 文）で、書く。自分が見ずに、言える長さとする。 

 ＊「～とは、」で始まる文とする。 

１．「社会保障」 

 

 

 

２．「社会保険」 

 

 

 

３．「医療保険」 

 

 

 

４．「社会福祉」 

 

 

 

５．「生存権」 
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第1 回 自己評価表      視聴日  ／      名前： 

 

それぞれ、5 段階で自己評価をして、○をつけましょう。 

１．第1 回のテーマ「社会保障のことばに慣れよう」に対する視聴前の学習意欲 

  ぜんぜんなかった  あまりなかった  どちらでもない   少しあった   とてもあった 

  １       ２      ３      ４     ５    

 

２．社会保障のことばは、視聴前から、説明できましたか。 

  ぜんぜんできない   あまりできない   どちらでもない   少しできる  きちんとできる 

  １       ２       ３      ４     ５    

 

３．社会保障のことばは、e-ラーニング後、説明できるようになりましたか。 

  ぜんぜんできない   あまりできない   どちらでもない   少しできる  きちんとできる 

  １       ２       ３      ４     ５    

 

４．確認のため、再視聴した部分がありましたか？ あった・なかった 

  ある場合は、レジュメのどのページあたりですか？ 

 

 

５．思い出すトレーニングは、思い出して言えるようになるまで、何回程度の繰り返しが必要で   

したか？ 

  1 回・2～3 回・4～6 回・7 回以上・言えるようにはならないままだった 

  その他（                              

  

   

６．第1 回のE－ラーニングを受講しての感想や意見があれば、下に書いてください。 

 

 

 

 

ピアミーティングの時に提出して下さい。 
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第２回 確認テスト            視聴日 ／  名前： 

試験時間10 分 採点5 分          自己採点 正解は    ／2 問 

 

１．日本の公的医療保険制度の枠組みの年齢によるわけ方と、職域による分け方の具体例を列挙 

せよ（大きく３つ、全体で５つ、表にすることも可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．年齢別自己負担割合を示せ。 
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第２回 自己評価表       視聴日  ／      名前： 

 

それぞれ、自己評価をして、あてはまる番号に○をつけましょう。 

１．第２回のテーマ「自分も患者さんも医療保険の加入者」に対する視聴前の学習意欲 

  ぜんぜんなかった  あまりなかった  どちらでもない   少しあった   とてもあった 

  １       ２      ３      ４     ５    

 

２．日本の医療保険の枠組みと年齢別の自己負担割合を、視聴前から知っていましたか。 

 ぜんぜん知らなかった  少し知っていた     知っていた 

  １       ２       ３      

 

３．E-ラーニング後、日本の医療保険の枠組みと年齢別の自己負担割合を、説明できるようにな 

りましたか。 

  ぜんぜんできない   あまりできない   どちらでもない   少しできる  きちんとできる 

  １       ２       ３      ４     ５    

 

４．確認のため、再視聴した部分がありましたか？ あった・なかった 

  ある場合は、レジュメのどのページあたりですか？ 

 

 

 

５．思い出すトレーニングは、思い出して言えるようになるまで、何回程度の繰り返しが必要で   

したか？ 

1 回・2～3 回・4～6 回・7 回以上・言えるようにはならないままだった 

その他（                              

  

   

６．第２回のE－ラーニングを受講しての感想や意見があれば、下に書いてください。 

 

 

 

 

 

ピアミーティングの時に提出して下さい。 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第３回 確認テスト             視聴日 ／  名前： 

試験時間10 分 採点5 分           自己採点 正解は        ／ ３問 

 

 

１．日本の公的医療保険制度の近年の変化を、説明せよ。 

（１文または、２文で） 

 

 

 

 

 

 

２．その理由を、説明せよ。 

（2 文または3 文で） 

 

 

 

 

 

 

 

３．その対策例で、あなたが良いと考えるものを理由とともに説明せよ。 

（2 文または、3 文で） 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第３回 自己評価表       視聴日  ／      名前： 

 

それぞれ、自己評価をして、あてはまるものに○をつけましょう。 

１．第３回のテーマ「昔とは違う医療保険制度」に対する視聴前の学習意欲 

  ぜんぜんなかった  あまりなかった  どちらでもない   少しあった   とてもあった 

  １       ２      ３      ４     ５    

 

２．日本の医療保険制度の近年の変化を、視聴前から知っていましたか。 

  ぜんぜん知らなかった   少し知っていた      知っていた 

  １         ２         ３      

 

３．E-ラーニング後、日本の医療保険制度の近年の変化とその理由を、説明できるようになりま 

したか。 

  ぜんぜんできない   あまりできない   どちらでもない   少しできる  きちんとできる 

  １       ２       ３      ４     ５    

 

４．確認のため、再視聴した部分がありましたか？ あった・なかった 

  ある場合は、レジュメのどのページあたりですか？ 

 

 

５．思い出すトレーニングは、思い出して言えるようになるまで、何回程度の繰り返しが必要で   

したか？ 

  1 回・2～3 回・4～6 回・7 回以上・言えるようにはならないままだった 

  その他（                              

  

 

   

６．第３回のE－ラーニングを受講しての感想や意見があれば、下に書いてください。 

 

 

 

 

 

ピアミーティングの時に提出して下さい。   

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第4 回 確認テスト             視聴日 ／  名前： 

試験時間10 分 採点5 分        自己採点 正解は    ／２問 

 

 

１．医療機関の臨床看護師が連携する機会のある地域にいる職種を列挙せよ。5 つ以上 

 

 

 

 

 

 

 

２．臨床看護師が連携する機会のある機関を列挙せよ。5 つ以上 

  



 看護をめぐる法律と制度 

  

第4 回 自己評価表      視聴日  ／      名前： 

 

それぞれ、自己評価をして、あてはまるものに○をつけましょう。 

１．第4 回のテーマ「「他・多」機関や職種を紹介できる？」に対する視聴前の学習意欲 

  ぜんぜんなかった  あまりなかった  どちらでもない   少しあった   とてもあった 

  １       ２      ３      ４      ５    

２．医療機関の臨床看護師が連携する機会のある地域の職種と機関を、視聴前からそれぞれ５つ 

以上知ていましたか。 

 ぜんぜん知らなかった   1～４つ知っていた      ５つ以上知っていた 

   １         ２          ３      

 

３．E-ラーニング後、２を、列挙できるようになりましたか。 

  ぜんぜんできない   あまりできない   どちらでもない   少しできる  きちんとできる 

   １        ２      ３       ４      ５    

 

４．確認のため、再視聴した部分がありましたか？ あった・なかった 

  ある場合は、レジュメのどのページあたりですか？ 

 

 

 

５．思い出すトレーニングは、思い出して言えるようになるまで、何回程度の繰り返しが必要で   

したか？ 

  1 回・2～3 回・4～6 回・7 回以上・言えるようにはならないままだった 

  その他（                              

  

   

６．第４回のE－ラーニングを受講しての感想や意見があれば、下に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

ピアミーティングの時に提出して下さい。 

  



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

1.看護とマネジメント

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス

副院長 看護部長 竹村華織

① 「マネジメント」って何だろう？



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

「マネジメント」の発明者ドラッガー（1909-2005）

3

マネジメントとは？
組織の目標を設定し、その目標を達成するために組織の経営資源
を効率的に活用し、リスク管理などを行うこと

©JMA GROUP

マネジメントの役割

4

1. 組織が果たすべきミッションを達成する
組織がそれぞれ特有の果たすべきミッションを把握し、
それを達成する。

2. 組織で働く人たちを活かす
組織はそこで働く人たちに、自己実現できる場を与えて
活かし、働く人たちはその中で自己実現を果たす。

3. 社会に貢献する
組織の果たすべきミッションは
社会貢献につながる。



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

看護とは 日本看護協会（2006年）

5

【短期成果】
・健康の保持増進
・疾病の予防
・健康の回復
・苦痛の緩和

【⻑期成果】
生涯を通して、その人らしく生を
全うする

ために、身体的・精神的・社会的に
支援する

©JMA GROUP

看護マネジメントの役割

6

看護が果たすべ
きミッション
• 健康の保持増進
• 疾病の予防
• 健康の回復
• 苦痛の緩和

看護を通して

社会に貢献する

• その人らしく
生を全うする

看護の場で働く
人たちを活かす
• 気持ちよく仕事

ができる環境づ
くり

• 看護のやりがい
作り



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

看護の現場 マネジメントの具体的な領域

7

安全管理

感染管理

情報

管理

業務

管理

薬剤管理

災害

防災

物品

管理
コスト
管理

©JMA GROUP

心配なマネジメントの領域はどこですか？

8

安全管理

感染管理

情報

管理

業務

管理

薬剤管理

災害

防災

物品

管理
コスト
管理



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

② あなたの看護を言語化しておこう

©JMA GROUP

認識の三段階 （庄司、1929-2015）

10

グループ化
表象

本質

具体的・個別的・体感的

概念的・法則的･普遍的

具体的な事象

半抽象的・パターン

上り 下り



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

看護で大切にしていることを思い出す

11

表象

本質

具象

組織の価値観＝病院/看護部の使命

日々のベッドサイドでの
看護ケア

あなたの看護観
＝看護で大切にしていること

看護観
自分の仕事の中に
組織の理念を見い
だしてもらう自身
への働きかけ

©JMA GROUP

手術室へ復帰した看護師 5年目看護師

12

具体的な事象 形式的な術前訪問への疑問
緊急手術患者への最低限の声かけ

仁愛の心で安心できる医療を提供する組織の価値観

自分の存在で手術患者を安心させる私の看護観

退室時の「安心したよ」

グループ化
看護師が存在することで不安が軽減する
特別な言葉はなくても看護はできる



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

Take Home Message

13

1. 看護マネジメントには、3つの目的がある
① 看護が果たすべきミッションを達成する
② 看護の場で働く人を活かす
③ 看護で社会貢献をする

2. 復職前や復職後早めに、看護実践のための8つの管理領
域を確認しておこう。

3. マネジメントするべき看護＝看護観を明確にしよう。
自分の看護に言葉をつける時間を編み出す

©JMA GROUP
14



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

©JMA GROUPConfidential

2.中堅看護師に求められる役割

社会医療法人ジャパンメディカルアライア
ンス

副院⻑ 看護部⻑ 竹村華織

©JMA GROUP

① 中堅看護師への期待と役割



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

中堅看護師への期待

17

あなたが上司だったら、
中堅看護師であるあなたに

何を期待しますか？

©JMA GROUP

中堅看護師への期待

18

あなたが後輩だったら、
中堅看護師であるあなたに

何を期待しますか？



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

中堅看護師への期待

19

あなたの病院は患者さん、
地域住⺠からどのように

思われていますか

©JMA GROUP

中堅看護師 求められる立場と役割

20

業務遂行・管理
における役割

プレーヤーと
しての

役割

教育指導者と
しての役割

安全・確実・計画性のある業務プロセスを遂行する

後輩の能⼒を⾼め、⻑期的に組織の
パフォーマンスを向上させる

自らプレーヤーとして動く



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP
21

中堅看護師 求められる立場と役割

①業務遂行・管理における役割
②教育・指導者としての役割
③プレーヤーとしての役割

組織を維持・拡大し、
秩序ある成⻑を促進させる役割

©JMA GROUP

② 信頼されるリーダーとは



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP
23

信頼されるリーダーとは 5つの要件

①他者に対する思いやりを持っていること
②計画性があること
③コミュニケーション能⼒をもっている

こと
④判断能⼒を持っていること
⑤仕事において、自らに⾼い基準を求める

こと

©JMA GROUP

信頼されるリーダーに近づくために

24

リーダー条件の中で
自分で得意なもの、

不得意なものは何ですか？



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

チームワークを尊重するリーダー

25

the foundational behaviors of respect that the 
initiative teaches and promotes:

教育指導と実践の前提となる「リスペクト/尊重」の
基本となる行動規準

©JMA GROUP

ＶＭ病院 リスペクト 10か条

26

1. Listen to understand. 理解して聞く
2. Keep your promises. 約束を守る
3. Be encouraging. 相手に勇気を与える
4. Connect with others. 周囲の人とつながりを築く
5. Express gratitude. 感謝の意を示す
6. Share information. 情報を共有する
7. Speak up. 発言する
8. Walk in their shoes. 相手の立場になって考える
9. Grow and develop. 学習し成⻑・発展する
10. Be a team player. チームプレイヤーになる



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

Take Home Message

27

1. 中堅看護師に期待される役割を果たそう
① 業務遂行・管理における役割
②教育・指導者としての役割
③プレーヤーとしての役割

2.信頼されるリーダーになるため5つの要件を意識しよう

3.「リスペクト」がありチームワークの取れるリーダー
に近づく努⼒をしよう

©JMA GROUP
28



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

©JMA GROUP

3.看護サービスのマネジメント

社会医療法人ジャパンメディカルア
ライアンス

副院⻑ 看護部⻑ 竹村華織

©JMA GROUP

① 看護の質とは



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

医療の質

31

個人や集団を対象にした医療サービスが、どの程
度望ましい健康水準を達成しているか、また、ど
の程度現在の専門的な知識に合致しているかを示
しているもの （米国医学アカデミー）

われわれが提供している医療が、最新の
エビデンスや実績から算出されたアウト
カムの期待値と比べた時の達成度

©JMA GROUP

医療/看護の質

32

われわれが提供している医療が、最新の
エビデンスや実績から算出されたアウト
カムの期待値と比べた時の達成度

QIプロジェクト2018年度報告書より引用
https://www.hospital.or.jp/pdf/06_20191120_01.pdf

転倒転落報告件数 損傷レベル2以上
打撲・擦りむき

損傷レベル4以上
骨折



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

医療/看護の質 指標で測定する

33

指標 説明 具体例

ストラク
チャー指標

医療機関の構造
（施設、設備、人員
など）

・職員の数
・設備や機器の有無
・センサーマットなど

の備品の有無

プロセス
指標

検査、治療、看護や
予防など実際に行わ
れたサービス

・アセスメントスコア
実施率

・転倒ハイリスク割合
・身体拘束実施率
・せん妄発症率
・提供リハ単位数

アウトカム
指標

受けたサービスによ
りもたらされた健康
状態

・転倒転落発生率
・損傷発生率
・患者満足度

©JMA GROUP

看護とは 日本看護協会（2006年）

34

【短期成果】
・健康の保持増進
・疾病の予防
・健康の回復
・苦痛の緩和

【⻑期成果】
生涯を通して、その人らし

く生を全うする

ために、身体的・精神的・社
会的に
支援する



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

看護の質の保証と改善

35

ストラクチャー指標

プロセス指標

アウトカム指標

品質保証

品質改善

©JMA GROUP

医療/看護の質

36

骨折を伴う損傷レベル4レベルを低減す
る取り組み

QIプロジェクト2018年度報告書より引用
https://www.hospital.or.jp/pdf/06_20191120_01.pdf

転倒転落報告件数 損傷レベル2以上
打撲・擦りむき

損傷レベル4以上
骨折



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

② 看護の質の改善 問題解決

©JMA GROUP

問題解決のプロセス

38

看護過程のプロセスと同じ



看護管理

2019年度文部科学省教育政策推進事業
「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物

≪学校法人桜水会 土浦看護専門学校≫

©JMA GROUP

問題とは

39

あるべき姿
理想

現状
現実

ギャップ

©JMA GROUP

看護の質 問題とは

40

ありたい姿
看護観

現状
ベッドサイドで起き

ている不具合

ギャップ
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手術室へ復帰した看護師 5年目看護師

41

具体的な事象形式的な術前訪問への疑問
緊急手術患者への最低限の声かけ

仁愛の心で安心できる医療を
提供する組織の価値観

自分の存在で手術患者を安心
させる私の看護観

退室時の「安心したよ」

グループ化
看護師が存在することで不安が軽減する

特別な言葉はなくても看護はできる

©JMA GROUP

Take Home Message

42

1. 医療の質とは、提供している医療とアウトカム
の期待値と比べた時の達成度

2. 医療/看護の質を図るには、3つの指標がある
① 構造
② 過程
③ 健康のアウトカム

3. 看護の質の改善には、問題解決志向が役立ち、
それは看護過程とほぼ同じ。

4. 看護の質の問題の発見には、看護観のアンテナ
を持つことが重要
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©JMA GROUP

©JMA GROUP

家族アセスメントを組織へ応用する

4. マネジメントに必要な知識と技術

社会医療法人ジャパンメディカルアライアン
ス

副院⻑ 看護部⻑ 竹村華織

©JMA GROUP

① 家族アセスメント
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“健康な家族”の特性
(Curran1983、竹村一部改変）

45

1. コミュニケーションがあり、相手の話に耳を傾ける
2. お互いに肯定し、支援する
3. 相手に対する敬意をもっている
4. 相手に対する信頼感をもっている
5. がちがちになりすぎず、遊びとユーモアもわかる
6. 家族の中の責任を分担しているという自覚がある
7. 正しいことと悪いことをはっきり言えるメンバーがい

る
8. 家族で大切にする儀礼や伝統をしっかりと感じる

©JMA GROUP

“健康な家族”の特性
(Curran1983、竹村一部改変）

46

9. 自己中心になりすぎず、家族メンバーと両方向のやり
とりがある

10. 信仰する宗教で大切にしていることを共有する
11. お互いのプライバシーを尊重する
12. “相手にために“と考えることを大切にする
13. 家族の団らんを大切にする
14. 余暇を皆で過ごすことを意識している
15. 他からの助けを受け入れ求める

WORK

あなたの家族の
強みは

どんなところ？
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“健康な家族”の共通性まとめ (Curran1983より)

47

まとめ 5領域 Curranの15要素

家族メンバーのつながり ⑥役割分担、⑨相互作用、⑫他者志向、
⑭凝集性

家族メンバーのコミュニケー
ション

①コミュニケーション
⑤遊びとユーモア

家族メンバー共通の目的と関心、
行動

⑦善悪の決定規準、⑧伝統と儀礼の共
有、⑩信仰・価値の共有、
⑬情緒的支援

家族メンバー同士の尊重
②相互肯定・承認、
③相互の敬意・尊重、
④信頼感、⑪プライバシー尊重、

社会と適度の交流 ⑮相互扶助

©JMA GROUP

家族看護 何を援助するの？

48

• 家族には本来、集団としての健康を維持
していこうとするセルフケアの機能が備
わっているが、それが何らかの理由で一
時的に機能不全に陥っていて援助ニーズ
が発生している。

（家族セルフケア機能（鈴木ら1995））
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家族のセルフケア機能

49

1. 家族の発達課題を達成する能⼒
 ⺟性性の獲得や⼦どもの自立など。

2. 家族が健康的なライフスタイルを維持する能⼒
 健康を維持する生活習慣や情緒的なつながりの健全さを促進する

3. 健康問題への家族の対応能⼒
① 問題解決能⼒:健康問題をいかにして解決していく

か
② 対処能⼒:ストレスにいかに対処していくか
③ 適応能⼒:健康問題（病気）を抱えながら生活する

©JMA GROUP

家族の対処能力をささえるもの

50

コミュニケーション

相互理解・尊重

役割分担

意思決定

情緒交流・支援

家族の価値観
（生活信条、

信仰）

勢⼒構造
（家族内ルール、
⼒関係、キーパーソ
ン、）
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©JMA GROUP

家族ケアのポイント

51

• 家族危機（セルフケアの機能が自分たちの手
で回復できないほどの機能不全）に陥らない
ように予防的に働きかける

• 家族が危機に陥る可能性を判断し先手をうつ

看護モデルの活用

©JMA GROUP

マスタータイトルの書式設定

b

既存資源

a

ストレス源

Ｃ
Aの認知

危機
aA

累積

対処
（行動）

良好適応

適応

不適応
ＸXcＣ

X＋aA＋ｂBの認知
適応 認知 資源

ｂB

既存および新資源

時間
前危機段階 後危機段階

①まずここが見えて

②次に直観判断し

現在現在の「対処」には時間の積み重ねがある！
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©JMA GROUP

マスタータイトルの書式設定

b

既存資源

a

ストレス源

Ｃ
Aの認知

危機
aA

累積
対処

良好適応

適応

不適応
ＸX

cＣ
X＋aA＋ｂBの認知

ｂB

既存および新資源

時間

前危機段階 後危機段階

STEP1

STEP2

STEP1

©JMA GROUP

渡辺式家族アセスメントモデル

54

STEP１：個々の家族メンバーの適応状況を明らかにする

STEP２：個々の家族メンバーの対処状況を明らかにする

STEP３：家族の今の対処を関係性の視点で考える
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©JMA GROUP

STEP３ 関係性を図式化して考える

患者Ｍさん

実妹

黙って受ける

ケアを強要する

Nrs

指導する

従わない
55

（悪）循環
を見つける

©JMA GROUP

② 家族アセスメント 事例
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©JMA GROUP

� 肺がん再発ターミナル患者、 70代女性患者
– 診断後、2年間の間に、オペ+ケモ、３年目で再発骨（腰椎）転移

（+）、疼痛コントロールを主体とした症状コントロールの介入
中

– しっかり者
家族
– 夫、70代、元会社員、年金生活
– 三女、20代後半

• 中学より父親よりの虐待？
• ⾼卒時で独立、現在、水商売で生計を立てている。
• ⻑年⾳信不通だった。⺟親Aさんの終末期の知らせを⻑女から受け、
3か月前から実家へ戻り、父親と同居。

– ⻑女、30代後半
• 独立し、近隣市に住み、父⺟の身の回りの支援をしてきた。

©JMA GROUP

Aさんの家族

40代

70代

夫 主介護者

三女20代
高卒後独立音信不通
3か月前より実家戻り

70代

19歳

3か月まえより
夫-三女同居

長女独立・近居

両親死亡 両親死亡

死亡40代

次女
20代病死

Aさん
肺がん終末期

20代
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渡辺式家族アセスメントモデル 具体手順

STEP１：個々の家族メンバーの適応状況を明らかにする

STEP２：個々の家族メンバーの対処状況を明らかにする

STEP３：家族の今の対処を関係性の視点で考える

① それぞれの健康上の問題についてあげてみよう
（家族・患者が困っていそうなこと、困っていること）

② それぞれが直面しているストレス源をあげてみよう

③ それぞれが行っている対処（行動）をあげてみよう
④ そのような対処行動をとる、とらざるをえない背景を

考えてみよう

⑤ 家族の全体像 図式化してみよう
⑥ 援助の方向性/切り口を考えてみよう

©JMA GROUP

三女

夫

摩擦を生みたくない

実際の事例
STEP３：家族の今の対処を関係性の視点で考える

父を非難する避ける
できることを
尽くしたい

Nrs 想いを聞
く

Aさん
見守り：解決に直面しない

父子仲介を頼む
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• 誰にどんな変化がもたらされれば、家族全体が安定に
向かうのか？

• 「もしも三女が●●のように変化すれば家族が安定す
るだろう」

©JMA GROUP

認知
• 家族や個人の強

さを賞賛
• 情報や意見を提

供する
• 問題を再枠組み

化する
• 教育を提供する

感情
• 感情反応をあり

のままに受け止
める

• 病気による体験
が語れるように
する

• 家族のサポート
を引き出す

行動
• 家族員がケア提

供者になれるよ
うにする

• 家族に休息を勧
める

• 新しい習慣を作
りだす
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③ 家族アセスメント 組織への応用

©JMA GROUP

家族アセスメント 集団へのアセスメント

64

1.組織（看護チーム）を調整する必要があ
るとき
①看護チームが「不健康」な時
②チーム看護師の行動に違和感（“変な

感じ”）があるとき
2.紹介した「家族」のワードをすべて

看護師、看護チームに置き換える
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キャリア形成
1.看護職の職業意識とキャリア形成

医療法人社団福寿会 人事部長・看護部長(教育管理担当)

R&D Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所 代表 深澤 優子

1 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

学習目標
看護職の就業に関わる諸問題と自身のキャリア形成を考える上で
必要な基本知識を理解し、自身のキャリアや働き方を深く考え、
キャリアプランを作成する

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved2

1. 看護職の職業意識と
キャリア形成

・キャリアとキャリア形成の基本理解
・看護職の職業意識とキャリア―看護職
の職業意識やキャリア意識・職業環境の
特徴理解

2. キャリアプランを考える
ための知識

・問題解決技法の理解と活⽤⽅法
・タイムマネジメントの基本と活⽤⽅法
・セルフコントロールの必要性理解と実践
⽅法

3. 看護師として自身の
キャリアを考える

・目標設定と課題解決型キャリアプランの
作成⽅法
・タイムマネジメント型キャリアプランの作成
⽅法

4.演習 キャリアプラン作成
・自己の課題の明確化と解決⽅法
・自己のキャリアの目標設定
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学習目標
看護職の就業に関わる諸問題と自身のキャリア形成を考える上で
必要な基本知識を理解し、自身のキャリアや働き方を深く考え、
キャリアプランを作成する

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved3

1. 看護職の職業意識と
キャリア形成

・キャリアとキャリア形成の基本理解
・看護職の職業意識とキャリア―看護職
の職業意識やキャリア意識・職業環境の
特徴理解

2. キャリアプランを考える
ための知識

・問題解決技法の理解と活⽤⽅法
・タイムマネジメントの基本と活⽤⽅法
・セルフコントロールの必要性理解と実践
⽅法

3. 看護師として自身の
キャリアを考える

・目標設定と課題解決型キャリアプランの
作成⽅法
・タイムマネジメント型キャリアプランの作成
⽅法

4.演習 キャリアプラン作成
・自己の課題の明確化と解決⽅法
・自己のキャリアの目標設定

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved4

1.キャリアとキャリア形成の基本理解
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キャリアとは(ドナルド・E・スーパー)

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved5

� ⽣涯において個⼈が占める⼀連の⽴場、または、⼈⽣のある
年齢や場⾯の様々な役割の組み合わせ

� 仕事だけでなく、自分が社会において⼈⽣の中でどのような
役割を果たすのか

つまり…キャリアを考えることは、自分の人生を考えること

自分の「役割」とは?

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved6

� 職業⼈として

� パートナーとして

� 娘または息子として

� ⽗親または⺟親として

� 社会⼈として(職業⼈としてではない社会との関わり)
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キャリアを考える上での前提(Hall D.T)

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved7

①キャリアを論じるときには、成功や失敗、あるいは遅い早いは問わ
ない。それよりもむしろ、キャリアを歩む中でどのようなプロセスがあった
のかに注目する。

②キャリアの評価は、その⼈自身がすべきであり、他⼈がとやかく言う
ものではない。

③キャリアには、その⼈の価値観、態度、モチベーションにまつわるよ
うな主観的な側⾯と、ある仕事の申し出を受け入れたか断ったかと
いったような客観的な側⾯との両⽅がある。

④キャリアは、仕事に関連した体験の連続であり、プロセスである。

キャリアとは(Hall D.T)

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved8

キャリアの4つの考え⽅
①組織内での昇進や昇格
②ある種の専門職にみられる体系的なステップ
③⽣涯にわたる職業経験
④役割に関連した諸経験の連続で、⽣涯にわたるもの

「⼈の⽣涯にわたり、仕事に関連した諸処の体験や活動を通
して、個⼈が自覚し得る態度や⾏動のつながり」

勝原裕美子 : 看護師のキャリア論,p15-16,ライフサポート社,2008.
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キャリアの発達
(1)ライフステージとキャリア発達(スーパー D.E.Super)

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved9

第1段階
(成⻑段階)

0-14歳 家庭や学校での経験を通して、仕事に関する欲求が高まり、
職業の世界に関心を寄せる

第2段階
(探索段階)

15-24歳 学校教育やレジャー活動、アルバイト、就職、転職などから、
試⾏錯誤を伴う現実的な探索⾏動を通じて職業を選択する

第3段階
(試⾏期を経た確⽴段階)

25-44歳 キャリアの初期として位置づけられ、現実の仕事を通して自分
の適性や能⼒に対し試⾏錯誤を繰り返す。試⾏錯誤の後、
職業的専門性は高まり、安定し昇進する

第4段階
(維持段階)

45-64歳 自分のキャリアを確⽴し安定指向が高まり、リスクを避け、今の
状態を維持していこうとする

第5段階
(下降段階)

65歳以降 精神的にも⾁体的にも職業⽣活から離れ、新しい役割を開
発する

キャリアの発達
(2)キャリア・サイクルの段階(シャイン E.H.Schein)

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved10

第1段階
(成⻑・空想・探索の段階)

0-21歳 職業選択のための基準を開発する。適切な教育ないし訓練を
受け、仕事の世界に必要な基本的習慣・技術を開発する。

第2段階
(仕事の世界へのエントリー、基本訓練段階)

16-25歳 組織ないし職業の⼀員となる。組織の⼀員として認められるよう
になる。

第3段階
(キャリア初期の段階)

17-30歳 職務を遂⾏し、職務に伴う義務を果たす。自己の欲求と組織
の目的・要求とを調和させる。

第4段階
(キャリア中期の段階)

25-45歳 専門を選び、磨きをかける。家庭・自己・仕事という3つの領域
を調和させ将来的なキャリア計画を⽴てる。

第5段階
(キャリア中期の危機段階)

35-45歳 ⽣活と仕事との葛藤が⽣じ、キャリアの維持が変更かを決定す
る。キャリアアンカーを知る。

第6段階
(キャリア後期の段階)

40歳-引退 他者を動かし、導き、より広範な責任を負う。

第7段階
(衰えおよび離脱の段階)

40歳-引退 衰えが始まる。権⼒、責任など組織の中心から外れることを受
け入れる。

第8段階
(引退の危機段階)

組織での役割を持たない⽣活に適応する。

キャリアアンカー : 自分にとっての仕事の価値
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自分にとっての仕事の価値

キャリア・アンカーの種類

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved11

種類 内容
専門的コンピタンス ある特定の分野で能⼒が発揮できることとにやりがいや喜びを感じる

経営管理コンピタンス 管理責任のある仕事に興味を持ち、問題分析⼒、対⼈関係能⼒、そして情緒
の3つを統合させて、組織の期待に沿うことに喜びを感じる

保障・安定 将来予測が可能で、雇⽤が保証されていて世間並みの収入など経済的な安
定を得ることを求める

自律・自⽴ 組織の制約に縛られず、組織から独⽴することも視野に入れて、自由に自律的
に仕事を進めて専門能⼒を発揮できることに喜びを感じる

起業家的創造性 創造的・建設的欲求が強く、完全に自分の努⼒で成果を⽣み出すことに喜び
を感じる

奉仕・社会貢献 自分の価値観を⼤事にし、世の中を少しでも良くしたいという望みが強い

純粋なチャレンジ 障害や解決が困難な問題、あるいは手ごわい相手を負かすことに成功を感じる
ことで、いったんそれらを負かすと、さらに困難な課題に挑戦しようとする

ライフスタイル 自分の仕事も家族も⼤事にしながら、そのバランスをはかり、ライフスタイルを整え
たいと考える

勝原裕美子 : 看護師のキャリア論,p22,ライフサポート社,2008.

キャリアアンカーを自覚するためのヒント

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved12

� キャリア・アンカーは、「才能や能⼒」「動機や欲求」「意味や価値」の3つ
の側⾯から明らかになるとされている。

・・・しかし、誰もいつもそんなことばかり考えていないし、常に意識もしていない

【才能や能⼒】
自分は何が得意なのか、何をしていれば⼒を発揮できるのか
【動機や欲求】
自分が本当に望んでいるものは何か
【意味や価値】
自分が何かをする時の判断基準となる価値観は何か

このようなことを自分自身に投げかけてみたり、家族や友⼈との語らいの中
で琴線に触れるような刺激があれば、それがまさに自分の判断基準や価
値観を知ることにつながる。同時に、自分に向いていないこと、やりたくない
こと、誇りに思えないことを知ることにもつながる。

勝原裕美子 : 看護師のキャリア論, ライフサポート社,2008.
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2.看護職の職業意識とキャリア
―看護職の職業意識やキャリア意識・職業環境の特徴理解―

看護師の仕事の本質

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved14

� そもそも健康であると不健康であるとを問わず、個⼈または集団の
健康⽣活の保持増進および健康への回復を援助することである。
すなわち⼈間の⽣命および体⼒を護り、⽣活環境を整え、⽇常
⽣活への適応を授け、早期に社会復帰のできるように⽀援するこ
とを目的とするものである。また、治療効果を上げるための診療補
助業務は、看護の役割である

(看護の概念)⽇本看護協会

看護は、⼈の⽣きること、死ぬこと、健康であること、⽣活することと
いった、広範囲ではあるが、⼈間にとって極めて基本的なところを⽀
えるもの。また、よほど心を許した⼈以外は容易に触れることのできな
い⼈間の深いところを⽀えるものでもある。

勝原裕美子 「看護師のプロフェッションフッド」 ⾦井壽宏 : ⽇本のキャリア研究,p33,白桃書房,2013.
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「大変な仕事」だけど、
「やりがいのある仕事」の理由

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved15

� 時としては、看護師は自分の襟を正し、⼈の⽣き⽅の深い思いに、
家族でもないのに、その⽣活の場を⽀える仕事であるがゆえに触
れることがある。これは⼤変に恵まれた仕事といえるのではないだろ
うか。⼈の⽣死は、そこに⽴ち会った者を厳粛にさせる。命の尊さ
を教えてくれる。そういう機会を何度も与えられるのは、看護職とし
ての成⻑の糧を得ると同時に、⼀⼈の⼈としても成⻑の糧を得る
ことになるのである。

菱沼典子ほか : 看護の原理 : ケアすることの本質と魅⼒,p43,ライフサポート社,2009.

� 投げかけられる言葉、目にした場⾯は、自分の中の様々な感情
や価値観に揺さぶりをかけ、「私」はどうあるべきか、「看護師」とし
てどうすべきなのかを考えさせる。⼤変厳しいが、だからこそ、看護
は「いい仕事」だといわれるのだ

勝原裕美子 「看護師のプロフェッションフッド」 ⾦井壽宏 : ⽇本のキャリア研究,p33,白桃書房,2013.

看護師のいろいろな声
あなたにとって看護とはなんですか?

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved16

� 無⼒感は感じますが、患者さんが自分に残してくれたものは、絶対次に⽣かさ
ないといけないっていう使命感は感じます。今は山を登っています。ゴールはない
かもしれません。今は自分が下の⽅にいるから、どれだけ勉強してもまだ自分が
できているとは思えない。ちょっとでも登って余裕をもって振り返れるようになりた
い(1年目)。

� 最初は、⼈に喜んでもらための⾏為だと思っていましたが、今は、自分を⾒つめ
たり、⼈間がどういう存在なのかといったことを考えるための手段だと思っています
(3年目)。

� 仕事といえば仕事なんだけど、関わっていきたいもの、携わっていたいもの。看護
をしたいという自分があるから⽣活が充実している(4年目)。

� 看護は自分を⽀えてくれているんです。悲しいことがあっても白衣を着るとピシッ
としますし、看護師をしているときが⼀番きりっとしている瞬間なので。それを脱げ
ばいつも家でダラダラしているんですけどね。自分が⽣き⽣きするんです(5年目)。

勝原裕美子 「看護師のプロフェッションフッド」 ⾦井壽宏 : ⽇本のキャリア研究,p33,白桃書房,2013
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看護師のいろいろな声
あなたにとって看護とはなんですか?

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved17

� 誇りに思えること(7年目)。

� わからないんですよ。自分にとってただの仕事なのか、それを超えて何か
あるのか。⼀⽣これを続けていくぞという固い決心がぐらつくこともあるんで
す。投げ出して他のことをやろうかなと思っていても、いろいろな⼈と話を
すると、「やっぱり看護っていいな」って頑張ろうってなる(12年目)。

� すごい⼤切な仕事ですよね。⽣活の半分以上は仕事じゃないでしょうか。
⺟親や妻としての割合も半分くらいあるから、本当はどんどん背負い込ん
でいくのはしんどい。でも、やめたとしても、どこかで看護に携わることが私
にとっては必要なので、⺟親や妻だけでは満⾜しないとも思っています
(18年目)。

� つらさや嬉しさがある中に、自分がいて何かができている。自分が何かを
やっていられると思える看護はやめられない(23年目)。

勝原裕美子 「看護師のプロフェッションフッド」 ⾦井壽宏 : ⽇本のキャリア研究,p33,白桃書房,2013

組織社会化というプロセス

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved18

� 社会化とは : 
個⼈が他者との相互作⽤の中で、⽣活する社会、あるいは将
来⽣活しようとする社会に、適切に参加することが可能になる
ような価値や知識や技能や⾏動などを習得する過程

個⼈が他者との相互作⽤の中で、仕事する組織、あるいは将
来仕事しようとする組織に、適切に参加することが可能になる
ような価値や知識や技能や⾏動などを習得する過程
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社会化モデル

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved19

参入前 遭遇 変身 コミットメント

⽣産性

離転職
遭遇の段階に発⾒さ
れた問題に対応する必
要があり、そのためには
変化の過程を経験す
ることになる

スティーブ P.ロビンス : 組織⾏動のマネジメント,p382,ダイヤモンド社,2011.

社会化の過程

組織への参加に始まる
期待(職務、同僚、上司、
組織全般)と現実とのギャッ
プに直⾯する可能性もある。

結果

再就職者の社会化の様相

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved20

⼩⻄由起子ほか: 看護職における再就職者の組織社会化の様相, 
⽇本看護管理学会誌18(1),2014.

病院間での互換性のない(やり方)
暗黙のルールに翻弄される
受け入れがたい価値観
職場の中での自分の位置づけが不明瞭
新人扱いを受けて自尊心が傷つく
周囲からの評価を懸念する
即戦力として業務をすることへの不安
気持ちを分かち合える同期がいない
輪の中に入れないもどかしさ
周囲との関係を割り切って働く
わからないことはとにかく聞く
柔軟に受け入れる
周囲の反応を見ながら自分の考えを述べる
お互いの力量を探りあう
自信がないことを伝える
(輪の)中に入るための自助努力
アプローチしてくれるスタッフをきっかけに仲間づくり
折り合い所を見つけて納得する
病院が変わっても看護の基本は同じ
職場の状況を客観的に判断する
職場の課題に主体的に取り組む
実践を認められて新しい役割を与えられる
実践の中で馴染めてきたことを実感する
自分にとって居心地の良い職場だ思える
慣れるまでの必要に応じたサポートが心強い
ニーズに合わせた研修システム
安心感を得られる上司からの支援
(ここで)働くことの価値を見出す
他施設への転職の可能性を含みつつも(ここ)で続ける

実務経験に応じた細やかな支援

今は(ここ)で続けることを選択

規範・価値観の相違に困惑する

実務経験のある新人という微妙な立場に
⼾惑う

職場の中で孤独を感じる

先ずは「ここのやり方」を取り入れる

職場の中の自分の位置づけを探る

スタッフとの関係をつくる

折り合いをつけて受け入れる

職場における自分の役割を理解する

組織の一員としての実感を得る

直面する問題

対処の方法

内面化
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再就職者の社会化の様相 ⼩⻄由起子ほか: 看護職における再就職者の組織社会化の様相, 
⽇本看護管理学会誌18(1),2014.

病院間での互換性のない(やり方)
暗黙のルールに翻弄される
受け入れがたい価値観
職場の中での自分の位置づけが不明瞭
新人扱いを受けて自尊心が傷つく
周囲からの評価を懸念する
即戦力として業務をすることへの不安
気持ちを分かち合える同期がいない
輪の中に入れないもどかしさ
周囲との関係を割り切って働く

規範・価値観の相違に困惑する

実務経験のある新人という微妙な立場に
⼾惑う

職場の中で孤独を感じる

直面する問題

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved22

再就職者の社会化の様相 ⼩⻄由起子ほか: 看護職における再就職者の組織社会化の様相, 
⽇本看護管理学会誌18(1),2014.

(ここで)働くことの価値を見出す
他施設への転職の可能性を含みつつも(ここ)で続ける

今は(ここ)で続けることを選択

慣れるまでの必要に応じたサポートが心強い
ニーズに合わせた研修システム
安心感を得られる上司からの支援

実務経験に応じた細やかな支援

わからないことはとにかく聞く
柔軟に受け入れる
周囲の反応を見ながら自分の考えを述べる
お互いの力量を探りあう
自信がないことを伝える
(輪の)中に入るための自助努力
アプローチしてくれるスタッフをきっかけに仲間づくり

先ずは「ここのやり方」を取り入れる

職場の中の自分の位置づけを探る

スタッフとの関係をつくる

対処の方法
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3.キャリアをデザインするということ

キャリアを考える2つのアプローチ
(1)戦略的かつ自発的な行動

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved24

� 自分がどのようなキャリアを歩みたいのかを明確にし、それに
必要な能⼒開発を計画的に⾏い、ポジションを戦略的に獲
得していく。

� 早い段階でこの考え⽅を意識し、自分のキャリアの⽅向性を
考え、戦略的かつ自発的に⾏動することによって、効率的に
満⾜いくキャリアに近づく確率が高くなる。

目指す姿

今の自分

⾜りない部分
=これから身につけていく必要の
ある能⼒

時間
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なりたい姿を明確にしてそこへ向かう

時間軸

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)

25 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

キャリアを考える2つのアプローチ
(2)計画された偶発性

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved26

� 個⼈のキャリアの8割は予期しない偶然の出来事によって形
成される。

� その偶然の出来事には何らかの「キャリアの種」が存在し、本
⼈の意識や努⼒によって、新たなキャリアの機会に発展させ
ることができる。

� 予期せぬ偶然の出来事をただ待つのみではなく、積極的に
⾏動したり、自分の周りに起きていることに心を研ぎ澄ませる
ことでそれらを意図的に⽣みだすことができる。
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従来は、ロールモデルとして上司や先輩の姿を見ながら、
与えられた仕事をこなしていくことで、結果として時が来
れば昇進した。

環境変化が激しく、想定外の変化が起こる昨今の状況下に
おいては、常に複数の選択肢を考えながら、変化に対応し
て、どの道でも選べるようなキャリアの考え方も必要に
なってきた。

変化の中からチャンスを掴みとる
キャリアを自発的に創っていく

両方のアプローチを意識しておくことが必須の時代

デザインVSドリフト

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved28

� キャリアをデザインすることとドリフト(漂流)することとは⼀⾒対
局にあるが、

� いいものに出会い、偶然を⽣かすには、すべてデザインしない
⽅がよい、良き偶然や思わぬ掘り出し物(セレンディピティ)が
実はたくさんあるのではないか

� 常に、自分のデザイン⼀辺倒でなくても、時にドリフトもよしと
するぐらいのキャリアデザインでよいのではないか

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

節目を生かすという考え方

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved29

� だから、⼤きな節目だけはしっかりとデザインして、あとはいつも
いつもキャリアデザインしなくてもよいのだという柔軟さも必要。

� 節目(トランジション) に気づかせてくれる4つ契機 : 
①何らかの危機

※危機 : 危険・機会
②メンターの声(上司・同僚・身内ほか)
③ゆとりや楽しさ
あまりに楽しい、はまっている、いやだと思って始めたの
に上手くできていることにふと驚いた時など

④カレンダーや年齢的な目印
⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.

自分にとっての生涯設計―キャリア・デザイン―

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved30

� キャリア・デザイン＝どのようなキャリアを歩むべきかの⼤枠を具
体的な考えること

【キャリア・デザインのイメージ】
①キャリア目標(⻑期・中期・短期)を明確にし、それに向かって
今は何をすべきかを計画的に考えて進む
②⼈⽣の節目はデザインし、あとは流れに身を任せる
③とにかく踏み出してみてから考える



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

自分事として考えてみよう
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� キャリアの基本を理解する

� “自分にとっての看護とは何か”について、
自分の言葉で考えをまとめてみる

考えてみる価値のあることです。

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved32



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

キャリアキャリア形成
2.キャリアプランを考えるための知識

医療法人社団福寿会 人事部長・看護部長(教育管理担当)

R&D Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所 代表 深澤 優子

33 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

学習目標
看護職の就業に関わる諸問題と自身のキャリア形成を考える上で
必要な基本知識を理解し、自身のキャリアや働き方を深く考え、
キャリアプランを作成する

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved34

1. 看護職の職業意識と
キャリア形成

・キャリアとキャリア形成の基本理解
・看護職の職業意識とキャリア―看護職
の職業意識やキャリア意識・職業環境の
特徴理解

2. キャリアプランを考える
ための知識

・問題解決技法の理解と活⽤⽅法
・タイムマネジメントの基本と活⽤⽅法
・セルフコントロールの必要性理解と実践
⽅法

3. 看護師として自身の
キャリアを考える

・目標設定と課題解決型キャリアプランの
作成⽅法
・タイムマネジメント型キャリアプランの作成
⽅法

4.演習 キャリアプラン作成
・自己の課題の明確化と解決⽅法
・自己のキャリアの目標設定



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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1.問題解決技法の理解と活用方法

なりたい姿を明確にしてそこへ向かう

時間軸

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)

36 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

問題の基本構造

あるべき姿

現状

ギャップ 解決策

= 問題

37 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

こうならないように気をつけたい

問題解決を阻害する4つのNGポイント

あるべき姿

現状

ギャップ 解決策

= 問題
②現状把握が正しくできていな
いのはNG

①あるべき姿が明確でない・あ
るいは正しくないのはNG

④とりあえず、「何かやらなきゃ」
的発想で解決策もどきを繰り返
すのはNG

③あいまいな問題把握や優先順位付け
できていない問題把握はNG

38 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

39

自分のキャリアの目指す姿
自分のキャリアの目標

現在の自分

目標と現在の自分との
間にあるギャップ(差異)

の明確化
差異を埋めるための

具体的方法=解決策

自分のキャリアプランの考え方

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

なりたい姿を明確にしてそこへ向かう

時間軸

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)

40 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

実は…看護過程は
まさに問題解決プロセス

� 患者(対象者)の把握
� アセスメント
� 看護計画作成
� ケアの実施
� 評価
� アセスメント
� 修正

� 自分の現状把握
� (アセスメント)
� キャリアプラン⽴案(計画)
� アクションプランの実施(⾏動)
� 評価
� (アセスメント)
� 修正

キャリアプラン策定看護過程

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved41
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2.タイムマネジメントの基本と活用方法



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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つまり、
時間管理とは出来事管理である。

時間とは、
出来事が、過去から現在、未来へと
続いていく連続体である。

タイムマネジメントとは

タイムマネジメントとは

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved44

� タイムマネジメントとは、時間そのものの管理ではない。管理
するのは、自分の時間の使い⽅であり、自分の⾏動の管理、
自分自身のコントロールである。

� 「時間を計る基本的な単位は出来事」である。⼈⽣にはコン
トロールできない出来事があり、コントロールできる出来事をコ
ントロールすることがタイムマネジメントである。

� 時間を管理するには、まず自らの時間をどのように使っている
かを知らなければならない(ドラッカー)。



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

タイムマネジメント
≒自分の人生・働き方を考える

� 短期Ver.

【段取⼒】
①調整⼒②時間管理

【段取り法】
①買い物型と②料理型

� ⻑期Ver.

【ライフプランニング】
実際に書く・⾒る
※周囲の関係者(家族など)のライフプランニングも⼀
緒に書いておくことがコツ

45 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

� スキルアップ

【必要能⼒の習得】 看護職としてよい仕事をして
いくための基本

戦略的時間管理 短期Ver.

� 段取⼒
①計画と実⾏にもれがない
②優先順位・順番が適切
③期限に間に合うよう全体の計画を⽴てている

� 段取法
①「料理型」

②「買い物型」

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved46

準備と工夫

完成!

完成!



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

時間を奪う出来事―時間泥棒―

他からの影響を受けるもの 自分自身から発生するもの
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� 中断
� 返事待ち
� 不明確な役割分担
� 不必要な会議
� 過度の仕事量
� 優先順位の入れ替え
� 機器の故障
� 計画性のない上司
� 形式主義
� 職場モラルの低さ
� ⼈の訓練不⾜
� 同僚からの要求
� 権限不⾜
� 他⼈のミス
� 事故

� 委任不⾜
� 完璧主義
� ずさんな計画
� 仕事の引き受けすぎ
� やる気のなさ
� 整理整頓の⽋如
� 物忘れ
� 優柔不断
� 無駄話
� 疲労
� 自制心の⽋如
� 未完成の仕事の放置 不明確な目標
� 整理されていない書類 散らかった仕事場
� 後回し 社外活動

時間を増やす
� 時間を買う
⼈的サービスの購入
事務機器・データベース等
移動時間・通勤時間

� 時間をもらう
教えてもらう
メモや文章の活⽤

� すきま時間の有効活用
出先時間・移動時間・待ち時間・美容院等
15分は貴重

� 時間どろぼうを排除する
遅刻常習者
不要な情報を⾒極める技術

48 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

上手な時間の使い方=上手な仕事の進め方
� 中断しない時間の確保
中断すると再開に時間と手間がかかる
アイデア・記憶の喪失

� 現場主義と応急措置
発⽣したその場で片づける現場主義
とりあえずの応急措置を講じておく(中断を避けて)

� 拙速を旨とする
完璧主義に陥らず⼀定のレベルまでをとりあえず仕上げる
「とりあえず」始める

� 時には寝かす
ある段階まで進めたらいったん寝かす
潜在レベルでの思考継続がプラスの効果を⽣むことも

� 不確実なことを先にやる
重要度が同じなら所要時間が不確実なものを先にやる
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戦略的時間管理 長期Ver.

� ライフプランニング
自分の⻑期計画と関係者との⻑期計画を並べてみる

「書く」「⾒る」のが重要。

頭の中だけでは漠然とするだけ。
かえって混乱したり、意思決定ができなくなる

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved50

自分の⼈⽣は自分
だけでは決められな

いという事実



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

戦略的時間管理
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� 仕事とプライベートとのバランス

� 組織と個⼈のバランス(パートナーシップ)

� 能⼒向上と思考パターンと時間管理

アイデンティティのリスク管理 (※上野千鶴子氏)

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved54

3.セルフコントロールの必要性理解と実践方法



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

凹まない人の共通性は心の弾力性(Resiliency)

凹まない人になる5つのステップ

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved55

①健康で幸せな状態を保つ
固定的なものではなく「自分にあった」やり⽅でよい

②問題解決のスキルを学ぶ
感情に流され被害者意識を持っていると無⼒感から解決の糸⼝を⾒つけられなくなる

③自己イメージを高める
自尊心・自己信頼・自分についての考え=自分の核となる部分の強弱が凹まない度合を左右する

④高度な弾⼒性のスキルを身に付ける
凹まない⼈に共通する能⼒やスキルを身につける…好奇心・楽天性・ポジティブシンキング・協調性、拮
抗する資質を自分の中に持つ

⑤セレンディピティの能⼒を身に付ける
新しい現実にすぐに適応しながらもその現実を自分に都合のよいように動かしていく。多様な選択肢を持
ち、適度な距離感をもって対応する。

※セレンディピティ・・・何かを探している時、探しているものとは別の価値あるものを⾒つける能⼒。ふとし
た偶然をきっかけにひらめきを得て幸運をつかみ取る能⼒。

アル・シーバート著(林田レジリ浩文訳)： 凹まない人の秘密，Ｄｉｓｃｏｖｅｒ，２００８．

セルフ・コントロールのためのヒント
①相反する考え方・ものの見方を持つ

小笹芳央 : セルフ・コントロール能力を鍛える方法,日経Biz College, http://www.nikkeibp.co.jp/article/nba/20080523/158710/
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

忙しいということ

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved57

� 忙しい・・・心をなくす

しかし、こんな⾒⽅もある

アイデンティティのリスク管理 (※上野千鶴子氏)

プロフェッショナルの魅力と掟
―プロとしての厳しさと自由と魅力―

58

� 自らの意思で仕事を選べる自由

� 組織に属さなくとも仕事ができる

� 自尊の念

� 社会からの敬意

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

プロフェッショナルの掟

●顧客利益第⼀
Client Interest First 

●成果指向
Output Oriented 

●品質追求
Quality Conscious 

●価値主義
Value Base

●全権意識
Sense of Ownership
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

セルフ・コントロールのためのヒント
②変えられるものと変えられないものの区別

小笹芳央 : セルフ・コントロール能力を鍛える方法,日経Biz College, http://www.nikkeibp.co.jp/article/nba/20080523/158710/
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Doing(⾏為)

Being
(あり
方)

✔⾏為だけではなく、【あり⽅】が重要。
✔自分のあり⽅によって【場】が変わる。

自分の「学び」しだいで、世界の⾒えかたは変わる

※上⽥信⾏ : 同志社⼥子⼤学教授

楽しむことの重要さ・・・
真剣に向き合い、柔軟に対応し、協調性をもってことにあたり、
好奇心やワクワク感をいつも持つ。本気になるからこそ楽しさ
が⽣まれ、夢中になるからよりよいものが⽣まれ、よいものがで
きてさらに楽しくなる。

自分の「あり方」しだいで、世界の⾒えかたは変わる

看護職として心にとめておきたいこと

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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変化の中からチャンスを掴みとる
キャリアを自発的に創っていく

� 好奇心 : 絶えず新しい学習機会を模索し続けること
� 持続性 : 失敗に屈せず努⼒し続けること
� 柔軟性 : こだわりを捨て、信念・概念・態度・⾏動を変えること
� 楽観性 : 新しい機会は必ず実現する・可能であるとポジティブに考えること
� 冒険心 : 結果が不確実でもリスクをとって⾏動していくこと

� 偶発的な外部からの刺激に反応できる能⼒開発をしておく必要がある(普段
から何らかの意図を持って努⼒や⾏動をしておかなければ、偶発的な出来事は
チャンスには⾒えないし、タイミングよく掴みとることもできない)。

チャンスを捉える⾏動指針

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved62



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

キャリア形成
3.看護師としての自身のキャリを考える

医療法人社団福寿会 人事部長・看護部長(教育管理担当)

R&D Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所 代表 深澤 優子
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学習目標
看護職の就業に関わる諸問題と自身のキャリア形成を考える上で
必要な基本知識を理解し、自身のキャリアや働き方を深く考え、
キャリアプランを作成する
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1. 看護職の職業意識と
キャリア形成

・キャリアとキャリア形成の基本理解
・看護職の職業意識とキャリア―看護職
の職業意識やキャリア意識・職業環境の
特徴理解

2. キャリアプランを考える
ための知識

・問題解決技法の理解と活⽤⽅法
・タイムマネジメントの基本と活⽤⽅法
・セルフコントロールの必要性理解と実践
⽅法

3. 看護師として自身の
キャリアを考える

・目標設定と課題解決型キャリアプランの
作成⽅法
・タイムマネジメント型キャリアプランの作成
⽅法

4.演習 キャリアプラン作成
・自己の課題の明確化と解決⽅法
・自己のキャリアの目標設定



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

キャリアを考える2つのアプローチ
(1)戦略的かつ自発的な行動
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� 自分がどのようなキャリアを歩みたいのかを明確にし、それに
必要な能⼒開発を計画的に⾏い、ポジションを戦略的に獲
得していく。

� 早い段階でこの考え⽅を意識し、自分のキャリアの⽅向性を
考え、戦略的かつ自発的に⾏動することによって、効率的に
満⾜いくキャリアに近づく確率が高くなる。

目指す姿

今の自分

⾜りない部分
=これから身に着けていく必要の
ある能⼒

時間

キャリアを考える2つのアプローチ
(2)計画された偶発性
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� 個⼈のキャリアの8割は予期しない偶然の出来事によって形
成される。

� その偶然の出来事には何らかの「キャリアの種」が存在し、本
⼈の意識や努⼒によって、新たなキャリアの機会に発展させ
ることができる。

� 予期せぬ偶然の出来事をただ待つのみではなく、積極的に
⾏動したり、自分の周りに起きていることに心を研ぎ澄ませる
ことでそれらを意図的に⽣みだすことができる。



キャリア形成
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≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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変化の中からチャンスを掴みとる
キャリアを自発的に創っていく

両⽅のアプローチを意識しておくことが必須の時代

� 好奇心 : 絶えず新しい学習機会を模索し続けること
� 持続性 : 失敗に屈せず努⼒し続けること
� 柔軟性 : こだわりを捨て、信念・概念・態度・⾏動を変えること
� 楽観性 : 新しい機会は必ず実現する・可能であるとポジティブに考えること
� 冒険心 : 結果が不確実でもリスクをとって⾏動していくこと

� 偶発的な外部からの刺激に反応できる能⼒開発をしておく必要がある(普段から何らかの意図を
持って努⼒や⾏動をしておかなければ、偶発的な出来事はチャンスには⾒えないし、タイミングよく掴
みとることもできない)。

チャンスを捉える⾏動指針
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1.目標設定と課題解決型キャリアプランの作成方法
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

なりたい姿を明確にしてそこへ向かう

時間軸

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)

やるべきこと
(クリアすべき課題)
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問題の基本構造

あるべき姿

現状

ギャップ 解決策

= 問題
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≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

自分の目標とそれに向けた課題解決の明確化
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自分の
なりたい姿・目指す姿

今の自分の状況
＆自分をとりまく状況

課題 解決策

(1)問題解決型アプローチ
自己のキャリア目標設定プロセス
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(1)自分の強み・弱みを知る+取り巻く環境を捉える

(2)自己のキャリアに関する課題を抽出・整理する

(3)自己のキャリアに関する課題の優先順位を明確にする

(4)自己のキャリア目標を設定する
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≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

①自分の強み・弱みを知る+取り巻く環境を捉える
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ワンポイントアドバイス
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� 内部環境 : 自分のこと
� 外部環境 : 自分以外のこと、家族や関係者、職場、社会

情勢、看護職の労働市場、医療や看護ニーズなど

� 事実を記載する

� 単語だけでの記載や体言止めは避け、「〇〇が△△である」
という完結な文章にするとよい

� プラスかマイナスかの判断基準 : 「自分のキャリアにとって良
いかどうか」だけで判断すること。⼀般論で判断しない。

SWOT分析の表現方法
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②自己のキャリアに関する課題の抽出・整理
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業務改善または撤退弱点克服・転換（２）弱み(Weakness)

差別化戦略積極的攻勢（１）強み（Strength）

内
部
環
境
分
析

（４）脅威(Threat)（３）機会(Opportunity)

外部環境分析

ＳＷＯＴ分析
クロス分析

SWOT分析(現状)をも
とに方向性を整理する

機会１
機会４

機会２

機会３

機会５

強み１
強み４

強み２

強み３
強み５

脅威１
脅威４

脅威２

脅威３

脅威５

弱み１ 弱み４

弱み２

弱み３

弱み５

自分の強みで取り組める
機会の創出
（伸ばす）

自分の弱点を克服して
強みに転換し、
機会を逃さない
（捉える）

自分の強みで脅威を回避
または新たな機会の創出

（際立たせる）

自分の弱みと脅威で
最悪の事態を招かない対策

（改善する）
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≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

なりたい姿・目指す姿に向かうために必要なこ
とを整理する
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� 自分で「考える」プロセス

� 「●●だから無理、●●だからできない」ではなく、「どうすれ
ばよいか」に集中して思考する＝ポジティブ思考で。

� 「●●をどうやって解決するか」「●●にはどのような代替案が
あるか」など、これまでの経験や狭い枠にとらわれず、可能性
を求める思考で取り組む。

� 最終的な選択肢を決定するのではなく、「可能性を広げる」
「たくさんの課題を⾒出す」ためのプロセス

ワンポイントアドバイス① 意図が伝わるように
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クロス分析の表現方法

弱み
①仕事のブランク期間があ
る
②就学前の子どもがいる

機会
①看護師不⾜が継続して
いる
②働きやすい環境の整備
が進んでいる

復職⽀援が充実してい
る職場を探す

時短勤務できところで
働く

①何を目的として探すのか?

②他にはにないか?

③もう少し丁寧に詳しく書く

復職⽀援体制が整備されている病院に再就職し、ブランク期間を埋めるため
の再学習を⾏い、自分のスキルアップを目指す

⼦どもの成⻑に応じて働き方を⾒直していき、継続就業を目指す



キャリア形成
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≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

ワンポイントアドバイス② “主体的表現で”
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〇〇ができる(だろう)

クロス分析の表現方法

〇〇がよくなる(だろう)

〇〇を強化する

〇〇を改善を図る

〇〇を再構築する

〇〇を目指す

〇〇を構築する

〇〇をする

× ×

ワンポイントアドバイス③ 課題には「目的」を
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クロス分析の表現方法

手段だけでなく、目的を明記しよう

復職⽀援体制が整備されている病院に再就職し、ブランク期間を埋めるため
の再学習を⾏い、自分のスキルアップを目指す

⼦どもの成⻑に応じて働き方を⾒直していき、継続就業を目指す

目的手段
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

③自己のキャリアに関する課題の優先順位
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クロス分析で⾒出した
たくさんの課題の

優先度付けをする

重要度

「重要度」別に並べる
（このとき「緊急度」）は考えない）

重要度高い重要度低い

問題1 問題6問題4問題2 問題3問題5

はじめに、横（重要度）に並べる

（出所）HBSC学会資料
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※相対的な位置関係を把握する
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

次に、縦（緊急度）に動かす ※垂直に

重要度高い重要度低い

問題1 問題6問題4 問題3問題5

緊
急
度
低
い

緊
急
度
高
い

優先度

問題5

問題7

問題4

問題1

問題3

問題6

問題2

問題8

問題9 問題10

（出所）HBSC学会資料
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緊急かつ重要：
重要な「目標」として取り組む

重要しかし緊急ではない：
ほどなく取り掛かる目標として捉える

緊急しかし重要ではない
日々の仕事や生活の中で対応していく

緊急度が低く、重要度も低い
時間的余裕ができたら取りかかる
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キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

外部環境分析(自分以外のこと)
（３）機会(Opportunity) （４）脅威(Threat)

O1.看護師不⾜が継続している
O2.高齢化が進んでおり医療介護のニーズ
が高まっている
O3.医療機関で働き続けられる制度の整備
が進んでいる
O4.近所に介護施設が増えてきた

T1.常勤募集の⽅が賃⾦条件がよい
T2.保育園入園の競争が激しい
T3.保護者会や保護者として出席しなけれ
ばならない⾏事がたくさんある
T4.実家が遠く、両親の⽀援を⽇常的に受
けにくい
T5.夫は夜勤勤務がある

内
部
環
境
分
析(

自
分
の
こ
と)

（１）自分の強み（Strength） 機会に対して強みを活用する 脅威に際して、強みで差をつける

S1.卒後7年の経験がある
S2.急性期病院で基本能⼒を獲得した
S3.就業に対して家族は協⼒的でする
S4.育児休暇中にも看護の専門紙を定期購
読して学習をしていた
S5.仕事と育児の両⽴に対する意欲が強い

①看護の基本技術や学習を継続することで、
いつでも復職できるようにしておく
(S1.2.3.4.5.×O1.2.3)

②高齢者看護や在宅看護領域の学習をし
ておく
(S1.2.3.4.5.×O1.3)

①保育園や両親以外のサポート体制(友
⼈・ベビーシッター)などの情報収集や検討を
しておく
(S3.5.×T3.4.5)

②新しい知識や技術を習得し、働き⽅の幅
を広げられるようにしていく
(S1.2.3.4.5.×T3.4.5)

③賃⾦条件よりも柔軟な働き⽅で仕事ので
きる環境を優先し、次のステップアップの⾜が
かりとしていく
(S1.2.3.4.5.×T1.2)

（２）自分の弱み(Weakness) 弱みを補強して機会をとらえる 脅威が弱みに結びつくリスクを避ける

W1.看護師としての就業にブランク期間があ
る
W2.夜勤ができない状況にある
W3.PC入⼒が苦手である
W4.新しいことに挑戦するのが苦手である
W5.子どもがよく熱を出す

①就業前に自宅で継続的に入⼒訓練をし
て、PC入⼒スピードを高めて、復職に備える
(W3×O1.2)

①子どもの予防接種や健康管理に注⼒し、
急な休みの頻度を低くするように努める
(W5×T4)

②想定外の事態にできる限り対応できるよう
な⼈間関係づくりを意識して⽇々過ごす
(W1.2.4.5×T2.3.4.5)

自分のキャリアの関する
SWOTクロス分析

参考例

85
Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved

重要度

緊
急
度

自分のキャリアに関する優先度
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看護の基本技術や
学習を継続すること
で、いつでも復職でき
るようにしておく

新しい知識や技術を
習得し、働き⽅の幅
を広げられるようにし
ていく

賃⾦条件よりも柔軟
な働き⽅で仕事ので
きる環境を優先し、
次のステップアップの
⾜がかりとしていく

高齢者看護や在宅
看護領域の学習を
しておく

保育園や両親以外
のサポート体制(友
⼈・ベビーシッター)な
どの情報収集や検
討をしておく

就業前に自宅で継
続的に入⼒訓練を
して、PC入⼒スピー
ドを高めて、復職に
備える

想定外の事態にでき
る限り対応できるよう
な⼈間関係づくりを
意識して⽇々過ごす

子どもの予防接種や
健康管理に注⼒し、
急な休みの頻度を
低くするように努める
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≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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2.タイムマネジメント型キャリアプランの作成方法

主な出来事 仕事のこと プライベートのこと 経済的なこと 自分
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027年
2028年
2029年
2030年
2031年
2032年
2033年
2034年
2035年
2036年
2037年
2038年
2039年
2040年
2041年
2042年
2043年
2044年
2045年
2046年
2047年
2048年
2049年
2050年

年齢

88

配偶者、パート
ナー、親、子ども、
兄弟姉妹など自分
にとって大事な関
係者の年齢を記
載し、その人のこも
考えて自分の将来
を想定する
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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次回は、自分のキャリア目標について
自分自身で考え、可視化します。

キャリア形成①～③の講義で学んだことを
自分自身に置き換えて考えます。
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2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

キャリア形成
4.演習 : 自分のキャリア目標を考えよう

医療法人社団福寿会 人事部長・看護部長(教育管理担当)

R&D Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所 代表 深澤 優子
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学習目標
看護職の就業に関わる諸問題と自身のキャリア形成を考える上で
必要な基本知識を理解し、自身のキャリアや働き方を深く考え、
キャリアプランを作成する
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1. 看護職の職業意識と
キャリア形成

・キャリアとキャリア形成の基本理解
・看護職の職業意識とキャリア―看護職
の職業意識やキャリア意識・職業環境の
特徴理解

2. キャリアプランを考える
ための知識

・問題解決技法の理解と活⽤⽅法
・タイムマネジメントの基本と活⽤⽅法
・セルフコントロールの必要性理解と実践
⽅法

3. 看護師として自身の
キャリアを考える

・目標設定と課題解決型キャリアプランの
作成⽅法
・タイムマネジメント型キャリアプランの作成
⽅法

4.演習 キャリアプラン作成
・自己の課題の明確化と解決⽅法
・自己のキャリアの目標設定



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

演習1 自分の望む将来を描く
自分のキャリアプラン(ライフプランニング)作成
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⻄暦 自分
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027年
2028年
2029年
2030年
2031年
2032年
2033年
2034年
2035年
2036年
2037年
2038年
2039年
2040年
2041年
2042年
2043年
2044年

私のライフプランニング

家族や関係
者の年齢

自分のキャリ
アプラン

家族やライフライフベント
など

自分の年齢

40分

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved96

40分



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

主な出来事 仕事のこと プライベートのこと 経済的なこと 自分
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027年
2028年
2029年
2030年
2031年
2032年
2033年
2034年
2035年
2036年
2037年
2038年
2039年
2040年
2041年
2042年
2043年
2044年
2045年
2046年
2047年
2048年
2049年
2050年

年齢

97 Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved
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ライフプランに記載した自分の⼈⽣を眺めてみましょう。
あなたの希望や夢が記載されているものです。

そうした⼈⽣(キャリア)を送るための課題を明確にする
ためにも「自分のこと」をよく知ろうというのが、次の演習
です。



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

演習2

(1)自己イメージのチェック

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved99

� 自分は何が得意か

� 自分はいったい何をやりたいのか

� どのようなことをやっている自分なら、意味を感じ、社会に役
⽴っていると実感できるのか

※他の⼈がどのように思っているのかではなく、自分が自分をど
のように捉えているのか、メモでもよいので答えてみましょう。文
章にしてほしいですが、キーワードをメモするだけでもOKです。
キャリアの内省に役⽴ちます。

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.

30分

(1)自己イメージのチェック
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自分は何が得意で
すか?

自分はいったい何を
やりたいのですか?

どのようなことをやっ
ている自分なら、意
味を感じ、社会に役
⽴っていると実感で
きますか?

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

(1)自己イメージのチェック

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved101

自分は何が得意で
すか?

自分はいったい何を
やりたいのですか?

どのようなことをやっ
ている自分なら、意
味を感じ、社会に役
⽴っていると実感で
きますか?

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.
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30分



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

演習2

(2)自分について知っていること

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved103

� 自分ならではの強みはどこにあるのか
(知識と技能)

� 自分があることをしたい時、それをしたいのはなぜか
(自分ならではのアイデンティティ (: 自我同⼀性)や信念、仕事の場に持ち込むモ
チベーション)

� 自分はこれまで誰とつながり、その関係どのように築き、どのように⽣かしてきたか
(対⼈ネットワーク)

自分のKnow Howを知る:能⼒・才能を知る
自分のKnow Whyを知る:動機・欲求と意味、価値の自己イメージを知る
自分のKnow Whomを知る:⼈々との関わりの中にキャリアを切り拓いていくこと
を知る

30分

(2)自己イメージのチェック
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自分ならではの強
みはどこにあると思
いますか?

自分があることをし
たい時、それをした
いのはなぜですか?

自分はこれまで誰と
つながり、その関係
をどのように築き、ど
のように生かしてき
たか

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.

自分の強みと感じているところを具体
的にいろいろ書いてみる

⼈との関係性について、どのような⼈間
関係を構築してきたかなど

自分がしたいと思うことの「理由」を明
確にする。したいことを複数あげてそれ

ぞれ「理由」も書く



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

(2)自己イメージのチェック
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自分ならではの強
みはどこにあると思
いますか?

自分があることをし
たい時、それをした
いのはなぜですか?

自分はこれまで誰と
つながり、その関係
をどのように築き、ど
のように生かしてき
たか

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.
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30分



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

演習2
(3)自分の節目に影響を受けた人＆実際のところキャリアは誰が決めたか

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved107

� 就職、昇進、異動、離職など4-5つの自分にとっての「節目」
を記す(どんなことでもよいです)

� その「節目(岐路)」で、次の道筋を指示した⼈は誰か

� 「節目(岐路)」ごとにアドバイス、応援、激励、助言をしてくれ
た⼈は誰か(3－4⼈)

� 究極的に誰が次の道筋を選んだのか
20分

(3)節目に影響を受けた人
＆実際のところキャリアは誰が決めたか

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved108

節目
(岐
路)

どんな節目(岐
路)でしたか?

誰が次の道筋を指
示しましたか?

その節目で応援、激
励、助言をしてくれた
人は誰ですか?

究極的に誰が次の
道筋を選んだのか
選び(決め)ましたか?

① 出産後の退職 夫 上司(Aさん)、同僚(B
さん、Cさん)、夫

自分

② 再就職 元の上司(Aさん) 元の上司(Aさん)、
元の同僚(Dさん)、
夫

自分

③ 主任への登⽤ 上司(Eさん) 上司(Eさん)、夫 自分

④ 教育担当者への
登⽤

上司(Eさん) 上司(Eさん)、
同僚(Dさん、Fさん)

自分

⑤

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

(3)節目に影響を受けた人
＆実際のところキャリアは誰が決めたか

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved109

節目
(岐
路)

どんな節目(岐
路)でしたか?

誰が次の道筋を指
示しましたか?

その節目で応援、激
励、助言をしてくれた
人は誰ですか?

究極的に誰が次の
道筋を選んだのか
選び(決め)ましたか?

①

②

③

④

⑤

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.
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20分



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

演習3

(4)自分のキャリアの目標について

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved111

自分のこれからのキャリアについて、自分の考えや目標について自由にまとめましょう。

30分

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved112

30分



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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キャリア形成まとめ

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved114

最も強い者が生き残るのではなく、
最も賢い者が生き延びるのでもない。

唯一、生き残ることができるのは、
環境に適応した者である。

チャールズ・ダーウィン



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫
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最も強い者が生き残るのではなく、
最も賢い者が生き延びるのでもない。

唯一、生き残ることができるのは、
変化した者である。

チャールズ・ダーウィン
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―引き出しをたくさん持とう―

―看護を看護だけで考えないようにしよう―

取り巻く環境をどのように捉え、どのように対応するか

いろいろなことに興味関心を持ち、広い視野を持って、
豊かな(…と、自分が実感できる)キャリアを歩もう!



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

キャリアに方向感覚を持とう

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved117

キャリアに方向感覚を持つ
⼤きな夢、でも、現実吟味できる夢を抱く。
⽣涯を通じての夢を探し続け節目ごとの

夢(の修正)

節目だけはキャリアデザインする
⼈⽣や仕事⽣活の節目ごとに、何が得
意か、何がやりたいか、何に意味を感じる
かを自問し、キャリアを自覚的に選択する。

アクションをとる
デザインしたら、その⽅向に、⼒強い最初
の⼀歩を歩み、元気を持続する。最低
努⼒必要投入量を超えるまでは、良い
我慢はしつつ 、頑張ってアクションを繰り

返す。

ドリフトも偶然も楽しみながら
取り込む

あとは、つぎの転機までは、安定期にも退
屈することがないように、偶然やってきた
機会を⽣かす。ドリフトもデザインの追加

として楽しむ。

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.

よいキャリアを歩むとは(1)
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� 節目がしっかりデザインされている

� 流されることも楽しめる余裕をもった⼈⽣やキャリア

� 節目で選んだ後は、流れに身を任せつつ、次々とアクションをしっかり取ってい
くキャリア

� 個⼈の側のニーズと組織のニーズがうまくマッチングされたキャリア

� その二つのニーズがダイナミックにマッチングされていくようなキャリア

� 緊張とリラクゼーションが絶妙に入り混じったキャリア

� 「私が選んだ道だ」という尊い自己決定の感覚と「皆と共に⽣きている、皆に
⽣かされている」という他の⼈々とつながるネットワーク感覚を二つながらに、
感じさせてくれるようなキャリア

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.



キャリア形成

2019年度文部科学省教育政策推進事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」成果物
≪学校法人桜水会土浦看護専門学校≫

よいキャリアを歩むとは(2)
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� キャリアをより⻑く歩めば歩むほど、より自分らしく⽣きていると実感でき
るようなキャリア

� よい我慢はしっかりとしているけれども、悪い我慢は排しているキャリア

� いくつになっても⼀皮むけて発達を続けるキャリア

� 物語の多いキャリア

� 知識創造や知恵につながるキャリア

� ⼀皮むける度に⾏動や発想のレパートリーを広げながらも、⼀⼈の⼈
間としての深み、統合感、存在感、⼈間的魅⼒を絶えず磨き上げて
いるようなキャリア

⾦井壽宏 : 働く⼈のためのキャリアデザイン,PHP新書,2009.

120

求めるものはここにある

きみの立っている場所を深く掘り下げてみよ。
泉はその足元にある。
ここではない何処か遠くの場所に見知らぬ異国の土地に自分の
探しているもの、自分にあったものを探そうとする若者のなんと多
いことか。

実は自分の視線が一度も向けられたことのない自分の足の下に
こそ汲めども尽きせぬ泉がある。

求められるものが埋まっている。

自分に与えられた多くの宝が眠っている。
超訳 ニーチェの言葉より

Yuko FUKAZAWA All Rights Reserved
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本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託事業として、学校法人

桜水会 土浦看護専門学校 が実施した 2019 年度「専修学校リカレント教育総合推進

プロジェクト」の成果をとりまとめたものです。 

 

 

発行日：令和 2 年 2 月 

発行者：学校法人桜水会 土浦看護専門学校 

〒300-0839 茨城県土浦市滝田 1 7 3 

TEL 029 (835) 3001 FAX 029 (827）1002 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


