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記述 は10%以 下, 1%に 満 たない もの もあ って極 めて

は じめ に
東京看護学 セ ミナーでは1970年頃か ら看護実践 のプ

少 なか った。患者 の苦痛や変化 に関す る観察の記述 も

ロセスを記録 して 看護 ケアと看護技術 の改善 に活用
"こ
とを目的に記録 の検討を始 めた。 それか ら約
する
20年経過 しているが今 日までの歩みについて述 べてみ

断片的であ って,観 察 した内容 に即 して行 った判断や
援助 との関連性を示す記録 は 1%以 下で極めて少なかっ
た。
記録 の現状 は,看 護実践内容を検討 し看護技術 の改

たい。
最初 に行 ったことは当時の看護記録の現況分析であっ
た。記載内容が看護技術 の改善 に活用できるものであ

善 に活用す るには内容が不十分であった。記載内容 は
断片的 。断続的で重複 が多 く,首 尾一貫性 を欠いてい

るか どうかを量 的側面並びに質的側面 か ら調査 し検討

た。特 に観察 した患者 の苦痛 に対す る看護婦 の判断 の

した。 この結果 は1972年,1973年 の日本看護学会 に報

記載がな く,行 ったケア及び実施結果 との関連性 を読

告 して い る。 (第21回看護研究学会 :長 谷川雅子他 :
看護記録 の再検討 一現状 の記録 の問題点 と傾向。第 4

であった。 これは看護活動 の実態 を反映 しているもの

み取れ る記載が極めて少なか ったのは見逃 せないこと

回 日本看護学会看護管理分科会 :石鍋圭子他 :看 護記

と考 え られるが,一 人 の看護婦 の行動経過 の全体 を忠

録 の質的検討による再検討 ―看護実践 の技術化 に役立

実 に反映 していないとも考 え られた。それは伝統的な

つ記録 とは)

看護記録 に対す る見方や慣習が影響 して看護婦の活動

学会報告では参加者 の反響 は少 な く残念 に思 ったが,

状況 の全容を記録で きないでいるのではないか という

その数年後 か ら看護記録 に関する関心 が急 に高 ま って
きた。丁度, この頃, ウ イー ドの POSが わが国 に紹

ことで ある。
看護記録 は一行為一記録を原則 として,行 為 した時

介 されたが,わ れわれの報告 も記録 に関す る問題提起

刻 に記載す るもの と考 え られて いたので殆 どの看護記

とな った ものと考えている。

録 は経時的記録 であった。 したが って看護婦 が観察 し

看護記録 は看護実践を反映す るものであるがその検

た時刻,処 置を実施 した時刻,看 護婦が患者 に何等 か

討 は記録作成に関 して,な ぜ,何 を,誰 が,何 時,如

の関わ りを もった時刻 に直ちにその度毎 に記録す るも

何 に記載す るかが課題 となる。私 たちは,最 初,な ぜ

のとされていた。 この影響 は根強 い ものが ある。記載

何を記録す るかを取 り上げたが, これまでの記録 の検

方法では事実を正確 かつ客観的 に,簡 潔かつ明瞭 に記

討作業 は記録 その ものだ けでな く看護実践過程 の全体

載する ことが強調 された。 この ことは今 日で も記載作
成上注意すべ きことであるが, これまでは画一的な表
現や文体か らの脱 出を阻む要因の一 つになっている。

の検討す ることにな ってきている。
″ ″
看護記録 に 何 を記載 していたか

経時的 に記載す る慣習は POS方 式を採用す る病 院

最初 に行 った記録内容 の量的分析 の結果 は,症 状観

で もなかなか完全に払拭で きないよ うにみえる。また,

察,バ イタルサイ ンの測定 などの観察 に関す る記述が
大部分を占め,つ いで治療 ・看護処置 などの実施 に関

判断 の記載 も難 しいとい うことを しば しば聞 くがその
原因の一 つは,事 実 のみを客観的に記載するとい うこ

する記述が多か った。生活行動援助に関す る記述 は少

とを重要視 して,看 護婦 の意見を記載す ることが否定

な く,心 理,社 会的な患者 の状態 とその援助 に関す る

されて きたことがある。そ して,書 き手 は没個性,没

日本看護研 究学会雑誌 Vol,15 No l 1992

看 護 ケアに役立 つ記録

用句,用 語,口 語体 と文語体 の混 じる特殊 な文章 など

する,問 題が解決 した らサマ リーを作成 して記録 は完
結す る。残念なが ら東京看護学 セ ミナーでは記録を構

が多 く使用 されるよ うにな ったのではないか と考え ら

成す る5要 素 としてプロセスを記載す ることは提案 し

れる。

ていたが,そ の様式や手順を具体的 に提示 してはいな

主体的に記載す るのがよ しとされ,看 護記録独特 の慣

看護活動 の全容を記録 していないと言 うのは,人 が

か った。 しか し,Pos方

式 の記録 を臨床現場 で取 り

何 であれ仕事をするときに行 っている思考過程 など実
践行程 の一部が抜 けていて,記 載が行為の結果に片寄 っ

入れ るには問題があった。 い くつかの課題 があげ られ

ていることである。仕事 というのは一つの問題解決 で

リス トの作成 がむずか しい,経 過記録が問題点毎 に記

ある。仕事 には手慣れて手順 どうり行える仕事 もあり,

ている。判断 (アセスメン ト)を 記載で きない,問 題

に して も,仕 事 (問題解決)は ,ま ず,実 態を明 らか

載 されていない等 々である。
"
問題解決過程記録の中心 テーマである 判断の記載
"が
で きな い とい うの は,
看護上 の問題点 の 明示

にす るために必要な情報 を集 めることか ら始 まる。そ

POS方 式で記録す る場合 も,看 護過程 を記録 す るに

何等かの新 しい工夫 を必要 とす る仕事 もある。 いずれ

して,集 めた情報 を吟味 して問題 の性質や程度を明 ら

して も,い ずれに して も実施を困難 にする問題である。

かに し,問 題解決 プランを策定 し,実 施 して,最 後 に

臨床現場 における日常 の看護活動 は直感的あ るいは経

問題が解決 できたか どうかを確認す る。看護活動 も全
く同様 の問題解決行動である。看護婦は患者について,

験的に行 うことが多 い。複数 の患者に平行 して いろい
ろの援助行動を行 うことも稀でな い。 その動 きを一人

症状や 日常生活行動 における言動を見たり,聞 いたり,

一人 の患者別に問題解決 プ ロセスの段階 にそ って,意

感 じたりして情報 を集め,医 学的,看 護学的知識 や経

識化 し記録す るのは容易でない。中で も判断 の記述が

験 に基づいて判断 し,看 護上 の問題 を決定 して いる。

必要性 は十分理解で きるが実際には自信がないので書

次 いで問題解決 プラン (看護計画)を 立て,解 決 のた

けないなどの声が少 な くない。

めの援助行動 を行 っている。 それは直感的 にあるいは

そこで改めて記録内容である看護活動自体を振 り返 っ

経験的 に行 っている場合があり,ま た,適 切 なことも

てみると,看 護的判断や看護上 の問題点 に関わ る暖味

不適切 な こともあ って も, とにか く看護活動 は,そ う

さがは っき りして きたので ある。 そ して判断 の記述 に

い うプロセスの活動を行 っているということである。

関する検討,看 護計画をめ ぐる課題 についての検討を

それを意識化 して記録 に残す必要があると考え る。

進 めることにな った。

看護記録 は看護婦 の問題解決 プロセスを記載す るも
のである。 したがって①情報収集 (観察)② 判断 (患

看護過程 の記録をめ ぐって

者 の苦痛 や障害 :看護上の問題)③ 看護計画④計画 の

看護計画 については,当 時,忙 しいので立案す る時

実施⑤評価 (問題 は解決 したか)の 各 プロセ スは看護

間が とれな い,問 題点 のあげ方がわか らないな ど声が

記録 の構成す る項 目となる。 そこで, この 5項 目を組

上が っていた。 しか し,実 際 に調査 してみると忙 しさ

み込んだ記録,即 ち,看 護過程 にそった記録 の作成 の

は必ず しも理由にな らない ことがはっきりした。 (看
護計画 の現状 と問題点 ―立案上困難な こと,特 に多忙

必要性を提案 し,実 際 の記録 に看護過程を記載 してい
るか どうかについて検討 した。 (看護記録 一看護過程
にそ った記録 の提案,看 護 の科学社,1979)
東京看護学 セ ミナーの提案 したこの看護過程 の記録
は,丁 度,同 じ時期 にわが国 に紹介 され た POS方 式
と考 え方 が一致 していた。 POS方 式 は問題解決 プ ロ
セスを論理的に記述 し,そ のプ ロセ スが科学的,合 理
的に展開されたかどうかを実証す るもので,様 式 と手
順 が具体的 に示 されている。すなわち,基 礎 デー ター

を中心 に,第 10回日本看護学会管理部会集録,1979)
だが,忙 しいので計画で きない とか,看 護上 の問題
点 の上 げ方がわか らないとい うのは,考 えてみ るとお
か しいことである。だが,看 護婦 の多 くは看護計画を
立てて も納得 し自信 を もてないでいるのは事実である。
看護上 の問題点 についての検討 は,34の 報告事例 を
素材 に, 3人 のメンバ ーが 1事 例 につ き3つ づつ看護

の収集 と記述で始 まり,問 題 リス トの作成,初 期計画

上 の問題点 をあげるという調査を行 った。結果 は, 3
人 のメ ンバ ーの取 り上 げた問題 はいろいろで一 致度 は

の作成,問 題解決 に至 る経過記録を様式 にそって作成

低 か った。事例別 に 3人 が とり上 げた 3つ の問題 が一
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致 したのは,34事 例中 1例 のみであ つた。問題 の種別
では日常生活行動領域 に関す る一致度 がやや高 く,次

す るなど して看護上 の問題点 のと らえかたは統一 する
必要がある。看護上 の問題点 は今後更に論議 され る課

いで身体 的苦痛,障 害 に関す る領域 で,療 養生活態度
や療養条件などの領域 に関する問題 の一致度がやや低

題 と考えている。

か った。 (看護計画 の現状 と問題点 一看護計画にみる

討について述 べ たい。学会誌 や看護専門誌 の報告事例

看護問題点 の傾向,第 10回日本看護学会管理分科会,
1979。看護計画 一立案過程 と実践 ・評価,看 護 の科学

を対象 に検討 したところ,看 護 目標 には合併症の予防,
症状や苦痛 の緩和 といった抽象的,一 般的 な ものが多

社,1981)

か った。 また,看 護経過全体 を通 した看護方針 と問題

次 に看護評価 に関連す る解決 目標 の設定 に関す る検

このよ うに着護上の問題点の取 り上 げ方にば らつ き

点毎 の解決 目標 との違 いのはっきりしない ものが少 な

があるということは,看 護上 の問題点 を看護診断 とみ

くなか った。例 えば殆 どの報告で は合併症 の予防を目

なすと,一 人 の患者 に対 して看護婦 によってば らば ら

標 にあげているが,実 際 に合併症 が生 じた事例 で看護

の診断を下す ことを意味す る。看護診断 の根拠 となる
看護知識 が一般化 されていないことを示すことである。

か どう関わ って合併症 が起 こったかを明 らかに してい
るものはきわめて少 なか った。 (看護計画 の検討 一看

この調査 は1978年に実施 したもので,そ れか ら10年以
上経過 しているが,今 ,同 様 の調査 を行 って も一致度

護 目標 は患者 の必要度 と対応 しているか,第 12回日本
看護学会看護総合分科会,1981)

はやはり低 いのではないか と予測す る。 それは調査 メ
ンバ ーの間では,看 護上 の問題点 の定義では概ね一致

抽象的な看護 目標では看護評価 はで きない。解決 目
標 は一 つ一 つの看護問題を看護援助 によって解決す る

しいるものの具体例 に対す る適用ではなお違 いを生 じ

内容 とレベルを示す ことで,実 現可能 な患者 の状況を

るのではないか,取 り上 げた看護上 の問題点 に対す る

具体的 に記述する ことである。看護評価 は解決 目標 に

看護方法 の確実性 について成功例 を経験 しているか ど

対す る到達度 を確認す るものと考える。情報収集 がな

うかなどでば らつきが生 じると考えるか らである。
私たちは看護上 の問題点 は患者 の苦痛や障害 につい

されたか, アセスメ ン トが記述 されているか,計 画が
立案 され記述 されているか,… …などと看護過程 の段

て 「
看護婦が主体的 に看護技術 を適用 して解決す る間

階毎 に記述 の有無をチェックするだけの形式的 な評価

題」 と定義 している。看護上 の問題点 は診療介助的 に

は、評価 のための評価 であって意味がないと考 える。

関わ る患者 の問題 は看護上ち 問題 とは区別 して取 り上
げる ことと考える。 この ことは実際 の看護活動 には医

看護 の視点をもつ記録の提案

する側面 (療養上 の世話)と があるとい う自明 のこと

従来,看 護計画 は看護経過記録 とは別 にカーデ ック
スに記載 し管理 されていた。 このカーデックスは日常

である。

の看護活動 に必要不可欠 な記録 となっていたが,看 護

師の診断治療 に協力する側面 と看護上 の問題点 を解決

しか し, この看護上 の問題点 の定義について,臨 床

過程 の記録 とい う認識 は薄 く,む しろ業務管理的色彩

現場 にはいろいろな見方 があって混乱 して いると思わ

の強 い記録 であ った。 このよ うに看護経過記録 と看護

れる。 たとえば実際 の看護活動 においては注射,与 薬,
処置,モ ニ ター監視 などの診療介助 が相当部分 を占め

計画 の記録 が別 々に記載 され管理 されていたので,一

ているが, この活動 と看護上 の問題点 との関係を どう

合 もあ った。

人 の患者 の看護経過全体 に関す る記録 が残 されない場
そこで経時的記録 の もつ欠点 を修正 して看護活動 の

とらえるかがいろいろである。 また,そ れぞれの看護
チームの看護観,看 護技術水準 もいろいろである。 さ

全体 を反映す るとともに看護上 の問題 の解決 プロセス

らに,看 護援助 による成功Jllの
評価 で も基準があいま

を論理的に説明す る記録の作成が求め られ る。 これに

いで形式的 になされているもの もあり,妥 当性 に疑 問

は看護上の問題解決 プ ロセスに加えて,診 療介助的活

のあるものが少 な くない等 々の問題 がある。
臨床現場で一人一人 の看護婦 の患者 の見方が違 って

動 をいかに記載す るか,症 状 や生活状況等 の観察 をい

は困 るので,看 護 チ ームではカンファレンスで統一す

かに位置づ け して記載するかが問題 となる。 これ まで
カーデ ックスに記載 されていた内容 も考慮 し,
看護

るか,あ るいは受持 ち看護による責任体制を明 らかに

の視点 を もつ記録 "の 作成を提案 したい。 (看護記録
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パ ー トⅡ一視点を もった記録 の提案,看 護 の科学社,

を示す用語 に良好,不 良,著 明,多 量,中 等量,少 量

1989)

頻回 などの用語 が,共 通 の理解を もって使われている

ものが少 な くないが,看 護記録 の用語 と文体 の検討 に

かどうかが問題 であった。看護用語 の検討 は看護表現
を画一化す るものではな く,看 護 に関す る事実 を正確

ついて述 べ たい。前 に述 べ たように慣用句,慣 用文 と

に表現するために行 うもので ある。看護現象 を説明す

いえるような独特 の表現 が看護記録 には多 いので ある

る看護固有 の用語 の検討 が今後 の課題である。

最後 に看護婦 の中 にはうま く書 けないと悩 んでいる

が,主 観的 な患者 の訴えや看護 ケアに対す る患者 の反
応などの表現 には不確実 な ものがある。そ こで 6事 例

終 わ りに

の記録 に用 い られて いる看護用語 の分析 を行 った。用

看護実践 の技術化 に役立つ記録 の作成を目指 して今

語 の種類 は疾病 の症状,治 療 などの医学用語 と生活行
動を説明す る一般的な用語 で 占め られてお り,看 護計

看護上 の問題点及 び看護用語 に関す る課題 について実

画,看 護 目標 などの特殊用語を除 くと看護 の専門性 を

践例 を通 して検討 してゆきたい。

日まで記録 と看護活動の実態を検討 して きた。今後,

示す用語 は殆 どなか った。 また,量 や状態,頻 度 など
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◆ シンポ ジウム I◆

POS一 弦 楽 四 重 奏 モ デ ル の 実 現

滋賀医科大学 内科学第 2 講 座
中
I 看 護 記 録 は,記 録 と して だ け切 り離 す の で
は な く,プ ロセ スの 中 で と らえ る
看護記録 は,当 然 のことなが ら,行 った看護 のプロ
セスを記録 した もので ある。だか らこそ,記 録 が看護
の質 の評価 のための材料 になる。今回の学会 のメイン
テーマが 「
看護 の質 の評価 と看護記録」 と設定 された
のは必然 といえ るだろ う。
このシンポジウムは 「
看護ケアに役立 つ記録」 と名

木

高

夫

しては 2つ の立場 が考え られる。 1つ は 「
看護 のプロ
セスの中で記録を とらえる」 とい うこと, もう 1つ は
さらに大 きく 「医療 のプロセスの中で記録をとらえる」
ということである。
Ⅱ 看 護 の プ ロセ スの 中 で記 録 を と らえ る
では,ま ず 「看護 のプロセスの中で記録をとらえる」

付け られて いるが, この コンテクス ト (文脈)か らは

という点 について考えてみることにす る。
看護 のプ ロセ スとい う 「ナー シングプロセス (看護

看護記録を単に行 った看護 のプ ロセ スを記録 した もの

過程)」 がその代表的 なものである。

ととらえ るだけではな く, さらにその記録 はよ りよい
看護 ケアのための重要 な道具 (ツール)と して機能す
るものであるとす る意志が感 じられ る。
つ まり,看 護記録 は,実 施 した看護 ケアのプロセス

Yuraと Walshに よる看護過程 は,(1)ア セスメ ン
ト,12)計画,G)実 施,(4)評価 の 4段 階で示されている。
最近では, これに 「
看護診断」 のステップを加えて,
セスメ ント,0)看 護診断,13)計画立案,14)実施,
(1)ア

とい う過去を,よ りよい看護 ケアという未来 に受 け継

(励
評価 の 5つ の段階で説明されるようになってきてい

ぐとい う,大 きな流れの中にあるものといえる。
筆者 は滋賀医科大学医学部附属病院のナースたちの

る。

経験を踏 まえ,POSが
なが ると信 じて,POSの

よ りよい看護 ケアヘ の道 につ
普及 に力 を注 いで きた。 そ

こうした 「
看護過程」 は, このままでは枠組みが大
きすぎ,抽 象度 が高 いので, もう少 し実際の看護 に近
づ ける必要がある。現在,筆 者 は病院内のコンピュー

うした中で多 くの病院 のナースに出会 って きたが,そ

タネッ トヮー クシステムを作 る仕事を行っているので,

こで気 づいたことは,そ うした病院では看護記録を単

その作業を とお して看護過程 をさらに細分化 したのが
[ゝ
表 1で ある

に記録 としてだけとらえ,さ きほど述 べたような 「
流
れ」の中の もの としてはとらえ られていないというこ

1.ア セスメン ト
情報の収集 「 情報 の収剰 は看護過程の最初 のステッ

とである。
看護記録 を単 に記録 としてだけとらえ,そ の視点で

プで ある。収集す る情報 は,患 者 さんに関すること

細部をひね くりまわすと,い わゆる 「
記録 のための記
録」や 「ベ ッ ドサイ ドに行かず,机 にすわ って記録ば

な ら何 で もよいとい うものではない。看護 を行 うた
めに収集す るのであるか ら,お のず と一定 の方向性

か りして いる」 といった,方 法 が 目的 にす り替わると

が生 じる。
ナースは患者 さん と面接 して,話 を聞いたり,質

いうことにな りかねない。
こうした落 し穴 に落 ちな いためには,「 看護記録を
記録 としてだけ切 り離す のではな く,プ ロセスの中で
とらえる」 ことが必要 となる。
プ ロセ スの中で看護記録を とらえるとい うことに関

問を した り,観 察を した り,診 察を した りす る。
情報の分析 次 は 「情報 の分析」 で あ る。 ここで は
『
看護』 の専門的知識 が必要 となる。 つ ま り,看 護
学や看護関連 の学問である。
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表 1 細 分化 した看護過程
(1)ア セスメン ト ・ 情報 の収集
・情報 の分析
・情報 の統合
(2看

護 診 断

(9 計

画

・ 目標 の設定
・看護行為 の選択
。看護指示

に)実

施

・ 実行計画 の立案
。実行
・ケア計画の検証
・継続的 な情報収集 と分析
・記録

G)評

看護行為 の選択 そ して,数 ある看護行為の中か ら,
その目標 を達成す るために適 当な ものを選択す る。
これが 「
看護行為 の選択」である。
看護指示 ど の看護行為を行 うかを決定 して も,す ぐ
に実行 に移 せるものではない。 たとえば,清 拭。毎
日す るのか,隔 日にするのか。全身す るのか,半 身
ずつす るのか。行動 レベル とカ レンダーに組 み込ん
で, はじめて実行可能 となるのである。 これが 「
看
護指示」である。
4.実

施

行動予定 の細部 が決定すれば,そ れ らを実行に移す。
実行計画の立案 実 行 は,予 定表か らその日の看護行
動や検査 ・処置を抜 き書 きす ることか ら始 まる。そ
して,患 者 さんの身体の状態や心理状態を配慮 して,

価

それ らを実施す るか否 かを判断する。 さらに, 1人

情報 の統合 情 報を分析す ると,患 者 さんのかかえる
看護学的 な問題が浮 かび上が って くる。 それが 「
情
報 の統合」 である。
2 看 護診断

の看護婦で何人かの患者 さんを受 け持 っていること
が多 いので,い つその患者 さんに実施するのか,ス
ケジュールを考える必要が生 じる。
予定 されている看護行為 や処置を,そ の日受 け持

この健康上 の問題 は看護 の専門的視点 か ら明 らかに

つ ナースが こなせるかどうか も問題である。 自分で

した もので あるので,当 然,看 護 の専門的用語で表現

は不可能 な場合 は応援を求める必要がある。以上が

する ことになる。 それが 「
看護診断」 である。

「
実行計画 の立案」である。

以前 は,看 護 には患者 さんの看護学的状態を表現す
る専門用語がなか ったが,1973年 以来北 アメ リカ看護
診断協会 (North American Nursing Diagnosis

実行 そ して,い よいよ 「
実行」。
ケア計画 の検証 実 施 のときには,た だひたす らその
行為 を していればよいとい うもので はない。最初 は

手 によ って看護診

手順 とお りに看護行為を実施す るが,細 かいところ

断用語 の開発 が手掛 け られ,最 近では看護診断体系 と

で手順 に工夫を加えなければな らないようなことが

もいえ るまで充実 して きている。わが国で も,本 年 6

よ くある。 「ケア計画 の検証」 である。

Association,略 称 NANDA)の

月 に第 1回 の 日本看護診断研究会が開催 されるに到 っ
3.計

継続的な情報収集 と分析 も うひとつ実施 しなが ら気
を配 らなければな らないことが ある。実施 して いる

ている。

看護行為 は,そ れまでに明 らかになった患者 さんの

画

患者 さんの看護学的な健康上の問題,す なわち,看

看護学的問題か ら導 き出された ものであるので,見

護診断が明 らかになると,つ ぎにはそれ らの問題を解
決す るための計画を立案す る。

逃 したり,新 たに付 け加わ った りした問題があるか
もしれない。 そ うした問題を タイム リーに取 り上 げ

目標 の設定 1つ の看護学的な問題 に対 して,ナ ース
はさまざまな看護行為 のメニ ューを持 っている。 メ

ことが必要 となる。 「
継続的な情報収集 と分析」 で

ニューが多様 であるのは,問 題 の程度や目指す解決
の姿 に合わす必要があるか らである。
問題 の程度 については,す でに看護診断 に明 らか
にされているので,計 画 の立案 に際 しては,ま ず,
目指す解決 の姿 を設定す る。 それが 「目標 の設定」
である。

られ るよ うに,一 般的 な情報収集 とその分析を行 う
ある。
記録 実 施後 はそのことを 「
記録」する。 したが って,
記録 には看護過程 のすべてのプ ロセスを記載す るこ
とが必要 である。
たたび情報 の収集 にもどって,
通常 は, こ こか ら3、
このプロセスをクルクルと回転 させ ることになる。
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以上 のプ ロセスは,は じめてその患 者 さんに接 した
場合 のプ ロセスを説明す る場合に適 しているが,毎 日
の安定 した看護 の場面 ではアセスメ ン ト・看護診断 ・
計画 の段階 は比較的簡単 に済まされ る場合が多 く,そ
うした状況では記録 は 「
実施」 の最初 のステ ップであ
る「
実行計画の立案」 に直結す ることになる。
看護業務 の構成要素 の中で 「申 し送 り」 はその日の
実行計画 の立案」 の上で重要なものであるが,
看護 の 「
その意味で記録 は申 し送 りと同等 の もの といえる。記
録 によって申 し送 りを行 い,口 頭 による申 し送 りを廃
止 している施設 が最近増 えて きていることは, この こ
とを証明 しているものと思われ る。
5.評

価

残 ったのが評価で洸)るが,評 価 というのは,現 実 と
図 1.POSの

基準 との比較によって看護 の質を測定す ることである。

構造

基準を看護 目標 とすると,日 標 の達成度を測定す る
ことによって計画 の質 が評価で きる。基準を看護業務
ノ
ているか
基準 とす ると,業 務基準 の レベルの仕事 を し

♯

1.プ ロブレム

S

:こ のプロブレムに関 してナースが着 目 し
たクライア ン トの主観的情報
0 1 :こ のプロブレムに関 してナースが着 目 し

どうかを測定す ることによ って,看 護 の質 が評価 され
る。

クライア ン トの客観的情報
A:(1)上 記 の情報 の解釈 ・分析 ・統合 のプ

評価 は必要なときにタイ ミングを見計たら̀)て行 うも
のである。
ロ 12)看
の中
記録 を考えるとき, 記録 が このよ うな看護過程

セス

にあって こそ,は じめてその存在 の意義があることを

護 目標 (期待 され る結果)

認識す る必要がある。
Ⅲ POSと

P:実 施す る看護行為
図 2.POSの

看護過程

基本形式

POSも 基本 は看護過程 と同 じで, 問題解決過程 で
ある。違 いはただ 1つ 。問題解決過程 ではそのなかで
問題 が明 らかになるが,そ の後 の過程を問題 ごとに働
かせて行 くのが POSで ある2)(図 1)。 問題解決過
程 と看護過程 とは同 じとい って もよ いので, POSと

の点を補 うために,滋 賀医科大学医学部附属病院
で は週 間予定表 の形 のフロー シー トを作成 し,そ こに
そ

あ らか じめ看護行為を展開 しておいて,(つ

まり, こ

れ が看護指示 の具体的な姿であるが)実 施 したことは
の項 目の上に自分 の名前 のハ ンコを押す ことで記録

はプ ロブレム (問題) ごとに看護過程を働 かせ ること そ

であるといいかえることもでき,看 護過程 (L Posは
し ている。 (余談 となるが, このや り方 は現在では コ
3、 もちろん,
̲タ
情報処理 の面か ら見 るとよく似 たものであるといえる。 ン ピュー システムの上で実現 してい る
POSは 前述 した情報処 理の プ ロセ スで あ る とと も ハ

ンコは使わないが)。

に,記 録 の形式 とい う側面 もあ る。POSの プ ロセ ス
はそのままこの基本形式 に沿 って記録す ることがで き Ⅳ
る (図 2)。

医 療 の プ ロセ スの 中 で記 録 を と らえ る
記録 は看護過程 の一部 を構成す るものであったわけ

この基本形式 の弱点 は,選 択 した看護行為を患者 ス だ が,看 護 はまた医療 の一部 を形作 るもので もある。
ケ ジュールの カ レンダーに組み込み,さ らに実施 した し たが̀)て,当 然,記 録 も医療 のプロセスの中で とら
ことを記録す ることである。

える必要 が出て くる。
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1.指 揮者 モデル vs弦 楽四重奏 モデル
ここで問題 になるのは,そ れぞれの保健医療専門職
が, と くに医師 ―看護婦関係 が どう絡 み合 って医療 を
成 り立たせるか という点である。

に適応 し,確 実 な回復過程 を過 ごすときであるので,
ここではナースが リー ダー シ ップを発揮するべ きであ
る。 チェロが第 2主 題を提示するような場面を思 い浮
かべてほ しい。
最後 は 「
社会復帰期」である。 ここでは医師 もナー

医師はよ くオTケ ス トラの指揮者 にたとえ られる。
指揮者 というのは,オ ーケス トラの前 に立 って,棒 を

スもあまりす ることがない。手術倉1も治 り,退 院後 の

ブラブラさせて拍子を とっているだけのようであるが,

指導 も受け,問 題があるとすれば長期 の入院による社

じっと見 ていると専門家 にだけわかるや り方でさまざ
まな ことを伝えてい る。 もちろん, リハ ーサルでは言

会的孤立 ぐらいで あろうか。必要 な ら,MSWの

葉を使 った り,旋 律を歌 うなど して,本 番以上に自分

面 か。

出番

となる。 ビオ ラが独特 の音色で修飾 して くるような場
弦楽四重奏 のそれぞれの奏者 の楽譜 にはそのパ ー ト

の意志を徹底 させている。
このよ うな役割を果たすために,指 揮者 にはどのよ
うな知識 ・技術 ・態度が必要であろうか。

のための音 しか記譜 されていない。 しか しなが ら,そ
れぞれの奏者 の頭 のなかには,他 の奏者 の音楽が入 っ

指揮者 はまず演奏す る楽譜をよ く知 っている。 つ ぎ
に,オ ーケス トラのメンバ ーのことを熟知 している。

ているのである。 つま り,医 師が看護 とは何 か という

そ して,楽 器 の特性や演奏方法 について も, もちろん

る。

よ く知 っている。 これだけの能力があるか らこそ,指
揮者 はオーケス トラに君臨で きるのである。

指揮者 モデルにおけるナースはもう過去 の ものに し
たいと思 う。今後 は弦楽四重奏 モデルにおけるナース

これを保健医療 の世界 に置 き換えると,楽 器 の特性
や演奏方法 は各保健医療専門職 の学問体系や職務にあ
たる。医師が指揮者なみにそうした ことに精通 して い
るか とい うと,答 えはノーである。医学教育や卒後研

ことをわか って医療を行 っているとい うこと同 じであ

である。
記録 もこの弦楽四重奏 モデルに合 った形態を とる必
要 がある。 そこで,ナ ースの行 う業務 を少 し整理 して
み ることに したい。
ナー スの活動 には 2つ の領域がある。 1つ は看護固

修 にはもちろん,そ んな内容 は含 まれていない。また,
臨床経験 が長 くて もただナースの横 に立 ってい るだけ

有 の領域であ り, もう 1つ は医師 と共同する領域であ

では, このよ うな能力が身 につ くものではない。 した

る。 この 2つ の領域 にまたが る活動 を行 うには,そ れ

が って,医 師が指揮者 であると思 いこんでいる医師に

ぞれの領域 のプロブレムを焦点 とする必要があ る。

は,指 揮者 の役割 は果 たせないといえる。結局 は,ま

看護固有 の領域 のプ ロブレムを表現するものが看護

わ りの保健医療専門職 に医学 モデルを押 し付 けて しま

診断であり,医 師 と共 同す る領域 のプロブレムを表現

うことになるので ある。

す るものが共 同問題 Collaborative Problemであ

室内楽をモデルにとってみると, このあたりに変化
が生 じる。 たとえば弦楽四重奏。 ここには指揮者 は存
在 しない。 メンバ ーそれぞれが,ふ さわ しい場面 でふ
さわ しいメ ロデ ィを奏でて いる。
これを医療場面 にあてはめてみると,ま ず緊急手術
のよ うな 「
急性期」 の場合では,医 師 の リーダー シッ
プの もとにナース も放射線技師 も臨床工学士 も,患 者

る。
こうした 2つ の焦点を意識 して行 う看護活動 をカル
ペニー トは 二 重焦点 臨床実践 モデル The Bifocal
4ゝ
Clinical Practice Model"と
呼 んでいる
弦楽四
ー
重奏 モデルをナ スの側か ら見 るとこの二重焦点臨床
実践 モデルになる。
さて,弦 楽四重奏 モデル,あ るいは二重焦点臨床実

さんを助 けるとい う一点 に力を結集す ることになる。
第 1バ イオ リンが主題を奏で,他 のパ ー トが リズムや

践 モデルに合 った記録 とは, どのような ものであろう
か。 それは,保 健医療専門職 の間 のコ ミュニケー シ ョ

和音で支えている場面 である。
次 は 「回復 ・適応期」。術後経過 も順調で,医 師の

ンを,無 理な く自然 に保障す る記録でなければ成 らな

役割 は 1日 1回 程度回診 して,治 療 が効を奏 している
かどうかを確認す る程度である。患者 さんが療養生活

い。
各職種 の固有 の部分 が強 く出て いるの は,看 護過程
でいえばアセスメ ント ・看護診断 ・計画の部分である。
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したが って,そ の部分 は独立性を もたせ,そ れ以降 の

である。 たとえば,看 護 モデルを意識 して情報収集を

経過記録 の部分を共同で使用す ることは可能である。

行 うといった ことや,申 し送 りを意識 して経過記録を

統合診療記録 lntegrated Medical Recordsは 保

記載す るといったこと,ま た研究 のデザイ ンを意識 し

健医療 にかかわる多 くの職種 の人たちが毎 日の経過記

て観察 を精密 に行 うといったことである。
最後 に, ス トックした情報をフローさせるには,目

録 を共有す る診療記録の ことである。 この方法をとる
ことによって,職 種間 の コ ミュニケー シ ョンを確保す

指す情報を早 く見つ け出す工夫 が必要 となる。 ただ時

るための正式 なシステムを構築する ことがで きる5t

系列 に貯蓄 して行 くだけでは机 の上 に積み上げた書類

POSは L L Weedが 考案 した当初か ら,職 種別 の
記録ではな しに,統 合診療記録 を想定 している。
"の
2 医 療情報 の フ ロー "と ス トック
原則
医療 のプ ロセスの中で記録をとらえるとき,情 報 が
医療 の場 でどのように取 り扱われているかを意識 して
お く必要 がある。 つ まり,医 療情報 の 「ス トック」 と
「フロー」 の原則である。
まず,記 録 は情報 をス トックする性質 がある。毎 日
の看護活動 を記録 してお くと膨大 な情報 が蓄積 される。

と同 じで,欲 しいときに見つか らないとい う結果 にな
る。POSで のプ ロブレムあるい は看護診 断名 は, ス
トックした情報 を検索するためのファイル名 といった
働 きをす る。
POSは 以上 のよ うな情報 のス トックとフ ローの原
則 を も満足 しているのである。
V パ

ー ツ化 に よ る記 録 と実 態 の 一 致

つ ぎに,記 録 にはなにもか もすべて叙述的に記載 し

これは,単 に看護 にかかわる情報 だけをさ しているの
ではない。 コンピュー タの仕事を してきてわか ってき

なければな らな いか とい う点について考えてみること

たことであるが,誰 が取 り扱 った情報 であるか という

というの も, いちいちオーダーメイ ドで看護 を考え

にす る。

ことで,そ れ以後 の情報 の取 り扱 い方を変える必要 は

ることは非能率 だか らである。医学 の場合,治 療法 は

ない。 どの職種 か らの情報 も区別す ることな く,一 元

診断を精密 に行 うと自ずか ら決定 される。看護で も同

的 に,平 等 に取 り扱 って行 く。 つ まり,弦 楽四重奏 モ

じではないであろうか。

デルはこういうところか らも来て いるので ある。

看護診断 ごとに看護 目標 ・看護行為 ・達成期 日など
を,い わゆる 「
看護手順」 としてメニ ュー化 してお く
ことが可能 なはずである6)。

さて,記 録 の別 の性質 として,情 報を引 き出 し,明
日の活動 に利用す るとい うことがある。 つ ま り,言己録
は情報 の フローの原点 ともなるものである。 このこと

手順 は最大公約数的な もので あるので,そ の患者 さ

については,看 護過程を詳細 に吟味 したときにも明 ら

んに合 うと思われるものをまず選択 して計画立案 し,

かにな っていた。

実施す るなかで検証 した結果,細 部 の修正 を加えて記

つ ぎに,情 報 のス トックの形態 について考えてみる
ことにす る。看護 に関す る情報 はチ ャー トやカーデ ッ

録す るとよい。看護診断が細密化す るに したが って,
たとえば松竹梅 とい うようにメニ ューの選択 がで きる

クス,温 度板 などに分散 して いる場合が多 い。情報 を

ように整備 しておけば, この患者 さんには 「
松 の コー

分散 させて ス トックす ることは,情 報 の管理を複雑 に
し,質 の低下 の原因 となる。診療記録 を単一 のデー タ

ス」 というような記録 だけで済むのである。
こ うした ことは看護 のパ ーツ化 と呼べ る。 パ ーツ化

ベースとし,そ こか ら情報を フローさせ ることで,看

す ることによって,記 録 はさらに実態に近づ くと思 う。

護活動 には支障を来 たさないはずである。
つ ぎに,英 語 の ことわ ざにGarbage in,garbage
outと い う言葉がある。屑をい くら貯 めて も,そ こか

Ⅵ POSが

看 護 に与 え た影 響

さて,POSが

看護過程 と決定 的 に異 な る点 は, や

らは屑 しか生 まれないということである。情報 を貯め

はり後で追加 された 「プロブレムごとに」 とい うこと

て後 で使 おうと無 目的にただ蓄積 して も,そ の情報 か

である。

らはたい した ものが引 き出せないばか りか,い たず ら

「プロブレムごとに」 ということについて,最 初 は

に情報量 が増加 して,か えって判断を間違 うことにつ

「プロブレム ごとに SOAPで 書 く」 という形式面 が先

なが ることになる。 目的を意識 した記録 の作成 が重要

行す るが,形 式 のよ うなものはす ぐに定着す る。形式
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のつ ぎには本質が問題 となる。
つ まり,POSは

か くの計画 も 『
絵 に描 いた餅』 にな ってい るので あ
る7、 計画 は絶対 にそのとお りに実施するべ き もので

プロブレムが主 導 す る システ ムだ

とい うことである。誤 ったプ ロブレムは看護を とんで
もない方向 に導 く。 そこで,ナ ースに突 きつ け られた

段階 で計画 を修正す るようにな っているのが看護過程

問題 は,患 者 さんの看護 プ ロブ レムを正 しく導 き出し,

である。

ある。 それでは不都合 が生 じるとい うのな ら,つ ぎの

それを正確 に表現す るとい うことである。
POSを 看護 に導入 した初期には, ナ ー スたちは看

そ う考えてみると,毎 日の記録 に四苦八苦 して悩む
のはナ ンセ ンスで,大 切なのはその患者 さんに適 した

護 プロブレムとして医学診断を使用 してきたが, これ
はあ くまでメタファー (隠喩)で ある。医学診断 の用

看護計画 を立案す ることと,そ の計画をそのとお りに

語を用 いなが ら,実 は頭の中でボ ンヤ リ浮 かんでいる

システムを併用す ることなどは,実 施を計画 とは異 な

看護 プロブレムに読みかえていたのである。 そこで,
メタファーではな く,看 護 プロブレムを直裁 に表現す

るものにす る原因の 1つ なのである。

実施す ることにな る。申 し送 りとい うような別 の情報

やはり,プ ロセスか らの発想が必要である。

る用語 が必要 になって くる。
また,弦 楽四重奏 モデル もナースに要求を突 き付 け 文
ている。弦楽四重奏では各楽器 の奏者 の能力 が均等 に

献

1.中

高 くない と,よ い演奏 にはな らない。弦楽四重奏 モデ

看

ルの医療 で も同 じである。 したが って,弦 楽四重奏 モ

ラ

デルにおける医師は,医 師が 自分 の専門分野で有す る 2.中
のと同程度 の能力を,ナ ースに も専門 とす る看護 の分 3.櫻
野 で持 ってほ しいと考えるようになる。

て

ところが,現 状ではまだまだ満足 の行 くものではな

木高夫 :構造的看護過程論(5ヽ問題解決過程 も
護過程 もPOSも みんな同 じものです, ナ ー スプ
スワン, 1(幼 :82‑85,1991.
木高夫 :POSを ナースに,医 学書院,1989.
井律子他 :看護のための情報 システムをめざ し
,第 52回医療情報 システム研究会資料集 p.57‑

62, 1988.

い。 その最たるものが看護 プ ロブレムである。現状 は,

4. L 」 Carpenito(ed):Nursing Care Plans

患者 さんが看護学的に正 しく把握 されているとは, と
て も理解で きるものではない。

and Documentation, Lippincott, 1990.
5.レ ベ ッカ 。C・ クー ン (中木高夫訳):看 護婦 と

Ⅶ な ぜ ,記 録 は看 護 ケ ア に役 立 た な いの か

6.S P Ulrich他

医師 の連携,看 護学雑誌,54:566‑569,1990.
さて,こ のシンポ ジウムは 「看護 ケアに役立 つ記
録」 と題 されて い るということは,記 録 は看護 ケアに
役立 っていないということにつながる。
なぜ,役 立 たないのか。 それはス トックした情報 を
フローさせて利用 していないか らである。 つ まり,看

:Nursing Care Planning

Guide,Saunders,1986.(「 最新看護計画 ガイ ド」
として 『エキスパ ー トナース』 の1989年1月 号 より
連載,現 在連載終了)
7.中 木高夫 :看護計画 は絵 に描 いた餅 !? そ の傾 向
と対策,エ キスパ ー トナース, 314):16‑20,1987

護計画 は立案す るけれど,毎 日の看護はア ドリ九 せっ
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◆ シンポジウム I◆

研 究 資 料 と して の 日 常 看 護 記 録

東京医科 歯科大学
川 村
1。 日常 の 看 護 記 録 と 研 究
研究 の方法 を資料 の収集 と関係づ けて分類す ると,
将来 に向か って資料を収集 し,分 析 を行 う方法つ まり,
「
PROSPECTIVE METHOD」

佐 和子

つ女性 9人 (24‑41歳 )に 将来集団活動 がで きるこ
とを 目的 とし,次 の活動 を行 った。
第 1期 (開始か ら1年 1カ月)は 入所者全員を一つマ ッ

に分

ト上で場所を共有 しなが ら,職 員が入所者 に 1対 1
でケア し,入 所者一人一人が遊 びに集中す るように

前者 の方法 では資料を収集す る方法を吟味 し, 自由

第 2期 (1年 2カ 月か ら1年 4カ 月)は 職員が入所者

と過去の資料 を収集

し,分 析 す る 「
PERSPECTIVE METHOD」
けることがで きる。

支援 した。

に資料内容 の設計を行 うことができる。 しか し,後 者

か ら距離 をお くが,同 じ遊 びを共有 した。 また,入

ではすでに作 られた記録を探 しだ し,資 料 としなけれ
ばな らない。 このよ うな資料 として注 目され る一 つが

所者 が相互交流 を 自然 にはか る遊びを取 り入れた。

「日常看護記録」 である。

複数 の職員 が これをゆす り,楽 しみなが ら分離訓練

PERSPECTIVE METHOD」
「

で, 日常看護記

録を研究資料 として使用 した例 を紹介 し,研 究資料 と
しての 「日常看護記録」 のあ り方 について論 じること
にす る。

実際 には舟 の形 を した大型の用具に入所者 をのせ,
をす るとい う方法であ った。
第 3期 (1年 5カ 月か ら3年 1カ 月 :研究時点)は 入
所者を一人 づつマ ットの中心部 に連れだ し,大 型 の
ボール (バラ ンスボール)に のせ,全 員が歌を歌い,
ボール上 の入所者を励 ます とい う方法 であった。 こ
の合唱は他 の入所者がまりの脇で手拍子指揮をとっ

2.研 究体 験
次 の研究要約 は重症心身障害児 (者)施 設で行われ,
著者 がその指導を行 った ものである。

た。全員が集中 し,一 時 を楽 しめるようになった。
終了後 は一人一人 の感想を言 い合 い,反 省会をする。
ここで職員 は入所者 が集団活動 に参加 で きるように

重症心身障害 に対す る集団活動の検討
東京都府中療育 センター 小 林 い くほ,他

な ったと評価 した。 (図 1, 2, 3)

研究 目的 :
知的 レベルが低 く,一 般的な集団活動 に参加で きな
い入所者 に集団活動参加 の能力を育成す ることは大切
である。 しか し,そ の方法 は未開発 である。当病棟 で
3年 間行 った集団活動育成 のための 「たんぽぽグルー
プ」活動 の成果 を分析,検 討 し,集 団活動参加 の能力
の育成方法 に関 し,研 究す る。
研究方法 :
A:「 たんぽぽグループ」活動 は脳性 まひなどで発達
月齢が移動運動で15カ月未満,言 語理解 で28カ月未
満,他 の項 目が24カ月未満 という重度心身障害を も
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はな く,実 践 しなが ら,実 践結果を分析,検 討 して進
めて きたのだが,重 症心身障害で集団活動が不可能 と
予想 されている人 々に,そ の可能性を実証 した。
重症
(東京都神経科学総合研究所 プロジェク ト研究 「
心身障害 の医学的,社 会学的研究」第 1年 度報告書,
p.78‑87,1990年.)

図 2

○●

り
ヽ〃

〇●

ｏ
Ψ
︶
珀
∩

%

00
図 4

バ ラ ンスボール活動 の実際
( 入所者 と職員の配置)
「開始時」

図3
B:資 料 は日時,参 加者,実 施内容,参 加者 の様子 に
関するB5版 型 の簡単 な日誌 (日常看護記録 の一部
としての記録用紙)が 付 け られていたので, これを
中心 に, 日常看護記録全体 とともに活用 した。
結果 :
入所者 に下記 の変化を見た。
1.自 傷 など異常行動 の変化 は表 1の 通 りに消失 した。
2.全 員 で場所 を共有で きるようになった。(同じマ ッ
ト上にい られる)(図 4, 5)
3.同 じ遊びをで きるようにな り,感 想 も順に表現で

図 5 バ ラ ンスボール活動 の実際

きるよ うにな った。(相互交流 の実現)(表 2)

(入所者 と職員 の配置)

以上 の結果か ら, こ の集団は職員 の支援 を受 けなが

「1年 7月 経過時」

らではあるが,集 団活動を実現 したと評価 した。
この活動 は見通 しをもった計画を有 していたわけで
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表 1問

問 題 点

小麦粉粘土

人数

最 終

ロー リングカー

回

最

終 回

バ

ラ

1回目

ン

ス

ボ

ー

ル

50回 目

0
ときに1名あり

傷

2

2

0

物への固執

5

4

1

人見知 り拒否

2

1

1

0

喘

泣

2

2

2

0

奮

2

1

0

0

宝口

25回 目

皿︵

自

当初

題 行 動 の 変 化

2

0

0

0

6

6

6
興味あ り 3

5

0

3

3

3

3

0
時 にはなれて し
まうこともあり
興味を長時間 も
たせるために最
後に乗 るような
工夫を している

他

恐 怖

心

脱

走

表 2 バ ラ ンスボール活動状況 の経時的比較
開

入所者 対

1

職 員

始

対

入 所 者 側

誘導,介 助 されて くる。

た の し み 方

職員 に誘導 されて 雰囲気を楽 しむ。

活

一緒 に行動
動 き促 し, 手 足を動か してあげる

職

集

中

力

危

険

防 止

1 対

1

集 合 の 仕 方

動

1年 7ケ 月 後

時

05

ニコニコ していきたがる。
自分 か らボール に手 を出 して遊 びた
が る。

時 々 動 き促す

たえず身体 に触れて声をかけてその
戸か け
場 にいるように し向ける

員

lR」

た の しみ 方

1人 1人 体 に触れて 自傷,他 傷行
動を防 ぐ
危険防止を優先 しなが ら, 楽 しい雰
囲気をつ くる

全体 的 に目 くば りと声 か け

一緒 になって楽 しむ
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常 看 護 記 録 を 資 料 と した 研 究 を 行 つて
(1)記 録用紙があ ったこと

されて もいなか ったので あろう。

1)資 料収集 の効率化 :記録用紙が きめ られていた

る記載 を統一 する上で望 ま しいことである。

3.日

記載項 目を決 めて置 くことは,複 数 の職員 によ

ため, この活動 の記録を収集す るにあたって,す

今回 の研究対象 となった 「たんぽ1到 活動 は時々

ぐ必要 な資料をとりだせ,効 率的であった。

に検討 されて活動内容を向上 させていたわけだが,

2)記 録 の継続性 :特 に記録用紙があ ったために,

このよ うな変化を もつ経過で は変化 によって,記

記録が継続 されていた。

載項 目を変化 させ る場合 がある。 1期 の観察項 目

3)記 載内容 の評価 :小型用紙 であって も, 日時 と

と2期 の観察項 目が異 なってよい場合もあろうが,

実施 の確認など,資 料 としての最少要件を正確に

支障が生 じる場合 もあろう。資料 と しては,基 本

判断で きた。

的 な記載項 目は同 じように継続す ることが望 ま し

記載内容 がまちまちであ った り,少 量であ った

い

。

りしたものの,記 録が継続されているため, トピッ

3)記 載方法 :今回の研究では記録か ら個 々の入所

クスや課題 はきちん と記載 されてお り,研 究資料

者 の参加状態や行動を読みと ったのだが,「 ○ さ

として重要 な内容を有 して いた。

んは楽 しそ うだ った」 というような記載 が多 か っ

4)仕 事 の継続性 :職員の異動期 には,そ れぞれの
な職員 の異動 などで,不 安定 にな りが
らヽ
行事 は熱′

た。 このことは 「
今 日の担当職員が○ さんの好 き

ちである。記録 は新旧職員間の間に取 り交わされ,

入所者○○ さんか ら声をかけ られて,楽 しそ うに

仕事 の引継 に役 だ っていた。研究 としてみれば,

な った」 のか 「楽 しさがわか ってきた」 のか判断

研究 の継続性を保 ったとい うことが出来 る。

に困 った。

な職員 だ ったので,楽 しそうだ った」 とも 「
他の

9)研 究資料 としての的確性
日常記録 は研究を目的 としたものではないか ら,
研究資料 としての吟味が必要である。
1)継 続 した記録 :日常業務記録 はどの職場で も必

また,研 究中の討論で,場 所を共有す ることは
集団活動 として重要 な要素 だ と考えたが,入 所者
が マ ッ ト上 にいたかどうかの記llAは
極めて少なかっ
た。

ず記載 されている。継続 された記録 は研究 にとっ
て大切 な資料である。

なお, 自傷行為 を完全 に断 ち切れない入所者 が
いるのだが,近 年は自傷行為の時間が短時間になっ

2)記 載項 目 :こ の活動 は見通 しを もった計画を有

たと長年 の職員が発言 した。 しか し, 1回 の行事

していたわけではな く,実 践 しなが ら,実 践結果

時間中 どの くらいの時間,自 傷的行為を続 けて い

を分析,検 討 して進めてきたために, どのよ うな

たのかは記載 がなか った。

記録をお こなってお くか,詳 細 な記載項 目がなかっ

記載 は客観的に記 しておきたい。

た。毎回,異 なる視点 での記録 になっているとさ

記載内容を客観化す る場合 には,そ れぞれ の程

え読めた。

度 の評価を行 う必要性 も生 じるであろう。必要 で

しか し,今 回 の研究 で は記 載 内容 が まちまち
(多角的)で あったために,研 究資料 と して は,
分類 したどの時期 にも検討 した対象事項 の内容 が
記載 されていた。 もし,記 載項 目を統一化 してい
たな らば,得 られない情報 もあったと推測された。
今回 の研究では,記 載項 目を統一化 しないため

あれば, これ も定 めて,記 載者 に周知 してお く必
要 がある。
4.研

究 資 料 と して の記 録

以上 の検討か ら,研 究 のための資料 と して, 日常記
録に期待す ることを次 にまとめてみる。

に,多 角的 な記録内容を得 られ,良 か ったが,同

1)事 象 が客観的に把握 されていること

じ項 目について毎回の観察記録 が必要 である場合

2)事 象 の把握 は適切 な方法で,論 理的に行われて

にはこれで は資料 としての価値 が低 くなるであろ
う。今回の研究 において も,記 録者 が意識 しない
課題 は全 く記載 されていなか ったも おそ らく観察

い ること
3)異 常が ない場合 にも調べ た ことは記載 を残す こ
と
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4)生 起 した事象 とその原因や結果 を示す事象 との
関係 が明白になるよ うな記載であること
5)看 護 ケアも客観的な記載 であること

視
な

研 究 には日常活動 に漫然 と参加 しているだけではない
点,離 れている時期 があったればこそ,気 づ くよう
,覚 めた視点 も大切である。

A)誰 が

課題 である重症心身障害は人 々の可能性を少 しづつ

B)何 時

少 しづつの努力 を蓄積 させて,や っと効果 を示す よう

C)ど んな 目的で

な地味 な仕事である。 そこには,何 時, どのよ うな可

D)何 を

能性 の実現が予測 されるなどと仮定 もできない困難 な

E ) ど のように行 ったか

研究 の領域がある。 しか し,看 護は困難をさけす 日々

F ) 結 果 はどのようであったか

業務 し続 けるわけであるか ら, このような領域で こそ,
日々の業務 の記録 が重要 な資料 であると言える。 日々

6 ) 継 続的であること

の業務 を広い視野 で見据 えることも何気 な く書 き記す
5 。 実 践 を よ りよ くす る 研 究

記録 の意義を見直す ことにもなろう。

今回紹介 した研究課題 は,「たんぽぽ グル ー プ」 を
担当 していた一人 の職員がある時期,担 当を はずれた

と考え る際には,従 来 の記録をまず,資 料 として有効

日常記録を研究資料 として役立 つ ように してみたい

のち,再 び担当に戻 り, この活動 に参加 し,「 以前 と

活用 してみること,つ まり 「まず,実 践から」である。

違 っている」 と感 じたところか ら意識化 された もので

その上で,研 究 の 目的ではな く作成 される日常 の記録

ある。継続 して担当 していた職員 は 「3年 もや ってい

を研究 のために も活用す る知恵が向上す ると考 え られ

るんだか ら少 しは成果があ って当 た り前」 とい う先入

る。

観 があった こと,少 しづつの変化 は気づ きに くいこと
などで研究課題 と しての意識 が薄か ったと考えられる。

記録 は有効 に活用 されるためにある。仕事 を発展 さ
せ る,充 実 させる観点 にたって行 うことが大切である。
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ADLは 軽現 はされないまでも相対的にあま り高 い価
値を与えていない風潮 がた しかにあるようです。
この ことは,ADLが

と

あまりに も身近な もので あ る

とい う原因 も考え られますが,臓 器主体 の医学 へ の伝
統的 な価値 づ けが主 たる根拠 とみ られます。
ADL,と

つ

い うよ りもそれを含む日常生活行為 は,

よ

く知 られて いるよ うに 「できる (はずの)ADL」
は,訓 練室 で,つ ま りは動作的 には可能であること

を 示 してお ります。一方 「して いる ADL」 とは, 現
実 には (入院中であれば)病 棟で,あ るいは家庭 で,
まり生活場面での実態を示 してお ります。
くり返 しになりますが,私 たちの患者 は生活 の回復

人間の生活 の基本 であると同時 に,人 間の生活をつ く

を望んでお り,そ れは日常 の生活行為 の遂行 とその積

りあげるもので あることは疑 いあ りません。

み重ねにほかな りません。

人 の生活 とは 「
生活行為」 の集積 した ものであ り,

とい うことは,そ の中核 となる ADLに せよ,家 事

個 々の行為 のあ り方 が生活 の個別性をつ くり出 してお

や職業行為 あるいは学習 にせよ 「
実行す る」 ことでな

ります。

ければまった く意味 はないといえま しょう。 「して い

また ADLは

,社 会的な場 に存在す る個人にとって,

る ADL」 こそが意味をもつ ことにな ります。

社会集団 (たとえば家族)と の共同生活 の維持 に大 き

ここで私 たちは,「 してい る ADL」 あ るいは一般

な影響 を与えて いる点を見逃すわけにはい きません。

に人間 の行為 が, どのよ うな要素か ら成 り立つかを分

このことは,高 齢患者が自宅 への退院不能 となる主

析 していかねばな りません。その構造 がはっきりして
いれば,看 護的 アプローチ も自然 に生 まれて くると同

要 な要因 として,「 ADLの

自立」が関与 して い るこ

とで明 らかだ と思 います。

時 に,動 作 としての ADL(で

きるはず の ADL)と

の関係 も明 らか となってきます。
4.ADLの

図 はその構造を描 いた ものです。

構 造 と病 棟

まず は じめに,病 棟 は ADLに

とって真 の 「
場」 で

あることを強調 しておきたいと思 います。
看護 と並んで ADLに アプローチす る リハ ビ リテー
ション科 では,主 として訓練室で ADLの

ための動作

訓練が行われます。
これは しか しあ くまで も動作訓練 の域 を出ないこと
は,訓 練室 はその場 としての性格か ら, 日常 の生活行
為 が (原則的 には)生 じないところだか らです。患者
は言1練室で食事 をとるわけではあ りません。実際 に排
泄す ることもほとんどな く,ね まきか らの着替 え も,
物理的

入浴 もす るわけではあ りません。 これ らはすべて生活

[

の場 である病棟 において行われ るものであ ります。

人 的

こうした事実 は,病 棟 での ADLの 重要 さを物語 っ

図 ADLの 構 造

てお り,同 時に生活 の場 という共通 した性格か ら,退
と自然 な発想 の流れをつ くり出す こと

人間 の動作,あ るいは所作 とよばれるものは,多 か

にな ります。 そ して訓練室 での ADLは ,病 棟 におけ

れ少 なかれ体 の動 きを伴な うので,患 者 の身体的状況

関係 づ けて こそはじめてその意義 と効

がひとつの要素 となることは疑 いのないところです。

院後 の ADLへ
る真 の ADLに

力を発揮 で きることも間違 いあ りません。

身体状況 には,身 体 (四肢)の 機能 のほか,心 肺や内
と

臓諸器官 の機能,あ るいは認知や言語 といった機能 も

「している ADL」 があ りま した。 私 の所属 して い る
リハ ビリテー ションの世界では,当 初か ら現在 まで こ

含 まれてきます。要す るに患者の物理的な動作 に関与
するすべての身体的基盤が ここに含まれます。 リハ ビ

れをめ ぐる論議が行われ, ここ 1〜 2年 再 び ADL研

リテ ー ション科 の PTや OTが これ らと密接 に関わ っ

究が盛んになってお ります。

てお り,「 で きるはずの ADL」 とは,主 として この

ADLに

は古 くか ら 「で きる (はず の)ADL」
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要素か ら見ていることは理解 で きると思 います。

に,積 極的な働 きかけが行われなければ患者 は病 院 の

しか し,人 は身体的状況が可能であれば行為す るか

もつ歴史的 な 「
文化」 の中でひたす ら安静 に終始す る

というと,そ んな ことはないことは私 たち自身 を振 り

ことを示 してお ります。私 たちがつねに念頭 において

返 るだけで明かとな ります。日心理状況」 が ど うで あ

おかねばな らないことは,私 たちの存在 その もの, そ

るかが,人 の行為を具現化す る2つ 目の要素 とな りま

れは多かれ少なかれある種の態度を伴 っている もので

す。

すが,そ れが患者 にとっては 「
人的環境」を形成 し,

行為,ADLの

実行 と D心理」 との関係では,私 た

その中でいろいろな心理状態 が生 まれて くるという事

ちはよ く 「
意欲」 ということばを口に します。意欲 は

実 です。 い うまで もな くADLと

その奥 にある複雑 な心 的 メカニズムの集約 されたもの
として,行 動 を促す心的 エネルギー とで もいえましょ

それを実行 に移す心理状況をつ くり出すような接 し方

う。

物理的環境 もまた軽視す ることはで きません。 AD
Lを 行 いやす いよ うなベ ッ ドの高 さや,器 具 の配置や

患者 の心理状況をつ くり出す ものとして,障 害や病
気あるいは老 いや死 といった ものへの 「
受刺 の仕方,

い う行為 については,

がなされ る必要 があ ります。

設備 などに注意がは らわれる必要があ ります。 これ ら

また,周 囲 の人 の態度 の中に映 し出される自分 自身 の

は動作上 の使 いやす さや便利 さばか りでな く,す でに

価値意識,さ らに直接的 には病院のスタッフの もつ,
間接的 には病 院 の 占める文化的位置づ けか らくるもの

述 べたように心理 にも強 く影響を していきます。
一般 に操作 の しに くい物 に囲まれていると,環 境全

などがあるようです。 この最後 の もの は, 日本 の病院

体 があたか も敵対 しているかのよ うに感 じられ るか ら

が伝統的 に 「
安静 をとるところ」病人 は 「ただ寝 てい
るところ」 との一般的な認識 と深 い関係を もってお り

です。

ます。 日本人 の もつ歴史的な疾病観といってよいで しょ

5.人

う。 これに対 して 「
訓練室」 は文字 どお り 「
訓練」を
行 う特殊 な空間であ って,患 者 はは じめか らそのよ う

単 なる ADL」 ととらえがちですが, そ
私 たちは 「
べ
の構造 はす ての人 間の行為 に通ず るもので,従 って

に振舞 い,そ の後 は本来 の病人 として病棟 では終 日仰

それへの洞察 は,疾 病か ら生活者 としての患者 への接

臥するとい う行動をとります。

近を意味することにな ることはお分か り頂けたと思 い

さて,人 間 の心理 と密接 にかかわるものに 「
環境」
一
があ ります。 般 に環境 とよばれるもの,自 分以外 の

ます。

他 の人 びとや物の配置 されてい る空間は,た だ物理的

「
精神」「
社会」 という人間の存在様式 その もので,結
局 は人をそのような ものとして トー タルに見 てい くこ

である以上 に心理 的な ものです。 空間 は心理空間 で
"と
は社会心理学 の レヴ ィ ンのことばですが, こ
ある
の ことは私 たち 自身 が,場 所 によって心理 (気分)が
変わることをみればはっきりしています。
病院 の壁の色,置 かれている物品,消 毒薬 の臭 いな

間 学 的 看 護 の原 点

ADLの 構造 を別のことばで表現 すれば,「 身体」

とに他 な りません。
さらにいえば, こうした人間把握 こそが人 の生活 を
正面 に据え,QOL(生

活 の質)へ と私 たちの活動 を

導 いてい くものと考えます。

どが病院 の雰囲気をか もし出 し,人 を病人の気分にさ

この総会 の基調講演で宮崎会長が述 べ られた,「 も

せ ます。白衣 を着た医師や看護婦 も同 じ気分をつ くり

のの見方,考 え方」 の原点 を探 り,そ こか ら看護実践

出 します。

を構築す ることが何 よりも大切かと思います。 またす

環境 が人の心理 に反映す るという事実 は, とりわけ

でに述べ た ADLの 観点 は,従 来 の医学 にはなかった

「
人的環境」 のあ り方に負 うと ころが大 きい と いえ ま

独 自性 を生む ものと して,看 護 の主体性 と患者 さんた

す。 この ことは患者 に対 して, スタッフがどのよ うに

ちの生活 とを結 びつ けるものと考 えます。

接 してい くか といった問題 の重要性を示唆す ると同時
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