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協力講座
真田弘美   （老年看護学 / 創傷看護学分野　教授　兼任　2017/4 ～現在）

ライフサポート技術開発学（モルテン）寄附講座

　地域包括ケアシステムをより推進させていくためには、多様な慢性疾患を抱えながら
も地域で高齢者が幸福に、自立して生活できる環境を整備することが重要である。特に
日々のバイタルサイン測定を含めた体調管理や、高齢者の生活の質を脅かす症候・症状
の予防、治癒促進は在宅での生活を継続するために必須のケアである。すなわち、日々
の体調モニタリング、創傷の予防・管理、快適な排泄への支援が在宅医療では重要となる。
ロボティクスナーシング分野はこのようなニーズに対応するため、工学、理学、情報学
などの自然科学を基盤として、生活に起因する症候・症状の実態・メカニズムの解明に
基づく介入が可能な看護学的アプローチの開発から、ロボット技術を活用し、広く生活
支援を行う方法論を創生することを目的に開設された。
　人間の日常生活行動に起因する様々な症候・症状の予測・予防するため、その原因の
解明をベースとすることを志向した先端的なモニタリング・予防ケアシステムを開発す
る研究を推進してきた。3D ラピッドプロトタイピング・設計開発・加工製作・テスト
を通じた臨床適応可能なモノづくりや、ビッグデータ解析、人工知能（Artificial 
Intelligence: AI）、拡張現実（Augumented Reality: AR）などのデータサイエンスの技
術を活用したシステムづくりを実践してきた。特に現代に求められているのは、どこに
いても質の高いケアを受けられる環境の整備であり、リモートナーシングを推進するこ
とが重点課題となっている。「情報技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方
向に変化させること」、すなわち、デジタルトランスフォーメーションを看護の場にも
たらし、より質の高い在宅医療・看護を推進することを目指して研究を推進している。
　これまでにロボティクス看護学は次項で示す Care Innnovation を創生し、20 件の英
語原著論文、5 件の受賞、5 件の研究助成を達成してきた。特に厚生労働省老人保健事
業推進費等補助金老人保健健康増進等事業を得て、先進的なロボティクス技術を実臨床
へ適応する事業を展開してきた。

何を目標として何を達成したか

　ロボティクスナーシング分野における Care Innovation として、1．創部の AI 解析に
よる自動分類システムの開発、2．テレコンサルテーションシステムによる遠隔医療シス
テムの推進、3．電子カルテデータやナースコールログ等のビッグデータの機械学習分析
による患者アウトカムの予測、4．コミュニケーションロボットを通じた日常生活環境に
おける簡易モニタリング・生活パターンやその変化の推定アルゴリズムの作成、5．ベッ
ドでの生体情報モニタリング・推定システムおよび褥瘡予防を目的としたロボティック
マットレス開発などが挙げられ、臨床に根差した開発研究に取り組んできた。
　これらの Care Innovationを図に集約すると図 1 のようになる。スマートヘルスケアホー
ムでは、非侵襲・無拘束セ
ンシングやバイオセンサに
より得られたデータを基に、
必要となるケアが A I によ
りリコメンドされ、訪問看
護師によって必要なケアが
提供される。高齢者はこの
ようなシステムを活用する
ことで、最期まで自立・自
律した幸福な人生を全うす
ることが未来の社会像である。我々のロボティクス技術を結集することでこのスマート
ヘルスケアホーム構想が実現に近づくと考えている。
　1．AI を用いた創部の自動分類システムの開発では、高齢者で多く発生するスキン―
テアを対象に研究を実施した。スキン―テアとは皮膚裂傷ともいわれ、加齢や光老化、
基礎疾患およびその治療等によって極度に脆弱になった皮膚に弱い外力が加わることに
よって、皮膚表層がめくれる病態であり、極めて強い疼痛を伴う創傷である。適切な治
療のためにはその重症度を適切にアセスメントする必要があるが、十分な経験がないと
難しい。そこで画像解析に AI を導入し、自動的に重症度を分類する手法を考案した。
デジタルカメラ画像から得られる創部の範囲や形、色調を基に、スキン―テアの国際分
類である STAR Classification を高い精度で推定することに成功した 1)。
　2．重傷褥瘡に対するテレコンサルテーションシステムでは、訪問看護師が褥瘡ケア
を行う際に、皮膚・排泄ケア認定看護師が新たに開発した専用アプリを用いたビデオ通
話でケアの助言（遠隔コンサルテーション）を行い、褥瘡治癒促進効果を示した。さらに、
コンサルテーションにおいてエキスパートの手技を伝達できるようにするため、AR 技術
を用いて遠隔でエキスパート技術の描写を行えるシステムを開発し実装した 2)。
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図2

GNRC の Mission にどうつながったか

今後、未来にどうつなげていきたいか

　3．ビッグデータ解析では、全国の DPC 病院のデータベースを解析することによる褥
瘡の社会的インパクトの推定と、病院内の褥瘡発生予測を自動的に予測するシステムの
構築のための東京大学医学部附属病院企画情報運営部との共同研究を実施した。DPC
データベースの解析では、入院中に褥瘡発生することによって、自宅への退院が阻害さ
れるリスクが高いことを報告した 3)。また、褥瘡発生予測研究では、看護師が入院初日
に収集可能な日常臨床で入力するデータを用い、教師有り機械学習により入院中の褥瘡
発生を精度良くできることを報告した 4)。さらに、最も予測精度の高い分類器である
eXtreme Gradient Boosting を用いて算出した Feature importance を見ると、一般的な
ADL 指標に加え、食欲があるかどうかといった、これまでリスクアセスメントスケー
ルには含まれてこなかった、看護師により観察可能な項目が抽出され、AI を用いるこ
とによって新たな褥瘡発生予測の理解が深まる、ということも明らかとなった。
　4．コミュニケーションロボットの活用として、血圧計、体温計などのセルフケアデバ
イスとコミュニケーションロボットを自動的に連携させ、日常の中でのセルフケア行動
の推進や変化の予知を目指すシステムを実装した。これらにより得られたデータはデー
タベースに蓄積され、看護の現場での新たなビッグデータとして、利用者のアウトカム
予測にさらに活用される。また、コミュニケーションロボットを実臨床に導入する際に
は、どのような対象者にどのようなロボットが適しているのかを理解することが必要で
ある。これまで、大学病院や高齢者施設にコミュニケーションロボットを適用してきた
が、その中で、効果があるものとないもので特性が違うことが明確になってきた 5,6 )。
そこで、インタビューや臨床での参加観察によりコミュニケーションロボットの適応の
ためのアルゴリズムを開発した 7)。ロボット技術の更なる活用として、遠隔型コミュニ
ケーションロボットである newme（avatarin 株式会社）を用いて、医療者が遠隔地から
操作することで、あたかも療養者のそばでコミュニケーションをとりながらケアを支援
するシステムを実装した。ビデオ会議との最も大きな違いは、操作側が車輪のついた機
体を動かすことにより、お互いの顔を見ながらコミュニケーションをとる点や、移動し
ながらの会話が可能な点である。このロボットを緩和ケアやリハビリテーションの現場
に導入することで、対面でのケアが困難な場面においても、ケアの質の維持と感染リス
クの低減に有用であることが示唆された。
　5．褥瘡予防のためのロボティックマットレス（LEIOS、株式会社モルテン）を共同
開発し、24 時間連続で体圧測定データを基にした、褥瘡発生リスクのアセスメント、
最適なエアセル内圧の自動調整による褥瘡発生予防、そして重心推移データを用いた体
動・睡眠状態の連続モニタリングを可能としている 8）。
　このようにロボティクスナーシング分野は、機器によるセンサリング、機械学習など
に基づいたデータの自動処理により、対象者のウェルビーイング向上やより質の高い効
率的な看護の提供支援を実現するための新たな Care Innovation の創生を実践してきた。

　本分野では、エンジニアと看護学研究者、そして臨床現場が一体となった、ロボティ
クス技術の開発と実装モデルの確立を目指している。特に、異分野融合に加え、先進技
術が臨床に根付く際に障壁となる事象を明確にすることで、真の意味で社会実装ができ
るシステムの創生が重要である。次世代研究者の養成のため、若手教員がロボティクス
研究プロジェクトに参画している。この参画を通して、企業や臨床現場の協力者との異
分野コミュニケーションや開発、実装現場への参加によって、研究を社会に実装するま
でのプロセスを経験することで、Care Innovation により社会を変革する GNRC のミッ
ションを達成する人材へとなっている。さらには、データサイエンスや AI、ロボティ
クス技術を学会のセミナーや GNRC 主催の看護理工学入門セミナーを通じて看護学研
究者に普及する取り組みにも従事している。
　このように、ロボティクスナーシングを実践する人材の育成や、ロボティクス技術を
広く周知するためのアウトリーチ活動を推進することで、GNRC のミッション達成に
貢献している。

　GNRC 設立からの 4 年でロボティクスナーシング分野は多数のイノベーションを推
進してきた。一方で、COVID-19 の世界的蔓延により、デジタルトランスフォーメーショ
ンを基にしたリモートナーシングの推進がますます加速しており、社会の変革が技術革
新を凌駕している状況といえる。看護学へのロボティクス技術の普及はまだ限定的であ
り、その理由は、臨床現場に最先端技術を使いこなせる人材が不足している側面と、真
にユーザーフレンドリーな、複雑な手順のない効果の高いシステムが少ない側面がある。
ロボティクスナーシング分野では、リモートナーシングをさらに推進させるために、だ
れでも簡便に使用できる最先端技術の開発を継続する。特に、AIと AR は次世代の看護
学技術として臨床へ導入するための重点課題である。卓越した看護の知を AI に学ばせ、
その技術伝承に AR を活用することで、エキスパートの看護技術を遺すことが可能とな
る（図 2）。ロボティクス技術を活用した未来の看護実践の在り方を開拓していきたい。
現在、東京大学 Beyond AI 研究推進機構や AMED からの支援の下、次世代の看護技術
伝承システムを開発中である。
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図1 ウンドブロッティングによる創傷のアセスメント
(A) マウス背部に作成した全層欠損創にブロッティングメンブレンを 10 秒間貼付して
滲出液を採取した。(B) 炎症マーカーと治癒マーカーを検出することで、創傷の病態を
評価することができた。(C) ウンドブロッティングによるTNFの検出強度は滲出液TNF
濃度と相関していた。（Minematsu et al. 2013 より改変）

(A) 試料採取 (B) 定性分析 創作製後日数
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(C) 定量分析

　看護は、患者自身が持つ自己治癒能力が最大限に発揮されるよう、患者の療養環境や
身体の全身的・局所的状態を整えることを目的としている。そのためには、社会・人文
科学的アプローチとともに生物学的アプローチが両輪とならなければならない。世界的
にも生物学的看護学研究の必要性は認識されつつあるが、その内容は生理学的指標を用
いた臨床研究がほとんどであり、生物学的基礎研究を基軸とした看護学（バイオロジカ
ルナーシング）研究は世界的にも稀である。
　当分野では、病態生理学的手法を駆使して問題を分析的に追求することで仮説を提示
し分子生物学・生化学的に証明することで、新たなケアターゲットの同定や看護技術の
開発に繋げる方法論の確立を目標としている。主な研究テーマは、療養生活に密接に関
連し日常的なケアを要する褥瘡などの皮膚障害や脱水などの全身症状を取り上げ、培養
細胞や実験動物を用いた基礎研究から高齢者などを対象とした臨床調査を展開し、この
一連の流れをバイオロジカルナーシングのモデル研究として実施している。これらの成
果は29編の英文論文、1編の和文論文として学術雑誌に掲載されたほか、国際学会（24報）
および国内学会（36 報）において報告し、その一部は高い評価を得た（国際学会 5 回、
国内学会 4 回受賞）。更に、成果の一部は 4 件の特許申請に至っている。

何を目標として何を達成したか

　本分野は、社会連携講座スキンケアサイエンスと老年看護学 / 創傷看護学分野が担当
し、加齢や疾患に伴う脆弱な皮膚や創傷の包括的ケアの確立を研究テーマとしている。
身体の最外層を覆う皮膚は私たちが見たり触れたりすることのできる唯一の臓器であ
り、また多くの感覚受容器が集まっているためその異常は患者の心身両面に大きな影響
を及ぼす。したがって、適切なスキンケアによって維持される健全な皮膚は健康な療養
生活の基盤であり、その皮膚が破綻した創傷に対しては速やかな治癒を促すケアが求め
られる。
　ウンドブロッティングは、看護師による日常的な創傷ケアに資する非侵襲的な創傷ア
セスメント技術である 1）。創傷ケアでは、創部の病態に応じたケアを提供することが求
められる。従来は病態検査に組織生検が用いられ、観血的かつ痛みを伴うため日常的に
実施することは難しい。私たちは、創傷の病態生理を反映する創傷滲出液の成分を非侵
襲的かつ簡便に分析できるウンドブロッティングを開発した。ブロッティングとは、陽
極性を有するブロッティングメンブレンに陰極性を有する分子を吸着し、定性的・定量
的に評価する技術である。創部洗浄の後、ブロッティングメンブレンを創傷表面に 10
秒間貼付することで滲出液成分を吸着することができる。マウス全層欠損創をモデルと
してウンドブロッティング検査を実施したところ、治癒の進行に応じて炎症マーカー

（tumor necrosis factor, TNF）と治癒マーカー (collgane, type4, COL4) が検出され、ま
たその検出強度は滲出液濃度を反映していることが明らかとなった（図 1）。つまりウン
ドブロッティングは、日々の創傷ケアを妨げることなく、病態生理学的な視点を取り入
れることを可能にする技術だと言える。
　これまで私たちは、創傷の病態把握や、予後予測などに有効なバイオマーカーを同定
する基礎研究、その妥当性を示す臨床調査などを報告している 2, 3)。中でも、バイオフィ
ルムを標的としたウンドブロッ
ティング検査は、創傷ケアのブ
レークスルーをもたらす可能性
を秘めている。バイオフィルム
とは、粘性マトリックスに包ま
れた細菌集合体であり、細菌は
宿主免疫や抗菌剤への耐性を獲
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(A) マウスの右背部に紫外線を１または４分間照射した。照射１日後
     には肉眼的変化が認められなかったが、７日後には４分間照射し
     た皮膚で糜爛を生じた。
(B) 照射１日後に左右背部でスキンブロッティングを行い、炎症マー
     カー (TNF) を評価した。
(C) 照射側のと非照射側の検出強度の比を比較したところ、４分間照
     射したマウスで１分間照射マウスに比べて有意に高いシグナル比
     が観察された（Minematsu et al. 2013 より改変）。

図2 スキンブロッティングによる皮膚の不顕性炎症の同定

(A) 紫外線照射モデル (B) スキンブロッティングに
　  よる炎症マーカーの検出

(C) 炎症マーカーの検出強度
　  の比較

１分間照射

4分間照射

１分間照射

左背部 右背部

4分間照射

　この 4 年間、GNRCにおけるバイオロジカルナーシング研究はダイナミックな展開を
見せ、特に海外の研究者、他分野の研究者、および看護学の若手研究者・大学院生との
ネットワークが飛躍的に拡大した時期であった。今後さらにネットワークの拡大を図り、
看護学におけるバイオロジカルナーシングのプレゼンスを高めることが重要である。
　これまでバイオロジカルナーシング分野では身体の症状にばかり焦点を当ててきたが、
心身の統合こそが看護の求める全人的ケアを実現するものである。今後は心理社会学分
野との融合を試み、認知や感情を反映するバイオマーカーの開発など、患者の心身の統
合と安楽を支える看護学（Bio-Psychological Nurisng）を新たな学問領域として提案して
いきたい。
　さらにバイオロジカルナーシング研究の成果の実用化にあたっては、センサ工学や情
報工学、 通信工学との連携（Bio-engineering Nursing ）によりユーザーフレンドリーな
技術に昇華させることが望まれる。バイオロジカルナーシング発の技術を一つでも多く
社会に還元することで、健康長寿社会の実現に貢献していきたい。

今後、未来にどうつなげていきたいか得する。皮膚難治性創傷では臨床的感染兆候が認められない不顕性感染が問題となって
いるが、その主要な原因がバイオフィルムである。私たちはフロリダ大学の Schultz 教
授との国際共同研究を経て、ウンドブロッティングを応用したバイオフィルムの同定法
を開発し 4）、バイオフィルムの創傷治癒阻害、ならびにバイオフィルム除去の創傷治癒
促進効果を明らかした 5, 6)。更にサラヤ株式会社との産学連携により、2 分以内にベッド
サイドで結果が分かる検査キットを開発し、2019 年 1 月に上市に至った。目に見えない
バイオフィルムを可視化することで、創傷に関する研究および臨床実践にイノベーション
を引き起こしたといっても過言ではない。
　一方、ウンドブロッティングより派生したスキンブロッティングもまた、私たち独自
の新技術である。皮膚は、皮膚バリア機能により水分や電解質の透過を妨げることで生
体を保護し、生命を維持
している。スキンブロッ
ティングでは、ブロッテ
ィングメンブレンを皮膚
表面に10 分間貼付するこ
とで一時的にバイオマー
カーの皮膚透過を可能に
する 7)（図 2）。非侵襲的
な生理学的スキンアセス
メント技術であるが、近
年、脱水などの全身状態
の評価への応用が可能で
あることを明らかにした。
　高齢者では臨床症状を伴わない慢性脱水が蔓延している。慢性脱水は熱中症の前駆症
状としてばかりではなく、高齢者のADLの低下や認知症のリスク要因であり、早期発見・
早期介入が求められるが、日常的ケアの中で実用可能な検査技術はない。そこで脱水に
伴う血漿浸透圧の上昇に着目し、浸透圧調整物質であるタウリンをバイオマーカー候補
として選択し、スキンブロッティングによる新たな検査法の開発を試みた。高浸透圧環
境下では細胞を保護するためにタウリンが細胞に取り込まれることから、組織間液のタ
ウリン濃度が組織間液の浸透圧を反映すると考えられる。私たちは、まず動物実験にお
いて、スキンブロッティングで非侵襲的に皮膚タウリンを抽出・定量できることを確認
した後、ニンヒドリンを用いたわずか 1 分間の化学染色でタウリンを定量評価できる評
価システムを考案した。更に、在宅療養高齢者を対象とした臨床調査においてこの方法
が高い精度（感度 77.3%, 特異度 81.8%）で不顕性の慢性脱水を同定できることを明らか
にした 8 )。この成果は、高齢者の健康寿命の延伸、ひいては健全な高齢化社会の実現に
寄与する高齢者ケアのイノベーションに直結するものと考えられる。
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平成 30 年度科研費・基盤研究 (B)．褥瘡ハイリスク者を同定する遺伝子検査法の開発（課題番：
18H03068，研究代表者：峰松健夫）
平成 30 年度科研費・挑戦的研究（萌芽）．寝床環境中の細菌叢は褥瘡感染を引き起こすか：感染発症
メカニズムの新パラダイム．（課題番号：18K19669，研究代表者：仲上豪二朗）
平成 30 年度科研費・基盤研究（C）．足部白癬スクリーニングシステムの構築（課題番号：
18K10268，研究代表者：竹原君江，分担研究者：峰松健夫）
平成 30 年度科研費・基盤研究（C）．網羅的スキンブロッティング法による「褥瘡予測タンパク質」
の探索と臨床応用．（課題番号：18K10142，研究代表者：大貝和裕，分担研究者：峰松健夫）
平成 30 年度科研費・若手研究．成熟を妨げずに再発を予防する褥瘡治癒部局所ケアのイノベーション

（研究代表者：浦井珠恵）
平成 30 年度東京大学事業化推進助成制度 GAP ファンドプログラム．スキンブロッティング技術を応
用した非侵襲的スキンアセスメント法の実用化（研究代表者：峰松健夫）
平成 30 年度ヤマハスポーツチャレンジ助成事業．車いすバスケットボール選手における競技時の座圧
と皮膚ダメージとの関係 ―褥瘡予防ケアプロジェクト―（研究代表者：玉井奈緒）
平成 30 年度笹川科学研究助成．車いすバスケットボール選手における褥瘡の実態調査 ―東京パラリ
ンピックパフォーマンス向上計画―（研究代表者：前田智徳，分担研究者：玉井奈緒，峰松健夫）
令和元年度科研費・挑戦的研究（萌芽）．組織障害を光で知らせる褥瘡予防用皮膚被覆材の開発

（課題番号：19K22744，研究代表者：峰松健夫）
令和元年度科研費・基盤研究 (B)．抗がん剤脱毛時の頭皮悪化が予測できるウィッグ装着型ウェアラ
ブル端末の開発（課題番号：19H03931，研究代表者：内山美枝子，分担研究者：玉井奈緒，峰松健夫）
令和元年度科研費・基盤研究 (C)．非侵襲的検体採取法による直腸肛門粘膜からの炎症性サイトカイ
ンの検出（課題番号：19K10764，研究代表者：田中真琴，分担研究者：峰松健夫）
令和元年度科研費・基盤研究 (C)．化学療法を受ける患者の脱毛頭皮の痒みに関するリスク要因探索
とスカルプケアの確立（課題番号：19K10947，研究代表者：玉井奈緒，分担研究者：峰松健夫）
令和元年度科研費・基盤研究 (C)．競技者のコンディショニング評価のための実践的低侵襲性評価方
法の開発（課題番号：19K11508，研究代表者：禰屋光男，分担研究者：峰松健夫）
令和元年度科研費・研究活動スタート支援．Incontinence-associated dermatitis by infected urine: 
biological mechanisms and prevention strategies（研究代表者：Sofoklis Koudounas）
令和元年度日本褥瘡学会研究助成．車いすバスケットボールアスリートにおける褥瘡予防のための競
技時座圧分布測定法の開発および評価 -2020 東京パラリンピック パフォーマンス向上計画 -（研究代
表者：臺美佐子）
令和元年度日本褥瘡学会研究助成．日本人高齢患者における褥瘡リスク遺伝子の多型解析：長期療養
型病院における症例対照研究（研究代表者：峰松健夫）
令和元年度コーセーコスメトロジー研究助成．後期高齢者に頻発するスキン - テアの予測方法の考案

（研究代表者：臺美佐子）
令和 2 年度科研費・基盤研究 (A)．スマートホームケア構想実現のための非侵襲的リキッドアセスメ
ント技術の開発（課題番号：20H00560，研究代表者：真田弘美，分担研究者：峰松健夫）
令和 2 年度科研費・基盤研究 (B)．スキンブロッティング法を用いた新生児の皮膚トラブル発症のメ
カニズム解明．（課題番号：20H03995，研究代表者：米澤かおり，分担研究者：峰松健夫）
令和 2 年度科研費・基盤研究 (B)．創傷環境調整による褥瘡細菌叢の最適化：創部バイオフィルム制
御法の開発（課題番号：20H04010，研究代表者：仲上豪二朗，分担研究者：峰松健夫）
令和 2 年度公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金．スキンブロッティング法を用いた皮膚病
態生理に基づく I 度褥瘡同定法の開発（研究代表者：中井彩乃，分担研究者：峰松健夫）
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一般社団法人日本創傷・オストミー・失禁管理学会 平成 29 年度学術論文優秀賞．Hori N, Tamai N, 
Noguchi H, Nakagami G, Sugama J, Mori T, Sanada H．Development and assessment of air 
mattress with independent air cell pressure control responsive to interface pressure distribution ( 体
圧分布に応じた独立エアセル制御機能を有するエアマットレスの開発と評価 ). 日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌，20 巻 3 号：300-309.
21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing Conferences. The Best 
Presentation Award．Sari WD, Minematsu T, Yoshida M, Sanada H．Skin blotting as a measure of 
albumin and nerve growth factor β can predict presence pruritus among elderly population. 
一般社団法人日本創傷・オストミー・失禁管理学会 平成 29 年度学術論文優秀賞．Nozawa K, Tamai 
N, Minematsu T, Kitamura A, Saegusa M, Amaike K, Sanada H. Situation of occurrence and 
morphological characteristics of pressure ulcers among inpatients with mental illness. 日本創傷・オ
ストミー・失禁管理学会誌，21 巻 1 号：10-24.
第 28 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会　優秀賞．峰松健夫，尾形道隆，玉井奈緒，藪中幸一，
前田智徳，仲上豪二朗，野口博史，真田弘美．車椅子バスケットボール選手における深部組織傷害の
実態：深部組織傷害に関連する皮膚特性． 
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The 8th Asia Pacific Enterostomal Therapy Nurse Association. Best Moderated Poster Award. Nakai 
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reliability of albumin measurement by skin blotting in healthy volunteers. 
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図1 AIアシストによる膀胱内尿量自動計測の概要
ユーザーが取得した横断像と縦断像に対し、機械学習にもと
づいた膀胱の抽出、膀胱の左右・前後・上下径の計測を行い、
自動で尿量を計測する（Matsumoto et al. 2019より改変）

膀胱の横断像・縦断像の取得（手動 )

膀胱の抽出 (AI) ( 自動）

3 つの膀胱径の計測 （自動）

膀胱内尿量の計測 （自動）

　現在の日本は、超高齢社会に伴い、多くの課題に直面している。そのような現状にお
いて、今後の在宅医療には新たなテクノロジーの導入による遠隔医療・看護技術が不可
欠である。在宅などの医師が不在の現場で看護師がおこなうフィジカルアセスメントは、
看護師個人の技術がその成否を左右する視診や触診、聴診に頼っており、標準化が難し
い。したがって、第 6 のフィジカルアセスメント技術であるイメージング技術を用いた
可視化によるアセスメント技術の確立とケア効果の検証が早急に必要である。
　当分野では、「療養生活における最適健康を支援するための可視化技術を用いた革新
的な看護ケアの確立」を目指して、イメージング技術を用いた看護アセスメント技術の
標準化と、教育プログラムの開発・評価を通したトランスレーショナルリサーチを実践
し、臨床現場への適用を進めてきた。具体的には、超音波診断装置（エコー）を用いた
看護アセスメント技術の標準化を行い、臨床の現場に直結するイメージング看護学の研
究を推進することを目標とした。さらには、これらの技術を実践できるナースサイエン
ティストを育成し、イメージング看護学研究のモデル構築を図ることで、臨床の現場に
直結するビジュアライズドナーシング分野の確立に取り組んできた。主な研究テーマは、

何を目標として何を達成したか

生活の基本である排泄、食事、睡眠に焦点を当て、超音波検査士・工学系研究者らとも
共同し、エコーを用いた観察技術の標準化から臨床現場での効果検証までを実施してい
る。これらの成果は 41 編の英文論文、7 編の和文論文として学術雑誌に掲載されたほか、
国際学会（19 報）および国内学会

（54 報）において報告し、その一部は
高い評価を得た（国内学会２回受賞）。
また、イメージング看護学と富士フイ
ルム株式会社の共同研究の成果として、
2019 年に発表されたワイヤレスの携帯
型超音波診断装置が挙げられる 1), 2)。
これは、高画質かつ携帯性に優れた小
型・軽量のワイヤレス機器に、プロー
ブの当て方に関するガイド機能とAIア
シストによる膀胱内尿量の自動計測機
能（図１）を取り入れた機器である。臨
床現場で看護師が聴診器のようにエコ
ーを使う時代を見据え、産学連携共同
研究による早期の機器開発を達成した
といえる。

　本分野は、社会連携講座イメージング看護学と老年看護学 / 創傷看護学分野が担当し、
エコーを用いて看護師が簡便かつ正確に症状をアセスメントし適切なケアを選択できる
ための教材および技術の開発と評価を研究テーマとしている。エコーは非侵襲性、簡便
性、リアルタイム性に優れた機器で、さらに近年は高画質化と小型・軽量化が進み、多
目的に使用できるようなっていることから、看護師が臨床現場でのアセスメントに使用
可能なツールとして注目されている。ただし、エコー画像の撮影と読影には専門的な知
識と技術が必要となる。我々はこれらエコー画像の撮影と読影スキルを効果的かつ短期
間（最短 1 週間）で学ぶことができる e ラーニングや技術講習会、ICT を用いた画像コ
ンサルテーションなどの教育プログラムを開発してきた。また読影スキルを支援するた

Care Innovation にどのように貢献したか

ケアイノベーション創生部門
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ビジュアライズドナーシング分野
社会連携講座（富士フイルム株式会社）
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図 3　AI による直腸内の便貯留の有無と便性状の自動認識
(A) 直腸内の硬便塊が赤で、後方音響陰影が緑で自動で着色された
(B) 直腸内の便塊（硬便塊ではない）が黄色で自動で着色された
(C) 直腸内の便貯留なく着色はされなかった（Matsumoto et al. 2020 より改変）

図 2　エコーにより同定された直腸パターンと便秘症状の関連
(R1) 音響陰影を伴う所見が出現しない (R2) 半月型の中等度反射所見が出現・継続する 
(R3) 三日月型の強い反射所見が出現・継続する 
対象者の 74.4% に音響陰影を伴う高エコー所見が出現・継続した
直腸パターン R3 は便秘症状との関連が見られた（Tanaka et al. 2018 より改変）

(A) 硬便塊 (+) (B) 便塊 (+) (C) 便塊 (-)
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エコーパターン

H: 音響陰影を伴う
三日月型の強い反射所見

G : 音響陰影を伴う
半月型の中等度反射所見

F : 音響陰影なし

めに、上述したようにAIによる読影アシスト機能を搭載した携帯型エコー機器（iViz air）
も開発し、看護師がポイントオブケアを行うための短時間で的確なアセスメントとケア
の実現に貢献してきている。
　これまで取り組んできた研究の一例として、エコーによる大腸便貯留のアセスメント
を挙げる。自身の症状を訴えることが困難な療養者に対して、特に在宅では便貯留のア
セスメント・排便ケアに難渋しているという現状があった。そこでまず我々は便秘症状
のある高齢者に対して、エコーを用いて結腸直腸内の糞便分布変化を継時的に観察し、
便秘症状と糞便分布変化の関係を明らかにするという実態調査を行った。その結果、
74.4%の対象者の直腸に音響陰影を伴う高エコー所見が出現・継続した（図2）3)。さらに、
エコーでの三日月型の強い反射所見の出現・継続は便秘症状と強い関連があることが明
らかになった。つまり、便秘症状のある高齢者にとって直腸内の便貯留のアセスメント
が重要であり、直腸内のエコー所見にもとづきアセスメントが可能であることが示唆さ
れた。しかし従来、訪問看護師が療養者宅に訪問した際に、1 人でエコーを用いて大腸
を観察し、便秘の有無・種類を評価できるようになるには、約 3 か月間のトレーニング
を必要としていた。これには、丸一日の対面式の講義、1 か月間のマンツーマンでの実
技指導、そして 2 か月間の画像評価のトレーニングが含まれる。そこで私たちは、エコー
での観察手技を標準化し、学習時間の限られる現場の看護師が PC・タブレットでいつ
でも、どこでも手技を学習可能な eラーニングを作成した。この eラーニングは排便ケ
アの基礎知識、エコーの基礎知識、エコーでの大腸観察に必要な知識からなる 2.5 時
間の教材である。さらに、エコーの基本から実際の走査・観察方法までを段階的に学ぶ
ことができる 3.5 時間の技術講習会、客観的臨床能力試験の形式に則った 1.5 時間の実
技評価、エコー機器・復習用教材の提供による 1 週間の自己学習期間、自己学習期間中
の SNS などを用いた受講者・講師間のフォローと ICT 技術を用いた画像コンサルテー
ションを含む教育プログラムを構築した。39 名の教育プログラム受講者を対象に行っ
た大腸のエコー観察の技術評価では、全員が 6 段階中の上から１または 2 番目のレベル
に到達しており、教育プログラムを通して必要な技術を短時間で習得できることが明ら
かとなっている 4)。

　これらの教育プログラムを受けた訪問看護師による、エコーを用いた大腸の観察に基
づく排便ケアの有効性について、在宅療養中の便秘が疑われる患者に、シングルケース
実験デザインを用いて検証した。介入期では、エコーを用いた排便ケア選択のためのア
ルゴリズムに従い、便秘時のケアと便秘予防のケアを実施した。具体的には、エコーに
より直腸の便貯留が確認される場合は直腸性便秘（排出機能障害）を疑い、直腸エコー
所見から嵌入便の有無を確認した。嵌入便がなければまず自然な便排出を促すケアを行
い、嵌入便があり患者が自ら便を排出できない場合は坐剤、浣腸、摘便などの用手排便
ケアを行った。直腸の便貯留が確認されない場合は、腸蠕動を促すケアを実施し、次の
排便を確認した。結果として、介入期では対照期と比較して硬便および用手排便回数と
刺激性下剤およびグリセリン浣腸量が有意に減少した 5)。つまり、エコーでの観察によ
り便秘のタイプが正しくアセスメントされた結果、より適切な排便ケアが選択され、便秘
症状の改善に至ったと考えられる。この結果は、ビジュアライズドナーシング分野が当
初から掲げてきた目標、「療養生活における最適健康を支援するための可視化技術を用
いた革新的な看護ケアの確立」の達成例の一つであると言える。
　直腸内の便貯留のエコー画像の読影に関しては、畳み込みニューラルネットワークを
用いた AI 技術により、直腸内の便塊の存在の有無と硬便塊であるか否かを自動認識す
る読影支援ツールを開発した（図 3）。この読影支援ツールは、便塊の有無については
42 名の患者を対象として感度 100%、特異度 100%、硬便塊については 85.7% の感度、
硬便塊でない便に関しては88.2%の感度で評価できることを示している6)。したがって、
AI 技術による読影支援ツールは従来必要とされていた画像評価の経験を積むための期
間を大幅に短縮できる可能性がある。
　これらの標準化
された手技に基づ
いた教材、読影支
援ツール、エコー
を導入したケア選
択のアルゴリズム
を用いた効果検証
は一連のパッケー
ジとして体系化し、
排尿ケア 1) 2) 7)、
褥瘡ケア 8)、摂食
嚥下ケア 9)10)の分
野にも適用してきた。この体系化されたパッケージにより、就労中の看護師でも短期間
で画像を適切に取得・評価することを可能とし、臨床現場でエコーを利用した体内を可
視化するフィジカルアセスメントにもとづくケアイノベーションを可能とした。
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受　賞

　本分野では、臨床の現場に直結する学問としてのビジュアライズドナーシング分野の
確立を目指している。そのために、看護学研究者、超音波検査士、工学系研究者の共同
研究により、体内を可視化することで正確な症状アセスメントを可能とする新たな看護
技術を開発してきた。
　本分野において体系化された教育プログラムは、GNRC 主催の看護理工学入門セミ
ナーおよびハンズオンセミナーを通じて、看護学および周辺領域の研究者、そして実践
家への普及を行った。さらには、2019 年 6 月に設立された、一般社団法人次世代看護
教育研究所からエコープログラムを通して、特に臨床で働く看護師への普及を図って
きた。この法人は、最先端の研究成果をスピーディかつ効果的に現場に適用することの
できる次世代の人材の養成を目的に設立された研究・教育機関である。これまでにビジュ
アライズドナーシング分野が開発した教育プログラムにより指導者としての認定を受け
た看護師は全国で 50 名を超える。エコーを用いた新たな看護技術の普及は国内にとど
まらず、サマープログラムや共同研究を通じて、イギリス Nottingham 大学、インドネ
シア Kitamura clinic、Tanjungpura University Hospital にも技術提供を行ってきた。
これらの取り組みは、症状アセスメントのための可視化技術研究を臨床現場のケアに
還元し、評価するというビジュアライズドナーシング研究のモデル構築に寄与しており、
今後の発展の基盤となるものと考えられる。

GNRC の Mission にどうつながったか

競 争 的 研 究 資 金 獲 得

　この 4 年間、GNRC におけるビジュアライズドナーシング研究は、エコーを用いた看
護技術の標準化を行い、より多くの看護師にその技術を活用してもらえるよう、教育プ
ログラムの構築と臨床での普及、その効果の検証に取り組んできた。今後さらに臨床現
場で最先端のイメージング技術にもとづくケアを促進していくためには、より効率的な
技術の普及体系を構築することが必要である。
　これまでは観察技術の獲得にあたり対面での技術講習会への参加を必須としてきたが、
今後は VR・AR 技術とコンサルテーションシステムを駆使した遠隔学習システムを構築
し、技術提供の対象と範囲をさらに世界へ向けて拡大することを目指していきたい。そ
して、看護師がベッドサイドでリアルタイムに症状アセスメントに適用できる可視化技
術として、分子生物学、センサ工学とも連携した新たな技術開発にも取り組んでいきた
い。そして、これらの最先端の技術の社会実装を進めるためのシステムを構築し実証研
究を行っていくことが、次のステップであると考える。
　最先端の可視化技術によるリモートモニタリングを提案し、技術の習得における医療
者・患者・家族への教育、情報共有のシステム構築、AI アシストに基づくアセスメント
とケアをより多くの地域・世界へ普及し、療養者の健やかな生活を支えていくことが、
これからのビジュアライズドナーシングが目指す未来である。

今後、未来にどうつなげていきたいか
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　本分野が一貫して目標に据えてきたのは、臨床現場で生じている看護上の課題を抽出
し、異分野多職種の専門家とともに、学際的に研究に取り組むことで、課題解決の糸口
を見出すこと、さらに解決手段には企業との共同研究によるプロダクト開発にも取り組
むこと、そのプロダクトの良さを最大限に看護の技術に取り入れ、臨床現場に実装する
ための人材育成までをも視野に入れた、看護トランスレーショナルリサーチを展開する
ことである。
　本分野は社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジーと老年看護学 / 創傷看護
学分野が担当している。臨床現場で生じている解決するべき真のニーズを抽出するため
に、講座の研究室が大学病院内に設置されていることを最大限に活用した。24 時間、
リアルタイムに臨床現場で実態を観察し、情報収集を行うことが可能である。講座は看
護部、診療科が協力講座であることから、看護師や医師、その他のメディカルスタッフ
との研究協力を得ることもスムーズに行える環境である。現在、メインで取り組んでい
るテーマが末梢静脈留置カテーテルによる輸液療法における看護技術開発であるが、そ
のテーマは大学病院内 26 部署での調査結果から得られた、実態に基づくニーズからス
タートしている 1）。
　臨床現場にある課題を抽出、そして現場に密着した実態調査、分子生物学的なアプロー
チでの研究も実施し、エビデンスを蓄積、それらの知見をもとに新しいデバイス開発を
実現した。そして現在、そのデバイスも利用した新しい看護技術を臨床現場に還元する
ために、評価研究を実施しているところである。看護トランスレーショナルリサーチの
円環をスピーディに循環させ、最終段階まで展開することができた。
　これら研究活動の成果は 22 編の英文論文、5 編の和文論文として学術雑誌に掲載さ
れたほか、国際学会（12 報）および国内学会（20 報）において報告し、その一部は高
い評価を得た（論文賞２本、国内学会演題賞１演題 受賞）。

何を目標として何を達成したか

　メインで取り組むテーマ「末梢静脈留置カテーテルによる輸液療法における看護技術
開発」において解決しなければならない課題としてまず着目したのは、末梢静脈に留置
したカテーテルを用いて行われた輸液療法が、治療完遂前に腫脹・発赤・疼痛などの
症状・徴候により抜去を余儀なくされるケース（中途抜去）が生じていることである。我々
はそれを「catheter failure : CF」と呼んでいる。 我々の大学病院における調査では、
18.8% ～ 30.0％に CF が生じていることが明らかとなった１ ,２）。CF が生じた場合、輸
液療法継続のためには、再度のカテーテル留置を行う必要がある。つまり患者は、CF
に至った症状の苦痛を経験している上に、再度留置のための穿刺の痛みを強いられるこ
とになる。また看護師にとっても再度の侵襲的処置を行うことへのストレス３）やワー
クロードの増加が生じる。医療材料などのコストもかかる。したがって、CF 発症をゼ
ロにすることを解決すべき課題に据えた。
　CF 発症をゼロにするためには、その病態を解明する必要がある。そこで取り入れた
のが超音波検査機器（エコー）である。カテーテルが抜去されるときに血管内や皮下組織
ではどのような現象が観察されるのか、可視化を試みた。超音波検査技師と共同し得ら
れた画像を分析したところ、治療完遂できた血管と比較して、CF を生じた血管内には、
血栓が形成され、さらに皮下組織には浮腫を生じていることが有意に多いことが明らか
となった２）。その病態を生じる要因を分析した結果から、CF 予防には、（1）カテーテル
外径の3.3 倍以上の直径をもつ血管を選択すること、（2）1回の穿刺で留置を成功すること、

（3）カテーテル先端位置が血管壁を刺激しない位置で固定すること、（4）カテーテルの材
質はテフロンよりポリウレタンを選択すること、という4つの要件が導き出された２,４,５,６）。
そのうち（1）、（3）、（4）の項目を、機械的刺激低減のためのケアバンドルとしてまとめ、
介入研究を行った結果、CF の発生率は、コントロール群 29.2% に対し、介入群は
11.1% という結果が得られた７）（図１）。その方法をアルゴリズム化し、一般の看護師
が実施できるよう教育プログラムを作成した。このプログラムの看護技術に欠かせない
機器がエコーである。エコーを用いるプログラムを看護師に提供した介入研究の結果、
CF 発生率は、8.7% まで低減することができた８）。
　CF 発症率ゼロに向けては、要件（2）である「1 回の穿刺で成功すること」で、さらなる
Care Innovation を起こす必要がある。我々の調査において、従来の視診・触診を用いて
血管をアセスメントし穿刺・留置を行う看護技術では、初回穿刺成功率は52.8% ～ 67.0%
であった７, 8）。つまり、3 割以上の患者は 1 本のカテーテルを留置するために複数回の

Care Innovation にどのように貢献したか

ケアイノベーション創生部門

協力講座

村山陵子（社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー　特任准教授　兼任 2017/4~ 現在）
阿部麻里（同　特任助教　兼任　2017/4~ 現在）
田邊秀憲（老年看護学 / 創傷看護学分野　客員研究員　兼任　2017/4 ～現在）

真田弘美 （老年看護学 / 創傷看護学分野　教授　兼任　2017/4 ～現在）

クリニカルナーシング分野
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　課題解決の方法を明確にするために、看護学研究者が異分野の研究者と共同研究を
行ってきた。その研究結果は海外の学会で発表、他国の研究者とのディスカッションの
機会を毎年もちながら、海外の動きを把握しつつ、日本の臨床に還元できる看護技術の
開発に取り組んだ。さらに、看護技術をサポート、あるいは向上させるためのエコーや
サーモグラフィなどの医療機器の活用、医療機器開発企業との共同研究によりプロダク
トの開発と評価を臨床で行う、という看護トランスレーショナルリサーチの円環を回す
ことができた。
　このような研究活動は、異分野融合によるイノベーティブ看護学分野の確立というグ
ローバルナーシングリサーチセンターのミッションに、直結するものであると考えている。

GNRC の Mission にどうつながったか

穿刺を強いられている。また術者の看護師も患者へ穿刺時の苦痛を与えることをストレ
スに感じていることも明らかとなっている 3）。末梢静脈カテーテルの穿刺の成功は患者
及び看護師にとって切実な課題であり、しかも CF 予防のために対策を講じるべき看護
技術である。我々は、ここにもエコーが有用であると考えた。これまで、穿刺成功率向
上のために、カテーテル留置困難な症例の穿刺時にエコーを用いる報告は多数なされて
いる。しかし我々は血管の特性によらず、すべての血管穿刺時にエコーを用いたところ、
従来法では 60~70%と報告されている初回穿刺成功率を 85.3% まで向上させることが
可能となった。また、この調査での CF 発生率は 3.2% と非常に低い結果であった９）。

それ以外の温度分布パターンと比較して、再来日に硬結が生じていた（71.4％）10）。つ
まり、化学療法中のカテーテル挿入部周囲の皮膚表面温度によって、皮下組織の変化を
とらえうる可能性を示した。そこで輸液中の皮膚表面温度を連続で観察できる方法につ
いて、企業の工学研究者と共同研究を行い、感温性液晶ポリマーを用いたフィルムを開
発した（国際特許公開番号 WO2015/045371）（図２）。フィージビリティ調査 11）の後、
評価研究を行った。その
結果、特定の温度分布パ
ターンを示す場合は、抗
がん剤点滴終了直後にカ
テーテル先端位置の周囲
の皮下組織に浮腫像がエ
コーで確認された。それ
は、炎症反応による間質
液の貯留または薬剤の漏
出を示す液体と考えられ
る。どのケースも明らか
な自覚症状および、視診・
触診によるアセスメント
では異常は発見されず、
予定されていた抗がん剤
の投与を完遂した患者であった 12）。この成果は、これまで患者の主観や肉眼的所見など
では発見のできなかった、少量の漏出を検出できる可能性を示した。
　これまで看護師は、視診、触診といった観察技術により患者の状態をアセスメントし
てきた。それを基盤としたうえで、エコーやサーモグラフィなどのテクノロジーを用い
ることにより、さらに患者の状態を詳細に客観的に知ることが可能となった。現在の高
齢化社会において、自ら苦痛を訴えることが困難な患者が増加していくなか、テクノロ
ジーを駆使し客観的で詳細な情報を得ながらケアを行うことは、今後の看護技術の発展
には欠かせないものと確信している。

　末梢静脈カテーテル留置の際にエコーを用いること、しかも看護師が実施するケアに
おいて使えるようにしたことで、実際に CF 発症を予防でき、合わせて穿刺成功率も向
上できたことは、患者の安楽、苦痛低減という基本的看護の側面から、Care Innovation に
大きく貢献したと考える。
　輸液療法の管理として、重症な合併症を防ぐことも重要であり、当講座では、抗がん
剤の血管外漏出の早期発見にも取り組んできた。抗がん剤の血管外漏出は、0.1% 未満
と報告されているものの、ひとたび生じると、重症なケースでは、潰瘍や壊死に至り外
科的治療を余儀なくされる場合や、神経損傷・筋肉損傷により後遺症が生じることもあ
る。現在臨床では、血管外漏出は患者の訴え、看護師の肉眼的観察、輸液の滴下不良な
どで発見されている。そのような状況においては、すでにある程度の量の薬液が血管外
に漏出していると考えられ、わずかな漏出、つまり早期発見は難しいのが現状である。
そこで我々は、カテーテル刺入部周囲の皮膚表面温度の変化に着目した。通常抗がん剤
は皮膚表面温度より低い温度で投与されており、血管外漏出が生じると皮膚表面温度が
低下するのではないか、という仮説をもった。サーモグラフィで化学療法中の患者のカ
テーテル挿入部位を連続撮影した。その結果、特定の低温域分布パターンを持つケースは、

図１　ケアバンドルによる介入効果と開発したアルゴリズム
(A) CF 予防のケアバンドルを使用した群（青線）と使用しなかった群（赤線）の CF 発生まで
の生存曲線。(B)ケアバンドルを臨床の看護師が使用できるようにアルゴリズム化したもの。
（Takahashi et al.,2020 および　Kanno et al.,2020 より）

(A) (B)

図２　輸液中の皮膚表面温度の可視化

カテーテル刺入部

血管走行に沿った
低温ライン

分岐の確認も可能

液晶感温フィルム

左上がサーモグラフィを用いて得られた末梢静脈カテーテル
挿入部位の温度分布画像。右は感温性液晶ポリマーを用い、
ドレッシング材の上に直接貼付できる電源不要の感温フィル
ムにして得られる温度分布。左下は感温フィルムを貼った様子。
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　クリニカルナーシングテクノロジー分野は、臨床現場にあるニーズを抽出、異分野多
職種の研究者との学際的な取り組みによって、徹底的な実態の究明と最善の課題解決手
段を見出す。そして提供すべき看護技術をサポート、もしくは新たに必要とされるプロ
ダクトは、既存品がなければ開発し、それを最大限に活用できる人材育成までをも視野
に入れる、その看護トランスレーショナルリサーチを実施する「しくみ」のモデルであ
ると自負している。したがって、このしくみによって産み出された看護技術を普及させ、
臨床現場に実装、定着できることで、モデルとしての実績となり、未来につなげていけ
ると考える。

令和 2 年度 科研費・基盤研究（B）．点滴トラブル発生を予防する末梢静脈カテーテル留置管理基準 : 
日本版の開発と普及（課題番号：20H03976, 研究代表者：村山陵子，研究分担者：阿部麻里）
令和元年度 安田記念医学財団 癌看護研究助成 A．抗がん剤投与中の患者における感温フィルムを用
いた血管外漏出の早期発見 ( 研究代表者：阿部麻里 )
令和元年度科研費・挑戦的研究（萌芽）AR 技術の援用による新人看護師向け穿刺技術自己学習シス
テム（課題番号：19K22742, 研究代表者真田 弘美 , 研究分担者：村山陵子） 
令和元年度科研費・基盤研究（C）抗がん剤治療を受ける患者の静脈穿刺困難をなくす－硬結予防ア
ルゴリズムの開発（研究代表者：松井 優子 , 研究分担者：村山陵子）
平成 30 年度 科研費・研究活動スタート支援 超音波エラストグラフィを用いた抗がん剤投与後に生じ
る硬結の評価方法の確立 ( 課題番号：17H06645，研究代表者：阿部麻里 ) 
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　「治し、支える医療」の実現には、各個人の健康障害による日常生活不利を緩和する
ケアプロダクトを開発する必要がある。従来は、医学や生物学における基礎研究の成果
の中から得られた知見を、医薬品や医療機器の開発に要する臨床研究に至るまでの工程
を一体的に捉え、効率的・効果的に実用化につなげるトランスレーショナルリサーチが
行われてきた。しかし、その一方で、基礎研究の成果が完全にヒトに応用できるわけで
はなく、その過程で開発を断念することも生じてきた。特に、生活を支援する看護学の
領域においては、基礎研究のすべてが看護技術に適用できるわけではなく、ケアを必要
とし、ケアを行う「人」や「環境」のニーズに基づいている必要がある。
　リバーストランスレーショナルリサーチ（RTR）分野では、従来の基礎研究から臨床へ
の橋渡し研究だけではなく、臨床研究で明らかとなった知見のメカニズムの解明やもの
づくりを経て、臨床評価することで、needs-oriented なケアの創生を目指した。これま
で看護学だけでは困難であった要因解明やものづくりを、工学や生物学などの研究者と
ともに異分野融合型看護学研究を遂行することで実現した。これらの成果は、11 編の
英語論文、1 編の和文論文として学術雑誌に掲載されたほか、国際学会（4 報）および
国内学会（21 報）において報告した。

　当分野では、東京大学医学部附属病院糖尿病足外来を基軸に、糖尿病足潰瘍予防ケア
に関する臨床のニーズの抽出、要因解明、ものづくり、臨床評価を経て RTR を実践し、
看護学における RTR のモデルを提示した。

何を目標として何を達成したか

　糖尿病・代謝内科外来通院中の糖尿病患者の実態調査の結果から 1,2 )、糖尿病足潰瘍
の要因となる非潰瘍性病変の予防に着目し、研究をしてきた。非潰瘍性病変の一つであ
る胼胝は、繰り返す外力により形成され、それが継続されると皮下組織が損傷する。特
に神経障害を合併した糖尿病患者では、疼痛を感じないために胼胝下組織の損傷を自覚
できず、潰瘍に至る。そこで、当足外来では、糖尿病足潰瘍を予防するために、潰瘍に
至る前のハイリスクな胼胝を同定し、ケアを特化することを目的に、炎症を視覚化

（Visualization）し、客観的にとらえる方法としてサーモグラフィを用いてきた 3-5)。

臨床のニーズの抽出：Visualization technique を用いた糖尿病足外来

　糖尿病患者の胼胝の要因に関しては、工学研究者との共同研究で、せん断力が影響し
ていることを 6 )、さらに、生物学研究者との共同研究により、デスモコリン 1 の分解抑
制が影響している可能性を明らかにしてきた 7 )。
　サーモグラフィ上の皮膚温の上昇に関しては、これが炎症を示していることを証明す
る必要がある。生物学研究者との共同研究により、スキンブロッティング法による胼胝
部のTNFαをゴールドスタンダードとした場合、サーモグラフィによる皮膚温の上昇は、
感度 0.67、特異度 0.83、陽性的中率 0.73、陰性的中率 0.79 であり炎症を伴い、潰瘍の
ハイリスク状態である胼胝のスクリーニングとして十分に使用できる指標であることを
確認した。

要因解明：生物学研究者とのコラボレーション

　糖尿病患者の胼胝に関連するものづくりとしては、工学研究者とともに、これまでに
歩行中のせん断力を測定し、視覚化するソフトウェアの開発に取り組んできた 8)。
　サーモグラフィに関しては、糖尿病患者自身がハイリスク状態を認識し、セルフケア
への動機付けにつながるように、自宅でもサーモグラフィを用いて患者さんが足を観察
できるようにデバイスを準備した。それを胼胝保有者 2 名に使用してもらった。改良の
余地はあるものの、日常生活の中で、胼胝の皮膚温の上昇を引き起こすような行動につ
いて患者自身が気づくことができ、デバイスの有用性について示唆を得た 9)。

ものづくり：工学研究者とのコラボレーション

Care Innovation にどのように貢献したか

ケアイノベーション創生部門

協力講座

大江真琴（GNRC　特任准教授　2017/4 ～ 2020/3）
　　　　  （現職：金沢大学医薬保健研究域保健学系　教授）

真田弘美（老年看護学 / 創傷看護学分野　教授　兼任　2017/4 ～現在）

リバーストランスレーショナルリサーチ分野
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工学および生物学研究者との共同研究

メカニズムの解明

臨床研究

ものづくりへ

インドネシア

臨床評価へ
グローバル化

共同研究

スキンブロッティングによる胼胝部の炎症の同定

炎症を伴う胼胝

東京大学医学部附属病院
糖尿病足外来

サーモグラフィを用いた炎症を伴う胼胝の観察
（セルフケア支援システムの開発）

リバーストランスレーショナルリサーチ分野の研究の概要

競 争 的 研 究 資 金 獲 得

　このようなVisualization techniqueを用いた糖尿病足外来の有効性を評価するために、
糖尿病足外来受診者の足潰瘍発症率を算出した。その結果、12 か月累積発症率は 0.2％
であり、従来の欧米での報告に比べて低かった。当足外来は糖尿病足潰瘍の予防に効果
があることの示唆が得られた。本知見をもとに、現在、インドネシアに Visualization 
technique を用いた糖尿病足外来を導入するプロジェクトを遂行している 10)。

　以上のプロセスにより、糖尿病足潰瘍の予防ケアを例に、臨床現場を基軸としたニー
ズの抽出、要因解明、ものづくり、臨床評価を経た看護学の RTR のモデルを提示した。

臨床評価

　分子生物学および工学の研究者とともに研究を遂行することで、異分野融合によるイ
ノベーティブ看護学研究分野の確立に寄与した。また、ポスドクや大学院生を共同研究
者に含めて研究を遂行し、若手研究者の育成にも貢献した。さらに、研究成果は英語論
文として国際誌に投稿し、国外へ発信した。
　本分野において蓄積された知見や経験は、GNRC主催の看護理工学入門セミナーおよ
びハンズオンセミナーを通じて体系化し、看護学および周辺領域の研究者への普及を
図った。こうした取り組みは、リバーストランスレーショナルリサーチの発展の基盤に
なるものと考えられる。

GNRC の Mission にどうつながったか

今後、未来にどうつなげていきたいか

　臨床ニーズをもとに RTR を実践し、Visualization technique を用いた新しい糖尿病足
外来を構築し、その有効性を示した。看護学において RTR を成功させた鍵となった理
由として、基軸となる臨床現場を持つこと、要因解明やものづくりに必要なプロセスに
対し、センター内に生物学と工学研究者がおり、日常の研究活動を通して臨床上の課題
を共有した上で、研究協力が得られる環境があったことが挙げられる。今後は、このよ
うな組織を構築し、RTR を実践できる若手研究者を育成することで、看護学における
RTR を定着させることが必要である。
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家族のためのヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ
スタディグループ

　本グループでは、本人のみでなく家族成員を含む家族全体を、「ひとまとまりの家族」
として当事者と考える。この家族のヘルスクオリティを、当事者の側からよりよく評価
できる方法論を開発し、実践現場でその評価を用いながら、実践を改善させ、当事者が「ど
うありたいか」を実現できる看護ケア及びシステムを目指す。本グループは、いわゆる
健常な家族および看護や介護を必要とする家族員を抱えた家族に関して、家族形成期か
ら家族完結期までさまざまな発達段階にある家族を対象とした研究を行なっている。具
体的には、慢性疾患をもつ子どもと家族のための QOL 尺度開発と移行期支援、小児が
ん経験者の晩期合併症のケアと教育・復学・就労支援、認知症高齢者や死にゆく患者と
その家族の QOL、産後うつの重症化予防及び児童虐待予防などがある。これらの成果
は 38 編の英文論文、9 編の和文論文として学術雑誌に掲載されたほか、国際学会（25 報）
および国内学会（55 報）において報告し、その一部は高い評価を得た（国際学会 5 回、
国内学会 4 回受賞）。

何を目標として何を達成したか

Health Quality and Outcome にどのように貢献したか

　本グループは、様々な背景・文化を有する家族にアプローチしているが、特に力を入
れている子どものヘルスクオリティの評価方法論の確立と臨床実践への実装に関する研
究を紹介する。様々な発達段階や疾患・障害を有する子どものヘルスクオリティを正確
に捉えるためには、答える者（本人なのか、家族なのかなど）、質問形式（質問紙、観察法、
面接法など）、環境や時期によってどのように回答に相違が生じるのか理解した上で、
子どものヘルスクオリティを立体的に解釈し、子どもの状態や発達に合わせて評価方法
を選択・工夫することが望まれる。そのため、本グループでは、発達途上にある子ども
のQOLを、本人と保護者それぞれの視点から評価するPediatric Quality of Life Inventory

（PedsQL）日本語版を開発し 1)、健常な子ども 1) やがん 2)・脳腫瘍 3)・臓器移植 4) など
の健康問題をもつ子どもへの適応可能性を確認し、子どものヘルスクオリティの評価方
法の検討と解釈に寄与する知見の蓄積を行ってきた。
　本グループが行った尺度開発から臨床実践への実装に至った研究を紹介したい。近年、
小児医療の急速な進歩に伴い、小児がんなどの小児慢性疾患をもちながら成人に到達す
る子どもは増えている。それに伴い、医療現場において、小児患者及び家族が思春期早
期から患者自身が疾患を理解・管理し、小児医療から成人医療にスムーズに移行（トラ
ンジション）できるよう支援する「成人移行期支援（トランジショナルケア）」の重要
性が高まっている。
　医療現場における成人移行期支援の実現・促進のためには、小児慢性疾患をもつ子ど
ものトランジションの準備性を適切に評価できる尺度が必要である。そのため、私たち
はトランジションの準備性（自己管理、受診行動など）を測ることができる日本語版
TRANSITION-Q を開発し、その信頼性・妥当性、臨床現場の使用への実現可能性を確
認した5)。その後、本グループと東京大学医学部附属病院小児科で、研究者、医師、看護師、
臨床心理師などの多職種専門家から構成されるトランジションタスクフォースを結成
し、2016 年に東大病院に通院する小児慢性疾患をもつ思春期患者とその家族を対象に
した「成人移行期支援外来」を立ち上げた。成人移行期支援外来では、日本語 版
TRANSITION-Q を用いて小児慢性疾患をもつ思春期患者の準備性をアセスメントし、
医師と看護師がペアになり、患者の単独の成人移行期支援外来の受診を促し、その際に
問診ガイドやマイ・ヘルスパスポートを使用しながら、個別の状況や希望に沿った、疾

看護システム開発部門

上別府圭子（家族看護学分野　教授　兼任　2017/4 ～現在）
佐藤伊織    （同　講師　兼任　2017/4 ～現在）
キタ幸子    （同　助教　兼任　2017/4 ～現在）
副島尭史    （同　助教　兼任　2017/4 ～現在）
戸部浩美    （GNRC　博士研究員　2018/4 ～ 2018/8、特任助教　2018/9 ～現在）
目麻里子    （GNRC　博士研究員　2017/4 ～ 2018/3）
　　　　   （現職：高齢者在宅長期ケア看護学　助教）
森﨑真由美（GNRC　博士研究員　2019/4 ～現在）
大城 怜      （家族看護学分野　特任研究員　兼任　2020/10 ～現在）

ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ分野1
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移行期支援外来における介入

移行期支援パンフレット

図１　東大病院における成人移行期支援外来の介入内容

図 2　東大病院トランジション外来で
実際に使用されているパンフレット（左）と
マイ・ヘルスパスポート（右）

患者の単独受診

単独受診 問診ガイド

・問診ガイドに沿った質問により患者の発言を引き出す

・疾患理解と管理、成人移行への認識、将来展望についての内容

・受診情報、疾患、治療、注意点等の情報
・初回外来時に渡し、自身で作成して次回持参する

・医師と看護師がペアで担当

1 2 3

問診ガイド

マイヘルスパスポート

マイヘルスパスポート

マイヘルスパスポート

　この 4 年間、GRNCにおけるヘルスクオリティ・アウトカム研究は、多分野・国際的
なネットワークの急速な拡大を基盤として、イノベーティブでシステミックな研究方法
論の確立と知見を生み出してきた。今後はさらにそのネットワークを広げて、ヘルスク
オリティ・アウトカムとそれを支える看護学を体系化し、本グループを世界的なリサー
チ・アンド・ケアディベロップメント・ハブとしてのプレゼンスを高めていきたい。そ
して、将来、更なる適切なヘルスクオリティの評価方法論の確立とアウトカムに裏付け
られた看護ケアと看護システムの創生・普及を通して、当事者や家族が考える幸せや健
康を最大限、尊重・維持できる社会の実現に貢献していきたい。

今後、未来にどうつなげていきたいか

　本グループでは、3 世代先までの健康問題を予防する看護ケアの基盤理論、予防的看
護学の確立を目指し、当事者を含む複雑系へのシステミックな効果を評価する方法論と
家族全体のヘルスクオリティを高めるケアと看護システムの創生に資する研究を行って
きた。また、世界の看護学研究のリーダーになる若手研究者の育成のために、ポスドク
研究員 3 名を受け入れ、The Childrenʼ s Research Institute の Pamela Hinds 理事長（ア
メリカ）、香港理工大学教授の Edward Chan Ko Ling 教授（香港）、Indiana 大学の
Joan Haase 教授（アメリカ）、Michigan 大学の Denise Saint Arnault 教授（アメリカ）、
Amsterdam 大学の Susan Bogels 教授（オランダ）といった国際的に著名な研究者を本
グループに招聘し、アウトカム・インジケーターの作成・評価、多職種共同研究と国際
共同研究の方法論、異文化融合型研究の方法論、その他、メタアナリシスやミックスド・
メソッドなどのアドバンスな研究方法論などの内容で多くのセミナー、ワークショップ、
講演会などを開催した。更にその後も、5 つの国際共同研究を発展させており、社会学
や文化人類学といった異分野融合研究をグローバルに展開している。

GNRC の Mission にどうつながったか
患や治療の理解、主体的な自己管理や受診行動を促す情報提供やケアを行っている

（図 1,2 参照）。また患者のみならず家族にも個別面談を行い、家族の不安の軽減や患者
の自律を促す方法を一緒に検討している。その成人移行期支援外来で行っている支援の
効果は、本グループが主導でランダム化比較試験を行い、患者のトランジションの準備
性を高める効果を確認している。これまで、約 180 名の小児慢性疾患患者と家族が成人
移行期支援外来を受診しており、全国に研究・臨床の連携を基盤としたエビデンスに裏
付けされた成人移行期支援モデルを提示し、家族を含めた成人移行期支援の普及と質の
向上に大きく貢献している。

Kobayashi K, Kamibeppu K. Quality of life reporting by parent-child dyads in Japan, as grouped by 
depressive status. Nurs Health Sci. 2011;13(2):170-7.
Kobayashi K, Nakagami-Yamaguchi E, Hayakawa A, Adachi S, Hara J, Tokimasa S, et al. 
Health‐related quality of life in Japanese children with acute lymphoblastic leukemia during and 
after chemotherapy. Pediatr. Int. 2017 ; 59(2),145-53.
Sato I, Higuchi A, Yanagisawa T, Mukasa A, Ida K, Sawamura Y, et al. Development of the Japanese 
version of the Pediatric Quality of Life Inventory™ Brain Tumor Module. Health Qual. Life 
Outcomes 2010 ; 8(1) : 38.
Kikuchi R, Mizuta K, Urahashi T, Sanada Y, Yamada N, Onuma E, et al. Development of the 
Japanese version of the PedsQL™ transplant module. Pediatr. Int. 2017 ; 59(1) : 80-8.
Morisaki-Nakamura M, Suzuki S, Kobayashi A, Kita S, Sato I, Iwasaki M, et al. Development and 
validation of a Japanese version of the TRANSITION-Q. Pediatr. Int. 2020 ; Forthcoming.

1.

2.

3.

4.

5.

上記文章内で引用した文献リスト
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令和元年度科研費・若手研究 . がん経験者の「労働生活の質」を向上する家族機能へのアプローチ手
法の開発（課題番号 : 19K19639, 研究代表者 : 副島尭史）
令和元年度科研費・研究活動スタート支援 . 小児慢性疾患患者の成人移行期支援モデルの構築：親子
システムを包含した支援の検討（課題番号 : 19K24224, 研究代表者 : 森崎真由美）
令和元年度公益財団法人 SGH 財団がん看護研究助成 . 入院治療中の小児がんの子どもを持つ親にお
ける family-centered care と work-life balance との関連（研究代表者 : 小林明日香）
平成 30 年度認定 NPO 法人ゴールドリボン・ネットワーク研究助成 . 小児がん患者の親における就労
状況の変化が親の QOL に与える影響のメカニズム解明のための基盤研究 : 就労状況の変化に関する
ビリーフ評価尺度の開発（研究代表者 : 上別府圭子 , 研究分担者 : 佐藤伊織 , 副島尭史 , 小林明日香）
平成 30 年度公益財団法人がんの子どもを守る会研究助成 . 乳児急性リンパ性白血病臨床試験

（JPLSG-MLL-17）における乳児と家族の QOL（研究代表者 : 上別府圭子 , 研究分担者 : 佐藤伊織 , 
副島尭史 , 前田美穂 , 石田也寸志 , 早川晶 , 宮村能子）
平成 30 年度公益財団法人日本対がん協会リレー・フォー・ライフ・ジャパン「プロジェクト未来」研究助成 . 
成人がん患者における SNS 上の患者会参加状況が孤独感に与える影響（研究代表者 : 上別府圭子）
平成 30 年度老施協総研調査研究助成 . 特別養護老人ホーム入居者への人生の最終段階における支援が
遺された家族の複雑性悲嘆に与える影響（研究代表者 : 上別府圭子 , 研究分担者 : 福井千絵）
平成 30 年度科研費・研究活動スタート支援 . マインドフルペアレンティングプログラムの開発と効果
検証：ランダム化比較試験（課題番号 : 19K21447, 研究代表者 : 戸部浩美）
平成 30 年度一般財団法人生涯学習開発財団博士号取得支援事業 . 育児中の親のレジリエンスを高める
プログラムの効果―怒りの情動に焦点を当てて―：ランダム化比較試験（研究代表者 : 戸部浩美）
平成 30 年度公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団研究助成 . 特別養護老人ホームに入居
している認知症をもつ人の人生の最終段階における満足度を測定するツールの開発（研究代表者 : 福
井千絵 , 研究分担者 : 上別府圭子）
平成 30 年度公益財団法人三菱財団社会福祉事業研究助成 . 学校内での医療的ケアが児童生徒の健康関
連 QOL に及ぼす影響についての縦断研究（研究代表者 : 鈴木征吾 , 研究分担者 : 上別府圭子）
平成 30 年度公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金 . 造血幹細胞移植後フォローアップ外来を
受診する患者と介護者の Quality of Life と情報ニーズ：多施設共同横断研究（研究代表者 : 中嶋祥平 , 
分担研究者 : 上別府圭子）
平成 30 年度公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金 . 乳がん患者と子どものがんに関する親子
コミュニケーション評価尺度の開発と Posttraumatic growth への関連要因の検討（研究代表者 : 大城
怜 , 分担研究者 : 上別府圭子）
平成 30 年度公益財団法人小林製薬青い鳥財団研究助成 . 通常学校に通う児童生徒の小児がん患者に対
する肯定的態度を育むための小児がん教育の開発と評価（研究代表者 : 吉備智史 , 分担研究者 : 上別
府圭子 , 副島尭史）
平成 29 年度認定 NPO 法人ゴールドリボン・ネットワーク研究助成 . 入院中の小児がんの子どもを持つ
父親と母親の就労状況の変化が、親の健康関連 QOL に与える影響―子どもの看病に対する親の価値観に
焦点を当てた横断観察研究―（研究代表者 : 上別府圭子 , 研究分担者 : 佐藤伊織 , 中嶋祥平 , 小林明日香）
平成 29 年度公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団 . 小児がんの啓発を軸とした、児童生徒が多様
性のある子どもたちを受け入れる姿勢を育むための授業の展開（研究代表者 : 上別府圭子 , 研究分担者 : 
副島尭史 , 星順隆）
平成 29 年度科研費・若手研究 . IPV 被害妊婦の健全な育児とメンタルヘルス改善に向けたプログラム
の開発と効果検証（課題番号 : 17K17464, 研究代表者 : キタ幸子）
平成 29 年度科研費・研究活動スタート支援 . 働きながら認知症の人を介護する家族員における介護と
仕事の両立に関する縦断的調査（課題番号 : 17H06649, 研究代表者 : 目麻里子）
平成 29 年度公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金 . 在宅で医療的ケアを要する小児を対象と
したレスパイトケアと健康関連 QOL に関する研究（研究代表者 : 鈴木征吾 , 分担研究者 : 上別府圭子）
平成 29 年度公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金 . 思春期小児慢性疾患患者の Disease 
Awareness Scale（疾患意識尺度）の開発と関連要因の検討（研究代表者 : 中村真由美 , 分担研究者 : 
上別府圭子）
平成 29 年度東京Ⅰゾンタクラブ奨学助成 . 乳がん患者と家族の心理的健康に関する研究（研究代表者 : 
大城怜）
平成 29 年度公益財団法人政策医療振興財団研究助成 . 入院中の小児がん患者における疲労感と家族機
能の関連についての研究（研究代表者 : 村田翔 , 研究分担者 : 上別府圭子 , 副島尭史 , 鈴木征吾）
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Best Poster Presentation Award. 2020. 23nd East Asian Forum of Nursing Scholars. Association 
between transition readiness and characteristics of adolescents with chronic diseases in Japan. 
Morisaki-Nakamura M, Suzuki S, Kobayashi A, Iwasaki M, Hirata Y, Sato A, Kita S, Sato I, 
Kamibeppu K.
Fellow of American Academy of Nursing. 2019. American Academy of Nursing. Kamibeppu K.
Travel Award. 2019. 24th Congress of Asia-Pacific Blood Marrow Transplantation & The 
International Congress of BMT. Informational needs and Quality of Life of allogeneic hematopoietic 
stem cell transplant recipients and their caregivers visiting long-term follow-up clinics within one 
and half years. Nakajima S, Nakano S, Nakanishi S, Isono S, Kobayashi K, Masamoto Y, Kurokawa 
M, Kamibeppu K.
International Psychology Poster Contest Third Placing. 2019. Annual Convention of American 
Psychological Association 2019. Influences of the type and the experienced form of trauma on 
posttraumatic growth. Kibi S, Qandeel M, Soejima T, Oshiro R, Hiraki K, Kamibeppu K, Taku K.
第 55 回日本小児循環器学会総会・学術集会 会長賞 . 2019. 小児循環器疾患患者における移行期支援外
来の受診結果：ランダム化比較試験の結果から . 森崎真由美 , 鈴木征吾 , 小林明日香 , 岩崎美和 , 平田
陽一郎 , 佐藤敦志 , 犬塚亮 , キタ幸子 , 佐藤伊織 , 岡明 , 上別府圭子 .
Excellence in Family Nursing Award. 2019. International Family Nursing Conference 2019. 
Kamibeppu K.
第 5 回日本家族看護学会 研究奨励賞 . 2019. 生命の危機にある新生児の治療選択に関する両親の意思
決定を支える看護実践 . 鈴木征吾 , 大城怜 , 小林明日香 , 上別府圭子 . 家族看護学研究 . 24(2): 185-96.
EBMT Nurses Group Award for Best Oral Presentation. 2018. 44th Annual Meeting of the European 
Society for Blood and Marrow Transplantation. Preditcors of parental psychological distress during 
the acute phase of pediatric hematopoietic stem cell transplantation in Japan: A multicenter 
prospective longitudinal study. Nakajima S, Setoyama A, Sato I, Fukuchi T, Tanaka H, Inoue M, 
Watanabe K, Koh K, Takita J, Tokuyama M, Watanabe K, Kamibeppu K.
第 39 回日本造血細胞移植学会総会 奨励賞 . 2017. 小児造血幹細胞移植を受けた外来フォローアップ中
の患者の Quality of Life と慢性 GVHD. 中嶋祥平 , 大城怜 , 岩﨑美和 , 佐竹和代 , 佐藤伊織 , 樋渡光輝 , 
滝田順子 , 上別府圭子 .
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令和 2 年度科研費・挑戦的研究（萌芽）. 2 つの命―妊娠期がん患者家族の経験のナラティヴと意思決
定支援モデルの構築（課題番号 : 20K21701, 研究代表者 : 上別府圭子 , 研究分担者 : 春名めぐみ , 藤井
知行 , 大須賀穣）
令和 2 年度科研費・基盤研究（B）. 患者報告アウトカムを用いた小児脳腫瘍患者の認知機能・QOL
向上支援プログラム開発（課題番号 : 20H03994, 研究代表者 : 佐藤伊織 , 研究分担者 : 副島尭史）
令和 2 年度科研費・若手研究 . 家族の多重暴力に関する実態解明と多重暴力の予防・終結に向けた家
族支援モデルの開発（課題番号 : 20K19126, 研究代表者 : キタ幸子）
令和 2 年度科研費・若手研究 . 養育態度尺度日本語版開発と親の適切な養育を支援するコミュニティ
ベース参加型研究（課題番号 : 20K19166, 研究代表者 : 戸部浩美）
令和 2 年度東京Ⅰゾンタクラブ奨学助成 . 海外派遣帰任者の妻の健康関連 QOL に関する研究（研究
代表者 : 今井沙緒）
令和元年度科研費・基盤研究（B）. 家族のダイバシティに対応するヘルスクオリティ・アウトカムリ
サーチの確立（課題番号 : 19H03941, 研究代表者 : 上別府圭子 , 分担研究者 : 春名めぐみ , 宮本有紀 , 
佐藤伊織）
令和元年度公益財団法人がんの子どもを守る会研究助成 . AYA 期にある小児がん経験者のレジリエン
スモデルの検証とその関連要因（研究代表者 : 上別府圭子 , 分担研究者 : 村田翔）
令和元年度公益財団法人日本対がん協会リレー・フォー・ライフ・ジャパン「プロジェクト未来」研
究助成 . 2 つの命―妊娠期がん患者家族の経験と望ましい意思決定支援（研究代表者 : 上別府圭子）
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女性のためのヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ
スタディグループ

　当グループでは、周産期における母子の健康を中心に、女性の生涯を通じた健康づく
りに焦点を当てて研究に取り組んでいる。妊娠・出産・産褥・育児期に亘る継続的かつ
包括的な支援は、助産師の仕事であり、助産学はこの一連の過程のエビデンスを構築し、
妊娠・出産に関する世界共通の課題を解決することを使命としている。
　妊娠・出産の当事者である女性が、いかに過ごし、いかに出産し、育児を始められるか、
その人の生活におけるナラティブを重視し、生まれてくる子と家族の将来も見据え、さ
らに妊娠期から育児期はもちろん生涯を通じた包括的なヘルスクオリティの向上、さら
には次世代の健康問題の予防をも目指した知見を創出する。研究室で進行している主な
プロジェクトはどれも、長期的な視点を持って、臨床での保健指導や妊産婦の生活に直
接影響を与えることについて、客観的指標と当事者による評価指標を組み合わせること
を特徴としており、研究・臨床の両面への貢献を目指した活動を行っている。これらの
成果は、27 編の英文論文、6 編の和文論文として学術雑誌に掲載された。その内一編は
雑誌の Best Download awards として表彰されている。また、国際学会（2 報）および
国内学会（26 報）において報告し、その一部は高い評価を得て表彰されている

（国内学会 2 回）。

何を目標として何を達成したか

Health Quality and Outcome にどのように貢献したか

　特に、「妊娠中の栄養・運動・心理面に関する生活」と「育児を担う家族の生活」に
焦点を当て、妊娠中から産後までの包括的なヘルスクオリティの向上に貢献することを
目指した。そもそも妊娠中の食事や運動については、エビデンスレベルの高い根拠のな
いまま、妊婦に制限がかかり負担を強いる形での保健指導が少なからず行われてきた。
さらに、近年 DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease) 仮説と呼ばれる、
妊娠中の栄養状態が出生後の児の生涯にわたる代謝機能に影響を与えるという説が注目
されており、妊娠中の女性はもちろん、次世代の健康問題の予防という意味でも重要で
ある。一方で、妊娠中の栄養をどのように摂取することが望ましいのかを研究するため
の、栄養学に関連する研究が少なく、さらにはどのような食事をとっているのかを適切
に評価するための方法も十分とは言えなかった。これに対し、本研究室では、妊婦が食
事から栄養を摂取できているのかを把握するために、妊娠中の女性が自記式食事歴質問
票を用いた場合の妥当性 1) を検討し、その上で、朝食欠食 2) や野菜の摂取量 3) といった
妊婦の栄養状態に影響を与える要因を明らかにしてきた。さらに、このようなツールを
基に、栄養状態と体重増加と、出産アウトカム、特に低出生体重児を予防するための食
事摂取についての研究が進行中である。
　また、妊娠中の女性の栄養状態を考えるうえでは、食事だけではなく、運動や活動量
について検討することも必要になる。妊娠中は、激しい運動は避けられる傾向にあり、
妊娠中の日常生活活動量を評価して行くことが重要であると考えられている。当教室で
は、妊娠中の活動量を評価する尺度を翻訳しており、それを基に日本の妊娠中の女性の
運動や身体活動量の実態やその関連要因 4, 5) を明らかにしてきた。さらに運動と食事を
合わせた介入研究 6) も実施し知見を得ている。
　なお、次世代の健康問題の予防という視点では、妊娠中の環境調整によって予防可能
な低出生体重児を防ぐことが重要である。低出生体重児には母体の栄養状態とともに喫
煙状況も影響すると言われている。当教室では、モンゴルでの妊婦の生活と次世代を担
う新生児の状態の関連についても検討し、間接喫煙であっても、家族の喫煙状況によっ
ては本人が喫煙しているのに匹敵するニコチンが吸収されていることを明らかにしてい
る 7, 8)。さらに母子健康手帳の利用状況 9) からヘルスリテラシーの重要性も見出してい
る。また、日本のみならず、モンゴルやエルサルバドルでの妊産婦を対象とした出産の
リスクに関する研究も進行しており 10, 11)、状況の異なる世界各地においても、共通す
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る「妊娠している女性の生活」を次世代も見据えながら、女性自身のヘルスクオリティ
を上げる方法を検討した。
　さらにプレコンセプショナルケアとして、妊娠前の女性の健康状態が注目を浴びてお
り、実際に妊娠前のやせの状況が、その後の妊娠中の体重増加にどのように影響するの
かを検討した他 12)、妊娠可能年齢の女性の貧血の関連要因を明らかにすることで 13)、
今後どのように妊娠前の女性にアプローチをしていくかを検討している。
また妊娠中の IPV(Intimate Partner Violence) や出産恐怖感などの周産期メンタルヘル
スの子育てへの影響を含め、女性の健康支援への新しい知見を得ている 14, 15)。育児期
のヘルスクオリティに貢献する研究としては、そもそも育児期に一見問題がなく見えな
がら、支援を必要とする人がおり、母子をはじめ家族のヘルスクオリティに問題を与え
ていることに注目した。そこで、オーストラリアで開発された親の育児に対する自己効
力感を測定する尺度であるKaritane Parenting Confidence Scaleの日本語版を作成した 16)。
今後の研究で、育児自己効力感を高める要因と介入方法を検討していく予定である。
　また、育児期の養育者の大きな心配事の一つが新生児の皮膚トラブルである。
約50~80% の新生児が何らかの皮膚トラブルを経験すると言われており、多くの児に
とっての問題である。見た目に問題がわかりやすいことで養育者が心配を抱えやすいこ
と、新生児本人も疼痛や苦痛を感じている可能性があること、さらには長期的にアトピー
性皮膚炎などのアレルギー疾患に関連することから、新生児の皮膚トラブルの予防、そ
のためのスキンケアの開発が急務となっている。
　当研究室では、健康な新生児を対象に、保湿ケア（沐浴を 2 日に 1 回とし、保湿剤を
毎日塗布）をした群と通常のケア（毎日沐浴を行う）を生後 3 か月まで続ける RCT を
行い、生後 3 か月時点での皮膚バリア機能の状態が良いこと、生後 1 か月以内のおむつ
皮膚炎の発症率が低いことを明らかにした 17)。また、この研究を通して、母親の記録に
基づいた皮膚トラブルの評価が一定程度の妥当性があることを確認し 18)、当事者の評価
による皮膚トラブル研究の道を開いた。さらに、生後 2 年間の追跡調査の結果、生後 3
か月までの間に 3 日以上、または 7 日以上という比較的短い期間でも症状の強い皮膚ト
ラブルがある場合、2 歳時点でのアトピー性皮膚炎や食物アレルギーの発症リスクが高
くなることを明らかにした 19)。この研究は、前向き個別データメタアナリシスを計画し
ていた王立ロンドン大学の Boyle 教授らのチームとの共同研究に参加し、Cochrane review
にも採用される予定で、現在 Protcol 論文が発表されている 20)。世界的に、アレルギー
の家族歴を持つようなアレルギーハイリスク児を対象とした、アレルギー専門医や皮膚
科医の研究は多く計画がされていたが、全ての新生児を対象とした研究は世界的に珍し
く、養育者にとってスキンケアはどうするべきか？という育児を支えるという視点の研
究であったことが、貴重なデータとしてアレルギー予防の最先端の研究に貢献できたと
考えている。

　この 4 年間、当教室の研究は、特に実際に臨床へ知見を還元できる段階へと研究が深
化した時期であった。今後さらに研究ネットワークの拡大を図り、女性と新生児、その
家族にとっての生活全体を包括的に評価・支援していくための方法論を整備していきた
い。
　これまでは、大学近郊または海外の一地域での研究が多かったが、今後は、日本国内
や国際的に多施設での共同研究を行い、より多くの対象者に還元できる研究内容として
いきたい。また、これまでは方法論の開発・当事者評価をアウトカムに据えた研究を展
開する段階が多かったため、ここからは、研究知見から新たなケアを提案し、さらにケ
アにおける評価導入の提案、さらに新たなヘルスクオリティ指標の検討へと進んでいき
たい。

今後、未来にどうつなげていきたいか

　2017 年からの 4 年間で、当教室からは 2 名の博士課程の卒業生と 16 名の修士課程の
卒業生を送り出し、若手研究者の育成に取り組んできた。その中で、社会予防疫学教室
や聖路加大学、アレルギー専門の研究者らとの共同研究を行ってきた。モンゴルとエル
サルバドルでの研究を現地のスタッフと連携を取りながら、調査・研究を進め、同時に
現地の助産教育の教育体系の開発や人材育成にも寄与してきた。また、前述の College 
of London の Boybe 教授との共同研究にも参加し、国際的な視点での研究を推進して
きた。さらに、2019 年にオーストラリア University of the Sunshine Coast の Patrea 
Anderson 准教授が GNRCを訪問したことを機に、現在、共同研究に向けた取り組みが
始まっている。
　これらの研究結果をもとに、臨床の助産師や一般向けの解説を担当することも増えて
おり、日本の助産学におけるヘルスクオリティの評価研究を普及させるための基盤とな
ると考える。

GNRC の Mission にどうつながったか

1.

2.
　
3.

4.

5.
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令和 2 年度ファイザーヘルスリサーチ振興財団 国際共同研究助成 . Virtual reality の助産教育に及ぼ
す学習効果の評価：日豪共同研究 . （研究代表者：笹川恵美，分担研究者：春名めぐみ）
令和 2 年度ユニベール財団研究助成金 . 妊婦への『出産と育児のためのマインドフルネスプログラム』
のオンライン日本版開発と効果検証 . ( 研究代表者：丹家歩，分担研究者：春名めぐみ , 笹川恵美 , 米
澤かおり , 臼井由利子 )
令和 2 年度公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金．皮膚トラブル予防を目指した新しい沐浴
方法の開発：前向き観察研究（研究代表者：清水咲月）
令和 2 年度科研費・基盤研究 (B)．スキンブロッティング法を用いた新生児の皮膚トラブル発症のメ
カニズム解明．（課題番号：20H03995，研究代表者：米澤かおり，分担研究者：峰松健夫）
令和 2 年度一般社団法人日本助産学会若手研究助成．分娩時の食事摂取と出産アウトカム、産婦の疲
労感、出産満足度との関連（研究代表者：米澤かおり，分担研究者：春名めぐみ，藤原菜々子）
令和 2 年度科研費・研究活動スタート支援．出産への思い質問票の短縮版の開発と有用性の検討．（課
題番号：20K23128，研究代表者：臼井由利子）
令和元年度一般社団法人日本助産学会若手研究助成．就労妊婦のマイナートラブルに関する要因探索
と労働生産性へ及ぼす影響の実態把握（研究代表者：笹川恵美，分担研究者：春名めぐみ）
令和元年度科研費・若手研究．モンゴル国妊婦の喫煙・受動喫煙が周産期アウトカムに与える影響（課
題番号：19K19667，研究代表者：疋田直子）
令和元年度科研費・基盤研究 (B)．妊娠各期の至適体重増加とそれに関連する健康行動・心理社会的
要因：コホート研究（課題番号：19H03940，研究代表者：春名めぐみ，研究分担者：疋田直子）
令和元年度科研費・挑戦的研究（萌芽）．妊婦の概日リズムや食事時間のパターンと栄養代謝との関連
の解明（課題番号：19K22741，研究代表者：春名めぐみ，研究分担者：笹川恵美，米澤かおり）
令和元年度公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金．産後女性における骨盤底障害のケアツー
ルの開発と普及（研究代表者：浅井百合絵）
令和元年度木村看護教育振興財団研究助成．乳児皮膚アセスメントツールの予測妥当性の検証 - アト
ピー性皮膚炎の発症を予測できるか ?-（研究代表者：横山萌莉，分担研究者：大家知恵子，春名めぐみ，
米澤かおり）
令和元年度東京大学リスタートアップ研究費支援．アレルギー疾患を持つ妊婦の抱える困難と対処方
法に関する探索的研究（研究代表者：米澤かおり）
平成 30 年度若手研究．エルサルバドルのパイロット病院 5 施設における人間的出産モデルの構築と効
果の検証（課題番号：18K17552，研究代表者：笹川恵美）
平成 30 年度一般社団法人日本助産学会奨励研究助成 A．助産師外来・院内助産ケアと妊娠・出産アウ
トカムとの関連：大規模観察研究（研究代表者：春名めぐみ，分担研究者：笹川恵美，米澤かおり，
疋田直子）
平成 30 年度一般社団法人日本助産学会若手研究助成．育児支援の場面で活用できる新生児皮膚トラブ
ルアセスメント尺度の開発と信頼性・妥当性検証（研究代表者：米澤かおり，分担研究者：春名めぐみ）
平成 30 年度公益財団法人明治安田こころの健康財団研究助成．子どもへの愛着形成（ボンディング）
に出産体験が及ぼす影響 出産恐怖感尺度 (W-DEQ 日本語版 ) を用いた出産体験とボンディング障害
との関連（研究代表者：臼井由利子，分担研究者：春名めぐみ，笹川恵美，米澤かおり，疋田直子，
瀬戸口舞嘉）
平成 30 年度やずや食と健康研究所助成金．モンゴル国ダルハンオール県における公立医療機関に勤務
する医療者の一日の食塩摂取量調査－24 時間蓄尿法を用いて－（研究代表者：疋田直子）
平成 29 年度科研費・若手研究 (B)．乳児の健康な皮膚バリア機能発達と皮膚常在菌叢形成に対するス
キンケアの効果検討（課題番号：17K17676，研究代表者：米澤かおり）
平成 29 年度竹村和子フェミニズム基金．ジェンダーに基づく秒力としての産科医療・分娩時ケアの実
態－エルサルバドルの暴力的出産を例に－（研究代表者：笹川恵美，分担研究者：春名めぐみ）
平成 29 年度科研費・研究活動スタート支援．モンゴル国妊婦の受動喫煙の実態把握と受動喫煙評価方
法の構築（課題番号：17H06647，研究代表者：疋田直子）
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JD Award (Most downloaded paper in 2018, The Journal of Dermatology). 2018. The Journal of 
Dermatology. Effects of moisturizing skincare on skin barrier function and the prevention of skin 
problems in 3 month-old infants: A randomized, controlled trial. Yonezawa K, Haruna M, Matsuzaki 
M, Shiraishi M, Kojima R.
第 58 回日本母性衛生学会学術集会 愛育コメディカル賞（優秀演題）受賞 . 志賀咲月，春名めぐみ，
米澤かおり . 新生児と乳児の顔・臀部・四肢体幹の皮膚トラブル発症時期の実態調査．
第 35 回東京母性衛生学会学術集会 優秀演題賞受賞 . 島沙槻，春名めぐみ，松崎政代，笹川恵美，米
澤かおり . 復職後の母乳栄養継続に関連する要因の検討．
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After Vaginal Delivery in El Salvador: Visual Estimation Versus Direct Measurement. International 
Journal of Nursing and Health Science. 2017;4(6):81-7.
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weight gain and body image are associated with dietary under-reporting in pregnant Japanese 
women. Journal of Nutritional Science. 2018 Apr 2;7:e12.
Hisa K, Haruna M, Hikita N, Sasagawa E, Yonezawa K, Suto M, Ota E. Prevalence of and factors 
related to anemia among Japanese adult women: Secondary data analysis using health check-up 
database. Scientific Reports. 2019 Nov 19;9(1):17048.
Kita S, Haruna M, Matsuzaki M, Kamibeppu K. Does Antenatal Social Support Affect the 
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精神的なヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ
スタディグループ

　ケアと、ケアを提供する看護システムは、患者やその家族など、それぞれの当事者に
寄り添い、その方がいかに生き、いかに死ぬか、その生活や人生の質、健康の質（ヘル
スクオリティ）の向上を目指している。生活や人生の質やヘルスクオリティは、人によ
り異なり、また、文化や価値観によっても変化するものである。ヘルスクオリティ・ア
ウトカムリサーチ分野では、特にヘルスクオリティについて追求している。
　ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ分野では、ヘルスクオリティについて、その
人生を生きる人本人（患者やその家族ら当事者）の側からよりよく評価できる方法論を
開発し、看護学研究・医学研究・その他のさまざま異分野研究に実装し、アウトカムベー
スで効果的かつ統合的なケア・治療と看護システム・社会システムについての知見を創
出することを目指している。
　多文化共生社会におけるヘルスクオリティの評価には、ケアを受ける人の視点は欠か
すことができず、また、ヘルスクオリティに影響を与えるようなケアの効果を評価する
ためには、その人を取り囲む環境を含んで評価する方法論が必要である。
　ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ分野では、センター内、学内外、国内外の異
分野研究チームとの協働に加え患者・市民と共に研究を行っている。ヘルスクオリティ・
アウトカムリサーチ分野内の精神的なヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ スタディ
グループでは、特に精神保健領域におけるヘルスクオリティに関する研究を展開してい
る。

　当グループの研究テーマの一つに、「リカバリー」がある。リカバリーとは、精神保
健サービスの利用経験のある人にとってのヘルスクオリティを含む生活や人生の質と近
接・重複する概念であり、機能の回復だけではなく、その人らしさやその人ののぞむ人
生の回復や展開・発展を含む動的な概念である。リカバリーに関連した活動として、精
神保健サービスの利用経験のある人が評価する尺度の開発や、精神健康の困難のある人
の経験や思いの蓄積、精神保健サービスの利用経験のある人と支援者・研究者で共にリ
カバリーを目指す取り組み、精神保健サービスを利用する人のヘルスクオリティを高め
るためのケアの開発、支援者・研究者の Co-production（共同創造）による研究の実施
に従事してきた。
　これらの成果は、英文論文、和文論文として学術雑誌に掲載されたほか、書籍、国際
学会、国内学会やシンポジウムにおいて報告している。

何を目標として何を達成したか

Health Quality and Outcome にどのように貢献したか

　当スタディグループが重点的に取り組んだことの一つに、精神科医療を含む精神保健
サービス利用経験のある人のヘルスクオリティに資する実践の開発がある。これらの実
践は、① 統合失調症や気分障害などの精神科診断を受け精神科治療を受けた経験のある
人と共に取り組むリカバリー志向の実践の研究 1,2 , 3 ,４ )、② 精神健康の困難を有する人
のヘルスクオリティに直結する事項に関する評価尺度の開発（自身の状態を評価する尺
度の開発、受けているサービスのリカバリー志向性をサービス利用者が評価する尺度の
開発 ）5,6 , 7 , 8 , 9 )、③ 物質使用障害を有する人にとって有用な薬物使用防止プログラム
の開発 10,11)、④ 認知症を有する人の穏やかな暮らしを支えるケアの開発 12,13)、⑤ その他
精神のヘルスクオリティと関連するものの検討 14,15,16,17,18) などを含む。
　精神保健サービスの利用経験のある人による発信や、リカバリー志向の実践は、ここ
数十年で世界的に増加しており、日本でも増加傾向にある。当グループは、リカバリー
志向の実践の日本での広がりの一端を担ってきた。具体的には、リカバリー志向の実践
であり、精神保健サービス利用経験者と支援者・研究者による共同創造を原則とする実
践である「リカバリーカレッジ」に関するガイドラインの開発や共同創造の紹介 1,19,20,21)、
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リカバリーに大きな影響をもたらすと考えられているピアサポートの整理やピアサポート
と精神保健福祉サービスの協働に関する検討 22,23,24,25,26) に取り組んできた。
　上述のリカバリー志向実践やピアサポートに関わるいずれの実践も、米国や英国で展
開が進んでいるものの、保健医療福祉のシステムの違いや文化の違いなどのために、そ
の発信や実践をそのまま日本で適用することはできない。また、同じ形ではないものの、
これまで日本でなされてきた活動もある。グループの、以前からの日本での活動も尊重
しつつ、世界の潮流や世界で見いだされた新たな知見を取り込みながら異分野多職種
チームによって開発されたケアは、日本の精神保健ケアの発展および看護システムの発
展に貢献するものである。

　日本の精神保健福祉医療は変化し続けており、今後ますます、精神健康の困難の経験
のある人自身にとっての生活や人生の質、ヘルスクオリティを重視したケアが求められ
るようになる。このようなケアを提供していくには、支援者・研究者だけでなく、精神
健康の困難の経験のある人と共に、ヘルスクオリティについて、またヘルスクオリティ
を向上させるようなケアについて追求していく必要があり、どの人のどんな意見も重要
で価値があるという前提が共有される必要がある。人それぞれのありようが尊重され、
どの人も自分にも他者にも価値があると感じられる社会の実現に貢献していきたい。

今後、未来にどうつなげていきたいか

　当グループが取り組んできている実践開発は、精神健康の困難の経験のある人自身や
その家族、保健医療福祉領域の支援に携わる人々、行政と共に取り組んでおり、異分野
融合による取り組みである。また、それぞれの先進的実践をしている英国や米国、北欧
の実践者と対面し直接学び、日本での発展を国外へ発信するグローバルな取り組みであ
り、このような取り組みは、今後の精神保健看護の発展の一端を担うものであると考え
ている。

GNRC の Mission にどうつながったか
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令和 2 年度科研費・研究活動スタート支援 . オンライン CREW の実施可能性及び労働者の心身の健康
に与える効果の検討（課題番号 : 20K23187, 研究代表者 : 澤田宇多子）
令和 2 年度科研費・若手研究 . 統合失調症を持つ人の就労支援における認知機能評価の実態および普
及に関する研究（課題番号 : 20K19087, 研究代表者 : 稲垣 晃子）
令和２年度厚生労働科学研究費補助金・障害者政策総合研究事業 . 精神保健医療福祉施設におけるト
ラウマ（心的外傷）への対応の実態把握と指針開発のための研究（課題番号 : 20GC2201, 研究代表者 : 
西大輔 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 31 年度厚生労働科学研究費補助金・障害者政策総合研究事業 . 障害者ピアサポートの専門性を高
めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究（課題番号 : 19GC0501, 研究代
表者 : 岩崎香 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 31 年度科研費・基盤研究（Ｃ）. 協働と共同創造（Co-production）の創出促進

（課題番号 : 19121999, 研究代表者 : 宮本有紀）
平成 31 年度科研費・基盤研究（Ｃ）. 就労支援実践家のメンタル不調を予防する組織と管理職育成プ
ログラムの開発（課題番号 : 19102677, 研究代表者 : 大川浩子 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 31 年度科研費・基盤研究（Ｃ）. 精神疾患を有する人の家族における、ベネフィット・ファイン
ディングの関連要因の解明（課題番号 : 19104199, 研究代表者 : 千葉理恵 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 31 年度科研費・基盤研究（Ｂ）. 家族のダイバシティに対応するヘルスクオリティ・アウトカム
リサーチの確立（課題番号 : 19117726, 研究代表者 : 上別府圭子 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 30 年度科研費・基盤研究（Ｂ）. 「卓越したケアの伝播 / 継承を可能にする事例研究」の方法の
確立（課題番号 : 18058434, 研究代表者 : 山本則子 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 29 年度科研費・基盤研究（Ｃ）. 児童・思春期精神科病棟における地域包括ケアの視点を取り入
れた教育プログラムの開発（課題番号 : 17884599, 研究代表者 : 船越明子 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金・障害者政策総合研究事業 . 障害者ピアサポートの専門性を高
めるための研修に関する研究（課題番号 : H28- 身体・知的 - 一般 -002, 研究代表者 : 岩崎香 , 分担研究者 : 
宮本有紀）
平成 28 年度挑戦的萌芽研究 . 職務ストレスに注目した若年就労支援実践家育成プログラムの開発

（課題番号 : 16692412, 研究代表者 : 大川浩子 , 分担研究者 : 宮本有紀）
平成 28 年度科研費・AMED 障害者対策総合研究開発事業 . 当事者を含めた多職種によるリカバリー
カレッジ運用のためのガイドラインの開発（課題番号 : 16768987, 研究代表者 : 宮本有紀）
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　ケアクオリティ・マネジメント分野では、ケア（看護・介護）の質保証と継続的質向上
システムの構築を目指した。目標の達成に向け「質指標の開発ベンチマーキング」1,2 , 3 )

「ケア従事者への支援・経験に基づくケアの探求」「地域包括ケアシステムにおけるケア
の質保証」の 3 つに分け研究に取り組んだ。
　まず、質指標の開発ベンチマーキングでは、長期ケアの質を評価する指標を開発した。
最初のステップとして、病棟の管理データから評価可能な質指標項目を作成し、質問紙
調査によりデータ収集を行った。次に、患者個人のデータからアウトカム評価を行うた
め、診療録から収集可能な質指標を検討した。これら既存データから収集可能な質指標
の有用性を示したが、同時により多様な側面によるアウトカム評価の必要性が確認され
たため、包括的に長期ケアの質を評価できる質指標を新たに開発し、その指標を用いて
在宅ケア利用者を対象に縦断調査を行った。いくつかの指標において訪問看護サービス
の利用が良好なアウトカムにつながる可能性を示した。
　ケア従事者への支援・経験に基づくケアの探求では、新たな形の事例研究の確立を目

指し、看護現場からもたらされる実践の知を明らかにすべく、「ケアの意味を見つける
事例研究方法の開発」に取り組んできた 4)。本プロジェクトでは研究論文を 4 本出版し、
現場で営まれている看護実践事例の蓄積を行った。また、事例研究方法の普及を目指し、
事例研究セミナーを計14 回開催し、参加者は延べ 681 名となった。様々な学会で事例
研究の講演や交流集会などを 12 回開催し、多様な領域で本事例研究方法を用いたケア
の探求が進んでいる。
　地域包括ケアシステムにおける質保証では、民間事業者との協働による地域包括ケア
システム構築の方法論を検討した。民間事業者として地域の高齢者支援に重要な役割を
果たすコンビニエンスストアが地域包括支援センターと効果的に連携するためのシステ
ムづくりに取り組み、コンビニエンスストアにおける高齢者支援を促進する効果を示し
た 5)。取り組みには community-based participatory researh（CBPR）の手法を用いて、
ゲーミングツールの開発やニュースレターなどを活用した関係づくりを試みた。これら
の活動は、自治体との共同研究として展開し、現在も共同研究は継続中である。
　これらの成果は、24 編の英文論文、34 編の和文論文として学術雑誌に掲載された。
また、国際学会（21 報）および国内学会（27 報）において報告した。

何を目標として何を達成したか 　ケア（介護・看護）は多様な側面からアプローチする性質上、可視化が難しく、ケア
の実践内容の質を定量的に評価することは困難であった。そこで、本分野は、ケアのア
セスメント・質評価の枠組みの開発・実装に取り組んだ。
最初のステップとして、病棟の管理データや診療録等の既存のデータから収集可能な質
指標を検討した。その結果、既存データから収集可能な質指標の有用性を示したが、同
時により多様な側面によるアウトカム評価の必要性が確認されたため、包括的に長期ケ
アの質を評価できる質指標の開発に取り組んだ。
　新たなケアの質指標の開発について、まず、看護系の研究者間でゴードンの機能的健
康パターンの枠組みを参考に 8 領域 24 項目のアウトカム指標を作成した。次に、ケア
の実践内容を可視化するための評価指標をアセスメント・ケアに分けて開発した。その
後、多職種の研究者・実践者を交えたエキスパートパネルにて質指標の枠組み（領域、
アウトカム指標、プロセス指標）を洗練させた。その結果、ケア提供者が回答するアウ
トカム・プロセス指標、及び高齢者本人または家族が回答する Quality of Life から構成
される質指標が完成した 6)。

看護システム開発部門

山本則子     （高齢者在宅長期ケア看護学分野　教授　兼任　2012/4 ～現在）
Lai Lam Yuk Claudia（同 特任教授　2017/1 ～ 2017/10）
                 （現職：香港理工大学　教授）
五十嵐歩     （同　助教・講師・准教授　兼任　2013 /4 ～現在）
野口麻衣子  （同　助教　兼任　2015 /4 ～現在）
目麻里子     （同　特任助教・助教　兼任　2018/5 ～現在）
福井千絵     （同　特任助教　兼任　2020/4 ～現在）
Sameh Ali Mohamed Eltaybani（同　博士研究員　2020/4 ～現在）
御子柴直子  （同　助教　兼任　2016/4 ～ 2018/3）
山花令子     （同　特任助教・助教　兼任　2014/1 ～ 2018/3）
                 （現職：東京医療保健大学　講師）
Zhang Fengying  （同　博士研究員　2018/4 ～ 2019/1）
                       （現職：四川大学看護学部　教授）

Nursing Systems にどのように貢献したか

高齢者のためのケアクオリティ・マネジメント
スタディグループ

ケアクオリティ・マネジメント分野 1
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　次に、開発した指標を用いて、「要介護高齢者等に対する看護介入による効果検証事業」
を試みた。全国の訪問看護事業所、および居宅介護支援事業所の協力を得て、在宅で生
活する高齢療養者の状態像と訪問看護実践の内容を療養者単位で捉え、1 年間の前向き
調査を実装している 7)。この調査は、1000 名を超える在宅で生活する高齢療養者を対
象としており、看護ケアの効果を示す大規模な研究として、国内で最初の取り組みであ
る。
　この成果は、在宅で生活する高齢療養者のケアの質の向上、ひいては望ましいケアの
あり方の標準化の実現に寄与するケアのイノベーションに直結するものと考えられる。
今後は、在宅療養高齢者に限らず、施設入所者に対する看護ケアについても検討を進め
ていく。

令和 2 年度老人保健事業推進費補助金 . 要介護高齢者等に対する看護介入による効果検証事業 . （研究
代表者：山本則子）
令和元年度老人保健事業推進費補助金 . 要介護高齢者等に対する看護介入による効果検証事業 . （研究
代表者：山本則子）
平成 31 年公益財団法人政策医療振興財団２０１９年度研究助成金 . 非がん疾患を有する在宅療養者に
おける予定外入院の関連要因の検討：症例対照研究 . （研究代表者：小林弘美，分担研究者：野口麻衣
子、成瀬昂、藤﨑万裕）
平成 30 年科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）挑戦的研究（萌芽）. Long-term care アウ
トカム質指標の開発：施設・在宅横断型指標の構築 . （研究代表者：五十嵐歩，分担研究者：福井 小紀子、
池崎 澄江、柏木 聖代、山本 則子、成瀬 昴）
平成 30 年度損保ジャパン日本興亜福祉財団　ジェロントロジー研究助成 . 地域高齢者支援におけるコ
ンビニエンスストアとの協働を推進する研修プログラム活用の効果 . （研究代表者：五十嵐歩，分担研
究者：山本則子、鈴木美穂、高岡茉奈美）
平成 30 年科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究 B. 「卓越したケアの伝播 / 継承を可能に
する事例研究」の方法の確立 . （研究代表者：山本則子，分担研究者：坂本 智代枝、宮本 有紀、榊原 
哲也、石原 孝二、孫 大輔、山花 令子、野口 麻衣子、望月 由紀、池田 真理、齋藤 凡、柄沢 清美、吉田 滋子）
平成 29 年度公益財団法人ファイザーヘルスリサーチ振興財団研究助成 . 長期療養病床向上システムの
構築：質指標開発とスタッフ QOL への介入（研究代表者：山本則子，分担研究者：五十嵐歩、酒井郁子、
島津明人、深堀浩樹、齋藤弓子、髙岡茉奈美）
平成 29 年度日本生命財団高齢社会若手実践的課題研究助成 . 長期療養施設の職員への事例検討会を用
いた教育プログラムの開発 . （研究代表者：齋藤弓子，分担研究者：五十嵐歩）
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競 争 的 研 究 資 金 獲 得

　この 4 年間、GNRC におけるケアクオリティ・マネジメント研究は当初の目標であっ
たケア（看護・介護）の質保証と継続的な質向上システムの構築において大きな進捗を
見せた。今後、開発した質指標の洗練、テキストマイニングによる新たなデータ収集方
法の確立など、質向上システムの構築をさらに発展させていきたい。
　また、この 4 年間で 5 名の海外の研究者を招聘し、ネットワークが国内に留まらず海
外へと拡大した。今後は、さらにネットワークの拡大を図り、望ましい看護実践のあり
方の標準化・看護の質向上に結び付けていきたい。

今後、未来にどうつなげていきたいか

　本分野では、ケア（看護・介護）の質保証と継続的な質向上システムの構築を目指して
いる。ケアの質指標の開発におけるエキスパートパネルでは、看護系の研究者での検討
に留まらず、多領域の研究者・実践者に参画していただき、異分野融合による検討を試
みた。また、システムの構築に際して、看護系の研究者のみでなく、工学系の研究者と
の共同研究により、システムの構築に取り組み、イノベーティブな看護研究を目指した。
　更には、開発した質指標を用いて、ケア（看護・介護）実践の効果検討を行った。そ
の成果を国内外問わず、多くの学会で発表すること、学術誌に投稿することで、看護学
および周辺領域の研究者や大学院生への普及を図った。とくに、国際学会・学会誌で積
極的に発表し、グローバルな展開に努めた。
　こうした取り組みは、今後のケアクオリティ・マネジメント研究の発展の基盤となる
ものと考えられる。

GNRC の Mission にどうつながったか
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私たちの取り組み
患者、看護職及びその他の医療従事者、組織、社会ー
そのすべてとその未来に幸せをもたらすことを目指して、
人や組織が潜在的にもつ力を最大限に引き出す仕組み
や方法を明らかにする

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ

さまざまなアプローチで
複雑な組織現象を解明する

組織を発展／活性化させる
“レバレッジ”をみつける

組織研究のための方法論を開発する

患者と看護師のためのケアクオリティ・マネジメント
スタディグループ

　ケアクオリティ・マネジメント分野では、ケア提供の仕組み（ストラクチャー）と過
程（プロセス）に焦点を当て、患者・住民、看護職及び他の専門職者や様々な組織の
well-being を目指すことを目標としてきた。中でも我々のグループでは、ケアを届ける
看護職の力を引き出す組織現象を解明することを目標に研究活動を行ってきた。
　当グループでは、看護組織における複雑な組織現象の解明に向け、既存の量的研究・
質的研究法を用いた研究に加え、組織に変革をもたらす鍵（レバレッジ）を探求するた
めの新たな組織研究手法の開発も目標としている。主な研究テーマは看護職の能力を引
き出す職場環境の同定、病床再編や危機的状況における組織マネジメント手法の開発、
複雑な組織現象を描き臨床応用可能な組織分析手法の確立である。これまで主に看護職
を対象とした調査研究や看護管理者等を対象とした介入研究などを行い、様々な角度で
看護組織運営に関する研究活動を行っている。これらの成果は 14 編の英文論文、14 編
の和文論文として学術雑誌に掲載されたほか、国際学会（16 報）および国内学会（63 報）
で報告し、その一部は高い評価を得た（5 回受賞）。

何を目標として何を達成したか

Nursing Systems にどのように貢献したか

　安全で質の高い看護提供のためには、看護職が自身の能力を発揮しながら働き続けら
れる組織運営が必要である。組織とは、単なる個々の集合体ではなく、様々な能力や経験、
心理状態をもつ従業員と、他の従業員や上司、職場環境によって有機的に変化する。
したがって当グループでは、安
全で質の高い看護提供システム
の構築に資するため、複雑な組
織現象を多角的に解明し、組織
の変革を促す鍵（レバレッジ）の
探索をテーマとし、組織現象を
適切に捉えるための組織分析手
法の開発や変革を促すための鍵

（レバレッジ）の解明を行ってい
る（図 1）。
　組織現象を描く組織分析手法
の開発では、福島原発事故後の看護職場における組織マネジメントに関する研究を行っ
た。この研究では、東日本大震災後に福島県の避難指示地区隣接地域で稼働を続けた病
院の看護管理者、勤務継続者、一時避難者など多様な立場の看護職が、発災直後から数
年間の各フェーズでの看護管理者の意思決定と職場で起きた反応や看護職の経験、及
びこれらが長期的に看護職に与えた影響を明らかにした（2018 年 10 月・2019 年 3 月
国際学会発表）。さらにこの研究過程において、複数組織の多様な立場の個人の語りか
ら組織を超えて共通して存在する職場現象を描く「複数組織事例研究手法」の開発にも
取り組んだ（2017 年 12 月学会発表 , 2019 年 8 月交流集会）。看護組織運営は文脈依存
性が強く諸要因の制御が困難なため、単発の実践報告に留まる傾向にあったが、この手
法により組織を超えた共通性を抽出し、転用可能性の高い理論生成が可能になり、看護
管理学の発展につながることが期待される。
　組織の変革を促すための鍵（レバレッジ）の解明では、様々なアプローチの研究に
より、看護職が活き活きと働き続けられる職場環境を明らかにしてきた。例えば短時間
勤務看護職員の労働価値と職務満足の関連 1) や病棟再編時の看護職員の体験パターン
とその特徴 2)、看護職の看護補助者の役割認識と情報共有行動との関連 3)、組織をより

看護システム開発部門

武村雪絵     （看護管理学／看護体系機能学分野　准教授　兼任　2017/4 ～現在）
市川奈央子  （同　助教　兼任　2017/4 ～現在）
木田亮平     （同　助教　兼任　2018/5 ～現在）
小柳礼惠     （同　特任助教　兼任　2020/4 ～現在）
竹原君江     （同　講師　兼任　2017/4～2018/3）
   　　　     （現職：名古屋大学大学院　准教授）
國江慶子     （同　助教　兼任　2017/4～2020/3）
                 （現職：東京女子医科大学　講師）

ケアクオリティ・マネジメント分野２

図 1．当分野のビジョン
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良い方向に導くための看護師長のビジョンに関する研究４ ) など、多角的な視点からよ
り良い職場環境構築のための研究を行っている。また、200 床未満の中小規模病院の看
護部門責任者は 200 床以上の病院の看護部門責任者に比べ看護部の組織化や看護の質の
維持に困難を感じており、バーンアウトスコアが高く組織的公正、構造的エンパワメン
トが低い環境にあることがわかった 4)。鍵（レバレッジ）の一つである「めざす姿と照ら
し合わせながらの組織運営（ミッションマネジメント）」を支援するため、中小規模病院
の看護組織運営を好転させるための外部支援として、2016 年度から東京都ナースプラザ
による看護職員定着促進事業に加わり、アウトリーチ支援する方法を東京都ナースプ
ラザと協力しながらプロトコル化し、支援を展開している。その成果は、東大研究者、
東京都ナースプラザ職員、支援を受けた病院の看護管理者がそれぞれ学会発表し公表し
ている。
　また、武村（2014）が開発した看護管理者のコンピテンシーモデルを用い、看護師長
の能力開発プログラムを開発している。各部署の運営を担う看護師長への支援としてコ
ンピテンシーモデルを用いた 3 層リフレクションで管理者の管理実践を変える試みも効
果評価研究を行っている。その他、専門性を活かしながら研究室のメンバーで中小病院
や訪問看護ステーション、介護施設等の新任看護管理者を対象とした東京都ナースプラ
ザ研修の一部を担当し、現場の課題を共有するとともに解決の支援を行うなど、現場と
研究者の新しい関係構築にも取り組んでいる。
　これらの成果は、安全で質の高い看護や進歩し続ける看護技術の提供を支えるために
重要な看護組織マネジメントに寄与すると考える。

　この 4 年間、当グループにおけるナーシングシステム研究、特に看護組織マネジメン
トに関する研究は、複雑な組織現象を適切に描くための研究を行い、臨床現場で起きて
いる、臨床現場にある組織変革のための鍵（レバレッジ）を解明してきた。これらの活
動は臨床現場で看護組織をマネジメントするための多大な知見を提供し、一部実装する
試みを行ってきた。しかし、今後はさらにそれらの鍵を刺激し、組織変革を促す方法の
開発と臨床実装に向けた研究が必要である。
　これまで当グループでは調査票やインタビューによる組織研究を行ってきたが、組織
現象を分析し解明するだけでは必ずしも組織は改善しない。今後は変革時や危機時の組
織運営を含めて、人と組織の力を引き出し社会に良質なケアを届けることを実現する組
織運営の方法やあり方、社会環境について知見を体系化し、現場に役立つ看護管理学を
構築するとともに、その知見を現場に生かすシステムの構築にも取り組みたい。組織を
変革させるための介入研究や、アウトリーチ型支援のような臨床現場の活動と融合した
研究活動により、新たな看護管理学の構築を目指し、看護職の well-being を含めあらゆ
る場で看護職の力が効果的に発揮され、組織の創造的な活動や持続可能性が高い状態が
保たれることで患者に良質なケアが提供される社会の実現に貢献したい。

今後、未来にどうつなげていきたいか

　当グループでは、看護組織に特化した組織分析手法の開発を含む新たな看護管理学の
確立を目指している。日本はもちろん国際的にも看護職不足が問題となっており、看護
職が well-being を保ちながら、看護職の力を効果的に発揮し、良質なケアを提供する仕
組みづくりの知見は国際的に貢献する知見となる。当グループでは、経営学や教育学、
社会学の知見や研究手法を取り入れ、現場に還元することを意識しながら、組織を深く
理解することに重きを置いた理論構築とその理論を現場に適用する試みを行ってきた。
他の学問との融合、新しい研究手法や介入方法の創造、国内外への発信、現場への還元
に取り組んできた。このように、看護管理学の新しい領域の基盤を確立し、学問体系の
構築・教育体系の開発を進めてきた。

GNRC の Mission にどうつながったか

Komagata M, Takemura Y, Ichikawa N, Takehara K, & Kunie K. Quality of work among part-time 
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Health Sciences. 2020 ; 1-12 .
舩越千佳 , 國江慶子 , 武村雪絵 , 市川奈央子 . 病棟再編時の体験パターンによる看護職の分類とその特
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2020 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業），新型コロナウイルス感
染症に対応する看護職員の確保及び最適なマネジメント検討に向けた実態調査研究

（課題番号：20CA2029，研究代表者：武村雪絵，分担研究者：市川奈央子，木田亮平，小柳礼恵）
2020 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究 (C) ，総合的評価による新しい退
職指標の開発：看護管理質指標としての妥当性・実用性の検証

（課題番号：20K10680，研究代表者：武村雪絵）
2019 年度株式会社ファーストスター・ヘルスケア共同研究，看護職のエンプロイアビリティ及びコン
ピテンシーに関する研究（研究代表者：武村雪絵）
2019 年度厚生労働行政推進調査事業費（地域医療基盤開発推進研究事業），看護職の労働時間・勤務
環境の改善に向けた調査研究（課題番号：19IA2017，研究代表者：武村雪絵，分担研究者：木田亮平）
2018 年度公益財団法人三菱財団社会福祉事業・研究助成，コンピテンシーモデルを用いた３層リフレ
クションによる看護管理者の能力開発プログラムの評価：準実験研究

（課題番号：30201，研究代表者：武村雪絵）
2018 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業），看護職員確保対策に向
けた看護職及び医療機関等の実態調査（課題番号：H30- 特別 - 指定 -012，研究代表者：武村雪絵，分
担研究者：國江慶子，市川奈央子，木田亮平）
2020 年度公益財団法人医療科学研究所研究助成，職場移動・異動を経験した病院看護職の個人ー環境
適合感に関する研究（研究代表者：長岡紗規子）
2020 年度公益財団法人笹川保健財団研究助成，職種間で役割認識を共有し理解を深める教育プログラ
ムの効果検証―看護職と看護補助者の協働のための情報共有推進に向けて（研究代表者：佐伯昌俊）
令和 2 年度一般社団法人日本看護管理学会研究助成，職場移動における看護師のエンプロイアビリ
ティ：採用で重視される要素の施設区分による違い（研究代表者：磯部環）
令和元年度公益財団法人政策医療振興財団研究助成，病院看護職の職場における個人—環境適合感に
影響するサポートを明らかにするための縦断研究（研究代表者：井上真帆）
2019 年度公益財団法人倶進会研究一般助成（研究），病院看護職における” 協働する人間関係（職場
のソーシャル・キャピタル）” と精神的健康度、就業継続意向、看護ケアの質との関連の検証

（研究代表者：木田亮平）
平成 30 年度一般社団法人日本看護管理学会研究助成，中小規模病院看護組織へのアウトリーチ相談型
支援提供者の専門的技能及び実践プロセスとその成果の同定－東京都巡回訪問事業支援員と被支援組
織を対象としたプロセス分析（研究代表者：國江慶子）
2017 年度公益財団法人医療科学研究所研究助成，短時間勤務看護師への業務配分と職務特性、労働価
値、労働アウトカムの関連（研究代表者：栫井万里絵）
2017 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）若手研究 B，看護師の経済的・社会的・組
織的価値認識－3 次元共通価値拡大モデルの構築（課題番号：17K17394，研究代表者：國江慶子）
2017 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）若手研究 B，看護職のプロフェッショナリ
ズム育成プログラムの開発に向けて（課題番号：17K17395，研究代表者：市川奈央子）
煙評価方法の構築（課題番号：17H06647，研究代表者：疋田直子）
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オーラル賞．2018．第 56 回日本医療・病院管理学会学術総会．病棟勤務する短時間看護師の業務内
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ポスター賞．2018．第 22 回日本看護管理学会学術集会．離職看護職の復職後の職場ストレス , 職場支
援 , 労働条件―復職支援事業参加後の就業意欲の推移による分類別の結果―. 石井馨子 , 甲斐貴雅 , 市
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オーラル賞．2017．第 21 回日本看護管理学会学術集会．病棟看護師が描くビジョン：実践の語りか
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コミュニティのためのケアクオリティ・マネジメント
スタディグループ

　コミュニティを対象とする地域看護学は，人々の生活の質の向上とそれを支える健康
で安全な地域社会の構築に寄与することを探求する学問である。地域看護学を基盤とし
て、本グループでは、多様な場で生活する様々な健康レベルにある人々を対象とし，そ
の生活を継続的・包括的にとらえ，人々やコミュニティと協働しながら効果的な看護を
探究することを目指してきた。中でも、地域の保健所・保健センター、および地域包括
ケアシステムの重要なモジュールである在宅ケアサービス機関を中心とした、ケア提供
者・享受者を対象に研究を重ねてきた。
　研究活動では、人々やコミュニティとの協働を前提とした研究手法、Community 
based participatory research（CBPR）を用いてきた。これにより、現象理解と社会変革を
同時に進めるようにつとめてきた。具体的には、研究者が関わるコミュニティに対し、
(1) そこにある問題を解決する、(2) 所属メンバーが問題を解決するための力をはぐく
む、(3) 研究に直接携わったコミュニティメンバー自身の学習、認識・行動を変化させる、
(4) そこに必要な社会資源を作る、の４つの活動を、研究活動の中に積極的に取りこむ。
今後、看護学が社会変革をもたらす上で、キーとなる手法と考えている。
　米国科学アカデミーの付属機関である医学研究所は、21世紀の公衆衛生の専門職教育
に必要な８領域の１つとして CBPR を掲げており、国際的な関心も高い。しかしその
歴史はまだ浅く、CBPR の方法論や意義に関しては未知の部分が多い。さらに、目に見

えたスピーディな成果を提示しにくい分野でもある。まずは本グループの所属員が
CBPR という手法を使いこなし、その意義を体感・発信していくこと、それができる人
材を育成していくことを、これまでのミッションとしてきた。これまで、実践との協働
を前提とした研究のために獲得した競争的資金は 7 件である。

　本グループでは、地域看護・公衆衛生看護の実践者である保健師の国家資格取得教育
コース（修士課程）を展開している。その教育コースと CBPR に基づく研究の２柱を
継続的に関連させながら展開してきた。保健師は、地域看護・公衆衛生看護学に基づく
実践専門者であり、日本では看護師、助産師と同様に国家資格である。教育コースの中
では、コミュニティとの協働研究活動実習を提供する。このコースで学生は、都市部の
保健所・保健センターが行う母子・精神・成人・高齢者保健のための保健活動のプログ
ラム評価や、新型コロナウィルス感染症に対する行政機関の対応状況のオンタイムな分
析・共有等を実施してきた。その結果はすべて保健所・保健センターや関係者と共有し、
以後の事業・施策につながってきた。こうした活動は、CBPR 実践者となる人材の育成
と、CBPR 実践事例の蓄積の双方に貢献してきた。

何を目標として何を達成したか

Nursing Systems にどのように貢献したか

看護システム開発部門

山本則子     （地域看護学分野　教授　兼任　2018/4 ～現在）
成瀬昂        （同　講師　兼任 2012/4 ～現在）
寺本千恵     （同　助教　兼任　2017/4 ～ 2020/3）
　　　   　  （現職：広島大学大学院医系科学研究科成人健康学　講師）
岩崎りほ     （同　助教　兼任　2017/9 ～現在）
本田千可子  （同　助教　兼任　2019/4 ～現在）
角川由香     （同　特任助教　兼任　2020/4 ～現在）

ケアクオリティ・マネジメント分野 3

　本グループがこの 4 年間で構築してきたのは、保健所・保健センターとの協働研究体
制、およびこうした体制構築のための方法論である。2020 年、新型コロナウィルスの
感染拡大によって、協働パートナーである保健所は重篤な保健師人員、および日々蓄積
される感染症関連データの管理・分析人員が不足していた。本グループでは、保健所の
要望に応じて、即座に上記人員を補填するための体制を整え、他グループの協力も得て
実践のサポートを提供した。そこで把握した切実な状況について、国際誌へもレポート
し 1,  2 )、現場のニーズに見合った課題解決のため、その後も協働を続けている。
　保健所のみならず、病院や介護事業者とも協働関係にある。地域の通所介護事業所の
管理者・職員らとの協働研究体制は４年以上継続してきており、介護ケアの評価・改善
のための研究を行ってきた 3,  4 )。図１、２で、協働研究の例を紹介する。図１は、実践
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者と協働で開発した妊娠期の母親を対象とした子供の事故予防教育プログラムである。
図２は、介護施設と共に開発した、介護サービスのロジックモデルである。
　このように、様々な場面の実践者と協働するための関係性を構築し、研究チームの
醸成に挑戦してきた。これにより、看護学と実践がともに学びあい、発展するための
土壌を整えてきた。これまで、Whitman College（the United States）、the University 
of Queensland（Australia）、Sichuan University（China）等から来客があり、共同研
究に発展した研究もある。

令和 2 年度科研費・基盤研究 B．JBI 方式を用いた通所介護サービスの環境整備・介入ガイドライン
の作成と評価（課題番号：20H04009，研究代表者：成瀬昂，分担研究者：山本則子）
令和 2 年度科研費・研究活動スタート支援．再入院を予防する新たな移行期支援モデル（PHR-TC）
の開発：現状把握と効果検討（課題番号：20K23188，研究代表者：角川由香）
令和元年度科研費・研究活動スタート支援．乳児の安全を創出する妊娠期・地域協働型集団教育プロ
グラムの開発と効果検証（課題番号：19K24223，研究代表者：本田千可子）
平成 29 年度科研費・若手研究（B）．地域包括ケアシステムにおける通所介護サービスの新たなマー
ケティング市場の探索（課題番号：17K17536，研究代表者：成瀬昂）
平成 29 年度科研費・若手研究（B）．人口減少社会における小規模市町村保健師育成の新たな現任教
育モデルの開発と検証（課題番号：40760286，研究代表者：岩崎りほ）
平成 29 年度科研費・研究活動スタート支援．訪問診療を利用している患者の救急受診の実態と再受診
予防プログラムの検討（課題番号：17H06650，研究代表者：寺本千恵）
平成 26 年度科研費・若手研究（A）．訪問看護師と周囲のチームワークが訪問看護ステーションの効
率性に与える影響の評価（課題番号：26713059，研究代表者：成瀬昂）
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競 争 的 研 究 資 金 獲 得

　これまで長い時間をかけて、地域看護・公衆衛生看護の実践者を多数育成し、また
CBPRで共に研究をしてくれる関係者との協働関係を構築することを達成した。今後は、
現在まで続いてきた協働関係にもとづき、継続的な研究と実践が循環しながら共に発展
していくような組織づくりと、そのための諸活動に注力していく。これにより、いまだ
未知なことが多い CBPR の方法論を明らかにすること、協働パートナーであるコミュ
ニティの継続的なヘルスプロモーション活動を実現していきたい。これらの組織・活動
モデルは、研究・学問と実践のギャップをなくす上での CBPR の価値を明確化し、よ
りよい看護実践のための学問の在り方を示すことに貢献すると考える。

今後、未来にどうつなげていきたいか
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図 1. 妊娠期の母親を対象とした子供の事故予防教育プログラム
（左）内容１：子供の事故シミュレーション動画の視聴
（右）内容２：人形を使った抱っこひもからの転落の様子の実演
・保健所の保健師等と協働で教育プログラムを開発し、その効果を評価した

・通所介護サービス職員と協働で、サービスのインプットからアウトプットの因果を
  可視化したモデルを開発した3) 
・モデルに基づき、ケアプロセスを測定する評価指標も開発した。
  指標は、クライアントセグメンテーション・ケアの効果評価に活用される4)

図 2. 通所介護サービスのロジックモデル
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