
 

 

 

 

No. ご職業など 質問内容 回答

1 改変したアルゴリズムとはどのような内容になっています

か？また、このアルゴリズムを利用した場合、1回の留置

に対しどのくらいの時間がかかりましたか？

改変した点としては①穿刺成功率を上げる工夫、②技術に自信がつ

けられるような指導方法の工夫、になります。

①ではエコーの使い方を追加しました（視診・触診できる血管に穿刺

する場合でも、穿刺直前にエコーで位置を確認して穿刺点を決め

る）、②では実際の臨床での穿刺の場面に指導者が立ち会って実

習をする、という方法を追加しております。

1回の留置に対する時間は比較しておりません。対象者の血管の状

態によって、エコーの使用の有無にかかわらず、かかる時間が大幅に変

わることを確認していたためで、それがアルゴリズム使用の評価には必

ずしも適さないと考えたためです。

2 エコーで穿刺を確認しながらであれば確かにCFが防げる

のではないかと思い、素晴らしい技術だと思います。素

人な質問で申し訳ないのですが、成功率の上昇、CF

発生率の低下が認められましたが、こちらがそれぞれ

100％、0％にならないのはやはり経験によるものが大

きいのでしょうか。

まず成功率が100％にならないのは、技術の経験不足もありますが、

そもそも留置できる静脈が見つけられない（そのような静脈しか表在

にない）方がいらっしゃるのも事実です。「エコーがあれば、どんなに細

い血管にでも留置できる」というわけではありません。

そして、CFが0%にならない理由は、CF発症の要因は、機械的要因

だけではないからだと考えられます。講演中に用いた研究の結果でCF

のリスク要因には、カテーテルが血管壁に強く当たっていることも要因と

して抽出されていましたが、「刺激性薬剤の投与」のオッズ比が高かっ

たことも結果に示されておりました。

3 看護系大学教員次世代看護教育研究所でおこなわれます、末梢静脈

カテーテル留置コースは、Eラーニング→技術講習→

OSCE→指導認定とあり、HP上では技術講習までが

行うことが可能な様子ですが（OSCEは近日中公開と

あります）、現在までの教育プログラム開発はどのように

されておりますでしょうか？

概要で構いませんので教えていただけますと幸いです。

現時点では、Eラーニング→講義、技術演習までとしております。現時

点ではシミュレーターを用いた疑似体験と自己学習の方法を指導し、

推奨するところまでとしております。

4 ステークホルダーのニーズを考慮した看護技術の開発と

いうことで、CFの予防がエコーでできるということのエビデ

ンスの確立とともに、臨床で実践できる形での普及の両

立というのが非常に難しいののだなと感じながら拝聴い

たしました。

病院での調査をされていらっしゃいましたが、新しいケア

を導入するとなると理解のある施設でないと協力を得る

ことが難しいのではないかと思えてしまうのですが、どのよ

うな観点で調査依頼をする施設の目星をつけるとよい

のでしょうか？研究の意図を臨床の看護師の皆様にお

伝えする上で気を付けている点や工夫していることなど

ございましたら、ご教授いただけますと幸いです。

講演中にお話しした通り、特に穿刺技術のようなケア技術がソリュー

ションである場合は、こちらからEBIを押し付けるだけではなく、「つかう」

側との目的の一致と、「つかう」側のニーズの共有が重要だということが

わかりました。また、セミナー中の回答ではお話しませんでしたが、やはり

その病院、施設、病棟などの「研究の必要性の認識と意欲」というの

も重要です。特に管理者の姿勢は、長期に及ぶ研究では影響が大き

く、重要ですので、十分把握しておかれることが重要だということを経験

しました。

5 看護教員 CF予防ケア技術の開発の続きです。CF予防ケア技術

の開発の介入研究の対象群をどのように選んだのでしょ

うか？

ケアバンドルの効果評価については、対照群を設けました。可能な限

り交絡を取り除きたい場合に、影響の大きい「疾患」が同じであること

を揃えられたからです。「消化器内科」が２つのフロアに分かれており、

看護師配置も別でしたので、参加を依頼しました。
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No. ご職業など 質問内容 回答

6 内的妥当性（効果評価）と外敵妥当性（効能評

価）の違いをもう少し詳しくご説明いただけるとありがた

いです。

不十分な説明しかできませんでした。どうか参考書をごらんください。私

の講演のなかでこれについて触れた理由を補足させていただきますと、

RCTでは、「介入」以外の条件は、極力、比較する両群で異ならない

ように包含基準、除外基準を厳密にして揃えます。そうすることで、得

られた結果は「介入」によって起こった違いだ、と明確に言えるからで

す。それが「内的妥当性」です。しかし、現実にはそこで「除外された」

条件を持つ人がたくさんおり、実際に点滴を受けていますが、「選ばれ

た人」に使った際の効果しかわかっていない、除外された人に使えるか

否かはわからない、ということになります。そういう点で「外的妥当性」を

評価することができない、とお伝えしたかったです。

7 このアルゴリズムを用いれば末梢点滴継続の除外基準

も作れそうな気がしました。例えばエコーを用いた血管

選択時に条件を揃えられる血管がないとか関節部位

など固定がうまくできないことが考えられる場合は、

PICCカテーテルに変更することを積極的に検討するな

どですが、先生のご発表の先に考えていらっしゃることが

あればお教えください。

おっしゃる通りだと、私たちも考えております。特に、繰り返し輸液を受

けなければならない患者さんたちの血管は、エコーで観察すると悲鳴を

あげているように見えることもあります。エコーを使っていただきたい最大

の目的は、「大きい血管」を探すことに尽きます。「大きい血管」が前腕

にどうしてもなければ、せめて上腕に、PICCに、CVに、と選択していく

ことも、看護師のアセスメント技術にかかっていると考えます。

8 訪問看護ス

テーションけ

せら 

実際の研究活動では、ソリューションを単に「つかう」だけ

でなく、「つかえる」技術にすることの難しさを非常に感じ

ておりましたので、それを今回の「改良されたアルゴリズ

ム」では達成されたとのこと、とても素晴らしいことだと思

いました。今回の発表の中では「改良したアルゴリズム」

について具体的に示されなかったと思うのですが、具体

的には前回のアルゴリズムのどんな点をどのようにして改

良されたのですか。

重要なステップの研究をしてくださいました。改良点は、具体的には①

穿刺成功率を上げる工夫、②技術に自信がつけられるような指導方

法の工夫、になります。

①ではエコーの使い方を追加しました（視診・触診できる血管に穿刺

する場合でも、穿刺直前にエコーで位置を確認して穿刺点を決め

る）、②では実際の臨床での穿刺の場面に指導者が立ち会って実

習をする、という方法を追加しております。

ぜひ臨床現場で適用できるか、引き続きご意見をお届けください。
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No. ご職業など 質問内容 回答

1 遠隔コンサルテーションにあたり、創部を見

る・見せるとき、カメラやパソコンのスペックは

どのくらいのものが必要になるのでしょうか。

綺麗に傷が見える方がWOCN側もアドバ

イスしやすいような気がします。

ご紹介した研究では、訪問看護師側にはiPadを使用し

てもらいました。iPadの世代は様々でしたが、特に問題と

なることはありませんでした。

2 WOCN アプリはWOCNがいる病院と、訪問看護師

さんの両方が持っているイメージでしょうか？

iPadとアプリがあれば利用可能になるイメー

ジでしょうか？そこに医師や栄養士さん、理

学療法士さん、ソーシャルワーカーさんやケ

アマネさん、また足潰瘍では装具士さんなど

多職種が介入できるとさらに素晴らしいなと

思いました！

現在はiPadにのみに対応したアプリですが、将来的にはス

マホやAndroidタブレットでも使用可能になると良いと考

えています。新たなデバイスを購入せずとも、訪問看護ス

テーションで使用しているデバイスで使用できることがアプリ

のメリットです。また、訪問せず所属施設等からアクセスす

る場合は、PCからアクセスすることも可能です。

9/26 第4部 エキスパートスキルをどう繋ぐ？ICTのなせる技（講師 北村言）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ご職業など 質問内容 回答

1 エコーの値段を教えてください 今回ご紹介したエコー機器の値段は80万円台です。

講演でご説明したように画質は値段に比例しますが、

看護師が使うためには画質の良いものを選択するべき

だと考えております。

2 よどきり医療と介

護のまちづくり株

式会社 

弊社のナースも日々エコーを持ち出して、実

技習得に努めております。今後のアシスト機

器の開発ですが、具体的にどのようなもの

が、考えられているのか、触れることのできる

範囲内で構いませんので、またの機会でで

もご教示くださいますと幸甚に存じます。

私たちが看護師によるエコーのアセスメントに必要と考

え、既に研究発表しているものとしては、膀胱内尿量

計測、便貯留検出、深部損傷褥瘡検出、末梢静脈

検出、嚥下後の残留物の検出などがあります。

3 アルゴリズムに基づく排便ケアの作成にあた

り、どのくらいの症例をあつめ、どのくらい同じ

ような所見があり、どういうエキスパートと意

見を統合していくのかが気になりました。

症例としては10-20例、実際に訪問看護の現場でア

ルゴリズムが適用可能かを検討しました。看護研究者

が作成したアルゴリズムを皮膚・排泄ケア認定看護

師、医師（消化器系）の意見をもとに修正してい

き、最終的に訪問看護のエキスパートからの意見も取

り入れながら完成としています。

4 エコーをぜひ病棟でも使ってみたいと思いま

すが、習得したあと、実際に病棟でも使うと

きに、どうやって周囲を説得していったらいい

か、難しいと思っています。直属の上司であ

る看護師長や、周囲の同僚、そして医師

…。どのタイミングで使うのか、自分だけがそ

れをやるのか…。とても、一人では広げてい

けそうにありません。エコーを習得された方

で、どのように実際に臨床でも使うようにして

いかれたのか、よい先行例があれば、教えて

いただきたいです。

病棟に導入するということであれば、やはり直属の上司

の看護師長はもちろんですが、看護部長レベルの方の

理解やサポートが必要ではないかと思います。そして

おっしゃる通り医師の理解も必要と思います。まずは自

分たちの病院/病棟で「何のアセスメントに使うか」を明

確にして、上司の理解を得られるところから始めてみて

はいかがでしょうか。

5 山梨大.看護 10月16日慢性便秘エコー研究会の開催

時間をお知らせ頂けると助かります。

10/16（土）14:00-18:00で開催される予定で

す。

9/26 第4部 便秘アセスメントのニューノーマル：エコーで便を可視化する（講師 松本勝）



 

 

 



 

No. ご職業など 質問内容 回答

1 陣痛にてマインドフルネスを説明されてありま

すが、これまで、呼吸法、瞑想をふくめた呼

吸法があります。どのように違うのですか？

同様に感じました。ソフロロジーなど

http://www.sophrology.jp/step.ht

ml

呼吸法はリラックスが得られるので、同じ要素は大いに

ありますが、マインドフル・バーシングのワークショップに、

ソフロロジーを研究してらっしゃった助産師の方が参加

されて、同じ部分があるけれども、陣痛だけでなく、生

活のあらゆる場面で取り入れられるように、様々なプラ

クティスが用意されているところが大きく異なると言って

おられました。また、リラックスだけでなく、呼吸に注意を

向けることによって得られる気づきが大切である点も異

なります。

2 マインドフルネスでの研究をするさい、どのよう

な尺度を使用がありますか？

The Mindful Attention Awareness Scale

(MAAS)や、Five-Facet Mindfulness

Questionnaireなどが一般的で、日本語版が開発さ

れています。このほか、マインドフルセルフコンパッションも

注目を浴びており、日本語版のセルフコンパッション尺

度も開発されています。

3 マインドフルネスの限界や困難な事例などは

ありますか

様々な療法と同様、効果がある方もいれば、効果がで

ない方もおられます。また、今、非常に関心を集めてい

るのがトラウマセンシティブマインドフルネスです。それま

で解離してきた様々な感情に気づきを向けることで、ト

ラウマが表れる場合があります。そのことをよく念頭に置

いた配慮ある介入が求められ、また対象者にもそれを

伝えておくことが必要です。実際、関わらせていただい

た方の中にトラウマをもった方がおられ、自身の気持ち

と向き合うのがつらい、とおっしゃっておられたので、より

配慮して、時間をかけて対応させていただき、「自分に

は何が必要だろうか」という問いを自分に向け、自分の

中から浮かんでくる答えにそって、セルフケアを大切にす

るようにお伝えしました。その後、その方自身、どのよう

に対応しているかについてグループの中で話してください

ました。特に、精神疾患など、特別な必要を持つ方に

ついては、医師と連携を取りながら、個別の、十分な

配慮を伴う取り組みが必要であると思います。

4 いつも臨床で疑問に思うことはありながら、

こうやって解決したらいいのでは？と思うこと

が多いのですが、一歩を踏み出せず、いつも

と同じ仕事をする日々です。くじけそうになっ

たとき、祈りの力、と言いましたが、その力の

支えとなったのは、なんだったでしょうか。私も

あきらめず、一歩を踏み出したいと思いまし

た。

真田先生がいつもおっしゃる通り、一人ひとりに与えら

れたコーリング・使命があると信じています。私自身はク

リスチャンで、信じることや希望を持つこと、そして自分

を含めて人を愛することが、支えとなってきました。願い

を声に出し、書きだして、自分にできることを続けていく

中で、必要な扉が開かれて、多くの方の助けをいただ

いてきました。是非、一歩を踏み出してごらんになってく

ださい。

9/26 第4部 ストレスに負けない心の筋トレ！家族のためのマインドフルネス（講師 戸部浩美）



 

 

No. ご職業など 質問内容 回答

5 小児看護専門家 親として、小児看護の専門家として、マイン

ドフルネスについて学びたいと思います。簡

単に参加できるような研修会などあるので

しょうか？

親向けのマインドフルペアレンティングのワークショップは

すでに実施中です。また今後、医療者向けのマインド

フルネス講座を計画・準備しています。次世代看護研

究所にメールをお送りいただけましたら、今後の案内を

送らせていただきます。

6 今回、マインドフルネスペアレンティングについ

てお話しいただきましたが、マインドフルネス

は、育児の場面以外にも人間関係全般に

おいて非常に重要であると思います。 今

後、社会に浸透させることが重要であると

おっしゃっていましたが、普及させるうえでの

課題やどのようにそれを解決していくかについ

て、お考えがございましたらご教示いただけま

すと幸いです。

おっしゃる通り、様々な対象に向けたプログラムに関す

る研究が行われております。普及させるためには、指導

者養成が必要ですが、マインドフルネスは講師自身の

実践が、受講者への効果に影響するという論文もあ

り、講師養成訓練を受ける条件として2年以上の実

践していることが挙げられ、さらに長い時間をかけて学

ぶ必要があります。医療者、心理職、教育職を含め、

多くの方々が自身で日々実践され、その中で感じられ

たこと、体験されたことを元に、ご自身の職務に生かし

ていかれることは、最も大切ではないかと考えます。ま

た、日本においても研究のエビデンスを構築していき、

教育、司法、医療、職場、スポーツなどに取り入れら

れるように提言していくことが求められていると考えま

す。

7 WOCN WOCNとして働くには、母であり妻であり介

護をする娘である必要があります。とても疲

れ果ててしまう瞬間がいくつもあります。学

会や研究所で、この「母である、妻である、

介護者である私」も支えていただけるよう

な、マインドフルネスを継続して学べるような

システムは今後予定されていらっしゃるでしょ

うか？

医療者の方を対象にしたマインドフルネスを実践できる

プログラムを次世代看護研究所で提供できるように検

討中です。詳細が決まりましたら、ご案内をお送りしま

す。

8 ひとの心とは本当に難しいと思っております。

自分の経験になってしまいますが、15、6年

ほど前、高校生のときクラブ活動に、マインド

フルネスとは異なるかもしれませんがセルフエ

フィカシーやEQを鍛えるということを取り入れ

ておりました。しかし、だれも理解できず、取

り入れた教師も専門家でないために、なに

も実感することはできず、ただただフラスト

レーションがたまり、その後医療の道に進ん

でもマインドフルネスに少しばかり毛嫌いをし

てしまう自分がおりました。しかしこのご講演

で、やはりマインドフルネスの重要さを改めて

知りました。取り入れようとした当時の教員

は先見の明があったのかもしれませんが、現

在、こちらを専門としてる人々というのはどの

くらいいるものなのでしょうか。心理学や教育

学には多くいそうな気がしますが、医療者に

はやはり広がっていないものでしょうか。

具体的な数はわかりませんが、医療者の中にも、関心

を抱いて実践しておられる方は多くいらっしゃると思いま

す。マインドフルペアレンティングの講師養成講座を受

けたいとご連絡いただく方は、やはり心理職で、育児支

援をしておられる方が多いです。医療者の方のメンタル

ヘルスを守るためにも、是非医療者の方やその教育に

取り入れられるようにと願っています。研究・普及につ

いて、多くの方と協力して進めていけるように努力した

いと思いますので、是非学ばれ、実践されて、ご協力く

ださい。
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