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第15回 広域連携医療ネットワーク
システム研究会

医療・看護の質を担保するための
システム構築

東海⼤学 医学部 看護学科
真下綾⼦

◆ 急性期病院における看護職員配置に関する課題

・医療費の増大、疾病構造の変化に対応するため

2001年 医療制度改革方針 機能分化・医費適正化・効率化

・平均在院日数の短縮による看護業務の密度が高くなった

・労働環境の悪化から相次ぐ看護職の医療ミス

・2006年診療報酬改定 7：1 患者入院基本料最高基準額

・全国で看護師争奪戦 大量の新人看護職員採用

不⼗分な教育体制、待遇等の問題

看護職員の個々の能⼒（質）と看護サービスの質の関連性を検証する必要がある

これまでの研究 仮説検証型研究
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研究概念図

構造（Structure） 結果（Outcome)

病棟の構成・マネジメント体制

柔軟性のある人的資源
（リリーフ体制等）

看護体制
パターン

患者特性
有害事象の発⽣

1) 転倒・転落

2) 誤薬（内服・注射）

3)チューブ類の⾃⼰抜去

スケジューリング
日々の人員配置

Beckman,J.S.,&Simms, L.M(1992)の看護職員配置モデルを参考

看護実践能力

過程（Process)

看護職員数

看護職員の個々の質として 「看護実践能力」を用い、
看護サービスの質として「有害事象発生」を用い
「看護実践能力と有害事象発生との関係を検証する」

目的

全看護職員に対して高い看護実践能力をもつ看護師割合が大きい病棟では、有害
事象の発生は少ない

仮説
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構造（Structure）
結果（Outcome)

人的資源
（リリーフ体制等）

看護体制
パターン

患者特性 有害事象の発⽣

1) 転倒・転落

2) 誤薬（内服・注射）

3)チューブ類の⾃⼰抜去
スケジューリング
日々の人員配置

Beckman,J.S.,&Simms, L.M(1992)の看護職員配置モデルを参考

看護実践能力

過程（Process)

看護職員数

研究スケジュール

尺度開発のための調査

経時的調査

平成19年

平成20年

看護実践能力尺度
作成・調査

１⽉

5⽉

7⽉

11⽉
12⽉

繰り返しのある横断研究口演９－２

対象病院
⼀般病床をもつ急性期の医療機関
機縁法にて抽出

対象病棟
内科、外科、混合病棟 の⼀般病棟
（産科、⼩児科等の特殊科を除外する）

対象



2018/5/30

4

 質問紙調査
看護部⻑→病院の属性
看護職員スタッフ→看護実践能⼒

 データ収集
看護必要度
転倒転落アセスメント
有害事象発⽣件数
薬剤件数(内服：処⽅件数 注射：処⽅箋枚数）

調査方法（データ収集）

134.0以下 → 低レベル
135.0〜159.0 → 中レベル
160.0以上 → ⾼レベル

変数の作成

看護実践能⼒尺度を⽤いてそのスコアによって看護職員スタッフを分類

影響する変数の選定
看護必要度A得点2点以上かつB得点3点以上
1週間の延べ患者数に対する重症患者数
各病院での点数の違いを補正

分析⽅法 ⼀般化推定⽅程式 ポアソン分布 (分析単位:勤務帯別/期間別）
被検者変数 病棟（N=46）被検者内変数 調査時点（1, 5, 7⽉）

独⽴変数 中レベル以上看護師割合/患者数/看護職員数/平均在
院⽇数/診療科/ 重症者割合【転倒・転落スコア・
チューブ類挿⼊患者割合】/ 内服処⽅件数/注射処⽅件数

従属変数 各有害事象発⽣件数

分析方法

中レベル以上看護師割合

重症者割合

転倒・転落スコア
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 病院の属性

首都圏（東京、大阪、神奈川）

大規模病院5病院 中規模1病院

特定機能病院5病院、地域支援病院1病院

 対象病棟 46病棟
外科:17病棟 内科:12病棟 混合:17病棟

看護職員

第1回 （1月）1038人、 第2回（5月） 1174人、

第3回 （7月）1171人

結果

日勤帯 準夜帯 深夜帯

β値 有意差 β値 有意差 β値 有意差

中レベル以上看護師割合 -0.004 NS -0.012 NS 0.007 NS

重症者割合 -0.008 NS -0.020 NS -0.033 NS

看護職員数 0.021 NS -0.078 NS -0.010 NS

患者数 -0.013 NS -0.001 NS -0.010 NS

外科 -0.676 NS -0.372 NS 0.044 NS

内科 0.322 NS 1.465 ＊ 0.395 NS

混合 ― ― ― ― ― ―

平均在院日数 -0.042 NS 0.012 NS -0.001 NS

内服処方件数 -0.002 NS -0.002 NS -0.003 NS

＊＊ P<0.01 ＊P＜0.05

結果 （誤薬：内服）

一般化推定方程式、ポアソン分布を用いた
Advanced Model SPSS Ver16 を使用
－・・診療科変数は「混合」を基軸とした対照カテゴリと

なるため、回帰係数の数値は示されない
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日勤帯 準夜帯 深夜帯

β値 有意差 β値 有意差 β値 有意差

中レベル以上看護師割合 -0.029 ＊ 0.006 NS 0.034 NS

重症者割合 -0.044 NS 0.012 NS -0.108 ＊

看護職員数 -0.017 NS -0.134 NS -0.156 NS

患者数 0.018 ＊＊ 0.006 NS -0.009 NS

外科 1.077 NS -0.013 NS -0.074 NS

内科 -0.062 NS -0.521 NS -0.157 NS

混合 ― ― ― ― ― ―

平均在院日数 0.012 NS 0.062 ＊＊ 0.092 ＊

注射処方箋枚数 0.000 NS -0.002 NS -0.007 NS

＊＊ P<0.01 ＊P＜0.05

結果 （誤薬：注射）

一般化推定方程式、ポアソン分布を用いた
Advanced Model SPSS Ver16 を使用
－・・診療科変数は「混合」を基軸とした対照カテゴリと

なるため、回帰係数の数値は示されない

＜結果＞

内服：中レベル以上看護師割合と誤薬(内服) 関連なし

準夜帯では、混合病棟より内科病棟の方が多い

注射：日勤帯で、中レベル以上の看護師割合↑ と誤薬↓

＜先行研究＞

誤薬を内服と注射に分け、分析した研究はない

正看護師割合・誤薬の関連性ある/正比例でない (Blegenら 1998）

看護師の倫理的判断に依存するため、誤薬の発生件数を

正確に把握することが困難(Edmondson 1996)

考察

（誤薬：内服：注射）

中レベル以上の看護師割合と注射の誤薬は関連性がある
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誤薬（注射・内服）
看護実践能⼒の中レベル以上の
看護師割合が⼤きいと
誤薬（注射）減少する関連性がある

中レベル以上の看護師割合と
誤薬（内服）の関連性なし

結論

注射・点滴等の業務が頻繁にある病棟、
⽇勤帯では、看護職員数を確保するだけで
なく、看護実践能⼒（質）をもつ
看護職配置することが重要

仮説の検証

数を確保するだけでなく、質を整えることが重要
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回復期リハビリテーション病棟

脳卒中患者のQOLを⾼めるためのリハビリ
テーション看護に関する研究

今後の研究課題 介⼊・政策提⾔へ

急性期 回復期 維持期

看護師の役割・介⼊

脳卒中患者に対する看護師の役割（Chin, 1998）

患者のQOLを高めるために最適な健康に向けて

看護介入を行うことが重要である

脳卒中患者に対する看護師の役割概念図

1. Caregiver
（看護過程の展開・看護実践）

5. Educator (教育）

3. Counselor
(相談・カウンセリング）

2. Coordinator 
of care

（ケアの調整）

4. Client advocate(患者
支援・代弁）
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１．脳卒中患者に対する介⼊研究

排泄障害/⿇痺/うつ等
脳卒中患者

⽇常⽣活の活動 拡⼤
バンドルケア

（いくつかの介⼊を組み合わせたケア）
看護職の介⼊によるケア

指標

FIM
SSQOL

うつ傾向等

指標

FIM
SSQOL

うつ傾向等

睡眠SCAN / ウェアラブル D-Free

２．回復期リハビリテーション病棟
脳卒中患者に対するケアモデル構築

構造 過程 結果

１．人員
リハ医師
看護・介護職
の役割
管理栄養士・
歯科衛生士等

２．病棟構造

１．治療
２．看護・介護

ケア体制
３．適切

個別リハ365日
４．チーム

アプローチ

１．疾患
コントロール

２．日常生活動作
改善

３．患者・家族の
心理的安定化

４．入院日数
５．在宅復帰率


