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論 文

看護記録 の開示に対する看護者 の意識調査

       豊田久美子

滋賀県立大学人間看護学部

背景 2000年 、 日本看護協会 は 「看護記録 の開示 に関す るガイ ドライ ン」を作成 し、患者 の権利擁 護 な

どにむけて積極 的に開示 の推進 をはか ってい る。患者 に「見せてはい けな い記録」か ら 「見せ る記録 」へ

の転換は、 患者 ・看護 師関係 に少 なか らず何 らかの変化を もた らしてい ると推測 され る。

目的 診療情報 の開示 が進展 す る中 にお いて、 看護記録開示 につ いて の認識 を明 らか に し、 患者 ・看護

師関係 を考察 する ことである。

方法 対象はK府 内 の病院、診療所、訪 問看護 ステーシ ョンに勤務す る看護 師お よび准看護師 に独 自に

開発 した質 問紙 を用いてア ンケー ト調 査を行 った。実施 期時 は2004年8～9月 で あ つた。

結果 調査 に協 力を得 られたのは、1158名(回 収率67%)の 看護 師、保 健師、助産師、准看護師で 平均

年 齢 は36.5(SD:10.2)歳 であ った。看護 記録 の開示請 求を経験 した人 は、5.9%と 少 な く、看 護 記録

を見せ ることに抵抗感を持 つ人 は63.5%で あ った。40歳 代以上の人 や 「患者 は看護記録 を見 る権利 を持 っ

てい る」 と認識 している人 のほ うが、 看護記 録の開示によ って患者 との信頼関係や関係性が構築 しやす

いと答えていた。

結論 看護記録 の開示 は、 「信頼 関係 の崩 れ」 を危惧 し、「安心感 を与 え る ・納得 させ る看護」が重 要で

あ ると考え るパ ターナ リズム タイプ と 「信頼 関係 の構築」 につ なが り、 「計画 を一緒 に考 え ・患 者 の主

体 性に働 きかける」 サポー トタイプとに二極化 してい ると推察 される。 今後 は、形骸的 な看護記録 の開

示 ではな く、本質 的なあ りよ うを市民/患 者 とともに創 造 してい く取 り組みが重要で ある。

キー ワー ド 看護記録 開示、患者一看護 師関係 、患者 の権 利

1.は じめ に

 1997年 、医療法 の改正 によって、「医療の担 い手は、

医療を提供するに当た り、適切な説明を行い、医療を受

けるものの理解を得るよう努めなければならない」 とし

て、 インフォーム ド・コンセ ント(以 下IC)の 理念に

もとつ く医療の提供の重要性が明確に位置づけられた。

1999年 には、ICの 一環 として、患者に対 して診療情報

の開示を積極的に推進することが医療提供体制の改革

(医療審議中間報告)で も提起され、「国立大学附属病院

における診療情報の提供に関する指針」、「診療情報の提

供 に関する指針」(い ずれも1999年2月)が 作成され本

格的な開示がスター トした。一方、 日本看護協会は2000
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年5月 「看護記録の開示 に関するガイ ドラインJ'を 作

成 し、 ひろく看護者にその徹底を呼びかけた。 さらに、

2003年 、個人情報保護法の成立および 「診療情報の提供

等に関する指針」が公表され、法的にも開示請求に応え

ることとなつた。そして、2005年5月 には 「看護記録お

よび診療情報の取 り扱いに関する指針」の改訂版が出さ

れ、看護者の基本的責務 として 「患者の知 る権利および

自己決定権を尊重 し擁護す ること、自己の実施する看護

について説明すること」2)を強調 している。

 このような目まぐるしい変化のなかで、医療、看護界

にどのような状況が引き起 こされたのであろうか。先行

研究 として、「医療への患者参加を促進す る情報公開 と

従事者教育の基盤整備に関する研究」(岩 井他:2000)3)

がある。国民/患 者、医師 ・看護師、薬剤師などの医療

従事者に、医療情報開示に対する全般的な意識調査がな

されている。さらに、「現代医療 における情報開示澗 題

の社会的構築」(平 他:2003)9)に おいては、医師 ・看護

師・市民への意識調査が行われている。 その後 は、看護
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専門雑誌に特集が組まれて、その方法の議論や臨床にお

ける看護記録開示の取り組みの実践研究、報告が多くな

されるようになった 5.い)。しかし、看護師の認識や実

態を探る研究は、「患者と共有するカルテの問題を把握

する一看護師の意識調蒼-J (富田他、 2003)8)、「看護

記録開示ーベッドサイド記録導入による看護師の意識変

化J(西JI [他、 2005)9)などの報告が散在されるものの、

その後、看護記録の開示がどのように進展しているのか、

看護師の認識はどのように変化しているのかといった調

査は見あたらなし」また、これまで患者に「見せてはな

らない記録」から「見られるかもしれない記録」への転

換によって、患者・看護師関係にも少なからぬ影響があ

ると推測される O 局域的におこっている言説や意識がど

のような状況にあるのかを記述することによって、患者・

看護師関係がどのように動きつつあるのかといった点を

描くことで、今後の看護への具体的な指針を得ることに

なろう。

1 研究目的

診療情報の開示が進展する中で、看護記録開示につい

ての看護師の認識を明らかにし、患者・看護師関係を考

察することである。

ill.用語の定義

本研究における看護記録の開示とは、「患者からの請

求があった場合に看護記録そのものあるいは写しそのも

のを患者に示し説明を行うこと、また看護記録の写しを

交付すること」とするO

IV.方法

1.研究デザイン:看護記録の開示進展に対する実態と

認識を把握するために、記述的研究デザインとし質

問紙調査をもって行った。

2.対象 :K府内の病院・施設に勤務する看護者

3.調査期間:2004年 8，.....， 9月
4.調査方法:質問紙は、先行研究を参考にして独自に

開発した自記式質問紙を用いた。葉問項目は、①基

本属性に関する項目、②看護記録の開示経験に関す

る項目、③看護記録の開示と進展への認識に関する

項目、④看護記録の位置づけと開示進展における変

化に関する項目、⑤患者と看護師の関係に関する項

自で構成した。笠間紙はあらかじめ了解が得られた

施設の看護管理者に配布を依頼した。対象者には書

面において謁蜜協力の依頼を行い、質問紙の返却を

もって研究協力の同意を得たこととした。
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5.分析方法:データの分析は、統計ソフト SPSS12J
For Windowsを用いた。質問項目ごとの記述統計、

看護師の年齢を 4つの年代に分けてクロス集計、さ

らに、判別分析を行った。

6.倫理的配慮:対象者には調査の趣旨、方法、倫理的

配慮を記載した用紙を用いて謁査協力の依頼を行い、

回収方法は個別に封書での自由投函とした。協力は

自由意思に基づくものであること、個人が特定され

ることなくデータ処理を行い、質問紙の保管、破棄

を厳重に行い個人情報が守られることなどを厳守し

fこO

IV.結果

1 .対象の概要

調査協力を得られたのは1158名(回収率67.0%)、平

均年齢36.6 (SD:10. 2)歳、看護職平均経験年数は13.6 
(SD : 9.3)年九年代構成は、 20歳代353名 (30.5%)、3
0歳代371名 (32.0%)、40歳代244名 (21.1%)、50歳以

上190名(16.4%)であった。男性は35名 (3.0%)、113
5名 (97.0%)で、職能資格は看護師964名 (84.0%)、
助産師41名 (3.5%)、保健師 6名 (0.5%)、准看護師

136名(11.9%)であった。勤務する病床数は299床以で

が611名 (66.1%)、300"-'599床が386名 (33.3%)、600
床以上が70人 (6.0%)であった。

2.看護記録の開示経験

看護記録の開示請求をされた経験を持つ人は68名(5.9

|;jjjjjjjjjjJ52.6jjj;jjjjjjjj麟欝35.2議議題8.589

図1 患者は看護記録を克る権利を持っている
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図4 開示進展の心持ち
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国 6 看護記録の開示が広く行われるようになった場合の影響
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%)と 少 な く、 さ らに 請 求 に応 じた人 は49名(4.2

%)で あ っ た。

3.看 護記録の開示 と進展に対する認識

 まず、「患者は看護記録を見る権利を持っている」

では、87.8%の 人が肯定的な回答を示 した(図1)。

「看護記録は本来、患者に見せるものではない」の

問いに対 して、「そう思 う」4.6%、 「やや、そう思

う」20.0%と およそ四分の一人が 「本来、見せる

べきではない」 と捉えていた(図2)。 さらに、記

録を見せ ることに対 しての抵抗感の有無に対 して

は、「ある」が63.5%で 、「ない」の35.5%を 大 き

く上回った(図3)。 わが国において、今後看護記

録の開示がさらに進むことに対 して、「好ましいこ

とだと感 じている」46.0%、 「悪いことではないと

思 うが、釈然としない」42.3%で 、「好ましくない

ことだと感 じている」 は4.0%で あった(図4)。

抵抗感を持つ人にその理由を問 うたところ、「患者

に誤解される」、「不安 を与えることか ら」 と答え

た人が 「ややそう思う」人 も含めて80%以 上ともっ

とも多かった(図5)。

 さらに、看護記録開示が現在より広 く行われる

ようになった場合、看護にどのような影響がある

かの問いに対 しては、「ICが必要 になる」、「記録

に費やす労力が増える」、「看護過程に責任を持つ」、

「患者と看護問題を共有す る」などの看護者サイ ド

の変化や 「患者の自己決定を促す」、「療養への参

加意識が高まる」 といった患者の変化を予測する

回答が70%以 上見 られた。「信頼関係が築きやす く

なる、 ビジネスライクになる」では肯定派 と否定

派はほぼ半数で、「関係づ くりが難 しくなる」、「患

者 との信頼が崩れやす くなる」はおよそ4割 の人

が患者・看護師関係の悪化を危惧 していた(図6)。

 看護者の年代別で比較(図7)す ると、「看護護

記録 は本来、患者に見せるものではない」 と考え

る人の割合は50歳以上が高 く(33.4%)(図7-1)、

見せることへの抵抗感 に年代別の差異 は見 られな

かった。 さらに、「記録を見 るのは患者の権利であ

る」の問いに否定的な回答をした割合も50歳以上が高かっ

た(21.2%)(図7-2)。 「看護記録の開示が進展するこ

とに対する釈然としない心持ち」では、20歳 代が他の世

代に比較 して高 く(52%)(図7-3)、 「今後、開示が進

展す ると患者との信頼が崩れやすい」と認識 している人

や 「看護記録を見せることへの抵抗感」を持つ人の割合

も20～30歳 代が高か った(42%)(図7-4,5)。

4.看 護記録の位置づけと書き方の変化

「あなたにとって、看護記録 とはどのようなものですか」

豊田久美子

図7一 葉 年代別r.記録は本来患者に見せるものではない」

図7-2 年代別 「記録を見るのは患者の権利である」1

図7-3 年代別 「開示進展への心持」

図7-4 年代別 「患者との信頼が崩れやす くなる」

図7・5 年代別 「看護記録を見せることへの抵抗感」

の問いに対 して、ほとんどの人が 「患者の状態の記録」、

「看護行為の証明」、「患者 の状態を伝える」 ことである

と捉えていた(図8)。 看護記録の開示が現在よりも広

く行われるようになった場合の看護i記録の変化について

(図9)は 、「誤解を招かない書き方」、「断定的な表現を

使わない」、「文字を丁寧に書 く」、「マニュアルに従って

書 く」に肯定的な意見を持つ人が全体の80%を しめてい

た。



看護記録の開示に対する看護者の意識調査

晃せながら説明

学街研究

スタッフに指示

考えを伝える

思考過程

機能評価

公文書

訴訟の時の証拠

患者の状態を伝える

看護行為の証明

患者の状態の記録
ζ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

回そう思う

盟ややそう思う

自あまりそう思わない

阻そう思わない

39 

図 8 看護記録とは何か
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図 9 看護記録の開示が進展した時の看護記録の変化 % 

5.患者・看護師関係

現在、患者との関係で重要だと考えるかどうかの間い

に対して、「よりよいケアを提供ム「患者の話を聞く J

などほとんどの項目に対して90%以上の人が肯定的な回

答であったが、「患者が医学的知識をもっJ1"看護計画を

一緒に立てる」、「看護計画を丁寧に説明するJでは、重

要でないと捉える人も l割程度あった。(図10)。

6.看護記録の開示に抵抗感を持つ人の特徴

看護記録を見せることに抵抗感を持つ人と持たない人

の特徴を分析するため、仁患者との関係で重要なことJ

と「今後さらに開示が進展した際の影響Jについて判別
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図11 看護記録開示への抵抗感と患者との関係
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看護師と患者が対等

患者が医療の主体になる

療養への参加意識が高まる

患者との信頼関係が築きやすくなる

図12 看護記録開示への抵抗感と開示進展の影響 Wilksのλ=0.886.ρ<0.001
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分析を行った。(図11Wilksのλ=0.974.ρ くo.001、

図12Wilksの A=0.886.ρ く0.001、いずれも構造行

列を図に示した)。

看護記録開示への抵抗感を持たない人の特徴として、

「看護計画を丁寧に説明することJI看護計画を患者と一

緒に立てることJと「信頼関係が作りやすくなるJI療
養への参加意識が高まるJI患者が医療の主体になるJ

と捉えている点である。一方、抵抗感を持つ人は、「患

者を納得させることJ仁患者が看護師を信頼することJ

が強く、「患者との信頼が崩れやすくなる」、「関係作り

が難しくなるJと捉えている。

さらに、抵抗感の有無と「看護記録は本来、患者に見

せるものではない」、「患者は見る権利を持っている」の

クロス分析においては(図13)、抵抗感のある人は「見

せるもではない」、抵抗感のない人は「患者は見る権利

を持っているJと認識する傾向が強かった

(χ2検定、 ρく0.001、ρく0.001)

VI.考察

2000年に日本看護協会から「看護記録の開示に関する

ガイドラインJが出されて 5年が経過した。しかし、看

護記録の開示請求経験を持つ人は、わずか5.9%で、開

示請求は日常的に進展していない様子がうかがえる。

抵抗なし 口そう思う

聞ややそう思う
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2003年の平らの報告ωでは3.5%の開示経験であり、 3

年間に 2%強の増加をしめしている。一般に、患者が開

示請求を行う場合、診療記録全体の一括請求を病院の事

務部門に求め、開示するかどうかは専門委員会や管理者

側で決定されることが多い。看護者サイドでは開示請求

に応じるか否かを判断するシステムにないため、必ずし

も今回の看護者の開示請求経験が、全体の請求状況と重

なっているとは言いがたし、。しかし、まだ日常的に患者

からの請求によって記録を開示する段階に至っていない

と推察される。このことは、開示経験を持たない看護者

が、それに備えて想定の範囲で開示対策に取り組んでい

る状況と推察されるO

次に、看護記録の開示と進展に対する認識については、

ICのもっとも重要な視点である「患者は見る権利を持っ

ているjに対して、 9割の人が肯定的な反応を示してい

る。しかし、積極的な肯定派は54%に過ぎず、看護協会

が掲げる権利擁護の観点は十分に深まっているとは言い

難い。さらに、「本来は患者に見せるものではない」と

およそ25%の人が、「看護記録を見せることに対する抵

抗感Jは63.5%、今後の開示が進展していくことに対し

て「悪いことではないと思うが釈然としない」人は46%
であった。

日本の看護教育は、昭和26年の保助看法改正の指定規

則により看護婦養成学科課程が定められ、その後、昭和

42年、平成元年、平成 8年に 3度の改定

がなされている O 医学モデルから看護モ

デルへ、また高齢社会対応型へと社会情

勢に適応したカリキュラム対応を目指し

てきた。当時の看護教育に用いられたテ

キストには、 ‘看護記録の書き方の注意

抵抗あり 回あまりそう思わない すべき事項'として「病床日誌は、医師

の許可なくして患者、家人、その他の人

に見せてはならない凶、「回診時などに

患者本人や家族が見てしまうこともある

ので、注意しなければならない」∞と各

テキストに明記され、その後診療情報開

示の重要性が強調される今5まで、継続

して教脊されてきた。「患者に看護記録

を見せてはならない」という概念は看護
抵抗なし

抵抗あり

回そう思わない

0% 20% 40% 60% 80% 1 00% 
ρく0.001

図13ー1抵抗感の有無と
f本来、患者に看護記録は見せるものでないJ

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

密13-2抵抗感の有無と
F患者はカルテを見る権利を持っているJ

回そう思う

聞ややそう思う

回あまりそう思わない

回そう思わない

ρく0.001

図13看護記録開示への抵抗感の有無と看護師の認識

基礎教育の中で強く浸透し、さらに看護

実践においてもそのことを一つの作法と

して守ってきた看護者にとって、「見ら

れるかもしれない」あるいは「見せる必

要のあるものJと変化しでも、安易に受

け入れられないのも当然といえよう。し

かし、 2001年のS県調査∞においては

「抵抗感あり」は75%、「釈然としない」

が70.5%で、それに比較すると幾分低下
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している。これらは、本調査は比較的都市部で行われた

点と 3年間の経過の中で看護者の認識も徐々に変化して

いることが推測される O

看護記録の開示への抵抗感の理由としてもっとも多かっ

たのは、「患者に誤解される」、「不安を与える」で‘や

やそう思う'人も含めて80%以上であり、患者に見せた

ときの反応を気にかけていると推測される。

さらに、看護記録開示が現在より広く仔われるように

なった場合、看護にどのような影響があるかの問いに対

しては、 IICが必要になるJ、「記録に費やす労力が増え

る」、「看護過程に責任を持つ」、「カルテの電子化が進む」

などの看護師サイドの変化や、「患者の自己決定を促す」、

「療養への参加意識が高まるJといった患者の変化を予

測する回答が70%以上見られた。「信頼関係が築きやす

くなるム「ビジネスライクになる」は50%で、「関係作

りが難しくなるム「信頼が崩れるJを上回っていた。

そもそも看護記録とは何であったのだろうか。「患者

の状態と行った看護を記載し、伝えるもの」とほぼ全員

が答えている。 24時間の看護を途切れることなく三交代

制で看護提供する看護者にとって、「伝える」ことの意

味は大きい。従来行われてきた口頭での‘申し送り'が

魔止されていくなかで、看護記録によって「伝えるJこ

とを工夫してきた。さらに、医師を始めとした他の医療

従事者に患者の24時間の状況を適切に伝える役割を看護

記録は担ってきた。身内の裏局域における小道具であっ

たと見ることができょう。看護記録開示の進展によって、

「誤解を招かないようJI断定的な表現は避けるJIマニュ

アルに従う」と、見られることを意識した看護記録の書

き方に変換することで¥開示に対応しようとする様子が

伺える O

看護記録の開示に対する年代による比較からは、 50歳

以上の人が「本来は患者に記録を見せるものでない」と

いう認識が強く、患者の権利意識についても低い領向に

ある。しかし、より特徴的なのは、 20歳代の人が記録を

見せることへの抵抗感、今後の進展に対する釈然としな

い気持ちが強く、さらに、今後、患者との信頼関係が築

きやすくなることに否定的な点である。ベテランの看護

師は開示に対する理念については受け入れがたいものの、

今後の患者・看護師関係に期待感を持っているO しかし、

若い看護師は、理念上は理解できていても感情的に受け

入れていない様子が見て取れる。 IC、情報開示の重要

性については看護学校の基礎教育の中で受けてきた世代

にとって、臨床の場では開示の準備が始まったばかりの

未整備な状態のなかで、戸惑いを示しているのかもしれ

なし」あるいは、学校教育の中では、大きなウエイトを

しめる臨地実習の中で思考過程を育てるために記載する

実習記録があるが、その影響によってネガティブになっ

ているとも推測される O いずれにしても、なんらかの対

豊田久美子

応が迫られている。

以上のことから、日本の看護界が看護記録の開示要請

に応えようとする状況にあって、看護者の認識は大きく

一分できるのではなし、かと推測される O まずーっは、看

護記録は本来患者に見せるべきものではないという立場

で、見せることに抵抗感を持ち、開示進展に対しては、

11"言頼が崩れるJI関係作りが難しくなるJとし、今後は

「患者を納得させるJI患者が看護師を信頼するJI療養

に対する安心感を与えることJといった「納得させるJ
る」というノマターナリスティックなタイプである。

もう一つは、患者には記録を見る権利があるという立場

で、看護記録の開示に抵抗感がなく、「看護計画を丁寧

に説明するJI看護計画を一緒に立てる」ことによって、

「信頼関係の構築JI患者の療養の主体的参加Jへと転換

しようとするサポートタイプである。

医療情報の開示は、看護者のみならず他の医療者、と

りわけ医師にとって、またその開示を求める市民にとっ

ても大きな変換であることは言うまでもない。医師の医

療情報開示に対する認識をみた調査日)では、開示への抵

抗感は看護師より低く、開示進展に対する医療への影響

については、看護師より期待感が薄い。また、医療情報

の開示を進めている臨床の医師による調査15)においては、

約 8割の医師が開示に賛成であるものの、「専門用が多

すぎ?て誤解を招く J73.9%、「信頼関係を構築すること

ができないJ52.9%、「診療録を了寧に書く余裕がないJ
50%と不安や医療環境の不備を懸念する意見も聞かれた

と報告している。これに対し、市民の認識調査附では、

カノレテを見たいと考える人は80%以上で、記録を見るこ

とができることによって医師や看護師との信頼関係がっ

くりやすくなると答えている O

これらは、医師も看護者と間様に医療情報開示に対す

る懸念や不安を抱えているものの今後への期待感が強く

ないため抵抗感も弱いと考えられ、看護者の方が医療情

報開示という時代の変化に敏感に反応していると推測さ

れる。市民は医療情報へのアクセスを望み、信頼関係構

築への好機ととらえている点からも、患者・医療者関係

にとって重要な転換期を迎えていると考えられる。

池永は、医療情報の開示の目的は患者が自己決定をす

るためのICを支えるものであり、さらに自己情報のコ

ントロール権に基づ、くものである 17)とその重要性を強調

している。

さらに、 2002年に発刊された日本看護協会ニュースは、

「安全で良質な医療・看護を提供するためには、診療情

報を患者にわかりやすく説明することが大切である。そ

れには、患者の立場や回線で情報提供に努めることが不

可欠。患者との良好なコミュニケーションは‘信頼関係'

にもつながる」として医療・看護の患者・菌民への情報

提供を強調している∞。患者自身の個人情報を医療者が
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持ち、さまざまなケアも十分な説明や患者の意思恩、を確認

しないまま、それでで、も

慮りをして宥護を行つてきたことも否めなしい¥0 看護記録

の開示による看護者の抵抗感、釈然としない感覚は、患

・看護者関係が擁護からサポートへ、垂直から水平へ

とゆっくり変化する兆しと見て取れるのではないだろう

か。そのことは、臨床の現場において2000年以降に看護

記録の開示、看護計画への患者参加の可能性を探る研究

5，6，7，8，9)が多く行われている点からも推察されるO

看護界において、 1950年代におけるヒルデガード E.
ペプロウの「人間関係の看護論」を皮切りに、ジョイス・

トラベルビーの「人間対人間の関係モデルJ、アイダー・

ジーン・オーランドの「看護過程理論Jなど多くの看護

理論家が看護を患者・看護者関係の側面から論じ、その

後の看護に大きな影響を与えているω。しかし、ペプロ

ウの看護師一患者関係における諸局面と役割の変遷では、

看護師は無条件的な母親の代理人から大人へ、患者は幼

児から青年、大人へと変遷し問題解決するという枠組み

が示すように、患者を擁護する眼差しを強く持つことが

要請され、それはケアとして重要でありながらも、その

ことが過度に働けばパターナリスティックな傾向を帯び

てしまうであろう。

これまで見てきたように看護記録の開示は、単に『ク

レーム対応'やt記録の書き方の変更'ではなく、看護パラ

ダイムの転換を迫るものであり、そのことによって邑ず

と患者・看護部関係に変化がおこるものと考えられる。

患者の権利擁護に向けたICのーっとして看護記録の開

示、さらに患者の自己決定と主体的な療養生活をサポー

トするための‘患者記録'を目指すためには、安易な

‘書き方の変更'や‘記入マニュアル'では変換できな

い時代を迎えていることを踏まえて、市民と意見を交わ

しながらじっくり取り組んでいくことが重要である。そ

うでなければ、今度は、 l't青報を伝えさえすればよい」

「患者が決定したのだから」といった'突き放しタイプ?に

縮りかねないのであろう。

本研究の限界として、限られた地域での調査であり、

全国的な傾向を言及するには困難な龍を有することであ

るO また、医療'情報の開示が動き出したばかりの現状か

ら、患者・看護師関係を言及することは危険性をはらん

でいるO しかし、研究調査より現場の動きが加速度を持っ

て進んでいる点からも本調査の報告を一つの材料として、

臨床に戻していくことは有用であると考える。さらに、

今後は市民、医師への同様な調査との比較、インタビュー

調査などを行い、看護者の特徴と今後の課題を具体的に

展開していくことが重要である。
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V.結語

看護者の看護記録開示の認識と実態を明らかにし、患

者・看護師関係を考察することを目的にして、 K府内の

看護者1158名に自記式質問紙を用いて調査した。看護記

録の開示請求を経験した人はと少なく、看護記録を見せ

ることに抵抗感を持つ人は、 63.5%であった。「患者に

見せてはいけない記録jから「患者に見られるかもしれ

ない記録」への変化によって、看護者は「信頼関係の崩

れ」を危慎し、「納得させるJI患者が看護師を信頼する」、

「安心感を与えるJ看護が重要であると考えるパターナ

リズムタイプと「信頼関係の構築Jにつながり「計画を

一緒に考え、患者の主体性に働きかけるjサポートタイ

プに二極化していると推察される O 今後は、形骸的な看

護記録の開示ではなく、本質的なありょうを市民/患者

とともに創造していく取り組みが重要である。
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(Summary) 

The Study on Nurses' Awareness 
of the Release of their Records 

Kumiko Toyoda 

School of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

Background The Japanese Nursing Association 

formed "Guidelines on the release of nursing 

records" in 2000 in order to promote the advocacy 

of patients' rights. Nurses were made aware 

that their records would be released to patients. 

The records could not be revealed to patients 

before; therefore it was presumed that this 

nursing records. It was found that 63. 5% of the 

participant nurses felt reluctant to reveal their 

records to patients. Some nurses answered that 

it was easier to form a good relationship with 

patients if recognized that they had a right to 

see their nursing records. 

change could impact on the relationship between Conclusion It was presumed that there might be 

nurses and patients. two opinions held by nurses in regard to the 

release of their records. Some nurse，s thought 

Purpose This study aimed at revealing nurses' that the release of the records might destroy 

awareness and recognition of the release of their paternalistic relationship with patients， and 

nursing records， and then examining the rela- that it was important nurses reassured patients 

tionship between patients and nurses. and relieved their anxiety so as not to destroy 

such a relationship with patients. But others 

Method: Registered nurses and enrolled nurses at thought that the release of their records might 

hospitals， clinics and the community area in K be helpful to establish a good relationship with 

prefecture were recruited and asked to complete patients， and that it was necessary to consider 

the original questionnaire made by researchers. nursing care plans with patients and provide 

This study was undertaken from August to supportive care for them， respecting their auton 

September 2004. omy. This study indicated that nurses should 

work together with patients to create not a 

Result 1158 registered nurses， enrolled nurses， superficial but a substantial system for the 

public health nurses and midwives agreed to release of nursing records. 

participate in the study， and 67% of them an-

swered the questionnaire. The average age of Keywords release of nursing records， relationship 

participants was 36.5 (SD:l0.2). 5.9% of the between patients and nurses， patients' rights 

participan ts experienced the release of their 


