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論 文

精神看護実習において看護学生に生起 した
involvementの 概念分析 とその多軸評定の作成

牧野 耕次、比嘉 勇人、甘佐 京子、松本 行弘

          滋賀県立大学 人間看護学部

背景 近年、わが国 の看護 において、involvementに 関す る研究が行 われ始 めてい る。 involvementは 、

様々 な側面 に焦点 が当 て られ看 護 の中心的 な概念 であ ると示唆 されて いる。 しか し、看護 にお け るin-

volvementの 概 念分析 は行わ れてお らず、精神科 の看護 にお いて は、 その概念 やアセス メン トを共 有す

ることは難 しいのが現 状 であ る。 したが って、 精神看護 実習 にお いて、患 者 に対 す る看 護学生 のin-

volvementを 、看護学生 や実習指導者、教員 が共有 す るため に、 その概念分析 を行 い、測定用具 を作成

す ることが必要 であ る。

目的 精神看護実習 において看護学生 に生起 したinvolvementの 概念を明確 に し、 その測定用具 を作成

す ることを本研究の 目的 と した。

方法 看護学生40名 を対象 に、ハ イブ リッド ・モ デルを用 いて データ収集お よび分析 を行 った。

結果 精神看護実習 において看護学生 に生起 したinvolvementの 作業定義 を 「対人 関係の過程で生 起 し

た、経験の共有 ・感情の投資 ・絆 の形成 ・境界の調整で構成 され る看護現象で ある」 と した。 また、作

業定義で明 らかにな つたinvolvementの4つ の構成要素(経 験の共有 ・感情 の投資 ・絆の形成 ・境 界 の

調整)が 、detachment(切 り離 され た)‐over-involvement(過 剰 な)-nursing involvement(適

応的 な)を 軸 に、 どの ように変化す るのかを表 した 「看護学生 におけるinvolvement多 軸評定」 を作成

した。

結論 これ らの結 果に より、精神看護実習 において、教員お よび臨地実習指導者 と学生がinvolvement

に関 してその概念や程度、注意点 などを共有で きると考え られ る。

キー ワー ド 巻 き込 まれ、患者 一看護師関係、看護学生、ハ イブ リッ ド・モデル

1.は じめ に

 わ が 国 に お い て巻 き込 まれ、 か か わ り、 関 与 な ど と訳

され て い るinvolvementは 専 門 職 的 で は な い と1960年 以

前 は、否 定 的側 面 が 強 調 され問 題 視 され て いた。 そ の後 、

患者 一看 護 師関 係 の重 要 性 が認 あ られ る過 程 で 、involve-

mentは 患 者 の 認 識 や 感 情 を 理 解 し苦 痛 を 軽 減 す る行 動

を 起 す 上 で必 要 不 可 欠 な もの と認 識 され は じめ た。 複 数

の 看 護 理 論 家 た ち は、 そ の肯 定 的 側 面 に焦 点 を 当 て そ の

理 論 の 中 でinvolvementの 概 念 を 用 い た1)2)3)。1980年 代

前 半 か ら看 護 にお け るinvolvementに 関 す る研 究 も始 ま

り、 そ の レベ ル4)や プ ロセ ス5)な ど が 明 らか に さ れ て い

るQ
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 わ が 国 で は、1970年 代 以 降 そ れ らの 看 護 理 論 家 に よ る

著 書 が 出 版 され る が 、 「関 与i)」「巻 き込 ま れ2)」「か か わ

り3)(関 わ り)」「巻 き込 ま れ 関 与 す る こ と6)」 な ど訳 語 が

異 な る こ とな ど に よ りinvolvementと い う概 念 自体 が 注

目 され る こ と は ほ と ん ど な か った。 しか し、 海 外 と 同様

の理 由 か ら 「巻 き込 ま れ る こ と」 が 問 題 視 さ れ る こ と も

あ る一 方 で 、 一 部 の 教 科 書7)や 事 例 報 告8)の 中 で 引 用 と

して 海 外 のinvolvementが 取 り上 げ られ は じめ て い る。

牧 野 ら9)は 、involvementに 関 す る文 献 検 討 に よ る 考 察

を 行 い、involvernentよ り距 離 を 置 くな ど客 観 性 や 中立

性 を重 視 す る他 の 医療 職 に比 べ 、24時 間 患 者 と接 し苦 痛

を 伴 う処 置 を 行 う看 護 で は 、 避 け が た いinvolvementを

そ の理 論 に組 み 込 む こ とで、 看 護 の 中 心 的 概 念 に位 置付

けて い る と い う点 に注 目 した。 そ して 、 看 護 に お い て評

価 され て い るinvolvementの 肯 定 的 側 面 は、 共 感 や そ の

他 の語 が 使 用 され 、 否 定 的側 面 に は 「巻 き込 ま れ 」 が使

用 され て い る と考 察 した。 また 、 牧 野1°).は、 精 神 科 に お

け る看 護 師 が 、 否 定 的 な体 験 で あ るinvolvement(巻 き
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込まれ)を振り返ることで、肯定的なinvolvementを技

術として活用することにつなげていることを明らかにし

fこO

わが国の看護においてはinvolvementの概念が不明確

なまま使用されることが多いため、患者に共感する時に

「巻き込まれた」と感じてinvolvementを否定的に受け

止めた場合、共感とinvolvementの関でジレンマに陥る

可能性11)が指摘されている。また、 Airtinian12)は、深い

対人関係のレベルで看護師はケアを行い、ケアを促進し

ようとする強い熱意をもって患者に巻き込まれつづ、ける

が、「巻き込まれすぎてはいけない」という看護師への

警告は、看護におけるケアリングの価値を下げる方向に

働くと述べている。わが国においては、「巻き込まれ」と

き込まれすぎJが同様に扱われることが多いためヘ

involvementの概念を明確にするだけでなくその程度を

アセスメントする測定用具が必要であると考えられ

る。特に、「巻き込まれ」が問題視されやすい精神科の

病棟約10)で、深い対人関係のレベルでケアを行うことが

求められる精神看護実習において、看護学生がinvolve-

mentの概念やその程度を把握する必要があると考えた。

そこで、精神看護実習において看護学生に生起した

involvementの概念を明確にし、その測定用具を作成す

ることを本研究の巨的とした。 involvementの概念を吟

味しその測定用具を作成することは、深い対人関係のレ

ベルでケアを行うことを学ぶ上で、特に自己の振り返り

やその指導に有意義であると考えられる O

11.方法

1.研究対象

文書と口答で研究参加協力の同意が得られた看護学生

40名。

2.研究方法

看護におけるinvolvementの概念は臨床的な概念であ

るため、臨床での適応性を重視し、一つの概念に焦点を

当て概念の定義と測定方法の探索を目的とするハイブリッ

ド・モデル印を用いて概念分析を行う。この研究方法は

次の3つの段階に分かれている O

1 )理論的段階:本研究では、文献検索はデータベース

CINAHLとPubMedを用いた。検索された文献からmω

volvementの概念を抜粋し、抽象化しカテゴリー化を

行い、作業定義を確定した。また、上記のデータベー

スによるinvolvementの検索に加え、国立国会図書館

雑誌記事索引によるキーワード検索、該当文献の参考

引用文献から概念や測定用具の比較検討を行った。

2)フィールドワークの段階:本研究のデータ収集では、

現場で対象者に研究を意識させないため対象者のいな

牧野耕次、比嘉勇人、甘佐京子、松本行弘

いところでメモし、できるだけ早い時期にフィールド

ノートを作成し、それをデータとした。学生が実習中

に書いた記録は学生の許可が得られたものをデータと

した。作業定義で明らかになった構成概念を意識し焦

点を当てながらフィールドワークを行った。ハイブリッ

ド・モデルのデータ分析では、 Wilsonl4
)の類型学が応

用されている。本研究では、 Wilsonの類型学のうち、

その概念の例であることが確かであるケースを示し、

その概念の特性をみる①モデル・ケース、その概念を

示しているのか不明確なケースをあげ、不明確にして

いる特性を示し、モデル・ケースの特性を明確にする

②ボーダーライン・ケース、その概念に類似もしくは

関連した概念をもったケースを示しその属性を検討す

ることでその概念の範閤を明確にしていく③関連ケー

スを用いて、精神看護実溜において看護学生に生起す

るinvolvementの概念を吟味した。そして、その測定

用具も臨床に適応できるよう検討を加え、概念と測定

用具に追加および修正を行った。分析結果については、

3ケースの対象者に提示し了解可能かどうかの確認を

行った。また、質的研究の経験者 2名に分析結果を提

示し了解可能かどうかの確認も行った。今回、対象者

が行う精神看護実習は、 2週間中 7日間を臨地で実習

し、実習期間中、慢性期の統合失調症患者 1名を受け

持つ形態である。

3 )最終分析の段階:フィールドワークの詳細にもどり

結果を適用可能性や出現頻度などにより再確認する。

本研究では考察に含めた。

3.研究期間

平成16年 4月上旬~平成16年12月上旬

4.倫理的配意

対象者が受けると予想される不利益とその内容につい

て以下のa'-""'eを提示した。

a .研究を優先されて適正な実習指導が受けられない

のではないかという不安 b.研究対象者とされること

への不安・不快感 c.プライパシーが侵害されるので

はないかという不安・恐怖 d.何をされるかわからな

い、何か特別なことをさせられるのかという不安 e. 

参加協力するかどうかや参加協力の桂度が成績に影響す

るのではなし1かという不安。

以上の予想される不利益に対してどのように対処する

のか、その保証について、①~⑭を口頭と文書にて説明

した。

①参加協力は自由意志でありいつでも希望により中止

でき、そのことによって不利諮を受けない ②参加協力

したか否が、評価・成績に影響することはない ③同意

書と口頭により同意を得られた人を研究参加協力者(対
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象者)とし、同意の得られなかった人からの情報はデー

タとして記録しない ④参加協力を途中で希望により中

止する場合はその情報をデータとしてとるのをやめ、そ

れまでのデータも使用しない。研究に協力しなかったこ

とや中止したことで不安にならないよう精神的なフォロー

を行い、実習に集中できるようサポートする ⑤実奮を

指導するプロセスと本研究テーマの情報収集のプロセス

は、関わった状況や気持ちを聴くことなどほとんど閉じ

であると考えられる O 仮に、相違が出た場合は研究より

指導を優先する O イメージとしては、今まで教員が頭の

中で、つけていた実習指導ノートを、研究を行うために書

き起こすというイメージである O したがって、学生が研

究者との間で体験するのは、今までの学生が研究なしで

実習指導を受けていた体験と変わらないと考えられる

⑥単位認定者には実習指導・評価に専念するO 単位認定

者と実習について話す時は研究者としてではなく、今ま

での実習どおり、教員として話す ⑦研究結果は、参加

協力者の納得と同意を得てから発表する。納得と同意が

得られない結果は発表しない ⑧研究や指導について、

注文できる(研究のない普段の実習においてもオリエン

テーションで伝えている O 例: 1"気が散るのであっちへ

行ってくださいJ1"患者さんのところへ行くので一緒に

来てください」など) ⑨研究に協力しても、特別なこ

とをする必要はない。実習に集中し、無理をする必要は

なし1。参加協力を希望しても実習に集中できないと判断

した場合は、こちらから参加協力をひかえてもらうこと

がある。それは研究や実習の評価ではなく、研究より実

習を優先しているということである ⑮研究や実留に関

しては納得がいくまで質問することができる ⑪研究に

参加協力したかどうかも含め実習内容・研究で得た情報

について、研究者は守秘義務を厳守するO 参加協力者は、

友達など、他者に研究について自由に相談することができ

る ⑫結果を発表する時は、本人が特定できないよう名

前は記号を使用するなど配慮する ⑬研究成果について

は参加協力者にフィードパ、y クを返す ⑬単位認定者と

協力して主に研究者としてフィールドに入る日を設ける。

以上について、研究概要と共に文書と口答で説明し、

間意書を得られた学生を対象者とした。

盟.結果

1.理論的段階

文献検索については、各データベースの検索方法の形

式が異なることから、データベースCINAHLでは、 m-

volvementがabstractに含まれ、 nurse-patientrelation-

shipがキーワードである文献(1982'"'-'2004)を検索し、

データベースPubMedでは、 involvementがタイトノレま

たはabstractに含まれnurse-patientrelationshipカ三キー

ワードである文献 (1982'"'-'2004、上記CINAHLで検索

されたものは除く)を検索した。検索された文献から、

患者一看護師関係における、看護師についてのinvolve-

ment概念に関する記述(患者艇についてのinvolvement

は含まず)を抜粋し、抽象化しカテゴリー化を行い、看

護におけるinvolvement概念の構成要素を抽出し、その

プロセスおよび引用文献の詳細は別途発表した印。そし

て、作業定義を「対人関係の過程で生起した、経験の共

有・感情の投資・紳の形成・境界の調整で構成される看

護現象であるJとし、その構成要素の内容∞を表1に示

した(但し、太字はフィールドワークの結果により追加)。

看護におけるinvol vemen tの測定用具は、「患者一看

護師関係のタイプと特徴j4)のみであった。これは、か

かわる時間や相互作用、患者のニーズ、患者の信頼、看

護師の患者を見る視点、患者の看護師を見る視点、看護

におけるコミットメントそれぞれの変化に応じて、 d患者一

看護師関係のinvolvementのレベルが「諒床的J 1"治療

的J1"結び、ついたJ1"巻き込まれすぎたJと4段階に変化

することを示した表である。他lこ、測定用具ではないが、

E. Arnold16
)は患者一看護師関係において、治療的

(therapeu tic)関係を中心に据え、その両端を「切り離

された (detached)J1"巻き込まれすぎた (overinvol ved) J 

表 1 著護学生におけるinvolvement概念の構成要素とその内容15)

構成要素

経験の共有

感情の投資

粋の形成

境界の調整

構成要素の内容

時間や場、行動を共有すること、また、患者との相互作用により患者の過去、現在の経験を感情、認

知レベノレで共有し、患者を知ること・自身の経験していることを患者に伝えること

患者に対して感情や関心を向けること

患者とのつながりを深めていくこと・つながりが深まるにつれて双方を身近に感じ、信頼感が深ま

る・その看護師が身近に感じる感覚は、その患者との関係性やイメージの仕方により、友人であった

り、家族のメンバーであったりするなど異なる

患者との対応の中で専門的技術を提供して職業的境界の範掴を意識的無意識的に取り決め、その責任

を負うこと・それに応じて、患者の家族やチームに対しても専門職性を発揮して、その職業的境界を

取り決め、責任を負うこと

注:太字はフィーノレドワークの結果により追加
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としている。 Morse4
)とArnold16

)の文献および看護にお

けるinvolvementのレベルに関する記述のある文献をも

とにし、 detachment(切り離された) -over-involve叩

ment (過剰な) -nursing involvement (適応的な)

を軸とし、作業定義で明らかになったinvolvement概念

における構成要素の内容の変化を表す「看護学生におけ

るinvolvement多軸評定Jの枠組みを表 2に示した(但

し、太字はフィーノレドワークの結果により追加)。牧野

10)は、精神科看護師の「巻き込まれCinvolvement)Jに

関する研究において、 detachment~こ相当すると考えら

れる「距離を置いたかかわり」を「巻き込まれCinvolve-

ment)Jに含めていなかったが、今回の研究では、物理

的な接触などさまざまな次元での交流が皆無ではないと

考えられるため、 involvementの中に含めた。また、

detachmentの訳語について、対人関係においては完全

な分離ではなく detachedconcern 17)という用語も見られ

ることからdetachmentに相当する訳語として、「距離を

置いたJという語を用いてきた9)泊。しかし、精神科に

おいて患者との距離を調整する意味で用いる「距離がと

れるJ1吋距離を置く」などの技術との区別が不明確とな

るため、今回の研究より、 detachmentは「切り離され

たJと訳した。 Arnold同 lま、「切り離された (detached)J

と「巻き込まれすぎた (overinvolved)Jの間に「治療

的 (therapeutic)Jを位置づけている。しかし、客観性

をより重視する医学や心理学と比較して、看護では

involvementを中心的な概念に位置付けてきたと考察し

表 2看護学生におけるinvolvement多軸評定

牧野耕次、比嘉勇人、甘佐京子、松本行弘

ており 9)、「治療的なJとした場合、その区別があいま

いになると考えたためtherapeuticinvolvementとせず、

nursing involvementとし、「適応的な」という訳語を

加えた。 I適応的なj とすることにより、 invol vemen t 

が医療チームや家族など周囲の環境に影響されるという

意味も含めた。

2. フィールドワークの段階

作業定義で明らかになった構成概念を意識し焦点を当

てながらフィールドワークを行い、対象者の中から、以

下に研究方法で述べた①モデノレ・ケース②ボーダーライ

ン・ケース③関連ケースを示し、 involvementの概念を

明確にした。そして、理論的段階で得られた概念と測定

用具に、追加および修正が可能かどうか分析を行った。

そして、理論的段階で揺出された作業定義に含まれるm-

volvement概念の構成要素の内容にフィールドワークの

結果を加えた。また、理論的段階で示した枠組みについ

ても、フィールドワークの結果を加え、最終的に「看護

学生におけるinvolvement多軸評定J(表 2)とした。

①モデル・ケース:学生A、女性、 20歳代前半

病棟実習初日、 Aは「もういいわ!あっち行って!J 
と受持ち患者の Bさんから怒鳴られるが、一旦距離を置

くと再びBさんから近づいてくることがあった。 2日巨

には「今日は臭いし、あっち行って」と言われた。単位

認定者より「その傷ついた気持ちをそのまま Bさんに返

してくれたらいいねんで」と{云えられる。 Aはその自の

構成要素
detachment nursing involvement over自involvement

(切り離された) (適応的な) (過剰な)

認知もしくは感'構のレベルで患 認知もしくは感情のレベル 自分だけが患者のことを完全に理
者と経験の共有ができない 1) で患者と経験を共有してい 解していると思う均

経験の共有 る18)19).自身の経験している

ことを患者に伝えることが
できる

患者との対応に不安を抱えてい 感情や関心が患者に向けら 消耗するほど感情を患者に向ける

感情の投資
るため患者へはほとんど感情や れている 22).自身の感情を自 が自分の感情をコントローノレでき
関心が向けられない 1)21).自身の 覚できる 16) ない 20)23)24).患者の個人的救済者に

感情とは向き合えない 21) なろうとする均

紳を形成できない川・心理的な距 紳を形成できる 25)26).患者と 強い紳を形成するが関係の終結に

粋の形成
離を置き、近づけることができな の心理的な距離を近づける 激しい苦痛を伴う 4)拘

ぃ1)10).患者を身近に感じられな ことができるの25)・患者を身
し、 10) 近に感じる lめ

職業的境界線の内側だけで患者 患者のニーズを満たすため 看護師役割が放棄されるの.患者の
と対応しようとし、時に対応が困 に職業的境界を調整するこ 家族もしくはチームの理解を得ら

境界の調整
難となる 10) とができるお)・患者のニーズ れない 21)・患者の責任まで引き受け

に応じて職業的責任を果た る10)・自分の延長線上に患者をみる

し、患者の負うべき責任を患 ため間一化過剰となる 1)

者が果たせるようにする 10)

注:太字はフィーノレドワークの結果により追加
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うちにそのアドバイスを実践した。(記録から)1"あんた、

やっぱり臭いわ。お風呂入ってんの?何か服が臭うJと

れて、「私、臭いって言われてショックです。なん

か嫌な感じがしました」と返し、それに対して召さんは、

ト・ごめん」と謝っている。 Aは次のように記録してい

る。1"C前略)患者は、拒否する言葉、思い返して私の

ところに庚ってくるという患者なりのコミュニケーショ

ンを通じて私に向かい合ってきてくれたのではないかと

思う。(中自各)患者との距離を縮めていくのには、看護

者側から話したりするばかりではなく、『待つ』という

ことで患者からの距離の短縮という方法もあることを学

んだ。(中略)患者が思っていることを自分の立場に置

きかえてみることで、患者の辛さや苦しみがわかるとい

うことを実感できた。また、反対に患者の感じる喜びも

ることで、患者の笑顔を心から良かったと思えるよ

うになったと思う。JAは、 Bさんの自尊心の低下を問

題としてあげ看護計闘を立て、最終日には Bさんから

「あんたがいて良かったわJ1"がんばることができたわ」

などの発言も晃られ、 Aから「私がいなくても、 Bさん

はがんばれると思う」と{云えると、 Bさんは「がんばろ

うと思うけど…まあ、がんばるわ。フフッJと笑顔で答

えるなどの変化が見られた。実習終了後、 Aが持ってい

た「かかわりJについての概念についてきくと「精神看

護実習前は、向こうからくるよりも、自分からなにかし

たいとか、その人のことをもっと知りたいと思って自分

から患者さんに対して行動するという感じ」ととらえて

いたが、「何をするじゃなくても一緒にいてたら、時間

の共有とかでもかかわりなんかなあと思って」と話すo

f巻き込まれJということに関しては、「患者さんに臭いっ

て言われて、ほんまに自分がそうなんちゃうんかなと思っ

て、看護者としてその人にかかわっていかなあかんのに、

先に自分のことを考えてしまったJことをあげた。

Aのケースは、患者の言動による初期の動揺が短期間

で解決し、その後安定し関係を深めることができている

ことから、 nursinginvolvementのモデル・ケースとし

た。その理由として、 Aは受持ち患者との時間や場の共

有を意識し、看護の結果を共有している(経験の共有)。

そして、単位認定者の助言により関心を患者に向けるこ

とができ(感情の投資)、「あんたがいてくれて良かったJ

という受持ち患者の言動からも患者一看護師関係の距離

が近づき、信頼関係が形成されていたことがわかる(粋

の形成)。また、看護目標を達成させ、実習終了後の方

向性を示すことで看護学生としての責任を果たし、それ

以降の責{壬を患者にゆだねている(境界の調整)。特に、

自身の経験していることを患者に伝えることができてい

ることは、初期の行き詰った関係を打開し深めることに

非常に有効であり、表 1および表 2の「経験の共有Jの

内容に太字で追加した。 Aは、「巻き込まれJについて、

患者に臭いと言われ動揺し、患者ではなく自分に関心が

向いたことと考えている。牧野10)も「患者の言動による

動揺Jを「巻き込まれ」の要因としてあげているが、今

回の多軸評定では、「患者の言動による動揺Jはdetach-

mentからover-in vol vemen tの範囲に関係がなく見られ

ることや一時的なものであることなど異質であると考え

られるO 一般的な「かかわり」として広義の意味でのm-

volvement15
)に含まれると考えられるが、患者の言動に

より影響を受け一時的に動揺するタイプの「巻き込まれJ

では、関係が不安定になりその後の対応により、関係が

深まるか、対応の困難さが継続するかの分蚊点となる。

これらのことから「患者の言動による動揺」は、広義の

意味でのinvolvementには含まれるが、その動揺と分岐

点となること 27)Iこ焦点を当て、特に「患者の言動、位状

により看護学生が動揺し、一時的に対象者への関心より

自分自身に関心が向く状態Jを看護学生の「ゆらぎ」と

することで、より invol vemen tの概念が明確になると考

えられる。 Aは「ゆらぎ」を分岐点として関係を深め、

n ursing in vol vemen tへと至ったと考えられる。

②ボーダーライン・ケース:学生C、女性、 20歳代前半

Cは、実習初日から、頭が故障しているという体験を

持つ受持ち患者のDさんに「他の人と話してきて」と言

われるが、「しゃぺらないけど、一緒に居てていいです

かJと言って一緒に過ごしていた。 Dさんの好きなビー

ズや昔作っていた「帯留めjなどDさんの好みに合わせ

て患者の負担とならないように…人で作業し、時々頭の

故障や頭痛を訴えるDさんに見せるということを繰り返

した。最終日前日、 Dさんは、頭痛を訴えるが、完成し

た「帯留め」を見せると、「よーできたなあ。ほんまは、

着物にするんやけど、服の横の方でくくっとってもかわ

いいのとちゃうか。まあ座り」と Cの体に巻いて結んで

くれる。 cが「疲れましたか?私帰りましょうか ?Jと

たずねても、 Dさんはれ1いや、おったらええ」と受け

入れ、その日の帰りにDさんは「時聞はあっという間に

すぎてしもたなあJと感想をもらす。しかし、(記録よ

り)1"最終日の朝はすごい剣幕で『あっちへ行って』と

言われ、最後の挨拶の時も rc手紙を)ごみになるで

(中略)Jlと言われ、理由を明確に説明してくださること

や私の最後の話を聞いてくださったことは大変ありがた

く嬉しいが、手紙が受け取ってもらえないことはショッ

クだったJと記している。

Cは、時間や空間を患者と一緒に過ごしながら、 2逓

聞という時間をかけて少しず、つ患者と「経験の共有」を

行っている O 最終日前Eには、学生と話すことを避けて

いた患者から、「時間はあっという詑にすぎてしもたなあ」

など「経験の共有」を確認する言葉が聞かれているため、

n ursing in vol vemen tのモデル・ケースに近いと考えら

れる O しかし、最終日には、受け取っても結局捨てるだ
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けになると手紙を受け取らなかった受持ち患者の感情と、

そのことを伝えてもらえるありがたさを思考では理解し

ているが、手紙を受け取ってもらえずショックを受けた

学生の感情に相違が生じている。 cは受持ち患者の言動

にショックを受け、上述した「ゆらぎj の状態にあり、

それが実習最終日のできごとで大きな影響を与えている

と考えられるため、この時点においては、本ケースを

nursing involvementのボーダーライン・ケースとした。

③関連ケース:学生E、女性、 20歳代前半

Eは初日からほとんどの実習時間を、受け持ち患者の

Fさんの鱗に座って過ごしている。しかし、 Eの質問に

Fさん「はしリかれ1いえJもしくは、質問のオウム返

しか沈黙しか返さなし ¥0 2日目のプロセスレコードで、

沈黙も含め患者の言動に対して単位認定者から「考えた

ことだけでなく Fさんの表情や言葉を受けてEさんはど

んな感情を持ちましたかJ1"感じたことを (Fさんに)

返してみようJという指導を受けて、 3日目には、I"(F

さんが)寝られている時は、私は横にいないほうがいい

ですか」と尋ねることができる。それに対して「ここに

いていいですJという返事をもらう。 2逓自に入り、待

つこともできるようになり、それに伴いFさんから「行

きましょうか」と声をかけられることもある。しかし、

失禁や発熱など 1週目に見られなかった出来事に対して

言葉で患者の思いを確認することが難しく、 Fさんの思

いをいかに確認するかを考える段階で 2週間の実習が終

了する。実習終了時に以下のように記録で振り返る。

「初め、自発性の低下している Fさんと関係を築くため

には、自分からの働きかけが必要であると思っていた。

しかし、関係は相互作用であるため、一人が一方的に質

問をしたり、促してばかりいては相手の目線で見れてい

ないため、感情や思いなどを知ることができない。その

ため、患者さんのことを知ろうとするには、 Fさんと同

じ自線で見て、 Fさんのペースに合わすことが重要だと

思ったJ1"結果を求めて自に見える効果だけにとらわれ

すぎていたため患者にこうかかわるとこういう結果、促

すとこういう効果があると勝手に決めつけいて、患者中

心の看護を実施できなかったJ

実習終了後、 Eに「かかわり」についてたずねると、

「今、考えてみると、精神病として考えすぎていた。患

者さんに陰性症状があったから…精神病者というふうに

しか見てなかった気がする…学校へ行ったり仕事も少し

してはったからその辺でもう少しかかわれたら良かった

と思う。勝手に自分で壁を作っていたというか、一歩置

いてみていたからかかわりきれてなかった感じがする。

(中略)私が言っていることをなんで受け入れてもらえ

ないのかっていうのも今でもわからないしどういう思い

だったのかというのも知らないし、かかわりきれてなかっ

たのかな」と振り返る。

牧野耕次、比嘉勇人、甘佐京子、松本行弘

Eのケースは、「経験の共有」が進む前段階で受持ち

患者の状態の変化があり、「受け入れてもらえないのかっ

ていうのも今でもわからないし、どういう思いだったの

かというのも知らないf精神病者というふうにしか見て

なかった気がする」と振り返るなど患者との「経験の共

有」や「粋の形成」が難しかったことが考えられる。ま

た、「自分で援を作っていたJ1"一歩置いてみていたから

かかわりきれてなかった感じがする」と「感情の投資」

という意味でも難しさがあり、相手の感情や思いがわか

らなかったことにより失禁などに対してもどのように促

してよいのか把握しきれず、専門職性を示す「境界の調

整Jも国難であったと考えられる。これらの理由により

本ケースはdetachmentであるとした。意思の確認が難

しい場合や期穏に制約があり受持ち患者が一人で状態変

化もありうる実習では、起こりやすいケースであると考

えられる O 患者のことを知ろうとするには同じ回線で患

者のペースに合わせることが重要であるという振り返り

もできているため、 Eのケースも実習期間がもう少しあ

ればnursinginvolvement に至る可能性があったと考え

られる。

以上のフィールドワークの結果、看護におけるinvolve-

mentの構成要素とその内容を以下のとおりとした。

経験の共有:時間や場、行動を共有すること、また、患

者との相互作用により患者の過去、現在の

経験を感情、認知レベルで共有し、患者を

知ること・自身の経験していることを患者

に伝えること

感情の投資:患者に対して感情や関心を向けること

鮮の形成:患者とのつながりを深めていくこと。つな

がりが深まるにつれて双方を身近に感じ、

信頼感が深まるO その看護師が身近に感じ

る感覚は、その患者との関係性やイメージ

の仕方により、友人であったり、家族のメ

ンバーであったりするなど異なる

境界の調整:患者との対応の中で専門的技術を提供して

職業的境界の範囲を意識的無意識的に取り

決め、その責任を負うこと・それに応じて、

患者の家族やチームに対しでも専門職性を

発揮して、その職業的境界を取り決め、責

任を負うこと

IV.考察

現在発表されている看護におけるinvolvementの測定

用具は、仁患者一看護師関係のタイプと特徴JOのみであ

る。その測定用具は、「臨床的JI"治療的JI"結び、ついたJ
「巻き込まれすぎた」という 4つの関係の条件が示され、

限られた時間に様々な状態にある複数の患者を受持つ病
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棟の看護師に特に有用である。しかし、その測定用具で

示されている 4つの関係の中でinvolvementが最も少な

いと考えられる「臨床的J関係では忙しい時間の中でニー

ズの少ない患者に対し、そのニーズに応じたinvolve-

mentを看護師が病棟全体の動きを考え敢えてコントロー

ルしている側臨もあると考えられる。したがって、一人

の受持ち患者との長好な関係を目標とする精神看護実習

など一つの患者-看護師関係を評定するには適していな

いと考えられる。E.Arnold1川ま患者一看護師関係にお

いて、「治療的 (therapeutic)Jを中心に据え、その両

端を「切り離された (detached)J I巻き込まれすぎた

(overinvolved) Jとしたが、それぞれの具体的内容を含

めた測定用具として提示されているわけではない。今回

の結果である「看護学生におけるinvolvement多軸評定」

は、特に一人の受持ち患者との良好な関係を目標とする

精神看護実習においては、教員および臨地実習指導者と

学生がinvolvement~こ関してその概念や程度、注意点な

どを共有することができ、学生による自己の振り返りや

教員および臨地実習指導者による指導上、有意義である

と考えられる。例えば、客観的な視点を重視する場合の

「情報収集」という視点よりも「経験の共有Jという視

点でとらえる方が、患者-看護師関係の相互作用を重視

できると考えられる。「感情の投資Jでは、看護学生自

身の患者に向けられている関心や感情の質・方向性、も

しくは関係を作る目的などに焦点を当て振り返ることが

可能である。「粋の形成Jでは、患者-看護師関係の関

係性に焦点を当て、患者との距離や患者とどのような関

係を築きやすいのかなどを振り返ることができる。「境

界の調整」では、計画される看護が対象の患者はもちろ

んのこと患者を取り巻く家族や学生を取り巻く学校、実

習病棟などを考慮に入れた場合に実現可能かという点に

焦点を当てることができる。将来、程度の差はあるが制

約の中で組織に所属し看護を行う場合に、実現・継続可

能な看護をより高い質で行えるよう調整する能力が求め

られるが、実習時からそのような視点を持つことで、境

界を検討し調整する能力を高めることができると考えら

れるO また、患者一看護師関係においても、どこまでど

のような援助をするかにより、患者一看護師関係の境界

が規定される点に焦点を当てることが可能であると考え

られる。そして、これら4つの構成要素のdetachment

(切り離された)-over-involvement (過剰な)-nurs-

ing involvement (適応的な)を轄とした変化を提示す

ることにより、看護学生がinvol vemen tのバランス感覚

を養う際の指標となると考えられるO

Turner28
)はover-involvementの要因に「不十分な技

術Jや「無経験」、「不明確な境界Jなどをあげている。

これらの要因は学生に該当するものが多く、本研究結果

のinvol vemen t概念の構成要素で、ある「境界の調整」に

影響を与えると考えられる。しかし、 over向 involvement

に関しては、文献中に顕著な例が示されていること(こよ

り、多軸評定における枠組みを示すことが容易であった

が、本研究のフィールドワークではover-involvementを

明示した典型的なケースは見られなかった。これは、臨

地実習指導者および教員のサポートやカンファレンスな

どが、 over-involvementの要因である「不十分な技術J

や「無経験」、「不明確な境界」を補っていると考えられ

る。臨地実習指導者および教員のサポートやカンファレ

ンスなどが機能せず「感情の投資Jや「紳の形成」の程

度が大きく、「境界の調整Jが不明確になった場合には、

精神看護実習においてもover-involvementが見られる可

能性があると考えられる。臨地実習指導者および教員の

十分なサポートやカンファレンスが機能することで学生

は安心してinvolvementを行うことができると考えられ

る。また、 Morse4
)は、「長期間JI膨大なニーズJを

over-involvementの要因にあげている。「長期間JI膨大

なニーズJと向き合うことにより、看護師はinvolve-

mentを看護の中心的な概念に位置付け発展させてきた。

看護師は、 invol vemen t ~こより濃厚な患者一看護師関係

を樹立することが可能である一方で、 over-involvement

に焔る危険性とも直面しているO しかし、この実習は 2

週間と短期間であり、受持ち患者の疾患は原則的に慢性

期の統合失調症でニーズは膨大とは言えないためover-

involvementまでには至らなかったと考えられる。

本研究結果である「看護学生におけるinvolvement多

軸評定Jは、看護学生に焦点を当て作成されているが、

疾患や精神および身体症状の程度や変化など患者側の要

因も看護学生のinvolvementに大きく影響していること

が考えられるO また、その結果は、 2週間という実習期

間と受持ち患者が慢性期の統合失調症であるという点で

限界があり、今後、{也の疾患も含め調査を行い、検討を

加えていく必要があると考えられる。また、わが国にお

いてinvol vemen tの訳語として使われる「かかわり」は、

広義のinvolvementとして「働きかけるJという意味で

一般的な使われ方が多く見られた問。これは、海外の文

献においても見られる使われ方であるが、看護を含める

かどうか不明確であり、一般的な使用法であるため、本

研究では除外した。また、看護における「ゆらぎ」に関

しては概念分析が行われておらず、今後概念分析を行っ

た上で、 involvementとの関係をさらに考察していく必

要があると考えられる。
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(Summary) 

Analysis of the Concept of Involvement Occurring in Nursing Students 
during a Psychiatric Nursing Care Practicum and 

the Development of a Multiaxial Assessment for Involvement 

五ojiMakino Hayato Higa Kyoko Amasa Yukihiro Matsumoto 

Shcool of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

Background In Japan， studies on involvement in 

nursing are gradually becoming more common 

after the recent reviews of the evaluation of 

involvement in other countries. But in the past， 

involvement in nursing was considered to be a 

difficult issue in Japan and other countries 

from the employment ethics and objective 

scientific perspectives. In recent years， various 

aspects of involvement have been investigated 

and the importance of this concept has been 

recognized. lt， however， has not been analyzed; 

therefore， it remains difficult to 、obtain

widespread recognition of the concept of 

involvement in nursing. 

Objective The present study aimed to clarify the 

involvement of nursing students during a 

psychiatric nursing care practicum， and develop 

a tool for measuring this involvement. 

Method The study collected and analyzed data 

from 40 nursing college students using the 

Hybrid Model of Schwart-Barcott & Kim. 

Results From the results of this analysis， a 

working definition of involvement in the 

practicum was identified as "the nursing 

phenomenon that consists of sharing 

experiences， investing emotions， forming bonds， 

and negotiating boundaries， and that occurs in 

the process of human interaction." A 

"multiaxial assessment for involvement" was 

developed to describe changes in these four 

constituents associated with detachment， over-

involvement， and nursing involvement. 

Conclusion Results from this assessment will 

benefit teachers， practicum instructors， and 

studen ts by allowing them to share the 

concept， degree， and important aspects of 

involvement. 


