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は　じ　め　に

Ⅰ背景
　厚生労働省の統計によると，65歳以上の高齢者数は
2025年には3657万人となり，2042年には3878万人で
ピークを迎えることが予測されている1）．それに伴う
その後の死亡者数のピークは年間170万人と推計され
ているが，これは現在の死亡者数，約110万人と比べ
ると，1.5倍程度であり，現在の死亡場所の約80%が
病院であることを考えると2）（図 1），将来的に現在の
病床数ではこの変化に対応できないことは明白であ
る．一方，終末期の療養場所に関する調査では，60%

以上の国民が，最後まで自宅で療養する，あるいは，
医療機関などを利用して自宅で療養することを希望し

ている3）．これらのことから，厚生労働省は，今後市
町村が中心となって，地域の医療機関や訪問看護，介
護サービスなど，医療施設や事業所が連携し，多職種
共同により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制
を構築することを推進している．地域における医療・
介護の関係機関が連携し，包括的かつ継続的な在宅医
療・介護を提供できれば，疾病を抱えても，自宅等の
住み慣れた生活の場で療養し，自分らしい生活を送る
ことができると想定されている．
Ⅱ退院支援・退院調整
　在宅医療の体制の中に，「退院支援」，「退院調整」
がある．これらは，入院医療機関と在宅医療に係る機
関の円滑な連携により，継続的な医療・介護の体制を
構築するための方法である．退院支援とは患者が自分
の病気や障害を理解し，退院後も継続が必要な医療や
看護を受けながらどこで療養するか，どのような生活
を送るかを自己決定するための支援であり，退院調整
とは患者の自己決定を実現するために，患者・家族の
意向を踏まえて環境・ヒト・モノを社会保障制度や社
会資源につなぐなどのマネジメントの過程をいう4）．
その機能としては，退院後，病院ではない場において
も継続して医療や看護を円滑に受けることができるよ
うアレンジすることが必要とされており，それを効果
的に行うためには，患者が入院した時点で退院時，退
院後の姿をイメージし，早期から介入することが重要
である5）．
Ⅲ在宅看護論
　在宅看護論は1996年の看護基礎教育カリキュラム
改正によって新たに導入され，翌1997年の施行によ
り実施されるようになった科目である．さらに2009

年度のカリキュラム改正では在宅看護論が統合分野に
位置づけられた．統合分野としての在宅看護論は，対
象者が年齢・疾患・症状別という分類ではなく生活の
場で療養している全ての人であることや，社会保障制
度の運用の中でその地域の資源を有効活用しながらそ
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の人に合ったケアシステムを構築しチームケアを行っ
ていくという特徴がある6,7）．大学教育においては，
地域で生活しながら療養する患者とその家族を理解
し，在宅という環境で看護を提供する方法を学び，ま
た，終末期を支援する看護技術も含め，在宅での基本
的な看護技術を理解し，地域一体となった医療，看護
を学ぶ．我々は講義，演習，実習において，病院から
在宅への円滑な移行と医療の継続性について理解する
ことを重視しているが，その一つの特徴として，京大
病院地域ネットワーク医療部にて，退院支援・退院調
整を学ぶ実習を行っている．在宅看護論の実習の中
で，退院調整看護師に同行して行う実習は，必修化さ
れておらず，全国的に実施している大学，学校は多く
ない．実際，退院支援は病棟での実習に含まれている
ことが多く，京大病院地域ネットワーク医療部で退院
調整看護師に同行する実習を行っているのは京都大学
のみである．ここでは，我々がその実習を行う意義
と，成果について述べたい．

在宅看護論実習

　京都大学における在宅看護論実習は，訪問看護実
習，施設実習，地域ネットワーク医療部実習の 3部門
から成り立っている．そのうち，訪問看護実習，施設
実習は必修であり，全ての 4回生が行う．地域ネット
ワーク医療部実習は18名の希望者を募り， 2名 1組
で約半日の実習を行う．
Ⅰ訪問看護
　 4日間にわたり，訪問看護師に同行，訪問し，学習
目的に沿って在宅支援についての学びを深める．ま
た，介護保険制度の利用・運用の仕方の実際を学ぶ．
Ⅱ介護老人保健施設・グループホーム（デイケア・小
規模多機能含む）
　 4日間にわたり，入所している高齢者の日常生活援
助（入浴介助，食事介助など）を見学・一部実践し，
自立に向けた生活援助のあり方を考える．デイケア
（デイサービス）に参加し，デイケアの機能とそこで
働く看護師の役割を考える．
Ⅲ京大病院地域ネットワーク医療部
　退院調整看護師 1名に同行して，地域ネットワーク
医療部でのカンファレンス，病棟でのカンファレンス
に参加し，地域ネットワーク医療部の機能と退院調整
看護師の役割を理解する．

地域ネットワーク医療部における実習

　京大病院地域ネットワーク医療部は平成12年10月
に開設された．患者・家族の希望を汲み取り，退院後
も高い生活の質を保ちながら療養が可能となるよう
に，退院支援計画の立案・調整を行っている．地域の
医療機関とも密に連携を取っている．役割としては，

１）退院調整（自宅退院・転院），２）在宅療養支援（外
来患者相談），３）病診連携，４）医療・介護・福祉
機関との連携，５）教育・専門家の育成，がある8）．
Ⅰ参加学生
　地域ネットワーク医療部での実習を希望する京都大
学医学部人間健康科学科看護学専攻 4回生18名． 2

名 1組で退院調整看護師に同行して，実習を行う．
Ⅱ実習目標
（ア）退院調整看護師の役割を学ぶ．

　退院調整看護師は病院内で，どのような活動
をしているのか．退院に向けた支援を組み立て
る中で，患者・家族とはどのようにかかわり，
また，病棟看護師，医師，MSW，リハビリスタッ
フなど多職種の中で果たす役割は何かを学ぶ．

（イ） 急性期医療から地域の医療機関，支援機関への
つながりを学ぶ．
　京大病院から在宅への移行の中で，どのよう
に他の機関や専門職と連携を取っているのかを
学ぶ．

（ウ） 退院後，生活者として暮らしに戻る患者に対し，
個別性を尊重した生活支援を行う視点を持ち，
退院支援・退院調整の実際を学ぶ．
　退院したら，医療者としての関わりが終了す
るということではない．むしろ，患者・家族に
とっては退院後どのような生活になるのか不安
を抱えている場合が多い．退院調整看護師は，
地域で生活する患者・家族が，今まで通り，あ
るいはさらに生活の質をあげる生活を送ること
ができるよう，サポートをしている．患者・家
族と退院調整看護師のかかわり方，サポート体
制の構築，調整の実際を学んで，その過程を理
解する．

（エ） 患者の背景から退院後の生活を予測し，必要な
社会資源，医療資源の活用方法を学ぶ．
　医療情報を電子カルテから収集し，退院後に
継続していく医療，看護をイメージできる．ま
た，病棟看護師や退院調整看護師が，患者や家
族の情報から在宅ケアに移行する患者・家族の
アセスメントをどのように行っているかを学
び，退院支援に必要な資源の活用方法が理解で
きる．

（オ） チームアプローチにおける看護職の役割と他職
種との連携を理解する．
　どの職種のメンバーと協調して，在宅に向け
たチームの方向性を組み立てているのか．ま
た，多職種の中で，退院調整看護師はどのよう
な役割を期待され，実践しているかを学ぶ．
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ましい．そのためにはより多くの患者，家族情報を
把握しておく必要がある．

・ 今までの病院実習では，受持ちの患者が退院して終
了，と考えていたが，施設，訪問看護，地域ネット
の実習を通してそれは大きな誤りだと気付いた．病
院での実習はあくまでも非日常を見ていて，在宅に
帰る視点を忘れていた．

まとめ

　2010年度まで，在宅医療看護学分野の実習は，成
人看護学や小児看護学，精神看護学，母性看護学等，
京大病院での実習と同時期に，訪問看護実習，施設実
習が行われ，各論実習の一つとして扱われていたた
め，学生にとっては病院と在宅を継続的な視点で捉え
ることが困難であった．現在の実習体系では，在宅看
護論と地域看護学以外の実習を全て終えた後に，在宅
看護論実習が行われるため，退院後の患者がどのよう
な状態で地域に戻り，どこで医療・看護・介護を継続
的に受けられるのか，段階的に考察することが出来
る．また，スムーズに在宅へ移行するためには，病棟

地域ネットワーク医療部実習，学生の考察

・ 多職種によるカンファレンスを見学することによ
り，多くの専門的視点からの意見を得て，より多く
の情報を得ることができることを理解した．その点
において，多職種の専門家が参加するカンファレン
スは非常に意義があることが分かった．
・ 病棟カンファレンスにおいて，医師がこれほど深く
関わっているとは思わなかった．
・ 多くの専門家が関わることで，患者自身も多くの人
に支えられていることを自覚できるのではないだろ
うか．
・退院支援は入院した時から始まっている．
・ 患者さんの生活の中心である退院後の生活を見据え
た支援が行われている．
・病棟看護師の情報収集の重要性が分かった．
・ 病棟看護師と退院調整看護師の関係は一方的に話を
進めるのではなく，双方向性の関係で連携している
ことを理解した．
・ 可能な限り多くの選択肢を患者に提示することが望

表 1．実習内容

事前学習

①自身の実習目標を明確にし，記載する．

②退院支援・退院調整が必要とされる背景を学習する．
・ 退院支援が必要な患者のスクリーニングについて，どのような患者・家族
が対象となるのか．また，その判断はいつ行うのが最適なのか．
・患者，家族のどの情報に着目し，何をアセスメントすべきか．

③退院支援，退院調整にかかわる専門職について学習する．
他の専門職は，退院支援，退院調整に向けてどのような役割を果たすか．退
院調整看護師とMSWなど他の専門職の専門性の違いを明確にする．

④在宅医療を支える施設やサービスについて学習する．
訪問看護，施設，デイケア等のサービスについて学習する．

⑤介護保険制度等の利用・運用の仕方を学習する．
介護保険，支援費制度，難病施策など，利用可能な公的制度を学習する．

実習当日

①MSWによるプレゼンテーションカンファレンスに参加する．
・ なぜ，プレゼンテーションされる情報が必要なのかを考える．
・ 退院調整看護師は，どの医療情報を得て，アセスメントしているかを考え
る．
・ 患者・家族の希望はどのように扱われているのか，専門職として，患者・
家族にはどのようなアドバイスをしているのかを学ぶ．

②病棟でのカンファレンスに参加する．
・ 病棟看護師と退院調整看護師の関係を理解する．
・ 病棟スタッフとのカンファレンスに参加することで，退院支援に対する病
棟看護師の役割を理解する．
・ 病棟看護師が医療上の検討課題，介護上の検討課題をどこから抽出し，ア
セスメントしているかを学ぶ．
・ 他職種を含めたカンファレンスにおいて，情報の共有と，方向性の合意の
重要性を理解する．

③カンファレンス以外の時間
・ 退院調整看護師はどのような情報を持ってカンファレンスに臨んでいるか
を把握する．
・ 退院調整看護師は，カンファレンスの内容をどうアセスメントしている
か，また，それをどう生かしているのかを学ぶ．
・病院外部との電話連絡や，他の専門職との連携を見る．
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の看護において，早期から退院後の患者の姿をイメー
ジする視点を持つ必要性を理解できる体制にある．さ
らに，一部の学生に地域ネットワーク医療部での実習
を組み入れ，総合カンファレンスで全学生がその機
能，役割を共有することにより，病院と地域のつなが
りをより明確に確認できる．
　京大病院地域ネットワーク医療部では，退院支援・
退院調整を時間的な流れから 3段階に分けて，システ
ムを構築している9）（図 2）．第 1・ 2段階は，主に病
棟医療チームが関わる．卒後，本学の大多数の学生が
病棟の看護師として勤務する現状があるなか，病棟看
護師こそが在宅に帰る視点を持ち，退院支援・退院調
整に重要な役割を担うことを地域ネットワーク医療部
の実習で学べることは，大きな一つの成果である．
　本学では実習前に履修する在宅ケア論，在宅看護論
演習で，退院支援・退院調整について重点的に講義や
演習を行っているが，実際に退院調整看護師に同行す
ることにより，事前に学生が持つ知識やイメージにつ
いて再考することができていると考えられる．特に退
院支援に関する「病棟カンファレンス」への参加は，
多職種の専門家が一人の患者の退院支援について様々
な専門的意見を述べ，集約されていく過程を見ること
ができる．多くの学生により，医師が「病棟カンファ
レンス」に深く関わることの意外性や，多職種連携の
重要性について語られていることからも，最も学習効
果の高い実習内容のひとつといえる．

将来における発展性

　急性期病院の在院日数短縮に加え，在宅医療・介護
サービスへの連携など，医療機関に求められる「退院
への準備」は今後ますます大きくなっていく．その中
で，医療機関の看護師が中心となって，退院後の患者
の姿をイメージし，看護を実践する視点が重要である．
　京大病院地域ネットワーク医療部では年に 1度，レ
ベルアップ研修として約10名の病棟看護師に退院支
援の研修を行っている．基本的には 4年目以上の看

護師が対象になり，病棟看護師の立場で退院支援につ
いて学ぶ．退院支援研修は，個人的なブラッシュアッ
プに加え，研修成果を病棟に還元し，共有することで
各部署のブラッシュアップにもつながっている．この
ように病棟経験─退院支援研修─病棟への還元，の形
は，その後の病棟における退院支援への取組みに良い
影響を与える．それとは別の形にはなるが，本学のよ
うに学生のうちから，退院調整看護師に同行して，退
院支援を学ぶことはその後の看護師としてのアイデン
ティティに大いに好影響を与えるものである．退院調
整看護師の見解では，看護師は早期から在宅に帰る視
点を持ち，可能であれば入職前に十分な時間を割いて
学ぶべき視点であるとされる．本学の地域ネットワー
ク医療部における実習は将来の在宅医療・介護サービ
スの状況に即して実践されており，今後も引き続き
「在宅へ帰る」視点を重視した教育を継続していく．
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図 2．退院支援・退院調整の 3段階プロセス

（宇都宮宏子：病棟から始める退院支援・退院調整の実践事例より抜粋9））




