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看護職者の「患者指導技術評価尺度」の開発
小倉能理子*1 一戸とも子*2 齋藤久美子*1 佐藤真由美*1
工藤ひろみ*1 藤田あけみ*1 會津桂子*1
（2017 年 10 月 11 日受付，2018 年 2 月 10 日受理）
要旨：本研究の目的は，看護職者が自己および他者の患者指導技術について客観的に評価できる「患者指導技術評価
尺度」を作成し，信頼性および妥当性を検証することである。方法は，認定看護師および看護師を対象にした質問紙
法であり，調査内容は，研究者らが導き出した患者指導に関する 87 項目である。結果，信頼性および妥当性が確保
された 8 下位尺度，63 項目からなる尺度を開発した。尺度を構成する下位概念は，「患者の自己管理能力のアセスメ
ント」
，
「家族や必要な社会資源のアセスメント」，
「指導内容・方法に関する実施計画の立案」，
「わかりやすさに配慮
した指導の実践」，
「指導目標の設定と達成度の評価」，
「指導過程のふり返り」，
「共感的な指導姿勢」および「他医療
従事者との協働」であった。開発した「患者指導技術評価尺度」は，看護職者が自己および他者の患者指導技術を評
価するために活用可能である。
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の構築を目的に，継続的・系統的に研究を続けているが，

Ⅰ．はじめに

すべての看護領域での患者指導技術を評価できる尺度の開

糖尿病をはじめとする生活習慣病患者は年々増加して
おり，疾病の悪化予防や健康回復に向けては，患者の生活

発はされていない。
このような現状の中，我々は，現職看護職者の患者指導

改善が求められる。
患者が自身の健康を管理するためには，

に関する教育的能力を高めるための教育プログラムおよび

セルフケア能力を高める必要があり，医療職者による生活

教育・指導技能評価ツールの開発を目的に研究に取り組ん

指導が重要である。
患者指導の効果に関する研究としては，

できた。信頼性および妥当性の確保された患者指導技術評

退院前に理学療法士と看護師が患者教育を行うことで心不

価尺度によって，自身の患者指導技術を自己評価するだけ

全増悪による 1 年以内の再入院率を低下させた研究 1)，有

でなく他者評価も行うことにより，看護職者が日頃の指導

効な退院支援として，個別性を重視した看護師のアセスメ

技術を客観的に振り返ることができ，また教育プログラム

ントをもとに患者の能力にあわせた指導を繰り返し行った

の効果判定が可能となる。

研究

2)などが報告されている。医療職の中でも看護職者の

そこで，本研究の目的を，看護職者が自己および他者の

指導的役割は大きく，また，高い指導能力が求められる。

患者指導技術について客観的に評価できる「患者指導技術

看護基礎教育においても，1996 年のカリキュラム改正では，

評価尺度」を作成し，信頼性および妥当性を検証すること

患者のセルフケア能力を高めるために必要な教育的役割を

とした。

強化する必要性を掲げている

3)が，系統だった教育が行わ

れているとは言い難い現状にある。
これまでの患者指導に関する研究は，事例研究や実態調
査が多く，指導方法に関する系統だった研究が少ない。ま

Ⅱ．対象と方法
1．対象

た，特定の疾患に関する患者指導の研究が多く，患者指導

対象者は，患者指導技術が高いと予測される全国の糖尿

を必要とする患者に対して広く一般化して使うことは難し

病看護または皮膚・排泄ケアの認定看護師 389 名，および

い。加えて，介入効果が退院指導など短期的にしか評価さ

その認定看護師の所属する施設で，専門看護師・認定看護

れておらず，信頼性および妥当性が検証されていない独自

師の資格を持たない看護職者 1167 名，計 1556 名である。

4)ことも報告されている。また，患

認定看護師は，その役割の中に指導が含まれており，指導

5-17)は，患者教育の方法に関する理論，技法

技術が高いと予測され，また，特に指導機会が多い，つま

の尺度で評価している
者教育研究会

り患者指導技術得点がより高いと予測される，糖尿病看護
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および皮膚・排泄ケア分野の認定看護師を対象者として選
定した。
2．方法
方法は無記名自記式の質問紙法である。調査依頼は，対
象者および対象者の所属する施設の看護部門の責任者に文

21

看護職者の「患者指導技術評価尺度」の開発

書により行った。調査依頼文・質問紙・返信用封筒は看護

では，質問項目・内容の妥当性，質問表現の適切性，およ

部門責任者を通じて個々の対象者に配布し，記載後に対象

び質問項目数の適切性について，検討を依頼した。

者自身が個別に投函する方法により回収した。
尺度開発にあたっては，舟島

18)の測定用具の開発過程を

参考に進めた。測定用具の開発は，1．
理論的枠組みの構築，
2．尺度の構成，3．測定用具の信頼性および妥当性検証，
の 3 段階の過程を要する
先行研究

18)。

なお，本研究では「患者指導」を「患者（家族を含む）
を対象に，健康の保持増進や健康回復のために望ましい行
動の獲得や行動変容を可能とする援助」と定義した。
倫理的配慮として，調査依頼文には，プライバシーの保
持，参加の自由意思の尊重，協力しない場合も不利益を被

5-15,19-21)を参考に研究者間で討論を重ね，
まずは

らないこと，研究結果の公表時の配慮等を記載した。なお，

理論的枠組みを定めた（図 1）。看護師が患者の個別性に合

実施にあたっては所属大学大学院医学研究科倫理委員会の

わせたアセスメントを行い，そのアセスメントに基づき教

承認を得た。

育的に関わる行動を包含する概念として，
「対象者のアセス

3．分析方法

メント」，「計画立案」，「実施」，「指導後の評価」，
「看護師
の態度」の 5 つの概念が創出

20)された。

SPSS 17.0J for Windows を用い，尺度の信頼性および妥当
性を検証した。信頼性については，Cronbach のα信頼性係

尺度項目の選定にあたっては，創出された 5 つの概念に

数を求め，妥当性については，G-P 分析，主因子法による

基づき，患者指導技術に含むべき内容の検討を行い，140

プロマックス回転を用いた因子分析，認定看護師群と専門

項目を抽出した。1 項目に 1 内容を原則とし，文章を簡潔

看護師・認定看護師の資格を持たない看護職者群の得点比

に表し，できるだけ平易な言葉となるよう努めた。また，

較を t 検定により行った。因子分析は，スクリープロット

尺度タイプはリカート法とした。行動の程度を測定するに

により固有値 1 以上で因子抽出し，当該因子にのみ 0.4 以

は，サーストン法またはリカート法が適していると考えら

上の因子負荷量を示した項目群を使用した。

れるが，サーストン法は判定カテゴリ名に空白があり，調
査対象者がその空白をどう解釈するかに判断がゆだねられ
るため，判定カテゴリ名に空白がないリカート法を選択し，
「できている」，「ある程度できている」，「あまりできてい

Ⅲ．結果
1．回答者の属性

ない」，
「できていない」の 4 段階で回答を求めた。これは，

回答者数は 477 名，回収率は 30.7％であった。このうち，

5 段階で行った調査で，4 点判定が多く 1 点判定が少ないと

患者指導技術評価尺度の 87 項目すべてに回答している 400

いう偏りが起きた

段階以上の段階

名を分析対象者とした。内訳は，認定看護師 96 名（24.0%），

判定項目であれば間隔尺度として扱っても多くの場合は結

専門看護師・認定看護師の資格を持たない看護職者 304 名

果が大きくゆがむことがない

（76.0%）であった。以下，分析対象者となった認定看護

22)報告があり，また，4

23)とされているためである。

この 140 項目について，看護師または保健師として 3 年以

師 96 名を認定群，専門看護師・認定看護師の資格を持たな

上の勤務経験を持つ看護教員，および個別指導または集団

い看護職者 304 名を一般群と表記する。認定看護師の分野

指導をしたことがある臨床経験 5 年以上の看護職者，計 8

は，糖尿病看護が 41 名（42.7%），皮膚・排泄ケアが 55 名

名による専門家会議を行った後に，10 名の看護師によるパ

（57.3%）であった。分析対象者は，平均年齢 36.5±8.1 歳，

イロットスタディを経て，87 項目を決定した。専門家会議

平均勤務年数は 14.2±7.7 年，女性が 98.0%であり，96.8%

看護師の患者指導技術に含まれる概念
・対象者のアセスメント(学習ニーズ、理解力など)

が看護師として勤務していた。勤務場所は 72.0%が病棟で
あり，66.0%が役職のないスタッフであった。所属する施

・計画立案(内容、方法、教材など)

設の種類は，公的医療機関が 42.3%，病床数は 600 床以上

・実施(わかりやすさ、説明の仕方、態度など)

が 42.5%，看護師配置は 7：1 が 81.3％とそれぞれ最も多か

・指導後の評価(目標の達成度、指導過程の振り返りなど)
・看護師の態度(指導観、一緒に学ぶ姿勢など)

った（表 1）。
2．妥当性

＝
看護師がアセスメントし、教育的に関わる行動を包含

G-P 分析では全 87 項目の得点に有意差を認めたが，天井
効果のあった 6 項目を除いた 81 項目について因子分析を行

140項目の「患者指導技術評価尺度」の原案を作成
専門家会議・パイロットスタディ
内容の修正
87項目の「患者指導技術評価尺度」の案を作成
調査の実施

信頼性の検証：α信頼性係数
妥当性の検証：G-P分析、因子分析

63項目からなる「患者指導技術評価尺度」の完成

図 1．理論的枠組み

った。KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)による標本妥当性の測度は
0.969 であり，Bartlett の球面性検定は p<0.001（近似χ2＝
21427.239，df＝1953）となり，因子分析を本研究のデータ
に適応させることが妥当であることが確認された。因子分
析の結果，8 因子，63 項目が抽出された（表 2）
。8 因子を
8 下位尺度とし，因子 1 を「患者の自己管理能力のアセス
メント」，因子 2 を「家族や必要な社会資源のアセスメント」
，
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小
表 1．回答者の属性
一般群
(n=304)
88 (28.9)
133 (43.8)
60 (19.7)
22 (7.2)
1 (0.3)
35.3±8.2
139 (45.7)
111 (36.5)
48 (15.8)
4 (1.3)
2 (0.7)
13.0±7.7
8 (2.6)
296 (97.4)
0 (0.0)
1 (0.3)
5 (1.6)
293 (96.4)
1 (0.3)
4 (1.3)
44 (14.5)
247 (81.3)
6 (2.0)
6 (2.0)
1 (0.3)
76 (25.0)
226 (74.3)
2 (0.7)
39 (12.8)
130 (42.8)
20 (6.6)
25 (8.2)
86 (28.3)
4 (1.3)
18 (5.9)
71 (23.4)
89 (29.3)
122 (40.1)
4 (1.3)
254 (83.6)
44 (14.5)
3 (1.0)
3 (1.0)

倉，一

戸，齋 藤，佐

名(％)
認定群
合計
(n=96)
(n=400)
1 (1.0)
89 (22.3)
40 (41.7) 173 (43.3)
48 (50.0) 108 (27.0)
6 (6.3)
28 (7.0)
1 (1.0)
2 (0.5)
40.3±6.2
36.5±8.1
9 (9.4) 148 (37.0)
51 (53.1) 162 (40.5)
32 (33.3) 80 (20.0)
3 (3.1)
7 (1.8)
1 (1.0)
3 (0.8)
18.3±6.0
14.2±7.7
0 (0.0)
8 (2.0)
96 (100.0) 392 (98.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (1.0)
2 (0.5)
0 (0.0)
5 (1.3)
94 (98.0) 387 (96.8)
0 (0.0)
1 (0.3)
1 (1.0)
5 (1.3)
26 (27.1) 70 (17.5)
41 (42.7) 288 (72.0)
20 (20.8) 26 (6.5)
9 (9.4)
15 (3.8)
0 (0.0)
1 (0.3)
58 (60.4) 134 (33.5)
38 (39.6) 264 (66.0)
0 (0.0)
2 (0.5)
22 (22.9) 61 (15.3)
39 (40.6) 169 (42.3)
7 (7.3)
27 (6.8)
7 (7.3)
32 (8.0)
20 (20.8) 106 (26.5)
1 (1.0)
5 (1.3)
3 (3.1)
21 (5.3)
15 (15.6) 86 (21.5)
30 (31.3) 119 (29.8)
48 (50.0) 170 (42.5)
0 (0.0)
4 (1.0)
71 (74.0) 325 (81.3)
25 (26.0) 69 (17.3)
0 (0.0)
3 (0.8)
0 (0.0)
3 (0.8)

20歳代
30歳代
年 40歳代
齢 50歳代以上
無回答
M±SD
1-10年
経 11-20年
験 21-30年
年 31年以上
数 無回答
M±SD
男性
性
女性
別
無回答
保健師
助産師
職
看護師
種
准看護師
無回答
外来
勤
病棟
務
看護部
場
所 その他
無回答
あり
役
なし
職
無回答
国
設 公的医療機関
置 社会保険関係団体
主 医療法人
体 その他
無回答
0-199床
病 200-399床
床 400-599床
数 600床以上
無回答
7：1
看
10：1
配
護
置
13：1以下
師
無回答
因子 3 を「指導内容・方法に関する実施計画の立案」，因子

藤，工

藤，藤

田，會

津

Ⅳ．考察
1．患者指導技術評価尺度の信頼性と妥当性
我々は，現職看護職者の患者指導に関する教育的能力を
高めるための教育プログラムの開発を目的に研究に取り組
んできた。教育プログラムを実施し，その効果を判定する
には評価が必要である。そのため，看護師が行う患者指導
技術を評価する尺度を探したが見当たらなかった。そこで，
本研究では，看護職者が行う患者指導に着目し，その指導
技術を評価できる尺度の開発を行った。これまで，すべて
の看護領域において汎用できる患者指導技術の評価尺度は
なく，患者指導技術の評価に活用することはもちろん，看
護師が受けた患者指導・患者教育に関する研修や教育の受
講前後の尺度得点を比較することにより，その研修や教育
の効果判定にも活用できると考える。以上のことから，開
発の意義があると考える。
尺度の開発にあたっては，妥当性と信頼性の確保が求め
られる。信頼性には，安定性，内的整合性，同等性という
側面がある 18)。安定性は，同じ測定用具による測定を同一
対象に期間をおいて同一条件で複数回実施したとき，どの
程度同じ測定値が得られるかを示すもの 18)である。安定性
を確認するために行う再テスト法は，2 回目のテストを行
うまでに少なくとも 1~2 か月，長ければ 1 年の期間を置く
必要があり，その期間を短くしすぎると前回の回答を覚え
ていて 2 回目の測定にその影響が出る恐れがあること，期
間が長すぎすると個人の特性が変化する恐れがあること，
同一被験者に複数回協力を依頼するため負担が大きいなど
の短所がある 24)とされる。また，同等性は，同じ測定用具
を用いて 2 人以上の観察者が独立して同時に同じ現象を測
定したとき，どの程度一致した測定値が得られるかを示す
もの 18)である。同等性を確認するために行う評定者間信頼
性は，2 人以上の評価者のデータの相関係数で求められる。
この検者間信頼性係数を適用するには，データが無作為抽
出であること，データが正規分布であることの条件を満た
す必要がある 25)。正規分布という条件を満たすには，相応
のデータ数を収集しなければならず，被験者への負担の大
きさ，所要時間の長さが問題となる。この尺度は看護職者
のスキルを測定するものであり，再テスト法を行うために

4 を「わかりやすさに配慮した指導の実践」，因子 5 を「指

期間を開けてしまうと個人の特性が変化する可能性がある

導目標の設定と達成度の評価」，因子 6 を「指導過程のふり

こと，同等性を確認する評定者間信頼性を行うには時間が

返り」，因子 7 を「共感的な指導姿勢」，因子 8 を「他医療

かかることから，信頼性は，測定用具を構成する項目が互

従事者との協働」と命名した。各下位尺度間の相関係数は，

いに同じものを測定しているかを示す内的整合性

0.28～0.71 を示した。

していると判断した。また，妥当性に関しては，内容的妥

また，すべての下位尺度において，認定群は一般群より

18) が適

当性，構成概念妥当性，弁別妥当性を確認した。基準関連

も有意に得点が高かった（表 3）
。

妥当性は，問題としている測定概念と関連のある基準（外

3．信頼性

部変数）が高度に対応しているかを示す 18)ものであり，初

尺度全体のα信頼性係数は 0.98，各下位尺度は 0.81～
0.96 の範囲にあった（表 4）。
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表 2．因子負荷量および因子相関行列
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表 3．一般群と認定群の得点比較

表 4．信頼性係数
項目数

α係数

因子1 患者の自己管理能力のアセスメント

13

0.87

因子2 家族や必要な社会資源のアセスメント

5

0.89

因子3 指導内容・方法に関する実施計画の立案

7

0.96

因子4 わかりやすさに配慮した指導の実践

6

0.90

因子5 指導目標の設定と達成度の評価

10

0.89

因子6 指導過程のふり返り

13

0.93

因子7 共感的な指導姿勢

6

0.92

因子8 他医療従事者との協働

3

0.81

63

0.98

全体

まず，内容的妥当性については，専門家会議およびパイ
ロットスタディを経ることにより，担保をはかった。

という 3 つの役割 26)があり，現在は，「救急看護」
「皮膚・
排泄ケア」
「集中ケア」「緩和ケア」等の 21 分野が特定

26)

次に，構成概念妥当性について，調査で得られたデータ

されている。認定看護師は，その役割の中に指導が含まれ

を対象に G-P 分析を行い，全 87 項目について t 検定により

ており，指導技術が高いと予測され，クライテリオン群と

有意差を確認した。G-P 分析とは，特定の 1 つの項目の得

して適切であると考えた。また，認定看護師の中でも特に

点の動きが，全体得点の動きと関連しているかどうかを確

指導機会が多い，つまり患者指導技術得点がより高いと予

認するものであり，全体が測定しようとしているものと同

測される，生活習慣等について指導を行う糖尿病看護分野

じものを測っているかを項目個々について調べる手法

24)

およびストーマケアや褥瘡ケア等について指導を行う皮

である。具体的には，全項目の合計点の平均値を求め，平

膚・排泄ケア分野の認定看護師を対象者として選定した。

均値より高得点の者を Good 群，低得点の者を Poor 群とし

そして，それらの資格を持たない一般看護師との得点比較

て群分けし，Good 群－Poor 群間の得点を項目ごとに検定

をしたところ，認定群の得点が全ての下位尺度で有意に高

し比較する手法である。群間に有意差がある項目は，全体

かった。有意差がなければ弁別性がないと判断されるが，

の変動と当該項目の変動が連動していると考えられ，構成

クライテリオン群の得点が高かったことから，適切に弁別

概念を測定するために妥当な項目であると言える。また，

できていると言える。このことから，弁別妥当性を確保で

天井効果があった 6 項目を除外し，81 項目を対象として因

きたと考える。

子分析を行った。その結果，因子構造が明らかとなり，8

信頼性については，Cronbach のα信頼性係数が尺度全体

因子 63 項目が抽出された。G-P 分析および因子分析により，

では 0.98，各下位尺度は 0.81～0.96 の範囲にあった。α信

構成概念妥当性が確認できたと考える。

頼性係数は 0.8 以上の値で，ある程度信頼性の高い尺度に

加えて，クライテリオン群との比較により弁別妥当性の

なる 27)と言われている。本尺度のα信頼性係数は，高い数

確認を行った。尺度得点が高くなると予測されるクライテ

値となっているため，内的整合性が確保できたと考える。

リオン群として，認定看護師を選択した。認定看護師は，

2．臨床での活用可能性

特定の看護分野において，「個人，家族及び集団に対して，

臨床での活用として，日常行っている患者指導の自己評

熟練した看護技術を用いて水準の高い看護を実践する（実

価および他者評価に使用できる。本尺度を使用し評価する

践）」，
「看護実践を通して看護職に対し指導を行う（指導）」

ことにより，自身または他者がすでにできていること，お

および「看護職に対しコンサルテーションを行う（相談）」

よびさらなる努力が必要なことが具体的に把握でき，患者
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指導技術をより伸ばしていく際のガイドとなる。また，指

5)

河口てる子，土屋陽子，他：患者教育における行動変容への

導後の評価だけでなく，指導前の準備として，アセスメン

「とっかかり言動」と「看護ケア」の検討．日本看護科学会

ト・情報収集にもれはないか，計画に支障はないか，実践

誌，17(3)：410-411，1997．

の際の留意点は何か，評価の視点は何であるか等について，

6)

河口てる子，患者教育研究会：患者教育のための「看護実践

患者指導を開始する前にチェックリストのように用いるこ

モデル」開発の試み－看護師によるとっかかり/手がかり言動

とも可能である。

とその直感的解釈，生活と生活者の視点，教育の理論と技法，
そして Professional Learning Climate（焦点 患者教育のための
「看護実践モデル」開発の試み）．看護研究，36(3)：177-185，

Ⅴ．本研究の限界と課題

2003．

患者指導技術尺度の信頼性および妥当性は確保されたと

7)

河口てる子，患者教育研究会：糖尿病 advanced care－合併症

考える。加えて，本尺度は看護職者が自己および他者の患

を持つ人へのアプローチ(1)どこでも糖尿病患者さんに遭遇

者指導技術を評価するために活用可能である。しかし，全

する時代のアドバンスドケア－「看護職者の教育的関わりモ

63 項目の評価尺度は患者指導の際に毎回評価することを

デル」を使ったケア．看護学雑誌，70(1)：68-72，2006．

想定すると項目数が多いため，日常の使用に適していると

8)

小田和美，下村裕子，他：糖尿病 advanced care－合併症を持

は言い難く，今回の研究の限界と課題である。今後は，項

つ人へのアプローチ(4)糖尿病と脳梗塞の微妙な関係－「糖尿

目を精選し，かつ，信頼性および妥当性が確保された尺度

病ってわからない」!?．看護学雑誌，70(4)：383-388，2006．

を開発したい。

9)

東めぐみ， 山本千恵子，他：糖尿病 advanced care－合併症を
持つ人へのアプローチ(6)心筋梗塞の経過に沿った関わり－
こんなに厳重な制限が必要なのかな．看護学雑誌，70(6)：

Ⅵ．結論
看護職者が自己および他者の患者指導技術について客観
的に評価できる「患者指導技術評価尺度」を開発し，信頼
性および妥当性が確認された 8 下位尺度，63 項目からなる
尺度が得られた。下位尺度は，
「患者の自己管理能力のアセ
スメント」，
「家族や必要な社会資源のアセスメント」，「指
導内容・方法に関する実施計画の立案」，「わかりやすさに
配慮した指導の実践」，「指導目標の設定と達成度の評価」，
「指導過程のふり返り」，「共感的な指導姿勢」および「他
医療従事者との協働」であった。
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【Original article】
Development of a “Patient Coaching Skill Evaluation Scale” for
Nursing Staff
NORIKO OGURA*1 TOMOKO ICHINOHE*2 KUMIKO SAITO*1
MAYUMI SATO*1 HIROMI KUDO*1 AKEMI FUJITA*1 KEIKO AIDU*1
（Received October 11, 2017 ; Accepted February 10, 2018）

Abstract: The objective of this research is to develop a “patient coaching skill evaluation scale” that allows nursing staff to
objectively evaluate their own and other people’s patient coaching skills, and to verify its reliability and suitability. The
method used is a questionnaire given to certified nurses and other nurses surveying 87 items relating to patient coaching which
we have derived. The research resulted in the development of a reliable and suitable scale consisting of 8 lower-level scales
and 63 items. The lower-level concepts of which the scale is composed are “assessment of the patient’s self-management
ability,” “assessment of family and necessary social resources,” “drafting an execution plan for the content and method of
coaching,” “taking ease of understanding into consideration when giving coaching in practice,” “selecting the objectives of
coaching and evaluating degrees of achievement,” “reflecting on the coaching process,” “giving coaching with an empathetic
attitude,” and “working in cooperation with other healthcare professionals.” The developed “patient coaching skill evaluation
scale” can be used by nursing staff to evaluate their own and other people’s patient coaching skills.
Keywords: Nurse, Patient Coaching Skill, Evaluation Scale, Patient Education
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