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【原著】 

急性期病院入院脳梗塞患者における意識障害の程度とリハビリテ

ーションの実施状況を考慮した自宅退院関連因子の検討 

 

松本幸樹*1,2 加藤拓彦*2 澄川幸志*3 田中真*2 

 

（2022 年 4 月 20 日受付，2022 年 6 月 20 日受理） 

 

要旨：【目的】脳卒中患者における急性期病院退院時の自宅退院関連因子を，意識障害の程度とリハビリテーション

（リハ）の実施状況を考慮し検討する。【方法】対象は急性期脳卒中患者 134 名とした。調査項目は 25 項目とした。

転帰先の予測因子を検討するために，転帰先を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を実施し，選択された項
目について Receiver Operating Characteristic（ROC）曲線を用い，カットオフ値を算出した。【結果】Japan Coma Scale

（JCS）2 桁以上の患者は 93.7%（15/16）が転院していた。JCS1 桁以下の患者における転帰先関連因子とカットオフ

値は，National Institute of Health Stroke Scale（NIHSS） 3.5 点，Instrumental Activities of Daily Living （IADL）練習実
施の有無であった。【結論】急性期病院退院時の転帰先は，入院時 JCS2 桁以上の患者は転院が高確率であることを考

慮し，JCS1 桁以下の患者は，入院時 NIHSS のカットオフ値から判断することが有用である可能性が示唆された。ま

た，IADL 練習を積極的に実施することで，転帰先の改善に寄与する可能性が示唆された。 

 

キーワード：脳卒中，急性期，意識障害，リハビリテーション，予後予測 

 

Ⅰ．はじめに     

脳卒中を含む脳血管疾患は，日本における死亡率の第 4

位を占め，介護が必要となる疾患の第 1 位である 1) 。脳血

管疾患の治療については，脳卒中治療ガイドライン 20212) 

によると，脳卒中の病態，個別の機能障害，日常生活動作

（Activities of Daily Living: ADL）の障害，社会生活上の制

限等の評価およびその予後予測に基づいてリハビリテーシ

ョン（リハ）プログラムを計画することとされている。急

性期病院においてリハプログラムを計画する際に，急性期

一般入院基本料算定の要件の一つとして，平均在院日数は

18 日以内あるいは 21 日以内と定められている 3) ため，早

期から医師，看護師，ソーシャルワーカーなどと連携し転

帰先に応じた準備を行う。自宅退院可能な場合には，必要

に応じて入院期間内に仕事や運転など高度な生活行為への

介入，外泊練習日程の調整，家屋環境の調査などを行うこ

とが必要である。一方，長期的な訓練が必要な場合には，

基本的な訓練を行いつつ，より重点的な訓練ができるよう

に，回復期病院への転院を早期に進める必要がある。この

ように，転帰先の違いにより，対処すべき内容が異なるこ

とから，可及的速やかに転帰先の予測が可能となることが
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望ましいが，この転帰先の予測は，経験に基づく判断に委

ねられているのが現状である。 

脳卒中患者の自宅退院の予測因子としては，回復期では

性別が男性 4) ，責任病巣体積が小さい 5) ，出血性梗塞や脳

浮腫が少ない 6) ，初回の高次脳機能 7) ，Mini-Mental State 

Examination（MMSE）8-11) ，Barthel Index（BI）4,12,13) ，National 

Institute of Health Stroke Scale（NIHSS）5) ，Japan Coma Scale

（JCS）14) および見当識 15) が良好であること，退院時の

BI16) が良好，退院時にトイレ動作自立 17) ，配偶者の有無

16) ，日中介護者 1 人以上 17) などが報告されている。一方，

急性期では，年齢が若い 18) ，介入初日に手指伸展が可能 18) ，

脳卒中タイプが脳梗塞 19) ，初回離床時に Pusher 症状がな

い 19) ，入院時の食形態 18) ，歩行能力 19) ，認知機能 20,21) ，

脳卒中重症度 19,21) ，ADL 能力 18,22) およびバランス能力 23) 

が良好であることなどが報告されている。このように，回

復期における報告では，入院時だけでなく退院時の状況を

踏まえたもの 16,17) も散見されるが，急性期における報告は，

いずれも初回介入時に転帰先を推定することを目的として

おり，リハの実施状況や回復状況，さらには退院時の状況

までを加味し，リハの効果・内容を踏まえた上で自宅退院
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関連因子を決定した研究はない。しかし，急性期における

リハの実施は機能障害やADLを改善させる 26-28) ことから，

転帰先は，リハの実施状況やリハによる回復状況を含めて

判断する必要がある。 

急性期に頻発する意識障害は，脳卒中により低下した心

身機能や活動能力などの予後予測因子に悪影響を及ぼすこ

とから，強い意識障害者では，心身機能や活動能力が過小

評価されてしまい，評価結果の妥当性が担保できない。そ

のため，転帰先予測は，意識障害の程度を考慮し，重度意

識障害者には，妥当性が不十分と思われる評価結果を活用

せずに予測する方法を検討し，意識障害の影響が少ないも

のには，より精度の高い予測方法を検討すべきと考える。

しかし，急性期における予後予測関連の先行研究 18-23) では，

意識障害の程度に関わらず，様々な評価結果を用いて予後

を予測しており，意識障害の程度を考慮し転帰先予測方法

を検討したものは見当たらなかった。 

脳卒中は脳梗塞，脳出血およびくも膜下出血の 3 つのタ

イプに分けられる。各タイプにおける急性期の脳卒中重症

度を比較した先行研究 24,25) において，脳梗塞は軽症例が多

く，脳出血およびくも膜下出血は重症例が多いことが報告

されており，急性期病院から直接自宅退院を検討する必要

がある軽症例は，脳梗塞患者に多いことが推測される。 

そこで，本研究は，急性期病院における脳梗塞患者の自

宅退院に関連する要因を，意識障害の程度，リハ実施状況

および回復状況を考慮し検討することを目的とした。 

 

Ⅱ．対象と方法 

 

1. 研究デザインと倫理的配慮 

研究デザインは，前向き観察研究とした。本研究は，弘

前大学大学院保健学研究科倫理委員会（整理番号：2019-036）

の承認のもとに実施した。 

 

2. 対象 

対象は，当院に入院してリハを行った脳梗塞患者とし，

元々施設に入所していたもの，既往に脳血管疾患や認知症，

重度神経・精神疾患がある者，病前から ADL の低下が認め

られた者，重度失語症を有する者，入院中に再梗塞や出血

性梗塞などを併発しレベルダウンした者を除外した。施設

入所歴や既往歴，病前の ADL などの情報は本人，家族，施

設職員，ケアマネジャーなどから聴取した。 

 

3. 当院における基本方針 

 当院は，急性期一般入院基本料 13) を算定しており，極力

18 日以内に自宅退院または転院してもらう方針となって

いる。本研究対象者における入院期間平均値は，自宅退院

が 14.2 日（±7.0）で，転院が 26.4 日（±14.7）であった。 

 脳卒中患者に対するリハは，理学療法，作業療法は発症

日の翌日から，言語聴覚療法は必要に応じて開始している。 

 

4. 研究手順 

 本研究で調査した項目は，患者背景として，年齢，性別，

転帰先（自宅退院または回復期病院転院（転院）），手術（血

管内治療および外科的治療）の有無，入院時の病巣体積を，

リハ開始時と退院時の評価として，ADL 能力，認知機能，

意識障害および脳卒中重症度を，回復状況として，入退院

時における各評価結果の変化率を，リハ実施状況として，

リハ実施時間/日（理学療法，作業療法，言語聴覚療法の実

施時間の合計），リハ開始日，リハプログラム(機能練習，基

本動作練習，ADL 練習，手段的日常生活動作（Instrumental 

Activities of Daily Living: IADL）練習)実施の有無を，環境要

因として，同居者の有無，家庭内役割の有無，職業の有無

を診療録から収集した。 

入院時責任病巣体積，リハ開始時と退院時の意識レベル，

認知機能，ADL 能力および脳卒中重症度の評価，リハ開始

時から退院時までの各評価結果の変化率の算出は下記の様

に実施した。 

入院時の責任病巣の体積の測定には，アミン社ザイオス

テーション 2を用いた。アミン社ザイオステーション 2は，

Magnetic Resonance Imaging（MRI）画像などを 3 次元処理

できるワークステーションであり，画像から脳梗塞部位を

抽出し，抽出した部位の体積の算出が可能である。 

リハ開始時および退院時の意識レベルは JCS29) を用いて

評価した．JCS は日本において主に使用されている意識レ

ベルの評価尺度であり，意識レベルを刺激による開眼状態

で大きく 3 段階に分類し，さらにそれぞれを 3 段階に細分

化して合計 9 段階で評価する。これは，点数が大きいほど

意識障害が重度であることを示す。この意識レベルは浮動

性があるため，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士また

は看護師の 3 名で別々に評価し，最も低い点数を採用した。 

リハ開始時および退院時の ADL 能力は BI30) を用いて作

業療法士が評価した。BI は，食事，整容など 10 項目の ADL

を 2-4 段階の自立度で評価する。総得点は 0-100 点の範囲

であり，点数が高いほど ADL の自立度が高いことを示す。 

リハ開始時および退院時の認知機能は MMSE31) を用い

て作業療法士が評価した。MMSE は認知機能のスクリーニ

ング検査であり，見当識，記憶などの 11 項目の認知機能を

評価する。総得点は 0-30 点の範囲であり，点数が高いほど

認知機能が良好であることを示す。 

リハ開始時および退院時の脳卒中重症度は NIHSS32) を

用いて作業療法士が評価した。NIHSS は脳卒中急性期にお

いて広く活用されている重症度評価尺度であり，運動麻痺



松本， 加藤， 澄川， 田中 

 

ⓒ2022 Health Sciences Research. 3 
 

や感覚障害などの機能障害 11 項目を 3-5 段階で評価する。

総得点は 0-40 点の範囲であり，点数が高いほど機能障害が

重度であることを示す。 

リハ開始時から退院時までの各評価結果の変化率は，実

際に改善した点数（退院時点数−リハ開始時点数）/改善する

可能性がある点数（最大点数−リハ開始時点数）で計算した。 

 

5. 統計解析 

自宅退院関連因子を抽出するために，まずは自宅退院群

と転院群の 2 群間における全変数を単変量解析にて比較し

た。その際，質的変数である性別，手術の有無，各リハプ

ログラム実施の有無，同居者の有無，家庭内役割の有無お

よび職業の有無の比較は Fisher の正確確率検定を，量的変

数の比較は，Shapiro-Wilk 検定にて正規分布に従う年齢お

よびリハ実施時間には t検定を，従わない責任病巣の体積，

リハ開始時と退院時の JCS，BI，MMSE および NIHSS，JC

変化率，BI 変化率，MMSE 変化率，NIHSS 変化率，リハ開

始日は Man-Whitney U 検定を用いた。 

その後，単変量解析で有意傾向（p<0.10）を認めた変数を

独立変数，転帰先（自宅退院：0，転院：1）を従属変数と

した強制投入法を用いた多重ロジスティック回帰分析を実

施した。多重ロジスティック回帰分析では，回帰モデルに

おけるそれぞれの項目のオッズ比， 95% 信頼区間

（95%Confidence Interval：95%CI），モデル全体の判別的中

率を算出し，モデルの適合判定に関して Hosmer Lemeshow

検定を用いた。なお，多重共線性の影響を考慮するため， 

多重ロジスティック回帰分析前に相関行列を求め，相関係

数の絶対値が 0.7 以上の場合，転帰先を予測する因子とし

て臨床的に有意義であると考えられる変数を採用し検討を

行った。最後に，多重ロジスティック回帰分析で選択され

た項目のうち，量的変数について，Receiver Operating 

Characteristic（ROC）曲線を用いた分析を行い曲線下面積

（Area Under Curve：AUC）を求め，Youden’s index を使用

してカットオフ値を決定し，感度，特異度を算出した。こ

の理由は，多重ロジスティック回帰分析で得られた予測式

を活用するよりも，カットオフ値から転帰を判断した方が

簡便であるためである．なお，以上の統計解析には IBM 

SPSS Statistics version25 を用い，有意水準を 5%とした。 

 

Ⅲ．結果  

 

1．対象者 

図 1 に対象患者組み入れまでの流れを示す。2019 年 12 

月から 2020 年 8 月迄の調査期間中にリハを行った脳梗塞

患者は 393 名であり，除外基準に一致した 243 名を除外し 

 

た 150 名を調査対象とした。入院中に出血性梗塞を認めた

者 13 名，再梗塞を認めた者 3 名を除外し，最終的な分析対 

表1 対象者の属性 

調査項目 全体(n=134) 

患者背景   
 年齢(歳)a  73.9(10.9) 
 性別b 男：女 76(56.7) : 58(43.3) 
 病巣体積(ml)c 2.2 (9.9) 
 手術の有無b 有：無 13 (9.7) : 121(90.3) 

評価結果   

 JCS c 入院時 1 (1) 
  退院時 0 (1) 
  変化率 0.5 (1.0) 
 MMSE c 入院時 26.0 (7.0) 
  退院時 28.0 (6.5)  
  変化率 0.21(0.50) 
 NIHSS c 入院時  2 (5.3) 
  退院時  1 (3.0) 
  変化率 0.33(0.72) 
 BI c 入院時 57.5(51.3) 
  退院時 92.5(30.0) 
  変化率 0.80(0.50) 

リハビリテーション実施状況  

 総実施時間 (分)a 64.3(21.0) 
 開始日c  2(0) 
 機能練習b 実施：非実施 134 (100) : 0 (0) 
 基本動作練習b 実施：非実施 132(98.5) : 2 (1.5) 
 ADL練習b 実施：非実施 126(94.0) : 8 (6.0) 
 IADL練習b 実施：非実施 49(36.6) :85(63.4) 

環境要因   

 同居家族b 有：無 107(79.9) :27(20.1) 
 職業b 有：無 41(30.6) :93(69.4) 

  家庭内役割b 有：無 74(55.2) :60(44.8) 

注）意識清明=JCS0 

a: Mean(standard deviation)，b：  number (%), c：  Median(Inter 

Quartile Range)  

表 2 リハ開始時 JCS と転帰先との関連 

  自宅退院 転院 ｐ値 

JCS,n(%) 
意識清明 21（95.5） 1（4.5） <.001 
1 桁 56（58.3） 40（41.7）  
2 桁以上 1（6.3） 15（93.7）  

2019 年 12 月~2020 年 8 月までに当院に入院しリハビ

リテーションの処方を受けた脳梗塞患者 393 名 

・元々施設に入所していた者 28 名 

・既往に脳血管疾患がある者 195 名 

・既往に認知症がある者 71 名 

・病前 ADL に低下がある者 69 名 

・重度神経・精神疾患がある者 19 名 

・重度失語症を認めた者 20 名 

計 243 名（重複あり） 

・出血性梗塞を認めた者 13 名 

・再梗塞を認めた者 3 名 

計 16 名 

134 名に対して分析を実施 

図 1 対象患者組み入れまでの流れ 
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象は 134 名となった。 

表 1 に対象者の属性を示す。年齢平均値（標準偏差）は

73.9 歳（±10.9），性別は男性が 76 名（56.7%），女性が 58 

名（43.3%）であった。 

表 2 に自宅退院群と転院群のリハ開始時 JCS を比較した

結果を示す。その結果，自宅退院群と転院群のリハ開始時

JCS に有意差を認め（p＜0.001），JCS2 桁以上の重度意識障

害者 16 名中 15 名（93.7%）が転院していた。一方で，意識

障害の影響が少ない JCS1 桁以下の患者においては，意識

清明な患者は 22 名中 21 名（95.5%）が自宅退院し，JCS1

桁の患者は，56 名（58.3%）が自宅退院し，40 名（41.7%）

が転院していた。そのため，意識清明患者では自宅退院が，

JCS2 桁以上の患者においては転院が高確率である可能性，

JCS1 桁患者においては，JCS だけでは転帰先を予測できな

いため，全変数を活用し自宅退院関連因子の検討を要する

ことが示唆された。しかし，先行研究 33) では，意識清明患

者における自宅退院は 70 名中 37 名（52.9%）に留まってい

ること，JCS1桁以下の評価は客観性に乏しいこと 34) から，

意識清明と JCS1 の差が評価者の主観に左右されている可

能性がある。そのため，本研究では，JCS1 桁患者だけでな

く意識清明患者も併せて自宅退院関連因子を検討した。 

 

2．JCS1 桁以下の患者における自宅退院関連因

子 

表 3 に JCS1 桁以下の患者における自宅退院群と転院群

の 2 群間の各変数を比較した結果を示す。自宅退院群は転

院群よりも，病巣体積が小さく（p＜0.001），リハ開始時と

退院時における JCS（p＜0.001），BI（p＜0.001），MMSE（p

＜0.001）および NIHSS（p＜0.001）が良好であり，JCS 変 

表 3 JCS1 桁以下の対象者における自宅退院群と転院群との比較結果 

調査項目 自宅退院群(n=77) 転院群(n=41) ｐ値 

患者背景       
 年齢(歳)a  72.6(11.0) 73.8(11.3)  .865 
 性別 b 男：女 51(66.2) :26(33.8) 20(48.8) :21(51.2)  .077 
 病巣体積(ml)c 1.4 (5.3) 2.9 (10.8)  .044 
 手術の有無 b 有：無 5 (6.4) : 72(93.6) 2(4.8) : 39(95.2) 1 

評価結果      

 JCS c リハ開始時  1 (1) 1 (1) <.001 
  退院時  0 (0) 1 (2) <.001 
  変化率  1.0 (1.0) 0.0 (1.0)  .042 
 MMSE c リハ開始時 28.0 (4.0)   23.0(10.0) <.001 
  退院時 29.0 (3.0) 25.0(7.0) <.001 
  変化率  0.20(0.60)  0.18(0.40)  .367 
 NIHSS c リハ開始時   1 (2.0)   6 (5.0) <.001 
  退院時   0 (1.0)   3 (4.0) <.001 
  変化率  0.00(1.00)  0.25(0.57)  .863 
 BI c リハ開始時    65(20.0)   30(40.0) <.001 
  退院時 100 (5.0)   70(40.0) <.001 
  変化率  1.00(0.13)  0.53(0.52) <.001 

リハビリテーション実施状況    

 総実施時間 (分)a 56.5(18.3) 74.1(17.6) <.001 
 開始日 c  2(0) 2(0) 1 
 機能練習 b 実施：非実施 77 (100) : 0   (0) 41 (100) : 0 (0) 1 
 基本動作練習 b 実施：非実施 76(98.8) : 1 (1.2) 40(97.5) : 1 (2.5) 1 
 ADL 練習 b 実施：非実施 77 (100) : 0   (0) 40(97.5) : 1 (2.5)  .347 
 IADL 練習 b 実施：非実施 47(61.0) :30(39.0) 2 (5.1) :39(94.9) <.001 

環境要因      

 同居家族 b 有：無 66(85.7) :11(14.3) 30(73.2) :11(26.8)  .095 
 職業 b 有：無 26(33.8) :51(66.2) 13(31.7) :28(68.3) 1 

  家庭内役割 b 有：無 40(51.9) :37(48.1) 25(61.0) :16(39.0)  .437 

注）意識清明＝JCS0 

a：Mean(standard deviation)，b： number (%),c：Median(Inter Quartile Range) 
  

表 4 JCS1 桁以下の患者における自宅退院関連因子 

関連因子  偏回帰係数  ｐ値  オッズ比  
95%信頼区間 

下限 上限 

リハ開始時 NIHSS 1.10 .000 3.02 1.78 5.10 

IADL 練習実施の有無 -2.92 .001 0.05 0.01 0.29 

定数 -2.55 .000 0.08     

注）従属変数：転帰先（自宅退院：0，転院：1），独立変数：病巣体積，リハ開始時 JCS，リハ開始時 MMSE，リハ開始時

NIHSS，リハ開始時 BI，JCS 変化率，BI 変化率，リハ実施時間，IADL 練習実施の有無（無：0，有：1），同居家族の有無

（無：0，有：1）を投入 
Hosmer と Lemeshow の検定：p=0.327 判別的中率：89.8% 
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化率（p＝0.042）および BI 変化率（p＜0.001）が良好であ

り，リハ総実施時間が短く（p＜0.001），IADL 練習を実施

している者が多かった（p＜0.001）。 

多重共線性の影響を考慮するために調査項目の相関分析

を行った結果，相関係数が 0.7 以上を示した項目は，リハ

開始時 JCS と性別 0.833（p＜0.01），リハ開始時 JCS と退院

時 JCS0.701（p＜0.01），リハ開始時 MMSE と退院時

MMSE0.880（p＜ 0.01），リハ開始時 NIHSS と退院時

NIHSS0.850（p＜0.01），BI 変化率と退院時 BI0.976（p＜0.01），

性別と同居家族の有無 0.909（p＜0.01）であった。この結果

から，その後の解析には，リハ開始時 JCS，リハ開始時

MMSE，リハ開始時 NIHSS，BI 変化率，同居家族の有無を

分析に組み入れた。 

表 4 に JCS1 桁以下の患者における自宅退院関連因子を，

多重ロジスティック回帰分析を用いて分析した結果を示す。

独立変数には，病巣体積，リハ開始時 JCS，リハ開始時

MMSE，リハ開始時 NIHSS，リハ開始時 BI，JCS 変化率，

BI 変化率，リハ実施時間，IADL 練習実施の有無（無：0，

有：1），同居家族の有無（無：0，有：1）を投入した。分析

の結果，最終的な自宅退院関連因子は，リハ開始時 NIHSS

（オッズ比 3.02，95％CI 1.78-5.10），IADL 練習実施の有無

（オッズ比 0.05，95％CI0.01-0.20）の 2 項目が選択され，

モデルの結果は，p＜0.001 で有意であり，Hosmer Lemeshow

の検定結果は p＝0.327 と問題はなく，判別的中率は 89.8％

と良好な結果が得られた。 

 

3．多重ロジスティック回帰分析で選択された

項目における ROC 曲線を用いた分析 

図 2 に多重ロジスティック回帰分析で選択されたリハ開

始時 NIHSS の ROC 曲線，AUC，カットオフ値，感度，特

異度を示す。AUC は 0.92（95％CI 0.88-0.96）であり，予測

能が高い結果であった。転帰先を判別するリハ開始時

NIHSS のカットオフ値は 3.5 点，感度は 70.7%，特異度は

97.4%であった。 

 

Ⅳ．考察  

急性期病院に入院する脳卒中患者の平均在院日数は 18

日 3) と短いが，入院早期から転帰先を予測し，リハの展開

が求められる。本研究では，急性期病院退院時の自宅退院

関連因子を，意識障害の程度，リハ実施状況および回復状

況を考慮し検討した。以下にその結果について考察する。 

リハ開始時の意識障害と転帰先との関連について，意識

清明患者の 95.5%が自宅退院し，JCS2 桁以上の患者の

93.7%が転院していた。入院時 JCS と転帰先との関連を検

討した先行研究では，入院時意識清明の患者 70 名のうち 37

名が自宅退院し，JCS1 以上の患者 65 名のうち 59 名が転院

したこと 33) が報告されている。しかし，本研究ではリハ開

始時意識清明の患者は 22 名中 21 名が自宅退院しており，

先行研究とは異なる結果であった。先行研究 33) と本研究の

結果の差の理由として，本研究では研究対象に除外基準を

設け，意識障害評価を 3 名で行ったことに対し，先行研究

33) では除外基準を設けず全脳卒中患者を含めたこと，意識

障害の評価は 1 名で行ったことが挙げられる。そのため，

先行研究 33) は，本研究よりも対象の心身機能や ADL 能力

が低下していたものが多く，意識障害以外の要因により自

宅退院が困難であった可能性や，意識障害が本研究よりも

良好に評価された可能性が推察される。後者の可能性に関

しては，実際に意識清明と評価された患者が本研究では

134 名中 22 名と少ないが，先行研究 33) では 135 名中 70 名

と多かったことが，その可能性を裏付けている。JCS は信

頼性と妥当性が検証されている 35) が，意識障害は動揺性が

あること 36) ，JCS1 桁以下の患者の評価は客観性に乏しい

こと 34) から，評価にバラつきが生じる可能性があるため，

本研究では評価者を複数にすることや観察頻度を増やすな

どの工夫を行ったことが先行研究との結果の差に繋がった

と考える。意識清明患者が自宅退院，JCS2 桁以上の患者が

転院する可能性が高いという本研究結果は，リハ開始時

JCS が急性期病院退院時における転帰先の予測指標として

有用である可能性を示している。  

一方で，JCS1 桁以下の患者における自宅退院関連因子と

して抽出されたのは，リハ開始時 NIHSS，IADL 練習実施

の有無の 2 項目であった。このうち，リハ開始時 NIHSS に

関して，ROC 曲線を用いて転帰先を判別するカットオフ値

を算出した結果， 3.5 点であった。先行研究における急性

期病院退院時の転帰先の予測因子は， NIHSS19，21) を報告

0.6 

0.4 

1.0 

0.8 

感 

度 

0.2 

0     0.2      0.4     0.6     0.8     1.0 

図 2 入院時 NIHSS の ROC 分析結果 
1－特異度 

AUC ：0.92 
カットオフ値：3.5 点 
感度：70.7% 
特異度：97.4% 
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しているものが少なくない。また，八木ら 21) は，脳梗塞患

者の転帰先を判別する NIHSS のカットオフ値が 3.5 点であ

ったことを報告しており，本研究と同値であった。このよ

うに，急性期病院における脳梗塞患者の転帰先の決定には，

入院早期の脳卒中重症度が軽症の者が自宅退院できる可能

性が高いことが示された。 

IADL 練習実施の有無に関して，自宅退院群と転院群にお

ける IADL 練習実施の有無の差は，患者の状態に応じた練

習を実践した結果であると捉えられる。しかし，急性期の

患者は，機能回復を強く希望することもあり、具体的な

IADL に通じる目標設定を行うことが困難な場合も多い 38) 。

また，急性期のセラピストは，時間的制限や施設環境の制

限から機能練習を重視し，家事や仕事への支援を行わない

傾向にあること 37) ，患者の状態を重く捉えすぎ，介入内容

やゴール設定を実際の状態よりも低く設定する可能性があ

ること 39) が指摘されている。さらには，急性期の病院は，

チーム内の連携において生活に関する情報の提供や話し合

いよりも医学的な視点が優先される傾向にある 40) 。以上よ

り，急性期では IADL 練習が必要な患者に十分に実施でき

ていない状況にあることが示唆される。本研究結果から，

急性期脳梗塞患者に対し，IADL 練習実施を積極的に検討

する事が，自宅退院に繋がる可能性が示唆された。 

以上より，急性期病院退院時の転帰先は，リハ開始時

JCS2 桁以上の対象者は回復期病院への転院が高確率であ

ること，JCS1 桁以下の対象者はリハ開始時 NIHSS のカッ

トオフ値を考慮することで入院早期から転帰先予測ができ

る可能性，IADL 練習を積極的に実施することで転帰先の

改善に寄与する可能性が示唆された。 

 

Ⅴ．本研究の限界と課題 

本研究の限界として，脳出血およびくも膜下出血におけ

る予測因子については未検討であること，単施設における

一定期間の研究であったため，対象者の重症度に偏りがあ

った可能性，同居家族に関しては，同居家族の人数や協力

度によって介護力が変化する可能性，IADL 練習に関して

は，患者の状態に応じた練習を実践した結果である可能性

が考えられる。 

今後は，脳出血およびくも膜下出血患者を対象とした自

宅退院関連因子の再検討，多施設共同研究の実践，同居家

族の人数や協力度の検討，IADL 練習の実施による転帰先

改善効果の更なる検討を要する。 
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【Original article】 

A study of related factors for home discharge, considering  

rehabilitation implementation status and impaired consciousness 

severity in ischemic stroke patients in acute care hospitals 

 

KOKI MATUMOTO*1,2 TAKUHIKO KATO*2   
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（Received April 20, 2022 ; Accepted June 20, 2022） 

 

Abstract:【Objective】The purpose of this study was to investigate the related factors for home discharge in ischemic stroke 

patients, considering rehabilitation implementation status and impaired consciousness severity.【Methods】The subjects were 

134 ischemic stroke patients who were admitted to acute care hospitals. Survey item was set to 25 items. In order to examine 

the related factors for home discharge, multiple logistic regression analysis was performed with the outcome destination as the 

dependent variable, and the cutoff value was calculated using the ROC curve for the selected items.【Results】93.7% (15/16) 

for JCS-double-digits or more patients were transferred to the hospital. The factors related to the outcome destination and cut-

off values in patients with JCS single digits or less were: NIHSS of 3.5 points, adherence or non-adherence to Instrumental 

Activities of Daily Living (IADL) program implementation.【Conclusion】It was suggested that the hospital discharge outcome 

of acute ischemic stroke patients were effective to judge from the cut-off value of NIHSS at admission in patients with JCS 

single digits or less, considering that the patients with JCS more than 2 digits had a high probability of transfer to rehabilitation 

hospital. In addition, it was suggested that IADL program positively contributes to the improvement of the destination.  

 

Keywords: ischemic stroke, acute phase, impaired consciousness, rehabilitation, prognosis prediction 

 

 

 



保健科学研究 13(1)：9-16，2022  

 

ⓒ2022 Health Sciences Research. 9 
 

【原著】 

COVID-19 感染拡大に伴う看護系大学教員の授業設計および 

動機づけ支援の実態 
 

佐々木重徳*1 冨澤登志子*2 

 

（2022 年 7 月 21 日受付，2022 年 9 月 12日受理） 

 

要旨：COVID-19 感染拡大に伴う看護系大学教員のオンライン授業設計の内容，学習者への動機づけ支援など，看護

教育上の課題を明らかにするため，全国の看護師等養成所 287 施設の看護大学教員 1,435 名に対して，自記式質問紙

調査を実施した。結果，94.5%でオンライン授業が実施されていた。オンライン授業実施の際、「教員のアプリケーション操作
スキルが不十分」などの問題が生じていた。オンライン授業での実習，演習，シミュレーションの実施率はそれぞれ

51.2%，48.3%，25.0%だった。学習者への動機づけ支援は、リアルタイム型授業の方が実施度は高かった。ほとんど

の大学でオンラインに移行したが，課題が生じており，教員の負担が推察された。また，学生が動機づけを維持でき
るように教員は工夫していたが、その効果や方法については，手探りでの対応であったことがうかがえた。 

 

キーワード：COVID-19，授業設計，オンライン授業，動機づけ支援 

 

Ⅰ．はじめに     

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は，全世界の人々

に甚大な影響をもたらしている。COVID-19 は，2019 年 12

月に中華人民共和国湖北省武漢市での集団発生が確認され，

全世界に感染拡大した。世界保健機関（WHO）の緊急委員

会は， 2020 年 1 月 30 日付で COVID-19 関連肺炎の発生状

況が， 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当す

ると宣言した 1, 2)。 

COVID-19 感染拡大により，日本の教育機関は感染症拡

大の影響を大きく受けた。文部科学省は「新型コロナウイ

ルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」3)を定め，教

育活動を継続するための感染症対策を施した。この影響は

看護系大学にも及んだ。厚生労働省は，看護師等養成所に

おいて，臨地実習を担保できない場合の対応策を定めた 4)。

特に，臨地実習の取り扱いにおいて，各教育課程の進度を

踏まえた教育計画の再検討や知識および技術習得の順序性

に留意することなどを具体的に示した。しかしながら，

COVID-19 の感染拡大が，看護系大学の教育環境に与えた

最大の影響は，臨地実習が十分に行えていないことであり

5)，対人支援を担う職種の育成において手探りの状況が続

いている現状であった 6)。 

感染対策を講じた授業形態として，多くの教育現場でオ

ンライン授業による授業が推奨されている。オンライン授

業では，学生が時間を有効に使い効率的にかつ繰り返し学

習ができ 7)，対面授業と比較して感染リスクを減らすこと

 
 *1 仙台青葉学院短期大学 
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66-1, Honcho, Hirosaki-shi, Aomori,036-8564, Japan 

Correspondence Author: s_sasaki@seiyogakuin.ac.jp  

が可能である。しかしながら，オンライン授業特有の課題

も指摘されている。具体的には，教育機関と学生双方の資

材やシステム導入の費用負担，教員の労力増大，教員と学

生の心理的負担が挙げられる 8, 9)。また，オンライン授業の

みでは，看護実践能力育成のために必要とされる技術や態

度を十分に学ぶことができず，教育目標の達成ができない

可能性がある。このように，従来の教育効果が得られず，

教育者と学習者双方の負担が大きくなることで，学習者の

学習意欲や動機づけの低下が危惧されている 10-16)。 

このような現状において，全国の看護系大学（4 年制大学）

でオンライン授業がどの程度実施されているのか，また，

その授業方法や動機づけ支援の実態はどうなっているのか

に関しては，十分に報告されていない。そこで本研究では，

COVID-19 の感染拡大に伴い，看護系大学（4 年制大学）の

教員が，どのようにオンライン授業を行い，どのような課

題を有しているのかなど，看護教育上の課題を明らかにす

ることを目的とする。 

 

Ⅱ．用語の定義 

1. 授業設計(Instructional Design：ID)：教育の効果・効率・

魅力を高めるための教育戦略。授業や教材の作り方，教育

現場の問題解決と改善を目指すものである 9)。 本研究にお

ける ID を，「どのような教材を用いて、どのような内容を

どのような配列で、どのような形態のもとで、どのような

教具やメディアを用いて、どのような技術で生徒に働きか
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けるかを決定すること」とした。 

2. 動機づけ支援：行動を起こさせ，目標に向かわせる心

理的な過程。意欲，やる気などを指す。本研究では，オン

ライン授業において教員が学生に対して，動機づけを高め

る介入を「動機付け支援」と定義する。 

3.シミュレーション：実際の臨床の場や患者などを再現し

た学習環境のなかで，学習者が課題に対応する経験と振り

返りやディスカッションを通して，「知識・技術・態度」の

統合を行うことにより，反省的実践家を育てていく教育 17)。 

本研究におけるシミュレーションは，「オンライン授業

で行った全てのタスクトレーニング，アルゴリズム・ベー

スド・トレーニング，シチュエーション・ベースド・トレ

ーニング」とした。 

4．レディネス：授業において学習目標を達成するために，

学習者が授業の前にあらかじめ身につけておくべきこと

18)。本研究では，「学修の前提となる知識や経験」とした。 

 

Ⅲ．研究方法 

1．研究対象者 

 2020年 5月の時点で日本看護系大学協議会ホームページ

に掲載されている，現存する全国の 287 看護系大学（4 年

制大学）を対象施設とした。また，各施設の所属長によっ

て選定された，教員各 5 名，合計 1,435 名を対象者とした。 

2．調査期間 

 調査期間は 2021 年 1 月 4 日から 2021 年 1 月 31 日とし

た。 

3．データ収集方法 

 郵送留め置き法を使った無記名自記式質問紙調査による

横断的研究である。全国の 287 看護系大学（4 年制大学）

の管理責任者に研究協力を依頼し，各施設の所属長によっ

て選定された，教員各 5名を調査対象とし，調査用紙の返

送をもって研究への同意とした。 

4．調査内容 

年齢，臨床経験年数，看護教育経験年数，シミュレーシ

ョン教育経験年数，教育機関の設置主体，教育機関の所在

地，専門領域，現在の職位，オンライン授業経験の有無，

COVID-19 感染拡大後のオンライン授業実施の有無につい

て質問項目を作成した。  

オンライン授業の形式，オンライン授業実施の際に生じ

た問題，学修者特性，学修者の前提となる知識や経験，レディ

ネス，到達目標，動機づけ支援，対面授業からオンライン授業

へ移行した際の目標，授業で教える内容の変更や新たな教材

作成，オンライン授業で演習，実習，シミュレーション教育実施

の有無，オンライン授業で学生の評価方法について質問項目

を作成した。動機づけ支援の調査は，法政大学教育開発支援

機構教育開発・学習支援センターが作成した「授業チェックリス

ト(ARCSモデル)」19)を使用した。この授業チェックリスト(ARCS

モデル)の項目を 5 段階評定 20)を用いて測定した。動機づけ

支援は ID での 1 つの要素になる。その中で，ARCS 動機づ

けモデル 11, 12, 16)は，カテゴリー化して，実践的手法をまと

めたもので，学習意欲の概念である注意（Attention），関連

性（Relevance），自信（Confidence），満足感（Satisfaction）

の４つの側面をとらえている 11, 12, 16)。 

5．データ分析方法 

 統計解析には，IBM  SPSS  Statistics （ver. 27.0）を用い

た。個人属性，授業設計については基礎集計し，授業チェ

ックリスト(ARCS モデル)の項目については，研究者による内

容妥当性の確認とともに A（注意），R（関連性），C（自信），

S（満足）4 つの下位尺度ごとに Cronbach's α 係数を求めた。

この授業チェックリスト(ARCS モデル)の下位項目，リアルタ

イム型授業とオンデマンド型授業の比較は，Wilcoxon の順

位和検定および，Kruskal Wallis 検定後，Bonferroni の調整

による多重比較を行った。COVID-19 感染拡大後の教員に

よる学生への動機づけ支援の工夫および学生の動機づけ支

援維持について，リアルタイム型授業とオンデマンド型授

業で χ2 検定を実施した。統計学的検定の有意水準は 5%未

満とした。 

6．倫理的配慮 

研究の趣旨および倫理的配慮について説明文書を用い，

返送をもって同意したとみなした。また，研究協力者の自

由意志による決定を尊重し，個人を特定されるなど不利益

が生じないようにした。本研究は弘前大学保健学研究科倫

理委員会の承認を得た後に実施した（承認番号：2020-039）。 

 

Ⅳ．結果 

全国の看護系大学（4 年制大学）287 施設に対し，合計   

1,435 部質問紙を配布し，293 部を回収できた（回収率：

20.4％）。この内，有効な回答を得た 271 部を分析対象者と

した（有効回答率：18.8 %）。本研究で使用した ARCS 尺度

（12 項目 4 尺度）の分析は，無回答であるものは除外し，

最終的に 169 名を分析対象者とした（有効回答率 11.8％）。 

1．研究協力者の概要   

研究協力者の概要については，表 1 に示した。臨床経験

年数は 10.6±6.5 年，看護教育経験年数は 15.2±7.8 年，シミ

ュレーション教育経験年数は 6.2±6.7 年であった（全ての

数値は Mean± SD で表記）。教育機関の設置主体は私立大学

からの回答が多数を占めた。教育機関の所在地は，北海道

10 名（3.7 %）、東北 25 名（9.2 %）、関東 73 名（26.9 %）、中部

45名（16.6 %）、近畿 44名（16.2 %）、中国 24名（8.9 %）、四国

7 名（2.6 %）、九州・沖縄 41 名（15.1 %）、無回答（0.7 %）であ

った。専門領域は，基礎看護学 62 名（22.9%）が多く，基礎

看護系と成人看護系が約 40 %を占めた。職位は，教授 110

名（40.6%），准教授 68 名（25.1%）が多かった。 
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2．オンライン授業に関する調査結果  

オンライン授業に関する調査結果を，表 2 および表 3 に

示した。COVID-19 感染拡大以前 80%以上の施設でオンラ

イン授業の経験はなかった。COVID-19 感染拡大後，オン

ライン授業の実施率は，「実施した」が 256 名（94.5 %）で

あり，そのうちリアルタイム型授業実施は 90%以上，オン

デマンド型授業実施は 77.5%であった。オンライン授業実

施の際に生じた問題は，「教員の授業設計，開発のノウハウ

が不十分」が 186 名（68.6%），「学修者への学修支援体制が

不十分」が 180 名（66.4%），「教員のアプリケーション操作

スキルが不十分であった」が 171 名（63.1%）と大半を占め

た。リアルタイム型授業を行ったという回答のうち，「学生の動

機づけが維持されるように工夫している」は 211 名（84.4%）であ

った。一方，オンデマンド型授業を行ったという回答のうち，「学

生の動機づけが維持されるように工夫している」と回答したのは

151名（71.9%）であった。また，リアルタイム型授業を行ったとい

う回答のうち，「学生の動機づけが維持されている」と回答した

のは 102名（40.8 %）で，「どちらとも言えない」は 136名（54.4%）

であった。一方，オンデマンド型授業を行ったという回答のうち，

「学生の動機づけが維持されている」は 43 名（20.5%），「どちら

とも言えない」が 146 名（69.5%）であった。学内でのオンライ

ン授業に関する教授団の資質開発（Faculty Development:以

下，FD）実施について，「実施された」201 名（74.2%），「実

施されていない」50 名（18.5%）で，70 %以上実施されて

いた（表 2）。 

 

項目 細項目 n 　　 　％ n 　％

国立　+  省庁大学校 12 22.6 41 77.4

公立大学 7 12.7 48 87.3

私立大学 22 13.8 138 86.3

教育機関

設置主体

経験があった 経験はなかった

表 1 研究対象者の属性 n=271 

 

 

表 3 教育設置主体別のオンライン授業経験 

 

 

 

 

表 2 オンライン授業の実態と動機づけ支援について 

 

 

 

項目 細項目 　n %

経験があった 41 ( 15.1 )

経験はなかった 227 ( 83.8 )

無回答 3 ( 1.1 )

実施した 256 ( 94.5 )

実施しない 13 ( 4.8 )

無回答 2 ( 0.7 )

オンライン授業形式 リアルタイム型 250 ( 92.3 )

（複数回答） オンデマンド型 210 ( 77.5 )

その他 8 ( 3 )

オンライン授業実施に

ついて
賛成だった 211 ( 77.9 )

(n=271) 反対だった 22 ( 8.1 )

無回答 38 ( 14 )

オンラインで生じた問

題
教員の授業設計、開発のノウハウが不十分 186 ( 68.6 )

（複数回答） 学修者への学修支援体制が不十分 180 ( 66.4 )

教員のアプリケーション操作スキルが不十分 171 ( 63.1 )

授業の効果について教員の理解が不十分 88 ( 32.5 )

導入するための予算が不十分 63 ( 23.2 )

教員からの理解が不十分 27 ( 10 )

工夫している 211 ( 84.4 )

工夫していない 0 ( 0 )

どちらとも言えない 35 ( 14 )

無回答 4 ( 1.6 )

維持されている 102 ( 40.8 )

維持されていない 7 ( 2.8 )

どちらとも言えない 136 ( 54.4 )

無回答 5 ( 2 )

工夫している 151 ( 71.9 )

工夫していない 6 ( 2.9 )

どちらとも言えない 44 ( 21 )

無回答 9 ( 4.3 )

維持されている 43 ( 20.5 )

維持されていない 14 ( 6.7 )

どちらとも言えない 146 ( 69.5 )

無回答 7 ( 3.3 )

実施された 201 ( 74.2 )

実施されていない 50 ( 18.5 )

無回答 20 ( 7.4 )

学内でのオンライン授

業に関するFDの実施

について  (n=271)

新型コロナウイルス感

染症の感染拡大以前

のオンライン授業の経

験 (n=271)

新型コロナウイルス感

染症の感染拡大後の

オンライン授業の実施

(n=271)

リアルタイム型授業

で、学生の動機づけが

維持されるように工夫

しているか  (n=250)

リアルタイム型授業に

おける学習の動機づ

けは維持されているか

(n=250)

オンデマンド型授業

で、学生の動機づけが

維持されるように工夫

しているか  (n=210)

オンデマンド型授業に

おける学習の動機づ

けは維持されているか

(n=210)

項目 細項目 n ％

国立+省庁大学校 54 ( 19.9 )

公立大学 55 ( 20.3 )

私立大学 160 ( 59 )

無回答 2 ( 0.7 )

北海道 10 ( 3.7 )

東北 25 ( 9.2 )

関東 73 ( 26.9 )

中部 45 ( 16.6 )

近畿 44 ( 16.2 )

中国 24 ( 8.9 )

四国 7 ( 2.6 )

九州･沖縄 41 ( 15.1 )

無回答 2 ( 0.7 )

基礎看護学 62 ( 22.9 )

成人看護学 54 ( 19.9 )

老年看護学 37 ( 13.7 )

母性看護学 29 ( 10.7 )

小児看護学 24 ( 8.9 )

地域看護学 22 ( 8.1 )

在宅看護学 19 ( 7 )

精神看護学 12 ( 4.4 )

看護管理学 9 ( 3.3 )

看護教育学 3 ( 1.1 )

その他 15 ( 5.5 )

教授 110 ( 40.6 )

准教授 68 ( 25.1 )

講師 56 ( 20.7 )

助教 31 ( 11.4 )

助手 3 ( 1.1 )

無回答 3 ( 1.1 )

教育機関設置

主体

教育機関の所

在地

専門領域　

（複数回答）

現在の職位



COVID-19 感染拡大に伴う看護系大学教員の授業設計および動機づけ支援の実態 

ⓒ2022 Health Sciences Research. 12 

 

 

教育機関設置主体別の COVID-19 感染拡大以前のオンラ

イン授業経験に関して「経験があった」のは，国立および省庁

大学校で 12 名（22.6%），公立大学で 7 名（12.7 %），私立大

学で 22 名（13.8%）であった。また，「経験がなかった」は，国立

および省庁大学校で 41 名（75.9%），公立大学で 48 名

（87.3%），私立大学で 138 名（86.3%）であった（表 3）。 

3．オンライン授業設計に関する調査結果 

学修者特性，前提条件（レディネス），到達目標について全

ての教員は分析を実施していた。分析方法は、「授業の際にア

ンケート」121 名（44.6 %）、「カリキュラムの深度である程度把握」

119 名（43.9 %）、「小テストなどで理解度を把握」118 名

（43.5 %）、「事前アンケート」39 名（14.4 %）、「その他」28 名

（10.3 %）であった。 

対面授業からオンライン授業に移行した際，目標変更や

授業内で教える内容について， 変更を行ったかの質問に対

して，「変更していない」，「変更した」はいずれも約半数で

あった。さらに， オンライン授業用の新たな教材作成につ

いて， 70 %以上の対象者で作成していた。オンライン授業

で行った演習，実習，シミュレーション実施は，それぞれ

169 名（66 %），131 名（51.2%），64 名（25%）であった（表

4）。 

また，オンライン授業の中でシミュレーションを行ったと回答し

た大学の自由記述では，実演の動画視聴，ロールプレイング，

ペーパーペイシェント・模擬患者の活用，シミュレーターを活用

していた。また，健康教育・患者教育をシミュレーションし

た大学や学生が自宅でできるよう心肺蘇生キットを配布し

た大学もあった。さらに遠隔で学生からの指示で教員が代

わりに模擬的にシミュレーションを実施した大学もあった。

演習の評価については，「レポート」135 名（49.8%）が最

も多く，次いで「ディスカッションの参加度」92 名（33.9%）

であった。実習の評価についても，「レポート」115 名（42.4%）

が最も多く，次いで「ディスカッションの参加度」106 名

（39.1%）であった。シミュレーションの評価については，

「ディスカッションの参加度」41 名（15.1%）が最も多く，

次いで「レポート」39 名（14.4 %）であった（表 4）。 

4．オンライン授業経験と動機づけに関する比較   

COVID-19 感染拡大後，教員は、「学生への動機づけ支

援が維持されるように工夫しているか」および「学生の動

機づけ支援が維持されているか」について、リアルタイム

授業とオンデマンド授業で χ2 検定の結果，有意な差が得

られた。χ2 検定の結果，リアルタイム授業はオンデマン

ド授業に比べて，動機づけ支援の工夫，および学生の動機

づけ支援が維持されていることが示された（表 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 リアルタイム型授業とオンデマンド型授業の  

動機づけ支援に関する比較 

 

 

 

 

 

統計解析 : χ2 検定   

 

 

 

 

 

表 4 オンライン授業設計に関する調査結果 

（n=256，一部複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 (%) 人数 (%)

工夫している 142 84.0 125 74.0

工夫していない 0 0.0 6 3.6

どちらとも言えない 25 15.0 34 20.0

無回答 2 1.0 4 2.4

維持されている 70 41.4 36 21.3

維持されていない 5 3.0 9 5.3

どちらとも言えない 91 53.8 119 70.4

無回答 3 1.8 5 0.3

学生の動機づ

け支援は維持

されているか

0

項目　　　　　　　細項目
リアルタイム型授業

（n =169）

オンデマンド型授業

（n =169）
p

学生の動機づ

けが支援が維

持されるように

工夫しているか

0.01

項目 細項目 　n 　 %

授業の際にアンケート 121 ( 44.6 )

カリキュラムの深度である程度把握 119 ( 43.9 )

小テストなどで理解度を把握 118 ( 43.5 )

事前アンケート 39 ( 14.4 )

その他 28 ( 10.3 )

変更してない 124 ( 48.4 )

変更した 126 ( 49.2 )

無回答 6 ( 2.3 )

変更していない 124 ( 48.4 )

変更した 126 ( 49.2 )

無回答 6 ( 2.3 )

作成した 195 ( 76.2 )

作成していない 53 ( 20.7 )

無回答 8 ( 3.1 )

実施した 169 ( 66 )

実施していない 86 ( 33.6 )

無回答 1 ( 0.4 )

小テスト 42 ( 15.5 )

記述式テスト 26 ( 9.6 )

レポート 135 ( 49.8 )

ディスカッションの参加度 92 ( 33.9 )

その他 47 ( 17.3 )

実施した 131 ( 51.2 )

実施していない 123 ( 48 )

無回答 2 ( 0.8 )

小テスト 10 ( 3.7 )

記述式テスト 4 ( 1.5 )

レポート 115 ( 42.4 )

実践している動画 27 ( 10 )

ディスカッションの参加度 106 ( 39.1 )

その他 39 ( 14.4 )

実施した 64 ( 25 )

実施していない 185 ( 72.3 )

無回答 7 ( 2.7 )

小テスト 7 ( 2.6 )

記述式テスト 4 ( 1.5 )

レポート 39 ( 14.4 )

実践している動画 13 ( 4.8 )

ディスカッションの参加度 41 ( 15.1 )

その他 10 ( 3.7 )

オンライン授業での

実習実施の有無

(n=256)

実習実施の際、学生

の評価方法　　（複数

回答）

オンライン授業での

シミュレーション実施

の有無 (n=256)

シミュレーション実施

の際、学生の評価方

法（複数回答）

学修者特性、前提条

件(レディネス)、到達

目標についてどのよ

うに分析を行なった

か（複数回答）

対面授業からオンラ

イン授業に移行した

際、目標の変更を行

なったか (n=256)

対面授業からオンラ

イン授業に移行した

際、授業で教える内

容の変更を行なった

か (n=256)

オンライン授業用の

新たな教材の作成し

たか (n=256)

オンライン授業での

演習実施の有無

(n=256)

演習実施の際、学生

の評価方法　　（複数

回答）
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5．ARCS 尺度の分析結果 

授業チェック リス ト （ARCS モデル）の下位項目の

Cronbach’s α信頼係数は，0.88〜0.91であった。授業チェック

リスト（ARCS モデル）下位項目の平均を「リアルタイム型授業」

と「オンデマンド型授業」で比較した（表 6）。Wilcoxonの順位和

検定の結果，A（注意），R（関連性），C（自信），S（満足）全て

の下位項目において，いずれも「リアルタイム型授業」の方が，

得点が高く，有意差が見られた（p < .001）（表 6）。4 尺度間の

比較では、「リアルタイム授業」、「オンデマンド授業」ともに

Kruskal Wallis 検定は有意となった（p< .001）。「リアルタイム型

授業」の多重比較では，A（注意）は C（自信）（p< .001），S（満

足）（p< .01）に比べ有意に高く，R（関連性）も C（自信）

（p< .001），S（満足）（p< .05）に比べ有意に高かった。A（注意）

と R（関連性）、C（自信）と S（満足）には有意差は認められなか

った。また，「オンデマンド型授業」における多重比較は，A（注

意）は C（自信）（p< .001），S（満足）（p< .01）に比べ有意に高く，

R（関連性）もC（自信）（p< .001），S（満足）（p< .05）に比べ有意

に高かった。C（自信）は，S（満足感）に比べ有意に低い値を示

した（p< .01）（図 1）。 

 

Ⅴ．考察 

本研究は， COVID-19 感染拡大に伴う看護系大学のオン

ライン授業設計，学修者の動機づけ支援を明らかにするこ

とを目的とし調査を行った。本調査で，COVID-19 感染拡

大以前にオンライン授業の「経験があった」は，国立大学

においても 2 割程度に留まった。COVID-19 感染拡大以前

の学習管理システム（Learning Management System: LMS）の

利用状況は，国立大学（78.4%），次いで私立大学（55.5%），

公立大学（38.8%）であることが報告されている 21)。この報

告以降も COVID-19 感染拡大に伴い LMS を導入した大学

も増加したものと考えられ，LMS の利用は可能な状況であ

ったと考えられる。しかし，LMS が利用可能な状況でも，

COVID-19 感染拡大によって全ての講義を LMS へ移行し

使用するためには，教員と学生双方のオリエンテーション

やデバイスの準備などの措置に加え，個別対応等によって

すべての学生に均一な学修を提供するためには，教員と学

生の負担が多くなったことが考えられた。 

また，学内でのオンライン授業に関する FD の実施は

74.2%であった。しかし，6 割以上の回答者は，「教員の授

業設計，開発のノウハウが不十分」，「学修者への学修支援

体制が不十分」，「教員のアプリケーション操作スキルが不

十分であった」など問題が生じており，今後の課題と言え

る。これは，LMS の経験があったとしても，多くの教員は

オンライン授業の経験がない中で， オンライン授業をしな

ければならなかったこと，緊急措置的にオンライン授業の

FD を行ったとしても，オンライン授業の方法や手順，知識

の十分な習得はすぐにはできなかったことが推察された。 

レディネス，到達目標の分析に関して，授業の際にアン

ケート，カリキュラムの深度によってレベルを把握してい

る，小テストで把握して調整していたともに約 4 割で，対

象の把握をしていた。目標の修正については，講義・演習・

表 6 ARCS 尺度下位尺度，差の検定    （n=169） 

 

統計解析 : Wilcoxon の順位和検定  

　　　　　　項　目
リアルタイム型授業

MD (IQR)

オンデマンド型授業

MD (IQR)
p値

A　(Attention)  注意

A-1（知覚的喚起）

A-2（探究心の喚起）

A-3（変化性）

3.7  ( 3.0-4.0 ) .000*

　

　 　4.0  ( 3.7-4.3 )

S　(Satisfaction)  満足感

S-1（自然な結果）

S-2（肯定的な結果）

S-3（公平さ）

4.0  ( 3.3-4.3 ) 3.3  ( 3.0-4.0 ) .000*

R　(Relevance)　関連性

R-1（親しみやすさ）

R-2（目的指向性）

R-3（動機との一致）

4.0  ( 3.7-4.7 ) 3.7  ( 3.3-4.3 ) .000*

C　(Confidence)　自信

C-1（学習要求）

C-2（成功の機会）

C-3（コントロールの個人化）

3.7  ( 3.3-4.3 )
.000*

　

3.0  ( 3.0-3.5 ) 図 1 授業チェックリスト（ARCS モデル）下位項目，

差の検定  （n=169）   

 統計解析 :Kruskal Wallis 検定後、多重比較 Bonferroni の調整 

有意水準 ***p<.001 **p<.01 *p<.05 
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実習なのかはさだかではないが，約半数が修正し，同時に

内容も変更したと答えていたことから，方法だけでなく内

容の再構成も必要となり，教員に大きな負担がかかってい

たことがうかがえた。しかし，授業の目標は講義・演習・

実習毎に異なるが，授業設計の際に最も重要なのは，目標

設定である 15)。仮に対面での演習や実習ができない状況で

あれば目標を変更しなければならない。対面授業からオン

ライン授業に変更となった際には，最大の教育効果を考慮

し，目標の再設定を行うとともに，授業以外にも事前学修

や事後学修を効果的に用いることで，最終的な到達目標の

達成を目指すことが重要である。また，オンライン授業で

の演習，実習，シミュレーション実施率は，それぞれ 66.0%，

51.2 %，25.0 %であった。一般社団法人日本看護系大学協

議会の報告書 22)では，2020 年後期の段階で臨地実習を通常

通りできた大学は，わずか 7.2％であり，一部のみ臨地実習

を行いオンライン授業や学内での代替を組み合わせた大学

が 9 割近くであったことが報告されている。本調査の結果

をふまえると，多くの大学では実習の継続をするために約

半数の実習科目でオンライン授業を用いたこととなる。オ

ンライン授業で行う際，動画教材を用いるのか，シミュレ

ーションを用いるのか，模擬患者を用いるのかは，そのリ

ソースや経験によるが，シミュレーターが活用された大学

は約 2 割であった 22)。また，本研究結果でもシミュレーシ

ョンを演習や実習などで行ったのは 25％であり， COVID-

19 感染拡大により対面の実習が確保できない状況下では，

シミュレーション教育は重要な教育方法となるため検討す

る意義は大きい。文部科学省の看護学教育モデル・コア・

カリキュラム 23)では，シミュレーション教育の実践は，看

護実践能力の育成を強化するとしており，教育体制の整備

の重要性は従前より示されている 18, 24, 25)。シミュレーショ

ン教育は，対象者との相互作用（体験）で得られる学びは

大きく，ラーニングピラミッドにおける学習定着率は 75％

26)であり，今後オンライン授業で ICT を活用したシミュレ

ーション教育 27)の開発は期待される。 

 本研究では，授業チェックリスト（ARCS モデル）を用いて

リアルタイム型授業およびオンデマンド型授業での実施状

況を確認した。その結果リアルタイム型授業の方が全ての

下位項目においてオンデマンド型授業よりも有意に得点が

高く、工夫している割合も有意に高かった。リアルタイム

型授業では，教員と学生がオンライン授業でコミュニケー

ションが可能であり，学生の反応に応じた対応ができるも

のの，オンデマンド型授業では，学生がオンライン授業上

の教員が作成した資料にアクセスし，個別に学ぶため，教

員とのコミュニケーションやグループワークができないこ

とが影響していると考えられた 28)。オンデマンド型授業で

の学生の動機づけ支援の維持については，「どちらとも言え

ない」とした回答が多かった。リアルタイム型授業では学

生の反応が得られるが，オンデマンド型授業については反

応が確認できなったこと，動機づけ支援を維持するための

工夫が難しくできなかった可能性も考えられる。また，リ

アルタイム型授業，オンデマンド型授業とも C（自信），S

（満足）は，A（注意），R（関連性）より有意に低い値を

示した。この結果から，オンライン授業においても対面授

業と同様に，教員による学生への問題提示や解決への関与

等の働きかけは，実際には行われていたものと言える。一

方で，C（自信），S（満足）が低い値を示した理由として，

結果で示した通り，慣れない環境により，教員および学修

者の双方でスキルや理解が不十分となり，かつ学修支援環

境体制が十分でなかったことから，学生の自信や満足に繋

がったという実感までは至らなかったものと考えられる。

したがって，今後はチャット機能や掲示板などを活用し，

学んだ内容を適切に即座にフィードバック等を行い 29)，学

生の成功体験を積み重ねる工夫や進歩状況が確認できる環

境づくりを考慮していく必要がある。それにより，学生に

対しての学修への動機づけ支援につながり，学生の学修意

欲向上が期待できると考えられる。Kawasaki らは，対面型

授業とオンライン授業の学修意欲について ID 理論である

ARCS モデルを用い検討し，オンライン授業でも対面型授

業と同等の満足度があること，学修意欲がオンライン授業

でも十分に保持できることを報告している 30)。そのため，

ARCS モデルなど多くの ID 理論を組み合わせたオンライ

ン授業の工夫への活発な取り組みが期待される。 

本調査より COVID-19 感染拡大が本邦の看護系大学（4

年制大学）に多大な影響を及ぼしていたことが明らかにな

った。しかし，with コロナの状況でもオンライン授業を活

用した教育は継続する 31)ものと考えられる。したがって，

今後もオンライン授業を行う場合，今回調査に用いた授業

チェックリスト（ARCSモデル）をはじめ，教授システム学，教

育工学，成人学習理論が基本となった様々な ID 理論は授

業設計に重要となるだろう。 

 

Ⅵ．研究の限界と今後の課題 

本研究での結果の解釈にはいくつかの限界がある。まず，

本研究結果は，多くの看護系大学の状況を反映するものと

思われるが，回収率は高いとは言えない。また科目担当者

という条件で調査したため，職位に偏りが生じた可能性が

あり，助教や講師などの回答が増えた場合，実施内容に広

がりが出てくる可能性がある。また，同じ学校内でも科目

が違えば方法が全く変わり，多様な授業や演習の展開があ

った可能性もある。次に，シミュレーション教育について，

講義，演習，実習で用いられたと考えられるが，どの部分

で多く用いられたのか，詳細な分析はできない。そのため，

今後どこで活用し，どのようにシミュレーション教育をオ

ンライン授業で用いていくのかを検討するための十分な示

唆は得られていない。これについては引き続き検討する必
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要がある。また，授業チェックリスト（ARCS モデル）を用いて

評価したのは，教員による学生の注意・関連性・自信・満

足感の項目であり，実際に学生の動機づけ支援が高まった

か否かに関しては評価できていない。そのため，今後は，

教員と学生の双方にインタビュー調査などの質的評価をあ

わせ，教員と学生のそれぞれの特性と差異について考察す

る必要がある。最後に教育効果の向上には，事前学修，事

後学修など学生の自己学修が大きく寄与する。オンライン

授業における自己学修についても今後検討が必要である。 

 

Ⅶ．結語 

コロナ禍における看護系大学の教員によるオンライン

授業の実態および動機づけ支援の実践について調査した結

果は，以下の通りである。 

1．COVID-19 感染拡大後にオンライン授業を実施した経験

があったのは 94.5％であり，リアルタイム型 92.3％，オン

デマンド型 77.5％，その他 3％であった。 

2．オンライン授業に移行した際，目標・授業内容の変更を

行ったのは，それぞれ 49.2％であった。 

3．演習，実習，シミュレーション実施率は，それぞれ 66%，51%，

25%であった。 

4．学生の動機づけ支援が維持されるように工夫しているのは，

リアルタイム型授業 84%，オンデマンド型授業 74%であった。 

5．学生の動機づけ支援の維持に関しては，授業の形式を問わ

ず低い値を示した。 

 

利益相反 開示すべき利益相反はありません。 
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Abstract: A self-administered questionnaire survey was conducted on 1,435 nursing college faculty members at 287 nursing 

training schools nationwide to clarify issues in nursing education, such as the content of online lesson design and motivational 

support for learners in the wake of the spread of COVID-19 infection. The results showed that 94.5% of the respondents had 

implemented online classes. Problems such as "Insufficient application operation skills of faculty members" arose in the 

implementation of online classes. The implementation rates of practical training, exercises, and simulations in online classes 

were 51.2%, 48.3%, and 25%, respectively. Motivational support for learners was implemented more frequently in real -time 

classes. Although most of the universities moved to online, challenges arose, and the burden on teachers was inferred. Although 

faculty members were making efforts to help students maintain motivational, it was evident that they were still groping for the 

effectiveness and methods of such support. 
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【報告】 

青森県の二次救急医療施設における看護師と 

救命士の傷病者搬入時の連携の認識 
 

山崎千鶴*1 藤田あけみ*2 

 

（2022年 4月 1日受付，2022 年 6月 21日受理） 

 

要旨：本研究の目的は，青森県二次救急医療施設の救急外来看護師（以下，看護師とする）と救急救命士（以下，救

命士とする）間の傷病者搬入時の連携の認識を明らかにすることである。看護師と救命士を対象に傷病者搬入時にお

ける連携の現状について面接調査を行い，質的に分析した。結果，看護師と救命士の共通した認識は，【通報の標準化
が必要】【合同の検証会・勉強会が必要】【顔の見える関係が必要】【病院前救急活動の理解が必要】【意見交換の機会

が必要】【人材育成が必要】であり，両者は，円滑な連携構築のために情報共有の必要性を強く認識していた。救命士

のみに認められた認識は【医療施設との関係性の構築が必要】【コミュニケーションが必要】であり，救命士は関係性
の構築の必要性を強く感じていた。 

 

キーワード：二次救急医療施設，連携の認識，質的分析，看護師，救命士 

 

 

Ⅰ．はじめに     

青森県の救急医療の需要は 2012 年に救急搬送人員 44,800

人と過去最多を記録して以来，高止まり傾向にあったが，

2019年（令和元年）45,972 人（対前年比 179人増，0.4%増）

と再び増加傾向にある 1)。青森県は面積で全国 8位の広さを

持ち，医療を 6医療圏に分割し，病院輪番制度に参加してい

る施設が地域の救急患者の受け入れを担っている 2)。しかし，

青森県の救急医療の現場では，救急傷病者の搬送先とする救

急告示医療機関や入院救急医療を担う病院群輪番制参加病

院が減少している 3)。その結果，特定の施設に救急患者が集

中し，軽症の傷病者から重篤な傷病者までを受入れなければ

ならず，業務が煩雑化している。さらに救急専従医不在の施

設では，各診療科医師が救急傷病者の対応をせざるを得ない

現状にある。 

傷病者の救命率および社会復帰率の向上のためには，救急

要請から救急医療施設までの搬送を迅速かつ適切に実施し，

早期に医師の治療を受けることが望ましい。傷病者の受入調

整時は医療施設側と搬送を担っている救急救命士（以下，救

命士と略す）間の円滑な連携が必要である。しかし，筆者の

修士課程における研究の二次救急医療施設のアンケート調

査では，傷病者の受入調整の担当者として約 8 割が救急外

来看護師（以下，看護師と略す）及び外来看護師と回答して

いた。医師不足が常態化している青森県においては，傷病者

受入に関わる看護師と傷病者を搬送する救命士の円滑な連

 
 *1 弘前医療福祉大学 
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携が重要となる。しかし，尾形ら 4)の調査によると，連携に

対する認識には職種による差異がみられたと報告されてい

る。救急医療においてもインホスピタルで活動する看護師と

プレホスピタルで活動する救命士の連携の捉え方に違いが

あるのではないかという疑問が生じた。 

そこで本研究では，二次救急医療施設の看護師と救命士間

の傷病者搬入時の円滑な連携の構築を検討するために，看護

師と救命士間の傷病者搬入時の連携の認識を明らかにする

ことを目的とした。 

 

Ⅱ．対象と方法 

 

1. 対象 

看護師は，6医療圏の救急患者を受け入れている主な医療

施設の看護管理者に救急現場経験が 3 年以上の看護師を紹

介してもらい，インタビューの同意が得られた看護師とした。 

救命士は，6 医療圏の消防本部管理者に救急現場経験が 3

年以上の救命士を紹介してもらい，インタビューの承諾が得

られた救命士とした。 

対象者を救急現場経験 3年以上に限定した理由は，ある技

能レベルに達しているという自信と，臨床での不測の事態に

対応し管理する能力を持っていることが必要と考え，ベナー

看護論の技能習得に関するドレイファスモデルの「一人前」
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レベルである 3年以上とした 5)。 

 

2. 方法 

1)  面接方法 

看護師，救命士共にインタビューガイドを用いて 1人，30

～60 分の半構造的面接を行った。また，対象者の承諾を得

て，インタビュー内容を録音した。 

2)  インタビューの内容 

栄が連携の構成要素としている 5 要素 6)の内，“同一目的

の一致”に関しては，本研究の前段階で実施したアンケート

調査において，看護師と救命士の救急医療提供の目的はほぼ

一致していた。本研究では，職種間の連携の認識の差異を含

めた認識を明らかにすることを目的としているため，“複数

の主体と役割”“役割と責任の相互理解”，“情報の共有”，“連

続的な協力関係過程”の 4 要素に基づきインタビューガイ

ドを作成した。具体的には，①お互いの職務の理解について，

②共通の情報ツールの有無，③施設内における救急に関する

研修会の開催について，④施設内での検証会・勉強会の開催

について，⑤看護師と救命士の関係性について，であった。 

 

2.1 データの分析方法 

インタビューで得られた逐語録の「連携の構成要素」に関

する意味のある 1文を切り取り，コード名を付けた。コード

の類似性・相違性により分離・統合し下位集合体としてサブ

カテゴリーを形成した。さらに，同様の方法を適用し，より

抽象度の高い集合体としてカテゴリーを形成した。 

研究参加者の経験年数により，個々のコード数や語りの内

容が特定の事柄に偏っていないことが確認できたため全員

のデータを分析の対象とした。データ分析は，質的研究に精

通した研究指導教員のスーパーバイズのもと実施した。 

 

4．調査期間 

2018年 5 月 3日～7月 20日 

 

5. 倫理的配慮 

本研究は弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の承認

（整理番号:2017－40，承認日 2018 年 1 月 18 日）を得て実

施した。協力を承諾してくれた対象者に対し，研究者が文書

及び口頭で研究の趣旨，実施方法，個人情報の保護，研究へ

の参加の自由と撤回の自由，不利益の回避，結果の公表につ

いて説明を行い，書面で同意を得た。面接日時は対象者の希

望を確認し設定した。 

 

 

Ⅲ．結果 

 

1．対象者の概要 

看護師は，6 医療圏中 4医療圏 5人の協力が得られ，救急

看護認定看護師 1人，救急外来師長 1人が含まれていた。看

護師資格取得後経験年数の平均は 17.4±10.0年で，救急現場

経験年数の平均は 6.6±2.9年であった。救命士は，6医療圏

中 5医療圏の消防署に所属する 19 人の協力が得られ，指導

救命士 4 人が含まれていた。救命士資格取得後経験年数の

平均は 9.0±4.8 年で，救急現場経験年数の平均は 13.2±5.8

年であった（表 1）。 

 

2．看護師の傷病者搬入時の連携の認識（表 2） 

看護師の認識は，41のコードから 10サブカテゴリーにま

とめられ，さらに，抽象度をあげてまとめたところ 6カテゴ

リーが形成された。 

なお，文中の【 】はカテゴリー名，『 』はサブカテゴ

リー名，「 」はコードを表した。 

(1)【通報の標準化が必要】 

『共通の情報ツールが必要』『通報が取れていない』『情報

交換が出来ている』の 3サブカテゴリーから構成された。サ

ブカテゴリー『共通の情報ツールが必要』の主なコードは，

「慣れていない看護師もいるし，通報を聞いても理解できな

い看護師もいる。共通言語がないから（連携が）できていな

いと思う。」「共通の情報ツールはないが，作ろうと考えてい

る。ある程度レベルが一定になるまでは必要だと思う。」で

あった。サブカテゴリー『通報が取れていない』は，「救急

通報に対応出来るような指導が求められているができてい

ない。」「ベテランの看護師が異動となり，救急通報の電話

が取れない状況」などのコードであった。サブカテゴリー『情

報交換が出来ている』は，「救命士からの通報で受け入れ準

備ができて迅速に治療につながる時は達成感を感じる。」な

どのコードであった。 

(2)【合同の検証会・勉強会が必要】 

『合同の検証会・勉強会が必要』の 1サブカテゴリーで構

表 1 対象者の概要 

 

n=24

看護師 救命士

5 19

救急に関する資格＊(人） 4

表1   対象者の概要

＊看護師は看護協会認定の救急看護認定看護師、救命士はMC

　協議会認定の指導救急救命士とした

6.6±2.9

17.4±10.0

13.2±5.8

9.0±4.8

1

救急現場経験年数

mean±SD

資格取得後経験年数

mean±SD

人数
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成され，主なコードは「プレホスピタルのことも理解したい

ので，救命士と合同の勉強会をやった方がいい。」「消防の通

報が大雑把でレベルが低いと思う。だから事例検討会は必要

だと思う。」であった。 

(3)【顔の見える関係が必要】 

『顔の見える関係になっていない』『顔の見える関係にあ

る』の 2 サブカテゴリーから構成された。サブカテゴリー

『顔の見える関係になっていない』は，「他の看護師が連携

が取れないのは顔の見える関係ではないから。」などのコー

ドであり，『顔の見える関係にある』では「名前と顔が一致

すると信頼関係もできてくるし，信用もできる。救命士を信

用できないと看護師の観察が増え，ロスが増える。」などの

コードであった。 

(4)【病院前救急活動の理解が必要】 

『病院前救急活動の理解不足』の１サブカテゴリーで構成

され，主なコードは「外傷コースのセミナーを受講していな

いため，救命士の処置や病院前の救命士の活動を理解してい

るスタッフが少なく，プロセスを理解していない。」であっ

た。 

(5)【意見交換の機会が必要】 

『意見交換が必要』『本音で話し合う場がない』の 2 サブ

カテゴリーで構成された。サブカテゴリー『意見交換が必要』

は，「患者家族への連絡の必要性とか病院の状況もわかって

もらえるとスムーズに治療ができるので，意見交換の必要性

を感じている。」などのコードであった。『本音で話し合う場

がない』は，「救命士，看護師ともに本音で話し合う場がな

く，連携につながらない。」などのコードであった。 

(6)【人材育成が必要】 

 『看護師の救急医療の知識が低い』の１サブカテゴリーで

構成された。主なコードは，「救急患者の件数はあまり多く

なく，外来の応援なので，まず外来（看護師）の（救急）患

者対応の質を上げたい。」「1回でも研修を受講すれば周囲が

見えてくると思う。PTECや NTECを救急外来に関わる研修

は受けて欲しい。」 であった。 

 

3．救命士の傷病者搬入時の連携の認識（表 3-

1，表 3-2） 

救命士の連携の認識は 152のコードから 22 サブカテゴリ

ーにまとめられ，さらに抽象度をあげてまとめたところ 8カ

テゴリーが形成された。 

(1)【通報の標準化が必要】 

『通報に課題がある』『通報の共通ツールが必要』『通報の

トラブルがある』『独自の通報マニュアルがある』の 4サブ

カテゴリーで構成された。サブカテゴリー『通報に課題があ

る』は，「共通言語がないと通報時の電話でも時間がかかる。

情報交換はスムーズでない。」「病院との電話対応に時間がか

かると，傷病者の家族に発車しないことを問われ辛い。」な

どのコードであった。『通報の共通ツールが必要』は，「救命

士と病院側の共通の情報ツールはない。」などのコードであ

った。 

(2)【合同の検証会・勉強会が必要】 

『合同勉強会が必要』『合同検証会が必要』『合同研修会が

必要』の 3 サブカテゴリーで構成された。サブカテゴリー

『合同勉強会が必要』は，「病院での勉強会に参加するとい

ろいろな事例を共有できる。」「看護師との勉強会は，コミュ

ニケーションを取るために顔を覚えてもらうことは必要で，

共通した認識が持てる。」などのコードであった。『合同検証

会が必要』は，「新人救命士の指導には病院との検証会は必

要だ。」「病院との検証会では症状から裏付けして通報時の根

拠にもなる，回数も増えて欲しい。」などのコードであった。

『合同研修会が必要』は，「看護師も薬剤師も参加する搬入

後の病院内の連携についての研修を行う病院があり，自分た

ちの通報の不足部分がみえてくる。」などのコードであった。 

(3)【顔の見える関係が必要】 

『顔の見える関係が必要』『顔の見える関係にある』の 2

サブカテゴリーから構成された。サブカテゴリー『顔の見え

る関係が必要』は，「顔の見える関係にある看護師とは，事

細かく言わなくても理解し合える。」「顔が見える関係だと話

しやすく，搬送時間の短縮につながる。」などのコードであ

った。『顔の見える関係にある』は，「顔の見える関係はセミ

ナーコースに参加している救命士はできている。」「顔の見え

る関係は病院実習の担当看護師とはできている。」などのコ

ードであった。 

(4)【病院前救急活動の理解が必要】 

『看護師の病院前救急活動の理解不足』『病院前救急活動

を理解している』『看護師の特定行為の理解不足』の 3サブ

カテゴリーで構成された。サブカテゴリー『看護師の病院前

救急活動の理解不足』は，「救急業務を理解していない看護

師もいる。」「二次救急医療施設の看護師とは連携できていな

い。知識不足のため，共通認識が図れない。」などのコード

であった。『病院前救急活動を理解している』は「相手がど

のくらい救急に対する知識があるのか知っていると，安心し

て話せる。」「連携がとれている病院の中でも看護師によって

違う。」などのコードであった。『看護師の特定行為の理解が

不足』は「病棟からの応援看護師は特定行為を理解していな

い看護師もいて時間がかかる。」などのコードであった。 

(5)【意見交換の機会が必要】 

『話し合える場が必要』『話し合える環境が必要』『話し合

う時間が必要』の 3サブカテゴリーで構成された。サブカテ

ゴリー『話し合える場が必要』の主なコードは，「お互いが

困っている部分を出し合える場があると情報交換にもなる。」

であった。『話し合える環境が必要』は「通報時の電話対応

は看護師が多いから話し合いができる環境になって欲しい。」

であり，『話し合う時間が必要』は，「救急車の件数も増えて

おり，話し合いができない。」などのコードであった。 
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(6)【人材育成が必要】 

 『人材育成が必要』は 1サブカテゴリーで構成され，主な

コードは，「今後は円滑な連携のために救命士のレベルアッ

プを図り，人材育成を行い将来につなげたい。」「救急で一生

懸命やっていた看護師も異動になり，勿体ないと思う。」で

あった。 

(7)【医療施設との関係性の構築が必要】 

『受け入れに関する認識の違い』『医療施設との密な連携

が必要』『施設の連絡体制に課題がある』『病院との関係性が

課題』の 4 サブカテゴリーで構成された。サブカテゴリー

『受け入れに関する認識の違い』は，「病院によって受け入

れに関する認識の差がある。」「医療施設の受け入れを断られ

るのは問題だと感じている。」などのコードであった。『医療

施設と密な関係が必要』は，「医療施設との連携は最低限必

要だ。何でも聞いたり言えたりする関係になりたい。」「医療

施設との連絡がスムーズだと連携がうまくいっていると感

じる。搬送時，医療施設との連絡を密にするようにしている。」

などのコードであった。『施設の連絡体制に課題がある』は，

「病院によって情報が伝達されないことがある。」「病院のシ

ステムの問題があり連携はできていない。」などのコードで

あった。『病院との関係性が課題』は，「医療施設側の対応に

問題があっても，病院の特徴だと聞かされ，仕方ないと思っ

ている」「病院側との関わりがなく，溝は深まるばかりだ。」

などのコードであった。 

(8)【コミュニケーションが必要】 

『コミュニケーションが課題』『コミュニケーションが必

要』の 2サブカテゴリーで構成された。サブカテゴリー『コ

ミュニケーションが課題』は，「看護師との関係では病院へ

の連絡方法やコミュニケーションなど不足している。」「傷病

者の搬送時に看護師が何もしないのは忙しいこともあるが，

コミュニケーション不足もある。」などのコードであった。

『コミュニケーションが必要』は，「お互いのコミュニケー

ションが大事で，現場ではそれがないと時間がかかる。」「コ

ミュニケーションが上手くいくと時間を無駄にしなくて済

む。」などのコードであった。 

 

4．看護師と救命士の傷病者搬入時の連携の認識

の比較 

表 4に示すように，両者の共通するカテゴリーとして【通

報の標準化が必要】【合同の検証会・勉強会が必要】【顔の見

える関係が必要】【病院前救急活動の理解が必要】【意見交換 

の機会が必要】【人材育成が必要】の 6 カテゴリーがあげら

れた。また，救命士のみに形成されたカテゴリーは【医療施

設との関係性の構築が必要】【コミュニケーションが必要】

の 2カテゴリーであった。 

 

Ⅳ．考察 

本研究で得られた看護師と救命士の傷病者搬入時の連携

の認識の違いを比較するため，看護師と救命士の共通する認

識と共通していない認識に分けて考察し，連携の課題につい

て検討した。 

 

1. 連携に関する看護師と救命士の共通する認識 

両者ともに最もコード数の多かったカテゴリー【通報の標

準化が必要】は，医療施設側と救命士との間に共通言語が構

築されていないため通報が上手く伝わらず，情報交換がスム

ーズにいかないなどの結果，連携が取れていないという認識

につながっていた。逆に，情報交換が上手くいき，時間が短

縮でき傷病者の治療につながった時は連携が取れていると

認識していたことから，通報システムの標準化が円滑な連携

につながると認識していた看護師，救命士が多いと考えられ

る。また情報共有ができない要因として，看護師からは外傷

コースのセミナーを受講していないため，プレホスピタルを

理解していない，救急業務を理解していないなどが語られて

いたことから，看護師の病院前救急活動の理解不足があげら

れていた。今回対象となった二次救急医療施設の大半は救急

外来の勤務体制が応援体制であり，救急傷病者対応を行う看

護師が常時，救急の現場にいないため，傷病者搬入時の実践

的な機会が少なく看護師の救急に関する理解度が低かった

ことが考えられる。看護師の病院前救急活動の理解不足に関

しては，救命士も認識していた。そのため，両者ともに【合

同の検証会・勉強会が必要】と認識していたと考えられる。

さらに救命士からは，医療施設での合同の勉強会に参加する

ことで自分たちの通報の勉強にもなると語られており，合同

の勉強会は，円滑な連携に必要な情報共有にもつながると認

識していた。検証会での事例の共有はお互いのレベルアップ

の場となり，さらに救命士は自己の通報の根拠や，不足部分

を理解する場であると考えていた。救急医療において看護師

と救命士の合同事例検証会や勉強会の不足は，両者のコミュ

ニケーション不足につながり，お互いの職務理解の困難や傷

病者搬入時の標準化されたアルゴリズムやガイドラインな

ど共通言語・共通認識が構築されない原因の一つと考えられ

る。筒井ら 7)は，スタッフ間のコミュニケーションが取れ，

お互いを認め合う環境をつくること，また能力の向上を支え

るサポート体制を整えることが，看護意欲を高める支援だと

言えると述べている。コミュニケーションの場として，看護

師と救命士合同での事例検証会や勉強会を開催することで，

能力の向上や救命士の特定行為におけるサポート体制にも

つながると考える。 

また，顔の見える関係にある看護師や救命士は話しやすく，

信頼関係も構築されていることから連携が取れていると認

識し，連携が取れないのは顔の見える関係にないからだと認

識していた。森田ら 8)は，顔の見える関係とは単に名前や顔
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が分かるという関係ではなく，考え方や価値観，人となりが

分かる。さらには信頼関係を持って仕事ができるという意味

で使用されると示唆している。看護師及び救命士ともに，信

頼関係の構築には【顔の見える関係が必要】だと認識し，顔

の見える関係構築には【意見交換の機会が必要】と考えてい

た。 

看護師から，「救急患者対応の質を上げたい」や救命士か

ら，「今のうちに将来につながる人材育成を行い，円滑な連

携の構築につなげたい」などが語られ，将来的に円滑な連携

につながる【人材育成が必要】と将来を見据えた連携を認識

していた。 

 

2．連携に関する看護師と救命士の共通していな

い認識 

救命士は，医療施設の救急傷病者受け入れ時の連絡体制の

問題や病院により受け入れの認識に差があること，病院のシ

ステムの問題があり，【医療施設との関係性の構築が必要】

と認識していた。青森県の救急医療の課題の 1 つに医師不

足があり，救急傷病者の受け入れをしている二次救急医療施

設の大半が救急専従医不在の中，外来部署の一部として救急

傷病者の受け入れを行っている。インタビュー調査の語りか

らも救急外来看護スタッフは外来看護師の応援体制を行っ

ている施設が多く，連絡体制やシステムの問題が推測された。

救急領域の看護師の役割について高橋 9)は，病態によって医

師の指示を待たずに応急処置を開始しなければならず，観察

力，判断力，実践力をもとに主体的な行動が求められると述

べている。救急外来という迅速さを求められる部署での応援

体制は，傷病者への質の高い救急医療の提供を困難な状況に

していると考える。 

さらに救命士は，お互いのコミュニケーションが大事で，

コミュニケーションが取れていないことで搬入時の情報交

換に時間がかかるため，【コミュニケーションが必要】を強

く認識していた。枝ら 10)は，救急医療においてはチーム医療

が重要であり，コミュニケーション不足が多大なストレスを

もたらすため，スタッフ同士が相互に認め合い，助け合い，

信頼し合える関係を築き上げることが大切であると述べて

いる。コミュニケーション不足により通報内容が的確に伝達

されず，時間短縮につながらない現状から連携が出来ていな

いという認識につながっていたと考えられる。 

 

3．二次救急医療施設の看護師と救命士の今後の

連携構築について 

本研究で明らかになった傷病者搬入時の連携の現状から，

看護師と救命士ともに情報共有の必要性を強く認識すると

ともに，顔の見える関係の構築，意思疎通の問題や共通認識・

共通言語，お互いの職務理解などの相互関係が連携構築には

必要だと考えていた。 

栄 6）は，連携を促進する要因として，①チームの構成員で

ある個人要因，②機関間要因，③環境要因が関連しており，

連携の展開過程においては，チームの構成員間の対等性や平

等性を維持しながらチームの調和を図るようなリーダーの

存在が必要だと述べている。共通の通報ツールや顔の見える

関係構築などの問題は対応が可能と考えられる。今回の結果

より，救急応援体制システムを取っている二次救急医療施設

であっても，救急看護認定看護師や救急医療の研修を受講し

救急看護に情熱を持ち，前向きな看護師が少なからず存在し

ていた。このような看護師がチームリーダーとなり，珍しい

症例や搬送・搬入に問題のあった症例，円滑な連携につなが

った症例など，看護師と救命士の定期的な合同事例検証会を

開催することで救急に関する知識の獲得のみならず，顔の見

える関係を構築しコミュニケーション不足が解消され，救命

士へのフィードバッグも可能となり，円滑な連携の構築につ

ながると考える。 

救命士が認識していた医療施設のシステムの問題などは

すぐには改善が困難な問題と考えられる。しかし，青森県の

救急外来勤務の看護師と救命士の救急傷病者搬入時におけ

る連携に関して，救急医療現場の問題意識を感じながらも勤

務している現状を知り得たことは課題解決への足掛かりに

なると考える。 

 

Ⅴ．研究の限界と今後の課題 

対象者への半構造的面接では，看護師が 5名と少なく医療

施設の体制に関するデータ不足は否めない。さらに救急現場

での経験年数や役職など，対象者の背景の違いから十分な内

容抽出に至らなかった可能性もある。 

 今後の課題として，青森県内の全ての二次救急医療施設及

び医療施設の体制について詳細に調査するとともに，看護師

及び救命士の合同事例検証会の定期的開催の実現に向けて

検討する必要がある。 

 

Ⅵ．結語 

 青森県の二次救急医療施設看護師と救命士間の傷病者搬

入時の連携の現状から，以下のように課題を認識していた。 

1．看護師と救命士の共通する認識は，【通報の標準化が必要】

【合同検証会・勉強会が必要】【顔の見える関係が必要】【病

院前救急活動の理解が必要】【意見交換の機会が必要】【人材

育成が必要】で，情報共有に関する内容であった。 

2．救命士のみに認められた認識は，【医療施設との関係性の

構築が必要】【コミュニケーションが必要】であり，傷病者

を搬入する側から見た円滑な連携に必要な関係性の構築に

関する内容であった。 
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表 2 看護師の傷病者搬入時の連携の認識 

カテゴリー サブカテゴリー コード（抜粋） 

通報の標準化が 

必要 

共通の情報ツールが必要 

・慣れていない看護師もいるし通報聞いても理解できない看護師もいる。共通言語がないから
（連携が）できていないと思う。   

・共通の情報ツールはないが，作ろうと考えている。ある程度，レベルが一定になるまでは必
要だと思う。  

・救急隊の MIST にプラスした共通の情報ツールを作ろうとしている。 

通報が取れていない 

・救急通報に対応できるような指導が求められているができていない。 

・ベテランの看護師が異動となり，救急通報の電話が取れない状況。  

・スタッフも知識がないから，救急隊からの通報電話が恐怖になっている看護師がいる。   

情報交換が出来ている 
・救命士からの情報で受け入れ準備ができて迅速に治療につながる時は達成感を感じる。 

・救命士との勉強会で情報交換を行っている。 

合同の検証会・ 

勉強会が必要 

合同の検証会・ 

勉強会が必要 

・プレホスピタルのことも理解したいので，救命士と合同の勉強会をやった方がいい。 

・消防の通報が大雑把でレベルが低いと思う。だから事例検討会は必要だと思う。  

・救命士との合同の事例検討会はやっていない。 

顔の見える関係が

必要 

顔の見える関係に 

なっていない 

・他の看護師が連携が取れないのは，顔の見える関係ではないから。 

・セミナーや研修会に参加して救命士と顔を見て話ができる関係になっている看護師は自分

ともう一人の二人くらい。    

顔の見える関係にある 

・名前と顔が一致するようになると信頼関係もできてくるし，信用もできる。救命士を信用でき

ないと看護師の観察が増え，ロスが増える。 

・救命士から搬送してきた傷病者の処置や予後について相談されることもあり，顔の見える関

係ができている。 

・救急の勤務経験が長い看護師は救命士との顔の見える関係はできている。   

病院前救急活動の

理解が必要 

病院前救急活動の理解

不足 

・外傷コースのセミナーを受講していないため，救命士の処置や病院前の救命士の活動を理
解しているスタッフが少なく，プロセスを理解していない。 

・搬送時に最低限必要なこと（疾患，内服薬，アレルギー）を認識してもらいたい。 

・救命士がどの程度の教育を受けているのかと思う時がある。ただ早く運びたいという通報で
全身観察せず連れて来る時もある。 

・プレホスピタルを知らないスタッフも多い。 

意見交換の機会が

必要 

意見交換が必要 

・患者家族への連絡の必要性や病院の状況も解ってもらえるとスムーズに治療ができるの

で，意見交換の必要性を感じている。   

・私も救命士の活動は知りたいと思っている。何分で搬送しなくてはいけないとか，報告の内

容など，知りたい情報がある。そういう意味では意見交換もしたい。   

・患者の処置に専念できなくなるので家族への連絡も重要視して欲しい。そのようなことを救
命士にわかってもらえるとスムーズに治療ができると思う。  

本音で話し合う場がない ・救命士，看護師共に本音で話し合う場がなく，連携につながらない。 

人材育成が必要 
看護師の救急医療の知

識が低い 

・救急患者の件数はあまり多くなく，外来からの応援なので，まず外来（看護師）の（救急）患

者対応の質をあげたい。   

・1 回でも研修を受講すれば周囲が見えてくると思う。PTEC や NTEC を救急外来に関わる研

修は受けて欲しい。    

・救急通報を受ける中央処置室の看護師の救急のレベルが低く，医師に上手く伝えられず院
内でたらいまわしで時間のロスになっている。患者が院内でたらい回し状態になっている。 
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表 3-1 救命士の傷病者搬入時の連携の認識 1 

カテゴリー サブカテゴリー コード（抜粋） 

通報の標準化が 

必要 

通報に課題がある 

・共通言語がないと通報時の電話でも時間がかかる。情報交換はスムーズでない。 

・病院との電話対応に時間がかかると，傷病者の家族に発車しないことを問われ辛い。 

・私たちが必要だと思って提供する情報と看護師の欲しい情報が違う。救急隊として主訴と

現在の症状と既往歴を報告することが大体決まっているが，それ以外を聞かれる。 

・救命士の中でも情報伝達のレベルが統一されていないため，伝え方に問題があると思う。 

通報の共通ツールが必要 

・救命士と病院側の共通の情報ツールはない。 

・通報に関しては指導救命士が指導し標準化を図り，お互いが欲しい情報を洗い出しフロー

チャートにしたい。  

通報のトラブルがある 

・通報に関するトラブルは毎度のことで，仕方ないと思っている救命士が多い。 

・救命士は現場で情報収集しているが，病院に来てから違う情報を話す患者がおり，通報と

違うといわれてしまう。   

・通報時のトラブルなどに関して解決策までの話し合いがない。 

独自の通報マニュアルが

ある 

・署内で医療施設から要求されたことを盛り込んで通報マニュアルとして準備している。 

・医療施設と共有の通報時のマニュアルはなく，個々で作成し持っている。 

・傷病者観察カードを個別に作ったり，出動指令書を使用することでうまくいっている。   

合同の検証会・ 

勉強会が必要 

合同勉強会が必要 

・病院での勉強会に参加するといろいろな事例を共有できる。 

・看護師との勉強会はコミュニケーションを取るために顔を覚えてもらうことは必要で，共通

した認識が持てる。   

・（合同の勉強会は）必要だとは思う。看護師たちが私たちに何を求めているのか，私たち
が看護師に何を求めているのかわからないと向上しないと思う。 

合同検証会が必要 

・新人救命士の指導には病院との検証会は必要だ 。 

・病院との検証会では症状から裏付けして通報時の根拠にもなる，回数も増えて欲しい。  

・（合同の事例検討会は）必要だと思う。コミュニケーションを取るためにも顔を覚えてもらう

とは必要なので，病院実習などの場が増えてくると，共通した認識が持てると思う。 

合同研修会が必要 
・看護師も薬剤師も参加する搬入後の病院内の連携についての研修を行う病院があり，自

分たちの通報の不足部分が見えてくる。   

顔の見える関係が 

必要 

顔の見える関係が必要 

・セミナーに参加している顔の見える関係にある看護師とは，事細かく言わなくても理解しあ
える。       

・顔が見える関係だと話しやすく，搬送時間の短縮につながる。 

・（連携は）顔の見える関係だとできるけど，そんな環境にないですね。搬送時も，傷病者を
引き渡すだけで終わる。  

・医師や看護師の人数を増やすような環境整備をしないと，顔の見える関係や連携は無理

だ。   

顔の見える関係にある 

・顔の見える関係はセミナーコースに参加している救命士はできている。 

・顔の見える関係は病院実習の担当看護師とはできている。 

・検証会に参加してくれるようになって，顔の見える関係は続いている。 

病院前救急活動の 

理解が必要 

看護師の病院前救急活動

の理解不足 

・救急業務を理解していない看護師もいる。  

・二次医療施設の看護師とは連携できていない。知識不足で共通認識が図れない。   

・セミナー受講している看護師とは共通用語もあるが，受講していない看護師は共通認識
がない。 

・搬送時に自分たちはプロトコールや AHA ガイドラインを勉強して活用しているが，明らか

に理解していない看護師がいる。   

病院前救急活動を理解し

ている 

・相手がどのくらい救急に対する知識があるのか知っていると，安心して話せる。   

・連携が取れている病院の中でも看護師によって違う。   

・連携は看護師の性格や知識の量の違いもある。 

看護師の特定行為の 

理解不足 

・病棟からの応援看護師は特定行為を理解していない看護師もいて時間がかかる。  

・特定行為に関してスタッフの全員が理解しているわけではない。  
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表 3-2 救命士の傷病者搬入時の連携の認識 2 

カテゴリー サブカテゴリー コード（抜粋） 

意見交換の機会が 

必要 

話し合える場が必要 

・お互いが困っている部分を出し合える場があると情報交換にもなる。  

・救命士，医師，看護師のお互いに思っているイメージを話し合ってお互いを知るような場
があればいい。   

・お互いに話をする場があると，相互の疑問が晴れて良い関係が持てると思う。   

話し合える環境が必要 ・通報時の電話対応は看護師が多いから，話し合いができる環境になって欲しい。  

・セミナーや懇親会以外に話し合いができる場はない。  

話し合う時間が必要 

・救急車の件数も増えており，話し合いができない。   

・（話し合いの）時間がないと思う。医師不足の上，救急隊も忙しくなった。救急車の件数もう

なぎ上りに増えている。      

人材育成が必要 人材育成が必要 

・今後は円滑な連携を図るために救命士のレベルアップを図り，人材育成を行い将来につ
なげたい。      

・救急で一生懸命やっていた看護師も異動になり，勿体ないと思う。   

・理解している看護師が異動になって，理解していない看護師が残っている。   

医療施設との関係性

の構築が必要 

受け入れに関する認識の

違い 

・病院によって受け入れに関する認識の差がある。  

・医療施設の受け入れを断られるのは問題だと感じている。  

・受け入れを断られるため現場滞在時間が長くなるのは困る。  

医療施設との密な連携が

必要 

・医療施設との連携は最低限は必要だ。何でも聞いたり言えたりする関係になりたい。     

・医療施設との連絡がスムーズだと連携がうまくいっていると感じる。搬送時，医療施設との

連絡を密にするようにしている。   

・救命の常勤医がいれば解決できるが，看護師が頑張っても医師のバックアップがないと連

携は難しい。   

施設の連携体制に課題が

ある 

・病院によって，情報が伝達されないことがある。  

・病院のシステムの問題があり連携はできていない。   

・連携以前に病院のマンパワーが少ないことが問題。   

病院との関係性が課題 

・医療施設側の対応に問題があっても，病院の特徴だと聞かされ，仕方ないと思っている。  

・病院側との関わりがなく，溝は深まるばかりだ。  

・消防は救命士の質の底上げを図っているが，病院側の管理者は理解がないのかと思う。  

コミュニケーションが

必要 

コミュニケーションが課題 

・看護師との関係では病院への連絡方法やコミュニケーションなど不足している。  

・傷病者の搬送時に看護師が何もしないのは忙しいこともあるが，コミュニケーション不足も

ある。   

・看護師との意思疎通が思うようにいかないため，医療施設との交渉に時間がかかる。  

コミュニケーションが必要 
・お互いのコミュニケーションは大事で，現場ではそれがないと時間がかかる。 

・コミュニケーションが上手くいくと時間を無駄にしなくて済む。   
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表 4 看護師と救命士の傷病者搬入時における連携の認識 

 看護師のサブカテゴリー(コード数) カテゴリー 救命士のサブカテゴリー(コード数) 

 共通の情報ツールが必要 (7) 通報の標準化が必要  通報に課題がある (19) 

 通報が取れていない (6)  通報の共通ツールが必要 (8) 

 情報交換が出来ている (3)  通報のトラブルがある (3) 
 

 独自の通報マニュアルがある (3) 

 合同の検証会・勉強会が必要 (5) 合同の検証会・勉強会が必要  合同勉強会が必要 (21) 
 

 合同検証会が必要 (10) 
 

 合同研修会が必要 (1) 

 顔の見える関係になっていない(5) 顔の見える関係が必要  顔の見える関係が必要 (13) 

 顔の見える関係にある (4)  顔の見える関係にある (8) 

 病院前救急活動の理解不足 (4) 病院前救急活動の理解が必要  看護師の病院前救急活動の理解不足 (12) 
 

 病院前救急活動を理解している(7) 
 

 看護師の特定行為の理解不足 (2) 

 意見交換が必要 (3) 意見交換の機会が必要  話し合える場が必要 (4) 

 本音で話し合う場がない(1)  話し合える環境が必要(2) 

   話し合う時間が必要 (2) 

 看護師の救急医療の知識が低い(3) 人材育成が必要  人材育成が必要 (3) 

  医療施設との関係性の構築が必要  受け入れに関する認識の違い(7) 
 

 医療施設との密な連携が必要 (6) 
 

 施設の連絡体制に課題がある (5) 
 

 病院との関係性が課題 (5) 
 

コミュニケーションが必要  コミュニケーションが課題 (7) 
 

 コミュニケーションが必要 (4) 
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【Report】 

Recognition of collaboration between nurses and paramedics at 

secondary emergency medical facilities in Aomori Prefecture while 

admitting patients 

 

CHIZURU YAMAZAKI*1 AKEMI FUJITA*2   

（Received April 1, 2022 ; Accepted June 21 , 2022） 

 

Abstract: 【Aim】We aimed to clarify the current status of the recognition of collaboration between emergency nurses and 

paramedics at secondary emergency medical facilities in Aomori Prefecture while admitting patients who are injured or sick. 

【Methods】We administered an interview survey—regarding the current state of cooperation while admitting people who are 

injured or sick—among nurses and paramedics; thereafter, we performed a qualitative analysis. The interview responses were 

extracted verbatim and coded. 【Results】Both nurses and paramedics highlighted the need for “the standardization of 

reporting”, “joint study group / study sessions”, “face-to-face relationships”, “understanding of pre-hospital emergency 

activities”, “a forum for exchanging opinions”, “human resource development”, and information sharing to ensure smooth 

collaboration. The interview responses chosen by paramedics included “relationships with medical facilities” and 

“communication with each other”; the paramedics strongly felt the need to build relationships. 

 

Keywords: secondary medical facility, recognition of collaboration, qualitative analysis, nurses, paramedics  
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Study on the necessity of radiation risk communicator training 

seminars: Survey of local government employees around    

nuclear power plants 
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Abstract: Radiation risk communication has been one of the support programs provided to the residents living near the Fukushima 

Daiichi Nuclear Power Plant since immediately after the accident. This program has been under development, and seminars to train 

radiation risk communicators for local government officials around nuclear power plants have been held in the past, but there have 

been few nationwide surveys on the desired training content and how to hold such seminars for possible participation. A nationwide 

questionnaire survey was administered to local government employees around nuclear power plants in order to clarify the content 

that participants preferred for seminars and how to hold them. In the future, seminars can be held according to participants’ needs. 

1,089 copies were mailed to the sections on nuclear countermeasures, school education, and health and wellness at 121 local 

government facilities. The results revealed an overall willingness to participate in the seminar, although awareness of radiation risk 

communication opportunities varied among organizations. Participants wanted to learn not only about radiation knowledge but 

also about radiation risk communication through lectures and exercises. Approximately 60% of the participants thought that 

knowledge about radiation was necessary for radiation risk communicators, and around 50% thought that knowledge about risk 

communication was necessary. Regarding format, participants preferred a one-day weekday seminar. Participants were aware that 

they could participate in the seminar as part of their job, and that their workplace would provide transportation expenses. The 

results of this survey can serve as a basis for considering the contents and methods of holding seminars for training radiation risk 

communicators. 

 

Keywords: radiation risk communication, nuclear power plant accident, human resource development, local government officials 

 

1. Introduction 

It has been approximately 10 years since the accident at the 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, but there are still 

areas where it is difficult to return. There are approximately 

35,000 evacuees nationwide, including residents who choose to 

continue to remain evacuees, and approximately 24,000 remain 

outside the prefecture1). Radiation risk communication is one of 

the forms of support provided to residents immediately after a 

disaster. Experts have reported various evaluations of the state of 

the situation immediately after the accident2), finding that trust in 

scientists, businesses, and the country has been greatly shaken3). 

The relevant ministries and agencies of the Ministry of 

Reconstruction, Ministry of Consumers, Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT), Ministry of 

Health, Labor, and Welfare, and the Ministry of the Environment 

have recognized the importance of radiation risk communication 

and made efforts to this end. In 2014, as a “Measures Package for 

Radiation Risk Communication for Return,” related ministries 

and agencies announced the direction of cooperation and 

support4), and it has been continued in a different form. Such 

radiation risk communication is still under development, and it is 
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necessary to strengthen detailed radiation risk communication in 

response to individual anxieties by understanding the feelings 

that change according to changes in the lives of residents and the 

progress in decommissioning nuclear power plants5). In 

Fukushima Prefecture, the training of radiation counselors by 

nurses and public health nurses continues6), and the deadline for 

the end of this training is unpredictable. 

With the passage of time after the accident, interest in the 

earthquake has declined in Fukushima Prefecture and people 

from the same prefecture7), and the awareness of the danger of 

nuclear power plant accidents and radiation risks has diminished8). 

Even if radiation information is disclosed after the accident and 

it is said that there is no danger, if the residents cannot understand 

the disclosed information such as risks, they will not be positively 

convinced just by receiving it as information. However, regarding 

the health risks caused by radiation, because it is difficult and 

unclear to accumulate the data on which it is based, there are 

various methods of explanation and ways to accept them, and 

there are reports that it is difficult to persuade with a uniform 

manual explanation9). In addition, radiation risk communication 

is conducted among residents, businesses, administrative staff, 

and the facilitator and interpreter, who is an expert in support 
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communication, but as the people in each position are not so 

qualified10) and the explanations are must also be diverse. 

 The practical activities of radiation risk communication have 

been scattered, even though awareness of the danger of nuclear 

power plant accidents and radiation risks inside and outside 

Fukushima Prefecture has faded11,12). In addition, opportunities 

for training, such as training sessions for local government 

employees13) and faculty and staff12) have increased. Local 

government employees around the nuclear power plant 

recognized the need to prepare for emergencies and the potential 

to become risk communicators but reported a lack of knowledge 

about radiation risk communication14). Considering that 

education on such communication is desired, the training contents 

and methods for one local government employee were examined 

and implemented, the image of radiation has changed, and the 

understanding of radiation risk communication has improved15). 

In the future, training from normal times will be necessary, 

especially in local governments where nuclear power plants are 

located nationwide. However, there have been few nationwide 

surveys on the content of training and how to hold seminars that 

local government employees around nuclear power plants want 

to participate in. Therefore, this study clarifies these aspects, 

making it possible to hold such training according to participants’ 

demands. It is expected that this will contribute to the promotion 

of understanding of the radiation risk communication of local 

government employees and the improvement of the practical 

ability of radiation risk communication. 

2. Definition of terms 

 Risk communication is conducted between residents, 

businesses, and government employees. Facilitators and expert 

interpreters support communication. However, there are no 

qualifications for each position10). In addition, mutual trust is the 

foundation for establishing risk communication. Without trust, 

regardless of how much the speakers say what they think is right, 

the respondents will not understand their true intentions16). 

Therefore, radiation risk communication and radiation risk 

communicators in this study are defined as follows: Radiation 

risk communication refers to the sharing of information and 

communication through dialogue and the exchange of opinions 

among parties concerned about radiation-related risks. Through 

such communication, a mutual understanding of risks is deepened 

and relationships of trust are built. Radiation risk communicators 

provide risk communication to residents and other stakeholders, 

regardless of whether during a radiological emergency or a 

normal situation. No qualifications are required to be a radiation 

risk communicator, nor is there a specific profession or company 

to be a radiation risk communicator. 

3. Method 

3.1 Study design 

 A cross-sectional observational study was conducted. 

3.2 Participant 

The following three divisions were selected for possible 

involvement in radiation risk communication nationwide: nuclear 

power measures, school education, and health. Each of three 

employees from each division of nuclear power measures, school 

education, and health in local governments nationwide were 

included in this study. For the selection of municipal offices, 121 

locations within Urgent Protective action planning Zone (UPZ 

area), such as sheltering in place in the event of an accident at a 

nuclear power plant and an emergency, were selected. Fukushima 

Prefecture was excluded from this study because various efforts 

related to radiation risk communication have been reported, and 

learning needs may be different from those in other prefectures. 

Moreover, municipal offices located within the UPZ areas of 

nuclear power plants under construction were excluded. A total 

of 1,089 questionnaires were sent to the heads of divisions in the 

local government around each nuclear power plant for 

distribution to the participants. 

3.3 Survey method and contents 

The survey was conducted between June and July 2020. 

A request document and questionnaire were mailed to the 

director of each facility, and the collaborators were requested to 

distribute them. 

An anonymous web-based self-input questionnaire survey was 

conducted, and a request for research cooperation was entered, 

stating that consent was given by answering the survey. The 

definitions of each term in this study were explained to 

respondents using an explanatory document to obtain responses 

based on a shared understanding of radiation risk communication 

and radiation risk communicators. 

For the content of the survey, a questionnaire was prepared 

with reference to a survey14,15) of local government employees 

within the UPZ area.  

The participants were asked to indicate their age, gender, 

department, and qualifications, as well as “yes,” “no,” and “don’t 

know” for the following items (1) to (4): (1) desire to participate 

in a risk communicator training seminar, (2) the need for risk 

communicators, (3) the possibility of participating as a job and 

whether travel expenses will be provided, and (4) opportunities 

to conduct risk communication at work or on their own. (5) 

Regarding the knowledge required of risk communicators, 

participants were asked to select up to three items from the 

following categories: knowledge about radiation, knowledge 

about radiation protection, knowledge about risk communication, 

and examples of responses to risk communication. Participants 

were asked to select from a list of options whether they wanted 

one or more of the following seminar contents: lectures on 

radiation, exercises on radiation, lectures on risk communication, 

and exercises on risk communication. (6) The days of the week 

and frequency of the courses that participants were able to attend 

were chosen from a list of options. 

3.4 Analysis 

After basic tabulation, cross-tabulations were conducted 

according to the attributes of the participants’ department and 

qualifications, and significance difference tests were conducted 

using the χ2 test and residual analysis (p < .05). For the χ2 test, 

when responses with an expected value less than 5 accounted for 

more than 25% of the total, small numbers of responses were 
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combined or deleted. SPSS Ver. 27 was used for the analysis. 

3.5 Ethical consideration 

The purpose, method, significance, confidentiality, voluntary 

nature of research cooperation, publication of results, and so on, 

were explained to the participants in a written request, and their 

consent was deemed to be obtained by responding to the web-

based questionnaire. This study was approved by the Ethics 

Committee of the Graduate School of Health Sciences of Hirosaki 

University (Reference Number: 2019-056). 

4. Results 

4.1 Demographics of the participants 

A total of 1,089 questionnaires were sent, and 149 were 

collected (13.7% collection rate), which were included in the 

analysis. 

The gender and age of the participants are reported in Table 1. 

Participants’ age ranged from 20 to 60 years, with most in their 

40s and 50s, together accounting for 90 (60.4%) of the total. In 

terms of gender, 94 (63.1%) were male and 55 (37.0%) were 

female. 

The departments and qualifications of participants are listed in 

Table 1. A total of 56 participants (37.6%) belonged to the nuclear 

countermeasures section, 52 (34.9%) to the health and health-

related issues section, and 41 (27.5%) to the school education 

section. A total of 35 (23.5%) were public health nurses, 12 

(8.1%) had teaching licenses, and 5 (3.4%) were disaster 

prevention specialists. All public health nurses were affiliated 

with health and health-related departments. 

 

Table 1 Demographics of the participants 

                (n = 149) (Unit: persons) 

Characteristic  n % 

Sex Men  94 63.1 

Women  55 36.9 

Age (years) 20s  29 19.5 

30s  27 18.1 

40s  54 36.2 

50s  36 24.2 

60s   3  2.0 

Division Health  52 34.9 

School education  41 27.5 

Nuclear power measures  56 37.6 

Job position Public health nurses  35 23.5 

Others 114 76.5 

4.2 Basic aggregate results of needs for seminars 

The need for participation in seminars, seminar content, and 

seminar formats, such as lectures and exercises, is presented in 

Table 2. A total of 50.3% of the participants wanted to participate, 

16.1% did not want to, and 33.6% were unsure. Regarding the 

topics to be covered in the seminar, 76.5% chose “both radiation 

and risk communication,” 13.4% “risk communication only,” and 

8.1% “radiation only.” Regarding the type of seminar, more than 

half (56.4%) selected “both lectures and exercises,” 37.6% 

selected “lectures only,” and 4.0% selected “exercises only”. 

Table 2 Needs for seminars  

               (n = 149) (Unit: persons) 

Question item Choices  n % 

Hope to participate 

in risk 

communication 

training 

Hope  75 50.3 

Don’t hope  24 16.1 

Unknown  50 33.6 

Required training  

content 

Radiation  12 8.1 

Risk communication  20 13.4 

Radiation and Risk 

communication 
114 76.5 

Other   3 2.0 

Required form of 

training 

Lecture  56 37.6 

Exercise   6 4.0 

Lecture 

and Exercise 
 84 56.4 

Other   3 2.0 

Required number of 

days 

Half day  65 43.6 

One day  76 51.0 

Two days   8 5.4 

Required days of 

the week 

Weekdays 132 88.6 

Saturday or Sunday  17 11.4 

Training form for 

ease of 

participation 

Complete at one time  97 65.1 

Complete at one time 

with follow up 
 20 13.4 

Step up  27 18.1 

Other   5 3.4 

Participate as  

a business trip 

As a business trip  75 50.3 

As other   7 4.7 

Unknown  67 45.0 

Payment of 

transportation 

expenses 

Available  85 57.0 

Unavailable  13 8.7 

Unknown  51 34.2 

 

Table 2 reports the results on conditions for attending the 

seminar. A total of 51.0% of the participants preferred a one-day 

seminar, 43.6% a half-day seminar, and 95.6% a seminar of one 

day or less. 88.6% of the participants preferred weekdays. 65.1% 

of the participants wanted to hold the seminar once, and 31.5% 

wanted to hold the seminar more than once. 

The results of the availability for participating in the seminar 

as part of work and whether travel expenses are paid are also 

reported in Table 2. Approximately half of the participants 

(50.3%) were able to participate in the seminar as part of a 

business trip, while 4.7% were unable to do so. Of the participants, 

57.0% answered that travel expenses would be covered and 8.7% 

indicated that they would not be covered. 

4.3 Basic aggregate results of risk communication 

opportunities and perceptions of risk communicators 

The opportunities to implement risk communication and 

perceptions of the need for risk communicators are presented in 

Table 3. Regarding the opportunity to conduct risk 

communication, 34.2% of the participants recognized the 

possibility of doing so in their own workplace, 26.8% recognized  
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Table 3 Opportunities to implement and knowledge that 

participants consider necessary for risk communicators 

                (n = 149) (Unit: persons) 

Question item Choices n % 

Opportunity to 

conduct risk 

communication at 

work 

Have the opportunity 51 34.2 

Don’t have the 

opportunity 
17 11.4 

Unknown 81 54.4 

Opportunity to 

conduct risk 

communication by 

themselves 

Have the opportunity 40 26.8 

Don’t have the 

opportunity 
40 26.8 

Unknown 69 46.3 

Necessity of risk 

communicator 

Necessary 87 58.4 

Unnecessary 56 37.6 

Unknown 6 4.0 

Knowledge 

required of a risk 

communicator: 

Basic knowledge 

about radiation 

Necessary 125 83.9 

Unanswered 24 16.1 

Knowledge 

required of a risk 

communicator: 

Knowledge of 

radiation protection 

Necessary 101 67.8 

Unanswered 48 32.2 

Knowledge 

required of a risk 

communicator: 

Knowledge of risk 

communication 

Necessary 98 65.8 

Unanswered 51 34.2 

Knowledge 

required of a risk 

communicator: 

Correspondence 

example of risk 

communication 

Necessary 83 55.7 

Unanswered 66 44.3 

 

the possibility of doing so by themselves, and approximately half 

recognized that the opportunity to conduct risk communication 

was unknown. Of the participants, 58.4% indicated that they 

needed a risk communicator and 37.6% indicated that they did 

not. 

Table 3 shows the knowledge that participants consider 

necessary for risk communicators. Approximately 60% of the 

participants wanted knowledge about radiation and around 50% 

wanted knowledge about risk communication. 

4.4 Basic tabulation results on the need for risk 

communication as perceived by participants who did not 

know whether they would attend the seminar 

The needs of the 50 participants (33.6%, hope to participate in 

risk communication training in Table 2) who were not sure if they 

would attend the seminar are reported in Table 4. A total of 78.0% 

of the participants preferred both radiation and risk 

communication as seminar content. Regarding the availability of 

opportunities to conduct risk communication, 16.0% recognized 

that their workplace (section) may conduct risk communication, 

12.0% recognized that they themselves may conduct risk 

communication, and more than 70% were uncertain about the 

opportunities to conduct risk communication. In addition, 42.0% 

recognized the need for a risk communicator. 

 

Table 4 Responses of those who answered Unknown  

                (n = 50) (Unit: persons) 

Question item Choices n % 

Required training 

content 

Radiation 5 10.0 

Risk communication 4 8.0 

Radiation and Risk 

communication 
39 78.0 

Other 2 4.0 

Required form of 

training 

Lecture 21 42.0 

Exercise 1 2.0 

Lecture and Exercise 26 52.0 

Other 2 4.0 

Opportunity to 

conduct risk 

communication at 

work 

Have the opportunity 8 16.0 

Don’t have the 

opportunity 
3 6.0 

Unknown 39 78.0 

Opportunity to 

conduct risk 

communication 

by themselves 

Have the opportunity 6 12.0 

Don’t have the 

opportunity 
8 16.0 

Unknown 36 72.0 

Necessity of risk 

communicator 

Necessary 21 42.0 

Unnecessary 29 58.0 

4.5 Seminar needs by qualification and by section 

Regarding the seminar content, 34 (97.1%) of the 35 public 

health nurses and 100 (87.7%) of the 114 non-health nurses 

requested risk communication.  

The results of the analysis of seminar needs by qualification 

and section are presented in Tables 5 and 6, respectively. 

Regarding the format of the seminar, significantly more of those 

who belonged to the school education section requested only 

lectures and significantly fewer requested both lectures and 

exercises (χ2 = 8.13, df = 5, p = .02). Significantly more public 

health nurses preferred both lectures and exercises (χ2 = 6.35, df 

= 3, p = .01). 

Regarding the method of holding the course, significantly 

fewer of the participants belonging to the health section wanted 

to complete the course in one session and significantly more 

wanted to complete it in one session with a follow-up session. 

Significantly more belonging to the section related to school 

education wanted a single session, and significantly fewer desired 

multiple sessions. Significantly more of those belonging to the 

section on nuclear countermeasures wanted to hold the meeting 

more than once (χ2 = 16.38, df = 8, p = .01). Significantly fewer 

of the public health nurses preferred a single session and 

significantly more preferred a single session with follow-up (χ2 = 

17.40, df = 8, p = .000). 

Regarding the days of the week when they were more likely to 

attend; significantly fewer participants in the school education 
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sector preferred weekdays and significantly more preferred 

weekends (χ2 = 6.70, df = 5, p = .04). 

Significantly fewer participants belonging to the health section 

were aware of the possibility of attending a seminar as a business 

trip, and significantly more were uncertain. Participants 

belonging to the nuclear preparedness section were significantly 

more likely to recognize the possibility of attending a seminar as 

a business trip, and significantly fewer were uncertain (χ2 = 7.86, 

df = 5, p = .02). 

With regard to conducting risk communication on their own, 

significantly fewer participants in the school education sector 

perceived that they had the opportunity to engage in risk 

communication, and significantly more participants perceived 

that they did not. For the item on nuclear preparedness, 

significantly more participants perceived that they had the 

opportunity and significantly fewer perceived that they did not 

(χ2 = 11.70, df = 8, p = .02). 

 

Table 5 Needs for training by qualification (Unit: persons) 

Question item Choices 

Job position 

p Public health nurses   Others 

n  res %   n   res % 

Required form of training 

(n = 140) 

Lecture  7 -2.52 21.2   49 2.52 45.8 
** 

Lecture and Exercise 26 2.52 78.8   58 -2.52 54.2 

Training form for easy participation 

(n = 144) 

Complete it all at once 16 -2.89 47.1   81 2.89 73.6 
** Once and follow up 12 4.13 35.3    8 -4.13 7.3 

Step up  6 -0.19 17.6   21 0.19 19.1 

χ2 test, Residuals are adjusted standardized residuals             

*p < .05 **p < .01             
       

Table 6 Needs for training by division (Unit: persons) 

Question item Choices 

Division 

p Health 
  

School education 
  Nuclear power 

measure 

n %  res  n %  res  n %  res 

Required form of 

training (n = 140) 

Lecture 15 31.9 -1.39   23 59.0  2.85   18 33.3 -1.28 
* 

Lecture and Exercise 32 68.1  1.39   16 41.0 -2.85   36 66.7  1.28 

Training form for easy 

participation (n = 144) 

Once 34 87.2 -2.12   35 63.6  3.09   28 56.0 -0.75 
* Once and follow up  2  5.1  3.06    5  9.1 -1.85   13 26.0 -1.31 

Step up  3  7.7  0.17   15 27.3 -2.07    9 18.0  2.06 

Required the day  

of the week (n = 149) 

Weekday 47 90.4  0.50   32 78.0 -2.49   53 94.6  1.80 
* 

Weekend  5  9.6 -0.50    9 22.0  2.49    3 5.4 -1.80 

Opportunity to conduct 

risk communication at 

work (n = 142) 

Have the opportunity 19 38.8 -2.43   19 51.4 -0.21   37 66.1  2.55 
* Don’t have the 

opportunity 
30 61.2  2.43 

  
18 48.6  0.21 

  
19 33.9 -2.55 

Opportunity to conduct  

risk communication 

by themselves  

(n = 149) 

Have the opportunity 12 23.1 -0.76    6 14.6 -2.07   22 39.3  2.66 

* 
Don’t have the 

opportunity 
14 26.9  0.02 

  
17 41.5  2.48 

  
 9 16.1 -2.30 

Unknown 26 50.0  0.66   18 43.9 -0.36   25 44.6 -0.32 

χ2 test, Residuals are adjusted standardized residuals 
*p < .05 

5. Discussion 

5.1 Needs related to seminar organization and content 

Approximately half of the participants wanted to participate in 

a risk communicator training seminar, 80% wanted to learn about 

both radiation and risk communication, and 40% recognized that 

they needed a risk communicator. Similarly, a survey of local 

government officials in the vicinity of nuclear power plants 

published in 2016 found that about half wanted to gain 

knowledge about risk communication14). It has been four years 

since the survey in the previous study14), and it is reported that it 

is difficult to secure and maintain skills because municipal 

employees are transferred every certain number of years 

regardless of their positions, except for qualified personnel such 

as public health nurses, teachers’ license holders, and employees 

of sections related to nuclear power measures17). As in the 

previous study, more than half wanted to study risk 

communication. Thus, it is suggested that there is a need for risk 
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communicator training seminars for municipal employees in the 

UPZ area. 

On the other hand, about 30% of the participants were 

uncertain about their desire to participate in the seminar, and 

about 70% perceived the opportunity to implement risk 

communication as uncertain. In implementing risk 

communication, municipal employees would participate in an 

administrative capacity, and although they believe that they will 

also play the role of facilitator in the future, none are qualified10), 

and their roles may not be divided. It may thus be difficult for 

them to imagine opportunities to conduct risk communication 

because municipal employees are transferred every certain 

number of years regardless of their positions, except for qualified 

personnel such as public health nurses, teachers, and employees 

of sections related to nuclear power. However, approximately half 

of the participants recognized the need for risk communicators, 

and approximately 80% desired both radiation and risk 

communication as seminar content. This suggests that even if 

they are uncertain about their desire to attend the seminar or the 

opportunity to do so, they may recognize the need to learn about 

risk communication. 

Regarding the opportunity to conduct risk communication, 

significantly more participants belonging to the section related to 

nuclear power measures recognized that they had the opportunity 

to do so. Although residents, companies, and administrators are 

not considered to have any specific qualifications for their 

positions in the section10), it is possible that they imagined more 

opportunities to conduct risk communication than in other 

sections because they are in charge of radiation-related tasks due 

to the characteristics of their section. 

Significantly more staff members of the school education 

section recognized that they had few opportunities to engage in 

risk communication by themselves. In the risk communication 

promotion measures published by the Risk Communication on 

Science and Technology for Safety and Security and Social 

Collaboration of MEXT, it is stipulated that teachers conduct risk 

communication on earthquakes and tsunamis as part of disaster 

prevention education18), and it is possible that they do not imagine 

risk communication on radiation. However, according to the 

Reconstruction Agency’s strategy to dispel rumors and strengthen 

risk communication, it is necessary for educators to understand 

correct knowledge and dispel misconceptions to promote an 

understanding of radiation among students19). Risk 

communication is also covered in teacher licensing courses20),21), 

and it is expected that risk communication about radiation will be 

conducted in schools in the future. Therefore, it is possible that 

the school education section, which participates in the education 

of parents and local residents and responds to their diverse 

opinions, will also be required to address the issue of risk 

communication in the future. 

Regarding the division of health, there was no significant 

difference in the opportunity to conduct risk communication. 

However, almost all the public health nurses who belonged to all 

the health and health-related divisions wanted to hold seminars 

on risk communication. Such nurses have continued to work for 

the health of local residents, and immediately after the earthquake 

and during the recovery process, they were similarly involved in 

rebuilding the health status and lives of local residents affected 

by the nuclear power plant accident22). However, in 2014, 14% of 

the surveyed public health nurses within UPZ areas participated 

in risk communication training23), and it is possible that they 

desired to participate in the seminar because they considered it 

necessary for their future duties. 

It was highlighted that a certain level of need was indicated for 

risk communicator training seminars since the nuclear power 

plant accident, and the fading of crisis awareness of radiation 

risks has faded7), and despite the possibility that some sections 

and qualifications may not be able to imagine opportunities to 

implement risk communication. The fact that local government 

officials who take administrative positions in risk communication 

still have such needs is important because risk communication is 

required not only in times of disaster but also in normal times19), 

and it is necessary to respond to these needs by holding risk 

communication training seminars. Considering the content of the 

seminar, the following points should be considered. When 

considering the content of the seminar, it is necessary to 

incorporate content that imagines opportunities to conduct risk 

communication according to the section and qualifications of the 

participants. 

5.2 Needs related to seminar format 

Approximately 50% of the participants requested not only 

lectures but also exercises. According to a previous study, half of 

the local government officials had experience in conducting risk 

communication11), and it is possible that they experienced 

difficulties in gaining an understanding of local government 

officials through uniform manual explanation1) and wanted 

practical learning. The fact that exercises were incorporated into 

the training programs for human resource development at the 

Nuclear Human Resource Development Center24), prefectures25), 

and other levels of administration, suggests that exercises are 

necessary for seminars on risk communication. 

By qualification, public health nurses significantly preferred 

lectures and exercise. Such nurses have been engaged in practical 

activities for the health of local residents, and it is possible that 

they desired a seminar because it is a prerequisite for the 

development of their practical skills. 

For occupations other than public health nurses, the adjusted 

residual analysis revealed that only lectures were significantly 

desired. However, the actual number of participants was similar 

for both lectures and lectures and exercises. Although the number 

of those who wanted to receive training was smaller than that of 

public health nurses who significantly wanted to receive training, 

we believe a certain number of staff members want skills in 

addition to knowledge, as is the case with public health nurses. 

Regarding those who requested only lectures, about half were 

uncertain about the opportunities to conduct risk communication 

and the necessity of risk communicators, and it is possible that 

they expected lectures to start with training in risk 

communication. 

5.3 Needs related to how seminars are held 

Regarding the method of holding the seminar, about 70% 
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wanted it to be completed in one session, and about 90% in half 

to one day. Given the problems reported by municipal employees 

regarding external training, such as lack of time, personnel, and 

budget26), it is possible that municipal employees desired a 

seminar that could be completed in one day or less, considering 

its impact on their workplaces and jobs. 

In terms of the day of the week, approximately 90% of the 

participants preferred weekdays, while those in the school 

education section significantly preferred Saturdays and Sundays. 

However, only 22.0% of the employees in the school education 

section preferred to hold seminars on Saturdays and Sundays, 

suggesting that employees in all sections may have preferred to 

hold seminars on weekdays. Since the participants of this survey 

were municipal employees and it can be assumed that they work 

on weekdays and take weekends off, they would like seminars to 

be held on weekdays so that they could participate in them as part 

of their work. However, because problems such as lack of time, 

manpower, and budget have been highlighted for external 

training of municipal employees26), it is possible that even if 

seminars were held on weekdays, few people would be able to 

attend. Regarding participation in seminars, approximately half 

of the participants were aware that their workplaces allowed them 

to participate in business trips and provided transportation 

expenses. Therefore, we believe that it is possible to hold 

seminars on weekdays to meet these needs. 

The fact that a certain number of participants wished to 

participate in the seminar as part of their work and expected to 

obtain an understanding from their workplaces regarding their 

participation suggests that municipal officials in the UPZ areas 

recognize risk communication as part of their own work. It can 

also be assumed that they are considering participating with the 

assumption that they will conduct risk communication from an 

administrative standpoint. When holding a seminar, it is also 

necessary to consider covering risk communications from an 

administrative perspective. 

6. Limitation 

 The heads of divisions in local governments around nuclear 

power plants were sent questionnaires and were requested to 

distribute them to participants in this study. The questionnaires 

were not probably reached to all participants. In addition, 

participants may not have answered the questions because they 

were asked to respond using the internet. Therefore, the collection 

rate might have been lower than otherwise. However, the findings 

of this study are valuable because few reports have investigated 

and analyzed the need for radiation risk communicator training 

seminars among local government employees around nuclear 

power plants nationwide. 

7. Concluding Remarks 

There is a demand for seminars on radiation and risk 

communication for employees working in municipalities in the 

UPZ area. Seminars need to include not only lectures, but also 

exercises, and it is necessary to consider how to develop seminars 

according to the type of work. When holding seminars, it is 

necessary to consider how to do so, taking the fact that there is a 

need to hold them on weekdays within one day into account. The 

results of this survey may serve as reference material when 

considering the content, form, and method of holding seminars. 
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【報告】 

放射線リスク・コミュニケーター 

育成セミナーの必要性に関する研究 

-原子力発電所周辺自治体職員への調査- 

 

成田秀貴*1 木立るり子*2 山田基矢*1 工藤ひろみ*1 工藤幸清*1 

小山内暢*1 辻口貴清*3 小倉巧也*4 田中真*1 

 

（2022 年 6 月 14 日受付，2022 年 8 月 24 日受理） 

 

要旨：福島第一原子力発電所の事故後，住民に対して被災直後から行われてきた支援のひとつである放射線リスク・
コミュニケーションは発展途上にあるいわれている。セミナー等が開催されているものの，原子力発電所周辺の自
治体職員に望まれる研修内容や開催方法に関する全国的な調査は少ない。そこで今後の育成セミナーの開催に向け

て，対象者の望む研修内容や開催方法に関する全国的な質問紙調査を実施した。地方自治体 121 施設における原子
力対策に関する課，学校教育に関する課，保健・健康に関する課へ 3 部ずつ合計 1,089 部の質問紙調査票を郵送し，
回収した 149 部を分析対象とした。放射線リスク・コミュニケーションを実施する機会があるという認識は所属ご

とに異なったが，全体的にセミナーへの参加希望が多かった。セミナーの内容には放射線に関する知識だけでなく
放射線リスク・コミュニケーションの内容も希望され，セミナーの形態は講義と演習の両方を希望するものが多か
った。放射線リスク・コミュニケーターに必要と考えられる知識は，約 6 割が放射線に関する知識，約 5 割がリス

ク・コミュニケーションの知識であった。セミナーの開催方法については平日かつ 1 日の終了が希望され，仕事と
しての参加，交通費は支給されるものという認識が多かった。本調査の結果は，放射線リスク・コミュニケーター
育成セミナーを開催する際に，セミナーの内容や開催方法などを検討するための基礎資料となる。 

 

キーワード：放射線リスク・コミュニケーション，原子力発電所事故，人材育成，地方自治体職員 
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あとがき 

向寒の候、新型コロナの感染は第８波を迎え、新たな対策が求められております。地域の保健

医療福祉の発展に貢献することを目的に教育・研究活動を進める保健科学研究会の機関誌であ

る、保健科学研究第 13 巻 1 号を皆様にお届けいたします。今号は原著論文 2 編・報告 2 編を掲

載することができました。投稿いただきました研究者の皆様、教育的・学術的な視点から丁寧に査

読を頂きました先生方、支えてくださった運営委員・編集委員・発行委員の皆様にお礼を申し上げ

ます。9月末の発行を目指しましたが、遅延いたしましたことを心よりお詫び申し上げます。 

次号は 3月の発刊を予定しております。査読中の論文に加え、今後も皆様の研究や活動を形に

してまいりますので、さらなる投稿を心よりお待ちしております。 

  

2022月 11月    編集委員長 松尾泉      
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