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ルーラルナースのネットワーク特性
－地域のスペシャリストの特徴－

発 表 者 三枝 智宏 （静岡県：浜松市国民健康保険佐久間病院）

j�hjµ�d�Ó³gî�´/¤
ìuv�d¸ð��dg�/àì

 %s?@ABCDµ$���

&c+!

B7u�PQUu�qc^øb�

EWu�MÇ�12�l|F_|K�}
uv�l|F¤`_tqcb�Da

�

z<^vGuv�d¸ð��dg�
v
���[

Ã}[ ¤l[ 56d[

「へき地の看護師さんってすごい！患者さんや

その家族のことはもとより、地域のことは何で

も知っている」。田舎に赴任した多くの医師はこ

のことを強烈に自覚します。また、看護師も一

種の憧れを持って口々にこのことをおっしゃい

ます。
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２００４年の国保地域医療学会にて、三重県の奥

野正孝先生が「ルーラルナーシングを提唱する」

という演題の中で、「ルーラルナースとは、看

護・福祉・保健・介護・医療・救急を含めた

様々な場面に対応できる看護のジェネラリスト

であり、地域の環境・自然・文化や住民の情報

を理解し実践に応用できる地域のスペシャリス

トである」と特徴づけました。
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今回、このうち地域のスペシャリストに注目

しました。その地域に初めて赴任する医師や看

護師はどのようにすれば地域のスペシャリスト

になれるのでしょうか。それは単に経験年数が

多いからではなく、地域内の多様な情報を様々

なネットワークを介して獲得しているからであ

る、という仮説の下、そのネットワーク特性に
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ついて調査しました。
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方法。当院に勤務する看護、介護、外来受付

事務の職員を対象にネットワーククエスチョン

を行いました。同時に、職員間の投票により地

域のスペシャリストと思われる職員を選出し、

同年代の他の職員との比較を行いました。なお、

統計学的な検定は行っておりません。

質問は、過去半年の間で重要な事を話し合っ

た人を、思い浮かんだ順に５名あげていただき、

回答者との関係とその５名が相互に知り合いで

あるかどうかを記載していただきました。尚、

個人名の記載は求めておりません。
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今回は記載された人数をそのままネットワー

クのサイズとしました。ネットワーク密度とは

自分の知り合い同士が知り合いである割合を言

います。５名の間では１０組の知り合い関係が考

えられますが、そのうち何組が実際に知り合い

かという指標です。密度が高いネットワークは

似たような価値観を持ち類似した行動をとりや

すいとされ、密度の低いネットワークは価値や

規範に多様性があり、多様な情報がもたらされ

るとされております。
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親密な知り合いを５名までに限定すると、密

度１．０ではこの６名の中で関係がすべて埋まって

しまい外の情報に接しにくくなります。
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一方、密度０．５では緑の人から見ると青い人を

介して他に１０人とつながることになり多様な情

報がもたらされやすい、ということになります。
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結果です。回答を得たのは看護師、准看護師、

保健師が３２名、その他が１４名でした。地域のス

ペシャリストは１０名を選出しましたが、年齢や

職種に関係なく選出されておりました。

20�30§, 40§, 50�60§,

PQU ¡ Ç�� 8¡1 8:3 16:10
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Ã�ã 5.9 8.4 17.9

Ó³gî�´Ì¶" 4.7 4.8 4.2

Ó³gî�´�� 0.52 0.67 0.73

12�/"(%) 43.0 45.5 61.4

��Î �/"(%) 14.8 25.5 16.5

uv-ÏMW�/"(%) 53.0 66.1 63.6

¾1�À*B</"(%) 53.0 58.2 58.1
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年代別にネットワークの特性を見ますと、５０

歳以上ではネットワークサイズが小さく、密度

が高い傾向が見られました。一方、４０歳未満で

は密度が低く、家族や地域内居住者の割合が少

ない傾向がみられました。
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¾1�À*B</"(%) 69.5 50.0
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地域のスペシャリスト１０人と、同年代の１６人

を比較しました。ネットワークサイズはほぼ同

じでした。地域のスペシャリストのネットワー

ク密度は高く、家族や地域内居住者の割合が多

い一方、病院職員の割合が少なくなっていまし

た。
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考察。地域のスペシャリストを、病院内に地

域の多様な情報をもたらす者、として捉えると、
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病院内ネットワークと地域の様々なネットワー

クとを結ぶハブの機能を担っており、そのネッ

トワークサイズは大きく密度は低いであろう、

という事前予想のもとに調査しました。病院職

員の割合が低いことは病院外とより多くつな

がっていることを意味し、予想通り病院内ネッ

トワークと病院外ネットワークのハブ機能を

担っているといえます。
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しかしネットワークサイズは他の職員と変わ

らなかったうえ、密度はむしろ高く、家族を含

めた地域内居住者の割合が高かったことは、地

域のスペシャリストがもたらす情報は、地域内

で似たような価値観を持つ比較的閉じたネット

ワーク内で醸成されたものであることが考えら

れました。

一方、４０歳未満の若い世代は地域内との結び

つきが比較的小さく密度の低いネットワークを

形成しておりました。これは、地域外の多様な

情報に接する機会が多いことを意味し、看護の

新しい情報を持ち込むことによりルーラルナー

シングのもう一つの特徴である看護のジェネラ

リストを達成する要素となりうると思われまし

た。
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地域のスペシャリストは、地域内居住者や家

族の割合が高く頻繁に交流する密な地域内ネッ

トワークを形成していました。新規参入職員が

地域のスペシャリストを目指す場合、地域にあ

る密度の高いネットワークの一員になることが

一つの方法であると思われます。

―１２１０―




