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看護研究に対する意識調査

発 表 者 吉田 規江 （徳島県：つるぎ町立半田病院４階病棟）

共同研究者 真鍋 明子、長尾 春美

はじめに

近年、看護研究は盛んに行われている。看護

の専門性を高め、看護の発展、質の向上のため

に必要不可決なものと言われている。専門職と

してより質の高い看護を提供するためには、看

護研究は重要となってくる。

当院でも、毎年院内看護研究が実施されてい

る。H２２年からは院外講師による支援体制も加

わり、年々充実した内容になってきている。一

方で研究発表を行ったスタッフは、日常業務と

平行して行っていく研究の過程で様々な悩みや

課題を抱えることがあると聞かされる。そこで、

看護研究実施者が実際に看護研究を経験してみ

ての自己に及ぼす影響はどのようなものなの

か、実態調査を行ったので、ここに報告する。

研究方法

[E��

�º[EG�Ç

J�¨��[E<@:�¡���¡u�

�º[EFè

pqt�t8qpqt�sq8

vº¨,©

¬ �[Em1xz{��éH

° �[Em1)z$��uéH

² �[E?×Ô®ûg�m1ÕÖ��éH

· ���@êm12O�uéH9ñqséHO

hºS�Ñ�þë��

úì�ñÁ<�J�9��[E1<Ö ��¼-��¦�w|*��[E<

R �{¡�� `réH`1�	D><�J�¡O

倫理的配慮
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調査対象者５３名のうち回答のあった４７名を分

析対象とした。

�研究への取り組み �研究への支援体制
�研究による自己成長への効果 �看護実践へ
の活用の４つのカテゴリー毎に集計した。

結果
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研究への取り組みでは「仕事との両立が大変

であった」「忙しい業務の後や休日に時間を作っ

て取り組む負担を感じた」では９８％のスタッフ

がそう思う、やや思うと回答していた。

研究への支援体制については、１００％のスタッ

フが「わからないところをすぐに聞けるスタッ
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フが身近に必要だと感じた」と回答している。
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研究による自己成長の効果について、「経験

することにより自信がついた」「看護研究をとお

して勉強になった」の項目に７０％以上のスタッ

フがそう思う、やや思うと回答していた。そし

て２３％のスタッフが「チャンスがあれば今後も

看護研究をやってみたい」に肯定的回答を示し

ている。

看護実践への効果については、「研究を通し

て新しい気づきが発見できた」ではそう思う、

やや思うに８１％回答している。
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看護研究の意欲について「チャンスがあれば

今後も看護研究をやってみたい」と各項目の相

関係数を算出したところ、「看護研究はやりが

いがある」、「経験することにより自信がつい

た」、「終わってから振り返ると楽しかったと思

う」との相関が強く、「仕事との両立が大変だっ

た」や「忙しい業務の後や休日に時間を作って

とり組む負担を感じた」はほとんど相関がなかっ

た。

考察

今回看護研究に対する意識について調査した

ところ、多くのスタッフが仕事との両立が大変

だと思っていることがわかった。看護研究をす

るにあたり不規則な勤務をこなす中で、仕事以

外の時間、休日などに看護研究をすることのス

トレスを感じていることが伺える。黒田３）は「現

場では時間を確保することはなかなか困難であ

り時間の確保や研究を進めるうえでの環境を整

えていくことが大切である」と指摘している。

忙しい勤務時間に研究に費やす時間を確保する

ことは困難であるのが現実の状況ではある。研

究者自身も事前になって焦らないよう計画的に

進めて行く必要がある。それゆえ看護研究をす

るスタッフに対し業務をしながら時間調整し取

り組んでいるという頑張りを認め、励ましてい

くという心がけも必要だと思う。

また、看護研究をすすめる過程で、すべての

スタッフが指導体制への支援を求めていること

がわかった。「外部講師の指導は看護研究のレ

ベル向上につながり看護研究に取り組む意識の

向上につながる」と姫野４）は述べている。当院で

も H２２年より外部講師による定期的な指導に

入ってもらっている。定期的に直接に指導が入

り受けられるという安心感があり、より看護研

究に深く関わりレベルの高い研究活動ができる

と思われる。また院内スタッフのみでは論文作

成の経験が浅いため論文としての完成度を高め

るためには外部講師の指導は必要不可欠であ

る。しかし、相談や助言が欲しい時にすぐに聞

けない、短時間ではなかなか自分の思いや意見

が伝わりづらく指導時間が足りないという意見

もあり、多くのスタッフが身近に指導者を必要

としている。看護研究について知識がある院内

スタッフの活用や指導者の育成も支援体制には

必要であると考える。

更に、多くの困難を抱えながらも研究に取り

組むことは看護師としての自己成長につながっ

ていることが今回の研究データーで理解でき

た。自信がついた、勉強になったという意見も
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新人看護師集合教育の取り組みと成果

発 表 者 田村 久美子 （宮城県：公益社団法人地域医療振興協会 公立黒川病院）

共同研究者 高橋 絵里子、大黒 なか子

多く大変ではあるがやり遂げた後に感じるもの

も大きく達成感を感じている。そしてその思い

が、チャンスがあれば今後も看護研究をやって

みたいという意見にもつながっていることが相

関係数の分析からわかった。仕事との両立の困

難と看護研究の意欲との相関係数は低かったこ

とから、仕事との両立が大変であっても、看護

研究から学べたという影響は大きいと考えられ

る。看護研究を通して自己成長できたと感じら

れるよう、また自信がもてたと思えるよう支援

されることが今後の更なる看護研究の継続には

必要である。

結論

今回の結果から、看護師は研究を行うことに

負担を感じているが、研究をすることでの自己

成長を感じ、それが看護研究に取り組む意欲に

つながっていることが明らかになった。
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新人看護師研修ガイドラインでは、入職時に

統一した内容で受講する集合教育が重要である

と言われています。

近年、看護大学からの実習生などを受け入れ

ており、毎年８名程度の新卒看護師の入職があ

ります。

当院においても新人看護師の資質の向上と離

職防止を目的に３年前から集合教育を行ってい
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