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看護部を元気にする
ヒント・ポイント・
マニュアル集
本連載は、知識や理論よりも、このとおりにすれば、 
期待する結果が得られることを目的としたシリーズ企画です。
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次回は、株式会社フロインド 人事アドバイザー（MBA）・下田静香氏による「改善着手法」（仮）を予定しています。
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　看護体験を語り、共有するという目的
から「ナラティブ」を院内研修や教育に
取り入れる施設が増えてきています。最
近では介護施設での教育にも取り入れら
れているようです。ナラティブは、自ら
の看護を言語化し語ることで、そのとき
の看護ケア実践場面を追体験し、客観的
に見つめなおすことができ、新たな発見
や気づきができると、看護師の教育に用
いられているようです。また、その語り
の聞き手にとっても、自らの体験と重ね
合わせることで、イメージ化しやすい共
有の学びの機会ともなります。ナラティ
ブは看護ケア実践場面での看護だけにと
らわれず、医療安全や倫理などの視点で

も活用できることを、当院での取り組み
をまじえながら紹介したいと思います

（図）。

　ご存知の方も多いと思いますが、ナラ
ティブは「物語」「説話」「叙述」と訳さ
れ、「語る」という行為と、「語られた内
容」「物語」を意味するものと記されて
います。本によれば「ナラティブ」また

は「ナラティヴ」と書かれていますが、
基本的にどちらでも構いません。
　これまでナラティブは、医療の受け手
である患者に焦点を当て、NBM（Narra-
tive Based Medicine）として医師や心理

医療法人博康会 なかむら内科病院 看護部長 中村育美
（認定看護管理者）
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図　ナラティブ活用の視点
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学の領域で用いられ、患者の思いや考え
方を語りをとおして理解し、問題点やそ
の解決を図ろうとするものとして浸透し
てきました。ベナー看護論でご存じのパ
トリシア・ベナーは、看護の提供者に視
点を置き、ケアリング実践から得た「経
験知」を語ることの重要性としてナラテ
ィブを、著書である「エキスパートナー
スとの対話」の中で次のように述べてい
ます。
　「実践に関するナラティブは、経験学
習から得られる臨床的な思考・知識とと

もに、その実践の本質・内容を明らかに
する。実践者にとってナラティブは、自
分の実践を理解するための資源であり、
同僚の臨床知識を理解し共有するための
資源である」１）

　１人の看護師が経験した看護は１つか
もしれません。しかし、その経験は教科
書では学べない看護の本質や実践内容を
他者に語ることで、看護実践から得た知
識「看護実践知」を認識して共有し、語
り手と聞き手が互いの学びとなるという
ことです。

ナラティブを書いてみる

　ナラティブは自らの看護実践を語り、
聞き手は語りを聞くことにより互いの看
護実践知となります。しかし、何をどう
語ればいいのかということになるのです
が、自らの臨床上の経験を書くのが良い
でしょう。患者への看護ケアがうまくい
った、もしくは大変困難な状況であった、
または患者とのコミュニケーションの中
で看護者として深く感銘したり、考えさ
せられたという誰でも経験している事柄
で良いのです。私は「忘れられない患者
さん」について書いてみましょうと言い
ます。

ここがポイント！

「忘れられない患者さん」とのかかわ

りを書いてみる
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　ナラティブを書くうえで、その内容が
より明確になるよう次のような事柄を含
めると、まとめやすくなります。
・出来事があったときの状況（日勤帯・

夜勤帯・勤務者状況・いつごろの時間
など）

・出来事の詳しい内容（私が検温に訪室
したとき、患者はこちらを向いた状態
で寝ていた……など、その場面がイメ
ージできるように、具体的な会話など）

・そのときの状況に自分は何を感じたか、
どう考えたか

・その出来事にどのような重要性を感じ
たか

　ベナーが示す、ナラティブ記載の約束
事項を活用するとより記述しやすいと思
います（表１）。何より患者との会話を

含め、その時間の中で起こった状況を書
いてみましょう。書き記すうちにどんど
んその場の光景が思い描け、書きたいこ
とが明らかになってきます。

ここがポイント！

看護ケア実践の中での出来事を書く

　ナラティブを語る側は、伝えたい、分
かってもらいたいことが焦点化されてい
ます。しかし、意外と本人が気づいてい
ない看護の重要なツボと思われる箇所が
含まれていることを見逃さないことが重
要です。

例）経験３年目の私は、腹水と下肢の
浮腫に苦しむ受け持ち患者を少しで
も楽にしたいと考え、ギャッジをア

ップし下肢にクッションを挿入し
た。患者は「そんなことしても何も
良くならない。俺の苦しみが分かる
か！」と怒鳴った。私を気遣い、夫を
諭す妻にも患者は怒鳴った。しかし、
先輩が同じケアを行うと患者は素直
に笑顔で応じた。未熟だから私のケ
アは受け入れてもらえないのだと思
うと、自然に患者から足が遠のいた。

語られたナラティブの
ツボを見逃さない

・ある患者ケア実践について自分はどのよ
うに考え、または思ったか（思考）

・どのようにしようと考える、または計画
した（意図）

・そして起こった出来事の意味を説明する、
あるいは解き明かす（解釈）

・そしてこのように行動することでどうな
ったか、結果や成果を書き表す

� （行動とアウトカム）

表１　ナラティブ記載の約束事項

ナラティブ記載に含める事柄
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　このナラティブを語る若い看護師は、
自分の未熟さに自信をなくしたという事
例です。しかし、とても重要なツボが隠
されていることに彼女は気づいていませ
ん。妻と彼女に怒鳴る患者は、自らの苦
しみを正直にぶつけています。先輩に向
けた笑顔や対応は建前であること、若く
ても彼女を信頼すればこそ、家族に見せ
る本音を彼女にもぶつけているのは、そ
の存在を患者に認めてもらえているとい
うことだと思います。
　この視点は、語り手である彼女にとっ

て衝撃で、患者の心理を考えず自分の気
持ちだけに意識が働いていたことに気づ
きました。自分の存在価値に感激すると
ともに、患者に寄り添う行動をよみがえ
らせました。重要なツボを見逃さないこ
と。これが教育に生かせるナラティブの
素晴らしさだといえます。

ここがポイント！

ナラティブに隠れたツボを探す

　チーム医療活動はさまざまな分野で活
発に取り組まれ、現在は当然のものとし
て定着しています。褥瘡対策、NST（栄
養サポート）、クリティカルパス、感染
管理、医療安全対策、倫理活動など、多
くのチーム活動が行われています。職種
が違うメンバーがそれぞれの立場や役割
から相互理解することがチーム活動には
重要です。ナラティブを各職種が発表し
合うことで、その役割を理解し共感し合
えるようになります。

　理学療法士がベッドサイドリハビリを
行っていたときのナラティブの一例です。

例）意識レベルが悪く、呼びかけにも
反応しない患者の手を握ると、かす
かに握り返した。毎日ベッドサイド
へ行き「気分はどうですか。今日も

頑張ってリハビリしますよ」「今日
はいい天気です。早く車いすに乗り、
外に行きましょう」と独り言のよう
に声をかけながらリハビリを行って
いた。ある日、患者が意識を取り戻
したと聞き、患者を訪ね「良かった
ですね」と声をかけると、「あなたね、
いつも私に声をかけてくれた人は。
あなたの声はちゃんと分かっていま
した。あなただけが私に、話しかけ
てくれた。ありがとう」と言った。
意識が戻ったことよりも、その言葉
に驚いた。意識がないからではなく、
１人の人間としてかかわることの大
切さを理学療法士として実感させら
れた。

　このナラティブは、パスの計画に沿っ
て各職種が介入している中での出来事で、

チーム医療活動にもナラティブを
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いちばんショックを受けたのは看護師で
した。私たちは患者にどれだけの言葉を
かけ、どれだけ触れていただろう。患者
がかすかに握り返した反応を、私たちは
気づく機会がなかったのだろうか。そし

て、看護師以外の職種も患者との大切な
接点を共有する仲間であることを理解し、
互いに尊重し情報交換が深まるきっかけ
になりました。

医療安全研修“共有しよう私の経験、
活用しようあなたの教訓”

　当院では３年前から、年間研修に医療
安全と倫理に関するナラティブ発表会を
全職種対象に取り入れています。厚生労
働省の「安全な医療を提供するための10
の要点」に「共有しよう私の経験、活用
しようあなたの教訓」にならい、全職員
がインシデント・アクシデント（以下、I・
A）に関連したナラティブを医療安全対
策委員会へ提出し、選考にて発表者を決
定しています。
　本人が書きたくないものは書く必要は
ありません。委員会より、書くよう強要
することもできません。本人が皆と共有
したい、皆にも気をつけてほしい、と思
えなくては書けないものであることも理
解し、進めることが大切です。
　中には、何も書けないという人もいま
す。そのときは、「忘れられない患者さ
んはいませんか？　その患者さんのこと
を、I・Aでなくてもいいので書いてみ
ませんか」と働きかけると、案外と書け
るようです。
　それでも頑として書きたくないという
人は、発表会に参加し他者のナラティブ

を聞くことで免除することも必要です。
強制は反対に倫理的問題となるので注意
が必要です。
　発表を聞くことで、職種の違いによる
発生状況や要因が理解できることや、「自
分たちも協力すれば防止できるのではな
いか」と再発防止への気持ちが芽生える
きっかけにもなるようです。何より１つ
のナラティブが共有の話題となり、職種
間のコミュニケーションを広げます。

ここがポイント！

I・Aにこだわらず「忘れられない患者」

について書いてみる

　看護師としての行動を反省し語られた
ナラティブに、医療安全対策が含まれて
いる事例を紹介します。

例）末期がん患者が毎晩、寝たふりを
しながら泣いているのを私は知って
いた。何と声をかければいいのか、
私には分からなかった。ある夜、麻
薬の持続注入を交換し部屋を出る
と、シリンジポンプのアラームが鳴
った。三方括栓を開放し忘れたのが

職員研修にナラティブを活用
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原因だった。必死に患者へ謝ると「背
中をさすって」と言われ、さすりな
がら声をかけた。「眠れないのです
ね」すると患者は「まだ死にたくな
いんだ」と泣き出した。新人とはい
え一緒に泣いてしまった私の行動
は、看護師として言い訳のしようの
ないものだった。

　患者の気持ちをもっと受け止めること
ができればと、自らの行動の後悔から書
かれたナラティブでした。看護ケア実践
として背中をさするというケアリングが
患者の本心を引き出した素晴らしいナラ
ティブです。
　医療安全の視点も隠されているのは、
お分かりですね。シリンジポンプ操作に
関する教育の必要性です。薬剤交換から
再開における一連の操作手順を新人看護
師が習得できているか、確認指導が不十
分であったことに気づかされ、操作手順
に沿ったチェックリスト作成につながっ
たナラティブでした。

倫理的問題をナラティブから学ぶ

　倫理的問題というとプライバシーやセ
クシャルハラスメント、パワーハラスメ
ントなどはすぐに思い浮かべられます。
しかし、自らの看護ケアに倫理的問題が
隠されていることには意外と気がついて
いないものです。
　倫理委員会では医療安全と同じく倫理
研修としてナラティブ発表会を開催し、
職員への倫理意識を高める取り組みを行
っています。医療安全研修のナラティブ
より難しいのが倫理のナラティブかもし

れません。なぜなら、何が倫理問題なの
かを理解するに至っていない職員が多い
からです。
　そこで、医療安全で提出されたナラテ
ィブ原稿から倫理的問題が潜在化してい
るものを選出し、倫理委員会で活用する
という方法をとっています。つまり委員
会同士の連携と、互いの活動をサポート
する体制が重要になります。倫理への認
識が高まれば、単独でナラティブを集め
ることは、十分期待できます。また看護
部内で行う看護ナラティブ発表の原稿の
中から倫理問題が潜在したものも、倫理
問題として活用できます。倫理委員会で
は、医療倫理の４原則（表２）にのっと
り、潜在する倫理問題を顕在化させるよ
う発表後にコメントしています。

表２　医療倫理の４原則

自律尊重：本人の意志、
自己決定の尊重

善行：患者・家族の利
益を優先、効果を最大
にする

無危害：患者に危害を
加えてはならない

正義／公正：すべての
人を公平に治療する

　倫理的問題として考えさせられたナラ
ティブを紹介します。

例）脳梗塞後遺症で寝たきりの女性患
者は、オムツを着用している。発語
はするが聞き取れないため、私は一
方的に言葉をかけていた。「オムツ
変えますよ」そう言うと患者は足を
縮めて手に力を入れ、抵抗するのが
お決まりであった。その力は強く、
こちらもそれを取り除こうと力が入
る。骨折でもしたらどうしようと考
えながら「気持ち悪いから交換しま
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しょう」と言ったとき、いつもは聞
き取れない患者の声がはっきりと聞
こえた。「はずかしい。はずかしい」
そうか、はずかしいからいつも抵抗
していたんだ。

　私たちは“オムツを換える”とよく口
にしています。高齢者でもオムツ使用を
知られたくないと思われる方は多いです。
大きな声で「オムツ変えましょう」と言
われると、周りに「この人、オムツして
います」と言っているのと同じです。看
護学校では、交換時はプライバシーに配
慮し不要な露出を避けると学んだはずが、

現場では掛け物をすべてめくり、行って
いないでしょうか。聞きとれないと決め
つけ、本当に聞こうとしていなかったの
ではないでしょうか。「はずかしい」（自
律尊重）と発した言葉に、高齢者であっ
ても女性としての思いをくみ取る配慮が
必要であった（善行）と、私たちの倫理
的問題への盲点に気づかされます。

ここがポイント！

ナラティブに隠れされた倫理的問題発

見に４原則を活用する

　ナラティブは多くの視点から学ぶこと
ができると理解していただけたのではな
いでしょうか。30年前には考えられなか
った多職種との協働が今は基本となり、
その中心で患者とのかかわりが多い看護
師たちは、多くのナラティブを語ること
ができるはずです。
　その機会を私たち看護管理者がつくら
なければ、経験を宝とすることがないま
まに、看護業務やケアに追われる看護師
を生んでいきます。
　ナラティブを語り、聞くことは、多く
の気づきと看護師の感性を高めます。ま
た同時に、私たち看護管理者も感性教育
を得ているのです。
　さまざまなナラティブに「素晴らしい
経験をしましたね」と声をかけることが

大切です。１つのナラティブには、多く
の課題を引き出す材料があり、それは管
理者の視点で活かされます。
　ベナーは「看護実践知は看護者にとっ
て看護財産である」と言っています。た
くさんの看護財産を得ることができる、
素晴らしい看護実践者を育成していきた
いものです。

ここがポイント！

どのようなナラティブにも「素晴らし

い学び」があることを伝える
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