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リモートによる支援者支援のガイドラインの作成

2020.4-5月日本精神保健看護学会の萱間真美理事長のリー
ダーシップのもと

社会貢献委員会のメンバーとして、ガイドライン作成に参加

ガイドラインは”Knowledge Translation“の方法で作成

“Psychological first aid”や多数の論文・ガイドラインを参
考に、日本の臨床にマッチしたリモートによる支援者支援の
ガイドライン作成を目指した

日本の臨床での先行研究がない中、現場で何が起こっている
のかを把握するためのニュース記事の分析を担当



日本のニュース記事の分析によるカテゴリ一関連図

1.遺族の危機

2.医療者の危機

3.管理者の危機

4.医療の危機

危機打開につながる要因

8.医療者のレジリエンス

9.医療者の危機の打開につながる

要因

10.医療の危機の打開につながる要因

11.院内感染の経験からの警鐘

12.国民の危機の打開につながる要因

13.良識あるメディアの報道

14.COVID-19対応医療体制の構築

5.医療者の危機を促進する要因

6.管理者の危機を促進する要因

7.医療の危機を促進する要因

様々なレベルの危機

危機の促進要因

諸刃の刃



海外のニュース記事の分析によるカテゴリ関連図

1.患者の危機

2.回復者の危機

3.家族の危機

4.遺族の危機

5.医療者の危機

6.こころのケアの専門家自身の危機

7.国家の危機

危機打開につながる要因
9.患者の危機の打開につながる要因

10.回復者の危機の打開につながる要因

11.家族の危機の打開につながる要因

12.遺族の危機の打開につながる要因

13.医療者の危機の打開につながる要因

14.心のケアの専門家自身のレジリエンス

15.国家の危機の打開につながる要因

16.良識あるメディアの報道

8.遺族の危機を促進する要因

危機の促進要因

14.COVID-19対応医療体制の構築

様々なレベルの危機

諸刃の刃



危機とその要因への対処

危機打開につながる要因の強化

危機とその要因

図1.COVID-19による危機への対処

諸刃の刃の「COVID-19対応医療体制の構築」の認識

危機打開の方策



医療者の危機とその促進要因（国内）
表1.医療者の危機

サブカテゴリー

悲観的な予測

患者を適切な医療につなげられるか
の不安
医療者のメンタルヘルスの悪化のリ
スク

医療者のメンタルヘルスの悪化

不安による対応困難

医療の質低下への諦め

モチベーションの低下

医療者の倫理的なジレンマ

表2.医療者の危機の促進要因

サブカテゴリー

スタンダードな感染防御の困難

高い医療従事者の感染リスク

スクリーニング体制の不備

業務負担の増加

元々の医療者の待遇の悪さ

世間から医療者への差別や偏見

組織の過剰反応

個人的な事情



医療者のレジリエンスと危機打開の要因（国内）

表3.医療者のレジリエンス
カテゴリー

怒りのエネルギー
楽観的な予測

医療者を守る体制の必要性の認識
医療者自身のストレスマネジメント

表4.医療者の危機を打開する要因
カテゴリー
医療者への外発的動機付けの必要性
の認識
不安を軽減するための組織的な対応
看護の職能団体による国民の理解を
促すためのメディアの活用
看護の職能団体による復職者を求め
るためのメディアの活用
看護系学会による国民の理解を促す
ためのメディアの活用
自治体による医療者へのエール
メディアによる医療者への支援



管理者の危機とその促進要因（国内）

表5.管理者の危機
サブカテゴリー
管理者のメンタルヘルス悪化のリスク
管理者の倫理的ジレンマ

表6.管理者の危機を促進する要因
サブカテゴリー
頻回な組織からの要請
刻々変化する国や地方行政からの要請



医療の危機とその促進要因（国内）
表7.医療の危機
サブカテゴリー
マンパワーの減少
COVID-19診療体制確立の陰で犠牲に
なった通常医療
感染拡大による医療崩壊の始まり
医療機関の経営破綻の危機

表8.医療の危機を促進する要因
サブカテゴリー
変わらない診療報酬基準
支出の増加

収入の減少
十分な体制がないままのCOVID-19診療
医療チームの不調和

医療の質を保証する体制の崩壊



医療の危機打開につながる要因（国内）

表9.医療の危機打開につながる要因
サブカテゴリー
医療者の社会貢献意識
医療者の長期戦への構え
医療者の通常医療の保持の必要性の認識
医療者の医療崩壊を回避すべきとの認識
医療者の新しい診療システムの必要性の認識
医療者の新しい医療への期待
医療者の経営のあり方の変更の必要性の認識
医療者の感染防御意識と対応の向上
医療機関の感染防御意識と対応の向上
患者の感染防御意識の向上



医療の危機の打開につながる要因（国内）
表10.医療の危機の打開につながる要因

ITの活用による診療体制の確立

ITの活用によるチーム医療の確保
医師の職能団体による国を動かすためのメディアの活用

医師の職能団体による医療崩壊を防ぐためのロビー活動

看護職の職能団体による潜在看護師の復職を促すためのメディアの活用

看護職の職能団体による医療崩壊を防ぐためのメディアの活用

看護職の職能団体による潜在看護職の復職を促すためのメディアの活用

看護職の職能団体や学会による国民の理解を促すためのメディアの活用

看護職の職能団体による看護現場の課題解決を促す国へのロビー活動
看護職の職能団体によるメディアへの要望
国からの長期戦に備えてほしいとのメッセージ
職能団体への医療者の要望

患者や家族、回復者の危機の打開につな
がる要因がないのが特徴
もちろん、ニュース記事なのでデータに
偏りはありますが・・・



患者の危機と危機打開につながる要因(国外)
表11.患者の危機
サブカテゴリー
予期的悲嘆
予期的悲嘆による心理的反応
予期的悲嘆による病的反応 表12.患者の危機の打開につながる要因

サブカテゴリー
患者の危機を読み解く知見
患者の治療における心の専門家の役割認識
患者の治療体制
患者の心のケアの体制
患者への心のケア
患者の心のケアの効果
患者のレジリエンス

精神看護専門看護師や
精神科医がいない一般科
でこれらの体制や実際の
ケアがどの程度行われて
いるのか？実態は？



先行研究から明らかな患者の危機

海外のニュースから抽出された「患者の危機」は
日本のニュース記事にはなかった

COVID-19に感染した患者は、急性期には、せん妄、
抑うつ、不安、不眠を経験(Rogers,et al,2020)

日本でも精神看護専門看護師をはじめとする専門家の
介入が必要



回復者の危機と危機打開につながる要因(国外)

表13.回復者の危機
サブカテゴリー
回復者の生活上の困難
トラウマからの脱却の困難さ
サバイバーズ・ギルト

表14.回復者の危機の打開につながる要因
サブカテゴリー
回復者への心のケア
回復者への心のケアの継続
回復者の生活の支援
回復者を支えるネットワークの形成
回復者自身のコンプライアンスの促進

個人情報保護の問題
もあり、日本ではな
かなか困難な課題だ

が必要なこと

退院後の自宅待機期間
がある場合は重要



先行研究から明らかな回復者の危機

海外のニュースから抽出された「回復者の危機」は日本の
ニュース記事にはなかった

過去に類似の感染症SARSで入院し生き残った人の47.8％が３
か月後にPTSDの状態(Mak,et al,2010)

25.6％の人が30か月後にもPTSDが持続(Mak,et al,2010)

COVID-19に罹患した回復期初期の患者の31.0％に急性スト
レス反応、22.2％に不安、38.1％に抑うつがみられた
（Cai,et al,2020）

日本ではまだ注目されていないが、「回復者の危機」は
深刻であり、早急な対応が求められる



家族の危機と危機打開につながる要因(国外)

表15.家族の危機
サブカテゴリー
家庭内感染による特別なサバイバーズ・ギルト

家族との死別

家族への心配
サバイバーズ・ギルトによる心理的反応の持続
サバイバーズ・ギルトによる病的反応

表16.家族の危機の打開につながる要因
サブカテゴリー
家族への心のケアの体制
家族への心のケア

日本でも家庭内
感染が増加している
ので注意が必要

精神看護専門看護師や 精神
科医がいない一般科でこれら
の体制や実際の ケアがどの
程度行われているのか？実態
は？



国家の危機とその打開につながる要因(国外)

表18.国家の危機の打開につながる要因
サブカテゴリー
グリーフワークは国家的な課題との認識
国による国家の危機を促進する要因の緩和
国による緊急のメンタルヘルス対策
国民の心のケア

表17.国家の危機
サブカテゴリー
パンデミックが起こった国
多数の感染者
緊急事態

感染が拡大している日本に
とって対岸の火事ではない

日本でも国民のメンタルヘル
ス対策は厚労省や都道府県を
中心に相談窓口は設置されて
いるが、周知は不十分では？



様々なレベルでのMoral Injury(道徳的傷つき)

患者の道徳的傷つき

患者の家族の道徳的傷つき

医療者の道徳的傷つき

 (APA Committee,2020)



図1.COVID-19がもたらす患者のMoral Injury(APA Committee,2020を
参考に筆者が図式化)

COVID-19への罹患

道徳的苦痛

道徳的傷つき

感染による心身の苦痛と死への恐怖
他者に感染させるのではないかという恐れ
家族や医療者に迷惑をかけているという懸念

家族への申し訳なさ
後悔や自責の念
感染源になった人への怒り

自分への信頼感の喪失
他者への信頼感の喪失
不適応
自傷や自殺などの自己破壊的行動



図2.COVID-19がもたらす家族のMoral Injury(APA Committee,2020を
参考に筆者が内容を追加して図式化)

COVID-19対応体制による家族と

して行うべきことの困難

道徳的苦痛

道徳的傷つき

面会や患者の治療・ケア・臨終の
場からの家族の排除

患者への申し訳なさ
医療者や医療機関への怒り
無力感

自分への信頼感の喪失
他者や医療への信頼感の喪失
不適応
自傷や自殺などの自己破壊的行動



図3.COVID-19がもたらす看護師のMoral Injury(APA Committee,2020

を参考に筆者が図式化)

COVID-19対応体制の構築による

通常の医療やケアの制約

道徳的苦痛

道徳的傷つき

普段行っているケアができない
不十分なエンゼルケア
不十分な遺族ケア
面会制限による家族の排除

患者や家族への申し訳なさ
自責の念
無能感や無力感

自分への信頼感の喪失
他者や組織への信頼感の喪失
不適応
自傷や自殺などの自己破壊的行動



道徳的傷つきの潜在的なリスク因子

脆弱な人(例えば、子供、女性、高齢者)に生命の喪失がある場
合)

指導者がイベントに対して責任を負わないと認識され、職員をサ
ポートしない場合

職員が決定の感情的/心理的結果に気づいていない、または準備
ができていないと感じた場合

感染拡大が他の外傷性事象(例えば愛する人の死)への暴露と同時
に起こる場合

感染拡大に続く社会的サポートが不足している場合

 (APA Committee,2020)



道徳的傷つきを促進する要因

リソースの不足

明確なガイダンスの不足

トレーニングの不足

これらの不足は、スタッフが自分の健康が雇用主によって適
切に考慮されていないと認識し、病気の暴露のリスクが高い
と感じることを意味するかもしれない

 (APA Committee,2020)



道徳的傷つきの修復の方策

傷ついた当事者を道徳的には平等な存在と認める

道徳的傷つきの影響を受けた人々の証言に注意を払い承認す
る

共有されている規範を認識し、行動の指針として扱う

何かについて本当に責任がある人がその責任を認める

責任を認めることは、規範が有効であるという見方を強化す
る⇒規範に依存することは合理的である

 (APA Committee,2020）



道徳的傷つきの修復の方策

医学的危害の場合、過去を変えることはできず、同じことが
二度と起こらないようにするための措置を講じる必要

道徳的に傷ついた人の正当な怒りやその他の否定的な感情を
認める

他人を傷つけた代償として、私たちは悲しみと後悔を経験す
るべきであることを認める

謝罪の言葉にとどまらず、本物の悲しみと後悔、人が負わせ
た道徳的傷つきに対する後悔があることを表明する

 (APA Committee,2020）



医療者の道徳的傷つきへの介入の原則

道徳的に傷ついた人の自然治癒力(本人が持っている力による
支援な対処)で回復することがあることを認識する必要

単体での性急な介入は効果がないだけでなく自然治癒力を阻
害する可能性があることを認識する必要

包括的、組織的な介入が必要

 (Greenberg, et al.,2020）



スタッフのメンタルヘルスへの組織的な
早期介入に有用なガイダンス

イギリスKings Fand のCOVID Trauma Response 

Working Group Rapid Guidance : Responding to stress 

experienced by hospital staff working with Covid-19: 

guidance for planning early interventions 
https://www.paqs.be/fr-BE/Ressources/Outils/Repondre-au-stress-du-

personnel-hospitalier-travai/PAQS-KingsFundDiagramme-2020

 ガイダンスは上記のURLからダウンロードが可能

上記の翻訳の許諾を得ているので、翻訳後には上記のURLに日本語版が掲載される
予定

https://www.paqs.be/fr-BE/Ressources/Outils/Repondre-au-stress-du-personnel-hospitalier-travai/PAQS-KingsFundDiagramme-2020


COVID-19の対応に従事する医療者を組織外
から支援する人のための相談支援ガイドライン

 ガイドラインは日本精神保健看護学会のホームページからダウンロードが
できます https://www.japmhn.jp/

 日本精神保健看護学会理事長 萱間真美先生の指揮下にガイドライン作成に
携わったメンバー

日本精神保健看護学会社会貢献委員会

委員長 安保寛明先生(山形県立保健医療大学)

副委員長 松枝美智子(星槎大学大学院教育学研究科修士課程）

委員:増滿誠先生（福岡県立大学）、高橋葉子先生(宮城県南中核病院）、

光永憲香先生（東北大学）、高野歩先生（東京医科歯科大学）、

稲垣晃子先生（東京大学）、山本智之様(くおーれ訪問看護ステーション)

 協力者 瀬戸屋希先生(聖路加国際大学)

 助言者 兵庫県こころのケアセンター 加藤寛先生 大沢智子先生



COVID-19による危機状態に対するPASセル
フケアセラピィを用いた看護介入

PASセルフケアセラピィ看護学会ホームページ■COVID-19

に対するセルフケア看護介入方法

http://square.umin.ac.jp/passctnursing/index.htm

COVID-19による危機状況への、個人、チーム、組織への、
PASセルフケアセラピィを用いた看護介入の方法についての
小谷英文先生（国際基督教大学名誉教授）の講演資料

資料は上記学会のホームページのトップページからダウン
ロードできます

http://square.umin.ac.jp/passctnursing/index.htm


PSAセルフケアセラピィ看護学会

理事長 宇佐美しおり(四天王寺大学 教授 精神看護専門看護
師）

学会の目的

慢性疾患（悪性腫瘍、脳血管疾患、心疾患、糖尿病、精神疾患な
ど）を持つ人、医療チーム、組織へのPASセルフケアプログラ
ム・PASセルフケアセラピィを用いた看護介入技法の発展

高度実践看護師をはじめとする看護職者の看護介入技術の向上を
目的としたトレーニング

介入型事例研究の蓄積による患者の状態像の類型化、介入方法の
類型化、技法の精錬

看護介入技法の診療報酬への反映に向けた大規模研究への展開etc.



PASセルフケアセラピィ看護学会第4回大会

大会テーマ「高度看護実践の未来を拓く:看護介入技法の発展に

向けての課題」
大会長 星槎大学大学院教育学研究科修士課程

特任教授 松枝美智子

日程 2021年9月5日(日)

場所 大阪あべのハルカス(COVID-19の状況によってはリアル

タイム・オンラインでの開催も検討中)

プログラム

基調講演 神戸市看護大学 学長 南裕子先生(学会監事)

大会長講演、教育講演(宇佐美しおり先生、小谷英文先生)、
ケースカンファレンス、学会トレーニング委員会企画、総会



分析の対象にしたニュース記事
 1.SankeiBiz 2020/5/1 

 2.看護roo!ニュース 2020/04/10

 3.メディカルサポネット2020/04/09

 4.JCAST 2020/04/22

 5.JST  HUFFPOST 2020/04/16 

 6.JST  HUFFPOST 2020/04/22

 7.YOMIDr 2020/4/22

 8.CBニュース 2020/04/03(齋藤栄子署名)

 9.JIJI,COM 2020/04/22

 10.東洋経済 2020/04/27 (井艸恵美署名)

 11.NHKニュース 2020/4/30 

 12.NHKニュース2020/05/11

 13.NHKニュース2020/5/23 

 14.日経メディカル2020/04/29

 15.日経メディカル2020/05/01

 16.日経メディカル2020/05/02

 17.日経メディカル 2020/05/02

 18.日経メディカル Aナーシング

2020/04/03

 19.M3 Vol2  2020/4/25

 20.M3 2020/5/1

 21M3 Vol.4  2020/5/3

 22.AsageiBiz 2020/5/5

 23.現代ビジネス2020/5/2

 24.静岡朝日テレビ 2020/5/4

 25.BBCJapan 2020/5/11



文献

 APA Committee on the Psychiatric Dimensions of Disaster and COVID-19.(2020).COVID-
19 Pandemic Guidance Document:MORAL INJURY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

 Editor of Advance Access publication.(2020).COVID-19 and experiences of moral injury 

in frontline key workers.Occupational Medicine 2020;70:317–319, on 2 April 2020 

doi:10.1093/occmed/kqaa052

 Greenberg Neil,Mary Docherty,Sam Gnanapragasam,  Simon Wessely.(2020). Managing 

mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic

BMJ 2020; 368 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1211

警視庁自殺統計データhttps://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/jisatsu.html

Mak, I. W. C., Chu, C. M., Pan, P. C., Yiu, M. G. C., Ho, S. C., & Chan, V. L. (2010). Risk factors 

for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in SARS survivors. General 

Hospital Psychiatry, 32(6), 590–598. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2010.07.007

MHA(Mental Health America).(2020).2021 COVID-19 and mental health : growing crisis. 

https://mhanational.org/sites/default/files/Spotlight%202021%20-%20COVID-

19%20and%20Mental%20Health.pdf

https://doi.org/10.1136/bmj.m1211
https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2010.07.007


文献
 Pappaa Sofia, Ntellac Vasiliki, GiannakascTimoleon, Giannakoulisc G. Vassilis , Papoutsic

Eleni, KatsaounouParaskevi .(2020).Prevalence of depression,  anxiety, and insomnia among 

healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta analysis. 

Behavior, and Immunity.

 Shale Suzanne.(2020).Moral injury and the COVID-19 pandemic: reframing what it is, who it 

affects and how care leaders can management BMJ Leader,1-4.

doi:10.1136/leader-2020-000295

 Rogers J.P., Chesney E., Oliver D.(2020). Psychiatric and neuropsychiatric presentations 

associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with 

comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry. 

 XinCaiM.XiaopengHuM.PharmOtteEkumiM.JianchunWangM.YawenAnPh.ZhiwenLiMA.BoYu

anM.(2020).Psychological Distress and Its Correlates Among COVID-19 Survivors During Early 
Convalescence Across Age Groups. The American Journal of Geriatric Psychiatry,28(10), 

1030-1039.



御静聴ありがとうございました


