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◎COVID-19大規模災害がもたらす看護職者の心身の
健康への影響は多大で長期化するリスク（松枝,2022)

◎メンタルヘルス不調のリスク因子
看護師、女性、若年
所属組織からの支援やソーシャルサポートが少ないこと
COVID-19に罹患した患者を看取った経験
COVID-19以前の精神疾患の既往
COVID-19以前の燃え尽き症候群の既往
家族と同居で感染させる懸念があること
（Peccoralo,et al.2022)
道徳的苦痛や道徳的傷つき
(Borges ＆ Barnes ,2020；Williamson, et al.,2018)

医療機関用の心理教育教材の開発の背景



〇公衆衛生の倫理が優先される現状

〇医療資源の不足

〇国としてのトリアージの指針がない＝現場のチームの判断に委

ねられている

ケアの倫理で育った看護職者は道徳的苦痛や傷つき、倫理的ジレン
マに陥りやすい可能性(松枝,2022)

医療機関用の心理教育教材の開発の背景



図１．看護職者の危機を促進するリスク因子とその結果
（Mandira Simkhada(2022). Stress and coping strategies among nurses during 
COVID-19. Nursing Top-Up, 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/749115/Simkhada_Mandira.p
df?sequence=2をもとに作図)
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図2．危機への対処戦略とその結果
（Mandira Simkhada(2022). Stress and coping strategies among nurses during 
COVID-19. Nursing Top-Up, 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/749115/Simkhada_Mandira.pdf?

sequence=2をもとに作図)
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•自身の感染や家族の感染のリスクも引き受けながら、医療機関
で懸命に対象者にケアをしている看護職者を援けたいというの
が動機

医療機関用の心理教育教材の開発の目的

• 求援助行動がとれる

• 早目に気付いて支援に繋がれると
回復が早い

心身の不調
への気づきを

高める

• セルフケアの促進、心身の不調の予防

• 個人の健康はチームの健康につながる
セルフケアへの
動機づけを高める

看
護
職
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•現場で働く看護職者への敬意と感謝が伝わるようにする

•誰でも災害時には起こる可能性がある心身の反応として、
ノーマライズする

•私自身の体験として伝える 意図的に自己開示する

•医療現場で起こっていることを文献や医療機関の実践家から
具体的に情報収集し、盛り込む

•専門用語は専門用語として使った上で、わかりやすく説明する

•受講生は看護の専門家なので使った文献は全部提示する

心理教育教材の開発・実施時に留意した点

☆より詳しく知りたい時に確かな情報に到達しやすい



心理教育教材の開発・展開のプロセス
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概ね肯定的な反応と、協議会の関係者とこころの支援プロジェクトのメンバーの励ましに
背中を押されながら、危機感も手伝って推進できた

惨事ストレスが
腑に落ちた



医療機関対象の心理教育講座の実際

発掘

• 協議会会員への心理教育教材の周知⇒個別の働きかけ

• ニーズがあった精神看護専門看護師との打ち合わせ、看護部への働きかけの方策の検討

準備

• 精神看護専門看護師による看護部長とのミーティングの調整

• 看護部長、精神看護専門看護師、心理教育担当者で、組織の現状、ミーティングの目標、開催
方法、役割分担を話し合い共有する ３０分～４５分

実施

• 心理教育教材のオンデマンド配信 60分

• 看護管理者用（対象に合わせて）の教材を用いた追加の講義15分＋振り返りのミーティング
４５分

• ミーティングでは、看護部長、精神看護専門看護師、心理教育担当者が協働

評価

• 看護管理者、精神看護専門看護師との振り返りミーティング 30分

• ニーズは満たされたかの確認、今後の看護部長、精神看護専門看護師による職員のサポー
トの方向性の検討を心理教育担当者も入って実施

強化
• 精神看護専門看護師による看護部長、看護師長と協働した看護職者のフォローアップ

• 心理教育講座担当者による精神看護専門看護師等と看護部長のフォローアップ



受講生の反応から読み取れること

心身の反応
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ネガティブな反応の意味
☆具体的なストレスマネジメ
ントの方法については参考
になるサイトを紹介するに
とどまっていることが要因
かもしれない

☆ベーシックな心理教育では
対応できないほどの困難
を抱えている可能性

☆否認という防衛機制が働き、
自分の現状を受け入れるこ
とができていない可能性

☆何らかの要因による所属組
織への否定的な感情があ
る可能性



•基礎教育での精神看護の学びは恐らく精神疾患を持つ人の
症状や看護の方法

•⇒看護師であっても今回のような災害時の心理的反応に

ついて学んだ人はそう多くないのではないか？

•COVID-１９パンデミックが災害という認識も持てていないの
ではないか？

受講した人の反応から読み取れること



•元々心理教育は参加者との相互作用を大切にしたアプローチで、教える
人、教えられる人という枠組みではない

•今回の心理教育講座は一方的な知識の提供(講義の部分)が多いので、
できるだけ語りかけるような、受講者に自分のこととして考えてもらえ
るような工夫が必要

•心理教育講座を活用する医療機関内の看護管理者や精神看護専門看護
師等の協力者との協働が重要

• メンタルヘルス支援を肩代わりするのではなく、あくまでも組織の看護
管理者に活用してもらうというスタンスで行うことが大事⇒看護部長か
ら看護師長に、目的をしっかりと自分の言葉で伝えてもらうことが肝要

•組織内で働く、精神看護専門看護師が看護部長から信頼されていること
が前提としてとても重要

心理教育教材開発・講座の実施からの学び



☆ニーズに即応できる体制の構築
☆相談支援、医療機関との連携、リカバリー・カレッジとの連携など、
心理教育講座に参加した人や相談支援に繋がった人の多様な
ニーズに応えるための体制の整備

☆支援者の介入技術の向上
☆持続的・安定的な支援のための経済的基盤の確保

• WAM助成事業の要望書の作成に反映
運よく採択されたので、今後は「COVID-19大規模災害で疲弊
した看護職者への総合的支援事業」を展開
☆心理教育の更なる普及のために、研究費を獲得し、エビデンスに
基づく実践のための研究を並行して実施する予定

今後の展望



☆神戸・兵庫訪問看護ステーションこころの支援プロジェクト

(責任者 神戸市看護大学 学長 南裕子)

☆星槎大学(学長 山脇直司、神奈川県）

☆沖縄県立看護大学・大学院(学長 神里みどり)

☆兵庫県立大学看護学部精神看護学講座(責任者 准教授 川田美和)

☆四天王寺大学看護学部看護実践研究開発センター(センター長 宇佐美しおり、大阪府)

☆北須磨訪問看護・リハビリセンター（所長兼慢性疾患看護専門看護師 藤田愛）

☆(株）くますま タックリハ・サポートセンター

(管理者兼在宅看護専門看護師 河添こず恵 熊本県）

☆沖縄県立宮古病院(看護部長 大嶺リツ子）

☆ありまこうげんホスピタル（理事長 鈴木実、看護部長 山口玲子、兵庫県）

☆一本松すずかけ病院（看護部長 佐野千恵、福岡県）

☆りかばりー・かれっじ炭都(TANTO)(校長 増滿誠、福岡県筑豊地域＋オンライン）

☆リカバリー・カレッジふくおか(黒髪恵）

☆リカバリー・カレッジKOBE

※現在、連携先を募集中です

WAM助成事業での連携団体
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御清聴ありがとうございました


