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Ⅰ．緒言

集中治療後も続く患者の長期的な身体・認知・精神
機能障害を引き起こす病態がpost-intensive care syndrome
（以下，PICS）と総称（Needham et al，2012）されて
以降，その動向や治療戦略が注目され，わが国におい
ても「日本版敗血症診療ガイドライン2016」（西田ら，
2017）に PICSが盛り込まれるなど，欧米諸国と同様
の推進が図られている．その中で有効性が示されてい
る ABCDEFGHバンドルでは，提唱初期から鎮痛・
鎮静・せん妄の管理と早期リハビリテーションの重要
性が示されており（Vasilevskis et al，2010／ Balas et al，
2014／Harvey & Davidson，2016），クリティカルケア
看護師のモニタリングは，救命にとどまらず PICS予
防においても集中治療管理の基盤を担う重要な技術で

あることが示唆されている．
近 年 で は，BPS（Behavioral Pain Scale） や CPOT

（Critical-Care Pain Observation Tool），RASS（Richmond 
Agitation-Sedation Scale），CAM-ICU（Confusion 
Assessment Method for the ICU），ICDSC（Intensive 
Care Delirium Screening Checklist）などの評価法を用い
て鎮痛・鎮静・せん妄を客観的に評価することも容易
となった．しかし，これらの評価法を用いて評価した
客観的指標が患者特有の症状をすべて網羅できている
とは限らず，数値化できない患者特有の症状を有する
体験そのものが患者を苦しめている可能性がある．実
際に，高度医療機器の存在が患者との関係性を希薄化
させ重症患者の苦痛が過小評価される危険性（Puntillo 
et al，2010）や，ケアリングの概念を喪失させてしま
う危険性（Crocker & Timmons，2009）が先行研究に
よって指摘されている．そのため，モニタリングには
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患者のニーズを全人的にとらえ患者を「人」としてよ
り深く理解しようとする態度（Locsin，1995／ Locsin，
1998 ／船山，2003）と，高度医療機器と人をつなぎ
高度医療機器が示す情報を看護に有用となる情報へ変
換する技術（Kongsuwan & Locsin，2011 ／ Locsin & 
Kongsuwan，2013）が必要である．つまり，先行研究
で明らかにされていないものの，クリティカルケア看
護師が行うモニタリングは，患者のニーズを全人的に
とらえることで，患者特有のありのままの体験をより
よいものへと変化させるきっかけを作り，間接的では
あるが PICS予防に高い効果を発揮している可能性が
ある．
以上から，卓越したモニタリングの実践能力獲得に
向け，クリティカルケア領域の初学者らへの体系的な
教授が必要と考えるが，クリティカルケア領域の達人
看護師による高度医療機器を駆使したモニタリングの
意味に着目した研究は見当たらない．そこで本研究の
目的は，高度医療機器を駆使したモニタリングのプロ
セスの中でクリティカルケア領域の達人看護師が大事
にしている信念や態度について調査を行い，クリティ
カルケア看護におけるモニタリングの意味を明らかに
することとする．本研究の結果，クリティカルケア領
域の初学者らがクリティカルケア看護に必要な卓越性
を獲得する一助となることが期待される．

Ⅱ．用語の定義

1． クリティカルケア看護
井上（2005）が提唱する「あらゆる治療・療養の場，
あらゆる病期・病態にある人々に生じた，急激な生命
の危機状態に対して，専門性の高い看護ケアを提供す
ることで，生命と生活の質（QOL）の向上をめざす」
看護と定義する．

2． モニタリング
医療機器で測定・表示される医学的データのみでは
なく，フィジカルアセスメント，患者とのコミュニケー
ションをもとに，患者のニーズ，関心ごと，健康問題
をとらえて解釈し，患者を統合的に把握するなかで，
看護行為を行うか，またはどのような行為を行うかを
判断・実施し，内省を行う一連のプロセスを示す臨床
判断と定義する．

3． 高度医療機器
患者に装着する各種モニター機器や，人工呼吸器を
はじめ侵襲性が高く生命維持に欠かせない医療機器な
ど，集中治療管理に使用される医療機器全般と定義す
る．

4． クリティカルケア領域における達人看護師
Benner（2001）によるドレイファスモデルの看護へ
の適用によって示された 5段階の技能習得レベルのう
ち，達人レベルに達する看護師を指す．一方，専門看
護師とは，特定の専門看護分野において卓越した看護
実践能力を有することを認められた者と定義（公益社
団法人日本看護協会）されている．以上より，急性・
重症患者看護専門看護師と定義する．

Ⅲ．研究方法

1． 研究デザイン
本研究の目的に沿って，「高度医療機器を駆使した
モニタリングのプロセスの中でクリティカルケア領域
の達人看護師が大事にしている信念や態度」に関する
研究対象者の語りを記述・解釈し，解釈した内容から，
クリティカルケア看護におけるモニタリングの本質的
な意味を明らかにする必要があると考え，研究デザイ
ンは質的記述的研究デザインとした．

2． 研究参加者のリクルート方法
国内の病院に所属する急性・重症患者看護専門看護
師を研究参加候補者とし，研究者または共同研究者と
の電子メールのやり取りが直接可能であり，研究参加
の同意を得られた者を第 1研究参加候補者とした．そ
の後，説明用紙および同意書・撤回書を所属病院看護
責任者宛に送付し，所属病院の承認を確認したうえで，
希望する日時・場所において面接を実施した．面接終
了後，よりランダムな選択を可能にするため，研究参
加者に次候補者の紹介を依頼した．ただし紹介を得ら
れなかった，もしくは研究参加の同意を得られなかっ
た場合には，第 1研究参加候補者の選定方法と同様，
研究者または共同研究者との電子メールのやり取りが
直接可能であり，研究参加の同意を得られた者を次候
補者とした．
以上のプロセスを予測症例数が 5名となるまで継続
した．
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3． データ収集方法
研究者が作成した半構成的質問紙に基づく自由回答
法による半構造化面接を実施し，面接はプライバシー
の保持が可能な環境で，原則 1人につき 1回，1時間
程度を予定して実施した．半構成的質問紙は，「高度
医療機器は重症患者にとってどのような存在だと考え
ますか，それはなぜですか」「高度医療機器を駆使し
たモニタリングで得た情報は患者の何を表現したもの
だととらえますか」「高度医療機器を駆使したモニタ
リングはあなたにとってどのような意味を成す行為だ
と考えますか，それはなぜですか」の内容で構成した．
また研究参加者から承諾を得た後，面接内容を ICレ
コーダーに録音し，逐語録に書き起こした．

4． データ収集期間
2016年 7月 1日～ 10月 31日．

5． データ分析方法
「高度医療機器を駆使したモニタリングのプロセス
の中でクリティカルケア領域の達人看護師が大事にし
ている信念や態度，またはそれに深く関係する技術」
について語る言葉を文字に起こしたものをデータと
し，データが示す本質的な意味を分析する必要がある
と考えた．そこで，データの文脈を踏まえつつ，語ら
れた言葉の表現そのものだけでなく，その言葉の意味
を文脈において研究参加者の側から推論し，多面的に
とらえることができる Krippendorffの内容分析の手法
（Krippendorff, 1980）をデータ分析方法として採用した．
なお，以下の分析手順を研究者が作成し，分析手法と
した．

1） 個別分析
①逐語録を熟読し，「高度医療機器を駆使したモニ
タリングのプロセスの中でクリティカルケア領域の達
人看護師が大事にしている信念や態度，またはそれに
深く関係する技術」に関連する記述部分を研究参加者
の言葉のまま抽出する．②上記記述の意味を損なうこ
となく内容が明瞭となるよう書き表し，これを「記録
単位」とする．本研究ではこの「記録単位」を分析に
おける最小単位とする．③「記録単位」の文脈に帰り
ながら意味内容が同類のものを集め，研究参加者の言
葉を用いて簡潔に表現する．④簡潔に表現された記述
で意味内容が同類のものを集め，共通する意味を表す

ように表現し，表題をつける．

2） 全体分析
①個別分析で得られたすべての表題を集める．②す
べての表題の中から意味内容が類似するものを集め，
その意味を表すように表現する．③②の中から意味内
容が類似するものを集め，本質的な意味を表すように
抽象度を高めて表現し，全体分析における表題とする．
④全体分析における表題の中からさらに意味内容が類
似するものを集め，共通する意味を表すように表現し
大表題とする．なお，分析過程において質的研究の専
門家のスーパーバイズを受け，データの意味の解釈が
研究者間で一致するまで繰り返し，分析結果の真実性
（trustworthiness）の確保に努めた．

6． 倫理的配慮
本研究は，所属大学院の臨床研究倫理委員会におい
て承認を得たうえで実施した．研究参加者に対しては，
自由意思に基づく研究参加であること，参加拒否によ
る不利益のないこと，プライバシーの保護，匿名性の
遵守，得られた情報を研究目的以外に使用しないこと
について口頭および文書で説明し，十分な理解と同意
を得た後，同意書への署名を依頼した．研究参加の撤
回意思表示があった場合には，研究責任者に直接申し
出たうえで，撤回書に署名をするように依頼した．面
接は個室を確保し，インタビューの録音は了承を得て
行った．また個人名はコード化し，面接に関するデー
タ・同意書類は，鍵のかかる場所に別々に保管した．
研究終了後に録音媒体内の面接データは消去し，面接
時のメモ・同意書はシュレッダーにかけ処分した．

Ⅳ．結果

1． 研究参加者の概要
研究参加者の条件を満たす 5名の参加者に面接を実
施した．研究参加者は全員女性で，看護師平均経験年
数は 14.4 年であった．平均面接時間 74分であり，研
究参加者全員から面接内容の録音許可が得られた．全
逐語録はおよそ 86,000文字であった．

2． 分析結果
面接内容の逐語録を分析した結果，個別分析で得た
記録単位は 212，そこから 125の表題を得た．全体分
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析では 22の表題にまとまり，最終的に 7の大表題に
集約された（表 1）．
以下，得られた大表題ごとに実例を示し説明する．

【　】は大表題，《　》は全体分析で得られた表題，「斜
体文字」は大表題を得るに至った研究参加者の典型的
な発言（生データ）である．なお補足説明を（　）で
示す．

1） 【患者の快適性を推測しながら複雑な事象を解
釈する】

【患者の快適性を推測しながら複雑な事象を解釈す
る】は，高度医療機器が示す数値の変化の意味を，疾
病や治療に伴う身体的苦痛や不安，恐怖，社会的孤立
などさまざまなコンテキストを引き合いに出しなが
ら，患者の体験として包括的に解釈することを表して
いる．この大表題には《高度医療機器が示す情報も患
者の一部ととらえ患者全体に起きている症状の原因を

判断する》《快適性を文脈の変化から推測することで
患者に起きている複雑な事象を解釈する》の 2つの表
題が含まれた．
研究参加者は，「例えば V-V ECMOをしている人

にはカニューレがこうやって揺れてきたら教えてねっ
て．あなたの身体の兆候がここに来るんだよっていう
感じでお伝えしています」，また，「患者さんの訴えは
一番くみ取っていかなければならないところにはなる
ので．例えばモニター上のデータはいいけれど，もし
かしたら訴えが当たっていて，今後（病状が）悪くな
るとかそういう前兆が現れていて，モニターに現れる
のはその後なのかなって思う…」と語った．

2） 【瞬時の判断と振り返りのサイクルにより看護
ケアの意味を見出す】

【瞬時の判断と振り返りのサイクルにより看護ケア
の意味を見出す】は，モニタリング－看護ケア－モニ

表1　クリティカルケア領域の達人看護師が行う高度医療機器を駆使したモニタリングの意味

大表題 全体分析で得られた表題

患者の快適性を推測しながら複雑な事象
を解釈する

高度医療機器が示す情報も患者の一部ととらえ患者全体に起きている症状の原因を判断する
快適性を文脈の変化から推測することで患者に起きている複雑な事象を解釈する

瞬時の判断と振り返りのサイクルにより
看護ケアの意味を見出す

患者の状況を瞬時に判断することで常に必要な治療や看護ケアを予測する
患者に起きた複雑な事象を解釈することで日常の看護業務の中に看護ケアの意味を見出す

安全な範囲を柔軟に伸縮させながらニー
ズを満たす看護ケアを創造する

患者のニーズを満たすために安全と快適性を天秤にかける
客観的情報の有用性と患者の快適性を関連づける
不快さへの支援方法を治療効果と苦痛緩和の双方の視点から考える
生活行動の観点から安全性と快適性のバランスを評価し日常性を取り戻す

コンテキストによって数値の意味を補完
し患者中心の医療を強化する

その場に示される客観的情報にコンテキストを関連づける
客観的情報に示されないわずかな変化をつかむことで治療の効果と安全性を高める
医療チームの共通言語である客観的情報を活用して快適性を表現する

ありのままの体験の共有者を増やし社会
とのつながりを支える

生命兆候や苦痛を感じ取り患者が表現できない体験さえもあるがまま受け止める
患者の思いを代弁することで一喜一憂する家族とのつながりを支える
救命を超えた先の人生にまで関心を寄せ患者の思いを医療チームで共有する

看護師－患者の相互作用がクリティカル
な状況に立ち向かう力を引き出す

訴えを引き金にパートナーとして患者を迎え入れて看護ケアを共に作り出す
制限あるなかで患者ができることに目を向け自己コントロール感の獲得につなげる
療養生活の中に患者らしさを見出し救命にとらわれた視野を広げていく
患者の人となりや普段の姿を知ることで看護ケアへの自信や救命の動機を得る
くみ取られた思いが思考を未来に向け意欲や希望といった生きる力を引き出す

全人的にとらえた患者との関係性の中で
生きる道を見通し伴走する

明確に表現できない感覚も患者の声としてとらえ傾聴していく姿勢で接する
患者を全人的にとらえることで共感的態度を示し患者と共鳴していく
過去から未来へと向かう生きる道を見通し患者が進む道を伴走する
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タリングのサイクルのなか，情報の意味を振り返るこ
とで過去の判断を内省し，看護ケアに意味を見出そう
としていることを表している．この大表題には《患者
の状況を瞬時に判断することで常に必要な治療や看護
ケアを予測する》《患者に起きた複雑な事象を解釈す
ることで日常の看護業務の中に看護ケアの意味を見出
す》の2つの表題が含まれた．
研究参加者は，「数値にこだわらないことはスタン

ダードですね．（中略）数値がどういう意味を表すの
か考えないと，ただ数値に追われて業務だけというふ
うになるかもしれないですね（中略）ケアをやって，
この条件でこういうふうに考えて（患者の状態が）良
くなったっていうのを，これもまたモニタリングでわ
かるんですよね」，また，「高度医療機器から直接ケア
リングの恩恵を受けるのではなくて…教えてはくれる
けど，ケアにつなげるのは私たち（看護師）だなって
…」と語った．

3） 【安全な範囲を柔軟に伸縮させながらニーズを
満たす看護ケアを創造する】

【安全な範囲を柔軟に伸縮させながらニーズを満た
す看護ケアを創造する】は，豊富な医学的知識・技術・
経験に裏づけされた状況把握によって，安全性を担保
したうえで客観的情報の基準値や常識にとらわれず，
看護ケアを創意工夫することによって患者のニーズに
応えることを意味している．この大表題には《患者の
ニーズを満たすために安全と快適性を天秤にかける》
《客観的情報の有用性と患者の快適性を関連づける》
《不快さへの支援方法を治療効果と苦痛緩和の双方の
視点から考える》《生活行動の観点から安全性と快適
性のバランスを評価し日常性を取り戻す》の 4つの表
題が含まれた．
研究参加者は，「（収縮期）血圧80mmHgまでは（様

子を）みられるかもしれないという判断をして，（患
者が身体を）起こしたいって言うからぎりぎりまで起
こして，例えば 70，60mmHgが見えてきた．でも患
者は起き上がりたい．どこまで許容するのかを考えな
がら数値にこだわりすぎないというか，正常範囲を超
えてでも猶予を残すときはありますよね」また「トイ
レの仕方の一つにも関心をもってかかわれば，薬を増
やさなくても安全に生活できるんだっていうのがわ
かって．それって患者さんがどういうふうに生活行動
をとっているのかっていう関心がなければ看護で解決

できるっていうふうにはならなくって．（中略）モニ
タリングをしっかりしながら日常性をどんどん取り戻
すっていう…」と語った．

4） 【コンテキストによって数値の意味を補完し患
者中心の医療を強化する】

【コンテキストによって数値の意味を補完し患者中
心の医療を強化する】は，高度医療機器が示す情報の
経時的変化の事実をつかみ，患者の快適性や思い，患
者が置かれた状況の変化などとの関連性からその根拠
を推測し，医療チームへ発信することによって，患者
中心の医療提供に貢献していることを意味している．
この大表題には《その場に示される客観的情報にコン
テキストを関連づける》《客観的情報に示されないわ
ずかな変化をつかむことで治療の効果と安全性を高め
る》《医療チームの共通言語である客観的情報を活用
して患者の快適性を表現する》の 3つの表題が含まれ
た．
研究参加者は，「ICUの患者は日に日に違うから，

みている看護師の強みってあると思うんです．昨日は
こうだったけれども今日の状態をみていると今日はや
めたほうがいいとか…」また「患者さんがいまどうい
う気持ちで横たわっていて何がしたいんだろうってみ
んなが思ったから，それぞれ専門性でやるべきアプ
ローチはあるんだけれども，やりたいこと，叶えたい
ことは一つっていうかね．そこに総動員して医師も理
学療法士も看護師もなんとかできるようにしよう，み
たいになるから…」と語った．

5） 【ありのままの体験の共有者を増やし患者と社
会のつながりを支える】

【ありのままの体験の共有者を増やし患者と社会の
つながりを支える】は，患者の体験をむやみに医学用
語に当てはめず，患者特有のものとしてあるがまま受
け止める看護師－患者間の共有に始まり，共有された
体験を医療チームや家族へ代弁することで他者とのつ
ながりを広げ支えていく過程を意味している．この大
表題には《生命兆候や苦痛を感じ取り患者が表現でき
ない体験さえもあるがまま受け止める》《患者の思い
を代弁することで一喜一憂する家族とのつながりを支
える》《救命を超えた先の人生にまで関心を寄せ患者
の思いを医療チームで共有する》の 3つの表題が含ま
れた．
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研究参加者は，「医療者からみれば呼吸困難で表現
される症状だとしても，患者さんはそれ（呼吸困難）
じゃないっていう症状はいっぱいあると思っていて．
それを丁寧に聞いて…」また「モニターを見てすごく
安心するご家族もいますよね．（中略）一生懸命私た
ちと一緒にモニターを気にして，今日はこうだね，あ
あだね，っていう家族も知っているから，今日こんな
感じだから悪いんですかねとか，じゃあ良くなってき
ているんですかねとか，一緒にそこは共有できたりす
ることもあるので…」と語った．

6） 【看護師－患者の相互作用がクリティカルな状
況に立ち向かう力を引き出す】

【看護師－患者の相互作用がクリティカルな状況に
立ち向かう力を引き出す】は，わずかな反応のやり取
りのなかであっても，ケアのパートナーとして患者の
自律心や患者独自の「その人らしさ」を認め，引き出
すことによって，患者の自尊心や自己効力感の回復に
つなげることを表している．さらに，看護師自身も患
者を全人的にとらえる力や救命への熱意，看護ケアへ
の自信を獲得し，この相互作用によって未来に向けた
生きる力を患者から引き出すことを意味している．こ
の大表題には《訴えを引き金にパートナーとして患者
を迎え入れて看護ケアを共に作り出す》《制限あるな
かで患者ができることに目を向け自己コントロール感
の獲得につなげる》《療養生活の中に患者らしさを見
出し救命にとらわれた視野を広げていく》《患者の人
となりや普段の姿を知ることで看護ケアへの自信や救
命の動機を得る》《くみ取られた思いが思考を未来に
向け意欲や希望といった生きる力を引き出す》の 5つ
の表題が含まれた．
研究参加者は，「一人の人間としてかかわってくれ

る人が増えたから，何とか元気になってやるぞと思っ
たと思うし，私たちも声かけが必然的に出るように
なって．その人の人となりを知ると医療者側にもエネ
ルギーが湧くみたいなのがあって…」また「いろいろ
制限されている中で，これだけは自分がやりたいよう
にできたとか，やってもらえたとか…全部ダメな中で
１個これはいいよ，できたねっていう満足というか，
治療生活の充実じゃないですけど．（中略）自分で自
分のことを管理したいじゃないですか．自分の身体を
コントロールする感覚というか，そういうきっかけ…
今日はこれくらいの体調だからこれならできるとか，

こういう体験が患者さんの自信になるのかなって思い
ます」と語った．

7） 【全人的にとらえた患者との関係性の中で生き
る道を見通し伴走する】

【全人的にとらえた患者との関係性の中で生きる道
を見通し伴走する】は，患者独自のありのままの体験
の感覚と反応を共有し，ケアのパートナーとしてかか
わっていくなか，時に先見の明から患者を先導し，時
に患者の主体性に任せ，柔軟で動的な関係性を構築し
ていくことによって患者の生きる道を見通し支えてい
く姿勢を表している．この大表題には《明確に表現で
きない感覚も患者の声としてとらえ傾聴していく姿勢
で接する》《患者を全人的にとらえることで共感的態
度を示し患者と共鳴していく》《過去から未来へと向
かう生きる道を見通し患者が進む道を伴走する》の 3
つの表題が含まれた．
研究参加者は，「患者さんの行く道を伴走している

気持ちです．（中略）寄り添うこと…もうちょっと動
的な感じ．自分でやれることもあるよって患者さんも
参加する．でもしんどいときは休んだほうがいい，い
まはもっと進むべき，そんなことも私は見えるから頑
張ってねって…」また「そこに患者さんがいるんだっ
て考えられるかだと思うんです．そこに横たわって心
臓が動いている，呼吸はしている…何も考えなければ
声をかけずにできることもあると思うんですよね．け
れど救命の前後の人生っていうか，その人を人間とし
ての存在としてとらえるにあたっては，やっぱりそこ
で生きていて，いままで生きてきた経緯があって，こ
れからも生きていくっていうことを想像しながらじゃ
ないとケアできないのかなって思うんです」と語った．

Ⅴ．考察

高度医療機器を駆使したモニタリングのプロセスの
中でクリティカルケア領域の達人看護師が大事にして
いる信念や態度について調査した結果，クリティカル
ケア看護におけるモニタリングの意味として，【患者の
快適性を推測しながら複雑な事象を解釈する】【瞬時
の判断と振り返りのサイクルにより看護ケアの意味を
見出す】【安全な範囲を柔軟に伸縮させながらニーズ
を満たす看護ケアを創造する】【コンテキストによって
数値の意味を補完し患者中心の医療を強化する】【あ
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りのままの体験の共有者を増やし社会とのつながりを
支える】【看護師－患者の相互作用がクリティカルな状
況に立ち向かう力を引き出す】【全人的にとらえた患者
との関係性の中で生きる道を見通し伴走する】の7つ
の大表題が得られた．卓越したモニタリングには，患
者のニーズを全人的にとらえ患者を「人」としてより
深く理解しようとする態度（Locsin，1995／ 1998／船
山，2003）と，高度医療機器と人をつなぎ，高度医療
機器が示す情報を看護に有用となる情報へ変換する技
術（Kongsuwan & Locsin，2011／ Locsin & Kongsuwan，
2013）が必要であることが先行研究によって示されて
いる．そこで，この 2つの視点を鑑みて各大表題の意
味について考察する．

1． 【患者の快適性を推測しながら複雑な事象を解
釈する】

研究参加者らは高度医療機器が示す客観的情報を病
状や治療効果を色濃く反映する重要な情報と認識し，
それらを用いて患者に生じる複雑な事象を解釈してい
た．さらに，疾病や治療に伴う身体的苦痛に加え，不
安や恐怖，社会的孤立など，さまざまなコンテキスト
によって複雑な事象は生じており，快適性の観点から
患者の状態を包括的に推測する必要性が研究参加者に
より語られた．そのため《高度医療機器が示す情報も
患者の一部としてとらえ患者全体に起きている症状の
原因を判断する》《快適性を文脈の変化から推測する
ことで患者に起きている複雑な事象を解釈する》の表
題が示すとおり，達人看護師は全体を俯瞰する観察眼
をもって，さまざまなコンテキストやわずかな経時的
変化から患者の体験を読み解くことで，客観的情報と
ナラティブを関連づけ複雑でさまざまな事象を解釈し
ていることが明らかとなった．
これは「疾患（disease）」と相対して，「病い（illness）」
とは「能力の喪失や機能不全をめぐる人間独自の体験」
であり，患者が疾患によって体験する病いの意味を理
解し，患者の人となりをあるがままに受け止め支持す
る姿勢が看護の目標である，と述べる Benner & 
Wrubel（1989）の理論によって支持できる．このこと
から，その患者独自の病いの体験をあるがままに受け
止める姿勢がモニタリングを行ううえで必要な態度で
あることが示唆された．
また，Kolcaba（2003）は comfortには 4つの体験の
コンテキスト（身体的，サイコスピリチュアル的，社

会的，環境的）が存在し，各側面の相互作用により
total comfortが高まると述べている．Comfortは快適性
に類似する用語であり，Comfort理論もまたこの大表
題を支持する理論と考える．さらに，快適性または
comfortは，高度医療機器が示す情報を看護に有用と
なる情報へと変換する技術において重要な視点となっ
ていることが示唆された．

2． 【瞬時の判断と振り返りのサイクルにより看護
ケアの意味を見出す】

クリティカルケア領域においては，救命を最大の使
命として患者の安全が常に担保されなければならない
ことから，《患者の状況を瞬時に判断することで常に
必要な治療や看護ケアを予測する》が示すとおり，研
究参加者は客観的情報を用いて患者の状況を瞬時に判
断し，患者に必要な治療や看護ケアを滞りなく行うこ
とで，救命の責務を果たそうとしていたことが明らか
となった．
しかし時間的制約があるなか，膨大な客観的情報の
判断が追いつかず，モニタリングが単に記録を行う業
務と成り得る危険性が語られた．Kongsuwan & Locsin
（2011）も同様のことを述べており，看護師には客観
的情報が表すその患者にとっての意味を考え，思考を
整理する時間を必要とすることが示された．そのため
《患者に起きた複雑な事象を解釈することで日常の看
護業務の中に看護ケアの意味を見出す》が示すとおり，
モニタリング－看護ケア－モニタリングと循環する連
続的なサイクルのなか，情報の意味を繰り返し振り返
ることで過去の判断を内省し，看護ケアに意味を見出
そうとしていることが明らかとなった．
このことから，達人看護師であっても高度医療機器
が示す情報を看護に有用となる情報へ変換するために
は一定の時間を要するため，モニタリングを通じて常
に自己の看護ケアを内省する態度が重要であることが
示唆された．

3． 【安全な範囲を柔軟に伸縮させながらニーズを
満たす看護ケアを創造する】

クリティカルな状況であっても，療養生活に伴う患
者の苦痛やニーズに真摯に向き合う姿勢が求められて
いる．Puntillo et al.（2010）もまた，症状マネジメン
トの観点から重症患者の苦痛が過小評価されているこ
とへの警鐘と苦痛やニーズへの対応の重要性を述べて
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いる．
しかし，患者の救命という使命を果たすために，第
一義として患者の安全が担保されなければならない．
《患者のニーズを満たすために安全と快適性を天秤に
かける》の表題が示すとおり，患者は危険を顧みずニー
ズの充足を切実に求めることもあり，安全の確保と快
適性の提供の間にジレンマが生じていることが研究参
加者の語りから示された． 
このジレンマのなか，《客観的情報の有用性と患者
の快適性を関連づける》《不快さへの支援方法を治療
効果と苦痛緩和の双方の視点から考える》の表題が示
すとおり，豊富な医学的知識・技術・経験に裏づけさ
れた正確な状況把握によって，安全性を担保できる範
囲と高度医療機器装着の必要性を達人看護師は絶えず
評価していた．つまり，このジレンマが患者のニーズ
を全人的にとらえるために必要となる，患者を「人」
として理解しようとする態度の形成に重要な要素と
なっていることが示唆された．
さらに，《生活行動の観点から安全性と快適性のバ
ランスを評価し日常性を取り戻す》の表題が示すとお
り，安全性と高度医療機器の必要性を鑑みたうえで，
客観的情報の基準値や常識にとらわれない新たな看護
ケアを創造することによって，安全の担保と同時に患
者のニーズに最大限応えていたことが明らかとなっ
た．これは言い換えれば，靴職人が履く人の嗜好や使
用目的などに合わせ，その人に合った最高の 1足を作
り上げる bespoke shoesのように，客観的情報の基準値
や常識にとらわれない新たな看護ケアの創造は
bespoke careであり，これこそが看護が artとされるゆ
えんなのかもしれない．この結果はマズローニード理
論（Maslow，1943 ／ 1970）が示すとおり，上層にあ
る「所属と愛」「尊重」「自己実現」のニードが，下層
にある「安全」「生理的」のニードに支持され，安全
性と快適性，そして cureと careは切り離せない関係
性にあることを示している．また，看護師独自の視点
を活かし cureを起点とした新たな看護ケアを生むこ
とで，患者に合わせた治療を創り出すことができると
結論づけた荒川・井上（2015）の研究結果によっても
この結果は支持された．一方で快適性に類似する
comfortの概念が cureの概念と対極的なものであると
結論づけたOliveira（2013）の研究結果とは異なる結
果を示している． 

4． 【コンテキストによって数値の意味を補完し患
者中心の医療を強化する】

客観的情報の経時的変化や患者に起きている事象と
の関連性を看護師がつかみ，それを医療チームに提供
することで患者中心のよりよい治療を選択できること
が示された．しかし，これは単に看護師がどの医療者
よりも患者の近くで業務を遂行しているために果たせ
る役割ではない．《その場に示される客観的情報にコ
ンテキストを関連づける》《客観的情報に示されない
わずかな変化をつかむことで治療の効果と安全性を高
める》の表題が示すとおり，治療と生活を結びつけ，
患者が治療に反応し回復できる生活基盤を作り上げる
役割を担うなか，コンテキストを獲得することによっ
て，初めてこの役割の遂行を可能にしていることが研
究参加者の語りから明らかとなった．また，《医療チー
ムの共通言語である客観的情報を活用して快適性を表
現する》の表題が示すとおり，達人看護師は医療チー
ムの共通言語であるさまざまな客観的情報を用いて患
者の快適性を合理的に説き，医療チーム内の共有に努
めていることが明らかとなった．これらは患者の安全
を保障し，よりよい治療を可能にする healthy work 
environmentの創造・維持には熟練したコミュニケー
ション，真のコラボレーション，有効的な意思決定が
必要であることを示す研究（American Association of 
Critical-Care Nurses，2005）によって支持できると考え
る．これらより，医療チームの中で看護師が役割を果
たすためには，コンテキストの獲得によって高度医療
機器が示す情報を看護に有用となる情報へ変換するこ
とで，患者の全人的なニーズを明らかにし，患者の快
適性を保証しようとする姿勢が重要であることが示唆
された．

5． 【ありのままの体験の共有者を増やし社会との
つながりを支える】

達人看護師は，【患者の快適性を推測しながら複雑
な事象を解釈する】ことで，患者の思いや希望を他者
に向けて表現し，患者と他者のつながりを支えていた．
ただし，この大表題は【コンテキストによって体験の
共有者を増やし社会とのつながりを支える】の大表題
とは異なり，《生命兆候や苦痛を感じ取り患者が表現
できない体験さえもあるがまま受け止める》の表題が
示すとおり，看護師－患者における体験の共有に重点
が置かれていた．つまり，患者の体験をむやみに医学
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用語に当てはめず，患者特有のものととらえ，あるが
まま受け止める必要性が研究参加者の語りから明らか
になった．これは，高度医療機器を活用することで患者
がとらえるありのままの体験を共有し患者との関係性
を構築する「Technological competency as caring in nursing」
の理論（Locsin，1998）によって支持され，達人看護
師の卓越したモニタリングの技術であることが示唆さ
れた．
さらに《患者の思いを代弁することで一喜一憂する
家族とのつながりを支える》《救命を超えた先の人生
にまで関心を寄せ患者の思いを医療チームで共有す
る》の表題が示すとおり，患者の体験の共有者を家族
へ，医療チームへと拡大することで，クリティカルな
状況によって分断された家族，そして社会とのつなが
りを修復していることが明らかとなった．わが国の先
行研究（西村・掛橋，2012／犬塚ら，2009）において，
患者と他者双方へのコミュニケーションを支援する看
護実践に関する報告は見当たらず，この大表題はクリ
ティカルケア看護の新たな知見といえる．また，モニ
タリングを通して患者と家族，医療チームの輪を広げ，
社会とのつながりを修復する姿勢は，クリティカルケ
ア看護師として重要な態度と考える．

6． 【看護師－患者の相互作用がクリティカルな状
況に立ち向かう力を引き出す】

クリティカルな状況によって心身ともに脆弱化する
なか，看護師－患者の良好な関係を構築し，回復に向
け患者が主体的に治療へ参加する必要性が研究参加者
の語りから明らかとなった．そのため《訴えを引き金
にパートナーとして患者を迎え入れて看護ケアを共に
作り出す》の表題が示すとおり，達人看護師は患者の
自律心や患者独自の「その人らしさ」を認め，それを
引き出すために，患者を治療の参加者や看護ケアの
パートナーととらえていた．これはクリティカルケア
領域における患者の自律性を「健康状態に依存する患
者への看護ケアにおけるパートナーシップと相互理解
に向けた軌跡」と定義した Lindberg et al.（2014，2015）
の研究によって支持できると考える．また Lindberg et 
al.（2014，2015）は，患者の自律性の帰結にコントロー
ルと自由の保持があることを示している．これにより，
患者の安全と快適性を適切に評価し患者の自律を促進
させることで，患者の自尊心や自己効力感の回復につ
なげることを示す《制限あるなかで患者ができること

に目を向け自己コントロール感の獲得につなげる》の
表題も支持できると考える．これらの結果から，モニ
タリングは単に患者を制御したり，自由を拘束したり
することで安全を保証するものではなく，患者の「そ
の人らしさ」を認め自律を促す意味を包含しており，
モニタリングをするうえでその意味を唱えることの重
要性が示唆された． 
他方，多くの看護師は救命にとらわれることで看護
の価値を見出せないことに苦痛を感じることが研究参
加者の語りから明らかとなり，先行研究（Kongsuwan 
& Locsin，2011）と同様の結果を示した．しかし，達
人看護師は《療養生活の中に患者らしさを見出し救命
にとらわれた視野を広げていく》《患者の人となりや
普段の姿を知ることで看護ケアへの自信や救命の動機
を得る》の表題が示すとおり，モニタリングを通じて
構築された看護師－患者の関係性から，救命にとらわ
れず患者を全人的にとらえる力や救命への熱意，看護
ケアの自信を獲得していたことが明らかとなった．こ
れは，患者－看護師の良好な関係性によって患者アウ
トカムが最適化されるシナジーモデルの概念（Curley, 
1998）によって支持され，まさにこのシナジー効果を
生み出す力を，看護師は患者から与えられていたこと
が示唆された．
この相互作用の結果，《くみ取られた思いが思考を
未来に向け意欲や希望といった生きる力を引き出す》
が示すとおり，患者は救命の先を見通し，頑張る意欲
や希望，成功体験などを獲得することでクリティカル
な状況に立ち向かうさらなる強さを引き出していたこ
とが明らかとなった．これは「単なる discomfortの除
去以上に，人が他者との関係の中で力づけられ患者自
身が定義する健康や回復への目標やふるまいに向かっ
て主体的によりよく生きようとしている状態やプロセ
ス」を示すComfortの定義（Kolcaba，2003／縄，2006
／ Siefert，2002）によって支持できると考える．クリ
ティカルケア領域における comfort careの有効性は先
行研究（櫻井・井上，2011／ Kolcaba & Wilson，2002
／Wilson & Kolcaba，2004）によって示唆されている
ものの，看護師－患者の関係性と相互作用に注目した
研究は見当たらず，この大表題はクリティカルケア看
護の新たな知見といえる． 
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7． 【全人的にとらえた患者との関係性の中で生き
る道を見通し伴走する】

クリティカルな状況では患者から明確な訴えが聞か
れないことが多いだけに【患者の快適性を推測しなが
ら複雑な事象を解釈する】なかで，研究参加者は患者
に生じているありのままの体験を「患者の声なき声」
と表現していた．つまり《明確に表現できない感覚も
患者の声としてとらえ傾聴していく姿勢で接する》こ
とは，患者に関心を示し，患者との関係性の始まりを，
また患者にとっては唯一の社会とのつながりと意味づ
けていた．
そして《患者を全人的にとらえることで共感的態度
を示し患者と共鳴していく》過程で看護師－患者の相
互作用を巻き起こし，《過去から未来へと向かう生き
る道を見通し患者が進む道を伴走する》ことを可能に
していた．「伴走」とは，患者の生きる道において，
先見の明から患者を先導する医療者－患者の関係性
と，患者の主体性に応じた人－人の関係性の両者間で
柔軟な形態を構築していく，まさに動的な関係性を示
す言葉であることが研究参加者の語りから明らかと
なった．また相互作用によって互いが強化された結果，
看護師は「救命への熱意と看護実践の探求」へ，そし
て患者は「自律と回復」へ走り出すことを意味してい
ることが研究参加者の語りから明らかとなった．これ
は「ケアしケアされる」ケアの本質（Mayeroff，1971）
や，「Technological competency as caring in nursing」の理
論（Locsin, 1998）によって支持することができ，この
大表題はまさにクリティカルケア看護におけるケアリ
ングの1つの象徴であることが示唆された．

Ⅵ．結論

高度医療機器を駆使したモニタリングのプロセスの
中でクリティカルケア領域の達人看護師が大事にして
いる信念や態度について調査した結果，クリティカル
ケア看護におけるモニタリングには，【患者の快適性
を推測しながら複雑な事象を解釈する】【瞬時の判断
と振り返りのサイクルにより看護ケアの意味を見出
す】【安全な範囲を柔軟に伸縮させながらニーズを満
たす看護ケアを創造する】【コンテキストによって数
値の意味を補完し患者中心の医療を強化する】【あり
のままの体験の共有者を増やし社会とのつながりを支
える】【看護師－患者の相互作用がクリティカルな状

況に立ち向かう力を引き出す】【全人的にとらえた患
者との関係性の中で生きる道を見通し伴走する】の 7
つの意味が包含されていることが明らかとなった．看
護師－患者の関係性を構築する技術・態度と，看護師
－患者の相互作用の結果は，クリティカルケア看護に
おけるケアリングの象徴の一つであり，クリティカル
ケア看護の卓越性を示す重要な要素であることが示唆
された．

Ⅶ．研究の限界と今後の課題

本研究の参加者は 5名，全員が女性であったことか
ら，本研究の結果を広くクリティカルケア看護におけ
るモニタリングの意味ととらえるには限界があると考
える．
しかし，研究参加者は全員，急性・重症患者看護専
門看護師としてクリティカルケア看護における高度看
護実践者であり，かつ大学院教育を経た看護学の精通
者であることから，自身の高度看護実践を看護学の視
座を踏まえ系統的に語ることができる質の高い研究参
加者として選定している．その研究参加者らからの語
りによって明らかとなった 7つのモニタリングの意味
は，それこそが学際的なチーム医療の中でクリティカ
ルケア看護師としての専門性を発揮するために必要な
能力を示すことから，クリティカルケア領域の初学者
が卓越したモニタリングの実践能力の獲得に向けた道
標となると考える．
今後は研究参加者の数を増やすとともに，男性を加
えることで，より広くクリティカルケア看護における
モニタリングの意味を明らかにしていく必要があると
考える．
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Abstract

The purpose of this study was to clarify the meaning of monitoring in critical care nursing based on the phronesis of 
monitoring using high-technology performed by expert nurses in the field of critical care. Semi-structured interviews were 
conducted with five certified nurse specialists in critical care nursing, and the analysis was performed using Krippendorff’s 
content analysis. As a result, monitoring in critical care nursing included the following seven meanings: [Interpreting complex 
events like the lived experiences of patients while inferencing patient comfort], [Finding the meaning of the nursing care 
through a cycle that alternates between instant judgement and reflection], [Creating nursing care that meets patient needs 
while flexibly expanding and contracting the safe range], [Strengthening patient-centered care by complementing the meaning 
of objective index with contexts], [Increasing the number of people who share the lived experiences of patients as supporting 
the connection with society], [Drawing out the power to confront the critical situations through nurse-patient interactions], 
and [Seeing into the way to live life and escorting from the past to the future based on the relationship with the patient, who is 
recognized as a holistic person]. The skills and attitudes that strengthen the nurse-patient relationship, and the results of the 
nurse-patient interactions are symbols of caring in critical care nursing, suggesting that they are important factors that show 
the expertise of critical care nursing.


