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研究成果の概要（和文）：本研究は、脳卒中の合併症のひとつである脳卒中後うつ病（PSD）の早期発見を目指
し、看護師のスクリーニング能力を高める教育方法を検討することを目的とした。
A回復期リハビリテーション病院の看護師を対象に、研修会を実施し（平成30年7月～8月）、研修会の評価のた
めアンケート調査を行った。その結果「スクリーニングツールの使用方法」や「PSDの治療法」などの知識の正
答率は低く、「PSDの治療の必要性を説明できる」や「PSDの早期発見と評価を実施できる」などのPSD早期発見
のための実践について“よくできる”と回答した者はいなかった。よって、知識だけでなく実践への自信を高め
る介入の必要性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：One of the complications of stroke is post-stroke depression (PSD).PSD has 
high occurrence rate up to 40% during recovery phase of stroke patients.
We aimed at early detection of PSD and to consider of education method to improve screening ability 
of nurses. An educational intervention for a nurse at one recovery phase rehabilitation hospital was
 conducted (July-August 2018).And to assess the interventions, a questionnaire survey was conducted 
on the knowledge, concern and confidence of practicing skills of PSD early detection. As a result of
 the questionnaire survey, the accuracy rate of knowledge such as "How to use screening tool" and "
Treatment of PSD" was low. We also asked nurses, "Can you explain the need for PSD treatment?" "Can 
you conduct early detection and evaluation of PSD?" No one answered “I can do it well”. Therefore,
 in order to improve the screening ability of nurses, the need for intervention to increase not only
 knowledge but also trust in practice was suggested.

研究分野： リハビリテーション看護

キーワード： 脳卒中後うつ病　回復期リハビリテーション看護
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の結果、回復期リハビリテーション病院の看護師は、経験年数に関わらずPSDの早期発見に対し高い関心
を持っていた。しかし、現時点ではスクリーニングの実践に至っていないことから、今後は知識だけでなくスク
リーニングを実践する自信を高める介入が必要である。そのためには、看護師と研究者が密に連携し、実際の現
場で実践の機会を増やし、経験を積み重ねていくことが求められる。
自信をもってスクリーニングを実践できる看護師の存在は、PSDの症状を的確に観察し、医師の診断と治療に繋
げることができ、長期的には脳卒中患者のセルフケアの再獲得を早期に可能とすることが期待される。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

脳卒中の合併症のひとつに脳卒中後うつ病（post stroke depression：以下 PSD）がある。 
PSD は、脳卒中患者全体の約 40％に合併し、日常生活動作、認知機能が有意に低下する 1)。

また、PSD 患者は、PSD でない患者に比べ死亡率や自殺率が高く 2)、未治療のうつ状態は、回
復に対する予後不良因子となる。 

PSDの治療法としては、脳卒中発症後1ヶ月以内にPSDと診断され内服治療を開始した群は、
1ヶ月以降に開始した群に比べ、日常生活動作が有意に改善したことから 3)、抗うつ薬による
発症早期の内服治療が有効であると報告されている。しかし、実際に内服治療を受けていたの
はわずか 1割であったとの報告もある 2）。その理由として、PSD の症状は、不定愁訴として見
過ごされやすいことから、適切な治療に結びつかないことが指摘される 4)。また、PSD が発症
しやすい時期は、脳卒中発症後 3～6 ヶ月にピークとなる 3)と報告され、この時期は、回復に
向けてリハビリテーションを行う時期と重なる。実際に回復期の PSD 発症率は約 40％と報告さ
れており 5)、回復期において PSD への対策は必須であると言える。 

海外の先行研究をみると、看護師が PSD のスクリーニングを積極的に行うこと、医師へのコ
ンサルトを行い早期の治療導入につなげていくことの重要性がガイドラインに記載されている
6）。しかし、我が国においては、看護師の PSD に対する知識、スクリーニングの重要性につい
て示された文献が非常に少ない現状にある。 
わが国において、臨床で看護師が PSD の症状を的確に観察し診断と治療に繋げることが可能

となれば、リハビリテーションの効果的な治療や、セルフケアの再獲得に向けた効果的な看護
介入に繋がることが期待される。 
 
２．研究の目的 
本研究においては、PSD を合併する患者が多いと報告される回復期リハビリテーション病棟

の看護師を対象に PSD の早期発見を目指した看護師のスクリーニング能力を高める教育方法を
検討することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
（1） 対象者の選択基準：回復期リハビリテーション病棟に勤務する看護師。年齢・性別・勤

務形態（常勤または非常勤）・教育背景や、専門・認定看護師の資格の有無は問わない。 
 

（2） 目標対象数：先行研究から計算し総合計 40人に設定した。 
 
（3） 教育方法：PSD スクリーニング能力を高めるための教育方法を再考し、看護師を対象と

した研修会（教育介入）を実施した。研修会は講義と演習の 2回で 1セットとした。研修
会は 1回 60 分とし、講義と演習の間隔は 2週間とした。60 分の時間設定と 2 回で 1セッ
トの組み立ては、勤務終了後の実施であることから、短時間で 2回を限度に実施するよう
にとの看護部からの要望であった。研修会の評価として、研修会の前、研修会の直後、1
ヶ月後、3ヶ月後にアンケート調査を実施した。アンケートの内容は、以下の通りとした。 
① 基本情報：性別・年齢・臨床経験年数・脳卒中看護経験年数等 
② 主要評価項目：スクリーニングを実践した件数 
③ 副次的評価項目： 

PSD の病態・生活への影響・治療・スクリーニングの＜知識＞に関する計 10問 
PSD の早期発見・スクリーニングの必要性等の＜関心＞を問う 5問 
PSD の症状の観察・スクリーニング等を実施する＜自信＞を問う 5問 
（得点範囲：＜知識＞は 0～10点、＜関心＞＜自信＞は 5～20 点） 

 
（4） 教育効果の判定：本研究の主要評価項目は、看護師のスクリーニング能力を高めること

であり、実際にスクリーニングを実践した件数を調査した。副次的評価項目として、＜知
識＞に関するテストの得点の推移、＜関心＞・＜自信＞に関するアンケートを教育前・教
育直後・1ヶ月後・3ヶ月後に実施した。教育介入の流れについて、下図へ示す。 

 
（5） 調査期間：本調査は平成 30 年 3 月～8月に実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 



４．研究成果 

平成 30年 3 月～8月に A回復期リハビリテーション病院の看護師を対象に、研修会を実施し
た。参加者は講義 13名、演習 3名であった。研修会の前後、1ヶ月後、3ヶ月後にアンケート
調査を行った。第 1回目のアンケート回収率は 62.5％であり、今回実施した調査の中で最も高
い回収率であった。よって、第 1回目のアンケート結果を中心に分析を行った。基本情報にお
いて、アンケートに回答した 34 名（男性 9名、女性 25 名）のうち、臨床経験年数では 10年未
満は 18名、10年以上は 16名であった。脳卒中看護経験年数では 10年未満は 6名、10年以上
は 28 名であった。 

分析の結果、主要評価項目
であるスクリーニングの実
践件数は、研修会実施前に 1
件あったものの、PSD の診断
には至らなかった。副次的評
価項目における＜知識＞の
うち「失語や失認により PSD
が過小評価される」の問いで
は約 8 割が正答したが、「スクリーニ
ングツールの使用方法」や「PSD の治
療法」の正答率は3割以下であった（表
1）。 

次に、＜関心＞では「PSD の早期発
見・早期治療は重要である」、「PSD 早
期発見の評価は看護師の役割である」
の問いに 9 割以上が“ややそう思う”
“とてもそう思う”と回答した（図 1）。 

＜自信＞では「PSD の治療の必要性
を説明できる」や「PSD の早期発見と
評価を実施できる」の問いに“よくで
きる”と回答したものはいなかった
（図 2）。また、臨床経験年数 10 年未
満群と 10 年以上群に分類し、＜知識
＞＜関心＞＜自信＞の各項目の平均
点を比較した。＜知識＞では、10 年未
満群は 5.78 点、10 年以上群は 7.0 点
であり10年以上群が有意に高かった。
＜関心＞では、10 年未満群は 18.61
点、10 年以上群は 18.06 点であった。
＜自信＞では、10 年未満群は 10.89
点、10年以上群は 13.0 点であり 10年以上群が有意に高かった（図 3）。 

これらのことから、回復期リハビリテーション病棟の看護師は臨床経験年数にかかわらず、
PSD に対する高い＜関心＞を持っていると考えられた。加えて、同看護師は臨床経験を積む過
程において、PSD 早期発見に関する＜知識＞や＜自信＞を身に付けていることが示唆された。
しかし、現時点ではスクリーニングの実践件数はわずかであることから、＜知識＞と＜自信＞
を高める介入が必要であると考えられた。また、研修会後約 1ヶ月後、約 3ヶ月後にもアンケ
ート調査を行い、介入の有効性について評価を行う予定であったが、症例数が少なく、本介入
が看護師のスクリーニング能力を高めるために有効であったとは言い切れない結果となった。 

今後の課題として、看護師のスクリー
ニング能力を高めるためには、＜知識＞
だけでなくスクリーニングを実践する
＜自信＞を高める介入が必要である。そ
のためには、看護師と研究者が密に連携
し、実際の現場で実践の機会を増やし、
経験を積み重ねていくことが求められ
る。自信をもってスクリーニングを実践
できる看護師の存在は、PSD の症状を的
確に観察し、医師の診断と治療に繋げる
ことができ、長期的には脳卒中患者のセ
ルフケアの再獲得を早期に可能とする

表 1 
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ことが期待される。 
本研究は PSD の早期発見のための看護教育に関する研究が極めて少ないわが国において、リ

ハビリテーション看護学領域における教育プログラムに示唆を与えると考える。 
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