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研究成果の概要（和文）
：
本研究においては、看護研究の成果を実践活用できるように転換する方法をトランスレーシ
ョナルリサーチと位置づけ、看護研究成果と実践活用とをつなぐ方法の開発と活用システムの
構築を目的とした。研究成果の実践活用を試みる 4 つのプロジェクトを組んで実際の活動を行
うとともに、大学附属病院看護部に設置された看護研究実践応用センターの活動に参加し、研
究成果の実践活用を推進する方法を検討した。これらの活動を通して、研究成果を実践活用す
ることによって、臨床の看護ケアが変化していくことが明らかになった。それとともに、研究
成果を実践活用するためには看護師の技術や能力の習得があって初めて活用が可能になり、実
践活用するための看護師の実践能力の育成をどのようにしていくかが課題として残された。
研究成果の概要（英文）
：
The purpose of this research is to develop methodologies for translating nursing research
findings to practice and to establish a research utilization system for nurses in hospital
settings. Four research projects selected for this purpose and practiced. Moreover, the
researchers participated to activities of Nursing Utilization Center which was established
under the nursing section in the University hospital, and discussed relations between
promoting utilization of research findings and the quality of care. As a result, the quality of
nursing care improved through utilizing research findings to practice. On the other hand,
in order to utilize research findings into practice, development of nurses’ competence and
technical skills should be address prior to administrating research findings in a hospital.
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１．研究開始当初の背景
わが国の看護系大学の増加は著しく、平成
20 年 4 月には 167 校となり、看護師資格を
有する看護系教員の数は 5,000 名を超えてい
る。看護系大学院は、修士課程 106 で、定員
数は 1,701 名、博士課程は 46 校で、定員数
は 328 名となっている。この数からみても看
護学の研究論文に取り組む者は、約 7,000 名
にも及び、看護学関係の論文は、研究者の数
以上に出されていると考えられる。また、看
護系の学会も日本看護系学会協議会の会員
だけでも 33 学会に及び、他の看護学に関連
する学会や看護職能団体の学会まで入れる
と、発表される研究論文数は、数え切れない
程になる。こうした看護界の動きは看護実践
の質の向上に役立っていると考えられるが、
その実状は把握できておらず、また、研究成
果が臨床に結びついているという実感も持
てない現状にある。
そこで本研究では、看護学の研究成果を実
践に活用する方法の開発と活用するシステ
ムの構築を行い、数多く生み出される研究の
所産を看護実践の質の向上に役立てる方策
を検討しようと考えた。
本研究においては、看護研究の成果を実践
に活用できるようにする方法論をトランス
レーショナルリサーチとしている。米国にお
いては、National Institute of Health (NIH)
による「トランスレーショナルリサーチとは、
基礎、臨床、または疫学の研究成果を人々の
健康を保持増進させるために、ケアの担い手
や住民が応用できる情報、資源、用具に転換
していくことである」という定義が広く用い
られている 1)。この NIH の定義には、実験室
等で行われた基礎的研究の成果を臨床で患
者に適応するという側面と、臨床研究におい
て得られた研究成果をさらに多くの対象や
場において活用していくという 2 つの側面が
含 ま れ て い る 2)3) 。 看 護 学 に お い て は
Holzemer が「看護専門職の研究成果を看護
実践に活用するのみならず、地域や人々のセ
ルフケアや保健行動にも役立てるようにす
ること」1) を強調しているように、後者の側
面に焦点を当てたトランスレーショナルリ
サーチが求められている。米国では 1980 年
代半ばより、Research Utilization として診
療報酬に影響を与えるような看護研究が推
進されてきたという背景もあり、2000 年に
開催された The National Institute of Nursing
Research の会議において、博士課程修了者の
取り組むべき研究課題の 1 つにトランスレー
ショナルリサーチが位置づけられている 4)。
わが国においては、トランスレーショナル
リサーチという用語は、基礎医学の研究成果
を臨床に活用するための研究に用いられて
おり、NIH の定義の前者に焦点があてられて

いる。看護師がトランスレーショナルリサー
チに関与している医療施設もあるが、それは
あくまでも基礎医学の分野で得られた研究
成果を臨床活用していくために、患者を対象
にした研究を行う際の倫理的側面の監視や、
被験者となった患者に対するケアに関与す
るということであり、看護学における研究成
果を実践活用することを主たる活動目的と
するものではない 5)6)。
現在、Evidence Based Nursing が提唱さ
れている中で 7)8)、研究成果と実践とを結び付
けようとしているが十分とは言えない。研究
成果を看護師、他の医療従事者、当事者であ
る患者や家族が活用できるように工夫・修正
し、それを利用できるシステムをつくること
は急務であり、看護研究者の大きな役割と考
える。そこで本研究では、看護研究の成果を
看護実践に活用できるように転換する方法
をトランスレーショナルリサーチとして位
置づけ、看護研究成果と実践活用とをつなぐ
方法の開発とシステムの構築をめざすこと
とした。
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２．研究の目的
これまで本研究者らと大学附属病院およ
び関連病院の看護専門職と共同で手がけて
きた看護研究を基盤に、その方法と課題を明
確にし、研究の成果を臨床（実践）で活用で

きるようにしていくために必要となる方法
や支援システムについて検討する。また、大
学附属病院看護部に設置された看護研究実
践応用センターの活動に参加し、研究成果の
実践活用の推進とケアの質の向上との関係
について検討する。
３．研究の方法
本研究においては、研究成果を実践に活用
する方法とシステムを開発し、看護の質の向
上に役立てる方策を検討することに焦点を
当てた。よって本研究は、以下の 3 つの側面
から進めていった。
(1)研究成果の実践活用を試みようとする 4
つのプロジェクトを組み、その活動を通じ
て研究成果を実践の場で活用する際に直
面する困難を記述・分析し、それを乗り越
える方策を検討する。
(2)トランスレーショナルリサーチの先駆的
な活動について情報収集を行い、その内容
を分析して研究成果を実践活用するため
の要件を検討する。
(3)本大学附属病院看護部に設置された「看
護研究実践応用センター」の活動に参加し、
その活動を通して研究成果を看護の質の
向上に役立てるための方法を検討する。
４．研究成果
(1) 4 つのプロジェクトが行った活動とその
成果
【プロジェクトⅠ】統合失調症患者の地域
生活の定着を目指したサポート
実践活用の方向性：開発されたプログラム
を臨床状況に合わせてケアを展開する。
具体的な活動内容：研究者らが精神科病院
をフィールドに開発した実践プログラム「再
入院した統合失調症患者に対する症状マネ
ジメントと支援体制確立のためのプログラ
ム」を病床数が少なく、短期入院を余儀なく
されている総合病院（大学附属病院）内の精
神科病棟において活用することを試みた。病
棟看護スタッフの多くは精神科看護の経験
が少なく、しかも忙しさの中で業務に流され
がちになっている現状から、意図的な看護を
導入することによって看護師の精神科看護
の専門性を高めていくことを狙った。病棟看
護師にプログラムの説明を行い、該当した事
例に適応したが、病棟スタッフから、プログ
ラムの項目をどのように使えばよいのか、内
容も難しいなどが出され、プログラムを臨床
応用していくためには時間をかけて説明を
し、個々の看護師のスキルアップを図ってい
く必要性が示唆された。すなわち、本プログ
ラムを臨床活用していくためには、活用のプ
ロセスを通して看護ケアを展開するための
精神科看護の専門的な臨床能力の育成が必
要であることが明らかになった。

【プロジェクトⅡ】がん患者のサポートグ
ループ
実践活用の方向性：先行研究の結果に基づ
きプログラム内容の修正を行うとともに、サ
ポートグループの院内定着を図る。
具体的な活動内容：先行研究（乳がん患者
の QOL 調査）の結果に基づき、患者の QOL を
より高められる内容に修正を加えた上で、年
間 4～6 回サポートグループを開催し、年間
のべ 40 名前後の参加があった。
病院のスタッフが自分の時間を使い活動
する負担を感じながらも、「継続する」こと
で利用者のサポートグループへの期待やニ
ーズが確認され、スタッフの「継続する」意
欲につながっていった。そして、院内研究発
表会や医師の研究会などで「活動を伝える」
ことで、関連病棟・外来看護師、医師などの
「関係部署の協力を得る」ことができ、サポ
ートグループ運営の基盤は確立されたと考
える。
今後は利用者のニーズを把握し、グループ
活動に反映していくとともに、組織としての
位置づけについて検討していく。
【プロジェクトⅢ】子どもを亡くした家族
へのサポート
実践活用の方向性：既存の研究成果および
先行研究（対象者へのニーズ調査）の結果を
基に必要とされるサポートの導入を図る。
具体的な活動内容：子どもの看取りを経験
する 1 つの大学附属病院内の 2 病棟（NICU と
小児病棟）で導入を検討した。医療施設とし
て実施可能な取り組み内容および優先順位
を検討するため、看取りのケアの実態把握お
よびケアにあたる看護師の思いを明らかに
した。その結果、家族へのサポートとしては、
｢家族への直接的なアプローチ｣よりも、「死
亡退院前までに医療施設で子ども・家族に対
して提供するケア」および「看護師のグリー
フケア」の充実･体系化が優先事項であるこ
とがわかった。そのためには看護師が子ども
の死に準備することや亡くなった子どもを
めぐる思いを表出することへの抵抗や嫌悪
感を打破する方略を必要とした。「看護師の
グリーフケア」の一つの機会となる「デス・
カンファレンス」の導入･定着のプロセスの
比較を通じて、知識の共有、ファシリテータ
ーの育成、調整役と調整方法の明確化、安全
な環境の保障およびそこで思いを表出でき
た体験が必要であると考えられた。
【プロジェクトⅣ】看護師に対するリラク
ゼーション技法の取り組み
実践活用の方向性：看護師がリラクセーシ
ョン技法を修得し、日常の看護実践の中に導
入する。
具体的な活動内容：リラクセーション法を

患者や家族に指導できるようになるために
は、看護師が自分のセルフケアに役立てるよ
うに自らをトレーニングすることが必要で
ある。そこでトレーニングを受けたいと申し
出た看護師 5 名を対象に実践活用するための
研究についての説明を行い、同意を得た後、
リラクセーション法を実施した。
最初に呼吸法に取り組んだ。呼吸法につい
て説明後、デモンストレーションを行い、実
際に行った。その様子をデイスカッションし
記録していくが、これを約 10 日間行った後
にまとめて評価をした。その後、2 つ目の方
法（漸進的筋弛緩法）に入り 10 日間行う予
定であったが、
対象者である 5 名の看護師は、
「疲れてできなかった」「しなければならな
いことがあると後回しになってしまう」「忘
れてしまう」などの理由で予定通りすすめる
ことができずに中止となった。そのために、
最後に 3 つめの方法として
「誘導イメージ法」
を 10 日間、実施する予定であったが、そこ
までたどりつけなかった。
今回は 3 つの方法を各 10 日間行うことは
できなかった。しかし、最初の対象者は、呼
吸法のトレーニングの中で、自分自身の心身
の状態をよく観察してリラクセーションを
継続して得られる効果や自分自身のあり方
を深く考察するなどしており、肯定的に評価
できる点が多くあった。今回のような長期間
にわたる取り組みを継続していくためには
対象者と研究者の関わり方を密にし、細かく
フォローすることが必要となることが示唆
された。また、取り組んでいくプロセスで対
象者同士が関わりあっていけるシステムを
作ることで安全に継続していくことが可能
になると思われる。
(2) 研究成果を実践活用するための要件
これまでのトランスレーショナルリサー
チの先駆的な活動の文献検討や本研究のプ
ロジェクト活動を通して、研究成果を活用し
ていくためのプロセスについて図 1 のように
まとめることができた。
先ず状況を共有して問題を明確にする。こ
れまでの研究成果を検討して、問題解決に見
合った方法を選んで、それを活用するための
勉強会を開催し、具体的に適応できるかどう
かを検討していく。この過程で必要に応じて
研究計画書を作成し、倫理的な審査を受けて
から実施する場合もある。
こうした実践活動の中で明らかになった
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ことは、研究成果の活用には、活用する看護
師に技術や能力が必要になるということで
ある。すなわち、統合失調症患者の地域生活
の定着をめざしたプロジェクトⅠや、看護師
のリラクセーション技法の習得をめざした
プロジェクトⅣでは、実践活用するために看
護師の技術や能力の習得が必要であった。図
1 の活用プロセスの「活用するための勉強会」
や「実際に活用する」においては、実際に援
助を展開する看護師の技術と能力習得のた
めの時間が必要であり、研究成果の活用には
実践できる人材の育成が必須要件となって
いる。
(3) 研究成果を看護の質の向上に役立てる
ためのシステムの構築
本研究においては大学附属病院看護部に
設置された「看護研究実践応用センター」の
活動に研究者らも参加し、看護師が実践のな
かで直面した課題をこれまでの研究成果を
活用することによって解決していく方法を
検討した。図 1 に示したように研究成果を実
際に活用していくためには以下の点が必要
になることが明らかになった。
①臨床で働く看護師自身が、実践の中から問
題の意識化、明確化を図ることによって、
研究成果を実践につなげていこうとする
パワーが生まれる。したがって、臨床から
の問題意識を吸い上げ、改革につなげてい
くことを推進するシステムを導入するこ
とは重要である。
②研究成果を基に作成されたマニュアルや
ケア手順などは、一度、導入されたとして
もそれを臨床に定着させるためには、継続
的なフォローアップや組織的な取り組み
が必要とされる。
③研究成果を活用するためには適切に研究
を評価する能力が必要であり、研究の基本
が理解できていることが求められる。した
がって、研究成果を看護の質の向上に役立
てるためには単に研究に対するサポート
のシステムだけではなく、研究を理解する
ための教育も必要になる。
「看護研究実践応用センター」は研究成果
の実践活用を推進するための支援システム
の 1 つとして有効に活用することができると
思われる。その一方で研究成果の実践活用に
は人材の育成が必要になり、看護師の院内教
育に連動していく必要性が明らかになった。
この点は今後の検討課題と言えよう。
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