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研究成果の概要（和文）：入院して活動制限を受けている思春期児における夜間睡眠のパタ

ーンと関連要因、看護援助の調査から、以下のことが明らかになった。思春期児の主観的

睡眠評価と夜間覚醒は、身体症状、環境要因、ストレス認知、不安との関連が示唆された。

入院中の睡眠に関するセルフケア行動は入院前のセルフケア行動と関連していた。看護師

の睡眠援助には、入院による睡眠障害が生じないように日常的に続けている支援と、睡眠

障害をもつ思春期児への問題解決的な支援が見出された。  

 

研究成果の概要（英文）：  

This study aimed to examine the characteristics of sleep, the factors of sleep 

disturbance, and nursing care in the hospitalized adolescent. Physical symptoms, 

environmental factors, stress appraisals, and anxiety suggested that effect on 

subjective evaluation and sleep-wake. Relationship between self-care at home and in 

hospital had suggested the important of the sleep assessment on admission. In the 

sleep of hospitalized adolescent, the practice of nurses was prevention a sleep 

disturbance and intervention for sleep problems. 
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１．研究開始当初の背景 

身体や脳の健康を保つ睡眠の機能の解明

とともに、適切な睡眠の維持においては、

生活環境を含めた生活全体の調整の重要

性が指摘されている。家庭で生活する健康

な小学生・中学生の睡眠の検討から、心身
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の健康との関連が明らかにされ、睡眠への

支援がなされるようになってきている。病

気療養時には睡眠欲求が通常よりも強く

なり良質な眠りが求められるため、睡眠を

維持・促進する看護ケアは非常に重要とな

る。しかし、思春期児の睡眠に関する研究

の多くは健康児を対象としたものであり、

病気や入院生活に関連する睡眠の研究は

非常に少なく、睡眠の評価や看護援助の検

討が求められている。 

 

２．研究の目的 

本研究は、治療のために入院して活動制

限を受けている思春期児の夜間睡眠パター

ンと関連要因を明らかにし、睡眠ケアモデ

ルの試案を作成することを目的とする。 

 

３．研究の方法 

(1)治療のために入院している思春期児の

睡眠に関するレビューから、睡眠の評価に

使用されている評価尺度の特性、睡眠や睡

眠障害に関連している要因の抽出、看護介

入について検討する。 

(2)睡眠および睡眠の障害に関する質問紙

を作成する。 

(3)夜間睡眠に関する質問紙調査及びアク

チグラフ（腕時計型活動量計）による測定

を行う。 

(4)思春期児を看護した経験を持つ看護師

への半構成的面接調査から援助について

の認識と内容を抽出する。  

 

４．研究成果 

(1)病気で療養中の思春期児の睡眠の評価

に関する現状と課題（文献レビュー） 

 英文献は“sleep in タイトル”をキー

ワードとし、検索オプションにより、

“ adolescent”、“  nursing”に限定し、

CINAHL（1984 から 2009 年）で、和文献は

“睡眠”，“思春期/中学生/高校生”をキー

ワードとし，“看護文献”“原著論文”に限

定し、医学中央雑誌 Web版（1983から 2009

年）で探索した。対象となる論文は英文献

５件、和文献２件であり、身体的疾患をも

つ思春期児の睡眠を測定した看護系論文は

非常に少なかった。このうち、対象者の疾

患（がん、鎌状赤血球症）を限定した論文

は英文献４件で、痛み症状との関連で検討

されており、いずれも英文献であった。測

定場所は、入院中の病院５件、自宅 1 件、

測定期間は１から 11 日間連続であり２日

から５日間連続が多かった。測定の方法は

アクチグラフ３件、自己報告質問票３件、

睡眠日誌で３件であり、睡眠日誌はアクチ

グラフと共に用いられていた。自己報告質

問票は、既存の睡眠評価表をそのまま使用

しているものはなく、一部のみ使用あるい

は自作のものであった。睡眠の客観的・主

観的データは、就寝時刻、起床時刻、総睡

眠時間、昼間の睡眠、睡眠の主観的評価（よ

く眠れたかどうか）、夜間覚醒頻度、入眠時

間であった。このレビューから明らかにな

ったことは以下の事である。①睡眠時間は

健康な思春期児に比べて、非常に個人差が

大きい。②夜間覚醒回数は増加している。

③入院中の睡眠への主観的評価は低下して

いる。④思春期児の主観的評価は、アクチ

グラフによる測定結果を反映している。⑤

睡眠障害に関連する要因として、痛み、疲

労などの病気の症状、環境要因（親や医療

者の入室・退室）、個人の要因として排泄、

空腹などが検討されている。④研究論文が

少なく、さらに各研究データのサイズが小

さいことから一般性に欠けるといえる。一

方、データ収集の困難さをも示している。

⑤睡眠障害に対する看護援助のケーススタ



 

 

ディはあったが、援助効果をなんらかの測

定基準用いて測定した論文はなかった。 

(2)入院中思春期児への看護師の睡眠援助 

①データの収集と分析 

ａ.入院している思春期児を看護した経

験を持つ看護師への面接とその分析から、

看護師の睡眠援助の認識と行動を抽出した。

データ収集において、面接内容は許可を得

てICレコーダーに録音し、分析は内容分析

法を用いた。 

ｂ.医学中央誌医学中央雑誌Web版を用い

た検索から得られた、思春期入院児への睡

眠援助の事例報告から看護援助を抽出した。 

②看護師の睡眠援助 

看護師は、思春期児への睡眠の援助につ

いて、睡眠は家庭生活の中で習慣化されて

おり個人的な様相が強いること、夜更かし

をしやすいが生活習慣への介入を好まない

年代であると認識していた。そのため、治

療や療養への支障や他の入院児への睡眠や

安楽への障害がないかぎりは、その思春期

児の睡眠スタイルを尊重しようと意識し行

動していた。一方、看護介入が必要である

との看護師の認識や判断は、“眠れない”

など思春期児からの睡眠障害の訴えがある、

睡眠が朝や昼間に移行した生活サイクルと

なる、治療や療養生活への支障があること

であった。 

そのため、看護師の看護援助には、“入

院による睡眠障害が生じない”ように、睡

眠生活を整える日常的な支援と、睡眠の問

題を認識した時の“睡眠が十分にとれるよ

うにあるいは睡眠サイクルが整う”ように、

睡眠障害や睡眠生活への積極的な看護介入

の２つの支援のタイプが見出された。しか

し、援助の効果については、“何か良かっ

た判断できない”“その時によって違う”

など、評価は難しいと認識していた。 

日常的な支援：夜間入眠前の援助は、飲

水や排泄など児のニーズを満たすこと、睡

眠前に心を乱すようなことは避けること、

児が安心できるように声をかけること、音

楽を聴くなどの睡眠準備を尊重する、など

である。睡眠中の援助は、夜間の観察や処

置で睡眠が中断されることがないように処

置を集中させることや入室のタイミングを

はかるなどの配慮をすること、寝具や環境

を整えるなどである。朝の覚醒への支援は、

気分の良い目覚めとなるように、夜間の睡

眠から朝の目覚めを促す時間を図ること、

笑顔でいることなどである。 

睡眠障害への看護介入；睡眠障害や睡眠

を阻害している要因のアセスメントをする、

痛みなどの身体症状からの苦痛を緩和する、

病気や治療及び学習や学校生活などへの不

安や心配などに対処し、安楽や不安の緩和

を行う、夜間の睡眠環境を整える（明るさ、

温度、音、観察や医療処置など）、日中の

活動や刺激を増やす、入眠を促進する（マ

ッサージをする、そばにいる）、などであ

る。また、夜間の睡眠を促進するために、

症状緩和のための薬や眠剤の投与のタイミ

ングを見出すようにしていた。 

(3)質問紙の作成 

質問紙は、活動制限の内容と程度（自作）、

思春期児の睡眠質問紙（自作）、夜間睡眠環

境質問紙（自作）、入院中の活動制限による

ストレス質問紙（村田ら、1997）で構成し

た。思春期児の睡眠質問紙は 2 枚用意し、

入院中（現時点）と家庭生活時（振り返り）

のそれぞれについて調査した。 

①思春期児の睡眠質問紙 

思春期児の睡眠と睡眠セルフケアに関す



 

 

る 15 項目よりなる自己報告質問紙を作成

した。項目は、睡眠－覚醒機能の看護アセ

スメント（ Morgan K.et all, 1999）、

Adolescent sleep  Hygiene Scale

（LeBourgeis MK.et all,2005）思春期入院

児の睡眠の特徴（藤井他，2006：草場他、

2007 ） 、 The  Childlen’s Self-Care 

Performance Questionnaire （ Moore JB, 

1993）らの検討にを基に選定した。内容は、

睡眠-覚醒パターン、夜間覚醒の頻度、睡眠

の主観的評価、入眠潜時（入眠傾向）、セル

フケア行動で、回答形式は 5件法とした。 

②夜間睡眠の睡眠環境質問紙 

夜間覚醒と入眠障害に関する要因を検討

するために、環境要因及び身体・心理要因

の 13 項目よりなる自己報告質問紙を作成

した。項目は文献レビュー（Pamera H.et 

all,2007:Jacob E.,2006；（藤井ら，2006）

と看護師からの聞き取りをもとに選出し、

回答形式は 4件法とした。 

③睡眠日誌 

アクチグラフとの併用を目的に作成した。

項目の選定は、草場ら（2007）をもとに行

い、簡便になるように一部修正した。 

(4)思春期児への睡眠に関する調査 

 睡眠アセスメントツールの作成を目的と

した思春期睡眠質問紙、夜間睡眠環境質問

紙の信頼性・妥当性の検討、及び入院児の

睡眠および睡眠関連行動の特徴（家庭との

比較において）と睡眠・睡眠障害に関連す

る要因の検討のために、50例のデータ収集

を目的としているが、まだ足りずデータ収

集を継続している。そのため、今回は 15例

から得られた結果を報告する。対象は 11歳

から 17歳の男子 4人、女子 7人である。活

動制限の内容は、一日の大半をベッド上生

活している、あるいは持続点滴などによる

行動の制限である。 

入院中の睡眠の質は、家庭での睡眠に比

べ、夜中に 1回以上は目を覚ます、30分以

上昼寝や仮眠をとる児は多く、ぐっすり眠

るは少なく、睡眠の評価は低い傾向にあっ

た。睡眠に関するセルフケア行動－就寝時

刻が一定である、部屋を暗くする－におい

ては、入院中と家庭においては違いがある

が、入院中のセルフケア行動は入院前と類

似している傾向にあった。このことは、看

護実践における入院時の睡眠アセスメント

の重要性を示していた。睡眠の質を示す指

標としての主観的睡眠評価および夜間覚醒

は、思春期児の主観的睡眠評価と夜間覚醒

は、身体の不快症状、環境要因、ストレス

認知、不安との関連が示唆された。 

 (5)ケアモデルの試案に向けて 

入院児の睡眠に影響が示唆された要因は、

今回看護師の面接から抽出された看護援助

に包含されていた。さらに、入院児の睡眠

セルフケア行動や看護師の睡眠を維持しよ

うとする看護実践などから、看護師は入院

児の睡眠に最も影響を与える立場にあるこ

とが明らかになった。しかし、睡眠援助の

方法および効果の評価は明らかにされてい

ない。本研究においては、データを増やし、

睡眠アセスメントの信頼性・妥当性の検討、

睡眠援助の抽出を行う。 
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