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研究成果の概要（和文）：　東日本大震災で被災した看護管理職に体験を半構成的なインタビューで実施した。
内訳は、４２名の管理職と１７名の看護師の計５９名であった。
　成果として管理職は、1. 自身も被災し部下を世話しながら、他職種や他機関との連携をした。2．被災後体調
を崩した人がいた。3．特に原子力発電の近くでは、情報が早く欲しかった。これらは、管理職への交替要員が
不足していたことにより生じた。特に看護部門最高責任者の交替は得られなかった。今後は管理職・看護部門最
高責任者の交替要員を意識した支援方法や日頃の防災訓練や備えが望まれた。

研究成果の概要（英文）：  Concerning experiences among Nurses in nursing management who suffered 
from the great east Japan earthquake were interviewed by semi- structured interview method. 
Participants were 59 nurses in 42 nursing managers and 17nurses.
  Results were 1.to collaborate other professions and agencies taking care of followers, although 
nurses themselves were also struck by disaster.2.Some nurses broken down their physical conditions 
after disaster.3. Especially, in close to nuclear power areas, they wanted information concerning 
damages of earthquake. These were occurred in shortness of replacement of personnel, especially, 
replacement of nursing department chief were not acquired. In further, supporting methods, training,
 and preparations in consideration of replacement personnel of nursing managers were expected.

研究分野： 　医歯薬学
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１．研究開始当初の背景 
2011年3月の東日本大震災は甚大な被害を

もたらした。被災地の看護管理職者は、自身
も被災者ながら「他者のケア」と「ケアをす
る看護師へのケア」を行う複雑な立場に置か
れた。筆者らは、被災地の看護師らが患者や
住民のために活躍し、当初は、看護師自身、
体験を穏やかに受け止めるような過程には
達していないと実感していた。 
 
東日本大震災で被災した看護師に対して

「ストレスを乗り越える上で支えになったこ
と」を問うたところ、「家族・友人」、次い
で「上司・同僚」との回答が得られた。がん
で配偶者を亡くした人に「配偶者の死後支え
になったこと」を問うたところ、「生前の配
偶者との思い出」、「生前配偶者が作ってく
れた人間関係」との回答があった。これらを
対比すると、被災看護師より、がんで配偶者
を亡くした人の回答の方が情緒的な深さを感
じさせるが、これは、①心理的回復を経て語
れる時期に達するための時間がもっと必要で
あることと、②まだ研究者が看護師の思いに
沿って情緒的なところまで聞いたり、記述し
たりできていないことが考えられる。 
 

 被災直後の看護師の活動の様子は、多くの
看護師が記述している。中には、被災地外か
ら被災地に支援に出向いた看護師によるもの
も多い。しかしその後も、被災地の看護管理
職者は、患者や被災地住民へのケアに加え、
自分以外の看護師への支援を行っており、メ
ンタルヘルス面でのセルフケアを行う余裕も
ないし資源もない状態が続いていると推察さ
れる。さらに、患者や住民に加え、①看護師
までも「看護管理職は経験豊富で強い人」な
どの思い込みから、支援が必要な対象とは考
えていないこと、②看護管理職自身も、自身
を、支援を受ける人とは自認していないこと
が推察される。被災後一定の時間が経過した
今日、被災地の状況によっては、看護管理職
者にとって、「もえつき症候群」や「荷おろ
しうつ病」といった健康障害の表面化しやす
い時期とも考えられる。 
 
「予期的悲嘆の期間が得られ、死別後、時を
経て死別体験を穏やかに受け止める時期を
迎える」と考えられる病死の場合でさえ、遺
族に対するケアによって、遺族の健康障害を
防ぐ必要があると知られている。急な死別を
伴うことが多く、回復が難しいと考えられる
被災体験にケアが必要なことは自明である。
看護管理職者が身体的精神的社会的な障害
を遷延しないように、被災した看護管理職者
への支援方法を提示することは、喫緊の課題
であると考えた。 

２．研究の目的 
東日本大震災で被災した看護管理職者の

体験を明らかにする。 
               
３．研究の方法 
(1)半構成的なインタビューにて、被災者支
援を体験し、かつ、自身も被災した看護師と
看護管理職の体験を記述する。 
(2)構成要素からなる、体験の構造を明らか
にする。 
(3)構成要素・構造から、被災した看護師・
看護管理職への支援方法を提示する。 
 
４．研究成果 
先行研究の提示する主に日本の被災者の

体験に関する理論・研究から、被災者の体験
の過程を「被災直後」「それより後」に分け
て整理する。その際、外傷的体験後 4週間以
内に起こる「急性ストレス障害」とそれ以降
の「心的外傷後ストレス障害」に分けて医療
を行っている実態を参考にする。それらと、
看護管理職の役割を勘案して、看護師と看護
管理職へのインタビュー・ガイドをそれぞれ
作成する。プレテストを実施、インタビュ
ー・ガイドの改善をする。 
対象者に、自作のインタビュー・ガイドを

用い半構成的面接で、1回 60 分程度の予定で
行った。対象者には、面接事前に心身の健康
への影響はないかを確認し、中断の自由を再
度説明した。録音データは逐語録とし意味内
容ごとに分類整理した。日本赤十字北海道看
護大学研究倫理委員会の承認ならびに研究
対象施設責任者の許可を得て、実施した。 
インタビューを実施した対象者の内訳は、

看護管理者 42 名、看護師 17 名の計 59 名で
あった。分析・発表の済んだ研究内容を紹介
する。 
 

（１）看護部門最高責任者について 
①岩手県三陸沿岸に所在する病院のA氏が語
った。「仕事、生活や家庭、体調、感情、気
持ちについて、日常に戻ったと自認した時
期」は、退職１年後で被災から 3年後であっ
た。遷延の理由は、a.元の病院を置き去りに
した、実母に何もしてあげられなかったとい
う罪悪感、ｂ.津波の被害がなかった内陸部
の病院になじめなかった、ｃ.体調不良があ
った。その根拠は、ストレスとなるイベント
は重なると害を生じやすく、被災、死別、職
場の異動などが複数重なっていたことが考
えられた。 
 
②大震災と原発事故で被災した福島の病院
の B氏が語った。「仕事、生活や家庭、体調、
感情、気持ちについて、日常に戻ったと自認
した時期」は、被災より 2年後の定年退職後



であった。遷延の理由は、a.避難退職者対応
の負担、b.放射能に関する知識不足で基準が
ない、c.応援がなかった、d.体調不良であっ
た。その根拠は、Ｂ氏も同じ立場の人が支え
になり、振り返りの機会が日常を取り戻すの
に役立ったと考えられた。 
 
（２）看護管理職者について 
①岩手県大船渡市に所在する一医療施設の
看護管理職者は、「仕事、生活や家庭、体調、
感情、気持ちについて、日常に戻ったと自認
した時期」は、5ヶ月から12ヶ月後であった。 
遷延の理由は、a.昇格や異動、b.家族との死
別、c.部下の悲しみや苦悩を共感したことな
どが考えられた。その根拠は、フィンクの危
機モデルで示された期間よりも、非日常の危
機状態が長く流れた。 
  

②大震災と原発事故で被災した福島の看護
管理職者は、「仕事、生活や家庭、体調、感
情、気持ちについて、日常に戻ったと自認し
た時期」は、１ヶ月半から 24 ヶ月後であっ
た。遷延の理由は、ａ.放射能に関する知識
の不足、ｂ.辞めたり避難したりする部下へ
の対応困難、ｃ.支援がなかった、ｄ.体調不
良であったなどが考えられた。その根拠は、
フィンクの危機モデルでは、イベント後の 4
～6 週間で危機は結末に達すると言われるが、
本研究の結果では対象者 6人のうち 5人が 3
ヵ月以上、最長 24 ヵ月間の非日常の危機状
態が続いていたと考えられた。 
 
③大震災と原発事故で被災した看護管理職
者の「自覚した体調の変化」は、a.血圧上昇、
b.動悸、c.睡眠不足でも疲れない、d.不眠、
e.不規則な生活となり家族構成がかわった
ため太ったなどであった。その根拠は、緊張
して他人を心配している状況下では、体調の
変化が自覚されにくい可能性があるが、看護
管理職者は、他の人の心配をするのが、常で
あるなどが考えられた。 
  

④看護管理職者が大震災の事態で取った指
示行動は、ａ.屋上避難、ｂ.上部の指示を待
つ余裕はなく、現場の職員は声をかけあった、 
ｃ.エアーマットが患者･職員の救命ボート
になった、ｄ.通常の避難訓練では対応でき
ない。その根拠は、通常の避難訓練では適応
できないと看護管理職者が語るように、患者
を屋上または屋外に避難させるか？院内待
機か？何を備蓄するのか？効率的な担送手
段は何か？これまでの体験を超えた避難シ
ュミレーターを構築する必要がある。特に、
患者の拘束につながる点滴や抑制、施設につ
いて現場裁量の解除手段を決めておくべき
か？など、現場リーダーの看護管理職者は、

避難に備え、迅速な指示を行う判断力が期待
された。 
 
（３）考察 
これまでに、看護管理職者にインタビュー

したところ、看護師と比べて「仕事、生活や
家庭、体調、気持ちについて、日常に戻った
と自認した時期」は、看護師より看護管理職
者のほうが遷延したと答えた人が多かった。
「親しい家族の安否確認もできないまま、患
者や看護師のために働き続けた」、「一週間
も自宅に行けなかったといった」、人間らし
さを損なう体験が聞かれた。被災は、日常を
奪い、人間らしさを奪う。さらに、働き続け
るというような事が被災直後に生じたら、回
復は遷延するだろうし体調にも良いはずは
ない。看護師らも、看護管理職者が家族の安
否を知らないままであることを心配してい
た。被災地外から支援に向かった看護師もい
たが、看護管理職者が支援に行き、被災地の
医療機関でも看護管理職として活動したと
いう例はわずかだった。 
 
もし、交替要員が得られて休みを取ったと

しても、自宅も被災していて休まらないが、
安否確認のための時間を作れただけでも、精
神面の健康回復には役立つと予測される。 
 
系列(国立系、赤十字系など)が全国にある

場合は、比較的早めに看護師の交替要員が得
られ、引継ぎもできたと思われる。看護管理
職者でも比較的容易に可能だろう。一方、単
立の系列のない病院、公立や大学附属では、
難しいだろう。また、都道府県内での連携体
制だけだと、大規模災害の場合、同時に被災
して支援しにくい可能性がある。災害対策基
本法による地方公共団体の相互の協力に関
する規定（現行第 5 条の 2）や地方公共団体
の相互応援に関する協定の締結に関する規
定（現行第 8 条第 2 項第 12 号）が設けられ
て以降、都道府県を越えた「防災姉妹都市」
も増えているが、ほとんどは物資と住民の受
け入れにとどまっており、医療の応援までは、
まだ、想定されていない。 
 

（４）結論 
 平成 26 年～28 年の研究(JSPS 科研費 2667 
0933)では、被災地在住の看護管理職者らに
東日本大震災後の体験をインタビューした。 
成果として看護管理職者は、①自身も被災し、
部下を世話しながら、他職種や他機関との連
携をした。②被災後体調を崩した人がいた。
③特に原子力発電の近くでは、情報が早く欲
しかった。これらは、看護管理職者への支援
や交替要員が不足していたことにより生じ
た。特に看護部門最高責任者の交替は得られ



なかった。今後は、看護管理職者・看護部門
最高責任者の交替要員を意識した支援方法
や日頃の防災訓練や備えが望まれる。 
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