
２．危機への対応ーコロナの経験から
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危機理論から考える

•病気は回復過程である（ナイチンゲール）

•危機を乗り越えるプロセスも同様ではないか

平時

第一段階
：衝撃

第ニ段階
：防衛的退行

第三段階
：承認

第四段階
：適応

図：フィンクの危機理論を参考に改変
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危機を乗り越えるプロセス

•どん底の状態→情報を得る→リカバリーのプロ
セスが大事

•どう立ち直っていくのか

•次のやることがわかれば悩むヒマはない

•これまで国はいろいろな危機を乗り越えてきた
- 戦争、飢饉、災害

•その時、リーダーは？

21



リーダーに求められるもの

•決断と行動

•最新の情報と情報共有、透明化

•仲間

22



たとえば、大阪府看護協会では

•宿泊療養施設への看護師派遣

•検体採取外来への看護師派遣

23

21施設から28名の支援Nsと大阪府看
護協会で臨時雇用した81名の応援Nsを
3ヶ所の宿泊療養施設へ派遣し、延べ
4,432名(5月31日現在)の宿泊者に対応した。

31名の看護師を4ヶ所の検査場へ派遣し、
延べ1,023名(5月31日現在)の受検者に対応

応募者のオリエンテーション

検体採取外来
（出典）大阪府看護協会会長・高橋氏の資料より



未曾有の変革期に立ち向かうリーダーたち

経営者たち

磯野祐子
地域まるごとケアステーション代表理事

（神奈川県川崎市・2017年7月開業）

・・・平時からの地域まるごと連携

佐伯聡子
彩の風訪問看護ステーション代表理事

（埼玉県さいたま市・2018年4月開業）

・・・訪問看護ステーションの連携

訪問看護師たちは
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リーダーに求められること（私見）

•リーダーは指し示すことが大事＝ビジョン

•リーダーを支えるものは何か

•私たちは何をする人か（看護の真髄、専門性）

明確にすることで、たじろがない
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専門職（プロフェッショナル）とは何か

①技能 Competency

②正直 Honesty

③頼りになる Reliability

④責任 Accountability

⑤応答 Responsibility

26

※ある病院の副院長が「特定行為研修フォローアップ研修」の中で、研修修了看護師に向けて話した内容の一部を
抜粋



では専門職として、
看護職に求められる力は何か

27Suga.SAKAMOTO@thcu



３．これからの看護師に求められる力
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これからの患者像：多様な状況で複数の疾患をかかえる

・病状に応じたタイムリーな看護
＃重症化予防
＃安全管理・せん妄発生リスクの対応
＃誤嚥予防…等々

・退院後のその人らしい生活を支援する看護
＃本人・家族の意志決定を支援
＃ADLの回復・リハビリテーション
＃脳梗塞・糖尿病管理について説明
＃療養環境の調整…等々

＜社会面を把握＞
介護保険申請未
糖尿病の知識なし
１人暮らし…等々

＜身体状況を把握＞
意識レベルGCS13
血糖130、血圧138/72
軽度の右麻痺・嚥下困難
排便なし3日…等々

病態を踏まえ、多様な情報を統合

本人がどう生きたいかを汲み取る
全人的に捉え、“その人の価値”を
重視した看護を総合的に提供

情報の統合

判断と対応

表参道次郎さん（78歳）
脳梗塞・糖尿病で
緊急入院3日目

＜精神面を把握＞
見当識障害あり、不安
自宅退院を強く希望…等々

29
出所：日本看護協会作成資料を改変

Suga.SAKAMOTO@thcu

個別性を
踏まえた

多職種連携による
チーム医療



看護職に求められる力は

30Suga.SAKAMOTO@thcu

患者さんの異変を予測し、

多様な情報を統合し、

判断・対応（さい配）することAction

そのためには、チームの力を借りる必要も



地域における看護師間・多職種との連携

©Suga.SAKAMOTO＠東京医療保健大学

病院

施設（老健・特養等）療養

自宅療養

コミュニティ
疾病予備軍

地
域
・
在
宅

入
院

病院ナース

コミュニティにおけるナース

訪問看護ナース

悪化させない
合併症防止
退院支援

予防
健康維持・増進

元の生活に戻れるように

元の生活に戻れるように

医療をつなぎ
生活を支える

退院支援
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１対１の看護から地域全体のケア管理へ

部分最適から全体最適へ

1

対
１
の
看
護

組
織
全
体
の
ケ
ア
管
理

地
域
全
体
の
ケ
ア
管
理

1

対
多
の
ケ
ア
管
理
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これからの看護職に求められる力＋α

33©Suga.SAKAMOTO＠東京医療保健大学

•予測する力

•判断する力

•采配する力（チームとともに働く力）

さらに ＋ 考える力



なぜ、「考える力」が必要か

©Suga.SAKAMOTO＠東京医療保健大学 34



これからの患者像と看護

• これだけの高齢化は経験したことがない

•急激な社会変化 IoT や AI

•生活モデルのニーズ

•生活モデルの特徴はライフ（生命・生活・人生）

•病気を診るだけではなく、患者の人生が看護に関係
する

•何かが起こったとき、

言われたことをすればいいというえわけにいかない。

マニュアルが使えない！

©Suga.SAKAMOTO＠東京医療保健大学 35



４．看護師はゲームチェンジャー

Suga.SAKAMOTO@thcu 36



バンクシー「ゲームチェンジャー」
医療従事者に感謝を込めて、英国の病院に寄付

バンクシーの作品「ゲームチェンジャー」。本人のウェブサイト（banksy.co.uk）より。(c)Banksy 
37



いま、看護がやけに注目されている

•かつて、これほど、ナースが賞賛されたことはあっただろうか
ナイチンゲール？（生誕２００年）

•新型コロナ感染拡大の中、

なぜ今、人々はケアにあたるナースに感謝し、手をたたくのか

（今までなぜ手をたたかなかったのか）

•人々は、看護の何をうれしく思い、何に注目したのだろうか

•何が起きているのかーー

38



感謝を行動へ

39

航空自衛隊ブルーインパルス飛来
空から医療従事者らに感謝 2020年5月29日午後1時頃



何が起きているのか？
―世界中の人々の看護への眼差し

40

•医療の世界を国民が学んだ ⇒医療の透明化
高齢者の問題ではなく、老若男女すべて自分事として医療に注目

結果、さまざまな病院の事情（感染対策）、いろいろな職種がいること、

その医療チームの中でナースの動き（ケア）が見えた

•医師も他の医療職もみんながんばっているけれど・・・

数が少ない（見えない）

•病院組織では医師がトップ

•でも不安を解消してくれるのは？ 頼れるのはだれ？
そばにいるナース（素人はできない、専門性が重要）



もう少し深掘りしてみると・・・

（医療チームの中で）なぜ、ナース？

•医療提供体制は地域包括ケアシステムへ
病院へ行かなくなった（行けなくなった）

地域で病気と付き合いながら療養し暮らす人→心配ならナース
がみる

•医師と看護師、何が違うのか
• Dr→隔離された部屋に電話で説明

• Ns→そばに来てくれる、身近にいる（←患者から見たその意味
は？）

•生活に目を向けているナース（病院からプライマリケアまで）

•そばにいるナースの動きと専門性が見えてきた

41



『看護 ベッドサイドの光景』より

• 患者さんにも、病院というところは、看護婦の役割を
わかるかたちで示せていないと思います。

• 何をしてくれるひとなのか、何ができるひとなのか、
患者さんには看護婦の役割がもうひとつわからない
のではないでしょうか。

• でも、いまようやく病気をなおす過程は、医師の技術
とか薬剤とか手術とかそういう医療だけではなくて、
病んだ人間がいかに意欲をかきたてて生きようとするか、
それが恢復やいのちの維持に大きく作用すると
言われるようになってきました。

• 看護とは、人間を人間らしく生かし、
また人間らしい死を可能とする人間の仕事である。

増田れい子：看護 ベッドサイドの光景．岩波新書,1996年
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看護が見えるようになった
看護職の中だけでなく、多くの国民に

では必要性と期待に応えるために、
私たちは・・・

43

今回のコロナ危機がもたらしたこと：

看護職が“ゲームチェンジャー”になるとき



ケアとは気にすること
（ある患者の手記から）

Suga.SAKAMOTO@thcu 44

さらに、
ケアとは何かを再考する

看護の真髄



まとめ

• 2040年は「高齢者の急増」から「現役世代の急減」へ
予測できない未来の危機にいかに立ち向かうか

•看護師に求められるのは、変化を察知し、情報を統合
し、チームの力も借りて判断する力

さらに＋「自分で考える力」

•看護の真髄 ケアとは「気にすること」

•看護師はゲームチェンジャー 危機をチャンスに！
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そして、
いきいきと仕事をするために、
十分な休息も必要

Suga.SAKAMOTO@thcu 46



働かない「働きアリ」
働きアリの2割は働いていない！？

• コロニー（集団）の中に必ず２～３割いる働かない働きアリは、他
のアリが疲れて動けなくなったときに代わりに仕事をし、集団の
長期存続に不可欠だとの研究成果を、北海道大などの研究チー
ムが発表（英科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」、2016年）

• 働きアリだけでは滅びる

• 働かない「働きアリ」集団存続に必要

• ダイバーシティ
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世界一幸福な国
フィンランドの働き方・休み方に学ぶ

•夏休みは約４週間

•基本的に残業はない
タイムマネジメントの大切さ

•上下関係の少なさ

（肩書きは重要ではない）

•育児休暇の充実
出産育児がマイナスにはならない

•女性が働くのは政策
保育園は16時お迎え

在宅勤務は３割

• キャリアチェンジが可能

•十分な休息
休暇は仕事への活力

Source: 労働生産性の国際比較 2019
https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/R2attached2.pdf

労働生産性
フィンランド（15位）
>日本（21位）
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タンペレ大学・久末智実氏からの情報提供

https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/R2attached2.pdf


ご清聴ありがとうございました


