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<原著> 

看護師の専門性の意識に関する研究 

－professional として提供する看護を探る－ 

 
清水七恵1)   高橋有里2) 

1) 総合南東北病院  2)岩手県立大学 

 

要 旨 

本研究は，臨床看護師の日常看護場面での専門性の意識の程度を明らかにし，その意識と

具体的な看護行動の関連性を検討，専門性のある看護について考察することを目的に実施した．

卒後年数 5 年目～11 年目の看護師 127 名への質問紙調査，3 名への面接調査を行った．その

結果，様々な日常看護場面に対して，7 割以上の看護師が専門性を感じていた．特に，＜勉強・

研究＞＜看護の評価＞＜患者指導＞＜診療介助＞の領域において専門性を意識する割合が

高かった．専門性の意識と具体的な行動の関連の分析からは，key 概念として，意識を表す 3 つ

の概念と実際の行動の 10 個の概念が抽出された．臨床看護師が考え・行っている専門性のある

看護は，『看護観』，『専門性の意識』，『向上心』といった意識のもとに，『知識にもとづいた』『ア

セスメント』を行い，『患者中心』，患者の『個別性』，『安全』，『安楽』，『ADL 拡大』，『QOL 向上』

といった患者尊重の考え方と，物理的・人的な『調整』，『効率性』 を伴った実践により成り立つと

まとめられた． 

 

キーワード； 看護の専門性，profess ional，看護師の意識，意識と看護行動 
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<Original Article> 
 Nurse’s Awareness of Professionalism: Seeking 

Nursing Care Provided as Professional Nurses	 
 
 

Nanae Shimizu	 1),	  Yuri Takahashi	 2) 
1)	 Minami Tohoku Hospital，	 2)	 Iwate Prefectural University	  

 
 

Abstract 
The purpose of this study is to identify clinical nurse’s awareness of professionalism in 

their daily nursing care duties. We analyzed the relationship between nurse’s awareness and 
performance, and discussed about professional nursing. We conducted a questionnaire with 
127 nurses and interviewed 3 nurses, who haｄ 5 to 11 years of experience. These are the 
findings.1. More than 70% of nurses said they felt professionalism in their daily nursing care 
duties. 2. Nurses especially felt that professionalism was higher in the areas of “study and 
research”, “nursing evaluation”, “patient education”, and “assisting in medical examination 
and treatment”.3. As for the relationship between professional awareness and nursing 
performance, we found 13 key concepts. These concepts were 3 of awareness and 10 of 
performance. 4. Professional nursing can be provided through a process, by assessment the 
patient based on the knowledge, and by performance inclusive of safety, comfort, expansion 
of ADL, improvement of QOL, adjustment, and efficiency. Also, outlook on nursing, the spirit 
of self-advancement, and awareness of professionalism are necessary for the professional 
nursing. 
 
Keywords:   professional nursing, nurse’s awareness,   nurse’s	 awareness	 and	 
performance   
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<研究報告> 

２型糖尿病患者のストレスとストレス対処行動 
 

大下咲子 1) 箱石恵子 1) 兼松百合子 2) 

1)岩手県立中央病院, 2)元岩手県立大学看護学部 

 

要 旨 
筆者らは，平成 16 年より通院中の糖尿病患者のストレスについて研究を行ない，糖尿病療養

指導において，ストレスマネージメントを指導していく必要があるという考察を得た．今回，外来通

院中の HbA1c 値 8.00%以上の 2 型糖尿病患者 39 名を対象とし，ストレス測定器「ココロメーター」

と質問紙を用いて，ストレッサーとストレス対処方法，年齢，性別，HbA1c 値の関係を検討した． 

 その結果，1．ストレスを感じている患者の方がココロメーターの平均値が高かった．2．ココロメ

ーター測定値と HbA1c 値には有意の相関はみられなかった．3．周囲の人の理解が得られていな

いと感じていることとココロメーター測定値に有意の相関がみられた．4．女性は男性より「食事」が

ストレッサーとなり，「物事に取りかかる前にいろいろと心配する」という消極的・悪循環的ストレス対

処行動が多くみられた．5．年齢と「信頼できる人に相談する」という積極的・効果的ストレス対処行

動に有意の相関がみられた．これらの結果を活用した支援を行なっていくことが必要である． 

 

キーワード; 糖尿病，ストレッサー，ストレス対処行動，ストレス測定器 
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<Research Report> 

Stress and Stress-Coping Behaviors of Type 2 

Diabetes Patients 
Sakiko Ooshita1) Keiko Hakoishi1) Yuriko Kanematsu2) 

1) Iwate Prefectural Central Hospital  2) Former Iwate Prefectural University Faculty of Nursing 

 

Key words: ｄiabetes, ｓtress, ｓtress-coping behavior, ｓtress-meter 
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