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　日本精神科病院協会医療問題検討委員会によると精神科領域の医療事故は���������行����������行���������行�
を含む）が��と���全�の ��������の事故������������）が ��������������と���全�の ��������の事故������������）が ���������������全�の ��������の事故������������）が ������������������の事故������������）が �����������������の事故������������）が ���������������の事故������������）が ��������������の事故������������）が ���������������������）が ��������������������）が ������������������）が �����������������）が ���������������）が ��������������）が ��������������������������������������������
致死が 16�1�と��て���この����全�の 6����を�めて���1�と��て���この����全�の 6����を�めて��1�と��て���この����全�の 6����を�めて���この����全�の 6����を�めて��この����全�の 6����を�めて�����を�めて����を�めて��１）と報告されて�る。伊藤は特に
隔離室に��て「��企図のある��が隔離室を利用する場合は�危険物の��を��する��がある��危険物の��を��する��がある�危険物の��を��する��がある�
や「本人が隔離室から出ようとする意識が高�場合が���看護�員に��を�るう���が高���看護�員に��を�るう���が高��看護�員に��を�るう���が高��２）

�どと��て���特に精神科特�の隔離室����保護室）�の安全��の���に��て��しと��て���特に精神科特�の隔離室����保護室）�の安全��の���に��て��し�特に精神科特�の隔離室����保護室）�の安全��の���に��て��し特に精神科特�の隔離室����保護室）�の安全��の���に��て��し�保護室）�の安全��の���に��て��し保護室）�の安全��の���に��て��し
て�る。当院�は�保護室に����限�の日用品��の物を持ち込む場合は医師の��を��とし�保護室に����限�の日用品��の物を持ち込む場合は医師の��を��とし保護室に����限�の日用品��の物を持ち込む場合は医師の��を��とし
て�るが�医師が日用品の持ち込�の��に��て��すると�は��場の看護師の��や看護師か�医師が日用品の持ち込�の��に��て��すると�は��場の看護師の��や看護師か医師が日用品の持ち込�の��に��て��すると�は��場の看護師の��や看護師かと�は��場の看護師の��や看護師かは��場の看護師の��や看護師か��場の看護師の��や看護師か�場の看護師の��や看護師か
らの情報提供が大��影響して���看護師の��や視点によ�て日用品の持ち込�が制限され����看護師の��や視点によ�て日用品の持ち込�が制限され���看護師の��や視点によ�て日用品の持ち込�が制限され����
��され��する�状がある。本研究�は�保護室�へ日用品を持ち込むことの��を��すると�に��保護室�へ日用品を持ち込むことの��を��すると�に�保護室�へ日用品を持ち込むことの��を��すると�に�と�に�に��
看護師はどのよう�視点を��て�るのかを�らかにする。研究対��は�保護室�へ日用品を持ちを��て�るのかを�らかにする。研究対��は�保護室�へ日用品を持ちかを�らかにする。研究対��は�保護室�へ日用品を持ち�保護室�へ日用品を持ち保護室�へ日用品を持ち
込むことに対しての視点を��て�ると��られる精神科�������上����病��１��上��て�ると��られる精神科�������上����病��１��上�て�ると��られる精神科�������上����病��１��上����病��１��上���病��１��上
の��がある看護師のうち研究への同意が得られ�看護師�あ���������������に���������������に��������������に��
と��て��を行��得られ����を�とに����を��し��� �にて��し�。保護室へ日用��て��を行��得られ����を�とに����を��し��� �にて��し�。保護室へ日用�得られ����を�とに����を��し��� �にて��し�。保護室へ日用得られ����を�とに����を��し��� �にて��し�。保護室へ日用��� �にて��し�。保護室へ日用�� �にて��し�。保護室へ日用
品を持ち込むことに対する看護師の視点として�1� の�������から���の状�に�する視点��1� の�������から���の状�に�する視点�1� の�������から���の状�に�する視点�
�日用品の危険��よ�����に�する視点��医師や�の看護師の��に�する視点��安全と生活�よ�����に�する視点��医師や�の看護師の��に�する視点��安全と生活�����に�する視点��医師や�の看護師の��に�する視点��安全と生活
の質のトレ��オフ�係に�する視点�の４�の�����が抽出され�。さらに保護室に日用品を持
ち込むことに対する看護師の視点に影響を与�る�因として〔相手を知る〕〔��の立場と置�換�て
��る〕〔看護師として人として��を思�やる気持ち〕〔看護師個人の価値観や看護観〕等が抽出さ
れ�。この結果は���らが��る危険物��の視点の�物品の危険��安全�����の状������らが��る危険物��の視点の�物品の危険��安全�����の状�����らが��る危険物��の視点の�物品の危険��安全�����の状�������の状������の状������
人�資源の�制����の事���危����制�ど����の事���危����制�ど���の事���危����制�ど��危����制�ど�危����制�ど�ど５）と�似し�結果と���������の���������の��������の��
治療を行�て��う�����や医療�の安全を�ることを��に��が�されて�ると�うことがう�����や医療�の安全を�ることを��に��が�されて�ると�うことが����や医療�の安全を�ることを��に��が�されて�ると�うことが���や医療�の安全を�ることを��に��が�されて�ると�うことが��や医療�の安全を�ることを��に��が�されて�ると�うことがことがが
言�るの�は��だろうか。特に���の状�に�する視点�の�������が��抽出されて����
��の精神状�が人によ�て���によ�て����全��に対�しようと��ると����限の物����によ�て����全��に対�しようと��ると����限の物���によ�て����全��に対�しようと��ると����限の物��全��に対�しようと��ると����限の物�全��に対�しようと��ると����限の物�
�は持ち込ま��と�う��し���が臨床の基準と��て�ることが��られ�。ま�保護室に日用
品を持ち込むことに対する視点に影響を与�る�因として���への思�や�や看護師個人の価値観����への思�や�や看護師個人の価値観���への思�や�や看護師個人の価値観��
看護観�人生観�どが��して��。これは��の人�を�る立場にあ��がら�治療の�めにやむ�人生観�どが��して��。これは��の人�を�る立場にあ��がら�治療の�めにやむ人生観�どが��して��。これは��の人�を�る立場にあ��がら�治療の�めにやむ�どが��して��。これは��の人�を�る立場にあ��がら�治療の�めにやむが��して��。これは��の人�を�る立場にあ��がら�治療の�めにやむ�治療の�めにやむ治療の�めにやむ
を得ず隔離し�ければ�ら��が��大限��の��や思�に����と�う看護師の�レ��が影��大限��の��や思�に����と�う看護師の�レ��が影�大限��の��や思�に����と�う看護師の�レ��が影
響を与�て�ると��る。個人の��や思�に終わらせず������し合��がらよ�よ���を������し合��がらよ�よ���を�����し合��がらよ�よ���を
磨�て�������うすること����気��や��が�����行動に���が�て�ると��る。��うすること����気��や��が�����行動に���が�て�ると��る。�うすること����気��や��が�����行動に���が�て�ると��る。��や��が�����行動に���が�て�ると��る。�や��が�����行動に���が�て�ると��る。�行動に���が�て�ると��る。行動に���が�て�ると��る。
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はじめに
　医療の�場����と医療�を�る�めの医療
安全��が注目されてから久し��各医療施設�
積極��取�組�が�されて�る。精神科領域�
の医療事故としては�日本精神科病院協会の医療
問題検討委員会によると���������行�
を含む）が����全�の ��������の事故��
����������）が ������������
致死が 16�1�と��て���この����全�の
6����を�めて��１）と報告されて���精神科
の特徴���因が反映され�形と��て�る。伊
藤は「�意入院の割合が�������処遇に�
�て��小限にしようとする近���かに���
��行�を予防するかは安全��の大�����
�ある。特に隔離室に��ては���企図のある
��が隔離室を利用する場合は�危険物の��を
��する��がある�ま�「隔離室に��ては�
本人が隔離室から出ようとする意識が高�場合が
���看護�員に��を�るう���が高��２）

�どと��て���特に精神科特�の隔離室��
��保護室）�の安全��の���に��て��
して�る。
　保護室の使用目�は���を危険�状�から�
��保護すること�刺激を避け�心身�に安静が
保�れる�の��ければ�ら���）とされて�
��安全を�ると�う意味�日用品の持ち込�が
制限されることが��。伊�らは「��の病��
入室���どを��し�さらに病���や治療�
枠組�を踏ま�て�持ち込�物品の一部開放化�
どを実施することが���の治療に��ては��
かと��る�４）と��て���安全だけ����
��の生活のしやすさに�焦点を当てて支援して
��ことの���が�られて�る。しかし�精神
科の臨床�場�はあらゆる物が危険物に��得る
�め��の危���は慎�に�らざるを得��。
　保護室に入院し���は�精神症状が�ち着�
て�ると�終日隔離から開放観察を行��問題が
�ければ�床室に�室するケ�スが��。集団�
の生活����あるが�１人��ち着ける��を
���身が�む�ある�は提供することが��に
�る場合があるが��のと�は保護室���の対
�が困難�状況�ある。保護室��は�日用品の
持ち込�は����限の物しか�されて����
め���の安全や静か���を提供すると同�に
生活のし�らさを�じさせることに�る。
　当院�は�����限�の日用品��の物を持
ち込む場合は医師の��を��として�るが�医
師が日用品の持ち込�の��に��て��すると

�は��場の看護師の��や看護師からの情報提
供が大��影響して���看護師の��や視点に
よ�て日用品の持ち込�が制限され���ま��
�され��すること�起こ�て�るのが�状�あ
る。
　�行研究によると����病�に�ける危険物
への対�の実�を病�看護���の視点から��
��の５）や保護室持ち込�物品の特徴を示し�
�の６）�精神科病��の危険物�ストを示し��
の７）�どがあるが�保護室へ日用品を持ち込む
ことに焦点をあてて看護師の対�や���視点を
研究し��のは事�報告にとどま�て�る。
　�こ��本研究�は�保護室�へ日用品を持ち
込むことの��を��すると�に�看護師はどの
よう�視点を��て�るのかを�らかにする。�
のこと������画一����対��は���
��の安全を�����よ�個別��生活の質の
向上が図れる対�の示唆が得られると��る。

Ⅰ．研究目�
　保護室�へ日用品を持ち込むことの��を��
すると�に�看護師はどのよう�視点を��て�
るのかを�らかにする。

Ⅱ．研究方�
１．研究対�：保護室�へ日用品を持ち込むこと
に対しての視点を��て�ると��られる精神科
�������上����病��１��上の��
がある看護師のうち研究への同意が得られ�看護
師。
２．研究��：���X � Y月～Y+6 月
�．���収集�よ���方�
　研究�が��し��������������
に�と��て２名���を行��。質問項目は�
��視すること�気を�けること�プラス�や�
�ナス��ど�あ��約１��程�聴取し�。�
して�得られ��音�容を�とに����を��
し��� �にて��を進める�程��妥当�や信
頼�を確保する�め�各��段階�精神科看護領
域か�質�研究の研究�による助言を受け�がら
進め�。
４．倫��配�
　当院の倫�委員会に倫�審査を申請して承認を
得�う���対�の看護師には本研究の目�や�
容�研究への参加並�に協�の�由意思�よ�拒
���プラ�バシ��よ�個人情報の保護�対�
�への�利益�どに��て�載され�説�文を提
供し�書�と口頭にて十��説�を行��。同意
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が得られれば�同意書に署名を得�う�����
���を行��。
Ⅲ．結果
１．対��の概�
　対��は６名���の�訳は男�４名�女�２
名�あ��。平均勤続��：14�16 ��平均精神
科勤務��：1��61 ��平均�������：5�66
��あ��。
２．保護室へ日用品を持ち込むことに対する看護
師の視点
　保護室へ日用品を持ち込むことに対する看護師
の視点として�1� の�������から���
の状�に�する視点��日用品の危険�及���
��に�する視点��医師や�の看護師の��に
�する視点��安全と生活の質のトレ��オフ�
係に�する視点�の４�の�����が抽出され
��表１）。�����を������『』を��
������｢｣ を対��の����容として�
説�する。
１）���の状�に�する視点�
　この�����は�『精神症状や状�の安定�』
『ストレス対処の�合�』『状�変化のパ���』
『��の��』『セルフケアレベル』『セルフケア
ニ��の充足�』の６�の�������から�
�されて�る。
　『精神症状や状�の安定�』�は�「��さんと
実際に�して�て�疎通�あ���妄想の表出�
あ����易怒�があるだろうかとか刺激に対し
てどう�あるかとか�「まず��を��ます。�
�行�のある��さんが良�使う紐とか�バコ
��すぐに死と��ますか行動に移�やす�よう
��のは極�避ける。注意を払�ます��ど��
�の精神状�を観察し������行�を起こす
恐れが��かと�う視点�とら�て��。
　『ストレス対処の�合�』�は�「�ち�ちス�ッ
フに何がほし�とか��んとかし��とか�の�
ど伝�んと�かん。�れが負担�すよね�「聴こ
�て�るのを�書�とか別の�のに置�換�て彼
��の対処行動をして�る��どと�持ち込�を
行うこと���の精神��ストレスを軽減するこ
とや�精神症状への対処行動を助けることが��
��かと�う視点�とら�て��。
　『状�変化のパ���』�は�「�まま��う�
う����があ��か無�か。�れが�初基準�
すね�「情報があ��ら����かんと思う��
どと���の��の情報を参�にして����身
の特徴や症状悪化に繋が�やす�とされる言動�
どが��かと�う視点�とら�て��。

　『��の��』�は�「一番は本人の���て言
うか思��「入れてあげ��と思う��どと��
�の��を尊�し����範囲���に沿うこと
が��るかどうかと�う視点�とら�て��。
　『セルフケアレベル』�は�「��が元々��る
ことを���や�て�らう。早�段階�元の生活
に��て�ける�「生活の��を保てるようにし
てあげ��かん��どと�持ち込�を制限するこ
と���のセルフケアレベルに悪影響を与�てし
まわ��かと�う視点�とら�て��。
　『セルフケアニ��の充足�』�は�「�員を呼
ぶ手段が��の��声をかけ���水�が無���
て��ら入れてあげ���「生活がしやす���
�ら�かんと思う�「���小限��初は対�し
�方が良�と思�ます��ど�セルフケアニ��
が�足して���かどうか�ある�は�余計�物
品を持ち込まずに��の�求を満�し�����
限の持ち込��セルフケアを充足することが��
るかどうかと�う視点�とら�て��。
２）�日用品の危険��よ�����に�する視
点�
　この�����は�『日用品の危険�』『���
�の所在』の２�の�������から��され
て�る。
　『日用品の危険�』�は�「ボ�ルペ�とか�う
�う鋭利��の。�初は皮膚鉛筆から渡すとか�
「雑誌を入れると�はホッ�キスが曲��すね。
�れを�して切���目を突���とか��どと�
持ち込む日用品が危険物に��得��かどうか�
ある�は別の危険�の���の�代用����か
どうか�と�う視点�とら�て��。
　『����の所在』�は�「物品があらか�決ま�
ちょ��らこ�ち�対�しやす��「入れ�らこ
ちらが��せ��かんの���どと�持ち込む日
用品を標準化すること�一貫し�対�が��るの
�は��か�ま��原則��されて�る�の��
の持ち込�に��ては����が発生し��かど
うかと�う視点�とら�て��。
�）�医師や�の看護師の��に�する視点�
　この�����は�『第三�の意見や��』の
１�の�������から��されて�る。
　『第三�の意見や��』�は�「�ク��の��
に従�ます。��問題として��が負���から�
「主治医が知らんところ�何かあ���し�ら問
題か�と�「安静と言う目��入�ちゅうのに本
人が言うがままに色ん��のが入るのが果�して
治療に合うかどうか�て思う�「�ん���し合
うてちょ�とず�入れて���ら��どと�医師
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の��に従�て�の��を委ねる�ある�は医師
の��る治療計画を��して医師の治療領域に踏
�入らずに�日用品を持ち込むこと�治療の妨げ
に�ら��ようにすることが��るかどうか�ま
��ほかのス�ッフと相談すること���ずから
の視点による��の��らず�よ���の視点か
ら検討し��良の��をすることが����かど
うかと�う視点�とら�て��。
４）�安全と生活の質のトレ��オフ�係に�す
る視点�
　この�����は�『生活の質を�視する視点』
『安全を�視する視点』『症状の安定を�視する視
点』の��の�������から��されて�る。
『生活の質を�視する視点』�は�「入院前の生活
が��るように�る�「使���と�に使�る�
�ど�保護室と�う限られ�空�の�か���由
�生活を強�られる��に対して�少し��生活
がしやす��るようにすることや�よ��効に�
�を使うことが��るようにすることが����
かと�う視点�とら�て��。
　『安全を�視する視点』�は�「極端���命を
とるか生活をとるか�����「保護室は本人の
安全や周�の安全を�る�め��どと�生活の質
の向上よ����の安全を���すると�う視点
�とら�て��。
　『症状の安定を�視する視点』�は�「雑誌とか
�聞とか夜�に寝ずに読んだ�とか�「�れ��
�を費やせると�うか精神�に�安定を得られる
のか�と��どと�生活の質を向上させる�めに
日用品を持ち込むことによ�て��の精神症状が
悪化することは��かと�う視点�とら�て�
�。
�．保護室に日用品を持ち込むことに対する看護
師の視点に影響を与�る�因
　ま��保護室に日用品を持ち込むことに対する
看護師の視点に影響を与�る�因として�「�ま

見���さんじゃ��て�まま�の�緯�知�て
ますから�と���よう�〔相手を知る〕�「��
が保護室に入ると���場合は持ち込める品が少
���「�レ��見��ろうね。�まの世の��
レ�が無��んて��られん�ね�「�し��が
入�てメ�ネを取られ�ら動�が取れん�と��
�よう�〔��の立場と置�換�て��る〕「相
手の欲求にまずは従�てあげ���と���よう
�〔看護師として人として��を思�やる気持ち〕
「���の人には����の�のは絶対に入れ�
�。��早�出て�て�らうと�「何��こ��
て�るよう���ん�人は�れぞれの世界がある
の��の空��生活がしやす�ようにとは思う�
と���よう�〔看護師個人の価値観や看護観〕
が抽出され�。これらの看護師の��や��を思
�やる気持ち�価値観や看護観�人生観と���
�のが�保護室に日用品を持ち込むことに対する
視点に影響を与�る�因と��て��。

Ⅳ．�察
　保護室へ日用品を持ち込むことに対する看護師
の視点として���の状�に�する視点��日用
品の危険��よ�����に�する視点��医師
やほかの看護師の��に�する視点��安全と生
活の質のトレ��オフ�係に�する視点�が抽出
され�。これは��らが��る危険物��の視点
の�物品の危険��安全�����の状���人
�資源の�制����の事���危����制�
ど８）と�似し�結果と���������の�
�治療を行�て��う�����や医療�の安全
を�ることを��に��が�されて�ると�うこ
とが言�るの�は��だろうか。特に保護室�は�
治療の�めとは��人�擁護上�され����に
入室させることから厳��安全�危���が�ま
れる。今回の結果に��て����の状�に�す
る視点�の�������が��抽出されて���

表１　保護室へ日用品を持ち込むことに対する看護師の視点
カテゴリー（4項目） サブカテゴリー（12項目）

患者の状態に関する視点

精神症状や状態の安定度
ストレス対処の度合い
状態変化のパターン
患者の希望
セルフケアレベル
セルフケアニードの充足度

日用品の危険性および管理責任に関する視点 日用品の危険度
管理責任の所在

医師やほかの看護師の判断に関する視点 第三者の意見や判断

安全と生活の質のトレードオフ関係に関する視点
生活の質を重視する視点
安全を重視する視点
症状の安定を重視する視点

第 17回専門学会Ⅰ
第 6群 22席

115



��の精神状�が人によ�て���によ�て��
��全��に対�しようと��ると����限の
物��は持ち込ま��と�う��し���が臨床
の基準と��て�ることが��られ�。
　しかし�安全を�視する余�一律�対��は�
�に生活のし�らさと�う負担をかけて�ること
�事実�ある。冒頭�����ように当院�は個
室がほとんど���め���が１人�ゆ���休
���と�は保護室��ごすことに�る。しかし�
保護室に入室して�ると��限�の日用品しか室
��使用することが�����め�精神状�が安
定して�るに�れ�生活のし�らさや持ち物を制
限されることへの負担�は強ま�て�る。しかし�
当院のよう�保護室と広部屋の�の役割を担う個
室がほとんど��よう��造�は�精神症状の改
善に伴�て個室を�効に使用することが��ず�
保護室の使用��に影響を与�る場合�あると�
�られる。�上のことから�安全を��し���
��の生活の質の向上に向けて�日用品持ち込�
の見直しや病�全�のハ���やソフト�を��
し�保護室の使用方�等を改めて���病院独�
�改善して��ことが���あると��る。
　ま�保護室に日用品を持ち込むことに対する視
点に影響を与�る�因として���への思�や�
や看護師個人の価値観�看護観�人生観�どが�
�して��。これは��の人�を�る立場にあ�
�がら�治療の�めにやむを得ず隔離し�ければ
�ら��が��大限��の��や思�に��てあ
げ��と�う看護師の�レ��が影響を与�て�
ると��る。このことは���の安全を�ること
と生活の質を向上させることを��て��と当然
のこと�ある。�確�答�を導�出すことは��
��が�個人の��や思�に�わらせず����
��し合��がらよ�よ���を磨�て����
がある。�うすること����気��や��が�
����行動に���が�て�ると��る。
　今回の研究結果から保護室に日用品を持ち込む
ことに対する視点を示すことが���今後の�標
や�人教育に役立てられると��る。しかし�安
全をとるのか�生活の質をとるのかと���簡単
�問題�は���試行錯�して取�組ん����
�がある。

Ⅴ．結論
　保護室�へ日用品を持ち込むことの��を��
すると�に�看護師はどのよう�視点を��て�
るのかを�らかにする�めに調査を実施し�。�
の結果�1� の�������から 4�の���

��が抽出され�看護師は���の状�に�する
視点��日用品の危険��よ�����に�する
視点��医師や�の看護師の��に�する視点��安
全と生活の質のトレ��オフ�係に�する視点�
を視点としてとら�て��。ま��こには�〔相
手を知る〕〔��の立場と置�換�て��る〕〔看
護師として人として��を思�やる気持ち〕〔看
護師個人の価値観や看護観〕�ど�保護室に日用
品を持ち込むことに対する看護師の視点に影響を
与�る�因が密�に��して��。
　今回の研究�は 1施設による調査研究�あ��
当院独特の設備������ある�は対����
どを�とにして���当該施設に限られ�課題�
あると���られる�め一般化するには限界があ
る。今後は�さらに質問項目の検討と対���を
増やすこと�ま��本研究�得られ�結果の検証
を行�て��ことが課題�ある。
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