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Ⅰ．はじめに  

超高齢社会及び医療の推進と共に、医療

ニーズを抱えながら生活する要介護高齢者

は今後もますます増え続けると予想される

ことにより、介護福祉部門でも 2012 年 4 月

1 日から、「社会福祉士及び介護福祉士法」

の一部改正により、口腔内、鼻腔内、気管カ

ニューレ内部に限っての喀痰吸引と経鼻経

管栄養、胃瘻、腸瘻という医療行為の一部

（以降、喀痰吸引等と称する）を、介護職が

一定の研修注 1）後、条件下（医師の指示や看

護師等との連携の下において安全確保が図

られていること等）で行うことが認められ

るようになった．その背景には、近年の急速

な高齢者の増加と医療改革の進行により、

医療を受ける高齢者の増加と医療ニーズが

高まってきた一方で、医師や看護職などの

医療従事者は不足しており、十分な医療を

提供することが困難となっている状況があ

る．  

 しかし、医療的ケアは元来医療行為であ

るから、本来は医師、看護師等の医療職が行

うべきであるが、上述のように医療職の増

員・確保が困難である等の理由として、また、

規制緩和という制度改革の一環として、介

護福祉士をはじめとする介護職員等も実施

することが可能となった．そのための法的

規制については、医療法による医行為につ

いての規定を変更せずに、一定の条件の下

で、介護職員等も実施できるという制度と

なっている．今日、様々な社会的背景により、

非医療従事者の医療的ケア実施が進められ

ている一方で、医療的ケアを要する高齢者

介護には多くの困難があるとも指摘されて

いる．しかし、これまでの先行研究を概観す

る限り、非医療従事者による医療的ケアは

今日重要な社会的問題にもかかわらず、介

護現場での詳細な研究はきわめて少ない状

況にある．  

Ⅱ．研究目的  

 高齢者介護施設に従事する介護福祉士が

医療的ケア実施の際、直面する困難感とそ

れを克服するため、どのような対応を実践

しているのかを明らかにし、円滑な医療的

ケア推進に向けた示唆を得る．  

Ⅲ．用語の定義  

1．困難感  

 本研究における困難感とは、物事を成し

遂げるのが難しく苦労や不安と感じること．

また苦しみや悩みの感情を苦労と感じるこ

ととする．  

2．対応  

 本研究における対応とは、介護福祉士が  

認知した困難を軽減、克服・解決するために  

とった努力や行動、対策とする．  
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Ⅳ．研究方法  

1．研究対象者  

 本研究は介護福祉士が医療的ケアを行う

際に感じた困難感とその対応は何かという

概念を見出すため、半構成化面接による質

的研究法を用いた．研究対象者の選定条件

として、①A 県および近接県にある、②高齢

者介護施設に勤務する、③介護経験年数 3 年

以上、④医療的ケア経験年数 1 年以上を満

たす介護福祉士とした．以上の選定条件を

満たした介護福祉士 17 名に研究協力依頼

して了解を得た．  

2．データ収集期間  

X 年 4 月 1 日～9 月 30 日  

3．データ収集方法  

対象者に、半構成的面接をプライバシー

の確保できる個室で、1 時間程度、1 対象者

につき 1 回実施した．面接内容はインタビ

ューガイドに基づき、医療的ケア（喀痰吸引

等）の実施で、①「困難と感じた出来事」「ど

のようなケースで困難を感じたか、意識し

たか」、②「困難と感じた時にどのように対

応・克服したか」、③「困難を減らすために

今後どのような対策が必要か」等に関して

具体的な場面を自由に語って頂いた．対象

者の同意を得て、面接内容は IC レコーダー

にて録音した．  

4．分析方法  

 本研究は内容分析の方法に基づき実施し

た．①毎回、半構成的面接調査によって得ら

れた面接内容を逐語録におこし、②医療的

ケア現場での困難や苦労、その対応の内容

が表現された文章を抽出し、文脈単位を決

定した．文脈単位の抽出の際、研究目的にか

なった内容であるかを適宜確認した、③決

定された文脈単位を繰り返し読み、意味の

区切れる単文を記録単位とし、コード化し

た、④分析対象とするコードの主要な意味

内容の類似性に因り分類し、共通した意味

のあるコードをまとまりとし、その分類を

忠実に反映したサブカテゴリネームをつけ

た、⑤サブカテゴリの意味内容の類似性を

検討し、カテゴリネームをつけた、⑥カテゴ

リに分類された記録単位数を算出した．  

5．研究の質的担保と信頼性・妥当性の確保  

 分析過程において研究の質的担保のため

に、質的研究法を熟知した研究者によるス

ーパービジョンを複数回受けた．また、結果

の信頼性を確認するために、フィールドワ

ーク研究に長けた質的研究者と複数回内容

の検討を行った．  

6．倫理的配慮  

 研究の協力依頼は、対象者に研究目的・方

法、個人情報の保護、匿名性の保持、研究協

力は任意で、不利益が生じないこと等を口

頭と書面にて説明し同意を得た．また対象

者と施設長に研究発表について説明し承諾

を得た．なお、本研究は所属機関の研究倫理

委員会の承認後に実施した．  

Ⅴ．結  果  

1．対象者の概要  

本研究の対象者の概要を表 1 に示す．対

象者は、A 県および近接県の高齢者介護施

設に勤務する介護福祉士 17 名であった．男

性 12 名、女性 5 名であり、年齢は 20 歳代

後半から 60 歳代前半の範囲であった．  

 表中、特別養護老人ホーム（以下、特養）

という名称は、老人福祉法に基づくもので

あり、介護保険法に基づいた名称は、介護老

人福祉施設となる．介護老人保健施設（以下、

老健）が介護保険法に基づいた名称である

から、特養も老健との兼ね合いで介護老人

福祉施設とすべきではあるが、今日なお世

間一般に特養という名称が広く浸透してい

て、親しまれているため、本論文では特養と

いう名称を使用することとした．
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表 1 インタビュー対象者の概要  

対象者  所属  性別  年齢  介護年数  医療的ケア年数  

A  

B  

C  

D 

E  

F  

G 

H  

I  

J  

K  

L  

M  

N  

O 

P  

Q 

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

特養  

老健  

老健  

老健  

老健  

老健  

女性  

男性  

男性  

男性  

男性  

男性  

男性  

女性  

男性  

男性  

男性  

女性  

女性  

男性  

男性  

男性  

女性  

40 代前半  

40 代後半  

30 代前半  

30 代後半  

30 代後半  

50 代後半  

40 代前半  

60 代前半  

50 代前半  

20 代後半  

20 代後半  

30 代後半  

50 代前半  

20 代後半  

30 代前半  

30 代後半  

40 代後半  

16 年２ヵ月  

 8 年５ヵ月  

  9 年３ヶ月  

  6 年６ヶ月  

  6 年 8 ヶ月  

  9 年 5 ヶ月  

 1 2 年 8 ヶ月  

  7 年 6 ヶ月  

  1 5 年 1 0 ヶ月  

  5 年 6 ヶ月  

  5 年 2 ヶ月  

  3 年 3 ヶ月  

 2 1 年 6 ヶ月  

  4 年 2 ヶ月  

6年  

  5 年 7 ヶ月  

  1 1 年 1 0 ヶ月  

3 年 2 ヶ月  

 2 年６ヶ月  

 2 年５ヶ月  

 2 年６ヶ月  

  １年 10 ヶ月  

 3 年 5 ヶ月  

3年  

 1 年 8 ヶ月  

 3 年 5 ヶ月  

 1 年 6 ヶ月  

 1 年 6 ヶ月  

 1 年 8 ヶ月  

3年  

 1 年 2 ヶ月  

 1 年 6 ヶ月  

 2 年 6 ヶ月  

3年1 ヶ月  

2．データ分析結果  

1) 医療的ケアをめぐる介護福祉士が直面し

た困難感を表すカテゴリ（表 2）  

 介護福祉士が抱える困難感では 122 の記

録単位が抽出され、6 カテゴリと 15 サブカ

テゴリに分類された．  

 以下、本文中カテゴリを【  】、サブカテ

ゴリを《  》、インタビュー・データ（具体

的内容）の引用は「  」で示し、抽出された

記録単位数の多いカテゴリの順に記述する． 

 

 

表 2 医療的ケアをめぐる介護福祉士が直面した困難感を表すカテゴリ  

カテゴリ  サブカテゴリ  
記 録 単 位 数

（％）  

知識・技術・経験不足による困惑 

（3 5）  

・知識・技術・経験不足により医療的ケアに自信がない  

・要領よくケアができない  

・利用者の状況・程度に応じた適切なケアが思うように

できない  

・達成感を得ることが難しい  

12（9 .8）  

10（8 .2）  

 8（6 .6）  

 

 5（4 .1）  
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不安定な心理 （2 4）  
・ケア実施の際、不安やストレスを強く感じる  

・介護専門職としての責任を担う重圧感がある  

 1 5（1 2 .3）  

 9（7 .4）  

利用者との関わりの苦慮（23）  

・コミュニケーションがとれない方の場合困惑する  

・利用者のニーズ・思いを汲み取ることは難しい  

・利用者の拒否に戸惑う  

10（8 .2）  

 7（5 .7）  

 6（4 .9）  

事故・病因発生への危機（20）  
・不測の事態に対応できない  

・肺炎や感染症に対する危機感がある  

11（9 .0）  

 9（7 .4）  

連携の非円滑さ（1 1）  
・医療職との連携がうまくいかない  

・多職種間の情報の共有がうまくできない  

 6（4 .9）  

 5（4 .1）  

学習・教育・研修機会の不安定

（9）  

・教育・研修会の数が少ない  

・学習時間が十分とれない  

 6（4 .9）  

 3（2 .5）  

  記録単位総数  1 2 2（1 00 .0）  

【知識・技術・経験不足による困惑】〔35 記

録単位（28.7％）〕  

 このカテゴリは、医療的ケアの知識・技術

や経験の不足により、正確さと迅速性を要

求されるケア実施上の困難感の内容を示し

た．  

 カテゴリ【知識・技術・経験不足による困

惑】は、《知識・技術・経験不足により医療

的ケアに自信がない》《要領よく医療的ケア

ができない》《利用者の状況・程度に応じた

適切なケアが思うようにできない》《達成感

を得ることが難しい》という 4 つのサブカ

テゴリから構成された．  

【不安定な心理】〔24 記録単位（19.7％）〕  

このカテゴリは、医療的ケアに対する介

護福祉士の不安定な心理状態の内容を示し

た．  

カテゴリ【不安定な心理】は、《ケア実施

の際、不安やストレスを強く感じる》《介護

専門職としての責任を担う重圧感がある》、

という 2 つのサブカテゴリから構成された． 

【利用者との関わりの苦慮】〔23 記録単位

（18.9％）〕  

 このカテゴリは、利用者に対する介護福

祉士の関係の困惑を示した．  

 カテゴリ【利用者との関わりの苦慮】は、

《コミュニケーションがとれない方の場合

困惑する》《利用者のニーズ・思いを汲み取

ることは難しい》《利用者の拒否に戸惑う》

という 3 つのサブカテゴリから構成された． 

【事故・病因発生への危機感】〔20 記録単位

（16.4％）〕  

このカテゴリは、事故や病因の発生等の

リスクへの危機感が常に付きまとうことに

対する戸惑いの内容を示した．  

カテゴリ【事故・病因発生への危機感】は、

《不測の事態に対応できない》《感染症に対

する危機感がある》という 2 つのサブカテ

ゴリから構成された．  

【連携の非円滑さ】〔11 記録単位（9.0％）〕 

 このカテゴリは、介護福祉士が医療的ケ

アを行うに当たって、介護の現場でまず必

要とされる多職種連携・協働に関する困惑

を示した．  

 カテゴリ【連携の非円滑さ】は、《医療職

との連携がうまくいかない》《多職種間の情

報の共有がうまくできない》という 2 つの

サブカテゴリから構成された．  

【学習・教育・研修機会の不安定】〔9 記録単

位（7.4％）〕  
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 このカテゴリは、介護福祉士の施設内教

育や研修、学習の機会や時間確保に関する

困惑を示した．  

 カテゴリ【学習・教育・研修機会の不安定】

は、《教育・研修会の数が少ない》、《学習時

間が十分にとれない》という 2 つのサブカ

テゴリから構成された．  

2) 医療的ケアをめぐる介護福祉士が直面し

た困難感に対する対応関係(表 4) 

以下、本文中カテゴリを【  】、困難感の

サブカテゴリを《  》、対応のサブカテゴリ

を〘  〙、インタビュー・データ（具体的内

容）の引用を「  」として示す．  

 以上、困難感に対する介護福祉士の対応

について、困難感を表すサブカテゴリの記

録単位数の多い順に示したのが表 3 である .

表 3 医療的ケアをめぐる介護福祉士の困難感サブカテゴリに対する対応サブカテゴリ  

困難感サブカテゴリ（記録単位数）  対応サブカテゴリ（記録単位数）  

 

1.ケア実施の際、不安やストレスを強く感じてい

る（15）  

 

・適当なストレス対処法を見つける（1 4）  

・回数を重ねて慣れるようにする（1 0）  

・信頼できる人に打ち明ける（6）  

・ひたすら耐え続ける（3）  

・特に対処していない（3）  

2.知識・技術・経験不足により医療的ケアに自信が  

ない（12）  

・知識や技術の再確認とレベルアップを図る（12）  

・回数を重ねて慣れるようにする（10）  

・出来ることから一歩一歩習得する（6）  

3.不測の事態に対応できない（11）  

・医療職（医師・看護師）に報告・連絡・相談する（ 11） 

・緊急時対応に備えておく（8）  

・事故予防策を立てる（5）  

4.要領よく医療的ケアができない（10）  

・看護師にマンツーマン指導を受ける（7）  

・実施前に手順、注意事項等を確認する（7）  

・知識や技術の再確認とレベルアップを図る（6）  

・回数を重ねて慣れるようにする（6）  

5.コミュニケーションがとれない方の場合困惑する

（10） 

・非言語的コミュニケーション技術を活用する（6）  

・利用者と関わりをもつ時間を密にする（6）  

・利用者の心情を受け止め、置かれている状況を理解す

る（5）  

6.介護専門職としての責任を担う重圧感がある（9）  
・利用者の安全・安心を第一に心掛ける（8）  

・利用者に誠実・丁寧・公平な態度で関わる（5）  

7.肺炎や感染症に対する危機感がある（9）  
・肺炎や感染症対策を強化する（9）  

・医師による肺炎・感染症の研修を受ける（5）  

8.利用者の状況・程度に応じた適切なケアが思うよう

にできない（8）  

・利用者の安全・安心を第一に心掛ける（5）  

・知識や技術の再確認とレベルアップを図る（5）  

・看護師にマンツーマン指導を受ける（2）  
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9.利用者のニーズ・思いを汲み取ることは難しい（7） 

・こまめに声かけをし、話しやすい雰囲気をつくる（ 6） 

・利用者に傾聴し、共感的なコミュニケーション  

を図る（5）  

・利用者の意向・希望に添うようにする（3）  

・利用者の価値観を尊重する（2）  

10.利用者の拒否に戸惑う（6）  

・利用者の心情を受け止め、置かれている状況を理解す

る（6）  

・ケアについて説明し、理解を求める（6）  

・医療職（医師・看護師）に報告・連絡・相談する（5） 

・同僚や先輩介護士に相談する（5）  

・上司に報告・連絡・相談する（1）  

11.医療職との連携がうまくいかない（6）  

・看護職と介護職が連携・協働して実施できるよう、手

順書を作成する（4）  

・職種により業務分担する（3）  

12.教育・研修会の数が少ない（6）  
・教育・研修会の数の数を増やすよう交渉する（6）  

・外部研修を受講する（4）  

13.達成感を得ることが難しい（5）  

・出来ることから一歩一歩習得する（5）  

・実施後、記録帳やチェックリストに記入する（2） 

・知識や技術の再確認とレベルアップを図る（1）  

14.多職種間の情報の共有がうまくできない（5）  

・職員同士の声かけを密にする（4）  

・多職種間のコミュニケーションを密にする（3）  

・多職種間のカンファレンスを定期的に開き共に学び

合う（1）  

15.学習の時間が十分とれない（3）  

・学習会や研修会に積極的に参加する（2）  

・限られた時間を有効に使う（1）  

・D V D を使用し効率的な学習を行う（1）  

困難感サブカテゴリ  計 122 対応サブカテゴリ  計 244 

Ⅵ．考  察  

1．データの適切性  

 本研究の対象者は、年齢、介護経験年数、

医療的ケア経験数、所属施設の所在地域、種

類等に関し、多様な介護福祉士から構成さ

れていた．これは、「困難感」および「対応」

を表すカテゴリが、多様な背景を持つ介護

福祉士の回答を反映して形成されており、

高齢者介護施設に従事する介護福祉士が直

面する医療的ケアをめぐる困難感およびそ

の対応を概ね網羅している確率が高いと言

える．  

2．医療的ケアをめぐる介護福祉士が直面し

た困難感とその対応の特徴  

 医療的ケアをめぐる介護福祉士が直面し

た困難感として 6 つのカテゴリ、15 のサブ

カテゴリが抽出され、その対応として 8 つ

のカテゴリ、37 のサブカテゴリが抽出され

た．  
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 以下、困難感【知識・技術・経験不足によ

る困惑】【不安定な心理】【利用者との関わり

の苦慮】【事故・病因発生への危機感】【連携

の非円滑さ】【学習・教育・研修機会の不安

定】の要因と、それら困難感と対応方法との

関連について考察する . 

なお、本文中カテゴリを【  】、困難感の

サブカテゴリを《  》、対応のサブカテゴリ

を〘  〙として示す．  

【知識・技術・経験不足による困惑】  

 今回の調査研究結果では、介護福祉士が

医療的ケア実施の際に困難と感じた内容の

中で最も多かったカテゴリが、【知識・技術・

経験不足による困惑】で、記録単位数は合計

35 であり、記録単位数の 28.7％を占めた．

これは、医療的ケアに従事する介護福祉士

の多くが、知識・技術や経験に基づきケアを

実行する際、困難感に直面している現状を

示している .このカテゴリを構成するサブカ

テゴリ《知識・技術・経験不足により医療的

ケアに自信がない》《要領よくケアができな

い》《利用者の状況・程度に応じた適切なケ

アが思うようにできない》は、いずれも医療

的ケア実施に必要な知識・技術や経験に関

わる困難感であることが分かった．また、4

つ目のサブカテゴリ《達成感を得ることが

難しい》も知識・技術や経験の不足で納得の

得られる状況になれない困難感であったと

考えられる .それは、医療的ケア実施の進行

が適切か否かを判断するために、知識・技術

や経験が必須であることに起因すると考え

られ、中でも安易な判断・評価、技術の過信

は思わぬ事故や感染症等の発症につながる

危険性が高くなり、利用者の尊い命を奪い

取るおそれになりかねないからである．し

たがって、医師や看護師との適切な連携を

とることが介護福祉士をはじめとする介護

職による医療的ケア実施の鉄則となってい

るが、医療的ケアに関する確固たる知識・技

術および経験が備わっていなければ、医療

職と介護職との適切な連携は実現し得ない

だろうし、医療的ケアそのものの信頼性も

揺らぎかねないことになる．   

【不安定な心理】  

 【不安定な心理】は 24 件と多く、中でも

サブカテゴリ《ケア実施の際、不安やストレ

スを強く感じる》は 15 件と突出している．

サブカテゴリだけで順位を見ると、《ケア実

施の際、不安やストレスを強く感じる》はサ

ブカテゴリ全体の第一位である．医療的ケ

アに従事している介護福祉士の不安やスト

レスは深刻である現状を示していると考え

られる．実際の特養における介護は、大部分

が要介護 3 以上の利用者が対象のため、食

事、入浴、排泄など身体的なケアそのものが

介護福祉士に大きな負荷となっているが、

さらに心理的なケアが重要と考えているた

め、加えて医療的ケアもプラスされると多

大な負荷が求められる現場となっている．

長谷川（2008）は心理学的側面の「感情」に

焦点をあて、感情労働の視点から介護を検

討しており、「感情労働という概念を提唱し

たホックシールドは感情労働が他律的に感

情管理を強要している点に労働疎外的な課

題点を見出しているが、自立的に感情管理

を行う場合も精神的なストレスがかかると

指摘し、感情労働には自分以外のものから

感情のコントロールを強要されストレスを

感じる場合と自分自身の内側から感情を律

しようとして精神的疲労感を増す場合があ

る」と説明しており、介護職の感情労働の困

難感を指摘している．田中（2002）によれば

職場でのストレス対策には、「個人に対する

アプローチ」と「職場環境・組織に対するア

プローチ」との 2 つの方法があるという．

本研究では、介護福祉士は《ケア実施の際、

不安やストレスを強く感じる》に対して、多

くの対応を試みていたが、中でも最も多く
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用いられていたのは〘適当なストレス対処

法を見つける〙であった．また、〘信頼でき

る人に打ち明ける〙や〘ひたすら耐え続け

る〙ことでの対応も見られた．いずれの場

合も、その多くのアプローチは職場環境・組

織としてではなく、個人の裁量によるもの

であった .このうち〘信頼できる人に打ち明

ける〙では、サポートの提供者として、職場

の同僚や上司などよりも家族や職場外友人

が多く指摘された．  

【利用者との関わりの苦慮】  

 このカテゴリに属する 3 種類のサブカテ

ゴリのうち《コミュニケーションがとれな

い方の場合困惑する》は、業務が多忙で利用

者に丁寧に関わることのできにくい特養で

は、利用者との距離感は日常的なものとし

て意識される．しかし、介護者して利用者と

の信頼関係の形成や情報収集に、円滑なコ

ミュニケーションが必要であると認識し、

非言語的コミュニケーション技術を活用し

たり、出来る限り利用者と関わりを持つ時

間を増やす等対応し、環境づくりや会話の

タイミングなどの点でさまざまな工夫を行

っていた．  

 大坊（1998）によれば、「非言語的コミュ

ニケーションには視線の他にも音声の形式

的側面、顔の表情、ジェスチャー、あいづち、

うなずき、姿勢や動作、身体接触、対人距離

や空間、外見などの多くのチャネルを含み、

それに応じた多様な伝達特性がある」とし

ている．  

本研究対象者である介護福祉士も様々な

非言語的コミュニケーション技術を活用し、

「声が聞こえづらい」や「聞き取りにくい」、

「認知症のため会話がうまくいかない」と

いったコミュニケーション上の困難感に対

応していた．介護のプロとして、何をなすべ

きかの思考経験があることが、問題解決に

新しいフレームを与える一助になることが

推察された．  

【事故・病因発生への危機感】  

 このカテゴリに属する 2 種類のサブカテ

ゴリのうち《不測の事態に対応できない》は、

予見できないような事故や思いがけない出

来事が起こった場合、迅速な対応や適応、瞬

間的な判断等が困難もしくは自信がないな

どの困惑を示す．「不測の事態が起こった場

合、その事象に対応出来るかどうかは、その

場にいる人間の力量・経験・機転などに左右

される」（久保ら、1998）ため、常日頃から

不測の事態に対する心構えと対処法を準備

しておく必要がある．困難感《不測の事態に

対応できない》に直面した介護福祉士が用

いていた対応は、〘医療職（医師・看護師）

に報告、連絡、相談する〙〘緊急時対応に備

えておく〙〘事故予防策を立てる〙であっ

た．これらのうち〘医療職（医師・看護師）

に報告、連絡、相談する〙のように、医療的

ケアに従事する介護福祉士は、困難に直面

した際に、その対応に向けて常に基本に立

ち返り、まずは医師・看護師等の医療職に報

告し、指示や助言を受けることが重要であ

る．ただ看護職がいない夜間帯等は介護職

がやらざる得ない場合も想定され、〘緊急

時対応に備えておく〙〘事故予防策を立て

る〙等の対応も介護福祉士が利用者の安全

を確保するために、《不測の事態に対応でき

ない》困難感を克服に導くことが推察でき

る．  

残るサブカテゴリ《肺炎や感染症に対す

る危機感がある》は、介護福祉士をはじめと

する介護職は日々の介護行為において、利

用者に密接に接触する機会が多く、また施

設の外部との出入りの機会も多いことから、

利用者間の病原体の媒介者となる恐れが高

いことに起因する困難感を示す．  

【連携の非円滑さ】  

 このカテゴリに属する 2 種類のサブカテ
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ゴリ《医療職との連携がうまくいかない》

《多職種間の情報の共有がうまくできな

い》は、複数の職種が協働・連携する医療的

ケア現場でのチーム医療の実践に介護福祉

士が困難を感じていたことを示す．このよ

うなことは、医療的ケア遂行上致命的で深

刻な問題となり得る．つまり、医療職をはじ

めとする多職種間との連携がうまくいかな

い、会話がよく通じない、情報の共有がうま

くできないという状況は介護福祉士にとっ

ては非常なストレスや医療的ケア遂行の困

難感となると考えられるからである．小林

（2011）は、「喀痰吸引が必要な利用者には、

人工呼吸器をつけている人もいれば経管栄

養が必要な人もいる．そうした利用者のケ

アを行うとき、看護師の力量の差もあれば

介護福祉士のスキルの差もあるため、安全

面が担保されにくく、医療事故のリスクも

ある．看護師の指導のもと、安全に実施でき

る連携体制がなければならない」と述べて

いる．看護師には医療専門職としてのプラ

イドがあるし、介護福祉士には介護専門職

としてのプライドがある．しかし、お互いの

プライドを強調し過ぎて、連携に支障をき

たしては本末転倒である．お互いの立場や

役割を尊重し、誰のための、何のための医療

的ケアなのかを再認識し、自然のながれの

中で円滑に協働のための連携がとれるよう

にして行くべきである．そのためにも、《医

療職との連携がうまくいかない》困難の克

服に向けて、〘看護職と介護職が連携・協働

して実施できるよう、手順書を作成する〙、

〘職種により業務分担をする〙の対応をと

り、手順書の作成により連携・協働を強化し

たり、業務分担することによって、専門的知

識に基づき計画された一連のプロセスを遂

行することは必要である．《多職種間の情報

の共有がうまくできない》では 3 つの対応

を用いていたが、このうち〘職員同士の声

かけを密にする〙〘多職種間のコミュニケ

ーションを密にする〙方法だけでは、困難

感《多職種間の情報の共有がうまくできな

い》を根本的に克服することは不可能と考

えられ、多職種間で情報共有内容について

話し合えるミーティング機会を設ける等、

検討が必要である．また、記録単位数は 1 つ

と少なかったが、〘多職種間のカンファレ

ンスを定期的に開き共に学び合う〙ことも

困難感の克服を図るために重要な対応とな

る．さらにこれらに加え、医療職をはじめと

する多職種と連携・協働したり、情報の共有

に向けて関係者と交渉したり調整したりす

る際には、高いコミュニケーション能力も

求められる．そのため、【連携の非円滑さ】

の対応に向けて、医療的ケア専門的知識を

基盤とするコミュニケーション能力を獲得

することが重要である．  

【学習・教育・研修機会の不安定】  

 このカテゴリに属する 2 種類のサブカテ

ゴリのうち《教育・研修会の数が少ない》は、

医療的ケアに関する施設全体の定期的な研

修会や勉強会が少なく、医療的ケアに従事

する介護福祉士の困惑を示す．このような

困難感に対して介護福祉士は、毅然として

施設の経営管理者や責任者に〘教育・研修

会の数を増やすよう交渉する〙対応をして

いた．また、進んで〘外部研修を受講する〙

ことによって教育の充実をはかっていたこ

とが明らかになった．   

Ⅶ. 結  論 

①  高齢者介護施設に従事する介護福祉士

が直面する医療的ケア（喀痰吸引等）遂行

上の「困難感」を表す 6 カテゴリ、15 サ

ブカテゴリが形成された．  

②  高齢者介護施設に従事する介護福祉士

が直面した医療的ケア（喀痰吸引等 )遂行

上の困難感に対する「対応」を表す 8 カ  
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テゴリ、37 サブカテゴリが形成された． 

③  医療的ケア、（喀痰吸引等）遂行上の困難   

 感を表す 6 カテゴリ、15 サブカテゴリに       

 対して、高齢者介護施設に従事する介護  

 福祉士がどのような「対応」を用いていた      

 のかを明らかにした．  

④  医療的ケア遂行上の困難感について記

録単位をカテゴリ別に見た場合、【知識・

技術・経験不足による困惑】が第一位であ

ったが、サブカテゴリ別では第二位の【不

安定な心理】に属する《ケア実施の際、不

安やストレスを強く感じる》が第一位と

多かった．このことから、今後介護福祉士

へのメンタルヘルスや長期的な心理的サ

ポートを行うことが重要であることが示

唆された．  

 

         注  

 

注1） 一定の研修とは、50 時間の基本研修  

と終了時の筆記試験、さらには口腔

内吸引・鼻腔内吸引・気管カニュー

レ内吸引・胃瘻または腸瘻からの経

管栄養・経鼻経管栄養の 5 行為の演

習におけるプロセス評価を受け、実

地研修に入る．実地研修においても

10～20 回以上のプロセス評価を受

け、規定の条件を満たした者に修了

証が交付され、各都道府県に申請し

て認定書が発行される仕組みになっ

ている．  
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