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The study develops an End-of-Life Care Nurses' Communic以:ionSkills Scale (ENCS)λnd a 

Nurses' Perception of Nurse-Patient Relationships Scale (NPNPR). Nurses engaged in end-of-life care 

(n =352) participated in the study and responded to these scales. The results of factor analysis indicate 

that the ENCS Scale consists of three subscales measuring: (1) nonve1'bal communication skills fo1' 

initiating conve1'sations with patients， (2) ve1'bal communication skills for凋 goodcommunication， and (3) 

skills in responding to emotions and recognizing patient experiences. The results also indicate that the 

NPNPR Scale consists of two subscales: (1) consultation to find a solution to patient problems， and (2) 

responding fo1' developing nurse-patient 1'elationships. The validities of these scales were confi1'med by 

examining the goodness-of-fit of the model (ENCS: GFI=0.959， RMSEA=0.052， NPNPR: GFI=0.966， 

RMSEA=0.064) using cova1'iance st1'ucture analysis. The 1'eliabilities of the scales we1'e confi1'med by 

demonstrating internal consistency (Cronbach coefficientα=三 0.7)and test-retest 1'eliぬilities(ENCS: 

1'=0.55， NPNPR : 1'=0.49). Moreove1'， the 1'esults suggest that the communication skills of endべ証明life

care nurses influences perceptions of nurses within nurse-patient relationships. 
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[問題の所在と自的}

終末期ケアに携わる看護締は，臨死患者から死や

それに関連したネガテイブな情動の暴露を繰り返し

受けることによって，コミュニケーション図難，嫌

悪感に伴うコミュニケーションIill避，ケアの限界

感，情緒的消耗感が起こると報告されている(松村・

岩日7・津田， 2001; Petrova， Todorova， & Mateva， 

2005 ;松田， 2008)。また，看護学生も，終末期ケ

ア実習でのケア体験において，心的衝撃，コミュニ

ケーション脅威，ケア効力の低下に伴う苦悩，情緒

的消耗!惑が起こると報告されている (Beck，1997; 

Allchin， 2006; Terry & Carroll， 2008; Huang， Chang， 

Sun， & Ma. 2010) 0 このような看護師や看護学生の

終末期ケアに関連した精神的健康問題が起こる姿因

には，看護学生のII寺から，それらの問題を認知的・

情緒的に対処するための自己調節に向けた心理教育

的支援の不足があったと指摘されている(伊藤・小
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玉， 2011)。
伊藤・ノト玉・大場 (2011) は，終末期ケア実習に

おいて看護学生が患者の心身の苦痛の凄まじさに

心的衝撃を受け，患者の余命への理解がl凌味であ

ると認知すると， どのようにコミュニケーション

をとってよいのかがわからずにコミュニケーショ

ン懸念 (CommunicationApprehension;以下 CAと

略す)や感情的不協和を起こし患者との関わりが

田避的になることを質的調査によって明らかにして

いる O また，看護学生の CAの要因として，上述の

状況に対処するためのコミュニケーション・スキル

(Communication Skills ;以下 CSと略す)の不足を

示唆している。看護学生の同様な傾向は，終末期ケ

ア場面を想定した CAの調査においても確認されて

しEる(伊ji:長.IIIJ二， 2006) 0 

CAは対入場面での実際にあるいは予測すること

で、喚起されるコミュニケーションへの脅威で、ある

(Richmond & McCroskey， 1998)。主に心理学領域

では， CAの要因のーっとしてソーシャル・スキル

の欠損が検討されている(近藤・ヤン， 1996) 0 ま

た， CAはコミュニケーション田遊 (communication 

avoidance)の要因と考えられている(坂本・チャー

ルズ・ジェームズ， 1998) 0 

これらの知見より，看護学生が終末期ケアで喚起

される CAの要因として，看護学生が臨死患者の心

身の苦痛や余命の理解に応じて関わるための CSの

不足が考えられる O また，そのような CSの不足は，

看護学生に心的衝撃に対処する自己誠節力を低下さ

せ， CAや巨!避行動を引き起こしていると考えられ

るO

したがって，本研究では，終末期ケア実習におけ

る看護学生の心的衝撃に伴う CAの低減を目的とし

た， 自己調節のための CSやその CSの測定につい

て検討を行う O

伊藤ら (2011) によれば，看護学生の終末期ケア

に関連した CAは，学生が教員の支援を受けて，患

者の生き方や苦悩を傾聴できるようになり，患者に

対する個別的なケアやその意味に気づくことで改善

されたと報告している O また，大西(2009)によれば，

看護仰が臨死患者とのコミュニケーションに対する

脅威や回避を低減させた要因には，終末期ケアが辛

く，苦しい経験だけではなく，患者や家族との関わ

りを通して，ケアの意味を見出すという「肯定的な

気づき」があったと報告している。つまり，終末期

ケア場市で起こる看護nmや看護学生の CAは彼らが

対患者関係を築き，個々の患者の問題やそのケアに

気づき， ，~!分なりにケアする意味を見出すという認

知的対処によって自己調節ができると考えられる O

したがって，看護学生の終末期ケアに関連した

CAを低減させるためには，学生が①患者の捉えて

いる問題を傾聴することで対患者関係を築き，②患

者の感情に着目し，その患者の背景にある認知の表

出を促進-整理することで 患者の問題に対するケ

アニーズに気づくための CSの獲得が必要と考えら

れる。

相)'1(2005)は，スキルをある目的や目標を達成

させるための調節的行動であると定義している。ま

た，そのスキルの生起過程には，個人の社会的ス

キーマから目的や目標の決定，対人反応の実行，対

人的相互作用，相手の反応解読があり，それらは循

環していると指摘している O 看護学生の CSは，ス

キルの定義や生起過程を踏まえると， CSを使用す

る目的や呂標に合わせて コミュニケーションを行

い，患者の応答状況を解読・知覚することで，その

CSを調節していると考えられる。つまり， CS尺度

の開発にあたっては，看護学生が対患者関係を築き，

患者の問題を理解するためのコミュニケーション行

動を測定するのと同時に，その CSに応じた患者の

応答に対する学生の知覚も同時に測定できるような

尺度の開発が必要である O

看護学生の CSとCSに伴う対患者関係の知覚を

同時に測定することは， CSが対患者関係の知覚に

及ぼす影響を明らかにすることになる。また，そ

れは，終末期ケアに関連した看護学生の CAをその

ケア場面の自己調節不足という観点から考えると

きに，看護学生の CAはCSの不足により喚起され

ているのか， CSに伴う対患者関係の知覚が改善し

ないために喚起されているのかを明らかにすること

にも役立つ。さらに， CAの低減に向けた心理教育

的支援の方向性を検討するためにも有効な資料とな

るO

これまで¥看護領域では，し=くつかの CS尺度が

開発されている(上野， 2005;Ancel， 2006)。しかし，

それらの尺度は測定概念や信頼性・妥当性に課題を

残している O また，看護mffを対象とした CS獲得制

練では，その効果評価をビデオ撮影による対話分

析で行っている (Maguire，Faulkner， Booth， Elliott， 

& Hillie工 1996:Razavi. Delvaux. Marcha1. Durieux 

Farvacques， Dubus， & Hogenraad， 2002; Wilkinson， 

Gambles， & Rober:ts， 2002) 0 しかし，その方法は病

院での CSの測定には使用しにくい。

心理学領域では，飯塚(1970)のカウンセリング

プロセスの測定尺度がカウンセラーとクライエント

の体験過程を双方向から測定できるように作成され

ている O この尺度が本研究で開発する尺度の測定概

念の考え方に近いが，尺度の測定が複雑で，病院で



伊藤まゆみ・小玉正博・藤fii英行.畏末期ケア看護御用コミュニケーション・スキルJ~度および者護師I!ì対患者関係知覚尺 lífの 1m発 73 

の看護siliや看護学生の CSゃ患者の応答の測定には

適さない。

このため，終末期ケア実習で看護学生が臨死患者

ケアに関連した CAの低減に向けて心理教育的支援

を行うためには，上述した CSとCSに対応した対

患者関係知覚状態を測定する尺度開発が必要であ

るO

CS 尺度や CSに対応した対患者関係知覚尺度の

開発において，その調査対象は，スキルが学習によっ

て獲得される行動で、あるという観点に立腕!すれば，

看護学生よりも看護RiIiの方が適切である。なぜなら

ば，看護帥は臨床で患者との関わりを通してスキル

を学溜する機会が多く， CSも獲得されていると考

えられるからである O

したがって，本研究の目的は，終末期ケアに携わ

る看護mliを対象に，看護師が対患者関係を築き，患

者の問題を理解するための CS測定尺度およびその

CSに対応した看護師の対患者関係知覚尺度を開発

することである O

研究 1

1. 呂的

本研究の目的は，終末期ケアにおいて，看護日jjiが

対患者関係を築色患者の問題を理解するための

CS 測定尺度と，その CSに対応した看護仰の対患

者関係知覚尺度を開発することである O

2. 方法

1 )調査対象

(1 )予備調査.一般病棟で終末期ケアに携わってい

る看護師 20名である。

(2)本調査・全国 19施設の緩和ケア病棟 (Palliative

Care Unit; PCU) ，総合病院 9施設の内科系・外科

系病棟(以下一般病棟とする)で終末期ケアに携わっ

ている看護締 675名である。

2) 終末期ケアにおける看護師の csと看護師の対

患者関係の知覚についての操作的定義

「終末期ケアにおける看護締の CSJ とは，看護師

が!臨死患者個々の生き方を理解し，個別的なケアを

行ううえで，対患者関係を築 j 患者が体験してい

ることへの情動の表出や認知の開示を促し患者が

捉えている問題を理解することを目的とした調節的

なコミュニケーション行動である。

f終末期ケアにおける看護仰の対患者関係の知覚」

とは，看護日Hiが臨死患者との対人関係を築j 患者

の問題を理解するための CSを使用している 11寺に，

看護師が患者応答を観察することで対患者関係を知

覚している状態である。

3) 質問紙の作成

本研究では，看護師へのインタビュー内容，

Carkhu百 (987) のカウンセリングにおけるヘルピ

ング技法，飯塚(1970)のカウンセリングプロセス

から，上記の定義に沿った言語的・非言詩的コミュ

ニケーション行動を取り上げた。そして，それらの

行動を「看護仰の CSJ と rcSへの患者の応答j と

に分類し双方が対応するように質問項目を作成し

た。看護師 CS尺度および対患者関係知覚尺j支の質

1~:IJ項 iヨは各 20 項目で構成された。

回答は 4件法で、ある O 行動をどの程度しているの

かを測定するために， [""その通りにしているJを4，

「ほとんどしているJを3，[""まれにしているJを2，

「その通りに全くしていないJを1とした。

4) 予備調査と内容的妥当性の検討

予備調査結果を参考に，心理学及び看護学領域の

研究者 6名で内容1]9妥当性を検討した。 最終的に

CS Jミj支および対患者関係知覚尺j支の質問項目は各

20項目となった。

5) 調査の手続き

0)調査JFJ紙は各施設に郵送し捌査対象に配布し

た。記入後の調査nJ紙は個別にlfilJj文した。

(2)調査方法として，①がんで終末期jにある忠者と

実際にコミュニケーションをJ1Y.り，その11寺のコミュ

ニケーションの取り方と患者の反応について回答す

る，②回答はコミュニケーションを取った当日にそ

のときの状態を振り返り， I~I 己記述するように依頼

した。

(3)倫理的配j患を調査用紙で説明し承諾が得られ

た場合に調査に回答するように依頼した。

6) 倫理的配慮

調査者は，所属する組織に研究の概要，方法，調

査内容，倫理的配慮を報告し調査の許可を得た。

調査対象には書面で、①調査の趣旨，方法，データ

の取り扱いと他人情報の保護，②調査への参加は自

由であり，参加しなくても不利益を被らない，③調

査は無記名，④データの公表について説明した。ま

た，調査対象が所属する倫理委員会あるいは所属長

に承認を得て，調査用紙を配布した。

3. 結果

1 )最終分析対象

@Jj又は 530名(回収率 78.5%)，調査対象がコミュ

ニケーションを取ったときの患者の病状および質I~丹

紙の記入日を調査要件とし それを満たしていない

ものを除外した。最終的分析対象は 352名，すべて

女性であった。 内訳は，緩和ケア病械が 173~l (平
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均年齢 32.1歳，平均看護経験年数 10.1年)，一般病

棟が 179名(平均年齢 28.4歳，平均看護経験年数 6.9

年)である。

2)探索的因子分析

看護師の CS尺度および対患者関係知覚尺度の分

析手)11買は次の通りである O

まず，それぞれの尺度の質問項目について項目分

析を行った。紫問項目は正規分布，天井効果，項目

間の相関係数を確認した。さらに最尤法，プロマッ

クス回転で因子分析を繰り返し，因子負荷量が0.35

以下， 2重負荷の項目を削除，最終的に質問項目を

抽出した。

以下，尺度毎にその結果を述べる O

(1 )看護部cs尺度

本尺度の質問項目は最終的に 9項目を削除し， 11

項目となった。 11項自は，最尤法・プロマックス

IITJ転による因子分析では 3Itl子が抽出された (Table

1)0 日項目の回転前の累積寄与率は主成分分析で

は3Itl子 75.2%で、あった O

第11tl子は4項目となり，因子負荷量が最も高かっ

たのは， r穏やかな表情で近づいているJで，次い

で川目手に視JFjlを向け目線を合わせているJであっ

た。これらの 4項自は 相手と対話を始めるために

積極的に関わろうとする非言語的コミュニケーショ

ン行動のまとまりであったので「非言語的関わりス

キルJと命名した。

第 2Itl子は 4項目となり，因子負祷量が最も高

かったのは「相手が体験したできごとやそのときに

生じた感情の理由について要約して伝えているJで，
次いで「相手が体験したできごとやそのときに生じ

た感'情について，なぜ，そう思ったかを具体的に質

問をしている」であった。これら 4項自は，棺手の

体験に対する感情や認知の表l:I:¥が促進されるように

応答しているコミュニケーション行動のまとまりで

あったので， r感情と認知への応答スキルjと命名

した。

第31tl子は3項目となり因子負荷量が最も高かっ

たのは「話の内容がわかるように具体的に伝えてい

る上次いで「話が間こえるように適切な速度や音

量で、伝えているJであった。これら 3項目は，相手

に話しの意味内容をわかりやすく伝えるための言語

的コミュニケーション1T正治のまとまりであったため

に， rわかりやすい伝達スキルjと命名した。

各質問項目の平均得点は， r非言語的関わりスキ

ルjと「わかりやすい伝達スキルJが全般的に高く，

それに比べて「感情や認知への応答スキルjが全般

的に低かった。

(2) 看護部対患者関係知覚尺度

本尺度の質問項目は最終的に 12項目を削除し 8

項目となった。 8項自は，最尤法・プロマックス回

転による扇子分析では， 2因子が抽出された Oable

2)0 8項目の回転前の累積寄与率は主成分分析では

2因子 74.7%であった。

第l[君子は4項目となり，因子負荷量が最も高かっ

たのは「自分の問題を解決する方法について，あな

たにどうしたら良いのかという意見を求めるJで，

次いで「あなたが話した問題解決方法について，受

け入れられるかどっかを答えるJであった。これ

ら4項目は，看護師の CSに対ーして，患者が問題解

決に向けて応答している行動のまとまりであったの

で， r問題解決的応答Jと命名した。

第2因子は4項目となり，因子負荷量が最も高かっ

たのは「身体をあなたの方へ向けるjで，次いで「あ

なたに間こえるように話すjであった。これら 4項

目は，看護師の CSに対して，患者が看護師との関

係を築こうとして言語的・非言語的に応答している

行動のまとまりであったので¥「関係形成的応答j

と命名した。

各質問項目の平均得点は， r関係形成的応答」が「問

題解決的応答Jよりも全般的に高かった。

3) 確認的因子分析

(1 )看護師cs尺度

本尺度の各下位尺度を共分散とするモデルを作

成し共分散構造分析でモデルの適合度を確認し

た。その結果，下位尺度開の共分散は.44から .60

となった。また，各下位尺度と各質問項自のパス

係数は .69から .91であった。 CSモデルの適合度は

GFI.959，AGFI.933，CFI.983， RMSEA.052となった

(Fig. 1)。

(2)看護師対患者関係知覚尺度

本尺度の各下位尺度を共分散としたモデルを作

成し共分散構造分析でモデルの適合度を確認し

た。その結果，下位尺度開の共分散は.54，となり，

各下位尺度と各質問項目のパス係数は .71から .89

であった。モデルの適合j支は GFI.966，AGFI.936， 

CFI.983， RMSEA.064となった (Fig.2)。

4) 看護師の cs尺度と対患者関係知覚尺度の内

的整合性

下位尺度の内的整合性を Cronbachのα係数で確

認した。 α係数はCS尺度の「非言語的関わりスキルj

が .88，r感情と認知への応答スキルJが .89，rわか

りやすい伝達スキルJが .86，となり，対患者関係

知覚尺度の「問題解決的応答Jが .90，r関係形成的
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応答jが .87となった。

5) 看護師の cs尺度と対患者関係知覚尺度の勤

務病棟・看護経験年数別比較

看護郎の csおよび対患者関係知覚の影響安出と

して，看護師の勤務病棟(緩和ケア病棟と一般病棟)

と，看護経験年数(1 -2 年:新人 3-5 年 I干I~ ， 6 

年以上ベテラン)について検討するために，勤務病

棟と看護経験年数の 2要i主!とする被験者向の分散分

析を行った。その後， 5%水準で有意差が認められ

た項目は下位検定を行った (Table3)。なお，希護

経験年数は， Benner (1894) のドレフィスモデル

Table 1 CS 尺度の各]頁13乎均得点および因子パターン行列

N = 352 

No Item M (SD) 
i弘ctor

E 1Il 

I非言語的関わりスキル

CSll穏やかな表情(やや微笑んだ表情)で近づいている 3.26 (.54) .86 .06 .07 

CS12相手に視線を向け， 目線を合わせている 3.36 (.52) .85 一.05 .06 

CS14相手と向き合い，身体をやや前向きにした姿勢をとっている 3.25 (.57) .79 .01 .00 

CS15相手が話し終わるまで集中して聴いている 3.23 (.59) .58 04 

日感1riや認知への応答スキル

CS9 相手が体験したできごとやそのときに生じた感情の理由について 2.67 (.66) 
要約して伝えている

.02 I .88 I .05 

CS8 相手が体験したできごとやそのときに生じた感情について，.0- '- 2.79(.63) 
そう思ったかを具体的に質問している

.07 I .85 I -.08 

CS7 体験したできごとやその感情について P 相手の話したことを自ヂ)' 2.84 (.61) 
の言葉で言い換えている

一.141 .72 1 .13 

CS10相手の体験したできごとやその感情を聴いて，あなたの感情を車:i{~ 2.80 (.64) 
u)[に{云えている

.10 1 .63 1 .01 

理わかりやすい伝達スキル

CS3 話の内容がわかるように具体的に伝えている 3.27 (.50) .05 -.03 

E CS1 話が聞こえるように適切な速度や音量で、伝えている 3.32 (.51) .11 一.13

CS4 話の筋道(}II員序性)を通して伝えている 3.13(.54) 一.02 .14 

因子関のキ131謁 立 .13 

III .65 .47 

Table 2 対患者関係知覚尺度の各項目平均得点および因子パターン行列

No Item 

I 問題解決的応答

自分の問題を解決する方法について，あなたにどうしたらよいか
R16 

という意見を求めている

あなたが話した問題解決方法について，受け入れられるかを答え
R17 

ている

R19具体的な問題解決の手順を相談している

あなたへ今起きているできごとの何を問題にしているかを打ちあ
R15 

けている

E 関係形成的応答

R5 身体をあなたの方へ向けている

R6 あなたに聞こえるように話している

R4 あなたとの距離を 120cm位に{呆とうとしている

R1 あなたの間し、かけに答えている

因子関の相関

N = 352 

M (SD) 
Factor 

Il 

2.71(.72) 尺訂 -.09

え74(70)ll1..8870川511 01 
2.57(.74) I .80 I .03 

2.71(.70) I .75 I .08 

3.04(.63) 

-05|ll1E，6J88921891 1 1 l 3.08(.64) .00 

2.97(.70) 一.07

3.18(.58) .08 

.56 
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を参考に区分した。

(1 )看護部のcs

筑波大学心理学研究 第 43号

全般的に，各csは看護経験年数が多くなるほど

高くなる傾向を示したが 有意差が認められたの

は， rわかりやすい伝達スキルjであった (F(2，346) 

= 6.7， Pく .001)。また，その下位検定では一般病

棟の新人とベテランとに 1%水準で有意差が認めら

れ，新人に比べ，ベテランの csが高かった。

勤務病棟の比較では緩和ケア病棟は一般病棟に比

べて若干高くなるが 5%水準で有意差は認められな

82 .87 

.84 

69 

48 

44j孟よく/ ~ 
わかりやすい

78 
85 ラ?でく/ 川伝~達

80 85.71 .69 91 83 
81 

GFI.959， AGFI.933， CFI.983， RMSEA.052 

Fig. 1 看護日i!iコミュニケーション・スキル尺度確認的国子分析

~一一

.87 .82 .78 .89 .80 .79 .71 

GFI.966， AGFI.936， CFI.983， RMSEA.064 

Fig.2 看護fii!i対/il:
'
.、者関係知党尺j支持認、的因子分析
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かった。 = 6.07.戸く .005).緩和ケア病棟がおかった。

(2) 看護部の対患者関係知覚

全般的に各対患者関係知覚は，看護経験年数が多

くなるほど対患者関係が良好であると知覚しやす

かったo r問題解決的応答」は F(2，346) = 8.03. 

戸く .001で j関係五三j主的応答」は F(2，346) = 6.91. 

戸く .001で有意差が認められた。「問題解決的応答J
の下位検定では，一般病棟は新人とベテラン，中堅

とベテランとに，緩和ケア病棟は新人とベテラン

とに. 5%水準で、有意差が認められ，ベテランの cs
が高かった。また. r関係形成的応答Jの下位検定

では，一般病棟の中堅とベテランとに 5%水準で、有

意差を認め，ベテランの csが高かった。

6) 看護部cs尺度と看護師対患者関係知覚尺度

との関係

(1 )両尺度の各下位尺度問の関連

看護附の cs尺度と対忠者関係先1党尺!支の対応状

況を相関分析で確認した。その結果，看護伺iのけ1=

言語的関わりスキルjは rJ関係形成的応答Jと， r感

情と認知への応答スキルJは「問題解決的応答jと

のi習には，中程度の相関が確認された。「わかりや

すい伝達スキル」は. r関係形成的応答」と「問題

解決的応答jとの問にはそれぞれに弱いが相関が確

認された (Table4) 0 

勤務病棟の比較では緩和ケア病棟の方が高い傾向

を示し， r関係形成的応答」は有意差を認め (F(l，346)
(2) 看護腕の csが対患者関係の知覚に及ぼす影響

測定概念，下位g)支の意味内容，下位g)支JHJの相

Table 3 勤務病棟と経験年数を安IEIとした 2安!訟の分散分析

N = 352 
M (SD) F四va!ue

勤務病棟 一般病棟 N=179 緩和ケア病棟 N=173 Tota! 効果

経験年数
1-2 3-5 ミ6 ~ . 1-2 3-5 ミ6

N=38 N=61 N=80 Tota! N=17 N=24 N=13よ Tota! 
経験:ij"数勤務病棟交正作JIJ

非言語的

関わりスキル

(range4-16) 

わかりやすい

伝達スキル

(range3-12) 

C 
S 

感情と認知への

応答スキル

(range4-16) 

Tota1 

問題解決的

応答

(range4-16) 

対

12.4 12.7 13.3 12.9 13.1 13.5 13.3 13.1 13.1 
(1.79) (2.00) (2.03) (2.00) 0.45) (1.61) 0.84) 0.85) (1.90) 1.71 

9.0 9.6.， ， ~O~~ ， 9.6 ， ?~4. ， ，:9.5 9.9 9.8 9.7 6.70料*
0.33) (1.44) (1.46) (1.46) (1.06) (0.83) (1.40) (1.42) (1.40) 

** 

10.8 11 11.3 11.1 10.6 11.0 11.5 11.3 11.2 2.5 
(2.19) (2.04) 0.92) (2.02) (2.29) 0.74) (2.37) (2.26) (2.14) ・1

32.1 33.1 34.5 33.5 33.0 33.6 34.7 34.3 33.9 3.00料
(3.40) (4.50) (4.35) (4.41) (3.24) (3.00) (4.60) (4.32) (4.38) 

9.8 10.0 11.0 10.4 10.4 10.8 11.3 11.1 10.7 8.03*** 
(2.83) (2.45) (2.29) (2.53) (2.51) (2.64) (2.42) (2.44) (2.50) 

l~I 
-P昔、

||  

3.11 

0.21 

0.00 

0.77 

0.73 

者関係形成的応答 11.5 11.3 12.2 11.6 11.8 12.0 13.0 12.8 12.3 
男(mgd-16)(201)(196)(2.16)(234)(2.09)(214)(2.10)(21)(2.18)691…6.07*
Iπミ

L J  

Total 
20.3 21.4 23.3 22.2 21.6 22.8 24.3 23.9 23.0 
(4.16) (3.81) (3.83) (3.99) (2.80) (4.39) (3.83) (3.91) (4.04) 

9.73*** 3.5 

* pく .05，料 pく .01. *料 pく .001

1.61 

0.51 

0.10 

0.16 

0.55 

0.07 

0.75 



78 筑波大学心理学研究 第 43号

i喝を考慮し看護師の CSが対患者関係の知覚に影

響するというモデルを作成した。そのモデルの適

合度を共分散構造解析で分析した結果. GFI .999. 

AGFI .993， CFIl .000，悶¥1SEA.OOOとなった (Fig3)。

また. CSと対患者関係の関係は，①看護師の「非

言語的関わりスキルJ. 1わかりやすい伝達スキルJ.

h惑情と認知の応答スキルJの共分散は .38から .64

となった，②看護師の「非言語的関わりスキルjか

ら患者の「関係形成的応答Jへのパス係数は .34.1わ

かりやすい伝達スキル」から患者の「関係形成的応

答Jへのパス係数は .08であった。看護部の「感情

と認知への応答スキルjから患者の「問題解決的応

答」へのパス係数は .28. 1関係形成的応答jへのパ

ス係数は .15であった，①患者の「関係形成的応答」

から「問題解決的応答jへのパス係数は.47.r関係

形成的応答」から「問題解決的応答jのパス係数は .09

であった。各パス係数の有意水準は Fig.3に示した

通りである。

4. 考察

1) 密子構造妥当性

(1) CS尺度

看護siffの「非言語的関わりスキルjは質問項目の

意味内容から，看護締が患者との対話を始めるため

に表情，視線，姿勢. J聴くなどの非言語的な表現で

積極的な関心を示す行動である。また. 1わかりや

すい伝達スキルJは 質問項自の意味内容から看護

師が患者との対話を促進するために，言語的なメッ

セージを開き取りやすい音量や速さで，筋道を通し

て伝える行動である O

このような「非言語的関わりスキルj と「わかり

やすい伝達スキルJの意味内容は.Carkhuff (1987) 
や Ivey(2004) のカウンセリング技法におけるク

ライエントと援助関係を始めるための関わり行動と

合致していた。しがたって，上述の 2つのスキルは，

相互に関連し看護師が患者に援助を始めるための

対患者関係を築くスキルであると考えられる。

「感情と認知iへの応答スキルJは，その意味内容

から，患者の体験した出来事への感{育に着目しそ

lable 4 下位尺度i首相関

N = 352 

C s 弁対対J二.}I忠[

非言詰i的1杓制守引l関喝わりスキル .3犯2** .4必6**

感情と認知への応答スキル .45料 .28** 

わかりやすい伝達スキル .32** .35** 

本*pく .01. ***pく .001

非言語的関わり

スキノレ

「/ヂ|伝達対ノレ

~~I 肘ノレ
GFI.999， AGFI.993， CFI.100， RMSEA.OOO 

*p<.05，大*会p<.OOl

Fig.3 看護師の CSと対患者関係知覚との関係
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の感情が生じた理由を質問したり，患者の感情の背

景にある認知の言い換えをしたりすることで，患者

の感情の表!lJや認知!の!掲示を促進している O また.

それらの出来事への感情と認知iを要約することで，

患者が捉えている問題を理解しようとしている O

このようなれ惑情と認知への応答スキルjの意味

内容は. Carkhuff(l987)のヘルピング技法における

応答技法と合致している。応答技法は，援助者は被

援助者の意味，感情 事柄に応答をすることで¥被

援助者の思考の枠組みに入る O また，被援助者が体

験している事柄の重要性を的確にとらえ，要約して

伝えることで¥被援助者の自己探索を促す。つまり，

看護師は患者の表現する体験への感情や認知に応答

することで患者の自己探索を促進し，患者が捉えて

いる問題を患者自身が表現できるように援助する。

したがって，このスキルは，看護部が患者の問題を

理解するためスキルであると考えられる O

また.CS尺度の構造を示すモデルは，豊田 (2002)

が提唱するモデルの適合度指標に極めて近い値とな

り，ほほ適合度を満たしたと考えられる。

したがって，看護姉 CS尺度は，看護師が対患者

関係を築くための因子と患者の感情や認知に応答す

ることで患者の問題を理解する因子で構成され，そ

の因子の意味内容並びにモデルの適合度から，因子

構造妥当性はほぼ確保されたと考えられる O

(2) 対患者関係知覚尺度

看護師の対患者関係知覚尺度の「問題解決的応答」

の意味内容は，患者が看護師に問題を開示し，その

解決方法をともに考えるための応答状況である O ま

た. r関係形成的応答jの意味内容は，患者が看護

師の関心に応え，個別的な情報が行きかう距離で，

看護締との対話を始めるための応答状況である。こ

のため， これらの因子は，看護師の対患者関係を築

くCSや問題を理解するための CSに対応した患者

の応答で構成され，看護師はこれらの応答を通して

対患者関係を知覚していると考えられる。

また，対患者関係知覚尺度の構造を示すモデルは，

豊田 (2002)が提唱するモデルの適合度指標に近い

値となり、ほほ，適合度を満たしたと考えられる。

したがって，看護師の対患者関係知覚尺度は，看

護姉が対患者関係を築 j 患者の問題を理解するた

めの CSに対応した看護師の r(患者の)問題解決

的応答jと r(患者の)関係形成的応答」の知覚と

で構成され，因子の意味内容やモデルの適合度から，

国子構造妥当性はほぼ確保されたと考えられる。

(3) CS尺度と対患者関係知覚尺度の関係

看護仰の CS尺度と対患者関係知覚尺度の測定概

念に従えば，看護師の CSは，その CSに対応した

忠者の}，t、答状況へのう;1]党に影響することになる O こ

れらの測定概念を基盤に作成したモデルは，輩出

(2002)が提唱するモデルの適合基準を満した。

Carkhuff (1987) のへルピング技法では，援助者

の関わり技法は，被援助者の援助過程への参入を促

し応答技法は被援助者の自己探索を促すと説明し

ている O このことから 看護仰は対患者関係を築く

ための「非言語的関わりスキルJと「わかりやすい

伝達スキルjを使用することで，患者の援助関係の

参入状態を「関係形成的応答」で知覚し問題を理

解するための「感情と認知の応答スキルjを使用す

ることで，患者の11引退の自己探索状態を「問題解決

的応答Jで知覚していたと考えられる。

したがって，各尺度の1z;J子の意味内容，因子構造，

nli'j尺度の関係から，看護日ijiCS 尺度および対患者関

係知覚尺度は妥当性が訂i1保されたと考えられる O

2) 内的整合性

CS尺度，対患者関係長[]覚尺度ともに. Cronbach 

α係数が .07以上で. I均的!整合性は確保されたと考

えられる O

3)看護師の cs尺度と対患者関係知党尺度への

影響要因

看護部 CS尺度得点では 「わかりやすい伝達ス

キルJが看護経験年数の影響を受け¥経験年数が向

くなるほど，尺j支得点は高かった。このスキルは，

看護部が患者に，話の意味内容をわかりやすく伝え

る行動である O 看護miiがこのスキルを使mするとき

には，患者の病状や治療にjおじてケアをわかりやす

く説明するための豊富な知識や経験が必要となる。

このため，このスキルは，看護経験年数の影響を受

けたと考えられる O

「非言語的関わりスキルJと f感情と認知への応

答スキルJは，看護経験年数とケア場面の影響をあ

まり受けていない。これらのスキルの質問項目の平

均得点は.r非言語的関わりスキル」が全般的に高く，

「感情と認知への応答スキルjの平均得点が. r非言

語的関わりスキjレjに比べて低かった。また，各質

問項目の標準偏差は. r感情と認知への応答スキルJ
が「非言語的関わりスキルjに比べて大きかった。

この結果. r非言語的関わりスキルjは，看護経

験年数に関係なく，多くの看護師がすでに獲得して

いる可能性がある。一方.r感情と認知の応答スキル」

は，看護経験年数を重ねても獲得されず¥獲得状況

は個人差が大きい。「感情と認知の応答スキルJの

質問項目は，カウンセリングの応答技法に匹敵する

内容であり， これらのスキルを獲得するには. CS 
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獲得訓練などが必要と考えられる。

看護師対患者関係知覚尺度得点は，いずれも看護

経験年数の影響を受けていた。看護師の CSが看護

部iの対患者関係の知覚に影響するという本尺度の特

徴を考慮すれば，看護臨Iiの経験年数による CSの獲

得状況の違いが，対患者関係の知覚に影響したと考

えられる。また，看護朗iは経験年数が多くなるほど，

看護師の CSに対する患者の応答をキャッチしやす

くなるか，対患者関係を肯定的に捉えやすくなるか

のいず、れかの可能性が考えられる O

また， I関係形成的応答jの尺度得点は，勤務病

棟の影響を受け，緩和ケア病棟が一般病棟に比べて

高かった。緩和ケア病棟では，その病棟の機能から，

患者の多くは診断や予後の告知を受け，治療ではな

く，症状の緩和を目的として入院している O また，

勤務病棟で，皆、者が診断や予後を理解しているかとどごう

かは'看護I自伺師i司市!iのコミユニケ一シヨンの困難さ (!奥j先先芝芝今jll出iゴ也j品1

1999伝;松村らι，2初O∞01)や看護学生の CAに影響響iする(イ伊罪

藤.日出:1リJ上二， 2006) という報告がある O これらの知見

から考えれば，緩和ケア病棟では，看護仰がケア場

面で忠者は診断や予後現実を受け止めていると認知

していれば，看護剖jの患者の「関係形成的応答」へ

の知覚も影響を受ける可能性がある O また，患者自

身も現実を受け.uこめ，対話に応じるということも起

きやすいと考えられる O

したがって，看護仰の CS尺度は「わかりやすい

伝達スキルJで看護経験年数の影響を受け，看護自!i

の対患者関係知覚尺j支は看護経験年数と勤務病棟の

彩響を受けることが{確認された。

研究 2

1. 目的

本研究の自的は，研究 1で作成した終末期ケアに

おける看護部用 CS尺度と対患者関係長n覚尺度の信

頼性を検討することである。

2. 方法

1 )謂査対象

関東近県の総合病院 6施設で終末期ケアに携わっ

ている看護師 200名である。

2) 謂査手続き

調査は再テスト法で 8週間の関隔を空け， 2@ 

実施した。再テスト法は，調査対象に設定基準にそっ

て IDを設定するように依頼し 2[0の調査データ

を照合させた。調査用紙の配布・回収，調査方法，

倫理的配慮は1iJf究 lと同じである。

3)倫理的配慮

研:究 1と同じである O

3. 結果

1 )最終的分析対象者

調査要件を満たしていないもの，欠損値のあるも

のは対象より除外し最終分析対象は 140~ろとなっ

た。 140名は，全て女性，平均年齢29.7歳 (range21-53

歳)，平均看護経験年数 8.1年 (range1-27年)であっ

た。

2) 再テストにおける内的整合性と相関 (Table5) 

CS 尺度並びに対患者関係尺度の各下位尺度の内

(:1
/:1整合性を Cronbachのα係数で確認した。その結

果，各尺度の各下位尺度は， 1 @Iヨ， 2回!ヨともに

α係数が .70以上で、あった。

CS尺度並びに対患者関係知覚尺度の安定性を，

1 11I1 日と 2回目の相関分析で確認した。その結果，

CS尺度の相関係数は 「非言語的関わりスキルJ
が .37，I認知と感情への応答」が.47，Iわかりや

すい伝達jが .32，CS尺度全体で.55となった。対

患者関係知覚尺度の相関係数は，問題解決的応答

が.41.関係形成的応答が.50で， CS応答尺度全体

は.49となった。また，全ての相関に 0.1%水準で

Table 5 内的整合性・再テストの相関係数

尺度平均(SD) Cronbachα 
再テスト相関係数

1回目 2 [i]自 1巨!日 2回目

CS 尺度 34.7(4.05) 35.8(4.08) .85 .86 .55*** 

ゴ!こ言語的関わりスキル 13.l (1.65) 10.3 (1.67) .77 .82 .37*** 

j感'Ii!fと認知への応答スキル 12.0(1.95) 11.5 (2.12) .83 .82 .47料*

わかりやすい伝達スキル 1O.l (1.24) 13.5(1.70) .72 .74 .32*** 

対忠者関係長Ll党者尺j支 24.l (3.09) 24.3(4.19) .84 .88 .49*** 

問題解決的応答 11.2(2.53) 11.3 (2.67) .85 .80 .41 *** 

関係形成的応答 12.90.93) 13.1 (1.99) .75 .88 .50*** 

***pく .001
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有意差を認めた (Table5)。

4. 考察

CS尺度および対患者関係知覚尺j支はいずれも

Cronbachの α係数が .70以上で¥内的整合性は確

保されている。また 再テスト法における CS尺度

の「非言語的関わりスキルJと「わかりやすい伝達

スキルJで相関係数がやや低いのは，本尺度が状態

尺度であることが影響している O 具体的には.再テ

スト法では， 1回目と 2回目の調査期間には 8週間

の間隔があり，そのために，看護側がコミュニケー

ションを取った患者が異なっていたことが考えられ

る。また，終末期ケアに携わる看護師は，臨死患者

との対話内容，関係性，自身の情動，業務量によって，

CSを調整的に用いる傾向がある (Sivesind，Parker， 

Cohen， Demoor， Bumbaugh， Throckmorton， Volker， 

& Baile， 2003)。このような状態が看護帥の CS尺

度の安定性に影響したと考えられる O

看護師の対患者関係知覚尺度の下位尺度は，いず

れも中程度以上の相関があり， 1 Iill EIと2由自の尺

度得点には変化がないことから，ある程度安定して

測定できると考えられる。

CS尺度と対患者関係知覚尺度の関係を研究 1

で作成したモデルの適合度では， 21司ともに豊田

(2002)の提唱するモデルの適合度基準を満たした。

したがって， CS尺度はケア場面で看護師がコミュ

ニケーションを取る患者の状況で CSを調節的に使

用するという状態尺度であり 安定性に影響を及ぼ

す。しかし CS尺度および対患者関係知覚尺度の

内的整合性は高く，看護師の CSと対患者関係知覚

との関係は確保されている。このことから， CS尺

度および対患者関係知覚尺度の信頼性はほぼ確保さ

れたと考えられる。

{研究の眼界と今後の課題}

本研究では，終末期ケアにおける看護帥の CS尺

度および対患者関係知覚尺度を開発した。 CSの測

定概念によれば，本尺度で測定する CSは，看護締

の CSに対する自己評価であり，客観的な行動測定

ではない。また，尺度の基準関連妥当性として，類

似した測定概念を測定する尺度との検討比較が必要

であるが行っていない。これらの課題を踏まえつつ

CS 尺度の自己評価と実際の行動測定との違い，基

準関連妥当性，看護学生を対象とした CSとCAと

の関係を確認し看護学生の CS獲得訓練における

評価が可能かどうかを検討していく必要があると考

える。

付記

本尺度の作成にあたり，前筑波大学大学院教授田

上不二夫先生，筑波大学大学院教授松井豊先生に安

震なご意見を頂きました。また，本調査にあたり，

終末期ケアに携わる看護自liの皆様に多大なご協力を

頂きました。心より感謝申し上げます。
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