■短

報

リフレクションを含めた倫理研修が精神科看護師の
道徳的感受性、倫理的行動、ストレスに及ぼす
効果についてのパイロットスタディ
A pilot study about effects of ethical training, including reﬂection on moral sensitivity,
ethical behavior, and stress of psychiatric nurses
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本研究の目的は精神科で働く看護師を対象として実施したリフレクションを含めた倫理研修が、看護師の道徳的感
受性、倫理的行動、ストレスに及ぼす効果について調べることであった。研修は倫理原則や理論に関する内容と看護
師の体験をリフレクションする内容から成っていた。1 回 90 分を2 回実施し、11名の看護師が参加した。看護師は、
第1回目の研修開始前と第2回目の研修終了後に道徳的感受性質問紙、看護師の倫理的行動尺度、精神的健康調査票に
回答した。道徳的感受性質問紙の3 つの下位尺度のうち「道徳的強さ」は研修後にM＝3.5 からM＝3.9 に有意に上昇し
た（p＜.05）。倫理的行動尺度の下位尺度の得点も有意ではなかったが、上昇していた。精神的健康調査票は M＝16.8
からM＝12.8へと有意に低下した（p＜.05）。これより、リフレクションを含めた倫理研修は「道徳的強さ」を高める
こと、ストレスを軽減することに有効であることが示唆された。

Ⅰ．緒言
精神科では、患者の心身の状況によっては拘束が必
要であったり、入浴などでも見守りが必要で付き添い
がついたりと、プライバシーが十分に守られなかった
りすることもある。このような状況において、看護師
は倫理的に問題だと感じたり、判断に迷ったりするこ
とがある。「倫理的問題」とは、「行為の規範に関する
問い・葛藤・悩み」1 といえる。Jameton2 によれば、
倫理的問題は 3 つのタイプがあるという。「1．道徳的
不確かさ（その状況の道徳的問題が不確かな場合）、
「2．倫理的ジレンマ（2つ以上の倫理原則が相矛盾し
てかかわっている場合）」、「3．道徳的悩み（正しい行
為を知っているがそれを実行できない場合）」である。
これによると、倫理的問題のなかに、道徳的な悩みが
1
2
3

含まれているといえる。
田中ら 3 は、日本の精神科病棟で働く看護師が体験
している倫理的問題として、「患者の権利に関わる問
題」、「治療に関わる問題」、「退院・長期入院に関わる
問題」などを示し、価値の対立としては「患者の権利
（自己決定・知る権利等）」、「患者の尊厳」、「患者の安
寧（病棟文化：業務上の価値）」などを示している。
ま た、 倫 理 的 問 題 の な か の 道 徳 的 悩 み（moral
distress）は、怒り、フラストレーション、罪意識な
どの否定的な感情と関係していること 4、バーンアウ
トとも関係することなどが示されている 5。さらに
Ando & Kawano6 は、倫理的問題に出会ったときの対
応と結果を調べた結果、「話し合って解決した」、
「話
しても解決しなかった」、「自分で探求した」、「直接指
摘して、傷ついた」などがあることを示した。
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上記の研究から、看護師が道徳的悩みを含めた倫理
的問題を感じていることは明らかになっているが、積
極的な解決方法やその効果について調べた研究はほと
んど見当たらない。倫理的問題を感じたときに、どの
ように解決するか、その方法を検討することは必要な
ことと考えられた。そこで今回、筆者らは倫理的問題
に出会ったときに積極的に解決する方法として、実際
に看護師が体験した事例のリフレクションを含めた倫
理研修が有効ではないかと考えた。
リフレクション 7, 8 とは、実践（行為）の経験を振り
返るプロセスであり、記述、分析、評価を行う手段を
いう。研修において、「記述」では自分が振り返りた
いと思う場面をありのまま描写し、自分自身の内面で
起こった感情も振り返る。「評価」では「何が良かった
のか」、
「何が良くなかったか」を自分自身で問いかけ、
起こった出来事の価値や重要性について考える。「分
析」ではこの状況で意図されること、わかることは何
かを探求する。
このリフレクションによって、看護師が臨床で倫理
的な問題だと感じる感受性も影響されると考えられ
た。Lutzenら 9 は、「倫理的感受性は、倫理理論と倫
理原則を知っているということに関わる概念である」
とし、一方「道徳的感受性は、われわれが『この人が
よく生きるように』と思って他者を気遣うときに体験
する、相手に向ける純粋な関心である」としている。
今回のリフレクションでは、看護師はまだ倫理に関す
る研修を初めて取り入れようとする段階であり、倫理
理論や倫理原則を日頃から考える段階ではないと考
え、倫理的感受性より道徳的感受性が高まることを予
想した。
また大出 10 によると、「臨床では看護師は専門職と
して高い道徳的感受性や倫理的行動力が求められる
が、倫理的行動を測定するツールがない」ことから
「倫理的行動尺度」を開発した。さらに、「倫理的な行
動をとるためには道徳的感受性は不可欠である」こ
と、倫理的行動は道徳的感受性と正の相関があること
を示している。そこで今回、倫理研修をすることで、
道徳的感受性が高まると同時に倫理的行動も高まると
予想した。
そして自分が体験した倫理的問題を他者と共有し、
解決について考える知識を身につけることは、看護師
のストレスを軽減できるのではないかと考えた。
そこで本研究は、パイロットスタディとして精神科
の看護師が倫理的問題に遭遇したときのリフレクショ
ンを含めた倫理研修が、看護師の道徳的感受性、倫理
的行動、ストレスに及ぼす効果について調べることを
目的とした。
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Ⅱ．研究方法
1 ．研究デザイン
後ろ向き記述的研究
2 ．対象者
単科の精神病院に勤務する看護師12 名で、全部で2
回実施した。2 回とも参加できたのは11 名であった
（表1）。対象者の中には、副師長、師長、看護部長も
含まれていた。看護管理者とスタッフ看護師が同一に
研修会で振り返りをすることは、結果を看護管理者が
知り、組織で取り組む機会になるのではないかと配慮
したことによる。
3 ．使用尺度
1）道徳的感受性質問紙日本語版J-MSQ 2017：道徳
的感受性を測定するために、道徳的感受性質問紙
日本語版 J-MSQ2017 を用いた。これは Lutzen ら 9
が開発し、前田らが日本語版を作成したものであ
る 11, 12。
「道徳的強さ」
、「道徳的気づき」、「道徳的
責任感」の3 つの下位尺度からなる。各項目1点か
ら6 点を付与し、得点が高いと道徳的感受性が高
いことを示す。
2）倫理的行動尺度 10：看護師の臨床での倫理的行動
を測定するために、大出の倫理的行動尺度を用い
た。これは「自律尊重尺度」「公正尺度」「無危害
善行尺度」の3つの下位尺度から成る。各項目に
1点から6点を付与し、得点が高いほど倫理的行動
を実施していることを示す。
3）精神的健康調査票 13：看護師のストレスを測定す
るために、精神的健康調査票（日本版 GHQ12）を
用いた。1 点から4 点を付与し、得点が高いほど、
ストレスが高いことを示す。
4）自由記述：この研修に対する感想を自由に記載し
てもらった。
表1
性別

研究に参加した対象者の背景
年代

看護師経験

現在の病棟

（歳）

（年）

職位での経験

職位

ID1

女性

40

19

1

ID2

女性

40

22

20

看護部長
師長

ID3

女性

60

12

4

看護師

ID4

女性

40

21

6

師長

ID5

女性

50

35

3

看護師

ID6

女性

30

13

6

副師長

ID7

女性

40

6

1

看護師

ID8

女性

40

20

5

看護師

ID9

男性

30

7

2

看護師

ID10

女性

20

5

2

看護師

ID11

男性

40

4

1

看護師

表2

倫理的問題解決にむけた倫理研修の内容
研修の内容

【第1回目】
1）倫理原則、看護倫理原則の概要の説明

⇩
2）4ボックス法を用いた事例の分析の説明

⇩

3）看護師のリフレクション
①記述（体験した事例を記述する）
②評価（良かった点、問題だと感じた点などを評価する）
③分析（原理や原則を用いて解決の探索をする、必要に
応じて他の概念なども入れる）
④共有

⇩

4）ディスカッション
【第2回目】
1）トンプソンの10 原則の説明

⇩

2）看護師のリフレクション
①記述（体験した事例を記述する）
②評価（良かった点、問題だと感じた点などを評価する）
③分析（原理や原則を用いて解決の探索する、必要に応
じて他の概念なども入れる）
④共有

⇩

3）ディスカッション
4）まとめ

⇩

4 ．調査方法
研修会は2 回実施し、1 回目の後、2週間後に2 回目
を実施した。質問紙への回答は、第1回目の研修前と
第 2 回目の研修後に回答を求めた。研修会の具体的な
内容は、第 1 回目は、1）倫理原則や看護倫理の原則
や概要の説明、2）4ボックス法を用いての事例分析の
説明、3）看護師のリフレクション、4）ディスカッ
ション、第2 回目は、1）トンプソンの10ステップの
説明、2）看護師のリフレクション、3）ディスカッ
ション、4）まとめであった（表2）。
5 ．分析方法
分析には SPSS ver.23 を用いた。すべての調査項目
の基本統計量を算出した。質問紙の下位尺度ごとか、
合計得点について平均値と標準偏差（M±SD）を算出
した。さらに道徳的感受性尺度と倫理的行動尺度につ
いては下位尺度ごとに研修前後での得点の差を対応の
あるt 検定を用いて、精神的健康調査票については研
修前後での合計得点の差を同じく t 検定を用いて調べ
た。
6 ．倫理的配慮
大学の研究倫理審査委員会の承認と実施施設からの

研究の承認を得た。調査依頼の文書には、研究への参
加は自由意思であり、参加しなくても不利益を被らな
いことやプライバシーの保護について記載していた。
またデータは全体でまとめるために、公表する際にも
個人が特定できない形にすることも含めた。さらに研
修会は勤務時間以外に行い、勤務の妨げにならないよ
うに配慮した。

Ⅲ．結果
1 ．第1 回目の倫理研修で看護師がリフレクションし
た事例
事例1：A 氏は、転倒、転落の危険があるが、看護師
は多忙で他の業務もしているため、常に看護師が付き
添えなかった。その際はストレッチャーで拘束せざる
をえないと考えた。しかし、筋の拘縮などの危険性が
ある。どうすべきだったのかと思う。
事例2：認知症のある終末期のがん患者で、意思表示
が看護師にはわかりにくかった。家族の希望で告知を
していないが、患者のがんの治療のために他の病院を
受診する必要がある。他の病院で治療するためには、
がんであることを告知すべきではなかったか疑問が残
る。
2 ．質問紙の得点の変化
1）道徳的感受性質問紙日本語版 J-MSQ2017は、3つ
の下位尺度から成っている。「道徳的強さ」の要因
については、M＝3.5からM＝3.9と有意な上昇が
みられた（p＜.05）（表 3）。「道徳的な気づき」は M
＝4.1か らM＝4.4 に、「道 徳 的 責 任 感」はM＝4.2
からM＝4.4に得点は上昇していたが、有意差はみ
られなかった。
2）看護師の倫理的行動尺度については、どの下位尺
度についても有意差はみられなかった（表 4）。た
だし各得点について「自律尊重尺度」は M＝4.1か
らM＝4.2に上昇し、「公正尺度」は M＝4.1 から M
＝4.3に上昇し、「無危害善行尺度」は前後ともM
＝4.6であった。
3）精神的健康調査票の得点は、研修前 M＝16.8から
研修後は M＝12.8と有意に低下した（p＜.05）（表
5）。
3 ．第2 回目のリフレクションで倫理的行動につなが
ると考えられる事例
A さんは90 歳代の男性で、認知症のため単科の精
神科病院に入院していた。認知症とともに胃がんの末
期で余命 3カ月と医師から家族に説明されていた。終
日臥床し、発話もできなくなった。医師は家族と話し
合い、「自然な最期を望み、緊急でも処置はしない」
ことで合意していた。しかし、ある夜患者が急変し、
SPO2（酸素飽和度）が低下してきた。当直医の判断で
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表3

道徳的感受性尺度の研修前後の平均値と標準偏差
（n＝11）
研修前

研修後

有意差

3.5±0.6

3.9±0.5

p ＜ .05

道徳的な気づき

4.1±0.6

4.4±0.4

n.s.

道徳的責任感

4.2±0.5

4.4±0.4

n.s.

道徳的強さ

表4

倫理的行動尺度の研修前後の平均値と標準偏差
（n＝11）
研修前

研修後

有意差

自律的尊重尺度

4.1±0.3

4.2±0.3

n.s.

公正尺度

4.1±0.8

4.3±0.4

n.s.

無危害尺度

4.6±0.3

4.6±0.3

n.s.

表5

精神的健康調査票の研修前後の平均値と標準偏差
（n＝11）
研修前

研修後

有意差

16.8±4.8

12.8±4.4

p＜0.05

酸素を投与していた。看護師は頭が真っ白になり、医
師に十分に伝えることができなかった。このことをリ
フレクションすることで、「自然な最期の捉え方やそ
の状況の受け取り方は一人一人違うことを理解し合
い、家族の意向を看護師がもっと主張すべきだった」
ということを話し合い、次の行動に結び付けようとし
ていた。
4 ．自由記述
対象者の自由記述は少なかったので、質的分析は行
わず、類似した内容をまとめた。その結果、「精神科
での倫理を身近に考える機会となった」、「倫理的問題
に迷ったときの判断の拠り所がわかった」、「患者中心
のケアから倫理の問題が解決すると感じた」、「研修を
今後の臨床に活かす」、「意見交換の場となった」など
であった。

Ⅳ．考察
1 ．質問紙の得点の変化について
道徳的感受性の「道徳的強さ」の得点は有意に上昇
した。道徳的強さとは、「患者の立場から行為を正当
化できる勇気や物事に立ち向かう能力」とされてい
る。この要因の得点が上昇したことは、研修の中で倫
理的問題には倫理の原則などを用いて対処できること
や 4 分割表を用いて検討するなどの解決の糸口が見つ
かり、自分たちが立ち向かう意識が高まったために上
昇したのではないかと考えられる。前田 11 は道徳的強
さが学歴によって異なるという結果から、教育による
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変化が期待できることを示唆している。このことから
も研修における道徳的行動の判断の基準となる考えな
どを示すことが道徳的感受性を高めることに有効では
ないかと考えられる。その他の 2 つの要因である「道
徳的な気づき」や「道徳的責任感」は有意ではないが、
上昇していた。看護師は「これは倫理的に問題なので
はないか、どうだろうか」とあいまいに感じていたこ
ともリフレクションやディスカッションで他者の意見
を聞くことによって「道徳的な気づき」につながった
のではないかと考えられる。これは Jameton2 のいう
「道徳的不確かさ」への認識につながると考えられる。
倫理的行動尺度について「自律尊重」では、本研究
では「自律尊重尺度」は研修前M＝4.1、研修後M＝
4.2であった。この尺度を開発した大出 10 のM＝4.29
と比較してやや低い。今回、看護師がリフレクション
した内容からも、「認知症や精神症状から患者の意向
がわかりにくく、患者の意向をじっくり聞く前に、家
族の意向を優先しがちだった」などもあり、この尺度
について困難を感じていることが示唆された。さらに
今回の自由記述の「患者中心のケアから倫理的問題が
解決すると感じた」とあるように、研修を通して「自
律尊重」の重要性を感じていたと考えられる。一方
「無危害善行尺度」は、本研究では前後ともM＝4.6と
高かった。日頃からこの点を考えているという天井効
果のために差がなかったと考えられる。さらに、本研
究では 2回の研修であったため、倫理的行動に移すま
でには時間を要すると考えられ、今後は評価する時期
はもっと遅くしたほうがよいことも考えられた。
精神的健康調査票は、M＝15 が「問題あり」の基準
と考えられることから、研修前はM＝16.8 と基準よ
りストレスが高かったが、研修後は低下していた。そ
の理由の可能性として、自己効力感が上がったことが
考えられる。自己効力感 14 とは、「自分が行う行為に
ついて、自分には実行できるという可能性の認知」と
定義される。この定義は、自由記述の内容の「倫理的
問題に迷ったときの判断の拠り所がわかった」、「患者
中心のケアから倫理の問題が解決すると感じた」とい
う内容と合致することから、自己効力感が高まったと
考えられる。先行研究 15 では、リフレクションを用い
たことで他のスタッフに感情表出し、困難さの共有と
受容を得たことで自身の感情を肯定的に受け止めるこ
とができ、それが自己効力感を高めた可能性を示して
いる。これらのことから自己効力感が高まることで、
ストレスが低下したと考えられる。
以上のことから、倫理的な問題だと感じた体験を看
護師が振り返るリフレクションを含めた倫理研修に
よって、道徳的感受性のなかの道徳的強さが高まり、
ストレスが低下することに有効であることが示され
た。田中 3 は、
「精神科看護の専門的能力を高めること
そのものが倫理的問題への重要な対処の 1 つである」

と述べている。リフレクションは、看護師が相互に専
門的な意見を共有することによって専門的な能力を高
めることにも貢献し、倫理的問題の解決の 1つの方法
ではないかと考えられる。
今回の研究では、「道徳的感受性は倫理的行動と関
連がある」ということから、「道徳的感受性尺度」と
「倫理的行動尺度」を用いたが、倫理的行動を測定す
るのであれば、倫理的感受性を測定するなども検討す
る必要があると考えられる。「倫理的感受性」と「道徳
的感受性」を分けて 16、今後さらに検討する必要があ
る。また行動の変化を評価する場合は、自己評価だけ
でなく、他者から見ての評価なども加え、よりどのよ
うに行動の変化がみられたかを考える必要がある。さ
らに対象者の年代や経験年数も隔たりが大きかったの
で、範囲を限定するなどして対象者を絞ることが必要
であると考えられる。

Ⅴ．結語
パイロットスタディとしての本研究から、精神科の
看護師のリフレクションを含めた倫理研修によって、
道徳的感受性が高まり、ストレスが低下するという肯
定的な効果がみられた。
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