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Bulletin of Fukushima School of Nursing .資料.

訪問看護ステーションにおける管理運営の問題点および課題

安藤ひとみ 1) 遠藤幸代 2) 遠藤初江3) 加藤悦子4) 菊地静子 5) 

佐藤利枝6) 高橋理恵子7) 中野真理子 8) 古川みどり 9) 山口孝子10)

The problem and theme of management in the visit nursing station 

Hitomi ANZAI1 ) Yukiyo ENDOH 2) Hatue ENDOH 3) Etuko KATOH 4) 

Shizuko KIKUCHI5) Toshie SATOH 6) Rieko TAKAHASHI7) Mariko NAKANO 8) 

Midori FURUKAWA 9) Takako YAMAGUCHI10) 

しはじめに

訪問看護ステーションは 制度が創設されてから10年

間で，全国5，000ヶ所設置という第 1段階の目標は達成さ

れたが，さまざまな課題も少なくない 1) 介護保険制度

によるサービス利用は 民間企業の競争原理が導入され

市場原理に伴う自由競争が展開される中で，訪問看護ス

テーションは利用者主体の視点で看護サービスの量と質

を確保しつつ，さらに経営的に安定させていかなければ

ならないという困難性も生じてきている 2)訪問看護ス

テーションは，看護職が事業所の所長として，管理者の

役割を有している.訪問看護ステーションの看護管理者

は，訪問看護ステーションを経営的に安定させるという

役割もあり，経営に関わることが期待されている 3)看

護管理者は予算管理や予算執行に関わりながら，利用者

が安心して QOLの高い療養生活が送れるよう質の高い訪

問看護サービスを提供するために，新たなサービスの工

夫や新たな利用者の拡大に向けて企業努力を図るととも

に，訪問看護ステーシヨンの運営方針やサービス理念を

明確にしながら業務戦略を考え 地域の関係機関と連携

を進めていくことが求められている.さらに看護の質の

向上のためには，人事管理面で，スタッフ教育の充実を

図ることに務めなければならない.

訪問看護ステーションの所長である管理者は，自らが

1 )福島県立医科大学看護学部 ケアシステム開発部門地域看護学領域
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訪問看護師の業務を行いながら 事業所のトップとして

訪問看護ステーションのマネジメント業務を行うという

厳しい状況にあり 訪問看護ステーションの管理者がト

ップマネージャーの立場で 事業所の経営と運営のマネ

ジメントをどの程度行っているのかについての研究は少

ない.安梅41は，日本においては，まだまだ保健福祉の

トップマネジメントの専門性が明らかにされていないと

述べており，保健福祉のトップマネジメントが求められ

る機関として訪問看護ステーションを掲げている.

医療改革の中で，今後も在宅療養者への支援を行う訪

問看護ステーションの役割はますます大きくなるものと

思われるが，質の良いサービスを提供していくために

は，訪問看護ステーションの運営面についても改善に取

り組む必要があると考えられる.

本研究の目的は，①訪問看護ステーションの管理運営

の問題点を明らかにすることと，②利用者拡大に向け課

題を検討することである.

II.方法

調査対象者は，福島県のすべての訪問看護ステーショ

ンの看護管理者108名である.

調査の方法は，郵送法による質問紙調査を用いた.

本研究は，疫学研究に関する倫理指針(平成14年6月

17日， 14文科振第123号，科発第0617001号)に準拠して

key words: visit nursing station， management ，nursing manager 

キーワード:訪問看護ステーション，業務管理，看護管理者
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実施した.本調査の趣旨および同意を求める文書を同封

して調査用紙とともに送付した.本研究の趣旨に賛同し

調査に回答した者のみを 調査の分析対象とした.調査

の回答は，管理者名および訪問看護ステーション名は匿

名としプライパシーの確保を行った.本研究で入手した

すべての情報は，主任研究員のみが厳重に保管管理し研

究目的以外には使用しないとともに，結果は統計的に処

理し事業所を特定できる個人情報は公表しないことを明

記した.調査の回答は 調査の承諾が得られた対象者か

ら個々に直接郵送にて返送，回収した.

調査内容は， 1)訪問看護ステーションの概要を明ら

かにする項目として ①訪問看護ステーションの開設年

度，②設置主体，③設置地域，④職員配置状況を記載す

る調査表と， 2)訪問看護ステーションの管理運営状況

を明らかにする項目として，①経営管理，②教育を含む

人事管理，③組織全体の方向づけ，④他機関との連携・

継続看護，⑤利用者拡大に向けた業務管理等について30

項目を問う質問紙を用いて回答を得た.調査時期は2002

年11月である.

データの分析は，各項目別に単純集計を行った.ま

た，各項目間の関連性を見るためにクロス集計を行い，

f検定を行った.以上の分析には統計学パッケージ

spss11. 5 Jを使用した.

本論文で用いる「看護管理者j という場合は，訪問看

護ステーションの所長である管理者を指すものとする.

「訪問看護サービス」という場合は，訪問看護ステーシ

ヨンが提供する看護サービスを指すものとする.

m.結 果

アンケートの回収数は， 84 (77.8%)であった.結果

の分析は，有効回答数83について行った.

1.訪問看護ステーションの概要

1 )開設年度

看護管理者の所属する訪問看護ステーションの開設

年度の状況は表 1に示すとおりである.訪問看護ステ

ーションが制度化された1992年度に 3ヶ所の訪問看護

ステーションが開設してから 2000年度の介護保険法

施行前までに72ヶ所 (86.7%)の訪問看護ステーショ

ンが開設していた.介護保険法施行後に開設した訪問

看護ステーションは， 11ヶ所(13.3%)であった.

2 )設置主体

訪問看護ステーシヨンの設置主体は，医療法人が38

ヶ所 (45.8%)と多く つぎに財団法人10ヶ所(12.0

%)，医療生活共同組合7ヶ所 (8.4%)，公的・社会保

険関係団体4ヶ所 (4.8%)，看護協会3ヶ所 (3.6 

%)，地方公共団体2ヵ所 (2.4%)，社会福祉法人2カ

所 (2.4%)の順であり これらのほかに生活共同組

合，農業共同組合，民間営利団体 有限会社など様々

な団体が設置主体となっていた.

3 )設置地域

訪問看護ステーションの地域別設置状況は，県北地

区18ヶ所 (21.7%)，県中地区23ヶ所 (27.7%)，県南

地区 7ヶ所 (8.4%)，会津地区15ヶ所(18.1%)，南会

津地区2ヶ所 (2.4%)，相双地区9ヶ所(10.8%)，い

わき地区 9ヶ所(10.8%)であった.

訪問看護ステーションの59ヶ所 (71.1 %)は市に集

中しており，町に訪問看護ステーションを設置してい

るのは20ヶ所 (24.1 %)であり，村に設置しているの

は4ヶ所 (4.8%)であった.

さらに， I同じ地域内に競合する他の訪問看護ステー

ションがあるj と答えた訪問看護ステーションは， 64 

ケ所 (78.0%)と高い割合であり， I競合する他の訪問

看護ステーションがない」と答えた訪問看護ステーシ

ヨンは， 18ヶ所 (22.0%)であった. I同地域内に競合

する訪問看護ステーションがある」と答えた訪問看護

ステーシヨンは，市に設置している訪問看護ステーシ

ヨンが57ヶ所 (89.1%)と多く，町では 5ヶ所 (7.8

%)，村では 2ヶ所 (3.1 %)であった.

4 )職員配置状況

2002年9月30日現在における l事業所あたりの訪問

看護ステーションの常勤職員数は平均4.17人であり，

事業所により常勤職員数は最小 l人から最大15人まで

幅が見られた.常勤職員は 4人を配置する事業所が多

しミ

非常勤職員数は平均2.46人であったが，事業所によ

り最小 l人から最大10人まで幅が見られた.非常勤職

員は 2人配置する事業所が多い.また，非常勤職員を

配置してい石訪問看護ステーションは45ヶ所 (54.2

%)であり， 38ヶ所 (45.8%)は非常勤職員を配置し

ていなかった.

1事業所あたりの訪問看護ステーションの常勤職員

と非常勤職員の合計数は，平均5.51人であった.訪問

看護ステーションの職員数は 常勤職員と非常勤職員

を合わせて最小 2人から最大17人まで事業所によりさ

まざまであった.常勤職員と非常勤職員を合わせて 5

人配置している事業所が多く見られた.

介護支援専門員の資格保有者を配置している訪問看

護ステーションは， 56ヶ所 (67.5%)であった.介護

支援専門員の資格保有者は 1事業所あたり最小 l人
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表 1 対象者の所属する訪問看護ステーションの概要 )内は% N=83 

開設年度 1992年度 3 (3.6) 

1993年度 2 (2.4) 

1994年度 2 (2.4) 

1995年度 3 (3.6) 

1996年度 9 (10.9) 

1997年度 12 (14.5) 

1998年度 15 (18.1) 

1999年度 26 (31. 3) 

2000年度 8 (9.6) 

2001年度

2002年度 3 (3.6) 

設置主体 医療法人 38 (45.8) 

財団法人 10 (12.0) 

医療生活協同組合 7 (8.4) 

公的・社会保険関係団体 4 (4.8) 

看護協会 3 (3.6) 

地方公共団体 2 (2.4) 

社会福祉法人 2 (2.4) 

その他 17 (20.6) 

設置場所 市 59 (71.1) 

田T 20 (24. 1) 

キナ 4 (4.8) 

非常勤職員の配置状況 非常勤職員がいる 45 (54.2) 

非常勤職員はいない 38 (45.8) 

常勤職員数(人) 平均値 4.17 (S D 

中央値 4.0 

非常勤職員数(人) 平均値 2.46 (S D 

中央値 2.0 

常勤および非常勤職員の 平均値 5.51 (S D 

合計従事者数(人) 中央値 5.0 

(2002年9月30日現在)
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から最大12人まで従事していた.訪問看護ステーショ

ンの多くは，介護支援専門員を 2人配置しており 1

事業所あたり，介護支援専門員の平均配置数は2.54人

であった.

一方，介護支援専門員の資格保有者のいない訪問看

護ステーションは27ヶ所 (32.5%)であった.

2胆看護管理者の背景

看護管理者の職種は，看護師が73人 (88.0%)と多

く，保健師が9人(10.8%)，助産師が1人(1.2%)で

あった.訪問看護ステーションの看護管理者で，介護支

援専門員の資格保有者は52人 (62.7%)であった.

3.訪問看護ステーションの経営管理状況

看護管理者は訪問看護ステーションの経営にどの程度

かかわっているのか 看護管理者の経営管理状況につい

て質問した.その結果を表2に示す.

1 )予算書作成への看護管理者の関与

訪問看護ステーションの看護管理者が，予算書をす

べて作成しているのは 5人 (6.0%)のみで，一部作成

しているのは26人 (31.3%)であった.予算書を確認

のみしているのが25人 (30.1%)であり， 26人 (31.3 

%)は予算書作成にまったく関わっていなかった.

2 )収支決算への看護管理者の関与

訪問看護ステーションの収支決算の業務のすべてを

担当している者は6人 (7.2%)のみであった.収支決

算の一部を担当している者は22人 (26.5%)であり，

収支決算を確認のみしている者は33人 (39.8%)であ

った.収支決算にまったくかかわっていない者は21人

(25.3%)であった.

3 )予算を決算する場における看護管理者の発言状況

訪問看護ステーションの予算を決算する場で，予算

に関する意見を多いに言っている者は 9人(10.8%)

であり， 28人 (33.7%)は予算に関して意見を言うほ

うであると答えた.一方，予算を決算する場であまり

意見は言わないと答えた者は13人(15.7%)であり，

予算を決算する場で意見を言う機会はないと答えた者

は32人 (38.6%)であった.

4 )看護管理者の意見の予算への反映状況

訪問看護ステーションの予算に看護管理者の意見が

よく反映されていると答えた者は10人(12.0%)であ

り，予算に意見がよく反映されているほうであると答

えた者は37人 (44，.6%)であった.一方，看護管理者

の意見が予算にあまり反映されているとはいえないと

23人 (27.7%)が答え，まったく反映されていないと

答えた者は12人(14.5%)であった.

5 )活動費予算増に向けた看護管理者の交渉状況

訪問看護ステーション活動費の予算増に向けて，設

置母体の予算担当者や設置母体の管理者に積極的に交

渉をしている者は15人(18.1%)であり，交渉してい

るほうであると答えた者は28人 (33.7%)であった.

一方，訪問看護ステーション活動費の予算増に向け

て，設置母体の予算担当者や設置母体の管理者にあま

り交渉していない者は26人 (31.3%)であり，まった

く交渉していない者は13人(15.7%)であった.

6 )看護管理者の予算執行の権限委譲の程度

訪問看護ステーションでの予算執行の権限が，設置

母体の管理者からすべて看護管理者に委譲されている

者は 8人 (9.6%)であり，一部委譲されている者は40

人 (48.2%)であった.一方 まったく予算執行の権

限が設置母体の管理者から看護管理者に委譲されてい

ない者は35人 (42.2%)と高い割合であった.

7 )設置母体の研修予算担当者や管理者への説明の状況

訪問看護ステーションの職員研修の必要性につい

て，設置母体の予算担当者や設置母体の管理者に説明

や説得をいつもしている者は25人 (30.1%)であり，

説明や説得をしているほうであると答えた者は38人

(45.8%)であった.一方，研修の必要性について，

設置母体の予算担当者や設置母体の管理者に説明や説

得をあまりしていない者は19人 (22.9%)であり，ま

ったく説明や説得をしていない者は 1人(1.2%)のみ

であった.

8 )事業所の収入増と活動費予算増との関連

訪問看護ステーションの収入が増えることが，訪問

看護ステーション活動費の予算増につながっていると

答えた者は44人 (53.0%)であり 訪問看護ステーシ

ヨン活動費の予算増につながっていないと答えた者は

38人 (45.8%)であった.

4，訪問看護ステーションの教育を含む人事管理

および組織全体の方向づけ

看護管理者が，人事管理の一つであるスタッフ教育を

どの程度整えているかについて，研修プログラムの作成

状況，研修体制の整備状況，事例検討会の開催状況，所

外研修の出席状況について質問した.また，看護管理者

が訪問看護ステーションの組織全体の方向づけをどの程
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表2 訪問看護ステーションにおける看護管理者の関与状況 ( )内は% N=83 

予算書作成への看護 看護管理者は予算書のすべてを作成している 5 (6.0) 

管理者の関与 看護管理者は予算書の一部を作成している 26 (31. 3) 

看護管理者は予算書を確認のみしている 25 (30. 1) 

看護管理者は予算書にまったくかかわっていない 26 (31. 3) 

未記入 1 (1. 2) 

収支決算への看護管 看護管理者は収支決算のすべてを担当している 6 (7.2) 

理者の関与 看護管理者は収支決算の一部を担当している 22 (26.5) 

看護管理者は収支決算を確認のみしている 33 (39.8) 

看護管理者は収支決算にまったくかかわっていない 21 (25.3) 

未記入 1 (1. 2) 

予算を決算する場の 予算を決算する場で看護管理者はおおいに意見を言っている 9 (10.8) 

看護管理者の発言状 予算を決算する場で看護管理者は意見を言うほうである 28 (33. 7) 

j兄 予算を決算する場で看護管理者はあまり意見を言わない 13 (15.7) 

予算を決算する場で看護管理者は意見を言う機会はない 32 (38.6) 

未記入 1 (1.2) 

看護管理者の意見の 看護管理者の意見は予算によく反映されている 10 (12.0) 

予算への反映状況 看護管理者の意見は予算に反映されているほうである 37 (44.6) 

看護管理者の意見は予算にあまり反映されているとはいえない 23 (27.7) 

看護管理者の意見は予算にまったく反映されていない 12 (14.5) 

未記入 1 (1.2) 

看護管理者の予算交 訪問看護ステーションの活動費の予算増に向けた積極的な交渉

渉の状況 をしている 15 (18. 1) 

交渉しているほうである 28 (33. 7) 

あまり交渉していない 26 (31. 3) 

まったく交渉していない 13 (15.7) 

未記入 1 (1. 2) 

看護管理者の予算執 訪問看護ステーションの予算執行の権限は看護管理者にすべて

行の権限委譲の程度 委譲されている 8 (9.6) 

看護管理者に一部委譲されている 40 (48.2) 

看護管理者にまったく委譲されていない 35 (42.2) 

看護管理者が研修の 説明や説得をしている 25 (30. 1) 

必要性について予算 説明や説得をしているほうである 38 (45.8) 

担当者や上司への説 説明や説得をあまりしていない 19 (22.9) 

明や説得の状況 説明や説得をまったくしていない 1 (1. 2) 



62 福島県立医科大学看護学部紀要 57帽71，2004

度行っているのについて，年間活動計画の立案状況，年

間活動計画のスタッフとの共有状況，組織の目的や理念

をスタッフと話題にする程度，マニュアル作成の有無，

活動目標のスタップへの指導について質問した.その結

果を表3に示す.

1 )研修プログラム作成状況

訪問看護ステーション独自の研修プログラムを作成

している者は， 10人(10.6%)のみであり，研修プロ

グラムを作成していない者は69人 (73.4%)と高い割

合であった.

2 )新人教育プログラム作成の状況

訪問看護ステーション独自の新人教育のプログラム

を作成している者は， 11名(13.3%)のみであり，新

人教育プログラムを作成していない者は68人 (81.9 

%)と高い割合であった.

3 )スタッフが研修や教育を受ける体制の整備

訪問着護ステーションのスタッフが研修や教育を受

ける体制が，十分整っていると答えた者は 5人 (6.0

%)のみであり， 45人 (54.2%)の者は，研修や教育

を受ける体制は整っているほうであると答えた.反対

に，研修や教育を受ける体制があまり整っていないと

答えた者は32人 (38.6%)であった.

4 )利用者の事例検討会の開催状況

訪問看護ステーション利用者の事例検討会を定期的

に開催している者は12人(14.5%)であり，不定期に

開催している者は62人 (74.7%) と高い割合であっ

た.一方，利用者の事例検討会をまったく開催してい

ない者は 8人 (9.6%)であった.

5) 1年間の所外研修への出席回数

スタッフ一人あたりの一年間の所外研修回数は，年

に1----2回のみ参加できる者は56人 (67.5%)であっ

た.年に 3"-'4回の所外研修に参加できる者は24人

(28.9%)であり，年に 5回以上の所外研修へ参加で

きる者はわずか2人 (2.4%)のみであった.

6 )年間活動計画(事業計画)立案状況

訪問看護ステーションの年間活動計画(事業計画)

を立案している者は48人 (57.8%)であり，立案して

いない者は31人 (37.4%)であった.

7 )年間活動計画(事業計画)について看護管理者とス

タッフとの共有状況

訪問看護ステーションの年間活動計画(事業計画)

についてスタッフと共有している者は49人 (59.0%)

であり，スタッフと共有していない者は30人 (36.2

%)であった.

8 )組織の目的や理念についてスタッフへの周知

訪問看護ステーション組織の目的や理念についてス

タッフといつも話題にしている者は22人 (26.5%)で

あり，たまに話題にしている者は48人 (57.8%)であ

った.一方，組織の目的や理念についてスタッフとあ

まり話題にすることはない者は13人(15.7%)であっ

た.

9 )マニュアル(業務手順)作成状況

訪問看護ステーション独自のマニュアル(業務手

}II買)を36人 (43.4%)は作成していた.作成していな

い者は45人 (54.2%)であった.

10) スタッフの活動目標への指導

スタッフの一人一人の活動目標を掲げるように指導

している者は36人 (43.4%)であり，指導していない者

は45人 (54.2%)であった.

11)看護管理者がスタッフのやる気を高めるために取り

組んでいること

スタップのやる気を高めるために取り組んでいるこ

ととして， rスタッフの親睦を深める」と答えた者は51

人 (61.4%)であった.スタップへ賞賛などのことば

かけを積極的に行っている者は66人 (79.5%)であっ

た.さらに，目標達成時にはスタッフへの給料や報償

へ還元していると答えた者は 7人 (8.4%)であった.

その他として， rマンネリ化せず問題提起をするj，

「事例の取り組みをしているj，r年度当初各自に目標

課題を提出してもらい半年に l回面談を実施しその到

達状況を確認するj，r看護計画の立て方などの勉強会

をしているJ，r毎月の計画書や報告書の作成時に話し

合っているJ，r器楽や合唱を週 1回程度練習して取り

組み忘年会や新入職員歓迎会などに発表し職場内のコ

ミュニケーションや親睦に役立てている」などの記載

があった.

12)看護管理業務の相互の関連

看護管理者が行っている看護管理業務のーっとし

て，業務管理がある.年間の訪問看護ステーションの

活動計画や事業計画を立案し 訪問看護ステーション

の予算書の作成や予算を決算することも業務管理であ

る.
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表 3 訪問看護ステーションにおける研修・スタッフ教育の状況 ( )内は%

研修プログラムの有無 独自の研修プログラムを作成している

新人教育プログラム作

成の有無

スタッフが研修や教育

を受ける体制の整備

利用者の事例検討会の

開催状況

l年間の所外研修の出

席回数

訪問看護ステーション

年間活動計画(事業計

画)の立案状況

年間活動計画(事業計

画)のスタッフとの共

有状況

組織の目的や理念を看

護管理者とスタッフの

共有状況

研修プログラムを作成していない

未記入

独自の新人教育プログラムを作成している

新人教育プログラムを作成していない

未記入

十分整っている

整っているほうである

あまり整っていない

未記入

定期的に開催している

不定期に開催している

利用者の事例検討会をまったく開催していない

未記入

年に 1~ 2回参加できる

年に 3~4 回参加できる

年に 5回以上参加で、きる

未記入

立案している

立案していない

未記入

看護管理者とスタッフが共有している

看護管理者とスタッフが共有していない

未記入

いつも話題にしている

たまに話題にしている

あまり話題にすることはない

まったく話題にすることはない

マニュアル(業務手 独自のマニュアル(業務手}IJ買)を作成している

}IJ買)の有無

看護管理者のスタッフ

の活動目標への指導

マニュアル(業務手}IJ買)を作成していない

未記入

スタッフ一人一人の活動目標を掲げるように指導している

スタッフ一人一人の活動目標を掲げるように指導していない

未記入

Nニ 83

10 (10.6) 

69 (73.4) 

4 (4.8) 

11 (13.3) 

68 (81.9) 

4 (4.8) 

5 (6.0) 

45 (54.2) 

32 (38.6) 

1 (1.2) 

12 (14.5) 

62 (74.7) 

8 (9.6) 

1 (1. 2) 

56 (67.5) 

24 (28.9) 

2 (2.4) 

1 (1.2) 

48 (57.8) 

31 (37.4) 

4 (4.8) 

49 (59.0) 

30 (36.2) 

4 (4.8) 

22 (26.5) 

48 (57.8) 

13 (15. 7) 

o (0.0) 

36 (43.4) 

45 (54.2) 

2 (2.4) 

36 (43.4) 

45 (54.2) 

2 (2.4) 



64 福島県立医科大学看護学部紀要 57-71，2004

表4は，看護管理者の年間活動計画の立案状況と，

さまざまな看護管理業務の状況についてクロス集計し

た一部である.年間活動計画を立案している者は，新

人教育プログラムを作成している者が多く (P<O.05) ， 

利用者の事例検討会を開催している者の割合が高かっ

た (P<O.05).また，予算書を作成している者の割合も

高く (P<O.05)，予算を決定する場で意見を発言してい

る割合も高かった (P<O.05).さらに，看護管理者の意

見が予算に反映されていると答えた割合も高かった

(P<O. 001).年間活動計画を立案している者は，年間活

動計画についてスタッフと共有している割合も高く

(Pく0.001)，スタッフ個々の活動目標への指導も行って

いる割合が高い傾向がみられた (P<O.05). 

表5は，設置母体から看護管理者に予算執行の権限

が委譲されている程度と 看護管理業務との関連につ

いてクロス集計した一部である.設置母体から看護管

理者に予算執行の権限が委譲されている者は，スタッ

フの研修プログラムを作成している割合が高く

(P<O. 05)，訪問看護ステーション職員の研修の必要性

について設置母体の研修予算担当者や設置母体の管理

者に説明や説得をしている者の割合が多くなる傾向が

みられた (P<O.05). また 年間活動計画についてスタ

ッフと共有している割合が高かった (Pく0.05). 

5.他機関との連携。継続看護の状況

1 )新規利用者の紹介

2002年4月以降における訪問看護ステーションの新

規利用者の紹介をどこから受けたかについて，看護管

理者の回答で多い順番は，表 6に示すとおり，居宅介

護事業所が一番多く 75人 (90.4%)であり，つぎに主

治医が50人 (60.2%)，在宅介護支援センターが34人

(40.9%) ，ケースワーカーが29人 (34.9%)，病院の看

護師が17人 (20.5%) 本人または家族が17人 (20.5

%)の順で紹介を受けていた.

2 )退院前の病院。病棟訪問の実施状況

利用者の退院前に病院や病棟訪問を行っている者

は， 74人 (89.2%) と高い割合であった. 6人 (7.2

%)は，実施していなかった.

退院前に病院・病棟訪問を実施していると答えた者

74人のうち，利用者のすべてに病院・病棟訪問を実施

していたのは18人 (21.7%)であり，必要があれば随

時訪問していたのは52人 (62.7%)であった.その他

として，病院の中の在宅介護・居宅介護支援事業所か

らの紹介があった場合に退院前訪問を実施していた.

3 )病院。開業医との情報交換の状況

病院や開業医に訪問して情報交換を行うことが多い

と答えた者は， 54人 (65.1%)であった.また，病院

や開業医と電話やファックスで情報交換を行うことが

多いと答えた者は， 48人 (57.8%)であった.病院内

の在宅に向けた調整会議等のケース会議に出席するこ

とが多いと答えた者は10人(12.0%)のみであった.

病院や開業医との情報交換をあまりしていないと答え

た者は 1人(1.2%)であった.その他の情報交換の方

法として， IEメールj，I医師と同行訪問し状態を把握

した上で情報交換を行う j，I開業医に月 1回は訪問し

報告をし，常時は電話やファックスで情報交換を行

うj，I病院のソシヤール・ワーカーを通し情報交換す

るj，I問題発生時に医師の意見を問う j，I要介護者の

計画書・報告書を提出する」などがあげられた.

4 )連携を取ることの多い他機関の割合

看護管理者が主に連携をとることの多い他機関の割

合は，病院・診療所の82人 (98.7%)と居宅介護支援

事業所の76人 (91.6%)の割合が高かった.在宅介護

支援センターと連絡をとることが多いと答えた者は30

人 (36.1%)であり，訪問介護事業所は29人 (35%)

であった.市町村介護保険係や保健福祉事務所などの

行政機関と答えた者は11人(13.3%)であり，介護老

人保健施設は11人(13.3%) 介護養護老人施設は3人

(3.6%) ，訪問リハビリテーション事業所は 3人 (3.6

%)であった.

5 )病院。介護福祉施設とのサマリー交換の実施状況

病院や介護福祉施設と入院や入所時のサマリー交換

を実施している者は 71人 (85.6%)と高い割合で行

われている.全員のサマリー交換を実施している者は

2人であり，他は必要時や希望時に行われている.サ

マリー交換を実施していない者は 9人(10.8%)で

あった.

6.利用者拡大に向けた業務管理状況

1 )オプション。サービス

訪問看護ステーションでオプション・サービスを行

っている者は10人(12.0%)であった.オプション・

サービスを行っていない者は70人 (84.3%)であっ

た.オプション・サービスとして， I食事作り j，I死後

の処置j，r病院受診時の付き添いj，rこれから利用し

ようという人への l回無料体験j，r結婚式へ参加する

ための付き添いj，r整容や散髪j，r記念日のお祝いj，

「呼吸リハビリテーション」が行われていた.この他

に， r夜間休日の訪問」をオプション・サービスとして

行っている訪問看護ステーションがあった.
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表4 看護管理業務の相互の関連 人数(%) N=83 

年間活動計画(事業計画)の立案

立案している 立案していない

x2 検定 45人 31人

新人教育プログラムの作成 作成している 10 (90.9) 1 (9.1) 

P =0. 023* 作成していない 35 (53.8) 30 (46.2) 

利用者の事例検討会の開催 定期的に開催している 12 (25.5) o (0.0) 

P =0.006* 不定期に開催している 32 (55.2) 26 ( (83.9) 

まったく開催していない 3 (37.5) 5 (16.1) 

予算書の作成 すべて作成している 5 (10.6) o (0.0) 

P =0.026牢 一部作成している 19 (40.4) 6 (19.4) 

確認のみしている 12 (25.5) 11 (35.5) 

まったく関わっていない 11 (23.4) 14 (45.2) 

看護管理者の意見の予算へ よく反映されている 9 (19.1) 1 (3.2) 

の反映 反映されているほうである 25 (53.2) 9 (29.0) 

P =0. 000* * あまり反映されているとはいえない 12 (25.5) 10 (32.3) 

まったく反映されていない 1 (2.1) 11 (35.5) 

予算を決定する場における おおいに意見を言っている 7 (14.9) 2 (6.5) 

看護管理者の発言状況 意見を言うほうである 18 (38.3) 7 (22.6) 

P =0.018* あまり意見は言わない 10 (21.3) 3 (9.7) 

意見を言う機会はない 12 (25.5) 19 (61.3) 

年間活動計画について看護管 スタッフと共有している 44 (91. 7) 4 (13.8) 

理者とスタッフの共有状況 スタッフと共有していない 4 (8.3) 25 (86.2) 

P =0. 000牢*

スタッフ個々への活動目標 指導している 26 (54.2) 9 (29.0) 

の指導 指導していない 22 (45.8) 22 (71. 0) 

P =0.028* 

*Pく0.05，**Pく0.001
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表5 予算執行の権限委譲と看護管理業務の関連 人数(%) N=83 

予算執行上の権限委譲の状況

すべて委譲さ 一部委譲され まったく委譲

れている ている されていない

x2 検定 8人 40人 35人

研修プログラムの作成 作成している 3 (37.5) 6 (15.8) 1 ( 3.0) 

P=0.023* 作成していない 5 (62.5) 32 (84.2) 32 (97.0) 

(未記入 2 

1年間の所外研修への 年に 1~2 回参加できる 2 (25.0) 27 (69.2) 27 (77.1) 

出席回数 年に 3~4 @]参加できる 6 (75.0) 10 (25.6) 8 (22.9) 

P口 0.025寧 年に 5回以上参加で、きる o ( 0.0) 2 ( 5.1) o ( 0.0) 

(未記入

職員研修の必要性につ いつも説明や説得をしている 6 (75.0) 12 (30.0) 7 (20.0) 

いて研修予算担当者や 説明や説得をしているほうである 2 (25.0) 22 (55.0) 14 (40.0) 

上司への説明の状況 説明や説得をあまりしていない o (0.0) 6 (15.0) 13 (37.1) 

P =0.016* まったく説明や説得をあまりして o (0.0) o (0.0) 1 (2.9) 

いない

組織の目的や理念に関 いつも話題にしている 6 (75.0) 12 (30.0) 4 (11.4) 

するスタッフへの周知 たまに話題にしている 2 (25.0) 23 (57.5) 23 (65. 7) 

状況 あまり話題にすることはない o (0.0) 5 (12.5) 8 (22.9) 

P =0.005* 

年間活動計画について スタッフと共有している 6 (75.0) 28 (73. 7) 15 (45.5) 

看護管理者とスタッフ スタッフと共有していない 2 (25.0) 10 (26.3) 18 (54.5) 

の共有状況 (未記入 2 

P =0.037牢

* P <0. 05， * * P <0. 001 
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表 6 訪問看護ステーションにおける他機関との連携状況

訪問看護ステーション 居宅介護事業所

新規利用者の紹介を受 主治医

けた機関・人 在宅介護支援センター

(重複回答) ケースワーカー

病院の看護師

本人または家族

利用者の退院前の病院 利用者の退院前に病院や病棟訪問を実施している

や病棟訪問の実施状況 実施していない

未記入

病院や開業医との情報 病院や開業医に訪問しで情報交換を行うことが多い

( )内は%

交換の状況 病院や開業医とファックスで情報交換を行うことが多い

(重複回答) 病院内の在宅に向けた調整会議等のケース会議に出席すること

が多い

病院や開業医との情報交換をあまりしていない

連携をとることの多い 病院・診療所

他機関 居宅介護支援事業所

(重複回答) 在宅介護支援センター

訪問介護事業所

市町村介護保険係や保健福祉事務所などの行政機関

介護老人保健施設

介護養護老人施設

訪問リハビリテーション事業所

病院・介護福祉施設と 病院や介護福祉施設と入院や入所時のサマリー交換を実施して

のサマリー交換の実施 いる

状況 病院や介護福祉施設と入院や入所時のサマリー交換を実施して

いない

未記入

N=83 

75 (90.4) 

50 (60.2) 

34 (40.9) 

29 (34.9) 

17 (20.5) 

17 (20.5) 

74 (89.2) 

6 (7.2) 

3 (3.6) 

54 (65.1) 

48 (57.8) 

10 (12.0) 

1 (1. 2) 

82 (98. 7) 

76 (91. 6) 

30 (36.1) 

29 (35.0) 

11 (13.3) 

11 (13.3) 

3 (3.6) 

3 (3.6) 

71 (85.6) 

9 (10.8) 

3 (3.6) 
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2 )家族支援への取り組み

利用者の家族への支援状況は，訪問時以外にも利用

者の家族支援について取り組んでいる者が62人 (74.7

%)であった.取り組んでいない者は19人 (22.9%)

であった.電話や来所で、の家族の相談を行っている者

は59人 (71.1%)であり，家族会を開催している者が

9人(10.8%)であった.さらに，結婚式や旅行など

の家族行事への同行をしている者が4人 (4.8%)であ

り，介護者の会の旅行を行っている者が2人 (2.4%)

であった.

3 )グリーフケアへの取り組み

逝去された利用者の家族への看護であるグリーフケ

アを行っている者は46人 (55.4%)であった.グリー

フケアを行っていない者は31人 (37.3%)であった.

行われているグリーフケアの内容の自由記載では，

「御焼香させていただき，介護者の労をねぎらう」と

いう訪問が多かった.rお通夜や葬儀への出席」ゃ「納

骨前の焼香に伺うことをしている」や， r 7日目以降や

1~2 週間にできるだけ早く御焼香に伺うことをして

いる」という者と， r 1ヵ月後くらいの家族が落ち着い

た頃に伺い家族の思い出話にゆっくり耳をかたむけ介

護の労をねぎらうことをしているJという者もおり，

おくやみ訪問の時期はさまざまであった.

また， r訪問時に花を持参している」や， r葬儀への

花輪や電報を差し上げている」や， rレタックスで生前

の思い出を電送している」というものもみられた.お

くやみ訪問以外にも， r電話や訪問による家族への心の

ケアをしている」や， r家族への安否確認を時々してい

る」という記載がみられた.

4 )利用者の満足度の把握方法

訪問看護ステーションの利用者や家族に，直接訪問

し満足度を確認している者は37人 (44.6%)であっ

た.また，利用者や家族の満足度について介護支援専

門員から意見を聞いて確認している者は63人 (76%)

であった.さらに利用者や家族へアンケートなどの満

足度調査を用いて把握している者は4人 (4.9%)のみ

であった.一方，訪問看護サービスの満足度をとくに

把握していない者は， 12人(14.5%)であった.

利用者や家族の満足度をどのような方法で把握して

いるかという自由記載では 「主治医より利用者家族の

不満足度や満足度を伝えられることがあるJや， r主治

医の意見を聞く Jのように主治医から利用者や家族の

満足度をフィードバックしている場合や， rケア終了後

に確認し，次回のステップにするjという意見があげ

られた.

5 )利用を増やすためにPRで行っていること

看護管理者が訪問看護ステーションの利用を増やす

ためにPRで、行っていることとして，主治医へ挨拶に

出向いている者が53人 (63.9%)であり，居宅介護事

業所に挨拶に出向く者は46人 (55.5%)，病院に挨拶に

出向くのが29人 (34.9%)であった.

病院の定例会に出席しPRしている者は18人 (21.7 

%)であり，ステーション便りやパンフレットを作成

し配布している者は17人 (20.5%)であった.さらに

病院や開業医に置いたパンフレットの補充を定期的に

行っている者は10人(12.0%)であった.また，地域

のイベントに積極的に参加しPRを図っている者は12

人(14.5%)であった.このほかに，目立つ看板を設

置している者が10人(12.0%)，目立つ位置に訪問看護

ステーションが設置していると答えた者が6人 (7.2

%)であった.

訪問看護ステーションの利用を増やすためにPRで

行っていることについて自由記載では， r常に担当介護

支援専門員やその他の事業所と連絡を取り情報交換を

行っている」や「病院のイベントでPRしているj，

「婦人会や民生委員や，老人クラブなどの各種の会議

で訪問看護の話をするj，r各団体から講演会講師を依

頼されるときは多忙でも無理して受けるj，r地域の学

習会参加や班会への取り組みj，r母体病院のプラズ

マ・ディスプレイでPRしている」ということカfあげ

られた.

6 )利用者促進に向けて取り組んでいること

利用者促進に向けて取り組んでいることの自由記載

では， 36人の回答が得られた.その内容は「病院や開

業医へ出向き医師や外来看護師や医療相談員に報告-

PRを行っているj，r在宅介護支援センター・居宅支

援事業所・老人保健施設に出向き，訪問看護の必要な

人がいるかどうか対象者の確認を行っているj，r訪問

看護の依頼や情報交換を行っている」という記載があ

った.

また「主治医や介護支援専門員との連携を常に考

え，密に情報交換を行っているJという記載や， r病院

に利用者が入院した時には必ず状態を見に行き，挨拶

をし，ナースステーションに寄り情報交換をしてい

るj，r母体病院の看護師長に，退院に向けて訪問看護

の必要な利用者がいないか尋ね，病室を訪問してい

るjという記載があった.

広報活動では， r訪問看護・訪問リハビリテーション

の宣伝を行う j，r介護支援専門員へ訪問看護の利用に

ついてPRを行い紹介を依頼しているj，r訪問看護そ

のものを知ってもらうように専門職や一般の人の区分



なく PRしているJ，I訪問リハビリの職員が多くなり

他の病院や事業所まわりをしている」という記載があ

った.また，設置母体である系列病院組織全体で取り

組んでいる訪問看護ステーションもあり， I看護部・在

宅ケア部，医療相談室でいかに連携して情報を共有し

ながら利用者促進につながるのかを検討しシステムづ

くりに取り組んでいるJという記載や， Iテレビのコマ

ーシャルやホームページ活用の検討などを病院全体で

利用者促進に向けて協力し合っている」という記載も

あった.在宅介護支援センターや居宅支援事業所を併

設している訪問看護ステーションでは， I医療依存度の

高い利用者を発見することで連携を得ている」と述べ

ている.

その他に「地域のネットワーク会議への出席や地域

の医師会長宅へ足を運んで訪問看護を理解して頂いて

いる」という記述や 「広報誌や手作り新聞を作成し利

用者に配布しているJという記載があった.また，

「利用者や家族そして主治医や介護支援専門との信頼

関係を築き，誠実に日々の看護業務を遂行し，人々の

口コミや新規利用者につながると確信し，看護の質を

高める努力をしている」という意見も寄せられた.

N.考 察

1.管理運営の重要性と問題点

1 )財務・会計管理の重要性

看護分野において長い間，金銭面についてあれこれ

議論することは避けられてきた 5)訪問看護ステーシ

ヨンの看護管理者は看護のプロであっても財務経営の

プロではないために，特に予算作成，予算交渉は苦手

になりがちである.しかしながら 訪問看護事業の活

動には必ず金銭がつきまとう.

今回の調査結果では 看護管理者が予算書作成をす

べて行っている者は 6%にとどまり，まったくかかわ

っていない者が31.3%と多かった.同様に，収支決算

にまったくかかわっていない者は25.3%であり，訪問

看護ステーションのトップマネージャーとしての看護

管理者がまったく予算に関っていないという状況がみ

られた.反対に，看護管理者の意見が予算にあまり反

映されていないという者が27.7% まったく反映され

ていないと考える者は14.5%であった.このことは，

設置母体が予算を全面的に担当している状況と，か

つ，看護管理者の意見が設置主体の予算に反映してい

ないという厳しい状況が伺われる.

トップマネジメントは 経営の資源であるヒト・モ

ノ・カネの配分の方法に関与することである.予算書

作成等の財務・会計管理面では 事業所によっては設
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置母体がトップマネジメントの機能を果たし，訪問看

護ステーションの看護管理者はトップマネジメントの

機能が発揮できない構造となっている.

予算執行の権限が設置母体の管理者から看護管理者

にすべて委譲されている者は9.6%のみであり，一部移

譲されている者は48.3%であった.予算執行の権限が

まったく看護管理者に委譲されていない者は42.2%と

高い割合であった.さらに，予算に関して設置母体の

予算担当者や管理者にあまり意見を言わない者は15.7 

%おり，意見を言う機会がないと答えた者は38.6%も

いる.このことは，予算に関して，一部の看護管理者

のみがトップマネージャーとしての権限を設置母体の

管理者から与えられており，その他の看護管理者は一

部の権限委譲をうけているか，またはまったく予算執

行の権限を設置母体の管理者から委譲されていないと

いう厳しい状況にあるといえる.設置母体の管理者か

ら予算執行の権限を委譲されていない看護管理者は，

設置母体病院における訪問看護ステーションの位置づ

けとして，看護管理者がトップマネージャーとして位

置づけられていない，すなわち中間管理職として位置

づけられているということが考えられる.

2 ) トップマネジメントの重要性

一方，予算に関する権限が設置母体の管理者から委

譲されている看護管理者は， トップマネージャーとし

て機能している.予算に関する権限が設置母体の管理

者から委譲されている看護管理者は，研修プログラム

の作成の割合や，職員研修の必要性を設置母体の予算

担当者や管理者に説明している割合や，組織の目的や

理念をスタッフとの話題にする割合が高い傾向がみら

れた.そればかりでなく，業務計画の立案や職員の教

育にもきちんと取り組んでいることが伺えた. トップ

マネジメントのもう一つの重要な側面として，組織全

体への方向付けが重要な機能であると考える.具体的

には，訪問看護ステーションの設置目的や理念にそっ

て質の高い効果的な活動をマネジメントしていくため

に，看護管理者は，組織の目的や理念，さらに年間活

動計画についてスタッフと共有し，個々の活動目的を

具体的に掲げていくように指導することが，スタッフ

の人事管理では不可欠なものとなる.

訪問看護ステーションのトップマネージャーとして

の看護管理者は，予算や収支決算，スタッフ教育，設

置主体の管理者へ理解を得るための交渉，他機関との

関係づくりや連携利用者や家族へのサービス効果の

測定など多岐にわたる.看護管理者は， トップマネー

ジャーとして予算や収支面にも関心をもち，事業所が

収入増につながるような活動や データ分析やデータ
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に基づいた積極的な発言を設置母体の管理者や予算担

当者に行い理解を得ていくことが今後の課題である.

しかしながら，看護管理者の個人的な努力だけに負う

のではなく，看護管理者研修会などの県内の組織的な

取り組みが必要となる.訪問看護ステーションのさま

ざまなマネジメント方法について 看護管理者自らも

トップマネージャーとしての研修や研錆の機会が必要

とされている.

3 )質の高い訪問看護を提供するためには

利用者の満足度を高めるためには，職員の教育や研

修が不可欠であり訪問看護ステーションの事業展開を

戦略的に進めることの重要性が指摘されている 6) 

今回の調査から，訪問看護ステーションにおける独

自の研修プログラムを作成している事業所はわずかに

とどまり，多くの事業所は研修プログラムを作成して

いなかった.また，新人教育プログラムの作成状況に

ついても，作成しているものはわずかであり， 81. 9% 

の事業所は研修プログラムを作成していなかった.独

自の研修プログラムによる新採用職員研修の実施割合

は，九島らの調査6)では69%と報告されており，研修

や教育を実現するためには，研修・教育計画の立案が

早急に必要である.小規模事業所内での研修が難しい

場合には，同一地域内の訪問看護ステーションが共同

で研修会を行うことにより，スタッフの研修の機会と

さらにネットワークづくりの機会を設けることができ

る.

利用者の満足度を直接訪問し確認している者は44.6

%，介護支援相談員から確認している者は76%であっ

たが，満足度調査の実施は4.9%にとどまり，満足度を

とくに把握していない者は14.5%であった.利用者と

家族への訪問看護サービスの満足度の把握は，看護の

質改善のために大変重要であるが，訪問看護を提供し

ている側への遠慮等のバイアスが入ることも考慮し，

客観的な満足度を得るための評価方法(J)検討が必要と

なる.

2.利用者の拡大に向けた課題

利用者の拡大に向けた取り組みは，今回の調査から全

体の43.4%の事業所が取り組んでいるという回答が得ら

れた.利用者の拡大に向けて 意識的に時間を作り関係

機関に積極的に働きかけている看護管理者がいる一方

で，忙しさを理由に利用者拡大のための戦略を持たない

看護管理者がみられた.今回の調査により，同じ地域内

に競合する他の訪問看護ステーションがある事業所は

77.1 %であり，競合する訪問看護ステーションがない事

業所は21.7%であった.このことから，訪問看護ステー

ション聞の競合が避け難い地域においては，利用者が求

めるニーズに対応できる訪問看護ステーション個々の特

色を打ち出して運営方針を掲げることにより，新たな利

用者拡大が見込まれることが考えられた.具体的には，

利用者より求められるターミナルケア，精神の訪問ケ

ア，小児への在宅ケア，呼吸器ケアなどの専門的なケア

に対応できる訪問看護ステーションのあり方や，専門分

野を経験している職員の採用などの職員教育の戦略を立

てることが必要となる.一方，同じ地区内に競合する他

の訪問看護ステーションがない場合には，利用者のあら

ゆるニーズに対応すべくオールラウンドなケアの提供が

必要となる.また，利用者が訪問看護ステーションの特

色を情報として得ることができるような情報システムの

整備として，事業所のケアやサービス内容をホームペー

ジに掲載することやパンフレット・広告や PR紙へ掲載

することも必要である.利用者や家族だけでなく，病院

や介護支援専門員が，訪問看護ステーションの特色やケ

ア内容について把握できるための情報掲示が必要であ

る.

また，訪問看護ステーションは，利用者のケアだけで

はなく家族へのケアを含めたきめ細かい訪問活動を行う

ことにより，利用者と家族が満足したケアを受けること

ができるようオプションケアを含めたサービスの充実を

図ることも必要である.

各々の訪問看護ステーションは 業務管理を行う中

で，何が不足しているのか，反対に何が良い結果をもた

らしたのかについて分析をしていくことが重要であろ

う.r訪問看護ステーションの質向上に係わるガイドライ

ン7lJが示され，訪問看護サービスの自己評価や利用者

満足度調査による分析により 質の改善に取り組んでい

くことが重要な管理業務となる.

今回の調査の限界として，看護管理者の経験年数の把

躍はしていないため 経験年数と管理業務との関係につ

いては明らかにすることはできなかった.

Vロ結 so. 
昆岡

訪問看護ステーションの看護管理者に，管理運営の問

題点を明らかにするための質問紙調査を行った.その結

果，看護管理者がトップマネージャーとして設置母体か

ら位置づけられている事業所は， トップマネジメントの

業務である経営管理，教育を含む人事管理，組織全体の

方向づけが機能している傾向がみられた.反対に設置母

体が予算関係のトップマネジメント業務を担っている事

業所の看護管理者は，中間管理者として位置づけられて

いることが伺えた.看護管理者は，財務管理を行ってい

る割合が低く，今後経営に関して財務管理とトップマネ



ジメント業務について研鐘の機会が必要であることが示

唆された.また，今後の利用者拡大に向けて重要と考え

られる訪問看護ステーション活動について述べた.

Vf.おわりに

今回の調査を行って，県内の訪問看護ステーションの

さまざまな課題が明らかになった.管理業務では，予算

に関する権限委譲の現状やスタッフ教育や研修の現状が

明らかになった.さらに，日常の業務として利用者と家

族への働きかけや関係機関への連携づくりに精を出して

いる訪問看護ステーションの姿が垣間見られた. しかし

ながら課題のある事業所も見られ，学習会や研修会をと

おして組織的に取り組んでいることが重要であろう.

本調査研究を実施するにあたり ご協力頂きました訪

問看護ステーションの皆様に厚くお礼申し上げます.な

お，本研究は平成14年度福島県内訪問看護ステーション

連絡協議会調査委員会の事業として実施された「平成14

年度福島県内訪問看護ステーション調査報告書jのトッ

プマネジメントに関する一部をまとめたものである.
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