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1. 研究背景 
１） 日本の高齢者施設におけるエンドオブライフケアとコンピテンシー 
 
 超高齢社会となっている日本は既に人口減少社会であり、年間死亡者数は増加の一途である。こ

の 7 割以上が 75 歳以上の死亡であり、人生の終えん期による看取りのあり方が社会でも注目され

ている。日本はこれまで、他の先進国とは異なり、亡くなる 8 割以上の人が病院であったが、この

10 年で、いわゆる高齢者施設と呼ばれる特別養護老人ホームや民間の有料老人ホームで亡くなる

人が増えてきた。厚労省のデータによれば、特別養護老人ホームを含む「老人ホーム等」の死亡数

は、介護保険制度が始まった 2000 年ではわずか 1.8 万人であったのが、2018 年では 11 万人となっ

た【図表１】。これには、高齢者自身または家族が亡くなる可能性を理解したときに病院への移動で

はなく、住み慣れた施設で亡くなりたいという希望があるということにくわえ、政策的な側面から

も病院という限られた資源を有効に用いるためでもある。介護保険制度では 2005 年以後、介護保

険が適用される施設には「看取り介護加算」といった名称で、施設内での看取りに上乗せの報酬を

設定している。一方で、一般の人々にとって

はもちろん、医療機関に従事する医師や看護

職にとっても、高齢者施設はあまり身近なも

のではなく、どのような職種が働き、どのよ

うなケアが提供されているのかを知る機会

は少ないのが現状である。 
「エンドオブライフケア」とは、いわば緩

和ケア・終末期ケアと類似した言葉として用

いられるが、緩和ケアという表現が日本では

がんに限定された使われる傾向があり、非が

んで長期的な視野で人生の終わりを支え看

取りまでを含むケアと捉えることが可能で

ある。とくに、高齢者施設は病院とは異なる生活施設であるため、「エンドイブライフケア」は、よ

り生活・人生を支える包括的なケアとしての表現に適切と考えられる。WHO（2014）は緩和ケアが

「あらゆる疾患・状態の人」に対して、「あらゆる場」で、「あらゆる時期」に、「身体・精神・社会・

スピリチュアルのあらゆる側面」、に対して提供されることを目標としている。この定義に沿えば、

施設にもそのニーズは十分に考えられ、また適切に提供されるべきであろう。 
コンピテンシーとは、「職務や役割における効果的ないしは優れた行動に結果的に結びつく個人

特性」と定義され（エバーツ 1987）、この特性を明確にし、職員がその特性を持つための教育体制

を整備していくことは、人材育成そして EOLC の質保証へとつながる。緩和ケアの先進国が多く集

まる欧州緩和ケア協会や、全アイルランドホスピス・緩和ケア研究所では、緩和ケアに携わる非専

門職を含む各職種に必要なコンピテンシーを作成し、実践者の教育や評価への活用が始まっている

（AIIHPC 2014；EAPC 2013）。しかしこれらは施設に特化したものではない。また、文化や宗教と

の関わりが大きい EOLC においては、欧米とアジアの文化的背景の違いを踏まえたコンピテンシー

を明確にすることで、ケアを提供する職員自身の指針となるとともに、職員の評価、そして、現任

【図表１】 

＜万人＞ 
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教育へと活用が可能となる。 
 
 
２） 3 か国における高齢者施設の仕組み 
 アジア 3か国に共通するのは、

家族による世話・女性による世

話が当然と考える文化的背景が

あったので高齢者施設の発展・

拡大は欧米ほど広がっていなか

ったといえる。しかしながら、今

後の各国の人口高齢化・少子化・

女性の社会進出を想定すれば、

要介護高齢者への施設ケアニー

ズは拡大するものと考えられ

る。 
 【図表２】にあるように、介護保険制度が、日本は 2000 年、韓国は 2008 年に始まっている。タ

イについては公式統計の限界があるものの、いまだ多くの人は自宅で亡くなっている。これらの相

違もふまえ、タイでは施設ケアにくわえ、地域全体での看取りケア体制について視察する視点が重

要であると考えた。我々の研究課題として施設をとりあげた大きな理由は、どのような場であって

も質の高いエンドオブライフケアが提供されることが重要だという動機からである。つまり、広く

とらえれば施設であろうと在宅であろうと、その人の生活・人生の継続性という観点でみれば、施

設か自宅かという場の選択ではなく、「地域（コミュニティ）」という視点で各国の特性が見えるこ

とにも大きな意義があると考えた。 
 
 

2. 実施内容と成果 
 
１） タイの高齢者ケア施設および地域 EOL ケアの視察 
2018 年 9 月に、共同研究者であるタイ・コンケン大学看護学部 准教授 ブサバ・ソムヤイフォン先

生（Dr. Busaba Somjaivong）のオーガナイズにより、タイ・コンケン地区の緩和ケア病棟・高齢者視

察・地区保健センターを視察し、5 施設 6 名の関係者にインタビューを行った【図表 3】。 

【図表２】 
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最初に訪問したキリスト教系ナーシングホーム【図表 4】
は、その施設の代表であるシスターにインタビューを行った。コンケン地区での高齢者施設は身寄

りのない高齢者・困窮者のための施設として位置づけられていた。看護職はおらず、シスターが地

域の医療機関からの研修等をうけながら、わずかな介護職やボランティアと共にケアを行っていた。

実際の看取りケアの経験は 2 年前に経験していた。シスターとしての亡くなりゆく人々へのスピリ

チュアルケアが、入所者への重要なケアとなっていることがわかった。しかし、シスター自身は医

療職ではないため身体的な苦痛などがあった場合には対応ができないので病院に入院したり、寺院

にあるホスピスに移動する場合もあるということであった。シスターのように非医療職であっても

実際のケアに深くかかわる立場であり身体介護も行うので、死にゆく人々への安楽さを与える身体

的ケアを学べる機会が欲しいと考えていた。また、シスターはキリスト教であるが、入所者は仏教

を信仰している場合も多く、寺院から僧が来て話をしてくれる場合もある。入所している人にとっ

て望むことや支えとなることが大切であると考えていた。 
 次に、基幹病院・地域病院はいずれも訪問看護部門を持ち、プライマリケア医師とともに地域を

巡回して終末期の患者への在宅ケアを提供していた。同席させていただいた地域病院①では、緩和

ケア病棟に移動した初日に、看護師長が酸素鼻腔カニューレをつけた患者とその妻に対して、初回

アセスメントのような形で同居家族等の情報を尋ねて記録用紙に書きながら、「最後はどこで過ご

したいですか？」と率直に質問したのに対し、患者（男性）が「家がいいね」と答える場面を目撃

することができた。日本の病院とはちがって、食事介助等の世話や家族が行うので、病院内の廊下

には家族が寝泊まりしている様子があった。母親のベッドで子供 2 人が一緒に寝ている様子もみら

れた。つまり、家族にとっては病院にいても自宅にいても世話の負担というものがあるため、医学

的治療がないならば病院にいても仕方がないと考えて、本人も家族も自宅を選ぶことは、ある意味

合理的な選択であるように思えた。 
保健センターでの取り組みは著者らにとっては大変興味深いものであった。ヘルスボランティア

（タイ語で、オーソーモー）と称される一般住民の人が、在宅看取りのホームヘルパーもしくはケ

アマネジャー的な役割を担い、地域のエンドオブライフケアを支えていた。保健センターでは、ヘ

ルスボランティアに対して在宅介護や終末期患者の対応の研修を行い、地域の大切なケア供給源と

なっていた。そのヘルスボランティアを長年つとめた女性とのインタビューでは以下のような発言

があった。 
 「我々はどんな状況でも入っていけますから、問題といったものは見当たりません。受け入れら

【図表 3】

 
【図表 4】ナーシングホーム居室 
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れます。しかし、患者さんにとって困ることといえば、子供が働きに行っているので、患者さんが

独りぼっちになってしまい、子供が帰ってくるまで会えないというものです。我々ボランティアも

交代で様子を見に行っています。」 
「家でなくなる場面に立ち会ったこともあります。現在は 12 世帯を担当し、そのうち 2 世帯には

終末期の方がいます。今まで看取りにかかわったのは 2－3 人ですべて自宅です。患者さんの家族

を通して、どうしたいのかを尋ね、それを尊重しました。」 
「病院に研修に行きます。」 
また、インタビューを担当したブサバ准教授の話では、タイ東北部のコンケン地区は、他の地域

よりも緩和ケアでの連携がよく、地域への巡回活動も活発であることが指摘された。保健センター

の職員で看護師である方のインタビューでは、タイのヘルスボランティアへの謝礼金が支払われる

ようになり、それを現金の直接渡しをすると同時に研修の機会としていることが述べられた。 
「我々だけでは人手が少なくてできませんから、我々の手足となって働いてくれるオーソーモーの

協力を得て、やっています。何か仕事をするときには、全員会議に召集します。補償金が下りると

きにもお呼びします。以前は、最高責任者だけ呼んでいました。最高責任者がその後仕事を割り振

るんです。それで方法を変えて、全員会議に呼ぶことにしました。来ない人だけ学べない。それに

つなげて、お金を支払うときにも全員呼ぶことにしました。そこで知識も伝達する。」 
 
以上、短期間（3 日間）の滞在ではあったが、同地区を実習フィールドとしているブサバ准教授の

コーディネイトにより、かなり具体的に高齢者施設および地域の緩和ケア体制について理解するこ

とができた。さらに、この視察からタイにおいて一定数以上の高齢者施設における実践者・研究者

にアクセスするためには、都市部（バンコク等）にフィールドを拡大して調査を行うことが必要と

考え、新たにタイ・チュラロンコン大学の研究者へもネットワークを広げ、その後の研究活動を行

うこととした。 
 
 
２） 韓国研究者との国際学会参加 
 2017 年 10 月 27-28 日に、第 3 回 Asian Conference for Frailty and 
Sarcopenia 学会に参加した。韓国側での共同研究者である Tak, 
Sunghee H.教授（ソウル国立大学）が座長のシンポジウムにおい

て、日本の高齢者施設の EOL ケアについて飯田貴映子氏が発表

を行った（発表タイトル：Frailty and End-of-Life care for community-
dwelling older people in Japan）。同セッションで同席した韓国のナ

ーシングホーム研究者と交流を持ち、日本の高齢者施設の状況に

ついて学会後にディスカッションを行った。韓国でもナーシング

ホームの拡大が進んでおり、施設によっては入所希望が多くて入

所待ちにもなるということであった。【図表 5】 
  

【図表 5】ACFS 学会 
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【図表 6】3 か国の対象者数（名） 

【図表 7】 

【図表 7】 

３） 3 か国デルファイ調査 
 日本、韓国、タイの 3 か国において、高齢者施設のエンドオブライフケア実践に必要なコンピテ

ンシーを明らかにするため、デルファイ調査を行った。日本は千葉大学、韓国はソウル国立大学、

タイはチュラロンコン大学の研究者が、コーディネーターとなり各大学での倫理審査委員会の承認

を得て実施した。調査の協力者となるパネラーを高齢者ケア、長期ケア、緩和・EOL ケアに関する

エキスパート（実践家、教育・研究者）とし、これらは各研究者の機縁法によって集めた。方法は、

クラシックデルファイ法（Keeney et al. 2011)を用いた質問紙調査とした。 

 
第 1 段階では、パネラーは 10 項目を自由に記載し、研究者がそれらを集約して内容分析を行った

のち、第 2 段階では、研究者がリスト化した項目を、「重要ではない」から「とても重要」まで 5 段

階で評価し、パネラー全体の 70％以上の合意が得られたコンピテンシーを採用とした。 
 各国のデルファイ調査の対象者は、日本が 25 名と最も多く、タイは 11 名と少なかった。高度実

践者の中には、日本では老人看護専門看護師や認知症看護認定看護師、緩和ケア認定看護師等が該

当し実際に高齢者施設でのケアに従事している者を選定した。韓国も同様である。タイの高度実践

者の中には、高齢者施設の経営者である医師 1 名が含まれている。 
 
 

 日本 韓国 タイ 

研究者 12 11 2 

高度実践者 13 10 9 

合計 25 21 11 

 3 回目までの延べ調査期間は 6～9 か月程度であった。3 か国での調査結果は以下のとおりであ

る。 
①日本 
 日本では、パネルの選定にあたり、研究者は文献検索により関連する論文執筆者から、実践者は

日本看護協会の公式ホームページに掲載されている全国の専門・認定看護師データベースより専門

性と所属機関を勘案して選定し、依頼を行った。同意が得られた 25 名に実施した。実施時期は、

第 1 回が 2018 年 3 月、第 2 回が 2018 年 8 月、第 3 回が

2018 年 10 月に行った。1 回目の自由記載では計 208 個

のコンピテンシーが記載され、これを研究者で分析し 8
カテゴリー85 項目に整理して第 2 段階を実施した。第 3
段階では、パネラーからの意見をふまえて表現を修正し

た項目・および 70％の同意にいたらなかった項目の合計

50 項目を再質問し、最終的に 71 項目が合意にいたった。

コンピテンシーとして同意が得られたドメインと項目

数は以下の通りとなった。【図表 7】 
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【図表 8】ドメインとコンピテンシー 

【図表 9】合意率 70％に至らなかったコンピテンシー 

 日本のコンピテンシーで他の 2 国

に比べて内容が充実していたと考

えられる点を説明する。例えば、ド

メイン「多職種連携と協働」といっ

た内容には、「医師と EOL ケアの方

向性について対等に話ができる」や

「介護職に対してわかりやすい言

葉を用いて説明や助言ができる」

「介護職がもつ困難や負担を理解

し支援できる」といった内容が含ま

れており、日本の高齢者施設におけ

る看護職の役割があらわれたもの

となった。また、ドメイン「家族支

援」も 10 項目を掲げており、「家族

も満足できる EOL ケアを目指す」こ

とや「家族間の意見や方向性の違い

を調整できる」といった複雑な支援

もあげられた。ドメイン「高齢者ケ

アの基盤」において「高齢者自身の価値観や尊厳を尊重する」ことを第一に重要と考えながらも、

その周囲の家族の状態に目を向けてエンドオブライフケアを実践できるべきだと考えているとい

える【図表 8】。 
 第 3 ラウンドでは、基準となる 70％の合意率に至らなかった項目が 16 項目についてみると、教

育研究者と実践者との間でや

や認識が異なっていた【図表

9】。「多職種チームにおいてリ

ーダーシップの発揮」において

は、両グループともに同意率は

低く、その理由として EOL ケ

アの様々な局面ごとにリーダ

ーとなる職種が異なっている

ことが現場実践でもあり、あら

ゆる面で看護職がリーダーシ

ップをとるべきだという考えは誤解を受けるし、現実のケアにおいても適切とは言えないという意

見があった。また「EOL ケアを行うことで自分自身が受けるストレスを自覚し、対処することがで

きる」というものは、現場実践の側では実際的なストレスを抱えている感覚がうすく、どちらかと

いえば看取りを担当した介護職へのその後の心理的なフォローの必要性を気にかけ実践している

ようであった。 
 また、表には示していないが、反対に実践者がより重要と考える内容は、ドメイン「意思決定支
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【図表 10】韓国のコンピテンシー 

【図表 11】タイのコンピテンシー 

【図表 12】マネジメントの 9 項目 

援」にある「高齢者本人の思いや迷いに寄り添う姿勢がある」「高齢者の思いやニーズを把握でき

る」は実践者が 100％であったのに対して、研究者は 69％と 7 割を切っていた。実践者は高齢者本

人に関わるケアの実践能力をより重要視する傾向があった。 
このように、実践側と研究者側での認識のずれが結果に作用している傾向がみられたので、パネ

ルの一部の対象者には最終結果についてコメントをもらい、かつ教育内容についてアドバイスを得

るべく、グループインタビューを企画し実施することとした（後述）。 
 
②韓国 

第 1 段階の自由記載にて、計 217 のコンピテンシーが収集され、 研究者が 49 のコンピテンシー

に集約し第 2 段階を実施した。第 3 ラウンドでの最終結果により、13 項目がコンピテンシーとなっ

た【図表 10】。 
症状や痛みのマネジメント、アセスメントと

いった内容が高い重要性で評価された。尊厳・

共感・コミュニケーションといった心理・精神

的な要素は、それらに比べると低く評価されて

いた。いずれの内容も高齢者施設に限定されな

い、緩和ケアコンピテンシーとしての共通性が

高い内容であった。 
 

③タイ 
 タイでは、5 ドメインで計 36 項目がコンピテ

ンシーとして作成された。 
タイで特徴的なドメインに「マネジメント」お

よび「創造的思考と革新・発展」といえる。 
 ドメイン 4「マネジメント」には、日本での多職種

連携や、高齢者ケアの基盤に該当していた広範囲の

内容が含まれているものであった。タイでは看護職

がそれほど多いわけではなく、その多く

は病院に所属している。したがって、高

齢者施設全体のケアを管理する役割を

看護職が担っている状況から、強いリー

ダーシップの要素が抽出された。例えば

「8.施設として、エンドオブライフ期の

高齢者のけためのケアの方針を定める」

は、日本ではこれを看護師（のみ）が行

う役割という認識はなく、あくまで施設長の下にチームで指針を作り、その責任は施設の代表であ

る施設長と理解されるのが一般的である。タイでは、これらのケアの質の管理的な要素を看護職が

行うべきこととして「マネジメント」というドメインに含まれ、またその中のコンピテンシーも数

Competencies Rate(%) 

1．Pain management （痛みのマネジメント） 94.7 

2．Physical symptom intervention（身体症状への介入） 94.7 

3．Physical symptom assessment（身体症状のアセスメント） 89.5 

4．Respecting of dignity（尊厳の尊重） 88.9 

5．Decision of impending death symptom and signs（差し迫った死の

症状と兆候の査定） 
84.2 

6．Holistic and comprehension care（全人的・包括的ケア） 84.2 

7．Spiritual care（スピリチュアルケア） 78.9 

8． Need assessment（ニーズアセスメント） 78.9 

9． Psychological/Psychiatric care（心理的・精神的ケア） 73.7 

10. Care planning（ケアプラニング） 73.7 

11. Emotional Care（情緒的ケア） 72.2 

12. Knowledge of hospice care and end-of-life care（ホスピスケアや

エンドオブライフケアの知識） 
72.2 

13. Judgement（判断） 72.2 

 



8 
 

が多い結果となった。【図表 12】。また、「創造的思考と革新」のドメインには「入所者と家族のた

めに、効果的かつ適切に資源を用いる」とあり、これは多くの施設では緩和用に用いる特殊なベッ

ドや酸素吸入機材等が十分にあるわけではないので、限られた施設内資源をどのように用いること

が最善かを考える必要があると述べていた。日本においては、施設の看取りで現場から課題となる

のは、機材といったハードの側面よりも 24 時間を支える人的な資源や心理的なサポートを行うう

えでの技術的支援が課題として取り上げられる傾向があり、ちがいがみられた。 
 
 
４） 日本の高度実践者・研究者への「教育に向けたグループインタビュー」 
2019 年 1 月 31 日（木）と 2 月 16 日（土） の 2 回にわたり、日本でパネルとして協力いただい

た対象者のうち計 6 名に協力いただいた。 
① コンピテンシーリスト中の表現 

 1 回目のグループインタビューで課題となったのが「EOL 期に入ったことへの“見極め”」と「EOL
期に入ってからの長期的な経過の予測」がいずれも同意率 7 割を切ったことで、表現の適切性につ

いてであった。現場の感覚としては、EOL 期に「入る」という表現がきっちり境界があるような印

象を受け、そこに入った・入っていないを見極めることは現実的には難しいと考えていると意見が

でた。また、経過の予測に関しても、実際に予測がはずれてしまう場合も多く、特に長期的という

表現ではさらにずれることが多いのでこれを看護師の重要な能力と捉えてしまっていいのか疑問

があるということであった。一方、研究者側からは全身状態の低下傾向は看護師だからこそアセス

メントして見極めることを行うべきであり、重要な能力として扱った方がよいのではないかと意見

が出された。 
 ドメイン１の「EOL と EOL ケア」に含まれる「スピリチュアル・ペイン（霊的・魂の苦痛）に

ついて知識に基づくケアを提供できる（同意率 68％）」も同様に同意率が低く、この理由として現

場からは「ペインとして入所者から表出されるものではなく、『〇〇したい』といった人生を振り返

って何か叶えたいことや実現したいことの表出である場合は、それに対応してケアを行ったとして

も痛みに対応したという認識は持ちにくいだろう」と意見がだされた。一方で、どんなに高齢であ

っても自身の人生が終わりゆくことへの根源的な悲しみの認識はある、という認識をもち、これら

に対応していくケアを意識することは重要であると指摘があった。 
 同じドメイン１では「EOL 期の不安定な状況においても QOL を総合的に検討してうえでケアの

タイミングを逃さず実施する決断力（同意率 84％）」については、看護職が医療職として最終的な

判断をすることで介護職がケアを実践できるゆえ、その役割が大きいことが強調された。これらは

単なる「アセスメント力」としてしまうよりも「決断力」とすることでより内容が正確に伝わると

考えられた。 
 「死生観を持つ」ことについては賛否両論があった。持つことそのものよりも、自身の死生観が

あるのかどうかを自覚すること、自身の死生観を入所者や家族に強要しないよう自覚することの大

切であると意見が出された。先行研究によれば、特別養護老人ホームでの研修には、こうした死生

観教育の必要性とその教育の難しさが指摘されていたが、看護職自身の実践には死生観そのものが

大きな影響を与えることはないと考えられた。 



9 
 

【図表 13】シンポジウムのフライヤー 

 ②教育プログラムに向けたコンピテンシーの活用 
 教育にあたっては以下のような意見が出された。 

・高齢者施設の看護師は 1 施設あたりで人数が少ないうえに、勤務によっては一人で責任ある

判断を行うことが求められる。自分がちゃんとできているか、という観点で自己評価に活用する

ことで課題が見えてくるので、そうした活用は行った方がよい 
・総合的にここまで EOL ケアを掘り下げたものはなかったように思う。これらの構造とリスト

があることで「高齢者施設の EOL はこうやっていくんだよ」という見取り図のようなものにな

っていると思う 
・施設の EOL ケアは看護職のみで行えるわけではないので、研修プログラムは介護職の人と共

同でできるとよいのではないか 
・EOL ケアについては、経験学習というか看取りの事例を振り返ること、OJT で行っていくこ

とが重要といわれている。今回のコンピテンシーをもとに、単なるテキストではなく事例にそっ

た視聴覚教材があり、それをもとにディスカッションするような形で各コンピテンシーを高め

るような介入が望ましいのではないか 
 
 
５） 教育プログラム考案に向けた日・韓・タ

イ国際シンポジウム 
3 か国の調査結果および高齢者施設の EOL ケア

教育の現状を共有し、ディスカッションを行う

ことを目的に、2019 年 3 月 30 日に東京都内にて

同時通訳付きの国際シンポジウムを開催した

【図表 13】 
 参加者は総勢 100 名おり、講演内容をまとめ

たプログラム冊子（総ページ数 72）を配布した。

上記のデルファイ調査結果の報告とともに、日

本・韓国・タイそれぞれについて、現在の高齢者

ケアの現状と施設 EOL ケアの教育のありかたに

ついて報告があり、ディスカッションを行った。 
まず、日本についてみると、日本の高齢者施設の

看護職への現任教育は、2011 年から日本看護協

会が始めたもので、まだ歴史が短く、その中で

2014 年からは「高齢者施設等における看取り研

修プログラム【図表 14】」が各都道府県の采配で

プログラム化させているため、これらと本研究

で明らかになったコンピテンシーとの関連をみ

ることが必要である。 
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【図表 16】タイの政策 

【図表 14】  次に韓国についてみると、韓国では急速に高齢 
者施設（長期ケアベッドを含む）が増加してお

り【図表 15】、緩和ケア教育に関しては 2009 年

から多職種向け共同プログラムが提供されて

いる。また、ホスピスや緩和ケア病棟で働く介

護職向けの教育プログラムも用意されている

が、高齢者施設に限ったものはまだ用意されて

いなかった。したがって、これらのアジアで共

通のコンピテンシーに基づく教育プログラム

の検討は意義があると考えていた。 
  
 タイにおいては、急速な高齢化を受けて緩和ケ

アや長期ケアに関する政策が行われた【図表

16】。これによれば 2007 年から開始されており、

高齢者施設の運営等は主に民間を活用するよう

ことが推進されていた。タイでは高齢化が進んだ

といっても 3 国の中では低く、家族によるケアと

近隣住民によるヘルスボランティアの体制を継

続して公的な支出は抑える方策となっていた。タ

イのナーシングホームは、緩和ケア以外にリハビリ 
テーションを強化した施設もあり、タイ以外の国か

らの高齢者移民が居住できるレジテンシャルホー

ムも多いことが述べられた。 
 タイにおける緩和ケアコンピテンシーはタイ看

護協会が 2015 年に公表したものがある【図表 17】。
これにはナースアシスタント（看護補助者）からエ

キスパートまでが整理されている。 
 高齢者施設の看護職への研修は、シンガポール政

府と協力してチュラロンコン大学看護学部が中心

となり、企画したものを 2 回終了したと

ころであと 3 回実施する予定している。

シンガポールでの研修をタイでも受け

られるように遠隔教育（IT）の工夫も行

っている。こうした研修を受けた看護職

が各地域でリーダーとなって彼女たち

が講師となって研修して広げていくよ

うになればと、期待していた。 
  

【図表 15】韓国における長期ケア病院・施設の増加 

【図表 16】 

【図表 17】 
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 日本・韓国・タイのコンピテンシーにおいて、いずれも共通していたのは、高齢者の尊厳を大切

にし、過剰な医学的介入は控えて、快適さやコミュニケーションを実践できることであった。文化

的な相違点としては、日本では意思決定支援、高齢者施設での特性（看護職が少ない）をふまえた

多職種連携での役割が特徴的であり、韓国は緩和ケアスキルとしてより一般的なアセスメント能力

が重視される傾向であった。タイでは、管理的側面およびスピリチュアルケアを重視していること

が明らかとなった。 
 発表後の討議では、3 か国に共通して指摘されたことは、高齢者施設での看護職への教育・研修

の機会が十分でなく、以前として学部教育の場でも、長期ケアといえば病院での寝たきり患者の療

養が中心となっていることが指摘された。認知症ケアで悪化を防ぐような予防的な関わり方や日々

の暮らしの QOL を重視するような、高齢者施設において重要となる姿勢やスキルを教育で身に着

ける機会が不十分であることを、韓国とタイの両研究者が指摘していた。今後の社会において重要

となる EOL ケアや高齢者施設ケアを、各国の違いをこえて共通にコンピテンシーとして出すこと

で、現場教育に有用であると述べた。 
それぞれの 3 か国において、ようやく動き出した現任教育のコンテンツを共有したうえで、今回

のコンピテンシーを生かして質の高い研修プログラムを作成することに活用できると考えられる。 
 今後は、これらのコンピテンシーの向上を目指す教材開発を行っていくことが重要である。 
 
シンポジウム当日の集合写真              パネルディスカッション 
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3. 研究体制 
① 期間 
 2017 年 5 月～2019 年 10 月（2019 年 4 月までの期間を 6 か月間延長） 
 
② 研究者 

国 氏名  所属 

日本 

池崎澄江 千葉大学大学院看護学研究科 准教授 

辻村真由子 同上 准教授 

飯田貴映子 同上 講師（2018 年よりアルスター大学博士課程） 

韓国 
Sunghee H. Tak, ソウル国立大学看護学部 教授 

Woonseon Jung 同上 修士課程 

タイ 

Siriphan Sasat チュラロンコン大学 看護学部 准教授 

Wasinee Wisesrith 同上 講師 

Busaba Somjaivong コンケン大学 看護学部 准教授 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本研究を実施するにあたり、パネル調査にご協力いただいた各国の研究者・実践者の方々、各

国のデータ収集・整理、シンポジウムの開催に協力してくれた 3大学の大学院生に心より感謝申

し上げます。 

 また、このような研究をできる機会をくださったトヨタ財団に深謝いたします。 
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