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目的

– ルーラル地域看護師のストーリーのレンズを通した研究プロセスの概要

を提供する

– ルーラル地域看護師の仕事はなぜ昔から地理的、経済的、職業的に孤立

した背景で特有でありつづけるのか、その根拠を述べる

– ルーラル地域看護師の仕事の誤解を解き明かす





はじめに

– ルーラル地域人口は世界の総人口のおよそ半分を占めるが、それら
のコミュニティはヘルスケアへへのアクセスが限られており医療の
不平等が拡大している（国家衛生委員会2010）。

– ニュージーランドの医療制度は、経済や規制の変化に伴い過去三十
年間にわたり大規模な医療改革の対象となってきた。

– 改革は医療の提供に影響を与え、ヘルスケアは国家から地域社会の
管轄となる。

– ルーラル地域は専門家などの医療提供者の不足や移動および費用も
しくはそのいずれかに関連するヘルスケアへのアクセス不足により
しばしば苦しんでいる（Couplerら2015）。



背景

– 看護師は世界中のこのような

不平等を小さくするうえで重

要な役割を担っており、それ

ゆえに変化をもたらすのに適

切なポジションに配属されて

いる（Ross 2016）。



ルーラル地域看護師のストー
リー：研究プロジェクト

プロジェクトはオタゴ・ポリテクニックの倫理委員会の承認を得て2016年に発足した。

参加者を募り基準を満たした者のストーリーを作成。

それぞれの看護師は自らのストーリーを自分の言葉で編集し、「アオテアロアのルーラル地域看護師のス

トーリー‐ケアの展望」の中で出版した（Ross & Crawley 2018）。

ワン＆ゲイル（2015）に沿って、すべてのルーラル地域看護師のストーリーの主題分析を今回の発表で共有

する。



ナラティブな枠
組み‐テーマ

– 相互作用‐個人と社会

– 連続性 ‐過去、現在、

未来

– 状況および場所



相互作用‐個人および社会

個人的および職業的ア

イデンティティの管理

看護師として確認

役割への愛

看護の精神

ルーラル地域としての確

認

誤解または過少評価され

ていると感じる

役割にかかる個人的代償；

損傷、死、そして膨大な仕

事量；アイデンティティの

管理

他の医療従事者と働く

•サービスのネットワーク

•医師との相互関係

•職業的サポート

未来への希望
看護を進歩させる看護

師

ルーラル地域のコミュ

ニティの性質および関

係

相互関係 社会的相互作用



役割への愛

– 私は看護が自分を成長させてくれて、高い水準を持ち、他人にもそれを

期待できるようになったと思います。大変な忙しさのなかで、成長させ

られたと思います。看護をすることで他人をより尊重し、思いやるよう

になりました。絶対になることのないような人へと変えられたのです。

もしあの三人の女性が看護の道に進むように言ってくれなければ、どう

なっていたでしょう。看護は人生の見方を完全に変えてくれて、まさに、

命がどれほど大切であるかや、毎日をどのように全力で生きるべきかを

教えてくれました。それがいつ終わるかわからないのですから。ルーラ

ル地域看護師のストーリー11、294～299行目

– 患者を最優先にして、彼らこそお世話をする対象であると確信している

ならば、通常は間違えることはありません。ルーラル地域看護師のス

トーリー5、168～169行目



ルーラル地域看護師の精神

– ……毎日をどうように全力で生き
るべきかを教えてくれました。
それがいつ終わるかわからない
のですから。ルーラル地域看護
師のストーリー4、294－299行
目

– 患者を最優先にして、彼らこそ
お世話をする対象であると確信
しているならば、通常は間違え
ることはありません。ルーラル
地域看護師のストーリー5、168
～169行目

– もしあの三人の女性が看護の道

に進むように言ってくれなけれ

ば、どうなっていたでしょう。

看護は人生の見方を完全に変え

てくれて、まさに、命がどれほ

ど大切であるかや、毎日をどの

ように全力で生きるべきかを教

えてくれました。それがいつ終

わるかわからないのですから。

ルーラル地域看護師のストー

リー4、294～299行目



連続性‐過去、現在、未来

ルーラル地域のコ

ミュニティの変化
看護師の責任が増大 自主性の低下？

テクノロジーの役割

ルーラル地域のコ

ミュニティの性質お

よび関係

相互関係



ルーラル地域のコミュニティの変化

– 主に羊が多かったはずの地域が今では牛だらけで、羊や牛の畜産農場は

酪農場へと変わってきています。それにより地域の人々が入れ替わり、

多くの出稼ぎ労働者も入ってきました。伝統的な羊の畜産農家は他の土

地へ移りました。特に学校のような環境で公衆衛生の仕事をしていると、

出稼ぎ労働者たちがこの地域にはこれまでなかったような社会問題をも

たらしていることがよくわかりました。ルーラル地域看護師のストー

リー23、41～46行目



状況および場所

場所の感覚
ルーラル地域でのあ

り方

ルーラル地域環境で

のヘルスケア提供に

影響する地理的要素

携帯電話・ラジオ・

データ受信

スタッフを引き寄せ

維持する

地域の人々と医療

サービスの関係



場所の感覚

– 私はここが天国だと思っています。

だから戻ってきたかったのです。

丘が好きで、1年を通しての季節

が好きで、ここにいることがパー

フェクトなのでずっとここにいま

す。ルーラル地域看護師のストー

リー8、165～166行目

– [場所名]での鳥たちの暮らしは信

じられないほどすばらしいもので

す。私は鳥が大好きです。そこに

座ってエリマキミツスイやカカ、

ベルバードを眺めます。これは当

たり前のことではないの。どこで

も見られるようなものではないの

です。自宅の庭にはときどきキー

ウィやオジロジカも来ます。ルー

ラル地域看護師のストーリー5、

233～235行目



ルーラル地域でのあり方

– 私は、なぜ人々が島の暮らしを選ぶのか常に関心を抱いていましたが、

残念ながら国際的な文献はほとんど見つけることができませんでした。

島民は驚くほど打たれ強いです。それが天候によるものあっても、収入

が少なくても、持続可能なライフスタイルを切り開くすべを知っている

のです。また、彼らは明らかに独立しており頑健です。しかし誰かを一

度「身内」とみなすと互いのニーズに素早く応えます。たとえば船の係

船設備が嵐で壊れると、皆助けに行きます。それは島の特徴というだけ

でなく、おそらくルーラル地域の特徴でもあるのでしょう。この島の

人々は明らかにそれらの特徴を体現しています。ルーラル地域看護師の

ストーリー11、231‐241行目



ルーラル地域でのあり方

– 彼らはとても積極的です。そして近所の人々を気遣います。彼ら自身が

「環境保護運動家」なので自分の住む環境を愛しており（信じられない

かもしれませんが）その管理をしています。彼らのアプローチは「ナン

バーエイトワイヤー（フェンスを作る際に用いる8番の針金と工具があれ

ばなんでも自分たちで作れる）」として知られており、必要が生じれば

多様に対応する能力を持っています。西海岸の人々はその環境がもたら

す平和と静けさが好きなのです。ルーラル地域看護師のストーリー4、

160－164



未来

相互作用
役割への愛
ルーラル地域の看護精神
相互関係

継続性
パイオニア精神
ルーラル地域コミュニティの変化
看護師の責任増大・自主性の低下
テクノロジーの増加

状況および場所
場所の感覚
ルーラル地域のあり方
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Invitation to join

Global Rural Nursing 

Exchange Network 

(GRNEN)

– The Global Rural Nursing Exchange Network (GRNEN) is a 
collaboration of the Rural Nursing Organization (RNO), the 
MHCH Foundation, Sanford Health and various university 
around the globe. 

– GRNEN has been created to provide a forum to connect 
rural nurses, nurse practitioners, educators, researchers 
and students who share a passion for improving the health 
of rural communities and an appreciation for the role 
nurses play in serving these communities. We are driven 
by the belief that by uniting our community and providing 
a platform for meaningful conversation we will encourage 
global diversity and engage multiple perspectives to 
improve decision making and progress on issues that 
matter most to rural nurses and rural communities around 
the globe.

– Please Get in Touch: info@grnen.org

mailto:info@grnen.org


ありがとうございました


