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メー ジができていることでした。
これは学内の実習室では難しく、

「いえラボ」という場所で仮想住
人 がいるからこそだと思 いまし
た。学生はiPadを駆使して「いえ
ラボ」周辺の社 会 資 源や便 利
グッズ、経済面までも考慮しなが
ら情報検索をし、仮想住人に適
した暮らし方を提 案していまし
た。発表会において、「介護っぽく
ならないように」という言葉が、い
くつかのグループから聞かれたことが印象に残っています。

他学部にも参加してほしい
山﨑　付属病院の看護師の方々はいかがですか。
横井　卒後プログラムには、急性期医療を担う付属病院から、
次の場に移行する支援を任されている退院支援の担当者が多
く受講されています。皆さん急性期の看護職の中でも患者さん
の生活を見据えている方だと思います。しかし、「いえラボ」での
学習を進める中で「見ているようで見ていなかった」といった
言葉が聞こえてきています。急性期でのケアの限界と、だから
こそ次の場があり、つなげる意義があることを実感してくれて
いるようです。そして学習者が現場に戻り、「いえラボ」での学び
をほかのスタッフに紹介してくださっていることも聞いていま
す。このような口コミはとても大切です。「学びを現場に還元で
きるスタッフを、まずは送り込もう」と考えてくださったのが３
病院看護部の皆さんです。「東邦看護」の日々の関係があってこ
そ、順調なスタートが切れているのだと思っています。
出野　３病院の看護部が「いえラボ」研修の講師陣として、また
研修生として、師長さんをはじめとした看護スタッフを送り出し
てくださるのは、本事業にとってとても大きいことです。さまざま
な看護の場を体験する「包括ケア実感プログラム」の研修成果
発表会では、ベテランのナースが「目からうろこ」と表現していま
したが、「新たな看護の視点を持つことができ、それを病棟全体
で共有したい」とおっしゃっていました。本事業の進行とともに、
病院全体の看護の質も上がっていくのでは、と感じましたね。
山﨑　「いえラボ」で住民参加型のワークショップを開催した
り、自習室として一般開放したりしているようですが、この活動
に対する地域住民の方の声にはどのようなものがありますか。

５カ年支援事業の３年目を迎え
山﨑学長　まず、「いえラボ」とはどのような事業なのか、ご説
明いただけますか？
横井教授　平成26年度に文部科学省の「課題解決型高度医
療人材養成プログラム」事業が開始されました。この事業の一
環である「地域での暮らしや看取りまで見据えた看護が提供
できる看護師の養成」において、本学部の「都市部の超高齢社
会に挑む看護師養成」プログラムが採択され、取り組みが始ま
りました。都市部の超高齢社会における諸問題が解決できる
看護師の養成を、大学と地域が一体となって推進することをめ
ざします。具体的には、学びのいえ「いえラボ」を大田区内に設
置し、そこに住まう人（仮想住人）の気配を感じながら「看護

の対象は生活者」であることを常に意識でき
る環境を構築していきます。急性期医療を提
供しながら対象者の生活を推測する。それ
が退院支援の第一歩になると考えたプログ
ラムです。
山﨑　「いえラボ」は全部で７つのプログラム
で構成されているそうですが、その内容と現
在の進捗状況はいかがですか？
横井　昨年度までに学部生を対象としたプ
ログラムが１つ、卒後教育の看護職を対象と
したものが１つ、看護・介護職の両者を対象

横井　ワークショップに参加した方々は本事業の内容を知り、
「こんなことまで看護師はやっているのか」と驚かれていました。
学生には「看護師は生活支援者」と教えていますが、一般の方
は、まだまだ医師の補助者という理解なのかもしれません。
　昨年度から嶺町地区で運営している「要援護者の支援を考
える分科会」のメンバーとして要請されました。皆さんには「い
えラボさん」と呼んでいただいています。地区の地図にも「いえ
ラボ」が記載されました。また、すぐ近所の中学校の職場体験と
して中学２年生を受け入れ、「いえラボ」主催のワークショップの
手伝いをしてもらいました。私たちとしては、中学生がこのよう
な取り組みをどう思うか知ることのできる機会となっています。
山﨑　このプログラムを担当されている先生方から、本事業の
教育プログラムに参加する学生たちにどのようなことを学んで
ほしいと期待していますか。
横井　まずは「いえラボ」に来て刺激を受ける自分を楽しんで
ほしい。昨年の参加者も家の調度品を見て両親の老後を考え
たり、施設に入所した祖父母を思い出したりしていました。ま
た、卒後教育に参加した50代の受講生は、家のリノベーション
を考えるきっかけになっていました。このような場所で学ぶこ
とができるのは、全国でも本学だけです。失敗を恐れず、さまざ
まな刺激を受けていろいろなことを試して、大いに楽しみながら

「挑む看護師」をめざしてほしいですね。
出野　現在、「いえラボ」で実習を行っているのは高齢者看護
学実習としてですが、ほかの領域でも「いえラボ」実習は可能だ
と思っています。私は小児看護学を担当していますが、慢性疾
患をもちながら在宅で療養生活を送る子どもは増えており、入
院中の子どもの看護だけではなく、退院後の生活や家族の生
活まで、幅広い視野を持って看護を実践できる基礎教育を
行っていきたいと思っています。
横井　地域包括ケアシステムの構築が叫ばれているなか、３
病院と看護学部の連携だけではなく、医学部、薬学部、理学部
にも本事業に参加してもらい、東邦大学全体で本事業の将来
について検討できたら、と思っています。それには、まず「いえ
ラボ」の見学に来ていただき、各学部で「いえラボ」の活用方法
について検討していただけたらと思います。

としたものが１つ、計３つが開講されました。
本年度はこのほかに、看護職を対象としたも
のが２つ、看護・介護職を対象としたものが
１つ、そして大学院科目を対象としたもの１
つが開講されています。
山﨑　まずは学部生対象の教育プログラム
について、実際に参加した学生からはどのよ
うな声が聞かれていますか？
横井　はじめは「なぜ『いえラボ』に行かな
ければいけないのか」と疑問を持つ学生がい
ました。学内にも在宅看護学演習ができるリ
ビングの一部を想定した実習室があり、このことは本事業の

「いえラボ作り」でも第三者に問われることでした。
　生活は家の一部を取り出しただけではダメだと思っていま
す。例えば「食事をする」にしても、献立を考え、冷蔵庫の在庫
を確認し、スーパーへ行き、食材を用意する。材料を洗い、カッ
トして調理する。盛り付けて食べて、食器を洗い、片付ける。段
取りから買い物、調理作業などがあり、キッチンがあれば食事
支援が考えられるというものではありません。生活の流れとい
うものは、高度な認知機能と動作能力、持久力を持った人だか
らこそできるのです。そうした人が病気になった場合、その疾
患がどれだけ生活に影響を与えるのか、そこに気づくには地域
を含めた生活空間が必要だと考えました。
山﨑　そのために訪問看護や高齢者施設での実習があるので
はないでしょうか。
横井　そうです。しかし昨年、学生が「いえラボ」で実習をした
際に「大学の実習室は作られたものでなかなか本気になれな
い。一方、本当のケア対象者のいる場では、緊張してそこにいる
のが精いっぱい。『いえラボ』はその中間的な存在です」と話して
いました。住人がしつらえた空間に意味を見出しながら、病気
とうまく付き合える暮らし方を提案する。実際、学生からはさま
ざまな暮らし方の提案が出され、正直これには驚かされました。
出野学部長　「いえラボ」で学んだ学生の発表会に参加して驚
いたのは、学生の発想が豊かであり、「在宅で暮らす高齢者」のイ

「いえラボ」が創造する新たな看護教育の未来
文科省支援事業に採択された看護学部の教育プログラムの現状と今後
出野 慶子 看護学部長／横井 郁子 教授　　聞き手：山﨑 純一 学長

看護学部の先進的教育プログラム「都市部の超高齢
社会に挑む看護師養成」－通称「いえラボ」が、文
部科学省の支援事業である「課題解決型高度医療人
材養成プログラム」に採択されて３年目を迎えています
（５カ年支援）。「地域での看護が提供できる看護師の
養成」をテーマに、私立大学で唯一採択されたこの取
り組みの進捗状況と、今後の方向性についてお話をう
かがいました。

山﨑 純一 学長

出野 慶子 看護学部長

「いえラボ」実習の様子

横井 郁子 教授　
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　  運営者 アンケート質問事項

　  看護師 アンケート質問事項

　  学生 アンケート質問事項

Q1　所属部署の概要と、そこでの役割を教えてください。
Q2　「TOHO いえラボプロジェクト」での役割を教えてください。

Q3　プロジェクトの今までの活動で印象に残ったことをお聞かせください。
Q4　これからの志をお聞かせください。

Q1　「TOHO いえラボプロジェクト」に参加した教育プログラムの
　　  内容をお聞かせください。
Q2　受講理由を教えてください。

Q3　受講する中で印象に残ったことをお聞かせください。
Q4　学んだことが実際の仕事にどのように役立っていますか？
Q5　これからの志を聞かせください。

Q1　「いえラボ」で学習した内容を教えてください。
Q2　「いえラボ」だから学べた、と思うことをお聞かせください。

Q3　これからの志（進路など）をお聞かせください。

A1　成人期にさまざまな健康問題を抱える対象
において、病気の急性期からの回復過程をたどる
人への援助、慢性的な病気と共存する人への援助、
病気の治癒が難しく死を迎える人への援助につい
て学生が学びを深めることができるよう、助教と

して勤務しています。

A2　「TOHOいえラボプロジェクト」では、生活機能
アセスメントプログラムの企画・運営・講師、医療
ケアチーム育成プログラムの講師を務めています。

A3　生活機能アセスメントプログラムにおける受講
者の反応が、とても印象に残っています。「いえラボ」
という「対象者の家」の中で、医療者としての専門的
な判断と患者の生活、人生をミックスさせながら考
える思考過程に気づいていく受講者の変化は、私に

家族が希望される在宅療養生活への移行に向け、社
会保障制度の案内や在宅支援関係者との連携を図っ
ています。

A2　包括ケア実感プログラムを担当し、プログラムを
受講する急性期病院看護師が、回復期リハビリテー
ション病院や介護老人保健施設、在宅に赴き、包括ケ
アを実感することができるよう、実習計画、事後課題、
実習発表について検討しています。

す。看護師長として支援のための院内外におけるシステ
ムづくり、院内、または地域で退院支援に関する研修な
どの啓蒙活動も行っています。

A2　包括ケア実感プログラムのリーダーを務めて３年
目です。急性期病院の看護師が、患者さんを送り出す先
を知り、送り出す側としての看護ケアを考えることがで
きるような実習を企画しています。実習指導者の方と受
講生の反応を振り返り、その内容を次年度の研修に反
映させるなどの役割があります。

A3　ライセンスを持ってから何年も経っている看護師

A1　地域医療ネットワークの構築を図り、医療・福
祉・保健などの包括的な相談に対応できるよう、地域
連携担当事務職員、ソーシャルワーカー、看護師が従
事しています。部署では退院調整看護師として、患者・

A1　退院支援部門で自宅退院する患者さんへの支援
を行っています。退院しても必要なケアが途切れること
がないよう、退院後のケアを担う医師、訪問看護師、ケ
アマネージャー、行政職員などにつなぐことを大切にし
ています。院内外の多職種の方とチームを作り協働し、
患者さんの望む生活をかなえるという素敵な仕事で

A2　実物の家を使うことで、普段は気に留めること
がない家具やトイレ、お風呂などにある障害物を自
分の体で感じることができました。「いえラボ」周辺で
の高齢者体験を通して、買い物や電車での移動、車
イスでの移動、徒歩での移動などの日常生活について、
より深く考えることができました。事例演習の解説や
一つひとつの技術演習が少人数で行われたため、て
いねいな指導を受けることができました。

踏まえ、退院後の生活の中にあるリスクや、それに
ついて支援できることをグループで考えて発表。食
事について考える際には実際に近くのスーパーにも
足を運びました。

A2　３年次の「いえラボ」を使った実習では、グルー
プワークで事例の患者さんの退院後のトイレについ
て考えたのですが、トイレを済ます場面だけでなく、
リビングルームや寝室など、それぞれの部屋からトイ

実施･評価･修正をし、それを発表することで「坂東さ
ん」の今までの生活を知ってもらい、また、今後の多く
の方向性、選択肢を提供するという一連の看護の視
点を学びました。

A2　実際に見て、触れて、体験することで、そこに暮ら
す人をリアルにイメージするだけでなく、自分自身がそ
の人になりきって体感することができ、生活者と看護師
の両側面からアプローチした高齢者看護を学ぶことが

した。「いえラボ」周辺の環境、「いえラボ」内を調査し
退院後の生活をするときの不便な点、工夫した点な
どを発表しました。「いえラボ」には入れ歯の取り外
しができる人形など、教材の種類が多く、それらを
用いた学習もしました。

A2　実際の住宅で体験してみることで、病院内の実
習だけでは考えることができなかった退院後の生活に

A1　「いえラボ」をモデルにした事例演習。「いえラ
ボ」、その周辺地域での高齢者体験。高齢者看護学
の技術演習。

A1　対象者が和室にいるときやリビングルームで
椅子に座っているとき、またベッドに横になっている
ときなど、さまざまな場面でのフィジカルアセスメン
トの実践。事例の患者さんの強みや周りの環境を

A1　「いえラボ」では、「坂東さん」の事例をもとに実
際の家での生活を町の中に再現することで、どのよう
な暮らしづくりをすれば、高齢者が障がいを持ちなが
らも安心して生活できるのかを考えました。その中で

A1　３年次秋期の高齢者看護学実習のとき、「いえ
ラボ」という実際の部屋を事前学習した架空の患者
の住まいとして、退院支援について考える学習をしま

入院前に暮らしていた家での生活に戻ることになります。
そのため生活に視点を当てたアセスメントが退院支援に
おいて必要であると思い、昨年生活機能アセスメントプ
ログラムを受講しました。そして今年は昨年学んだ対象
者の生活に視点を当てたアセスメントが、実際のケアに
どのようにつながっているのかを学び、自身が日々行って
いる退院調整に活かしたいと思い、受講を希望しました。

A3　生活機能アセスメントプログラムでは、介護職の
方と一緒に学んだことで、看護師だけでは気づかない視
点、生活の視点、例えば「トイレに手すりが必要だと考え
たが、手すりがあることで狭くなり、動きが制限されて転
倒のリスクが高くなる」「調理ができないのでお弁当を頼
もうと考えたが、坂東さんは料理が好きな人だから、坂
東さんのできる範囲で料理の仕方を考える」「朝と夜とで
は光の入り方、照明の違いがあるため、時間帯によって
作業スペースや動線を変える」など、看護師は感覚で物
事を考えてしまいがちですが、介護職の方は生活者の視
点からアセスメントをし、ケアにつなげていることを知り、
考え方が広がりました。そして「いえラボ」で学ぶことで生
活のイメージがしやすかったです。包括ケア実感プログ

とって退院後の生活が見えない中で自身が行ってい
る退院支援が適切なのか、疑問がありました。今回の
プログラムでは、高齢者の退院後の生活機能の視点
からアセスメントができること、また、介護職といった
退院後の生活を支えている職種の意見を聞くことで、
より退院後も活用でき、連携できる退院支援を考えて
いけるきっかけになればと思い、受講しました。

A3　実際に高齢者の関節拘縮や白内障、視野狭窄
などを体験することで、どの部分に退院後に困惑する
のかを体験できたこと。また、介護職の方 と々意見交
換をしながら在宅の状況と生活機能を考えたQOL
の観点から、具体的に退院支援を考えることができま
した。

たはコンサルテーションを行っています。緩和ケア外
来でも地域で生活されている患者さんのサポートをし
ています。

A2　昨年度までは「包括ケアプログラム」の担当でし
た。今年度からは、11月に開講予定の「緩和ケア連
携プログラム」を担当しています。

A3　看護学部、付属３病院のみでなく、介護老人

A1　昨年は「暮らし概論」と「生活機能アセスメントプロ
グラム」に参加しました。「暮らし概論」では、住み慣れた家
で、自分らしい暮らしを続けるための環境調整や、周辺地
域の取り組みなどについて学びました。「生活機能アセス
メントプログラム」では、「いえラボ」で介護職の方と一緒
に学びました。生活に即したフィジカルアセスメントの講
義を受け、仮想住人である「坂東邦恵さん」になりきり、坂
東さんの「こうありたい」という生活を支援するための方
法を話し合いました。今年は「包括ケア実感プログラム」
に参加しています。急性期病院から患者を送り出す次の場

（回復期リハビリテーション病院・介護老人福祉施設・自
宅）で実習、ケアの連続性というものを学んでいます。

A2　２年間病棟で退院支援リンクナースを経験した
後、退院支援部門へ異動しました。患者さんは退院後、

A1　生活機能アセスメントプログラムに参加し、高
齢者の生活機能を感覚系・運動系・呼吸器系・消化
器系の４つの分類からアセスメントに必要なフィジカ
ルイグザミネーションを学び、そこから可能な範囲で
の対象者の望む食事・排泄ケアをアセスメントするプ
ログラムに参加しました。

A2　病棟での退院支援を行っている際に、高齢者に

A1　看護部所属で緩和ケアチーム専従看護師です。
緩和ケア専門医、緩和薬物療法認定薬剤師と毎日院
内をラウンドしています。ケースによって直接介入、ま

とっても良い経験となっています。

A4　私の看護師経験は急性期医療が中心でした。
「いえラボプロジェクト」を通して「まちの中で学ぶ」
「実際の暮らしの中で学ぶ」ということに関わること
で、急性期医療から対象者の生活背景を考慮したサ
ポートを考えることは、非常に重要であることを改め
て体感しています。そして患者の生活を考え、支える
ためには、フィジカルアセスメントを含む客観的、専
門的な看護師の判断も必要なことを、これからも伝
えていきたいと思います。

A3　看護学部教員、大橋病院、佐倉病院看護師の
方々のみならず、他施設の看護師の方と研修プログラ
ムについて話し合えたことや、受講生の皆さんが研修
を楽しんで参加されていること。

A4　医師や病棟の看護師、患者さんを支援する病院
で働く誰もが、患者さんが退院した先（家や転院先、入
所施設先）での生活について、患者さんや家族と当たり
前に話し合っている病院になれば良いなと思います。

が久々に実習の場に出る、という企画は私自身初めて
行うものでした。受講生は戸惑いながらも、今までの体
験を総動員し、実習場所に順応し、その体験を明日から
の自身の業務に活かそうとする。そういった一連の変化
を目の当たりにし、学生実習とは異なる大人の実習の
持つ意味の大きさを知ったことです。

A4　急性期病院の看護師は、患者が退院したらそれで
ケアが終わり、という考え方ではなく、次の療養場所へ送り
出す立場として、どのような心構えで移行支援を行うのか。
そのなかで患者さんの暮らしを大切にできる急性期病院
看護師を一人でも多く増やせたらいいなと思っています。

A3　東邦大学医療センター大橋病院に内定をいた
だいたので、来年度から大橋病院で看護師として勤
務する予定です。科についてはまだわかっていないの
で、まずは目の前の看護師国家試験の勉強をしっか
りと行い、合格することが目標です。希望の科はあり
ますが、どの科に配属されることになっても、新人看
護師として多くの知識・技術を一つひとつ確実に身に
つけていきたいと思います。

レへの往復で転倒のリスクはないのかなど、広い視
野で考えることができました。この経験は実際に現場
に出て情報収集を行う際に参考になると思います。

A3　東邦大学医療センター大森病院に内定をいた
だいています。資格を得た後の第一希望は、手術
室でオペ看として働くことですが、将来的には看護
師という資格を活かしてさまざまな分野に挑戦した
いと思っています。

できました。また、町の中にあることで、家だけでなく周
りの暮らしとのつながりや制度、サービスなど、地域の
特性に合わせた看護の視点を養うことができました。

A3　高齢者看護の実習を通じて、患者を「生活者」と
捉えることについてとくに意識するようになりました。
看護師として働いた際、多方面から患者の暮らしを考
えるだけでなく、流動的なチーム医療の中でも看護師
としての考えや視点を大切にしていきたいと思います。

ついて、より現実的に考えることができました。私が
排泄について考えたときは、実際に電源の入ってい
ないトイレに座り、血圧の変動を見るなど、普段で
は行わないことを体験しました。

A3　東邦大学医療センター佐倉病院に勤務する予
定です。これらのさまざまな経験を経て、広い視野で
物事を考えられる看護師になりたいと考えています。

ラムでは、回復期リハビリテーション病院や、訪問看護ス
テーションで実習を行っています。久し振りの実習で緊
張しましたが、学生に戻ったようで新鮮な気持ちで学ぶ
ことができています。

A4　退院支援をするなかで、「家に帰ったら生活がある」
「したい生活をするためにはどうしたらいいのだろう」と、

生活に視点を置いて考えられるようになったと思います。
今までは退院後の生活を含めて支援するという当たり
前のことができていなかったと思うので、今は生活者とし
て、その人らしく暮らすための方法を患者さん・家族と一
緒に考えています。また、次の療養の場の実際を知ったこ
とで、無理に急性期病院の中で完結させずに、地域の専
門の方の力を借りることで気持ちが軽くなりました。

A5　「いえラボ」で学んだことを日々の退院支援に活か
すことはもちろんですが、病院スタッフにも「いえラボ」の
ことを広く知ってもらいたいと思います。急性期病院の看
護師が地域の暮らしや生活を見据えた看護が提供でき
るよう、多くのスタッフに「いえラボ」のプログラムに参加
してもらえるように啓蒙していきたいです。

A4　受講前は医療の現場で安全を最優先に考え、転
倒などの事故を起こさないという視点で退院支援を行っ
ていました。そのためルーティンの退院支援となっており、
個別性を考えた支援には至っていなかったと感じていま
す。受講後は転倒しても骨折などを発生させない、患者が
在宅でどのような生活をしたいのかという患者の希望を
踏まえ、チームで退院支援を検討するようになりました。

A5　今回学んだことを基にし、チームのメンバーや
多職種とのカンファレンスなどから、患者が本当に望
んでいる生活を送れるように退院支援を考えていくこ
と。また、QOLが満たされた生活を送れるようなアセ
スメントをチームメンバーが自ら考え、実行できるよう
にしていきたいと考えています。

福祉施設、訪問看護ステーション、回復期リハビリ
テーション病院の多様な立場で活動しているスタッ
フと協力しながらプログラムを作り上げていくことで
す。自施設から離れ「いえラボ」という空間で議論す
ることによって、凝り固まった思考をほぐしてもらえ
たことです。

A4　まずは「緩和ケア連携プログラム」を実施し、よ
り良いプログラムにしていくことです。
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