
19回⽣ 海外研修報告会



海外研修の⽬的
1）異国の⽂化や⽣活が保健・医療・福祉にどの
ような影響を与えているか、⽇本と⽐較し看
護職としての在り⽅を考える。

2）ホームステイを通し、異国の家庭⽣活を体験
し、コミュニケーション・⽇常⽣活を理解し、
健康について考察する。

3）事前研修から英会話⼒の向上を⽬指し、実践
する。

4）集団⽣活を通して協調性を養い、それぞれの
役割を意識して⾏動することにより、⾃分⾃
⾝を⾒つめ⼈間性を磨く。



アメリカの概要
ホームステイ



オレゴン州の位置



ポートランド

オレゴン州



⼈⼝分布・⼈種

�アメリカ
� 327,830,000⼈
�オレゴン州
� 4,143,000⼈
�ポートランド
� 647,800⼈

79%

7%

6%
8%

ポートランド

⽩⼈ アジア系 アフリカ系 その他



環境
�⽇本と同じように四季がある。



�「全⽶で最も環境に優しい都市」
�「最も⾃転⾞で移動しやすいアメリカの⼤都市」
�「全⽶で最も製造業に適した都市」



ホームステイでの学び
� 海外研修中は⾬が降っていることが多く、急な天気
の変化も多かった。


降⽔量が多いことから、⽔が多く豊かであることが分
かった。

� ポートランドには滝や川、⼭などが多くあり
の観光スポットにもなっている。

⽔と緑が豊かであり、⾃然豊かな環境だった。



有名な滝に連れて
⾏ってもらいました



�主な災害としては、⾬が多い時期の洪⽔や
⼟砂崩れがあるが、そのほかの⾃然災害は
ほとんど起こらない。

ハリケーンや⻯巻、地震などの発⽣率が⾮常
に低く、安⼼して⽣活ができる住みやすい環
境だった。



�ゴミ箱に⾊が付いており、ゴミの分別が⾏わ
れていた。

�リサイクルに積極的であることがわかった。



�公共トイレはドアの上下が空いてい
る作りであった。また、ドアを閉め
ても、隙間があった。

�防犯のためにトイレに⼯夫がされて
いるが、⽇本のトイレと⽐べると、
プライバシーを守るためには不⼗分
な作りであると感じた。



⾷⽣活
�⾷材へのこだわりが強い
�安全な地産地消 オーガニックへの取り組み
�ベジタリアンやビーガンが多い
�⾼⾎圧の⼈が多い
→DASH⾷
野菜、果物、低脂肪乳を⼗分にとり、
⾁、砂糖を減らした⾷事のこと。



� 定番のおかず
→チキン、サラダ、フルーツ、スープ、ポテト、
卵料理など。

�主⾷として⾷べているもの
→パン、シリアル、パスタ、オートミール
ヘルシーな⾷事を⼼がけていた家庭が多かった。⾷事の量や
間⾷が多かった。

⾷事に気をつけている家庭が多いが、量や間⾷の多さから肥
満や⽣活習慣病につながるのではないかと感じた。

ホームステイでの学び







⽣活習慣病
⽇本の肥満率︓4.5%(2018年)

アメリカの肥満率︓約40％(2019年)

→運動不⾜、栄養の偏り、⾷べ過ぎ

�ジャンクフードのCM禁⽌
�ローファットミルク

オレゴン州の肥満率
25%（2008年）



ホームステイでの学び
�ウォーキングやジョギング、サイクリング
などの運動をし、⾷事にも気をつけていた。

上記のように運動や⾷事に気をつけているた
め、オレゴン州はアメリカ全体に⽐べて肥満
度が低値になっていると考えられる。しかし
⾷事量の多さなどから、⽇本に⽐べると肥満
度は⾼くなっていると考えた。



⼀緒にストレッチをしたり、
農作業をお⼿伝いしました



⽊登り
楽しかったなぁ

公園で
ボルダリング︕



喫煙
�オレゴン州は21歳から喫煙が認められてい
る

�価格︓⽇本よりも⾼い
�喫煙場所︓野外では喫煙可能

屋内、公共交通機関では禁煙
�喫煙率︓男⼥ほぼ⼀定（15〜20%︓2016）

⽇本は20〜30%

（2016）



�オレゴン州では喫煙可能年齢が21歳に引き
上げられたことや、パッケージの⼯夫など
の効果から、喫煙率の低さにつながってい
る。

このことから、⾼⾎圧や肺炎の予防にもつな
がると感じた。

ホームステイでの学び



初婚年齢・離婚率
�初婚年齢︓男性25歳、⼥性27歳
→⽇本と⽐べて晩婚化は深刻化していない

�ポートランドでは18歳から結婚が許可され
ている

�離婚率︓50％
→個⼈主義、⼥性の⾃⽴、共働きなど

⽇本の初婚年齢
男性31歳
⼥性29歳

離婚率︓35%前後



ホームステイでの学び
�ホームステイ先のファミリーの結婚年齢は
２０〜３０歳と２０代で結婚していること
が分かった。

ホームステイ先のファミリーだけを⾒てみる
と、晩婚化しているということはなかった。



⼦育て
� Family and medical leave act 
→産後6〜12週間休みが取れる

�有給取得率は80%→仕事は⾃分や家族のため
�ベビーシッター発祥の地
�合計特殊出⽣率は1.80（2016）
→徐々に少⼦化が進⾏している
⽇本︓1.43（2018）

保育料が⾼額
なことが問題



ホームステイでの学び
�産休や育休の制度はあるが、共働きの家庭
が多く、医療保険の⾼さ、保育料の⾼さか
ら保育施設に⼊れないという問題があっ
た。

⽇本と同様に共働きで⼦育てをしている家庭
が多いことが分かった。
⼦ども⼿当・医療費無償化などの制度がない
ため、⾦銭⾯での問題も多いと感じた。



保健

�ヘルスピーポー2010（2000年に制定）
� →健康的な⽣活習慣、地域社会の構築、健康及び公
衆衛⽣に関する法律の改善、疾病や障害の予防、治療

�ヘルスピーポー2020（2010年制定）
�→⽣活の質と幸福、医療関連感染、睡眠



感染症
�A型肝炎や⾷中毒、O-157感染、インフルエ
ンザなど。

�家庭での感染症対策は⼿洗いうがいなどが
基本。インフルエンザ・ポリオ・⿇疹・破
傷⾵などの予防接種も受けている。

⽇本とアメリカの感染症対策は変わらない。
帰宅後は⼿洗いうがいを⼼がけ、病気
らないよう、予防を徹底していると感じた。



医療制度
�受給資格がある⼈のみ公的医療保険制
度に加⼊できる。

�〈主な公的医療保険制度〉
�メディケア
�メティ゙ケイド



�メディケア： 65歳以上の⾼齢者、⾝体障がい
を持つ⼈、および透析や移植を必要とする重
度の腎臓障害を持つ⼈を対象とした連邦政府
が運営する制度

�メディケイド ：低所得者を対象に、州政府と
連邦政府によって運営されている。

�2016年の保険未加⼊者→約8，8%



オバマケア
�オバマ政権下でのオバマケア
�全ての⼈が医療保険に加⼊し、
医療を受けられるように改善が⾏われた

�2017年にトランプ⼤統領が誕⽣
�オバマケアの⾒直しを⽀持したことにより、オバマ
ケアが定めた医療保険未加⼊者の個⼈に罰⾦を科す
「医療費負担適正化法」の規定について、部分的な
撤回をした。

�保険加⼊義務を満たさない場合のペナルティーは、
2017年の税制改⾰で廃⽌(2019年1⽉1⽇)となっ
た。



ホームードクター
�家族のかかりつけの医者。⾵邪などの診
察や、予防接種など、緊急時以外はホー
ムドクターを利⽤し、さらに治療が必要
な場合は専⾨医を紹介する仕組み。医師
の選択は⾃ら⾏っている。



ホームステイでの学び
�ホームステイ先では個⼈で保険に加⼊して
いる⼈が多い。また、各家庭にホームドク
ターがいる。

任意の保険に加⼊することで、万が⼀病気に
なった時の備えをしていることから、⾃分の
健康を守り、管理をしようとする意思がある
と感じた。



年⾦制度
�⽇本：原則20歳以上の国⺠全員を対象とする。

収⼊がない⼈でも将来の年⾦が確保でき
るしくみ。

�アメリカ：OASDI制度
→⼀般被⽤者（⺠間企業の会社員や公務員）と
⾃営業のみ強制加⼊が義務。
報酬と納めた保険料に応じた年⾦を受け取る
しくみ。



労働問題
アメリカは有給休暇が義務付けられていない。
➡産休・育休は無給休暇になる︕

アメリカの⼀年あたりの労働時間
➡1780時間。

アメリカの働き⽅・現状
➡残業する⼈はあまりいない。

個⼈のミッションが明確。



⽣活保護制度
➀補助的栄養⽀援（snap)：全国統⼀基準の現物給付。
➁補⾜的保障所得(SSI)：⾼齢者、障害者を対象とした

現⾦給付。

アメリカのホームレス事情
・住宅価格の⾼騰
・所得格差の拡⼤

ホームレス⼈⼝
が急増︕



尊厳死

�尊厳死が認められている。
�尊厳死法による⾃殺も増えてきている。

詳しくは
2、ウィラメットビューの
発表でお話しさせて
頂きます︕

海外研修前にみんなで
尊厳死についての映画を
⾒て学習しました



⼈間関係
�性別を問わず、誰でも使える「オールジェンダー
トイレ」がある。
→セクシャルマイノリティが偏⾒や差別されずに
⾃分らしくありのままに⽣きていくことを⽬指
している。

�同性婚が認められている。



ホームステイでの学び
�⽇本⼈に対するイメージ
・礼儀正しい
・身だしなみが良い
・頭がいい
・細かい作業が得意
・親切
・時間を守る

�⽇本のイメージ
・地震、津波
・富⼠⼭
・東京
・⽂化を⼤切にしている



�剣道の先⽣が⽇本⼈であったり、家族が⽇
本に住んでいる、ホームステイで⽇本⼈を
受け⼊れたことがあるなど、⽇本⼈と関わ
る機会が多くあると分かった。

ホストファミリーは⽇本についての理解
るためどの家庭も暖かく受け⼊れてくれた。
短い期間ではあったが本当の家族のように
してくれ、フレンドリーであると感じた。



ホストファミリーとの休⽇

アメリカサイズの
アイスを⾷べました



たくさん買い物をしま
した︕スーパーで売っ
ているものすべて⼤き
くてビックリ︕︕



このほかにもたくさんの思い出ができました︕
受け⼊れてくれたホストファミリーに感謝します︕



ウィラメットビュー



ウィラメットビューの概要
� 1995年創⽴の⾮営利団体の⾼齢者施設
� 居住者主導のコミュニティとして定年退職後の⾼齢者
が共に歳を取っていく場所

� CCRC

→継続的なケア付きの⾼齢者の共同体のことをいう。
→仕事をリタイアしたシニア層が健康な時から⼊居し、
介護が必要になっても⼀貫して⽀援サービスが受けられ
ることを保証しているコミュニティのことを指す。



⼊所のきっかけ

家族に迷惑を
かけたくない

景⾊が綺麗、
死ぬまで過ごせる

⾃分に必要なもの
を提供してくれる

ホスピスという形で
⽣涯を過ごせる





ウィラメットビューの概要
【スタッフ】
�正看護師
�准看護師
�認定医薬品補佐官(CＭＡ)

�認定看護助手(CＮA)

�アートセラピスト
�ソーシャルワーカー
�栄養⼠など

【利⽤者】
� 居住者 476名
〈介護レベル〉
� 要支援 53名
� 要介護 45名
� 寝たきり 6名

� 認知症 15名



施設⾒学内容
� Independent living

→元気な⾼齢者がケアを最⼩限にし、⽣活を楽しめる
ような施設

� Assisted living

→介護と看護が⼗分にある状況での⽣活を提供する総
合的な施設

その中でも、個⼈のADLと本⼈の希望に合わせて
ケアプランを作成しケアを⾏なっている



施設⾒学内容

�部屋を⾒学させていただいた⽅の⽝は、⽝アレ
ルギーの⼈でも、アレルギー反応を⽰さないと
話しており、ドッグセラピーとして活躍してい
た。

�居住者は、施設内で趣味を⾃由に⾏い居住者同
⼠でコミュニケーションをとっている。
ex)太極拳、サイクリング、ジムへ⾏く



実際の様⼦

↓共有スペース

↑居住者が描いた絵が
飾られた廊下



レクリエーション



アメリカの終末期



尊厳死法
�医師・薬剤師の援助⾃殺(致死薬の処⽅)を許容。

【アメリカで尊厳死が合法化されている州】
オレゴン州、ワシントン、モンタナ
バーモント、ニューメキシコ

�慈悲深く、かつ尊厳ある⽅法でその⼈⽣の最後
を迎えるための薬物療法を、書⾯により要求で
きるようにするための⼿続きを詳細に規定する
もの



�⾃殺の意図をもつものに、有形・無形の便宜を提供
することによって、その意図を実現させること。

�その時点で意思能⼒のある患者本⼈が関与する。

�患者は、本⼈が同意して上で、処⽅された薬物、あ
るいは毒物、あるいは他の⾏為によって命を絶つ。

⾃殺幇助



緩和ケアとホスピスケアの区別

緩和ケア

病気の進⾏度には関係なく、その⼈の苦
痛を和らげることに焦点を当てること。
すべての医師、看護師、医療者によって、
⼀般的な病棟・外来・訪問診療で提供さ
れること。

ホスピスケア
全⼈的なケアである⾝体的・精神的・社
会的・スピリチュアル的側⾯など総合的
に捉えてケアを⾏うこと。



緩和ケアの特徴

�緩和ケアは余命に関係なく受けることができ、
病名は問わない。緩和ケアチームが病院や⽼
⼈ホームなどの施設でケアを提供する。

緩和ケアとホスピスケアは本来は別の
ものであるが、⽇本では混同されてい
ることが多い。

痛み・苦痛の軽減が⽬的



ホスピスケアの特徴
�アメリカの場合、ホスピスケアは「6ヶ⽉以内の余
命宣告を受けた⼈」であれば、どんな病気の⼈でも
受けられる。

�緩和ケアよりホスピスケアが主流である。
【理由】
・65歳以上の場合、メディケアからホスピスケアの費⽤
が⽀払われるため。
・ホスピスケアは、様々な場所で提供されるため、対象
のニーズに対応しやすいため。



研修での学び
�施設ではなく、居住の場として⽣活を楽

しみながら専⾨的な医療ケアを受けるこ
とができることが分かった。

�居住者⾃⾝で必要なケアを選択できると
いう事から本⼈の意思を尊重することが
できる。

→ その⼈らしい⽣活を続けながら最期を
迎えることができるということを学んだ。



ドナルドマクドナルド ハウス
OHSU



施設概要

⾃宅から遠く離れた病院に⼊院してい
る⼩児とご家族のための第⼆のわが家。
⼩児の治療に付き添うご家族のための
滞在施設のこと。



Oregonでのドナルド マクドナルド ハウス

�今回⾒学したハウスはオレゴン州で最⼤
で、ゲームルーム、広いファミリーキッチ
ンとダイニングエリア、屋上庭園と遊び場
を提供している。OHSU Doernbecher⼩児
病院の近くにある。

�他にもオレゴン州内に3カ所のマクドナルド
ハウスがある。







⽇本のドナルドマクドナルドハウスについて
�⽇本のマクドナルドハウスは全国に12カ所。

�それぞれのマクドナルドハウスの近くにはこども病
院や⼤学病院など連携している病院がある。中には
病院の中にマクドナルドハウスがあるところもある。

�部屋数は多い所で23部屋(せたがやハウス)あり、
オレゴン州のマクドナルドハウスに⽐べると少ない。



せたがやハウス せんだいハウス

ふくおかハウスおおさか・すいたハウス



滞在する資格を得るには
�ポートランドの病院で治療を受けている21歳以下
の患者の家族。18歳未満の患者は、両親または法
定後⾒⼈の同伴が必要。

�18〜21歳の患者には、18歳以上のサポート担当
者が同伴する必要がある。

�妊婦は、医師の紹介を受けて、出産前2週間まで滞
在することができる。

�⾃宅がポートランド地域病院から30マイル（約48
キロ）以上離れている。



滞在者について
�部屋の種類としては患児の家族が泊まれる部屋とお
⾒舞いに来た親戚が泊まれるゲストルームがある。

�家族は無期限の滞在ができるが、ゲストルームに関
しては10⽇間しか滞在できない。

�部屋数は38部屋あり、満室状態が続いている。もし、
さらに⼊所希望者がいる場合は近くの他のドナルド
ハウスを紹介する。

�宿泊費は無料
�１部屋につき8⼈まで



OHSUについて

�オレゴン州の公⽴⼤学でポートランドに3つの
病院を構えるメインキャンパス、ヒルズボロに
⼩規模なキャンパスを持ってい る。

�医学部とオレゴン健康科学⼤学病院 と
Doernbecher⼩児病院がある。

�マクドナルドハウスと連携している。





学び
�このような施設があることによって家族は最低限の
負担で⼦供に付き添うことができる。⽇本では家族
が病院に泊まったり、通っている⽅が多く、家族の
負担が⼤きいため、このような施設が必要だと考え
られる。

�家族と多くの時間を過ごすボランティアは専⾨職か
らカウンセリング技術などを学び、家族が過ごしや
すい環境作りに繋げている。



ワーナーパシフィック⼤学



ワーナーパシフィック⼤学とは︖①
�ワーナーパシフィック⼤学(WPと略称)は多種多様
なバックグラウンドをもった⼈たちを学⽣として
受け⼊れている。

�健康とウエルネスプログラムの提唱者になる⼈々
の育成を⽬指している。

�昨年から設⽴された看護学科では、看護師養成が
主⽬的だが、同時に看護師としてのリーダーシッ
プを発揮できるような⼈間形成も考えられている。



ワーナーパシフィック大学とは︖②
�WP大学は1927年に創⽴された私⽴大学で、ワシ
ントン州で創⽴した。

�オレゴン州側に移ったのは1940年。
�現在全学⽣数は、1121⼈と⼩規模であり、クラ
スサイズは平均で14⼈程度。

�⽣徒の男女⽐は男:女＝4:6

�年間学費は平均で約220万円前後(教科書代含む)



�⽇本と違って、座学→卒業→病院での研修→就職と
いう⼿順を踏んでいる。⾜りない技術は病院でskill 

upし、ほとんどの就職先が病院である。
�実習先はリタイアメントホーム、糖尿病や肥満の⼈
のための施設、病院など。

�学⽣同⼠でカラオケ・ドッヂボール・レスリングな
どの活動を通して交流を深めている。

WPの看護学科





図書室

⾷堂



科学室

ホール



バスケットボールコート

学⽣の活動の場



感想
�⽇本との違いもあるが、バイタルサインや注射、
吸引などの基礎的な看護技術は同じような内容を
⾏っていて、国は違っても看護師になるために知
識・技術・態度を学ぶことは共通していることを
実感した。

�⼈種、年齢、社会⼈経験者など様々な⼈⽣背景を
問わず⼊学できるため、学ぶ意欲のある⼈にとっ
て良い環境だと思った。



�⼈⽣背景が異なる同じ⽬標を持った⼈が⼀緒に
勉強していくことで、⾊々な価値観やコミュニ
ケーションの取り⽅を学ぶことができ、看護職
として働くうえで強みになると感じた。



トライメット
障害者プログラムセンター



障害者に優しい街

段差なし

残り時間
の表⽰



トライメットとは

“TriMet”は、ポートランドおよびその周辺を結ぶ公共交通機関

Tri Met 3種類の交通機関
→バス
路⾯電⾞
（普通の）軌道電

⾞

3
「metro」



障害者プログラムセンター

• 2004年開始
• サービスは全て法律の下⾏われている
• ポートランドの住⺠は障害の有無にかかわら
ず、トライメットに税⾦を納めている

• 税⾦によって障害者サービスの料⾦を補う

住⺠全体で障害者を⽀えている



リフトサービス

リフトサービスの平均利⽤者数
約3,500⼈／⽇

身体の不⾃由や健康状態が悪いためにバスや電車を
使⽤できない⼈のための乗り合い公共交通機関サービス

� 利⽤者は利⽤登録(事前に申請し適格と
して認定されている必要がある)と事前
予約が必要

� リフトサービスは⼩型バス、ミニバン、
タクシー等の種類がある

� リフトサービスのスタッフは、乗り物の
乗降(階段を使⽤できない場合は、リフ
ト使⽤)やシートベルト・車椅⼦等の固
定等の補助を⾏う



リフトサービス利⽤の条件

� バス停や駅の往復ができる
� バス停や駅で待つことができる
� 乗り降りができる
� サービスの使い⽅を理解、記憶できる

⑴障害がある者
⑵障害があるために、トライメットの乗り物の
固定ルート内でのサービスに制限がある者



審査が⾏われているセンター



障害者体験

視覚障害
（アイマスク）

聴覚障害
（⽿栓） ⾞椅⼦



路⾯電⾞の乗降⼝

ボタンを押す
とスロープが
出る

⾞椅⼦優先エリア



障害者体験の感想

� 段差が少なく、スムーズに移
動できた。

� 信号はカウントが表⽰される
ため安⼼して渡れた。

� 電⾞はスロープのおかげで乗
りやすかったが、スロープボ
タンを押したり乗り込むに
は、他の⼈の協⼒が必要だと
感じた。

� ⾞内では多くの⼈が場所を開
けてくれたことから、現地の
⽅々の優しさや障害者への理
解を感じた。

� 段差が少なく躓く危険は少な
かったが、1歩踏み出すだけで
も恐怖感があったため、周り
の理解やサポートがあると利
⽤者の安⼼感に繋がるのでは
ないかと思った。

� 電⾞の乗降⼝がどこにあるか
も分からないため⼤変だと感
じた。

� ⽇本の歩道のように誘導ブ
ロックがあるとより視覚障害
者が安⼼して街を歩けるよう

� 街中の⾳や電⾞の放送
が聞こえないが、周り
の協⼒があり特に不⾃
由はなかった。

� 信号はカウントがあり
視覚的に安⼼感があっ
た。

� ⽇本のように電光掲⽰
板などの視覚的な案内
があるとより良いと感
じた。



学び❶
⑴ポートランドは、住⺠が障害の有無にかかわらずトライ
メットに税⾦を納めており、住⺠全体で障害者を⽀えて
いることがわかった。

⑵⽇本とポートランドのそれぞれの取り組みの利点を感じ
ることができた。

➡他国にも⽬を向け、広い視野を持つことが⼤切である
と
学んだ。



学び❷
⑶障害をカバーする環境が整っていれば、障害の
有無に関わらず、⾃⽴した生活は可能だと考えた。
➡物理的環境だけでなく⼈的環境も整えること
が
⼤切である︕

このような姿勢が障害のある⼈とない
⼈が共生できる社会づくりの１つとし
て、多くの⼈に認識してもらいたい。



ご清聴ありがとうございました


