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要　旨

【背景】近年，欧米では看護師による移行期支援が先天性心疾患患者の疾患理解やセルフマネジメ
ントを促すことが報告されている．本研究の目的は，本邦における移行期支援の質向上に資するた
め，看護師が簡便に使用できる先天性心疾患領域に特化した移行期チェックリストを作成すること
である．
【方法】国内施設が作成した4つの移行期チェックリストと，海外の1尺度に含まれる計81項目を質
的内容分析により検討し，分析結果に基づきチェックリスト素案を作成した．成人先天性心疾患看
護ワーキンググループ，およびチェックリスト提供施設の看護師・医師による意見交換を行い，素
案を修正した．
【結果】質的内容分析の結果，〈疾患理解〉〈内服・機器管理〉〈医療者とのコミュニケーション〉〈受
療行動の自立〉〈日常生活上の注意〉〈将来設計〉〈セルフケア〉〈気になること・心配なこと〉〈成人
医療への移行〉の9カテゴリーと，30のサブカテゴリーが抽出され，15サブカテゴリーが素案に採
用された．26名参加のメーリングリストと，39名参加の対面形式の意見交換において「15項目は多
いため，年齢別に分けるか，達成すべき項目から順番に並べるべき」などの意見が示され，検討の
結果，達成すべき項目から順番に並べることとした．
【結論】妥当性と汎用性の高い移行期チェックリストを作成した．本チェックリストを自記式や問診
形式で患者・家族と使用することで，看護師による移行期支援の普及と患者アウトカム向上が期待
される．
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背  景
　成人期に達する先天性心疾患患者の増加に伴い，
移行期医療の重要性が増している．本邦では年間
9千人の先天性心疾患患者が成人に達し，その3分の
1が継続的医療を必要とする1)ことから，少なくとも
年間3千人が移行期医療を必要とする．さらに，移
行期医療は成人期を迎える一時点ではなく，小児期
から継続的かつ計画的に実施されるべきであり2)，
移行期医療の対象年齢を仮に12歳から20歳とした

場合，年間約3万人が対象となる．また，本邦で移
行期医療が提唱されたのが2014年であり2)，それ以
前は十分な支援を受けず成人した患者も少なくな
いと考えられるため，移行期医療の対象患者はさら
に多いと推測される．
　移行期医療における支援 (以下，移行期支援とす
る) には，transferとtransitionの2側面がある2)．
Transferは診療の場を小児期医療機関から成人期
医療機関へ移すこと，transitionは医療における責
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任の主体を家族や医療者から患者本人へと移すこ
とを意味する3)．国内外の先行研究では，transfer

とtransitionはいずれも改善の余地が大きいとされ
ている．Transferについては，カナダにおいて小児
病院から成人先天性心疾患専門施設へ適切に移
行できた患者は47%に留まるとの報告がある4)．日
本でも先天性心疾患患者を成人診療科へ移行させ
ている小児科は35%で，53%は患者の成人後も小
児科で継続して診療しているとの報告がある5)．
Transitionについては，患者・家族教育の必要性が
指摘されており，Saidiらが移行期医療の網羅すべ
き教育内容8項目を提唱している；心臓の状態と既
往，薬剤，感染性心内膜炎予防，疾患管理，将来の
展望，家族計画，健康的生活習慣，心理社会面6)．
しかし，海外の研究では12から20歳の患者で自身の
心臓を絵に描ける者は半数7)，18歳以上の患者で病
名を正確に答えられる者は6割，継続受診が必要な
理由や心機能悪化の徴候を正確に説明できる者は
3から5割に留まることが報告されている8)．日本で
は小規模調査ではあるが，病名を知っている患者は
中学生で4割との報告がある9)．
　これまでに，transitionに関する支援により，
transferの円滑化や患者のQuality of Life向上，適
切なセルフマネジメントにつながる可能性が示唆
されている．我々の知る限り，transitionに関する
教育支援によってtransferが円滑化するかを検討し
た介入研究はまだないが，医師からtransferの必要
性を説明されていた，感染性心内膜炎に対する予防
的内服を実施していた，一人で外来を受診していた
など，transitionに関する要件を満たす患者ほど，
transferを確実に行えていたとする後方視的観察研
究がある4)．また，病名を知っていると回答した患
児は感情機能に関するQuality of Lifeが高い10)，感
染性心内膜炎に関する知識を有する患者ほど年間
歯科受診回数が多い11)との報告がある．
　移行期支援，特にtransitionに関しては看護師の
役割が大きく，欧米ではAdvance Practice Nurse

(以下，APNとする．本邦の専門看護師に相当) を中
心とした取り組みが既に始まっている．15から17歳
の先天性心疾患患者58名を対象とした介入研究で
は，看護師による1時間の個別教育支援を受けた介
入群で，非介入群に比べて有意にセルフマネジメン
トと心疾患に関する知識の向上を認めた12)．また，
14から18歳の患者201名を27ヶ月追跡した縦断調
査では，看護師による単回の教育支援を受けた介入
群で，非介入群に比べて有意に疾患・治療全般の知
識，心機能悪化の徴候や継続受診が必要な理由に対
する理解度が向上していた13)．
　一方，本邦の看護師による移行期支援は，各施設

が独自に試行錯誤している段階にある．この原因と
して，移行期医療の概念が導入されて間がないこ
と，成人先天性心疾患専門施設が未確立であり
transferが一般的ではないこと5)，成人先天性心疾
患診療が各施設で分散して行われており5)，症例数
の少なさから看護師が経験を蓄積しにくいことな
どが考えられる．また，本邦では循環器に特化した
専門看護師資格が存在せず，小児看護，急性・重症
患者看護，家族支援などの分野の専門看護師の中で
先天性心疾患を専門とする者は限られているため，
移行期支援を必要とする施設の多くでは，専門看護
師による支援提供は難しい．
　移行期医療を必要とする患者数の多さと，先天性
心疾患を専門とする専門看護師の少なさを考慮す
ると，本邦ではまず，各施設の看護師が専門資格の
有無によらず実施できる移行期支援方法の開発が
必要と考えられる．移行期支援に活用できる簡便な
ツールとして，これまでに国内外で移行期医療にお
ける患者の準備状況をアセスメントするチェック
リストや尺度 (以下，これらを「移行期チェックリ
スト」と総称する) が作成されている14,15,16)．しか
し，これらは小児期発症疾患全般を対象にしてお
り，Saidiら6)が提唱する先天性心疾患領域で求めら
れる教育内容8項目のうち，「心臓の状態と既往」
「感染性心内膜炎予防」などが含まれていない．他
方，先天性心疾患に特化したツールとして，国内施
設が独自に開発した移行期チェックリストが散見
されるが，開発経緯や内容の妥当性，網羅性は不明
である．
　そこで本研究では，全国各施設の看護師が専門資
格の有無によらず簡便に使用できる移行期支援
ツールとして，先天性心疾患領域に特化した網羅性
の高い移行期チェックリストを作成することを目
的とした．

方  法
調査の全体像
　本研究では，まず，チェックリストの項目収集を
目的として，既存の移行期チェックリストを収集
し，含まれている項目を質的内容分析の手法を用い
て検討した．次いで，成人先天性心疾患看護ワーキ
ンググループに参加する小児看護専門看護師2名と
看護学研究者3名から構成されるコアメンバーで分
析結果を検討し，チェックリスト素案 (以下，「素案」
とする) を作成した．さらに，素案の項目の網羅性
や妥当性などについて，成人先天性心疾患看護ワー
キンググループメンバー，およびチェックリストを
提供した国内施設の看護師・医師による意見交換を
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行い，項目の追加，削除，表現の修正を加えた．以
下，各手続きについて詳述する．
　なお，成人先天性心疾患看護ワーキンググループ
とは，日本成人先天性心疾患学会の内部組織として
2012年1月に発足した看護師を中心とした組織であ
り，情報交換と症例検討，調査研究の推進を目的と
して，「成人先天性心疾患看護情報交換会」を年2回
開催している．

1. 既存の移行期チェックリストの収集
　先天性心疾患領域における移行期医療に積極的
に関与しており，先天性心疾患患者に対する移行期
チェックリストを作成している可能性がある国内
施設を抽出するため，医学中央雑誌Web版を用い，
“小児医療から成人医療への移行” or “移行期のケア”

or ”移行期医療” or “トランジション” or “キャリー
オーバー ” の検索結果と，“尺度” or “チェックリス
ト” or “問診票” の検索結果をANDでつなぎ抽出し
た文献と，過去5年間に日本小児循環器学会雑誌と
成人先天性心疾患学会雑誌に掲載された全ての原
著論文と学会発表の抄録レビューを行った．その結
果，該当文献の著者が所属する国内全9施設が移行
期チェックリストを作成している可能性があると
考えられた．上記9施設に加え，同時期に成人先天
性心疾患看護ワーキンググループに参加していた
15施設と9大学のメンバーに，各施設における移行
期チェックリストの有無について尋ねたところ，
3施設が移行期チェックリストを使用していた．う
ち1施設は移行期外来受診前後用に2種類のチェッ
クリストを使用していた．チェックリストを使用す
る外来の担当医師と担当看護師の許可を得て，4種
類のチェックリストを入手した．チェックリストは
いずれも先天性心疾患患者に特化した内容で，各施
設で独自に作成されており，チェックリストの主た
る対象は，移行期外来受診前後の中高生 (2種類)，高
校生以上 (1種類)，18歳前後 (1種類) であった．
　さらに，本研究で作成するチェックリストの網羅
性を高めるために，先天性心疾患患者を含む14歳か

ら26歳の小児期発症疾患患者を対象に開発され，
transitionに対するレディネス・アセスメント・
ツールに関するシステマティックレビュー 17)にお
いて，最も妥当性が高いと評価されたTransition

Readiness　Assessment Questionnaire (TRAQ)15,16)

を，著者の許可を得て分析対象に加えた．TRAQは
改訂を重ねるにつれ下位尺度数や項目数が変更さ
れているが，分析対象としたversion 5.0は，「薬を
管理する」「決まりごとを守る」「経過を観察する」
「医療者と話す」「日常生活を管理する」の5つの下
位尺度，計20項目からなる15,16)．収集した計5種類
の資料の概要を表1に示す．

2. 移行期チェックリスト項目の分析
　国内の4種類の移行期チェックリストとTRAQか
ら項目を抽出し，質的内容分析の手法を用いて下記
の手順で分析を行った．

1)各資料に含まれる全項目を類似性に基づいて分
類し，共通する内容を要約しサブカテゴリー名を
命名

2)複数のサブカテゴリーを類似性に基づいて分類
し，共通する内容を要約しカテゴリー名を命名

3)各サブカテゴリーに含まれる，各資料中の項目数
を集計

3. コアメンバーによる素案作成
　質的内容分析の結果を基に，成人先天性心疾患看
護ワーキンググループに参加する小児看護専門看
護師2名と看護学研究者3名からなるコアメンバー
で協議し，素案を作成した．素案作成は，協議のう
え，以下の「素案作成時の原則」に沿って行った

1)既存資料の対象年齢を考慮し，想定する対象者は
中学生以上とする

2)質的内容分析で抽出された各カテゴリーにおい
て，該当する項目が多かったサブカテゴリーを優
先的に項目として採用する

3)全国各施設で利用できるよう，施設特性 (小児病
院か総合病院かなど) や地域の特性 (成人先天性

Table 1　Characteristics of existing transition readiness checklists
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心疾患専門施設の有無など) によらず，広く使用
できる項目を優先的に採用する

4)臨床で簡便に使用できるよう，回答方式は自由記
述やリッカートスケールではなく，「はい・いい
え」の2件法とする

5)臨床で簡便に使用できるよう，項目数は必要最小
限とする

6)対象者に可能な限り心理的負担を与えない表現
とする

4. 専門職による意見交換とチェックリストの完成
　2015年9月に成人先天性心疾患看護ワーキンググ
ループ参加者と，チェックリスト提供施設の担当医
師と担当看護師に，コアメンバーで作成した素案を
メーリングリストで配信し，項目の妥当性，項目の
追加・削除，表現の適切性，回答方法に関する意見
を収集した．メーリングリスト配信の対象は15施設
に所属する看護師16名と循環器小児科医2名，9大学
に所属する研究者8名の計26名であった．メーリン
グリスト配信時には，素案における項目の過不足を
確認できるよう，質的内容分析の結果も添付した．
メーリングリストで提示された意見は集約のうえ
メンバー全員へフィードバックした．収集された意
見についてコアメンバーで検討し，素案の修正を
行った．
　次いで，2016年1月に成人先天性心疾患ワーキン
ググループが開催した90分の看護情報交換会にお
いて，看護師32名と助産師2名，研究者5名の計39名
による対面形式での意見交換を行った．提示された
意見をもとに，コアメンバーで検討し，素案の修正
を行った．
　修正した素案をメーリングリストを用いて調査
参加者へ再度フィードバックし，追加修正事項がな
いことを確認したうえで，チェックリストの完成と
した．

倫理的配慮
　本調査の計画・実施にあたっては，ヘルシンキ宣
言2004年改訂版に則って行った．チェックリストを
提供する施設については外来を担当する医師，看護
師，尺度作成者に調査目的，方法について説明し，
承諾を得たうえで分析対象とした．意見交換にあ
たっては，調査目的，方法を説明したうえで意見を
求めた．さらに，研究結果を学術誌上で公開するに
あたり，メーリングリストを用いて過去に調査に関
連して連絡をとった者全員に告示し，個人を特定で
きる情報は公開しないことを説明したうえで，自身
が関与する資料・発言の使用を希望しない者から連
絡を募ったところ，該当者はいなかった．

結  果
　国内の4つの移行期チェックリストとTRAQに含
まれる全81項目を対象として，質的内容分析を行っ
た結果を表2に示す．以下，文中でカテゴリーは〈 〉，
サブカテゴリーは［ ］を用いて示す．分析の結果，
〈疾患理解〉〈内服・機器管理〉〈医療者とのコミュ
ニケーション〉〈受療行動の自立〉〈日常生活上の注
意〉〈将来設計〉〈セルフケア〉〈気になること・心
配なこと〉〈成人医療への移行〉の9つのカテゴリー
と，30のサブカテゴリーが抽出された．
　質的内容分析で得られた30のサブカテゴリーに
ついて，素案作成時の原則に則ってコアメンバーで
協議した結果，15のサブカテゴリーが素案の項目と
して採用された．〈日常生活上の注意点〉における
［感染性心内膜炎の予防方法を言えますか］は，既
存資料における該当項目が1つのみであったが，先
天性心疾患領域では重要な項目であると判断し採
用した．〈気になること・心配なこと〉〈成人医療への
移行〉のカテゴリーが含むサブカテゴリーは各1つ
であったが，素案作成時の原則3と4に照らし，これ
らのカテゴリーからは項目を採用しなかった．項目
として採用した15のサブカテゴリーの表現につい
てコアメンバーで協議した結果，「薬の名前だけで
なく作用を把握することも重要」「“薬の副作用” は
稀なものも含めてどこまで把握すべきかわかりづ
らい」「“緊急時の徴候” や “避妊” などの表現は印象
が強いので避けるべき」との理由から，計4項目に
ついて表現の修正を行った．
　素案に対し，メーリングリストおよび看護情報交
換会において意見を募った結果，項目の表現や数に
関しては，「患者がテストされているという感覚に
ならないようにすべき」「ダブルバーレル式質問を
可能な限り避けるべき」「15項目は多いため，年齢
別に分けるか，達成すべき項目から順番に並べるべ
き」などの意見が聞かれた．追加すべき項目として
は，「友達または知人に自分の病気の説明をしたこ
とがありますか」「医療者から今後起こりえる合併
症や治療について説明を受けていますか」「いつま
でどのような形で病院でチェックしてもらうか
知っていますか」「心臓病の友人や先輩など，同じ
病気の人と話をしたり体験を聞く機会をもってい
ますか」の4案が提示されたが，「項目数はこれ以上
増やさないほうがよい」との意見が聞かれたため追
加は行わなかった．また，臨床での使用を想定した
意見として，「外来看護師は知識がないので質問さ
れた時どうしようと思っている．看護師教育も必
要」「チェックリストの使用が患者と医療者のコ
ミュニケーションにつながるとよい」「施設によっ
て項目をアレンジすると思うので，採用しなかった
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Table 2　Results of content analysis on existing transition readiness checklists

項目もわかるとよい」などが聞かれた．一方で，「発
達支援を有する場合など，問診票があてはまらない
子ども達への支援も必要」など，本チェックリスト
で対応しきれない患者の存在を指摘する声も聞か
れた．
　提示された意見に基づきコアメンバーで修正を
加え，メーリングリストを利用したフィードバック
の結果，調査参加者に承認されたチェックリストを
表3に示す．

考  察
　本研究は，我々の知る限り，先天性心疾患領域に
特化した移行期チェックリストを作成した本邦初

の研究である．本研究で作成したチェックリストの
特徴は，既存資料を対象とした分析と調査協力者に
よる協議により妥当性の高い項目が抽出されてい
ると考えられる点と，臨床での使用のしやすさを考
慮して，項目数と表現が検討されている点である．
以下，本研究で作成したチェックリストの特徴を，
先行研究および関連尺度との比較を通して考察し，
さらに，臨床における活用の可能性について検討
する．

チェックリストと先行研究結果の比較
　Saidiら6)が提唱する移行期医療が網羅すべき教
育内容8項目と，本研究で作成したチェックリスト
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Table 3　Fifteen items adopted into transition readiness checklist

項目の対応関係を表4に示す．本研究で作成した
チェックリストの項目数は15と限られるが，Saidi

ら6)の8項目を網羅している．また，本研究で作成し
たチェックリストには，分析対象とした国内の移行
期チェックリストには必ずしも含まれていなかっ
た職業選択，妊娠出産，社会保障制度に関する項目
が追加されており，網羅性が高められている．さら
に，本研究で作成したチェックリストにはTRAQに
はない感染性心内膜炎予防に関する項目が追加さ
れている．他方，一部の移行期チェックリストに含
まれていた「小児診療科から成人診療科へ移りたい
ですか？」という項目は，施設特性や地域の特性に
よらず広く使用できる項目を優先的に採用すると
いう本研究の基準に照らし，チェックリストには含
めなかった．国内の移行期チェックリストとTRAQ

は，対象疾患や対象年齢，施設・地域背景などが異
なるため，これらと本研究で作成したチェックリス
トを直接的に比較することはできない．しかし，本
研究で作成したチェックリストは，Saidiら6)の項目
を網羅しており，かつ，成人診療科への移行希望な
ど，施設・地域特性の影響を受ける項目を含まない
ことから，患者の幅広い側面を，施設を限らずに使
用できる内容になっていると考えられる．
　本研究で作成したチェックリストの前半は，病院
名や病名，薬剤名など，疾患に関連した知識に関す
る項目を中心に構成されている．米国心臓協会は患
者が12歳を迎えるまでにtransitionに関する支援を
開始することを推奨している18)．また，久保らは小
中学生の先天性心疾患患者を対象とした面接調査
結果を年代別に比較し，「自分が心臓病であること
を理解している」「病名を知っている」「(内服薬の管

理主体は) 自分」と回答した者の割合が，小学生か
ら中学生にかけて増加していたことを報告してい
る9)．これらから，病名や薬剤名といったチェック
リスト前半の項目は，高校入学前など比較的早い段
階で充足できる可能性がある．他方，チェックリス
トの後半は感染性心内膜炎予防や職業選択，妊娠出
産，社会保障制度利用など，セルフケアや将来設計
に関する項目を中心に構成されている．感染性心内
膜炎の理解度が低いことは国内外の研究で共通し
て報告されている8,9)．また，国内の調査では，先天
性心疾患患者の就労率と収入の低さが報告されて
いる19)．これらの解決は容易ではないが，本チェッ
クリストを用いて早期から患者・家族・医療者が対
応策を講じることで，セルフケアや職業選択，ひい
ては患者の社会的自立が促進されることが期待さ
れる．

チェックリストと関連尺度の比較
　本研究で分析対象とした移行期チェックリスト
以外に，本研究で作成したチェックリストに類似す
る尺度として，「Leuven Knowledge Questionnaire

for Congenital Heart Disease (LKQCHD)」8)と
「学童期から青年期にある先天性心疾患患者の病気
体験に関連したレジリエンスアセスメントツール
(以下，「レジリエンスアセスメントツール」とす
る)」20)がある．LKQCHDは，12歳以上の患者を対
象に，先天性心疾患に関連した知識を評価する尺度
であり，「疾患と治療」「感染性心内膜炎を含む合併
症の予防」「身体活動」「性と遺伝に関する問題」「避
妊と家族計画 (女性のみ)」の5領域34項目 (男性用は
4領域31項目) から構成される8)．本研究で作成した
チェックリストとLKQCHDの相違点は，LKQCHD



日本成人先天性心疾患学会雑誌 (2017年10月)

22

Table 4　Correspondence between the 8 educational topics suggested by Saidi et al. 6) and 

the 15 items adopted to transition readiness checklists

が「あなたの心疾患の正式な名前はなんですか？」
「感染性心内膜炎とは何ですか？」など，患者の知
識を直接的に評価する8)のに対し，本研究で作成し
たチェックリストは「あなたの主な病名を言えます
か」「感染性心内膜炎の予防方法を言えますか」と，
移行期医療における患者の準備状況の評価を目指
す点にある．この開発目的の違いから，チェックリ
ストの「医師や看護師に自分で質問したり，質問に
答えたりすることはできますか」など，知識のみで
はなく患者のコミュニケーションスキルも含めて
評価する項目は，LKQCHDには含まれていない．以
上から，LKQCHDは知識を評価する指標，本研究
で作成したチェックリストは移行期医療における
患者の準備状況を評価する指標として使い分ける
ことが適切と考えられる．
　レジリエンスアセスメントツールは，10歳以上の
先天性心疾患患者を対象に，患者の病気体験に関連
したレジリエンスを評価する尺度であり，「自分の
病気を理解できる」「前向きに考え行動する」「無理
をしないで生活する」の3領域11項目から構成され
る20)．このうち，「自分の病気を理解できる」は
「相手によって内容を変えて自分の病気の説明がで
きる」「医師が話している内容が理解できる」など
の4項目から構成されており20)，本研究で作成した
チェックリストの「あなたの主な病名を言えます
か」「医師や看護師に自分で質問したり，質問に答
えたりすることはできますか」などと類似してい
る．同様に，レジリエンスアセスメントツールにお
ける「無理をしないで生活する」は「身体に無理を
かけない生活をすることができる」「身体のことを
考えて仕事を選ぶことができる」の2項目から構成

されており20)，本研究で作成したチェックリストに
おける「お酒・たばこをひかえる，十分な休息をと
るなど，生活するうえで気をつけることを言えます
か」「職業を選択する際の注意事項について主治医
に確認していますか」などと共通する点がある．し
かし，レジリエンスアセスメントツールの「前向き
に考え行動する」領域は，本研究で作成したチェッ
クリストには対応する項目がない．一方，本研究で
作成したチェックリストに含まれる，緊急受診が必
要な症状や妊娠出産，社会保障制度利用など，より
具体的で医療福祉的側面が強い内容は，レジリエン
スアセスメントツールには対応する項目がない．以
上から，レジリエンスアセスメントツールは患者の
より内面的な強みを評価する指標，本研究で作成し
たチェックリストは移行期医療における患者の準
備状況をより包括的，かつ具体的に評価する指標と
して使い分けることが適切と考えられる．

臨床における活用の可能性
　移行期チェックリストを提供した国内3施設で
は，いずれも患者の外来受診前に看護師がチェック
リストを使用していた．また，意見交換に参加した
協力者からは「チェックリストの使用が患者と医療
者のコミュニケーションにつながるとよい」との声
が聞かれた．これらから，本研究で作成したチェッ
クリストの主な使用方法としては，看護師が患者の
外来受診前に，患者や家族と一緒にチェックリスト
を使用することで患者のアセスメントを行うと同
時に，transitionに対する患者や家族の関心を高め
る教育的手段とすることが考えられる．米国心臓協
会は，transitionでは「未来を可視化すること」が
重要としている18)．本研究で作成したチェックリス
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トを用いることで，医療者と患者，家族がtransition

で目指すべき内容を目に見える形で共有できるよ
うになることが期待される．
　分析対象とした移行期チェックリスト5種類のう
ち，国内施設の移行期チェックリストにおける回答
方式は，「はい・いいえ」の2件法が中心で，内容に
応じて自由記述が組み合わされていた．一方，TRAQ

の回答方式は，患者のtransitionに対するレディネ
スをアセスメントするという目的から，「必要な時
いつも行っている」から「どのようにするかわから
ない」までの5件法を用いていた15,16)．この回答方
式の違いは，国内の移行期チェックリストは臨床利
用を想定しチェックの容易さを優先していること，
TRAQは研究利用も想定し評価の正確さも考慮して
いることに起因すると考えられる．本研究で作成し
たチェックリストは臨床利用を主目的とするため，
国内施設のチェックリストにならい2件法を採用し
た．さらに本研究では，臨床で簡便に使用できるよ
う，回答方式を自由記述を含まない2件法のみとし
た．これは自由記述式を併用した場合，記載内容の
正誤を看護師が判断する必要性が生じることが想
定されたためである．
　2件法により結果の評価が容易になる一方，メー
リングリストおよび看護情報交換会では，チェック
リスト使用により「患者がテストされているという
感覚にならないようにすべき」との意見が聞かれ
た．本研究で作成したチェックリストは中学生以上
を対象とするが，分析対象とした移行期チェックリ
スト5種類のうち，2種類は高校生以上用であった．
このため，本研究で作成したチェックリスト15項目
のうち，妊娠出産や社会保障制度利用などの後半の
項目は，中学生には充足が難しい可能性がある．こ
のため，チェックリストを使用する際には，「今す
ぐに全ての項目をチェックできる必要はありませ
ん．これから少しずつチェックできる項目を増やせ
るようにしていきましょう」といった補足が必要と
考えられる．
　また，チェックリストを使用する看護師と患者・
家族との関係性によっては，チェックリストをその
まま用いるのではなく，例えば「今かかっている病
院と医師の名前を言えますか」という項目を「今か
かっている病院と医師の名前を教えてください」，
「あなたの主な病名を言えますか」を「あなたの主
な病名を教えてください」などに変え，問診形式で
チェックすることも，患者の抵抗感軽減に有効と考
えられる．しかし，問診形式にした場合には，自由
記述式同様，内容の正誤を判断する必要性が生じ
る．この場合には，使用する看護師の教育や，チェッ
クリスト提供施設のように外来受診前後で看護師

がチェックリストを使用して結果を医師に報告し，
その後の外来に反映させるなど，看護師と医師の連
携体制構築が不可欠である．
　本研究では，「項目数はこれ以上増やさないほう
がよい」との意見から，項目数を15に限定したが，
意見交換では追加項目案が提示され，「施設によっ
て項目をアレンジすると思うので，採用しなかった
項目もわかるとよい」との声も聞かれた．本チェッ
クリストを各施設で利用する際には，施設特性 (小
児病院か総合病院かなど) や地域の特性 (成人先天
性心疾患専門施設の有無など) に応じて，表2で示し
たサブカテゴリーを参考に，適宜項目を追加して使
用することが有用だろう．

本研究の限界と課題
　本研究にはいくつかの限界と課題がある．第一の
限界は，先天性心疾患患者を対象とした国内の移行
期チェックリスト全てを分析対象に含められてい
ない可能性があることである．本研究では，医学中
央雑誌を用いた原著論文の抽出，関連2学会におけ
る原著論文と学会発表の抽出，成人先天性心疾患
ワーキンググループ参加施設への確認という3つの
方法を用いて移行期チェックリストを作成してい
る可能性のある施設を特定した．しかし，学会発表
などを行わず施設内のみで移行期チェックリスト
を使用している施設については網羅できなかった
可能性がある．しかし，TRAQを含めた5種類の移
行期チェックリストを分析対象とし，複数施設の医
療専門職による意見交換を実施したことで，内容の
妥当性は確保できたと考える．
　第二の限界は，作成したチェックリストの妥当性
と信頼性を計量的に評価していない点である．本研
究で作成したチェックリストは，回答方式や項目の
内容から因子構造は想定しておらず，因子妥当性の
評価は難しい．しかし，既知集団妥当性や併存妥当
性，再現性などについては計量的評価が可能であ
り，今後の検討を要する．また，チェックリストの
項目は，成長に伴って達成可能と考えられる順番に
整理されているが，この順序は実態調査に基づいた
ものではない．チェックリストは臨床利用を主目的
としているが，項目の順序の適切性評価や，本邦に
おける移行期医療の実態把握のためには，本チェッ
クリストを調査項目として研究利用することも必
要だろう．
　また，本研究では，重複疾患を有する患者・家族
への支援の在り方は十分に検討できていない．研究
参加者からは「発達支援を有する場合など，問診票
があてはまらない子ども達への支援も必要」といっ
た意見が聞かれた．これらの患者・家族に対する支
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援方法の検討は今後の課題である．

結  論
　国内施設が作成した移行期チェックリスト4種類
と，海外の尺度TRAQに含まれる計81項目を質的内
容分析により検討した結果，〈疾患理解〉〈内服・機
器管理〉〈医療者とのコミュニケーション〉〈受療行
動の自立〉〈日常生活上の注意〉〈将来設計〉〈セル
フケア〉〈気になること・心配なこと〉の9カテゴ
リーと，30のサブカテゴリーが抽出された．この結
果に基づき，成人先天性心疾患看護ワーキンググ
ループ，およびチェックリスト提供施設の看護師・
医師・研究者26名参加のメーリングリストと，看護
師・助産師・研究者39名参加の対面形式による意見
交換を行い，15項目からなる移行期チェックリスト
を作成した．本チェックリストを自記式や問診形式
で患者・家族と使用することで，看護師による移行
期支援の普及と患者アウトカム向上が期待される．
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Abstract

Background: Reports from Western countries have revealed that nurse-led transition care
can improve knowledge and self-management behaviour among patients with congenital
heart disease (CHD). The aim of this study was to develop a CHD-specific transition
readiness checklist that can be easily used by nurses to help improve the quality of transition
care in Japan.
Methods: A total of 81 items, obtained from four existing transition readiness checklists
originally developed by three institutions in Japan, and one scale from overseas, were
examined using a qualitative content analysis. Based on the results, a draft checklist was
developed. A nursing working group of the Japanese Society for Adult Congenial Heart
Disease together with nurses and physicians from the institutions that provided checklists
exchanged their opinions on the draft.
Results: The qualitative content analysis identified nine categories and 30 subcategories.
The nine categories were ‘disease understanding’, ‘medications and medical device
management’, ‘communication with health care providers’, ‘health care-seeking behaviour’,
‘precautions for activities of daily living’, ‘future plans’, ‘self-care’, ‘concerns and anxieties’,
and ‘transfer to adult medical care’. Of the 30 subcategories, 15 were adopted into the draft.
Opinions were exchanged through a mailing list between 26 participants and face-to-face
between 39 participants. The checklist was revised reflecting opinions such as ‘Fifteen items
are a lot; items should be either divided according to age group, or arranged in the order in
which they should be achieved’. 
Conclusion: We developed a valid transition readiness checklist for CHD patients. Using
this checklist with patients and their families in a self-administered or interview format is
likely to help promote transition care provided by nurses and improve patient outcomes in
Japan.

Key words：Transitional Care, Scale, Checklist, Transition, Congenital Heart Disease
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資料　先天性心疾患患者に対する移行期チェックリスト 全15項目


