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はじめに

成熟期看護技術演習では、「さまざまな健康状態で生

活を営んでいる成熟期の人々と家族が健康を維持し、ま

た、健康障害に適応・健康障害から回復して社会的復帰

や自立・自律した生活をおくるために関連のある看護技

術を中心に基本的な援助方法を演習を通して学習する」

ことを目的に、全体を援助技術、コミュニケーション技

術、紙上患者の看護過程の展開の演習に分け、２年生後

期の学生に教授している。援助技術の中のセルフケアに

関わる看護技術として、ストーマケア演習を行なってい

る。　

本研究は、ストーマケア演習の中で行なわれるストー

マ装具の装着体験を行なった学生の課題レポートを分析

することによって、オストメイト（ストーマ保有者）の

生活への理解に関する学生の学びを明らかにし、演習に

おけるストーマ装具の装着体験のあり方について示唆を

得ることを目的とした。

Ⅰ．成熟期看護技術演習におけるストーマケア演習

１．学習目標

１）ストーマ装具交換の基本的な知識・技術が習得で

きる。２）装具の装着体験を通して、オストメイトの生

活が理解できる

２．ストーマケア演習方法

成熟期看護技術演習全体オリエンテーションの時に、

ストーマケア演習（以下演習とする）では装具を装着し、

演習後もその状態で生活を体験をすることを説明した。

肌が弱いなどの理由でこの演習が困難であると思った学

生に対して担当教員が個別に相談に応じることを伝え

た。1グループ（学生 12 ～ 14 名）の演習時間は約 60

分であった。演習では、ストーマの種類、ストーマサイ

トマーキング（以下マーキングとする）、装具の種類に

ついて講義を行い、ストーマモデルを用いて装具の装着・

除去のデモンストレーションを行なった。左下腹部に消

化器系ストーマ（Ｓ状結腸ストーマ）、右下腹部に尿路

系ストーマ（回腸導管）を造設したオストメイトである

という役割設定をし、消化器系ストーマには2品型装具、

尿路系ストーマには 1品型装具を用意した。

演習前に 2 名の学生から他の学生に見られたくない

と個別に相談があったため、演習方法を学生２人 1 組

から１人に変更した。この演習はセルフケアに関わる看

護技術という位置づけであるため、学生は教員の指導

を受けながら、１人で装具交換を行うようにと、２人 1

組から１人に変更した理由を説明した。学生へのプライ

バシーの配慮として、スクリーン、カーテンを用いた。

学生は自分でマーキングを行い、直径２cm の円形皮膚

保護剤をストーマの代わりに左右の下腹部に貼ってか

ら、装具を装着した。消化器系装具を除去した後は回腸

導管をもつオストメイトとして生活を体験してもらうこ

ととした。

演習終了時、希望した学生には尿路系装具内に尿の代

わりに 50ml 程度のお湯を入れることにしており、ほと

んどの学生が希望した。お湯を入れることを希望しな

かった学生に対しては、水を入れなくても装具の装着体

験自体はできると判断し、学生の自由意志に任せた。課

題レポートの記述から途中でお湯を一般のトイレに捨て
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るという体験をした学生がいた。

学生には装具を装着した状態で翌朝まで普段と変わら

ない生活をすること、但し、装具を装着した皮膚に痒み

や痛みなどの異常を感じた場合はその時点で装具を除去

して構わない、困ったことがあれば教員に相談するよう

に伝え、除去時の皮膚を保護する目的で油性清浄剤を貸

与した。装着体験中の学生からの相談はなかった。また、

学生の課題レポートから途中で装具を除去した学生はい

なかったと思われる。

演習の課題として、１）ストーマ装具の装着･除去し

た感想、２）装着体験を通して感じたこと、考えたこと、

３）もう少し学びたかったことやストーマケア演習に対

する要望をＡ４の所定用紙に記入して提出させた。なお、

演習に先立って 2 年生前期で、成熟期看護方法４にお

いて消化器障害を持つ患者の看護の授業でストーマがあ

る人々とその家族の看護の講義を終了していた。

Ⅱ．用語の説明

演習では、ストーマ造設患者をストーマを保有してい

る人という意味のオストメイト１）という名称を用いた。

本研究においても、オストメイトという表現を用いるこ

ととする。

ストーマ装具とは、排泄物を一時貯めるためにストー

マに装着する器具であり、皮膚に貼る面板と袋が一体と

なっている一品型装具（通称ワンピース系装具）と面板

と袋が分離している二品型装具に大きく分けることがで

きる。いずれも皮膚面に接する面板部分には粘着性のあ

る皮膚保護剤が用いられた使い捨て装具である。

マーキングとは、術前にストーマを造設する位置を決

める作業であり、オストメイトの生活に影響し、大切な

ケアの一つとして位置づけられている。

Ⅲ．研究方法

1．研究対象

研究対象は、平成 15 年度成熟期看護方法９を受講し

た２年生 79 名のうち、研究目的に課題レポートを使用

することに同意が得られた 79 名全員の学生である。

2．倫理的配慮

研究の目的、個人が特定されないように配慮すること、

承諾の諾否が成績に影響しないことについて口頭で説明

し、記録用紙使用の承諾可否を明記した承諾書の提出を

求めた。

3．分析方法

１）対象：79 名の学生の課題レポートから装着体験

を通して学生が記述した学びに関する内容を分析対象と

した。２）方法：①記述内容を繰り返し読み、ストーマ

装具装着体験から学んだことに関する記述内容を抽出し

た。②記述内容の異なるものを分割し、記述されている

語彙を用いて要約し、１記述数とした。③意味内容の類

似のものを集め、段階的に分類して抽象度を高め命名し

た。分析は成熟期看護学講座の教員２名と共同研究者 1

名で合意が得られるまで検討した。

Ⅳ．結果

１．学生の学びの記述数

79 名の学生の装着体験を通して学んだことに関する

総記述数は 448 あり、学生一人あたりの記述数は１～

11 であった。

２．学生の学びの内容

学生の学びの内容５分類を「大分類」とし、【装具装

着の感覚】の９分類、【生活への影響】の６分類、【ボデ

ィイメージの変化】の４分類、【オストメイトの気持ち

の推測】の９分類、【オストメイトの立場にたった援助】

の 10 分類を「中分類」とした。さらに「中分類」を１

～５の「小分類」に分け、それぞれ要約例と記述数（要

約例を含む）を示したのが表１である。

【装具装着の感覚】は、70 名の学生の 153 記述数か

ら得られた。これには、「邪魔な装具の存在」「装具の違

和感・不快感」「装具の破損に対する不安」「装具の外れ

に対する不安」「漏れ・臭いに対する不安」「皮膚障害の

不安」「装具が外れないという安心感」「漏れないという

安心感」「装具への慣れ」の９つに分類された。

【生活への影響】は、54 名の学生の 86 記述数から得

られた。これには、「行動・動作・場所の制限」「服装の

制限」「内容物の処理の大変さ」「生活の不便さ」「スト

ーマを意識した生活」「ストーマのある生活への適応」

の６つに分類された。

【ボディイメージの変化】は、25 名の学生の 29 記述

数から得られた。これには、「ボディイメージの低下」

「他の人にストーマを知られたくないという思い」「スト
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表１　学生の学びの分類とその記述数
大分類 中分類 小分類 要約例 記述数

装具装着
の感覚

邪魔な装具の存
在

動作時装具が邪魔であった 座るとお腹が段になるので、装具が邪魔だと思った 6

装具が気になった 袋に内容物がなくても気になった 23

装着後落ち着かなかった お風呂で気になって落ち着かなかった 2

装具の違和感・
不快感

装具の違和感があった 装具の違和感があった 8

動作時、装具が不快だった 座位になるとき、腹部に違和感を感じて不快だった 12

装具の音が気になった スカートでは音がして気になった 2

装着袋の水が不快だった 袋の尿が冷えて冷たくなるので嫌な感じがした 14

腹部に圧迫感があった 座っているときに腹部に圧迫感を感じた 1

装具の破損に対
する不安 装具の破損が不安だった うつ伏せで寝ると袋が破れると思い心配になった 4

装具の外れに対
する不安

装具の外れが不安だった はずれるのが不安だった 13

重みで装具が外れないか不安だった 重荷があり、はずれるのではないかという不安があった 5

漏れ･臭いに対
する不安

臭わないか不安だった 臭わないか不安になる 2

漏れないか不安だった 水が漏れるのではないかと不安だった 30

皮膚障害の不安 皮膚への負担が大きいと思った 痒くなったり、痛くなったりするのが欠点だ 4

肌荒れが不安だった 皮膚が弱いので荒れると思った 5

装具が外れない
という安心感

正確に装着すれば装具が外れないこ
とがわかった きちんと貼れていれば、剥がれないと思った 6

漏れないという
安心感 動作時、漏れないことがわかった 剥がれにくいので、いろんな体位をしても大丈夫とわかった 3

装具への慣れ 装具になれてきた 装具をつけていること自体気にならないことがわかった 5

時間が経つにつれて装具に慣れてき
た 時間がたつにつれて慣れてつけていないような感じだった 8

生活への
影響

行動・動作・場
所の制限

寝る姿勢が制限された うつ伏せができないと思った 8

動きが制限された バイトの時、装具が気になってしゃがむ動作が難しかった 15

温泉・プールに行きたくなかった 装具をつけて温泉にいきたくないと思った 4

服の着脱が難しかった パンツを臍まであげることが出来ず気持ち悪かった 5

服装の制限 服装に制限があった 着るものに制限があった 22

好きな服が着れないと思った 服装に気を使い、好きな服を着ることができず、嫌だと思った 4

内容物の処理の
大変さ トイレが低く水処理が大変だった トイレが低く袋のお湯が捨てにくかった 8

生活の不便さ 生活が不便だった 普段の生活に比べると不便だった 2

ストーマを意識
した生活

常にストーマを意識して生活してい
た 寝るまでストーマを意識した生活を送ったような気がする 4

ストーマのある
生活への適応

ストーマに慣れるには時間がかかる
と思った 下着や服を着ることに慣れるには時間がかかるだろう 3

新しい環境に適応する必要性を実感 新しい環境を受けいれることが必要だと思った 1

生活の違いを実感 実際に体験することで生活の細かい部分も違うということを感じた 2

普通に生活できると思った 装具交換ができれば、普通に生活できると思った 8

ボディイ
メージの
変化

ボディイメージ
の低下

ボディイメージが低下した 鏡で見るとボディイメージが崩れる気がした 4

装具をつけている自分に違和感が
あった 入浴時、装着袋があることは奇妙で変な気分だった 4

他の人にストー
マを知られたく
ないという思い

人目が気になった 水がたまった状態で歩くと人目が気になる 11

他の人に見られたくない 家族には見せられても、他の人には絶対見せられないと思った 3

他の人が気にすることへの不快感 装具をつけていることを気にされると嫌な気分になると思う 1

ストーマを身体の 
一部として実感

ストーマが身体の一部であることを
実感した

入浴後、装具を一緒に拭くことでストーマが自分の身体の一部であることを実感
した 1

ストーマ受容の
大切さ

ストーマを身体の一部と受け止める
ことは大切だ ストーマを身体の一部として受容することは大切だと思った 5

オストメ
イトの気
持ちの推
測

装具による不快
感の推測

腹部に排泄物があることは不快だと
思う 患者は袋にたまった排泄物を肌に感じるので不快に思うと考える 7

夏場は装具が蒸れるので不快だと思
う ビニールが肌にくっつき、夏は大変だろうと思った 4

排泄物による不
安の推測

排泄物の臭いが気になると思う 本当の便や尿なら臭いも気になると思った 11

排泄物の漏れに対する不安があると
思う 排泄物が漏れるという不安がストーマの患者にあると思う 5

装着袋の排泄物を見ることはショッ
クが大きいと思う 便や尿が袋にあるのを見るとショックはさらに大きいと思う 1

排泄物処理の大
変さの推測 排泄物の処理が大変だと思う 排泄物の重みで剥がれる可能性があり、排泄物をこまめに処理することが必要だ

と思った 5

装具と排泄物を分けることが大変だ
と思う 捨てる時、排泄物と装具に分けるのは大変だと思った 1

註：記述数は要約例を含む
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表１つづき　学生の学びの分類とその記述数
大分類 中分類 小分類 要約例 記述数

オストメ
イトの気
持ちの推
測

スキンケアの大
変さの推測

装具を貼る皮膚の負担が大きいと思
う 皮膚の負担が大きいと思った。 6

ストーマ周囲のスキンケアが大変だ
と思う 手入れをしないと皮膚をいためてしまうので大変だと思った。 3

生活の制限の推
測

行動範囲が狭くなると思う ストーマを見られたくない人は行動範囲が狭くなると思った 7

水分を制限すると思う 尿を出したくないという思いから、水分をとらないようになると思った 1

服装の制限があると思う ストーマの人は服を選ばなければいけないこともあると思った 3

ストーマのある
生活を続けるこ
との大変さの推
測

ストーマへの戸惑いやストレスの中
で生活していると思う オストメイトはストーマに気を使って生活してるのだと思った 3

ストーマのある生活を続けることは
大変だと思う 普通に日常生活ができたが、毎日続くと大変だと思う 10

体験ではわからないこともあると思
う 便や尿は無臭ではないので、体験ではわからないこともあると思った 1

器用でないオストメイトは大変だと
思う 手先が器用でない人は一生続けていくのは大変だと思った 1

日常生活の不安が大きいと思う 日常生活の制限や誰にも話せないこと、排泄物の漏れ、感染などの不安が大きい
と思う 2

装具購入の経済 
的負担の推測

装具購入の経済的負担が大きいと思
う 装具購入の経済的負担が大きい 4

身体･精神･社会
的問題の推測

身体・精神・社会的問題があると思
う

ストーマを造設することは一大事であり、身体的、精神的、社会的な問題に直面
すると思う 1

精神的苦痛が大きいと思う 一生ストーマがある患者は生活よりも精神面の苦痛が大きいと感じた 3

他の人にストー
マを知られたく
ないという思い
の推測

他の人にストーマを知られたくない
と思う ストーマや装具は人前に出る時や服を脱ぐ時に気を使うことになるだろう 3

ストーマを知られたくないという気
持ちで生活することは苦しいと思う

装具を人に知られたくないという思いを抱いたまま生活することは苦しいのでは
ないかと思う 1

オストメ
イトの立
場に立っ
た援助

漏れ･臭いを防
ぐ援助

臭いに配慮する必要がある 排泄物は臭いので消臭剤があれば心強いと思った 3

漏れへの援助が必要である 尿漏れという不安が常につきまとうので、水分凝固剤を袋にいれておくといいの
ではないかと思った 2

皮膚障害を予防
する援助

皮膚障害を起こさないケアが大切で
ある 酸の強い消化液も触れたりするので、スキンケアが大切だと思った 17

皮膚に負担をかけないスキンケアが
大切である スキンケアをしないと肌に負担をかけることがよくわかった 11

ストーマと周囲の皮膚を清潔にする
ことが大切である ストーマの清潔、皮膚の清潔を保つ必要性を感じた 7

生活を考慮した
マーキング

日常生活を考慮したマーキングが必
要である マーキングの時、年齢や普段のスタイルも把握する必要があると思った 5

セルフケアできる位置にマーキング
することが大切である セルフケアのためにストーマサイトマーキングが大切であると思った 6

ストーマの位置を患者と話し合うこ
とが大切である ストーマ造設前に装着してどの位置がいいか患者と話し合うといいと思った 2

プライバシーの
配慮

装具交換時のプライバシーの配慮が
必要と思った 装具交換時にはプライバシーが守られることが大切だと思った 2

誰かに見られるときの気持ちを考え
ないといけない 誰かに見られるときの本人と相手の気持ちを考えていかないといけない 1

適切な指導 患者に合わせた指導が大切である 患者がやりやすい方法を一緒に考え、指導していくことが大切であると感じた 3

わかりやすい指導が必要性である 自分で処理するためには、視覚、聴覚も入れた教育がわかりやすく必要であると
思った 2

セルフケアに自信がもてる指導が必
要性である

患者が自信をもってセルフケアできるように指導していかなければならないと
思った 1

装具を無駄にしない指導の必要性 患者には失敗するとその装具が仕えなくなることを指導しないといけないと思っ
た 1

セルフケアへの
援助

ストーマケアは工夫が大切である 入浴時、工夫が必要と思った 3

セルフケアが大切である 正しいやり方を学び、セルフケアがとても大切だと思った 4

ＱＯＬを高める
援助

生活に合わせた援助が必要である 日常生活に適応して自分らしく過ごせるための援助が求められていると思った 4

ＱＯＬを高める援助が必要である オストメイトがセルフケアができ、ＱＯＬを高めていく必要があると思った 1

生活環境が整備するとよい ストーマの人が生活しやすい環境が整うといいと思った 2

ストーマケアの簡便さを世間に伝え
ること

ストーマは簡単で負担にならない装具の一つだと思うので、たくさんの人に知っ
てもらいたい 1

ストーマ受容へ
の援助

ストーマのイメージがつく装着体験
が必要性である

患者が手術前に装具装着体験をすることで、造設後の生活をイメージでき、受容
が容易になる 2

マーキングがストーマ受容を促す ストーマの位置を自分で考えて決定できるということは自分でストーマを受け入
れるきっかけになると思った。 5

患者・家族への
精神的援助

精神的サポートが必要である 精神面のサポートが必要かなと思った 7

患者・家族への精神的サポートが必
要である

本人だけでなく、家族のショックも大きいので、精神的サポートが重要だと思っ
た 1

看護師の関わり
の大切さ

看護師の関わりが大切である ストーマ患者への看護師のかかわりは大切だと感じた 2

看護師としての援助を考えたい ストーマがある人の漏れや剥がれに対する心配をなくすために、看護職として何
ができるか考えたい 1
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ーマを身体の一部として実感」「ストーマ受容の大切さ」

の 4つに分類された。

【オストメイトの気持ちの推測】は、50 名の学生の

83 記述数から得られた。これには、「装具による不快感

の推測」「排泄物による不安の推測」「排泄物の処理の大

変さの推測」「スキンケアの大変さの推測」「生活の制限

の推測」「ストーマのある生活を続けることの大変さの

推測」「装具購入の経済的負担の推測」「身体・精神・社

会的問題の推測」「他の人にストーマを知られたくない

という思いの推測」の９つに分類された。

【オストメイトの立場にたった援助】は、59 名の学生

の 97 記述数から得られた。これには、「漏れ・臭いを

防ぐ援助」「皮膚障害を予防する援助」「生活を考慮した

マーキング」「プライバシーの配慮」「適切な指導」「セ

ルフケアへの援助」「ＱＯＬを高める援助」「ストーマ受

容への援助」「患者・家族への精神的援助」「看護師の関

わりの大切さ」の 10 に分類された。

Ⅴ．考察

1．学生の学びの内容　

【装具装着の感覚】についての学びが最も多く、学生

の 9 割近くになったのはストーマ装具を実際に自分の

腹部に装着するという身体への直接的体験学習であった

ことが影響していたと思われる。装具の装着体験に対し

て、「邪魔な装具の存在」「違和感・不快感」といった否

定的受け止めは 68 記述数あり、肯定的受け止めである

「装具が外れないという安心感」「漏れないという安心

感」「装具への慣れ」の 22 記述数を大きく上回っていた。

網嶋ら２）は学生に 2 時間の装着体験を課し、装着体験

に対する肯定的回答と否定的回答がほぼ同じ比率であっ

たと報告していた。本研究では、演習後から翌朝まで十

数時間装着したという時間の長さも否定的受け止めに影

響したのではないかと考える。学生の否定的受け止めに

は、装具のもつ厚みや音、肌触りなど装具の問題もある

が、装着時に皮膚を十分伸展しない場合、違和感が強く

なることから、装着姿勢が適切でなかったことも考えら

れる。

学生は不快感や違和感だけでなく、装具の破損・外れ、

漏れ･臭い、皮膚障害に対する不安についても記述して

いた。これは、装具の破損や外れの不安に加えて演習後

に尿の代わりに水を入れたことで水が漏れるという不安

が生じたためと思われる。演習後、装具を装着し帰宅す

るまでの間、アルバイトをしたり、電車に乗るなど帰宅

するまで数時間あったことから、緊張して過ごしていた

ことが不安を増強させたのではないだろうか。これらの

不安は、オストメイトが日頃感じている不安３）でもあり、

学生はこの体験によって、オストメイトの不快感や不安

な気持ちを実際に感じることができたようである。

肯定的受け止めでは、装具の外れや漏れがなかった

ことによる安心感とともに装具に慣れてきたことを実感

していたと思われる。学生によっては長時間装着するこ

とによって反対に、装具の外れや漏れがないとが実感で

きていたようである。装着体験の時間については今後検

討していきたい。

【生活への影響】では、86 記述数のうち「姿勢・行動・

場所の制限」に関する記述が 32、「服装の制限」に関す

る記述が 26 と【生活への影響】全体の記述数の過半数

を占めていた。学生は衣服の着脱や起居動作に不自由を

感じただけでなく、普段ぴったりした服を着ていること

が多く、演習後のそのような服装で過ごしていたことや

おしゃれをしたい年代の若い女性であることが服装への

制限を感じることに繋がったと思われる。「内容物の処

理の大変さ」については、演習終了時に水をトイレで捨

てるようにと意図的に教員が働きかけたことで、学生は

オストメイトにとって一般のトイレは使いにくいことが

わかったようである。

このような体験から、学生は生活の違いや不便さ、新

しい生活への適応について考えることができていた。実

際の生活の中で行なった装着体験が【オストメイトの気

持ちの推測】に繋がったと思われる。８記述数ではある

が、「普通に生活できると思った」と装具を装着した生

活への前向きな姿勢が窺えた。

【ボディイメージの変化】についての記述が 3割の学

生にとどまったのは、今回は主に通学やアルバイト時の

動作、衣服の着脱、入浴、睡眠時の姿勢などの日常生活

を通してオストメイトの生活を理解するという目的で、

体験を翌朝までと限定したことから、体験期間が短く装

具や生活に関心が集中し、ボディイメ ージの変化まで

考える精神的余裕がなかったからではないかと考える。

「ボディイメージの低下」や「他の人にストーマを知ら
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れたくないという思い」から学生の大半はボディイメー

ジが低下したと捉えていた。これは、他人の視線を気に

するだけでなく、入浴時に装具をつけている自分の姿を

見てボディイメージの崩れを感じていることから、自分

自身が感じる自分の姿からボディイメージを低下させて

いたと思われる。

「ストーマが身体の一部であることの実感」と「ストー

マを受容することの大切さ」については、学生は最初は

違和感や不快感を感じていても、時間の経過とともに装

具への慣れや体験を積極的に捉えることできたことで、

前向きな記述となったのではなかろうか。また、既習の

学習でボディイメージとストーマ受容の大切さを教えた

ことにも影響されていることも考えられる。

【オストメイトの気持ちの推測】は 6割の学生は自分

自身の体験を通してオストメイトの気持ちを推し量るこ

とができていた。「装具による不快感」「スキンケアの大

変さの推測」「生活の制限の推測」「他の人にストーマを

知られたくないという思いの推測」などは、【装具装着

の感覚】【生活への影響】【ボディイメージの変化】の学

びの内容と一致するものも多く、学生は自らの体験をオ

ストメイトの気持ちや置かれている状況に重ね合わせて

推測することが出来たからと思われる。「排泄物による

不安の推測」「排泄物の処理の大変さ」は、学生は装具

の中に水を入れた体験から、便や尿が入っている状態が

容易に連想することができたからと思われる。

また、オストメイトの大変さを推測するだけでなく、

オストメイトの経済的問題についても考えることが出来

ていた。これは、既習の学習の中で、社会資源の活用や

装具購入費用に触れていたことや演習時に装具の価格を

学生に示した結果と思われる。性機能障害や患者会に関

する記述が見られなかったが、これらは体験学習の限界

であり、既習の学習の中で強化する必要があると考える。

【オストメイトの立場にたった援助】は 7割の学生に

看護者としての視点があることが窺えた。学生が装着体

験を通して感じた不快感や不安感から「漏れ，臭いを防

止する援助」「皮膚障害を予防する援助」、生活の不自由

さから「ＱＯＬを高める援助」「生活しやすい環境の整

備」、生活に影響するストーマの位置への気づきから「生

活を考慮したマーキング」、人に知られたくないという

思いやボディイメージへの低下から「プライバシーの配

慮」「ストーマ受容への援助」などが出ていると思われる。

学生が記述した援助内容は多岐にわたっていた。

全般的に装着体験に対して否定的な記述が多く見られ

たが、単に装着体験を否定的に受け止めるだけでなく、

装着体験から得られたさまざまな学びをオストメイトの

気持ちの共感に繋げ、さらに援助として何が必要かとい

う看護に目を向けることができたと言えよう。しかし、

20 名の学生は看護者の視点で記述されておらず、演習

の目標をオストメイトの生活の理解としたことが学生の

学びを狭めることになったとも言える。

以上のことから、学習目標２）では、オストメイトの

生活の理解として、装具を装着した感覚やストーマがあ

ることが生活にどのように影響するか体験を通して学ん

でほしいと考えていたが、学生の学びのうち、【装具装

着の感覚】【生活への影響】【ボディイメージの変化】の

３つはストーマ装具を装着した体験を通して自分の立場

で理解した学びであり、【オストメイトの気持ちの推測】

【オストメイトの立場にたった援助】は看護者の立場に

立った学びと捉えることができた。学生は単に自分の立

場からの学びだけでなく、装着体験を通してオストメイ

トの気持ちを推し量り、看護としてどうあるべきかとい

う看護者の立場に立って学ぶことができ、学生の学びに

は性質の異なる学びが含まれていた。今回の結果から、

学習目標２）の課題は達成できたと考えるが、すべての

学生がオストメイトの生活の理解だけでなく、装着体験

を通して看護についても深めることができるように学習

目標２）に、看護の視点も明記する必要があると考える。

２．研究の限界

本研究は、課題レポートの記述内容を分析したもので

ある。学生の課題レポートをＡ 4 の規定用紙 1 枚に限

定したこと、問いかけを感じ、考えたことに限定したこ

とによって、学生は学んでいるが記述しなかった学びも

あったかもしれないということに本研究の限界があっ

た。

３．演習における今後の課題

ストーマケア演習における装具の装着体験は、今後も

継続する予定である。本研究の結果を踏まえて、以下の

点について検討が必要である。

１）装着方法や姿勢についての指導方法の検討及び皮膚

障害への不安を抱いている学生に対する対応



岐阜県立看護大学紀要 第 5巻 1号 , 2005

̶ 77 ̶

２）ストーマケア演習における装具の装着体験に関する

学習目標の設定および課題レポートの内容と様式

３）正当と思われる理由で、学生が装着体験を拒否する

場合、学生の不利益にならないように学習目標が到

達できる他の演習方法を学生に提示する

おわりに

ストーマケア演習において装具の装着体験をすること

は、学生が自分自身の体験を通してオストメイトの気持

ちや生活について考えを深めることができたと考える。

【装具装着の感覚】【生活への影響】【ボディイメージの

変化】だけでなく、【オストメイトの気持ちの推測】【オ

ストメイトの立場に立った援助】から、これらの学びが

看護者としての視点を育てるという効果も得られた。今

後も検討を重ねながら、学習目標が達成できる演習を構

築していきたいと考えている。
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