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〔巻頭言〕

大学紀要への期待

  
機能看護学講座教授　栗田  孝子

大学の使命は教育と研究である。その歴史として本学

紀要の内容を眺めてみると、１．教育実践活動の開発や

評価を素材とした教育実践研究、２．現地看護職との『共

同研究』活動をもとにした研究報告が多いという特徴が

ある。このことは、まさに本学の教育理念に基づいたも

のと言える。すなわち県民の求める生活を保障するため

に、看護専門職としての責任を遂行できる人材育成が教

育実践活動としての研究であり、県内看護職との『共同

研究』は、県民が享受する看護の質向上を追求する研究

報告である。このように教員が教育あるいは看護職との

関わりをとおして常に看護を追求する姿がここに掲載さ

れているように思う。

筆者は長く保健分野の行政に携わっていた経験から、

大学紀要に関心をもち手にしたのは、本学の教員になっ

てからであり、ここに私見を述べるのは僭越であると思

いつつ、大学紀要への思いを述べてみたい。

読者としての活用には、筆者が所属していない他講座

の教員は何に関心をもち、何が専門であるかは掲載され

た論文によって知った。また、自分が投稿しようと考え

たとき他の人は、どんな研究方法でどのような研究に取

り組まれているのかも学ぶことができた。そして自身の

投稿には、さまざまな視点から査読の意見をもらい自

己の考えを整理するなど自身の Faculty Development に

なったと思う。

学会誌での査読は、その専門領域の先生方の査読であ

るのに対し、本学の査読は教員間査読であり、専門の異

なる他領域の教員が査読に加わるので視野を広く意見を

得ることになる。これが説明責任の難しさを感じたと同

時に自分の研究を客観視する大きな機会になった。また、

査読のスピードが速く、投稿がタイムリーに議論する場

にもなった。

本学では看護学を取り巻く状況に対応するため４大講

座制がとられており、筆者の所属する講座、『機能看護学』

は他大学にない基礎看護学の一つであり、本学の特徴と

考えている。当初は教育内容も手探りで、機能看護学を

構築することを目指し、他者の批判を受けてさらに学問

として発展させるための説明責任を果たす意味と看護以

外の分野の教員が所属している意味を考え、本学紀要か

ら３年遅れて機能看護学講座の紀要『教育と研究』を発

刊した。これには教育実践に関する方法や内容、教員の

研究に関するもの、他大学との交流などで、講座の教員

が自由に執筆する論文の掲載であった。機能看護学の教

育の方向が教員間で共通理解されたことと教育実践研究

が本学紀要と重複し単科大学で２つの紀要を発刊する必

要性などから 2008 年に６巻をもって閉刊した。

大学も開学期を経て、成長発展期を迎える。紀要はそ

の一翼であり、より一層の発展を期待したい。特記すれ

ば現地看護職と大学教員が、対等の立場で現場の看護の

質向上を図る『共同研究』は、本学の独自の取り組みと

して今後も重要な取り組みであることは間違いない。そ

して研究の蓄積を論文として社会に発信していく責任が

教員にはある。

本学の『共同研究』は、実践の場で看護職が感じてい

る問題意識に目を向けた研究であるのに対し、研究を使

命とする教員自身が自らの問題意識に基づいた研究を

もっと発信してほしいと願っている。日々研鑽した研究

を紀要に蓄積し、ひいては教員のライフワークに繋がる

ように紀要を活用し、価値を高めてもらいたいと願って

いる。
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Ⅰ．はじめに

本学は選択で養護教諭 1 種免許を取得する教育課程

を設けており、養護実習はこの免許取得に必須となる科

目である。他の看護学実習と同様に、養護実習も学内で

の学習内容を基礎として、養護教諭の実践的な活動を体

験し、理論と実践を統合させていく過程である 1）。教員

免許取得の条件を定めた教職員免許法では養護実習は単

位数のみが規定されており、その具体的内容、方法は、

各教育機関の裁量に任されている。そのため養護実習の

目的 ･ 目標の研究 2）や、実習のハンドブック 3,4）が刊行

されるなど、その検討が進んでいる。

看護学教育の中で臨地実習における実習指導者は、直

接学生とかかわり、実際の臨床看護について教育 ･ 指導

を行う存在でありその影響力は大きい。よって、教育・

実践能力の高い指導者の育成は、看護学教育において重

要な課題でもある 5）。これは、養護実習においても同様

であると考える。看護学実習に関しては、実習施設の現

地指導者に関する研究 6 ～ 9）は既に取り組まれているが、

養護実習については学生の学びの内容をテーマとした研

究 10）や、実習内容と学生の達成感に関する研究 11）、実

習前後の学内で行う指導に関する研究 12,13）は取り組ま

れているが、現地指導者である養護教諭に焦点を当てた

研究はみられない。

そこで、本研究は養護教諭の実習指導上の悩みや困難

を中心に指導の現状を明らかにし、大学教員が取り組む

べき課題を検討することを目的とした。

Ⅱ．養護実習の概要 

本学の養護実習は、4 年次の 4 月から 6 月にかけて

実施している。実習は火・水・木の連続する 3 日間を 5

週間連続で行い、さらにこれに引き続き月～金の 1 週

間の実習を行うことを通して 4 単位相当分の実習とし

ている。また養護実習に先立ち、学内で事前指導を 4

日間、実習終了後に事後指導を 2 日間行っている。

実習先は小学校、中学校、高等学校のいずれかとし、

実習校は県内で指導的な立場にある養護教諭や本学の看

護学研究科の授業の一環として教育演習を受けた養護教

諭が在籍している学校を中心に選定している。学生の受

講受け入れ人数は、6 から 7 名としており、実習を担当

する大学教員は 3 名である。学生は 1 学校に 1 名を配

置し、主な実習は保健室を中心に行うが、同時に学級に

配属し、学級での活動や保健指導を実施することとして

いる。この 4 単位の実習終了後には、県内の特別支援

学校 3 校で 6 日間の実習を行う。

大学教員は、1 人につき 1 から 4 名の学生を単独で受

け持ち、実習開始前には実習校に出向き、実習内容の確

認と検討を主に養護教諭と行う。実習開始後は現地指導

を複数回行い、学生の実習状況を確認して指導を行うと

ともに、養護教諭と調整を行っている。また、実習期間

中、個々の学生の状況に応じて学内で個別指導を行って
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〔教育実践研究〕

養護実習における養護教諭の指導の現状と教育上の課題

石 井   康 子     泊   祐 子     西 田   倫 子

The Educational Subject on Clinical Teaching of School Nursing Practice

Yasuko Ishii,  Yuko Tomari, and Michiko Nishida 

岐阜県立看護大学 育成期看護学講座 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing



いる。養護実習の目標を表 1 に示した。

Ⅲ．研究方法

1．研究対象

小学校、中学校、高等学校での養護実習を、2008 年

度に担当した養護教諭 4 名を対象とした。4 名の勤務

校は、小学校 2 名、中学校 1 名、高等学校 1 名であり、

本学の養護実習の指導経験は、4 回目 1 名、2 回目 1 名、

初回が 2 名であった。4 名の中に本学の看護学研究科の

授業の一環として教育演習を受けた養護教諭が 3 名含

まれ、県内で指導的な立場にある養護教諭は含まれてい

ない。

2．データ収集方法

研究対象となる養護教諭に、養護実習終了後 1 か月

以内に集団と個別面接による半構造化面接を行った。調

査項目は、集団面接では①養護実習指導における指導上

の悩みや困難、②養護実習を受けて困ったこと、③指導

上の課題であると思う内容、④実習内容に含ませると良

いと思うことについて質問を投げかけて自由に話しても

らった。集団面接調査は、実習担当の大学教員 3 名全

員で行った。また、個別面接の調査項目は①集団面接で

は話せなかった個人的な悩みや困難、②学校での指導に

おける協力体制、③養護実習で大事にしている指導姿勢

である。

面接調査では、調査対象者の了解を得て面接内容を

IC レコーダに録音した。なお、集団面接調査は 2008

年 6 月に、個別面接調査は同年 6 ～ 7 月に実施した。

3．分析方法

集団面接、および個別面接時の発言内容を逐語録に起

こし、指導上の悩みや困難、学校での指導における協力

体制、養護実習で大事にしている指導姿勢、さらに養護

実習での工夫という視点から意味のある内容を取り出し

た。分析は、逐語録を 1 つの意味のあるまとまりで区

切り意味内容を表現することばに置き換えて、類似のあ

る内容で集める作業を 2 段階に渡って行った。内容の

抽出及び分類は、研究者間で合意が得られるまで繰り返

し検討を行った。

4．倫理的配慮

調査対象者に、研究への参加は個人の自由意思で強制

するものではないこと、研究への不参加による不利益は

ないこと、研究データは厳重に管理し、個人が特定され

ることがないようプライバシーの保護に努めることを文

書に示し、口頭で説明を行い了解を得た。なお、本研究

は岐阜県立看護大学の研究倫理審査部会の承認を得て実

施した。

Ⅳ．結果

分析の結果、「学校での指導における協力体制」につ

いては「養護実習指導上の悩み・困難」に含めて整理で

きたため、以下、「養護実習指導上の悩み・困難」「養護

実習で大事にしている指導姿勢」「養護実習での養護教

諭の工夫」の 3 点について結果を述べる。

1．養護実習指導上の悩み・困難

4 名の養護教諭全員から、表 2 に示す実習指導上の悩

み・困難が示された。以下、表 2 の大分類を『 』で、
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表１　養護実習の目標
１）学校教育の概要、および学校保健活動における養護教諭の役割について理解する
   ①学校教育の概要を理解する
   ②学校保健活動の意義と養護教諭の役割を理解する
   ③保健室経営を理解する
２）児童生徒の健康問題について、適切な判断・指導対応ができる能力を養う
   ①児童生徒のヘルスニーズを的確に把握する方法を理解する
   ②保健室に来室する児童生徒の傷病への適切な処置、指導方法を理解し実践する 
   ③児童生徒の健康課題への対応方法を理解し実践する
   ④疾病予防、健康増進への働きかけの方法を理解し実践する
３）児童生徒の発達や健康問題の特徴を知り、疾病予防 ･ 健康増進のための健康教育ができる能力を養う 
   ①成長発達過程にある児童生徒の特徴や健康実態を理解する
   ②健康教育実施に向けた養護教諭の活動を理解する
４）学校保健活動の充実に向けた養護教諭としての新たな活動のあり方を考える
   ①学校のある地域の特徴や、保健、福祉、教育等の関係機関の活動について理解する
   ②保護者や地域の人々、関係機関と連携して活動を行うことの必要性を理解する
５）実習での学習体験から ､ 自ら研究的に取り組む課題を明確にし、後続する卒業研究Ⅱにつなげる



中分類を「 」で示した。悩み・困難の内容は大きく『自

身の指導に関すること』『実習内容・受け入れ体制』『学

生の個別性への対応』『学生の質の変化』『本学の養護実

習の特徴』に分けられた。

『自身の指導に関すること』では、「指導全般への不安」

を全員の養護教諭が述べていた。これは、養護教諭は通

常ひとつの学校に 1 名の配置であるため、他の養護教

諭がどのような実習指導を行っているのかその実際をみ

る機会がないこと、また、他の教科の教育実習と異なり、

毎年実習指導を行うことがないため養護教諭自身が成長

しにくいと感じていることから不安があると述べていた。

さらに、実習学生と一対一の指導となるため、指導の影

響が大きいことも不安として述べられていた。

具体的な指導方法では、「指導の判断」として全員の

養護教諭が述べた内容は、学生にどこまで教え、どこか

ら考えさせれば良いかの判断が困難であることであった。

この他、緊急対応などの比較的高度な養護教諭の活動を

学生に体験をさせるかどうかの判断や、学生が行う研究

授業への指導方法、指導時間の確保等が述べられた。こ

れらの内容は、養護実習の指導経験が少ない養護教諭か

ら示された。

『実習内容・受け入れ体制』では、本学の実習目標を

到達させる上でも、養護教諭が実習内容に加えたいと考

えている校区を管轄する保健センター等関係機関との連

携活動の実際について、日常活動の中での取り組みが充

分でないという「学校区の特徴による制約」により、学
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表２　養護実習指導上の悩み・困難
大分類 中分類 内容の要約例

自身の指導に関すること 指導全般への不安 養護教諭は一人職種で他の養護教諭がどうしているかわからないので不安はつきま
とう
看護実習と違い、いつも実習指導をするわけではないので養護教諭は成長しにくい
学生と一対一なので、自分の指導が学生のそのまま反映することが不安

指導の判断 教えてよい部分と考えてもらう方がよい内容の選別が難しい

実習体験への迷い 緊急時の対応や保護者対応で慎重を要する場合に養護教諭が行うか実習生に行わせ
るかの判断に迷う

研究授業の指導 研究授業の指導案立案に向けて適切な助言ができない
発達段階を捉えずに授業をしたので、子どもたちに言葉が通じないことがあったが、
あれはどんどん指導すべきだった

目標とした実習指
導ができない

自分が目標とした実習指導が実践できないこと

実習評価の適切性、
責任の重さ

学生の評価が適切に行えているか不安、評価することの責任を感じる

指導時間の確保 学生の実習時間中に指導時間の確保が困難
実習内容・受け入れ体制 学校区の特徴によ

る制約
地域的に学校と地域との連携を見てもらいにくい

学校の条件による差 今の学校は保健指導を組むときに協力体制が難しい。教科制をとっているので、配
属クラスにうまく組みにくいことがある
実習体験をさせたいと思っても、条件が整わずにできないことがある
小・中・高等学校の違いが大きく、よりきめ細かいのは小中学校であるため実習内
容に違いが生じる
配属クラスの選定は、学校全体が落ち着かない時は難しいことがあった

初回実習受け入れ
時の体制未確立

初めての養護教諭実習生を受け入れに、教務主任との業務分担が未確定で実習調整
の担当者が定まっていなかった

学生の個別性への対応 個別性に応じた対
応方法の模索

学生のタイプをつかむまでが大変であった

学生間のライバル
意識への対応

学生は他の学生と比べて実習できない課題にとらわれている
自分の学んだことより、他の学生より実習で体験できてないことに目がいく

学習速度の異なる
学生への対応

昨年は学校が組織で動いていることを最後に理解したが、今年の学生はすぐに体得
したので、指導計画の修正が必要だった
昨年の学生は思考過程をたどれるような助言が必要だった

学生の質の変化 コミュニケーショ
ンが苦手

学生同士もあまりしゃべらない

見て覚えない 養護教諭が行う仕事の内容や方法を、見て盗んで学ぼうとはしない
すぐには調べない 手元に本を置いて、わからないことをすぐ調べることが弱い

本学の養護実習の特徴 実習計画の組みに
くさ

教育実習と期間があわないときがあると、教務の講話などを組みにくい
他の教育実習と同じルールに沿って実習依頼が行えないという本学の事情による混
乱がある

実習場面の制約 月・金が実習日でないため、その間の子どもの様子や変化が激しい状況をみてもら
えないことがあった



生に体験させることができないことが挙げられた。また、

小学校、中学校、高等学校という学校種別の特徴、また

は実習時期の学校の児童生徒の状況等によって、養護教

諭が考える実習内容を学生に提供することができないこ

とが挙げられた。

『学生の個別性への対応』のうち「個別性に応じた対

応方法の模索」は、本学の実習を複数年経験している養

護教諭が述べていた。経年的に学生指導を行う中で、学

生個々の学び方に違いがあり、前年度の指導経験がその

まま翌年に役に立つものではないということに気付き示

された内容であった。また実習学生の中に、高校生のと

きから常に二人で競い合ってきたという背景をもつ学生

がおり、一方の学生が体験したことを自分が体験できて

いないことに不安を抱き同様の実習体験を求めてくるが、

当該実習校では体験の機会が持ちにくく、対応が困難で

あったことが述べられた。

『学生の質の変化』は、養護教諭としての経験が最も

長い養護教諭から示された内容であった。実習の中で養

護教諭が行っていることに対して、学生から何をしてい

るのか尋ねてくることがないことや、養護教諭から指導

を行ってもわからないことをすぐに調べないこと、また

は調べるための本を携帯していないことへの悩みであっ

た。

『本学の実習期間の特徴』は、通常、教育実習は各学

校単位で受け入れ時期が定まり、月曜日から金曜日まで

の一週間を通して行われるものに対し、本学の実習がそ

の開始時期や終了時期もこれとは異なるため、養護教諭

以外の教員に指導を依頼する実習内容を調整することが

困難であることや、児童生徒の変化を継続的に追うこと

が困難であることが挙げられた。また、教育実習は一般

に当該学校の卒業生を受け入れることが慣例である中で、

本学は独自の判断で養護教諭を選んで個別に実習依頼を

行っていることや、実習学生が決まる時期が他の実習生

と比べ半年以上遅いということがある。このことは実習

依頼の段階で、学校長や教頭などの管理職者の理解を得

ているが他の教員の理解を得るには至っていないことで、

養護教諭が実習計画を立案する上で調整が行いにくいこ

とを述べていた。

2．養護実習で大事にしている指導姿勢

養護教諭が養護実習の中で大事にしている指導姿勢を

表 3 に示した。養護教諭は、医療施設とは異なり健康

な児童生徒が生活する場という学校の特徴を活かし、学

生が取り組みたい内容を尊重して実習が行えるようにし

ていた。また、同時に「失敗から学べるようにする」と

述べられていたように、学生が取り組んだ結果、たとえ

失敗した場合でもそこから学ぶことができることを大切

にして、指導を行っていた。さらに、実習の機会を充分

活かすために、実習でしか経験ができない人間関係のス

キルを磨くことや、児童生徒と直接接し、理解を深める

機会を多くもつことを大切にしていた。

また、養護教諭は学校に着任した日からたとえ新人で

あっても当該学校の唯一の養護教諭として、一人で判断

して活動することが求められているという厳しい現実を

踏まえた指導や、学生が養護教諭の活動を過去の経験等
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表３　養護実習で大事にしている指導姿勢
事   項 内容の要約例

教育実習では学生の学びたいこ
と、主体性を大事にする

人権面への配慮はたくさんあるが、看護の世界とは違い命に直結することは少ないので、学生のした
いことを思い切ってしてもらう

失敗から学べるようにする 授業は子どもたちに迷惑をかけるため、事前に学生に指導し、良い授業をしてもらわないといけない
が、失敗してもいいことは失敗から学んでもらう

人間関係のスキルを磨く
今の学生は人間関係を作るのが苦手であるので、このことをゆっくりと実習の中で学べるようにする。
養護教諭は勤めてからは余裕がないため、自分から話しかけられない人は現場での学びが少ないし学
べないので、実習の中で人間関係を作れるようにする。

生徒と直接接して学ぶ 事務的なことばかりする学生もいるが、生徒と近づけるために教室に行かせる方がよいと思う。
来年からは１人で行うことを意
識付けし、考えさせることを大
切にする

一人職種だから指導者がついてしっかり指導してもらえるのは養護実習しかない。来年からは一人で
やっていくという意識付けをして、学生に考えさせることを大事にしている。

心のケアへのあこがれと現実の
ギャップを養護実習で埋める

心のケアがクローズアップされ、これにあこがれて養護教諭希望する人もいるが、現実の学校はだい
ぶ違うため、養護実習でそのギャップを埋める。



から心のケアが中心と誤って認識していることを取り除

く機会となることを大事にしていた。

3．養護実習での養護教諭の工夫

養護教諭は、養護実習に他の教員からの協力を引き出

すために、色々な働きかけをしていた。学校長や教務主

任等に講話を依頼する際には、校内の初任者研修で行う

ような話を実習生にしてほしいと具体的に依頼していた。

また、別の養護教諭は学生の配属学級を決定する際、教

務主任に相談をかけ、学校行事や時間割等の調整を行っ

ていた。学生の実習記録は、学校長、教務主任、保健主

事等、講話を担当した教員へも回覧することで、学生の

学びの内容を伝える等、養護実習の理解を得るための取

り組みを行っていた。

実習内容では、例えば健診についても実施場面の実習

と共に、その準備や事後までの一連の流れを体験できる

ようにプログラムを組んでいた。また、配属した学級以

外でも、授業や学級経営の上手な教員の活動を見学する

機会を取り入れていた。

初めて本学の実習指導を担当する養護教諭は、既に実

習指導を経験していた養護教諭に情報収集を行い、プロ

グラムを立案の参考としたり、学生に養護教諭活動を説

明するための資料を作成していた。

Ⅴ．考察

1．養護教諭の養護実習指導上の悩み・困難の特徴

看護教育においては、実習指導者は保健師助産師看護

師法、看護師等養成所の運営に関する指導要領において

「実習指導者となることができる者は、相当する領域に

ついて相当の学識経験を有し、かつ原則として必要な研

修を受けたものであること」が示されている 14）。また、

一般に実習指導者となる前には、プリセプターとして新

人教育を担当することが多い。これに対し、養護実習を

担う養護教諭は就職直後から一人前の養護教諭として活

動することが求められ、また原則一人職種であることか

ら、同職種からの新人教育を受ける機会やこれを行う機

会はほとんどない。同時に、実習指導に関する研修は行

われていないという現状がある。

本研究で示された指導上の悩みや困難のうち、養護教

諭自身の指導や実習内容・受け入れ体制に関することは、

このように養護教諭が一人職種であり、初任期に同職種

から実践の場で指導を受けることや、同職種の他者評価

を受ける機会が乏しい中で実践を重ねていることとなど、

一般教員と比べて実践の場で現任教育を受ける機会やこ

れを行う機会が乏しいことがその要因のひとつではない

かと考える。また、養護教諭は卒業直後から自立して活

動することが求められることから、養護実習で卒業直後

に困らないだけの実践能力をつけさせたいという養護教

諭の考えが前提にある。そのことが、実習内容を膨らま

せ豊かなものとしている一方で、調整を困難にしている

のではないかと考える。

また、本学の養護実習が、通常学校で行われる教育実

習の方法と異なることにより、特に初めて本学の養護実

習を受け入れる学校においては学校内の理解が得にくく、

このことは養護教諭が実習の調整を行うことを困難にし

ている要因であった。一般に教育実習は受け入れる学校

側の都合を優先して行われるのに対して、本学の養護実

習は大学の教育課程に学校側が合わせて受け入れても

らっている。そのため、各実習校で組織的な了解を得て

いても、慣例とは異なる実習について複数の教員の理解

を得ていくには、時間も説明も要することであったと考

える。

指導方法に関して挙げられた「どこまで教え、どこか

ら考えさせるか」という判断が困難であることについて

は、学生個々の学習状況やその個性によっても指導のあ

り方が異なり、そのためにより判断が難しい内容である

と考えられる。その一方、学生は実習の中で成長し変化

しているものであるが、養護教諭は一対一で対応してい

るために、学生の成長している変化が見えにくい状況に

あると考えることもできる。

看護師の実習指導者を対象とした研究 15）において、

実習指導者が抱えている指導上の困難として、①学生に

関すること、②指導体制に関すること、③指導者自身に

関すること、④教員との関係に関することが挙げられて

いた。これを本研究と比較すると、①学生に関すること

として挙げられた「実習学生人数」「学生の目的意識が

低い」「態度が悪い」「学習能力の低下」「学生のメンタ

ル面」という課題は示されなかった。これは、本学の養

護実習は学生の希望により選択で行われるものであるこ

とや、養護教諭として就労を希望しており、動機づけが

明確であるためと考える。指導体制に関しては専任の学
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生指導担当でないことや、スタッフの協力が得られない

等の内容が挙げられたが、実習時間内に指導時間を確保

することが困難という意見以外は、本研究結果と共通す

るものはなかった。③指導者自身に関することでは、先

行研究で示された「指導者としての自信がない」と「学

生に合わせた指導方法に困難を感じる」については共通

であった。④教員との関係に関することは、本研究の調

査者が大学教員であったため、意見が示されなかった可

能性もある。先行研究で示された具体的な内容では、「教

員との意見の対立、食い違い」「事前の話しあいの不足」

などが挙げられている。本学では、実習の自己点検評価

を、実習終了直後に実習指導の養護教諭、実習学生、大

学教員の各々が実施し、これを共有し次年度の改善に役

立たせることとしている。実習指導者の指導上の困難を

確実に捉え、改善に導くためには、この自己点検評価を

確実に行うことが重要と考える。

2．養護実習における大学教員が取り組む課題

大学教員はよりよい実習とするためにも、今回の結果

から示された養護教諭の指導上の悩みや困難に対し、意

識的な取り組みを行うことが必要と考える。今までも大

学教員は実習期間中に複数回、現地指導を行っている。

しかし、この場面は、実習学生への指導が中心であるこ

とが多かった。今後は、今回の結果から示された養護教

諭の指導上の悩みや困難を念頭に置き、今まで以上に意

識して現地指導時に養護教諭が抱えている悩みを把握し、

対応を行うことが重要であると考える。例えば指導に対

する不安については、大学教員が捉えている学生の成長

を説明し、養護教諭の指導を支持していくことが考えら

れる。また、指導方法や実習内容に関する事項について

は、今回の研究で共有された、養護教諭個々が実習に向

けて工夫して取り組んでいた内容や方法、大学教員自身

が過去に実施した方法などを伝え、当該実習校で実施可

能な方法、内容を共に考えていくことが重要と考える。

また、実習する学校の種別により体験内容が異なるこ

とは当然であるが、そのことに養護教諭が戸惑いを覚え

ていることもあるので、事後指導において、学生間での

実習体験を共有し相互に学び合う機会があることなどを、

養護教諭にもフィードバックする方法を検討することも

課題であると思われる。

全国の養護教諭養成機関を対象に行った調査結果 16）

によると、養護実習期間中にほとんどの養成校の教員

は実習校を巡回している。その目的を複数回答でみる

と、最も多かったのは「実習校の養護教諭とのコミュ

ニケーションの機会として情報・意見交換をすること」

が 69.7% であり、「実習生の指導」を目的とする学校は

14.5% と少なかった。またこの調査では、実習校が県外

など遠隔地にある、実習校が多い、実習時期が統一でき

ない、附属の小中学校 2 校に 40 名の学生が実習を行っ

ているなどが課題として挙げられていた。これに対して

本学の養護実習は、1 実習校に 1 名の学生配置で行うこ

と、学生毎に担当教員が決まっており継続して指導でき

る条件にある。大学教員が実習校で行う指導は、養護教

諭とのコミュニケーションの機会として情報・意見交換

をすることだけではなく、学生に指導を行うが、このこ

と自体が養護教諭に指導のモデルを示す意味をもつとい

うことを充分に認識していくことが重要と考える。

一方、本学の養護実習の特徴から派生する指導上の悩

みや困難については、実習学生の決定時期や実習の時期・

期間については、大学全体の教育課程と関わる事柄であ

り、解決は難しいと考える。しかし、大学教員は養護教

諭の悩みや困難と感じている状況を確認していくことと、

他の教員の理解を得るための働きかけが必要な場合には、

養護教諭と共にこれを行う等、養護教諭の負担を軽減で

きる方法を模索していくことが必要と考える。

3．養護実習内容を共有することの意味

本研究の結果にあるように、養護教諭は養護実習を担

当するにあたり、各自がそれぞれ工夫した取り組みを

行っていた。しかし、本学では開学以来、既に養護実習

は 6 回開講しているが、この間に実習指導に関わる養

護教諭が実習に関してその実情を共有する機会はもって

おらず、養護教諭の意見や課題は、担当した大学教員を

通して大学教員間で共有するのみであった。

本研究において集団面接の方法を用いたことより、研

究に参加した本学の養護実習指導経験や勤務校の学校種

別の異なる養護教諭が、それぞれ実習指導で実習プログ

ラムや教務主任や保健主事など学校内の教員に依頼を行

う上での工夫を共有できた。このことは、参加した養護

教諭にとって、実習指導に関する指導上の悩みや困難を

解決する学習の場になったのではないかと考える。養護

教諭が実習指導に関する研修が行われていないことから
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考えると、このような機会をこれからもつくり、大学教

員が養護実習指導者としての研修プログラムを検討する

必要があると思われる。またこのような機会を活かして、

特徴ある養護教諭の活動を共有すると共に、大学教員は、

同じ専門職としてその活動の意味付けを行い、養護教諭

が自らの活動の価値を再認識できるような働きかけを行

うことも重要ではないかと考える。

Ⅵ．まとめ

養護教諭 1 種免許取得に必要な養護実習を担当した

養護教諭の実習指導上の悩みや困難を明らかにした。

その結果、指導上の悩み、困難は『自身の指導に関す

ること』『実習内容・受け入れ体制』『学生の個別性への

対応』『学生の質の変化』『本学の養護実習の特徴』の 5

つに分類された。実習指導を担当する養護教諭の悩み

や困難に対し、大学教員は実習の開始時点では、学生

のレディネスを養護教諭に説明し、学生理解を助けるこ

と、また実習開始後は学生の状況を大学教員が丁寧に捉

え、判断し、養護教諭と協議しながら指導方法を検討し

ていくこと、学生への指導を養護教諭の指導モデルとい

う意味を含め実施することが有効と示唆された。『本学

の実習期間の特徴』から派生する悩みや困難については、

引き続き検討を要する課題として残った。

また、今回の研究方法では明らかにすることが困難で

あった養護教諭と大学教員間の課題については、本学が

養護教諭、実習学生、大学教員の三者で各々が実施する

自己点検評価を確実に行うことが重要と考える。
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調査にご協力いただきました養護教諭の皆様に、深く

感謝いたします。
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Ⅰ．はじめに

小児看護の役割は、子どもの成長・発達を促進し、健

康の増進に努めることであり 1）、健康問題をもつ小児へ

の援助は、子どもの権利にかかわる条約に則って、説明

と同意、最低限の抑制・拘束の施行、家族からの分離の

禁止、教育・遊びの機会の保障、保護者への支援をもと

に行われる 2）。それらを踏まえて、与薬を含む「検査・

処置を受ける小児の看護」では、正確、安全、迅速な施

行、子どもの不安を軽減するためのコミュニケーション、

検査・処置前の心理的準備、対処行動の促進、処置後の

不安や恐怖の体験の緩和、家族への支援、体験が子ども

の自信となっていくようなかかわりが挙げられる 3）。

小児看護に関する講義のなかで、与薬を含む検査・処

置についての看護の講義は、1 講義時間当てられている。

しかし限られた時間のなかでは、いくつかの検査・処置

の方法や介助の説明に時間をとられ、子どもの発達段階

に合わせた看護援助について説明に十分な時間を割けな

い現状があった。また与薬に関する技術演習では、技術

の手法は理解できても、時間内にいくつかの技術を学生

に体験させるのに精一杯という教員の印象があった。そ

して子どもに合わせた与薬に関する看護援助についての

学びができているかどうかは、明らかではなかった。

そのため演習の中に、与薬の技術演習だけでなく看護

援助を行う時間を設け、学生自ら子どもの発達段階に応

じた与薬に関する看護援助を考え、それをロールプレイ

で発表し、討議するという方法に変更した。今回はこの

方法によって、講義内で不足しがちである小児の与薬に

関する看護援助について、学生がどのような学びを得た

のかを報告する。

Ⅱ．演習の位置づけと内容

本演習は、2 年次後期に配当されている、育成期看護

学の技術演習の一部である。小児看護学の各論の講義は、

ほぼ終了している時点で行われる。

小児看護技術演習は、＜ビデオ学習＞＜小児の観察＞

等の 5 つの演習で構成され、当該の与薬に関する技術

演習は＜与薬Ⅰ＞と＜与薬Ⅱ＞で、それぞれ 1 講義時

間である。＜与薬Ⅰ＞と＜与薬Ⅱ＞の演習目標と演習内

容は表１に示した。

＜与薬Ⅰ＞は、4 項目で構成される。学生は 4 グルー

プにわかれ、時間を区切り、ローテーションしてそれぞ

れの演習を行う。ここでは与薬の実際を学び、使用する

器具を操作し体験することが主たる内容である。

＜与薬Ⅰ＞での学びをもとに、与薬に関する事例につ

いての看護援助を考え、学生間でロールプレイを行うの

が＜与薬Ⅱ＞である。＜与薬Ⅰ＞では 3 種類の与薬方

法を取り上げているが、＜与薬Ⅱ＞で用いる事例で設定

した与薬場面は、学生たちが翌年度の小児領域の臨地実

習でよく遭遇する薬液吸入と持続点滴である。

＜与薬Ⅱ＞では、1 講義時間内に 3 グループにわか

れて演習を行う。1 グループは 12 ～ 13 名で構成され、

教員が各 2 名ずつ配置されている。それぞれのグルー

                               岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 2 号 , 2010

— 11 —

〔教育実践研究〕

小児の与薬に関する技術演習での学生の学習成果
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プで 2 事例のロールプレイを行い、役のない学生は観

察者となる。1 事例の時間配分は、10 分のロールプレ

イと 25 分の討議である。

演習担当教員から全教員には、討議のなかで＜与薬

Ⅰ＞の学びを想起させる指摘と、子どものイメージがで

きるように、治療している実際の子どもの動きについて

の指摘を依頼している。

学生は、演習後に自分の学習行動や教員の指導を振り

返り、演習からの学びを記述するレポート課題がある。

Ⅲ．研究方法

1． 研究対象

対象は、当該科目を履修した 77 名のうち、研究承諾

の得られた 53 名の演習後に出されたレポートの記述内

容である。

2． 分析方法

レポートの記述内容から、与薬を受ける子どもへの援

助に関する学びの記述に着目し、学びの記述を、一意味

一記述として抽出し、データとした。データを要約し、

内容の類似するものを集めてサブカテゴリとした。さら

に類似したサブカテゴリをカテゴリとして整理した。

3． 倫理的配慮

学生には、研究参加依頼を演習前に行った。データは

個人を不特定化すること、同意書は演習後に回収するが、

厳封し、科目成績確定後に開封すること、研究参加は自

由意思であり、同意の有無やその後の取り消しは科目の

成績に影響しないことを口頭と文書を用いて説明した。

なお本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査委員会の

承認を受けた。

Ⅳ．結果

53 名のレポートから、346 のデータが抽出された。

これらは 15 のサブカテゴリに分類され、さらに『子ど

もに与薬について説明し同意を得る』『効果的に与薬が

行われるように援助する』『子どもを尊重する』『安全に

実施する』『安心を与える援助を行う』『保護者への援助

を行う』『与薬について知識と技術をもつ』７つのカテ

ゴリに分けられた。結果は表 2 に示した。

1．子どもに与薬について説明し同意を得る

『子どもに与薬について説明し同意を得る』は記述数

が 45 であり、「発達段階に応じた説明を行い同意を得る」

の 1 サブカテゴリであった。子どもには説明しても分

からないと考えずに、これから何をするのか、どのよう

な目的があるのか、用いる物品はどのようなものでそれ

が子どもにとってどのような体験であるのか、どのくら

いの時間がかかるのか、実施後どうなるのかを年齢や発

達段階に応じて言葉や例を使い、または体感させるなど

の方法を用いて、これから行われる与薬を子どもに説明

する責任が看護師にはあるという内容の記述であった。

2．効果的に与薬が行われるように援助する

『効果的に与薬が行われるように援助する』では記述

数が 101 であった。「子どもに合わせて与薬方法を工夫

する」「与薬の状況を観察する」「与薬の目的を妨げない

工夫をする」「発達段階や体調に応じて援助する」の 4

つのサブカテゴリがあった。

「子どもに合わせて与薬方法を工夫する」では、与薬

の実施方法を子どもの発達や年齢・性別に合わせるほか

に、子どもの好むキャラクターなどを用い、スムーズに

与薬を受けられるような工夫が必要であるという内容の

記述であった。「与薬の状況を観察する」では、子ども

が怖がっていないか、器具をおもちゃにしていないか
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表 1　与薬に関わる技術演習の目標と構成
＜与薬Ⅰ＞

【目標】
1． 子どもに使用される薬剤の種類と与薬の方法がわかる。
2． 安全で正確に薬剤を投与する方法がわかる。
3． 吸入器の使い方がわかる。
4． 経口与薬にかかわる工夫を考える。
5． 持続点滴実施に関する留意点がわかる。

【演習内容】
1．吸入器の取り扱い
2．経口与薬の方法
3．点滴セットの組み立てと観察
4．輸液量のコントロール

＜与薬Ⅱ＞
【目標】

子どもの発達と個別に合わせた与薬の方法と実際がわかる。
【演習内容】

2 事例についてロールプレイをする。残りの学生は評価を行
う。
全員でロールプレイのディスカッションを行う。

【事例】
① 2 歳 6 か月。外来で去痰剤の吸入の指示が出た。外来処置
室に母親と一緒に呼び入れて吸入を開始したが、吸入が初め
てで出てくる煙がこわいと泣き出してしまった。
② 5 歳。入院中。母親が付き添っている。行動範囲はベッド
上のみで、持続点滴中。昨日点滴が抜けてしまい、再挿入し
たそうである。看護師が点滴の確認のために訪室したところ、
子どもはサークルベッドの中で点滴のチューブを体に絡ませ
て遊んでいる。
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表 2　与薬に関する技術演習での学生の学び
カテゴリ（記述数） サブカテゴリ（記述数） 記述内容の要約例
子どもに与薬につい
て説明し同意を得る
(45)

発達段階に応じた説明を行
い同意を得る (45)

わからないものに恐怖を抱きやすいため、子どもの発達段階に応じ、道具を使っ
たり、分かりやすい言葉で説明する必要がある。
音やにおいや感触を子どもに確かめてもらい、見知らぬ物がどういうものなの
か、納得してもらう。

効果的に与薬が行わ
れるように援助する

（101）

子どもに合わせて与薬方法
を工夫する (39)

子どもの好きなキャラクターを器具につけるなど、子どもが与薬に使われるも
のに恐怖を覚えないように、子どもに合わせて方法を工夫する。
遊びを取り入れることによって、遊びの楽しさが恐怖を軽減してくれると思う
ので、工夫する必要がある。

与薬の状況を観察する (34)
異常が起きていないか、子どもも器械もしっかり見る。

説明や安心させるための子どもとの会話に集中するだけなく、その間も常に今
行われている与薬について、確認する。

与薬の目的を妨げない工夫
をする (21)

子どもが楽しく与薬に参加できるような工夫をしても、それが効果的な与薬に
つながらなければ意味がない。
遊びによって、腕が曲がってしまい血流が悪くなり、輸液の目的を考えていな
かった。

発達段階や体調に応じて援
助する (7)

年齢によっては、自分でできると言っても実際はきちんと行えないこともある
ので、子どものしたい放題にするのではなく、出来る程度を見極める必要があ
る。
体調によっては、自分でできる年齢でも行えないことがあるため、状況に応じ
て、看護師が手を添えるなど援助が必要である。

子 ど も を 尊 重 す る
（30）

子どもの主体性を尊重し子
ども自身が参加できるよう
にする (12)

子ども自身が出来ることを尊重し、自分から与薬に参加できるようにする。

努力シールやスタンプを使って、看護師との決まりを自分から楽しく守れるよ
うにする。

子どもに自信を付ける (10)
次回の治療でも頑張れるように言葉掛けをする。

与薬の体験が子どもにとっての大きな学びとなって発達につなげていくように
支援していくことが大切である。

子どもの努力をねぎらう(8)
終了後は、子どもの頑張りを認めて、「頑張ったね」と褒める。

安全に実施する（42） 施行中は安全に配慮する
(25)

器械のコード類に引っ掛かったり、点滴スタンドが危険がないように、環境を
整える。
子どもによっては機械や注射器に興味を示し、手を出してくることもあるので、
物品の位置に注意しなければいけない。
不意な動きをすることもあるので、背もたれのある椅子に座らせるなど、安全
に注意する。

医療事故防止に努める (17) 説明のときに使用した別の吸入器と本当の吸入器が区別できない状態で、トレ
イに入れてしまい、誤薬の危険があった。
もう実施している点滴だから間違いがない、と考えるのではなく、常に間違い
がないか確認する。

安心を与える援助を
行う（44）

子どもに不安を与えない態
度をとる (22)

子どもの目の前で、準備をしてしまい、子どもに不安を与えてしまったため、
準備を終えてから、子どもを呼ぶ方がよい。
大勢の大人に囲まれて上から見られているのは、子どもにとって怖いことだと
思うから、看護師の立つ位置や目線の位置は子どもに不安を与えないように考
える。

そばに寄り添うだけでも、子どもに安心を与える。

子どもの安心のために保護
者の協力を得る (22)

母親がそばにいてくれることだけでも、子どもにとっては安心だと思うので、
母親にも協力を依頼する。

保護者への援助を行
う（29）

子どもだけでなく保護者へ
の援助を行う (29)

母親も初めての処置ならば、子どもに何が起きており、子どもに何をされるの
かについて理解できず、不安でいっぱいだと思うので、きちんと説明し、良け
れば処置に参加してもらうなど、母親への援助も必要である。

与薬について知識と
技術をもつ（55）

迅速で的確に行う技術をも
つ (32)

もたもた準備をしている間に、やる気になった子どもの気持ちが変わってしま
うかもしれないので、手順を頭に入れて、素早く準備をするなど、技術が必要
である。
目の前で看護師が混乱していたら、子どもも家族も不安になるので、手順をしっ
かり頭に入れて行う。

薬やその与薬方法について
正確な知識をもつ (23) 使う薬の作用や副作用をよく知った上でなければ、正しい与薬はできない。

吸入器と言っても色々種類があるので、使う器械の特徴を知っていなければな
らない。
接続部が外れて大きな音がして、子どもが驚いていたので、予め器械の操作方
法や性質を確認しておくことが必要である。
器械のトラブルが起こった時の対処方法を知っていないと、子どもが不安にな
るし、親とも信頼関係を築けない。



といった観察も大切だが、与薬という医療行為が適切に

行われているかという観察が必要であるという内容の記

述であった。「与薬の目的を妨げない工夫をする」では、

子どもが与薬を、不安なく自ら進んで受けられるように

遊びを取り入れるなど工夫は必要であるが、目的が与薬

であることを妨げてはいけないという内容の記述であっ

た。例えば、処置から気をそらすために行った遊びの援

助が、吸入薬の粒子を吸い込むという行為を妨げること

や、点滴が行われている腕の血流を妨げることの気付き

から、子どもにとって楽しい時間になっても、本来の与

薬という目的が達せられなければ意味がないという内容

の記述であった。「発達段階や体調に応じて援助する」

では、子ども自身の主体性を尊重するだけでなく、状況

に応じて援助する必要があるという内容の記述であった。

例えば子どもが自分ですると主張しても器具をうまく扱

えない発達段階であったり、自分でできる年齢であって

も、体調によってはそれが効果的でない場合は、子ども

の気持ちに沿って、子ども自身を与薬に参加させるが看

護師が手を添えて補助する必要があるという内容の記述

であった。

3．子どもを尊重する

『子どもを尊重する』は、記述数が 30 であった。「子

どもの主体性を尊重し子ども自身が参加できるようにす

る」「子どもに自信を付ける」「子どもの努力をねぎらう」

の 3 サブカテゴリがあった。

「子どもの主体性を尊重し子ども自身が参加できるよ

うにする」では、子どもへ処置の説明をし、同意を得る

ことを受けて、さらに子どもの行いたいタイミングや姿

勢など、与薬を受ける子どもの意志を尊重し、自らが

進んで与薬を受けられるような援助を工夫する必要が

あるという内容の記述であった。「子どもに自信を付け

る」では、その治療が今後も行われる可能性がある場合、

次も頑張ろうという気持ちになれるような言葉をかけ

る、また慢性疾患の場合これからも与薬が必要になる可

能性があるという気付きから、与薬の経験を否定的な経

験にせず、子ども自身の学びとなり発達につなげられる

体験にするための支援が必要であることがわかったとい

う内容の記述であった。「子どもの努力をねぎらう」で

は、子どもが拒否し、嫌がるしぐさをした場合でも、少

しでも子どもが参加できた部分や、頑張れたことに対し、

ねぎらい、褒めることの大切であるという内容の記述で

あった。

4．安全に実施する

『安全に実施する』は、記述数が 42 であった。「施行

中は安全に配慮する」「医療事故防止に努める」の 2 サ

ブカテゴリがあった。

「施行中は安全に配慮する」では、子どもは興味を示

したものに対し、不意に動くことがあるという気付きか

ら、子どもの動きを予測して安全に努める必要を学んだ

という内容の記述であった。例えば容易に子どもの手の

届く位置に器械や危険なものを置かない、子どもの発育

にふさわしい形状の安全な椅子を選択する、準備のとき

に電源の位置、コードの長さなどに合わせ施行する状況

をシミュレーションする、子どもの生活に合わせて点滴

スタンドを配置するという内容の記述であった。「医療

事故防止に努める」では、与薬における確認の 5 原則

のほかに、子どもへの説明用の物品と本物の物品の取り

違えを防ぐために、似たものがそばにあるときには誰が

見てもわかるような表記による区別する必要があるとい

う内容の記述であった。

5．安心を与える援助を行う

『安心を与える援助を行う』は、記述数が 44 であった。

「子どもに不安を与えない態度をとる」「子どもの安心の

ために保護者の協力を得る」の 2 サブカテゴリがあった。

「子どもに不安を与えない態度をとる」では、子ども

役で看護師役がそばにしゃがんでみていてくれたことや、

優しい言葉かけを受けたことから、看護師は慣れない環

境や知らない人たちや物品に囲まれた子どもが緊張せず、

安心できるような表情や声のトーンに努め、子どもへ威

圧感を与えないような距離や姿勢を保持することが望ま

しいという内容の記述であった。また子ども役の目の前

で薬品を扱った場面から、注射器など恐怖を感じる器具

を用いて準備するときは、子どもの目の前で行わないと

いう内容の記述であった。「子どもの安心のために保護

者の協力を得る」では、どれほど看護師が安心できるよ

うな環境を整えたとしても、保護者のそばにいることで

子どもが安心できるため、その時には保護者の協力を得

るという内容の記述であった。

6．保護者への援助を行う

『保護者への援助を行う』は記述数が 29 であった。「子
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どもだけでなく保護者への援助を行う」の 1 サブカテ

ゴリであり、子どもばかりに目を向けやすいが、傍らに

いる不安な気持ちの保護者への言葉かけが必要である、

与薬の理解を促すために保護者にも薬や与薬方法につい

ての説明が必要であるなど、保護者も援助の対象である

という内容の記述であった。

7．与薬について知識と技術をもつ

『与薬について知識と技術をもつ』の記述は 55 あり、

その内容は「迅速で的確に行う技術をもつ」「薬やその

与薬方法について正確な知識をもつ」の 2 サブカテゴ

リがあった。

「迅速で的確に行う技術をもつ」では、子ども役が処

置室に呼ばれ与薬の準備を待つ場面や、看護師役で、＜与

薬Ⅰ＞で扱った器械なので使いこなせると思っていても、

実際には扱いに時間がかかり何度も失敗した場面の振り

返りから、準備に時間がかかるとせっかくやる気になっ

た子どもの気持ちが揺らぎ、手順を理解していない看護

師の態度は子どもや親に不信感を与える可能性があり、

看護師は準備を万全に整え、子どもが与薬を受ける心の

準備ができたら速やかに手際よく実施する必要があるい

う内容の記述であった。

「薬やその与薬方法について正確な知識をもつ」では、

用いられる薬品の薬理作用はもちろんのこと、＜与薬

Ⅰ＞で複数の器械を扱った経験から与薬に用いる器具は、

メーカーや素材によって扱いが異なり、違った機種の場

合はその取り扱いの特徴を十分に理解する必要があると

いう記述であった。

Ⅴ．考察

学生は演習から様々な学びを得ていることが明らかに

なった。学生の学びの特徴を、演習のどのような場面か

ら学んでいたのかを考察したい。また今回初めて技術演

習とロールプレイを組み合わせて演習を行った。学生

の学びがロールプレイによるものと断定はできないが、

ロールプレイによる効果についても考察を加えたい。

1．学生の学びの特徴

1）学生は子どものための工夫を実施することから学ん

でいた

学生は子どもの与薬への看護援助で心理的準備や施行

中の気の紛らわせなどに遊びの要素を取り入れて様々な

工夫をしていた。それを実際に行うことによって、気を

そらすために行った遊びは与薬を子どもにとって楽しい

時間にすることができたが、逆に目的の吸入薬の粒子を

吸い込むという行為を妨げ、点滴が行われている腕の血

流を妨げるという結果にもつながることに気付けた。ま

た、子どもに与薬を説明と同意のために工夫した器具を

用いたことが、薬の取り違えにつながることの気付きに

もなった。このように子どものためを考えて実施したこ

とが、逆に与薬という本来の目的を阻害したり、医療事

故の危険のある看護援助であるという結果に結びつき、

そこから学生は、看護援助は与薬という治療を効果的に

実施できる方法でなければならず、それを第一に考えな

ければ医療事故に結びつくこともあると学んでいた。

看護の技を学ぶ方法は、知識の集積と技術の訓練だけ

では困難であり 4）、演習は看護技術の原理を対象の場や

変化に応じて適用するための準備である 5）。子どもの理

解を促す、あるいは気を逸らせるために遊びを取り入れ、

恐怖や不快を伴いやすい状況で子どもの楽しい気持ちを

引き出す援助は大切である。学生は遊びを取り入れた援

助の必要性の理解と、正しい与薬に関しての知識はあっ

たが、それを状況に応じて両方成立する看護援助を考え

られていなかった。しかし自ら計画した援助を実施する

ことによって、その場や状況に合わせて知識を活用する

ことが重要であるという学びにつながったと考える。

2）学生は子どもをイメージすることから学んでいた

子どもとの接触体験の少ない学生は、子どもの具体的

な動きをイメージしにくい。学生は子どもの目線や行動

の特徴に考慮せずに計画し、実施したが、討論のときに

子どもは興味をもったものに手を出すことがある、不意

な動きをするなどの子どもの動きの特徴に気付くこと

により、物品の置き場所、そばに寄り添う配慮、不測の

事態を考え危険のない椅子を選択する必要性など、小児

の特徴に応じた看護の援助方法を学ぶことができていた。

また学生は子どもの自主性を尊重し、与薬という行為に

子どもを参加させていた。しかし果たしてこの発達年齢

から可能か、この症状からは可能かといった視点で自分

たちの看護援助を振り返ることから、自分でやりたがる

子どもの気持ちに沿うだけでは、正しい与薬の方法が取

れないことに気付き、本来の与薬という目的から逸れず

に、子どもを認めながらも、かつ効率よく与薬できるよ
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うな援助が必要であると述べていた。これらは実際の子

どもの姿をイメージすることができたために、得られた

学びだと考える。

実物を見る、触れる、感じるという体験や、実際に似

せた状況をセットして体験させたという演習から、知識

だけでは想像できない療養する子どもの生活に思いやる

ことができた 6）、子どものイメージが広がった 7）とい

う報告がある。本演習でも討議の時間に、教員に子ども

の動きや、病院での子どもの様子をイメージできるよう

なアドバイスをして、ロールプレイの振り返りができる

ようにしている。教員の指導内容を集約していないため、

どの程度のアドバイスが行われたかは明らかではないが、

アドバイスから自分たちの看護援助の問題点に気づくこ

とにより、具体的な看護援助が導き出せたのだと考える。

また演習前に行われる保育園実習での子どもとの接触体

験を想起さることで、演習中に効果的に子どもを「知

る」「わかる」のレベルから「実感できる」レベルに学

生を到達させることができるという報告 8）がある。本

学では 2 年次の 1 年間を通して、一人の子どもを継続

して観察する課題を 3 年次の小児看護実習の事前学習

として課している。演習を行う時期はこの課題途中にあ

り、自分が継続観察している子どもの記憶は学生にとっ

てまだ新しい。より子どもの実際をイメージできるよう

に、今後の演習指導で、この事前学習からの学びを問い

かけて、発達段階に応じた援助の理解につなげていきた

い。

2．ロールプレイを用いた効果

授業は単なる知識の伝達ではなく、学習者がそれまで

の知識を手掛かりにしながら、新しい概念や技術を再構

成しようとする働きである 9）。与薬を行う場面を設定し、

必要な看護援助を教員が説明することは簡単であるが、

一方的な知識の伝達になる可能性があり、学生が今まで

学んだ知識と技術を統合して考える機会にはならない。

学生たちは演習後のレポートの中で、看護師の役割を

具体的に表現することができていた。ロールプレイは知

識の定着を図るだけでなく、学習内容の活用や、関心の

向上に効果を上げると言われ、特に実習で初めて具体的

な看護を学ぶ学生にとってイメージ化や動機づけなどに

効果は大きい 10）と言われている。また体験やロールプ

レイを取り入れることで子どものイメージ化ができたと

いう実践報告 11 ～ 13）がある。ロールプレイを用いなかっ

た以前の演習と比較することができないため、今回の演

習の学習成果をロールプレイを用いたことによる効果と

断定することはできないが、自分たちで看護援助を考え、

工夫し、演じて発表する、客観的に見る、設定場面での

子どもをイメージするといった演習から、与薬における

看護技術について具体的な看護援助を自ら考えられたの

ではないかと考える。

ロールプレイを取り入れる良い効果について報告があ

る反面、小児看護の領域では、場面設定のみの演習では

イメージが難しく、学生が子どもの反応を予測した行動

がとれていないという報告があり 14）、ロールプレイを用

いても動かない乳幼児モデルの使用や、子どもに接した

経験の少ない学生が子どもを演じることには限界があり、

臨場感や緊迫感に欠け、学生同士だと技術を形式的に

覚えがちで遊び的になりやすいという欠点がある 15，16）

という指摘もある。

確かに学生のロールプレイでは子どもらしくなく、臨

場感に欠けたかもしれない。しかし教員からの子どもの

動きをイメージできるような指摘があり、それを踏まえ

て討議することで、この援助は有効かどうかという視点

での振り返りにつながったのではないかと考える。そし

て教員による子どもの動きをイメージできる指摘は、臨

場感にかけるロールプレイの欠点を補うことに効果的で

あったと考える。ロールプレイ後は、フィードバックが

重要で、参加者や観察者を交えてお互いの学びを話し合

うことも大切であるが、問題解決に用いた過程や方略に

意識的にフィードバックする必要があるならば、教員が

行うのが効果的であるといわれている 17）。疾病をもつ

子どもの姿を知らない学生だけの討議では、多くの時間

をかけたからといって、学生が自分たちの看護援助を有

効に振り返られるとは限らない。少ない演習時間で学生

の気づきや学生間の学びの共有を大切にしながら、さら

に教員から与薬をうける子どもの姿をイメージできるよ

うに伝え、学生が自分たちの看護援助を振り返ることが

できるように、今後の演習を進めていきたい。

Ⅵ．おわりに

学生の演習後のレポートから、与薬に関する技術演習

での学習成果を明らかにした。学びの内容は、『子ども
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に与薬について説明し同意を得る』『効果的に与薬が行

われるように援助する』『子どもを尊重する』『安全に実

施する』『安心を与える援助を行う』『保護者への援助を

行う』『与薬について知識と技術をもつ』の 7 カテゴリ

に分けられた。演習で自ら工夫したり、実際に触れて演

じることにより具体的な看護援助の学びがあることがわ

かった。また子どもの動きをイメージすることで、さら

に子どもの特性に合わせた安全で確実な与薬につながる

援助の理解に結び付いていた。
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Ⅰ．はじめに

倫理とは正しい意思決定あるいは最善の意思決定を

下すための系統的かつ思慮深い思考過程をたどる配慮 1）

であり、看護倫理は、看護実践において基盤となる能力

である。したがって、倫理に適った看護を実践していく

ためには、倫理上の価値や対立を判断できる倫理的感受

性 2）を高めること、課題に取り組むことが必要となる。

また、看護実践を行う上で、判断や行動の規範となった

り、方向性を示すものとして、倫理原則（善行と無害、

正義、自律、誠実、忠誠）3）が示されている。具体的に

は、国際看護師協会（International Council of Nurses：

ICN）と日本看護協会は看護者の倫理綱領 4）を示し、看

護職にはその遵守を求めている。

看護職が実践を行う中で、様々な倫理上の課題につい

て、ジレンマを感じたり、悩み対処している実態が報告 5）

されている。高齢者看護領域においては、高齢者の尊厳

や権利が侵害されやすい状況にあることが報告 6）され

ている。そして、高齢者ケアにおける倫理上の課題とし

て、高齢者ケアに携わる看護職個々が高齢者の意思の尊

重という重大性をどのように認識しているか、専門職

としての意識の欠如、人権尊重とその実現への教育や

対象への働きかけの振り返りの不足が指摘 7）されてい

る。例えば、介護保険施設に入所している高齢者の終末

期の意思決定について、本人よりも家族を中心に意思決

定が行われているといった実態調査 8）がある。これは

家族に限った問題ではなく、施設に入所している高齢者

の場合は日々のケアの中で意思決定を家族に代わって看

護職・介護職が行うことも少なくない。この意思決定を

高齢者本人ではなく他者が行うことの前提には、入所者

である高齢者は認知機能の低下や意識障害などのため意

思決定を自分で行うことが難しいとケア提供者が判断し

ていることが推察される。すなわち、高齢者の意思の尊

重の重大性について十分に認識された上で実践されてい

るとはいえない状況にある。その一方で、認知症を有す

る人が自身の意思を表明し、自己決定できる能力を持っ

ていることが本人の発言から示されている 9）。これらの

ことは、認知症高齢者は、認知症のレベルに応じてケア

する側が十分な説明や配慮をし援助を行うことによって

意思決定が可能になることを示唆するものである。した

がって、高齢者が意思決定できない人としてみなされ、

他者が意思決定している現状に対して、看護職は、高齢

者の自律や尊厳を擁護していく責任があり、倫理的基盤

に則った看護を実践していくためには、高い倫理的感受

性が求められると考える。

看護職は、看護基礎教育課程において倫理的基盤に

則った能力を修得し、卒業後はその能力を生涯にわたり

発展させていくことが求められている。高齢者看護領域

における倫理については、高齢者看護学実習における学

生の看護ジレンマの対処過程と教育的対応を分析した報

告 10）、学生が倫理的に疑問を感じた場面の背景要因と

対応を分析した報告 11）がある。しかしながら、これら

の報告は学生の記述した記録を基にした報告であり、教

員自身がどのような対応によって倫理的課題に対する教

育を行ったかについての報告はこれまでのところみあた
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〔教育実践研究〕

高齢者看護学実習における看護倫理上の課題に取り組むための教育方法の検討

坪 井   桂 子

Examination of the Education Method to Wrestle with a Problem of the Nursing Ethics

 in the Gerontological Nursing Practice

Keiko Tsuboi

岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing



らない。

看護学実習は、個々の学生の状況や受けもち対象者の

状況に応じた個別指導が中心の教授活動である。した

がって、その個別指導の内容を検討することは、高齢者

看護領域における看護倫理上の課題に取り組むための実

習指導のあり方を検討することに繋がるものと考える。

そして、看護職として高めていく必要がある倫理的感受

性をどのように育成していくかということが明らかにな

るだけでなく、看護学領域に共通した示唆が得られるも

のと考える。

本研究の目的は、高齢者看護学実習における看護倫理

上の課題に取り組むためのより効果的な教育の方法を検

討することである。

 

Ⅱ．研究方法

1．高齢者看護学実習の概要

高齢者看護学実習は、3 年次の領域別実習として、成

人看護学実習、労働の場における実習、実践と理論の統

合とともに成熟期看護学実習の一部に位置づけられてい

る。成熟期看護学実習の目的は、「さまざまな健康状態

で生活を営んでいる成熟期の人々への看護実践を通じて、

成熟期看護のあり方について理解を深める」である。

高齢者看護学実習は、高齢者ケア施設において実施し

ている。実習の展開は、学生は 4 ～ 5 名を 1 グループ

単位とし、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、介

護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）のいずれかで

11 日間実習を行なう。このうち、特別養護老人ホーム

は他の 2 施設に比べて看護職の配置人数が入所者 100

名に対して 3 名以上と最も少ない。そのため実習指導

の際に教員は看護職のみならず直接関与する介護職とも

調整を要することが多いといった特徴を持つ。

高齢者看護学実習では、対象者 1 名を受けもち、包

括的なアセスメントを実施し、看護計画を立案し、看護

援助を実施・評価している。毎日のカンファレンス、実

習期間の半ばに対象者の理解と看護ケアが必要な状態を

見出し、援助の方向性を明らかにするための中間カン

ファレンスを実施している。そして、最終日には実施し

た看護援助を評価し、実習における学びを討議する最終

カンファレンスを実施している。実習終了後には、教員

は学生の個別面接を実施し、学習課題の達成状況を確認

している。また、実践と理論の統合として、2 グループ

の学生間で学びの共有を 4 日間実施している。 

このように、教員は、臨地実習では、実習指導者と連

携し、講義や会議以外はほぼ毎日臨地で実習指導を行っ

ている。また、学内の実践と理論の統合においては、グ

ループワークによる学習を促進するように複数の教員が

関わり指導をしている。 

2．データ収集方法

本研究の対象は、高齢者看護学実習において筆者が実

習指導を行った学生 2 名の事例である。事例選択の基

準は、筆者が実習指導を行う中で倫理的課題に取り組む

必要性を感じ、一連の指導を行ったものとした。

データ源は筆者の実習指導時のメモ・記録、学生の書

いた実習記録である。これらの記録のうち、看護倫理上

の課題に関する内容を取り出し、分析データとした。 

3．事例の概要 : 学生・実習施設・受けもち対象者の概

要について

2 事例の概要について、学生、実習施設、受けもち対

象者を表 1 に示した。学生は、事例 1、2 とも成熟期看

護学実習において前半に成人看護学実習を一般病院で行

い、高齢者看護学実習は、特別養護老人ホームで行って

いる。実習施設の概要として、事例 1 は、入所者定員

は 70 名、看護師 5 名であり、事例 2 は、入所者定員は

100 名、看護師 3 名、准看護師 5 名、保健師 1 名で構

成されている。 

4．分析方法

各事例ごとに、図 1 に示す方法で分析した。

①記録より、看護倫理上の課題に関する実習の状況を整

理した。

②看護倫理上の課題に関する実習の状況より、倫理原 

則 12）を参考に筆者が捉えた看護倫理上の課題と実習指

導上の課題を導いた。

③看護倫理上の課題および実習指導上の課題について筆

者が実施した看護倫理上の課題への取り組みに向けた実

習指導内容をその内容を示す項目ごとに整理した。次に、

実習後に教員による実習施設への働きかけが必要な内容

を整理した。

④①～③を基に、高齢者看護学実習における 2 つの事

例に共通した看護倫理上の課題とその課題が生じた要因

および看護倫理上の課題に取り組むために必要な実習指
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導について考察した。

5． 倫理的配慮

学生および施設の実習指導者には筆者の担当した学生

の実習指導内容を倫理的な視点から検討するために分析

し報告すること、筆者の指導内容を中心にまとめるが、

その際に個人や施設が特定できないように配慮するこ

と、学生には成績に影響しないことを説明し、同意を得

た。受けもち対象者については、学生が実習担当となる

ことについて書面で同意は得ているが、本研究に用いる

ことに直接同意は得ていないため、個人が特定されない

ように情報を最小限にとどめて記述するようにした。ま

た、分析および報告は当該学生の実習成績が認定された

後に行った。

Ⅲ．結果

1．事例 1 について　

1）看護倫理上の課題に関する実習の状況

看護実践上生じた倫理上の課題のうち、優先的に取り

組む必要のある課題として、排泄に関するケアについて、

以下に示す。A さんのケアニーズを充たすためには、排

泄毎にベッドから車椅子への移動とトイレへの移動を介

助する必要があった。介護職は A さんに対し、介護職
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図 1　分析方法

表 1　2事例の概要
事例 1 の概要 事例 2 の概要

1. 学生の概要 3 年次の 4 ～ 11 月までほぼ年間を通じて行なう領域
別実習の中間の時期にあたる 7 月に実習に行っている。
高齢者看護学実習の前には、育成期看護学（小児、母性、
学校保健）実習を経験している。成熟期看護学実習にお
いては、前半に成人看護学実習を一般病院で行い、高齢
者看護学実習を開始している。

3 年次の 4 ～ 11 月までほぼ年間を通じて行なう領域別実
習の 1 クール目の成熟期看護学実習において前半に成人看
護学実習を一般病院で行い、高齢者看護学実習を開始して
いる。

2. 実習施設の概要 設置主体は社会福祉法人の特別養護老人ホームである。
入所者定員は 70 名、平均年齢は 84.9 歳、性別は男性
16 名、女性 55 名、平均介護度は、3.8 である。職員構
成は、施設長 1 名、看護師 5 名、介護職 38 名、生活相
談員 1 名などである。

設置主体は、社会福祉法人の特別養護老人ホームである。
入所者定員は 100 名（従来型 50 名、ショートスティ 20 名、
ユニット型 30 名）、平均年齢は 84.3 歳、平均介護度は 3.14
である。職員構成は、施設長 1 名、看護師 3 名、准看護
師 5 名、保健師 1 名、介護福祉士 10 名、介護職 25 名、
生活相談員 1 名、理学療法士 1 名などである。

3. 受けもち対象者
の概要

90 歳代の女性 A さん、10 数年前より当該施設に入所
し個室で生活している。認知機能の障害はないが、心不
全、脳血管障害などの既往がある。感染症による入院を
繰り返し、その度に ADL が低下し、ユニット註）内のト
イレへの移動時に足踵骨の骨折をしている。A さんが最
も望んでいる生活上のケアニーズは入院前と同じよう
にユニット内のトイレに行くことである。学生の受けも
ち時の A さんの ADL の状態は、食事や入浴は上肢の筋
力低下により一部介助が必要である。排泄は失禁を心配
しているため紙オムツを着用している。特に、入浴時に
便失禁をすることを恐れており、強い希望で浣腸により
事前に排泄を済ませている。移動は、起き上がりと車椅
子への移動の際に介助が必要である。骨折部位は治癒し
ており、100% の荷重を許可されているが、看護職は再
骨折を心配し、負荷をかけないように指導している。

80 歳代の女性 B さん。アルツハイマー型の認知症と診断
されているが、幻視や REM 睡眠障害の状態からレビー小
体型認知症である可能性が高い。実習開始の 1 週間前に風
邪をひき、治癒傾向にあったが、咳と微熱が続いていた。
転倒や転落を繰り返し、骨折の危険性が高いため、夜間は
ベッドサイドにセンサーが設置され、日中は歩行できない
ようにテーブルを椅子につけて抑制されている。何もする
ことがないと立ち上がるため、気を紛らわせるために新聞
の広告を見るように渡されているが長くは続かず、時々立
ち上がろうとして介護職に制止されていた。一代で家業を
起こし、発展させている。学生の受けもち時の B さんの
ADL の状態は、食事は自立し、入浴は 一部介助、排泄は
尿意や便意はあり、伝えることができるが、トイレである
ことを認識できなかったり、脱衣し便座に座る動作を忘れ
ることがある。移動は介助があれば歩行できる。B さんが
最も望んでいる生活上のケアニーズは幻視による恐ろしい
という思いを抱くことなく安心して過ごすことである。



の人手が不足しているので、おむつ交換の時間以外には

おむつの中に排泄をするように説明していた。しかし、

ケアプランには「排泄の自立を目指した援助を行う」こ

とが第一に挙げられていた。学生はケアプランが実施さ

れていないことに問題を感じていた。この施設では、移

動介助は転倒や転落の危険性を伴うことから、学生 1

人での実施は許可されていなかった。学生は、車椅子か

らポータブルトイレへの移動と排泄に関連した援助を介

護職に依頼するという制約の中で実習をしなくてはなら

ない状況にあった。その中で、計画を立案すべきかどう

か迷いながらも排泄の自立を目指した看護計画（ユニッ

ト註）内のトイレへの移動）を立案した。

看護職からは学生の看護計画に理解できるが、直接ケ

アをする介護職の人数が不足した状況であり、学生の立

てた計画は介護職の協力が得られないので、計画を変更

するように助言があった。そこで、教員は、利用者のケ

アニーズを叶えるための適切な方法を学生と看護職や介

護職が話し合う機会を設定するように実習指導者に依頼

した。

そして、その話し合いの結果、排泄の自立を目指す援

助を実施することが目標として決定された。生活の中で

リハビリを実施し、筋力の向上をはかるが、排泄毎のユ

ニット内のトイレへの移動は下肢の支持力が安定してい

ないことや骨折部位の負荷も大きいため、1 日 1 度のみ

ポータブルトイレに移動することとなった。学生は、話

し合いの経過や結果を A さんに伝え、ケアを実施して

いった。その結果、ポータブルトイレに移動することで

A さんは満足感を得ることとなり、実習最終日に学生は

A さんから「1 日に 1 回行けるようになっただけでも十

分だよ」と言われた。学生は実施したケアが A さんにとっ

てケアニーズを充足しようとしたことで意欲を支えるケ

アとなったと評価し、ケアの継続を看護職と介護職に依

頼し、実習を終了した。看護倫理上の課題への取り組み

について、学生の受けとめは、「最初は自分の受けもち

対象者のことをカンファレンスで取り上げ皆で考えても

らうことや看護職や介護職への働きかけに申し訳ない気

がして抵抗があったが、実習を終えて、ケアを行う上で

必要なことだとわかった」であった。

2）看護倫理上の課題

（1）個別ケアの実践手法であるユニットケアの体制が

とられている中で定時のおむつ交換が行なわれるといっ

た看護職・介護職の都合に合わせたユニットケア導入前

に主流であった集団的ケアが提供されており、個別の状

態に合わせた援助が行われていない。

（2）利用者のユニット内のトイレに行きたいというケ

アニーズよりも看護職・介護職の都合を優先したケアが

行なわれている。

（3）利用者の ADL、ケアニーズに応じたケアが実施さ

れないことによって、生活機能の低下をきたす可能性が

高く、利用者にとっては不利益な状態にある。

（4）看護職は利用者のケアニーズに気づいているが、

介護職の欠員のためケアプランが実施されておらず、看

護職として倫理上の課題に対する取り組みがなされてい

ない。

3） 実習指導上の課題

（1）学生が倫理的ジレンマに陥っているため倫理上の

課題に取り組むための具体的な取り組み方法を考え、実

践を通じた指導が必要である。

（2）看護職は倫理的課題に気づきながらも取り組みを

行っていないので、教員が学生への指導の中で、倫理的

課題への取り組み方を学ぶ機会となるようにする必要が

ある。

4）看護倫理上の課題への取り組みに向けた実習指導内

容

（1）看護倫理上の課題に関連した情報の収集と状況の

把握と確認

学生は、ケアプランと実際の援助内容の違いに気づき、

受けもち当初、実施されているケアの理由が看護職・介

護職の都合によるものであることを知った。教員は、看

護職や介護職から、入院前の生活機能について情報を得

るとともに、利用者から話を聴き、ケアニーズを確認し

た上で倫理上の課題が生じている状況を把握した。さら

に、教員は、看護職に利用者の身体状況の変化やそれに

伴うケアニーズやケアプランの実施状況を学生と一緒に

確認した。

（2）カンファレンスによる看護倫理上の課題の整理

カンファレンスを同じグループの学生と行い、実習の

中で学生の感じた倫理的ジレンマや考えの表出を促し、

倫理上の課題に取り組む必要性と意義を認識できるよう

にした。看護倫理上の課題が生じている背景や影響要因
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をともに考えるように助言し、看護倫理上の課題を整理

した。

（3）学生の倫理的ジレンマの解決のために対立要因を

明確化するための助言

学生は、高齢者のケアニーズを充たしたいという思い

と学生の立場では利用者のケアニーズを充たすためのケ

アの実践について許可が得られず、自分にはケアができ

ないという倫理的ジレンマに陥っていた。教員は、倫理

的ジレンマを感じている気持ちを率直に言語化すること

に価値があることを伝え、対立する要因（看護職・介護

職の働くケア環境、職員配置、従来型の特別養護老人ホー

ムで集団的ケアを基本としているケアの提供体制など）

を明確にするように助言した。教員は、価値が対立する

中で学生の価値を確認し、看護職・介護職間の価値の対

立の事実を客観的に受けとめるように助言し、A さんの

ケアケアニーズを充たすための援助について具体的な看

護計画と実施に伴うリスクを学生と考えた。

（4）看護倫理上の課題への取り組みに向けたケアに学

生が参画できるよう調整

教員は、倫理上の課題に取り組むに際には、看護職、

介護職に相談し、職員間だけで援助方針が決定されない

ように、決定のプロセスに学生が参加できるように依頼

した。関係職種と学生によるカンファレンスが実施され、

1 日 1 度のみポータブルトイレに移動するという援助方

針が決定された。教員は、決定された方針を基に排泄の

援助方法を計画することと利用者に 1 日 1 度はポータ

ブルトイレに移動できることを説明し、同意を得た上で

行うように学生に助言した。

（5）他の学生と学びを共有できるようにカンファレン

スを実施

学生は、一連のケアを通じて学んだことをカンファレ

ンスで報告し、看護職・介護職にケアの継続を依頼し実

習を終えた。教員は、学生と面接を行い、経過を客観的

に記録できるように助言し、他の学生も交え、カンファ

レンスを行い、学習内容を共有するようにした。

5）実習後に教員による実習施設への働きかけが必要な

内容

施設において看護倫理上の課題への取り組み状況、お

よびケアの継続を確認するとともに、施設の看護職・介

護職の倫理的感受性を高める支援を行なう。

2．事例 2 について

1）看護倫理上の課題に関する実習の状況

看護倫理上の課題のうち、優先的に取り組む必要があ

る課題として、「対象者の安心して過ごしたいという意

思が尊重されず、看護職・介護職の都合でケアが行われ

ていること」が挙げられる。介護職は B さんの隣に座り、

介護記録を書いている。B さんは、自分の思いどおりに

動けず、「恐ろしい」「もう死にたい」などの不安を訴え

ていた。学生は実習初日に、看護職より個別に関わるこ

とで B さんの持っている力を引き出すことができると

思うが看護職・介護職はそのことができていないので学

生の実習に期待していると説明を受けた。学生は何か不

安そうな B さんの様子が気になり、受けもつこととなっ

た。受けもちを決めた理由は、B さんの不安は何なのか、

歩きたいと思っているようであるが、歩くことができる

のに抑制されているのは何故か、考えたいということで

あった。

学生は B さんの幻視による不安から解放され安心し

て過ごせるケアとして、若い頃より和裁に励み、表彰を

受けるほどの腕を持つ生活史を活かしたアクテビティケ

アを実施しようと考え、計画した。初めは、刺し子や小

さな布の縫い物を試みたが、かつて作っていたものと

は生地が違うためか、混乱しているようであった。そ

こで、教員は家族の協力を得て、B さんの店を学生と訪

ね、布を数種類と綿、昔使っていた縫い針や眼鏡などを

借りてきた。学生はそれらを使用し、座布団の綿を入れ

る作業を日中に行なうことを計画し、実施した。B さん

は、最初は「できない」と言っていたが、綿を渡すと自

分で綿を伸ばし詰める作業をどんどん進め、隣にいる学

生に「ここはこうやるんだよ」と手順を教える姿がみら

れ始めた。B さんの様子をみている他の入所者は、学生

に「このおばあさんにはできんと思うよ。ここ（頭を指

しながら）がぼけているんだから」と言っていた。しか

しながら、B さんは 1 時間ほど集中して座布団を完成さ

せることができた。B さんの様子に先の入所者や看護職

も驚き、B さんに向かって「すごいね」と言った。B さ

んには誇らしそうなこれまでにない満足そうな笑顔がみ

られた。看護倫理上の課題への取り組みについて、実習

終了後の学生の受けとめは、「適確なアセスメントをし

て、状態に合ったケアを提供することが重要だと学んだ。
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介護職に働きかけて理解と協力を得てケアを実践する必

要がある」であった。

2）看護倫理上の課題

（1）利用者個別のケアニーズを充たす援助（生活史を

ふまえたケアの実施、歩きたいというケアニーズを充た

すための安全な援助の実施、幻視による不安の軽減など）

がなされていない。

（2）骨折を予防するという援助の具体策として、認知

症があるので安静を守ることの理解が得られない、認知

症が進んでいるのでアクティビティケアはできないだろ

うと判断され、短絡的に抑制が行われている。

（3）適切なケアが実施されないことによって、生活機

能の低下をきたす可能性が高く、利用者にとってはさら

に不利益な状態となる可能性が高い。

3）実習指導上の課題

（1）学生が倫理上の課題に気づいていないので気づく

ような働きかけが必要である。

（2）安心した生活を過ごすために、生活史を活かした

ケアを実践するには、家族の協力が必要であり、その連

絡・調整を実習指導者と連携して行なう必要がある。

（3）施設の看護職・介護職は倫理上の課題に気づいて

いないため、看護倫理上の課題への取り組みに必要な実

践は、教員がモデルを示し行う必要がある。

4）看護倫理上の課題への取り組みに向けた実習指導内

容

（1）看護倫理上の課題に関する情報の収集と状態の把

握から看護計画の立案への助言

学生は、咳や微熱による身体的苦痛に対して、バイタ

ルサインのチェックや呼吸状態を観察し、吸入や体温調

節を行なう中で、転倒予防を理由に利用者が抑制されて

いる（不安を訴えていることに対して、ケアが実施され

ておらず、介護職は隣の椅子に座り、記録を書いている）

ことに違和感を感じていた。学生は、看護職や介護職か

ら実施されているケアは利用者にとってベストな方法で

はないが、他に方法を見い出せないという理由で行われ

ていると説明された。教員は、このことは看護職・介護

職の都合に合わせたものであるため、取り組みが必要な

課題であると捉え、学生に倫理上の課題への取り組み方

を考えるように促した。また、情報を整理し、看護援助

が必要な状態を再考し、計画を立案するように助言した。

（2）看護倫理上の課題と学生が感じている倫理的ジレ

ンマの把握

教員は、看護職・介護職に生活機能やケアプランの実

施状況を確認し、学生と一緒に利用者のケアをしながら

看護倫理上の課題を把握した。教員は、B さんが個別の

ケアニーズを充たされていないことや歩行を抑制され不

安がさらに増強する状況にある中で学生が倫理的ジレン

マに悩んでいることを把握した。

（3）カンファレンスによる看護倫理上の課題の整理

教員は学生の感じている倫理的ジレンマの内容を看護

職に相談し、学生、看護職とカンファレンスを行い、看

護倫理上の課題を整理する機会をつくるようにした。

（4）看護倫理上の課題への取り組みに向けたケアの計

画立案と実施

看護職と学生が行ったカンファレンスの結果、幻視に

対する不安については今目の前にあることを伝えると

いった現実の世界に戻れるようなケアを行うこと、抑制

は行なわず歩行については見守りを行うこと、生活史を

ふまえたアクティビティケアとして座布団作りをするこ

とを決定した。家族にも伝え、協力を得ることができ、

学生は援助計画を立案し、利用者や家族に説明し、許可

を得て実施した。学生は、最終カンファレンスで実施し

た看護の評価や学んだことを報告し、看護職・介護職に

はケアの継続を依頼した。家族にはケアへの協力に対す

るお礼と B さんの様子を手紙で伝え、実習を終えた。

5）実習後に教員による実習施設への働きかけが必要な

内容

看護倫理上の課題への取り組みに向けて実施したケア

のその後の継続の状況を確認し、看護倫理上の課題が取

り組みによって解決に至っているのか否かを把握し、継

続していなければその要因を検討し、方策を一緒に考え

る。 

3．2 事例に共通する看護倫理上の課題

2 つの事例の看護倫理上の課題と課題への取り組みに

向けた指導内容を整理した結果、共通した看護倫理上の

課題として、以下の内容が挙げられた。なお、文中の「 」

は事例ごとの看護倫理上の課題を『 』は 2 つの事例

の共通した課題を表わすこととする。

まずは、事例 1 の看護倫理上の課題の（1）「個別ケ

アの実践手法であるユニットケアの体制がとられている
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中で定時のおむつ交換が行なわれるといった看護職・介

護職の都合に合わせたユニットケア導入前に主流であっ

た集団的ケアが提供されており、個別の状態に合わせた

援助が行われていない」、（2）「利用者のユニット内の

トイレに行きたいというケアニーズよりも看護職・介護

職の都合を優先したケアが行なわれている」、事例 2 の

（1）「利用者個別のケアニーズを充たす援助（生活史を

ふまえたケアの実施、歩きたいというケアニーズを充た

すための安全な援助の実施、幻視による不安の軽減など）

がなされていない」に挙げられるように、『利用者の意向・

意思が尊重されておらず、個別の状態やケアニーズを充

たす援助が行われていないこと』が挙げられた。  

次に、事例 1 の（3）「利用者の ADL、ケアニーズに

応じたケアが実施されないことによって、生活機能の低

下をきたす可能性が高く、利用者にとっては不利益な状

態にある」、事例 2 の（2）「骨折を予防するという援助

の具体策として、認知症があるので安静を守ることの理

解が得られない、認知症が進んでいるのでアクティビ

ティケアはできないだろうと判断され、短絡的に抑制が

行われている」、（3）「適切なケアが実施されないこと

によって、生活機能の低下をきたす可能性が高く、利用

者にとっては不利益な状態にある」に示されるように、

『適切なケアが実施されていないことによって、高齢者

の生活機能が低下する可能性が高いこと』が挙げられた。

4．2 事例に共通する実習指導上の課題

事例 1 の（1）「学生が倫理的ジレンマに陥っている

ため倫理上の課題に取り組むための具体的な取り組み方

法を考え、実践を通じた指導が必要である」、事例 2 の（1）

「学生が倫理上の課題に気づいていないので気づくよう

な働きかけが必要である」、（2）「安心した生活を過ご

すために、生活史を活かしたケアを実践するには、家族

の協力が必要であり、その連絡・調整を実習指導者と連

携して行なう必要がある」に示されるように『学生の倫

理的課題に関する学習状況に応じた実習指導を実習指導

者と連携して行うこと』が挙げられた。

事例 1 の（2）「看護職は倫理的課題に気づきながら

も取り組みを行っていないので、教員が学生への指導の

中で、倫理的課題への取り組み方を学ぶ機会となるよう

にする必要がある」、事例 2 の（3）「施設の看護職・介

護職は倫理上の課題に気づいていないため、看護倫理上

の課題への取り組みに必要な実践は、教員がモデルを示

し行う必要がある」に示されるように『看護職・介護職

に学生の実習指導を通して倫理的課題の取り組み方を示

すこと』が挙げられた。

Ⅳ． 考察

1． 看護倫理上の課題とその課題が生じた要因の明確化 

 の必要性

高齢者看護学実習における 2 つの事例に共通した看

護倫理上の課題より、看護倫理上の課題とその課題が生

じた要因を明確化することの必要性を述べる。

『利用者の意向・意思が尊重されておらず、個別の状

態やケアニーズを充たす援助が行われていないこと』と

いった看護倫理上の課題が生じた要因として、看護職お

よび介護職の倫理的感受性による影響があると考える。

倫理的感受性とは、利用者の立場に立って今行なわれて

いるケアは善いのか、不利益はないのか、といったこと

を感じ受けとめる感性であり、これは、看護職として常

に高めていく努力をする必要があると考える。しかしな

がら、2 つの事例の実習施設においてはいずれも看護職

の配置人数が少なく、直接ケアする介護職の人数不足に

よって倫理的課題が生じる状況であった。加えて、高齢

者のケアについては、尊厳や権利が侵害されやすい状況

にあることが報告 13）されているように、必ずしも施設

で行なわれているケアが善いものとは限らない。これら

のことから、倫理的感受性には介護職の人数不足、看護

職よりも介護職の配置人数が多く介護職の意向が強く反

映されがちなケア提供体制により作用することが示唆さ

れた。

高齢者ケア施設における実習指導においては、上述し

たように看護職・介護職の配置人数の特徴やケア提供体

制が倫理的感受性に作用することをふまえ、高齢者の尊

厳や権利を護るケアを実践できているか看護職・介護職

が自らが振り返り、気づくこと、常に倫理的感受性を高

める意識を持つことが必要と考える。しかしながら、こ

れらのことが十分になされていない場合、教員は実習環

境を整える教育上の観点や利用者の権利擁護という観点

から、施設の看護職・介護職に倫理上の課題に気づくこ

とを促し、倫理的感受性を高めるように疑問を投げかけ、

共に取り組む姿勢を示して働きかけるといった実習環境
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の調整をする必要があると考える。

『利用者の意向・意思が尊重されておらず、個別の状

態やケアニーズを充たす援助が行われていないこと』と

いった看護倫理上の課題が生じた要因として高齢者のケ

アにおいて予防的視点をもちケアを行うことが十分でな

いことが考えられる。倫理的感受性の低下した中で行わ

れるケアは、高齢者の意向・意思を尊重したケアが行わ

れないということに留まらず、生活機能の低下にも繋が

る可能性が高いことが推察される。   

高齢者看護領域においては、高齢者を生涯発達する人

と捉え、その発達を促す看護がなされている一方で、認

知機能の低下や加齢や疾病に伴う生活機能の低下によっ

て、倫理的課題が生じやすい。加えて、経済的・社会的

にも非常に弱い立場に置かれることを念頭に置き、看護

実践において高齢者の権利擁護についての対応を常に考

慮する必要 14）が指摘されている。したがって、本研究

においても上記のことをふまえ、看護倫理上の課題に取

り組む際には倫理上の課題が生じた要因を明確化し検討

することが重要であると考える。 

2． 看護倫理上の課題に取り組むために必要な実習指導    

  方法

1）看護実践を通じた助言の必要性

報告した 2 つの事例の学生は看護倫理上の課題は判

断できていたが、取り組みの方法を計画し、実施するこ

とは難しい状況にあった。看護倫理上の課題を判断して

いくことは、自分の価値観を明確にした上で始まる。し

かしながら、学生は価値観を形成していく学習段階にあ

り、自分の価値判断に自信を持てない状況にある。した

がって、2 事例に共通する実習指導上の課題として示さ

れた『学生の倫理的課題に関する学習状況に応じた実習

指導を実習指導者と連携して行うこと』のように、教員

は学生が日常生活の援助と看護倫理上の課題への取り組

みの両方を考える必要性を学生が十分理解できるように

看護実践を通じて助言する必要があると考える。

また、本研究において看護倫理上の課題への取り組み

に向けて行った実習指導内容の情報収集や課題の整理、

および教員が疑問や違和感を抱いた事象を学生とともに

整理し、課題への取り組みのプロセスをともに踏むこと

は実習指導方法として重要であると考える。特に、教員

は、学生が気づいた看護倫理上の課題については、学生

の収集した情報の不足を補い、包括的にアセスメントし、

課題がなぜ生じているのか、どのように取り組んでいっ

たらよいのかということを臨地の看護職・介護職と話し

合い、取り組みのプロセスに責任を持って関与すること

が必要であると考える。つまり、教員は、学生に対して、

看護倫理上の課題を指摘しにくいという考えを解き、学

生が自分の考えを言語化し、話し合う経験を通じて、課

題への取り組みに向けて専門職として、主張することに

価値があることを伝える必要がある。そして、看護援助

として同時に行う経験を通して学ぶことができるように

する必要がある。ただし、その際には、2 事例に共通す

る実習指導上の課題として示された『看護職・介護職に

学生の実習指導を通して倫理的課題の取り組み方を示す

こと』のように、教員がロールモデルとなる必要がある

と考える。

2）施設の看護職と連携した実習指導の必要性

学生が課題に気づき、取り組む方法については、先行

研究において、看護倫理上の課題に取り組む能力を高め

ていくためにはカンファレンスや事例検討を通じて看護

師同士がともに考えることができる機会や場を設ける

ことの必要性 15）が報告されている。また、倫理的実践

を目指すには、倫理原則の適用だけでは不十分であり、

倫理的な問題の解決への道筋をつけることが必要であ 

る 16）といわれている。これらのことからも、看護倫理

上の課題に取り組むために必要な実習指導方法として、

臨地実習において生じた看護倫理上の課題について、教

員が施設の看護職と連携し、学生が課題に気づき、取り

組む方法を学習できるように、話し合いの機会をもつこ

とは教育上意義あるものと考える。

 

V．今後の課題

本研究は、高齢者看護学実習において筆者が一連の指

導に関わることができた事例を基に分析したものである。

明らかにされた看護倫理上の課題に取り組むために必要

な実習指導方法は、限られた事例より導かれたものであ

るが、看護学教育に共通する内容と考えられる。また、

倫理的課題に取り組むことは、看護実践を行う上で基盤

となる能力を培うものと考える。したがって、今後も実

習を担う教員の役割として事例の分析を重ねていくこと

によって実習指導方法および看護学教育のあり方を追究
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していく必要がある。
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註）ユニット

平成 15 年に利用者一人ひとりの望む暮らしを支えるケア方法

の一つである小規模生活単位型特別養護老人ホーム（いわゆるユ

ニットケア）の導入が制度化され、看護職・介護職の業務を中

心にしていた集団的ケアから個人の尊厳を重視した個別ケアへ

転換がなされている。ユニットケアでは、これまでのフロア全体

を 1 つのケア単位をとしていたものを 10 人までの少人数を 1 つ

のケア単位、ユニットとしている。
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Ⅰ．問題意識

新生児の沐浴は、養育者が家庭で行う育児技術の一つ

である。しかしながら、入院中においては、児は胎外生

活への移行期にあり状態が変化しやすいこと、複数の新

生児が入院していることから児の取り違え防止や感染予

防等、看護職者が行う清潔ケアとして、安全・安楽に留

意すべき事項の多い看護技術でもある。行光によると、

母性看護実習でヒヤリ・ハットを体験した学生は 7.8%

で、対象別では新生児に対してが 62.9% でもっとも多く、

そのうちの 31.8% が沐浴に関することであった 1）。また、

荒川は、看護学生が初めて沐浴を行う場面において最も

リスクが高い看護事故は、不適切な作業環境と未熟な抱

き方による転落落下、新生児標識の認識が不十分である

ことによる新生児誤認、不十分な臍処置による感染であ

る 2）と報告している。

対象である新生児は、成人と比べて体表面積が大きく

低体温になりやすいこと、感染に対しても抵抗力の弱い

ことから清潔ケアが不適切であった場合のリスクが高い。

また沐浴には、抱っこ、脱衣、着衣、臍消毒などの複数

の看護技術が含まれており、手順や留意点が多いという

特徴がある。医療安全の側面からも、臨地実習の前に学

内において十分に沐浴演習を行うことが求められている。

これまで本学における沐浴演習は、毎年、修正を重ね

て効果的な学内演習になるようにセッティング、デモン

ストレーション（以下、デモとする）の方法について改

善してきた。しかしながら、図１に示すように、事前学

習の実施状況には個人差があり、十分とはいえなかった。

その結果、演習時にデモを見学するだけでは沐浴の方法

を理解することは難しく、実施時間が不足する傾向がみ

られた。そこで、事前学習を促進する Web 教材を作成し、

学生による教材の評価を検討することが本研究の目的で

ある。

　　　　　　　　　

Ⅱ．Web 教材作成の実際

 1．沐浴の動画の作成

沐浴の流れを視覚的に理解することを目的として、教

員が新生児モデル（高研 LM-029）を使用して沐浴する

場面を撮影した。市販のビデオテープ教材との違いは、

本学の学生にとって新規の学習事項となる技術に焦点を

絞り、児に沐浴布をかけて抱き上げるところから沐浴槽

を出るところまでの動画とした。留意点については、沐

浴しながらの口頭説明に加えて場面ごとにテロップを挿

入し、全体で 5 分程度に編集した。動画は本学の学習

支援サイトに掲載し、学内 LAN に接続されているパソ

コンからアクセスできるようにした。学生は必要時、再

生を一時停止したり、自分が見たい場面を指定すること

で繰返し必要な場面を見ることができる。自分のペース

で視聴できる動画教材である。
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〔教育実践研究〕

沐浴演習の事前学習のためのWeb教材作成と学生による評価

布 原   佳 奈 1 ）　 　 服 部   律 子 1 ）　 　 小 澤   和 弘 2 ）　 　 武 田   順 子 1 ）

名 和   文 香 1 ）　 　 宮 本   麻 記 子 1 ）　 　 谷 口   通 英 1 ）

Development and Student’s Evaluation of Web-Based Teaching Materials

 to Prepare Practice of Neonatal Bath

Kana Nunohara1 ） ,  Ritsuko Hattori1 ） ,  Kazuhiro Ozawa2 ） ,  Junko Takeda1 ） ,

Fumika Nawa1 ） ,  Makiko Miyamoto1 ） , and Michie Taniguchi1 ）

1）岐阜県立看護大学 育成期看護学講座　Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing
2）岐阜県立看護大学 看護研究センター　Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing



 2．沐浴に関するクイズの作成

これまでの沐浴演習の実施場面では、洗う順序と方法

に学生の注意が向いている様子が見受けられた。このた

め、事前学習としてのクイズは、沐浴を安全に行うため

に必要な基礎的知識を確認することを目的とした。出題

内容（出題形式）は、①沐浴に適した児の状態とその理

由（組み合わせ問題）、②適切な湯温（単一選択問題）、

③安全な抱き方（複数選択問題）、④低体温予防（複数

選択問題）、⑤沐浴で起こりうる事故とその要因（組み

合わせ問題）であり、計 5 問とした。なおクイズ作成

ソフトは Quiz Creator（KiBAN 社）を使用した。一部で

はあるが、解説あるいは参考資料を紹介するフィード

バックをつけて、正誤の確認だけでなく、学習が深まり、

発展するように心がけた。

クイズは沐浴の動画と同様に本学の学習支援サイトに

掲載し、学内にある LAN につながっているパソコンか

らアクセスできるようにした。沐浴の動画を視聴して技

術のイメージをつけてからクイズに取り組み安全な沐

浴について学習できるようにした。クイズの正答率は 5

問終了後に提示される。見直しボタンを使用すると、再

び取り組んだ問題を表示することができ、自分の解答と

正答を確認することができる。複数回、クイズに取り組

む際には、出題の順序および選択肢の順序が変わるよう

に設定した。また、出題画面や解説を印刷すればパソコ

ンを離れても学習できる教材である。なお、現在はクイ

ズの成績は残らず、教員は把握できない状態である。

 3．Web 教材へのアクセスについて

学生が気軽に短時間で取り組むことができることが事

前学習を促進する要因の一つと考えて、パソコンへの通

常のログインのみで、特別な ID やパスワードの認証せ

ずに Web 教材を使用できるようにした。また、学内情

報システムのセキュリティの関係上、学内 LAN に接続

されたパソコンからの利用に限定している。

Ⅲ．本学における沐浴演習の学習目標と授業方法

本学における沐浴演習は、領域別看護学実習に入る前

のセメスターにある母性・小児領域の技術演習（30 時

間）の１つとして位置づけられている。母性領域のその

他の演習項目としては「妊婦の観察」「産婦の看護」「褥

婦の観察」「新生児の観察」があり、紙上褥婦事例の看

護過程の展開 3) と交互に学習している。沐浴演習は、「新

生児の観察」の翌週に配置し、新生児モデルを使用して、

沐浴準備から片付けまでの一連の技術を行っている。

本演習の学習目標は、“新生児の沐浴の方法が理解で

きる” と “新生児の状況に合わせた沐浴の方法を考える

ことができる” である。

学生配置は、1 学年約 80 名の学生を 2 つのグループ

（約 40 名）に分けて、1 グループにつき 6 名の教員が

担当する。教員による沐浴のデモ後、学生は 2 名 1 組（計

20 組）になり、実施者とサポート役の両方を経験する。
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図 1　従来の沐浴演習における学生と教員の思い



演習の流れは、表 1 に示すとおりである。

従来、提示していた事前学習は、①衣服の着脱、おむ

つ交換など既習の演習項目を復習する、②事前に配布し

た技術の目的および方法を記した “技術ガイドブック”

（以下、ガイドブック）を読み、沐浴のイメージをつけ

ること、③実習室にある新生児の沐浴のビデオテープ（メ

ディカ出版製）を視聴することの 3 つであった。現状

としてビデオテープは学内で 1 本であり活用しにくい

状態にあった。

今回、前述の事前学習①と②に加えて、本学の学習支

援サイト上で、沐浴の動画を視聴後、沐浴に関するクイ

ズに取り組むように指示した。Web 教材を公開し、学

生に周知したのは 12 月 5 日であった。実際に沐浴演習

を行ったのは、翌年 1 月 30 日であった。

 5）倫理的配慮

倫理的配慮としては、研究協力は自由意思によるもの

で、個人は特定されないこと、成績とは無関係であるこ

と、研究協力しない場合の不利益はないこと、期限内の

研究協力の撤回の自由等について文書および口頭で説明

し、書面で同意を得た。なお、本研究は岐阜県立看護大

学倫理審査部会の承認（受付番号 2035）を得ている。

2．授業評価の結果

対象者 77 名のうち、有効回答は 69 名であった。有

効回答率は 89.6％であった。

 1）事前学習の実施状況

十 分 に 事 前 学 習 を 行 っ た と 回 答 し た 者 は 59 名

（85.5%）、少し行った者は 9 名（13.0%）、行っていな

いと回答した者はいなかった。なお無回答は 1 名（1.5%）

であった。

アクセスログを確認したところ、沐浴の動画のアクセ

ス数は延べ 112 件、クイズへのアクセス数は延べ 110

件であった。沐浴演習の当日のアクセス数は、動画 46

件、クイズ 44 件であり、前日は動画 33 件、クイズ 36

件であった。

　　　　

Ⅳ．授業評価 

1．授業評価の方法

1）研究対象

沐浴演習を受講した 2 年次生 77 名。

2）調査時期

平成 21 年 1 月 30 日から 2 月 2 日。

3）調査内容および方法

調査内容は、事前学習の実施状況について①十分に

行った、②少し行った、③行っていないの 3 択式、沐

浴の動画のよかったところと改善点（自由記述）、クイ

ズのよかったところと改善点（自由記述）、クイズの取

り組み時間、難易度について①易しかった、②やや易

しかった、③やや難しかった、④難しかったの 4 択式、

等であり、自記式質問紙調査を行った。

 4）分析方法

選択式回答については、単純集計を行った。自由記述

については、意味・内容が類似したものを分類・整理し

て集計した。

2）沐浴の動画に対する評価

沐浴の動画についての自由記述は 64 名より回答が得

られた。よかったところについては、「動画なのでイメー

ジしやすい、技術の流れがわかった」37 件、「音声によ

る説明やテロップがあり、ポイントがわかった」15 件、

「わかりやすかった」7 件、「繰返し視聴でき、自分のペー

スで学習できる」5 件等であり、計 75 件であった。

改善点については、「入槽シーンだけでなく、その前

後の技術の映像もほしい」3 件、「ポイントが画面上に
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表１　沐浴演習の流れ
内容 所要時間

オリエンテーション
教員による沐浴のデモンストレーション 25 分

2 名 1 組となり、沐浴実施
           　1 人目実施
    　　　2 人目実施

25 分 
25 分

後片付け 15 分
計 90 分

表 2　時期別の Web 教材へのアクセス数

月日 沐浴の動画
（件）

沐浴に関する
クイズ（件） 総計（件）

12 月   5 日           1 1 2
12 月   8 日           2            0          2
12 月 10 日           4            3          7
12 月 11 日           8            7        15
12 月 12 日           8            9        17
12 月 19 日           1            0          1

1 月 27 日           5            6        11
1 月 28 日           4            4          8
1 月 29 日         33          36        69
1 月 30 日         46          44        90

計       112        110      222



でたら、“ピンポン” という音が欲しかった」1 件の計 4

件であった。

3）沐浴に関するクイズに対する評価

クイズの取り組み時間については 63 名より回答が

あり、平均は 15.5 ± 11.0 分であった。最短 2 分、最長

60 分であった。最長の学生からは、ノートに写しなが

ら取り組んだので時間がかかったとのコメントがあった。

難易度については、①易しい 4 名（5.8%）、②やや易

しい 44 名（63.8%）、③やや難しい 21 名（30.4%）、④

難しい 0 名（0%）であった。 

沐浴に関するクイズについての自由記述は 46 名より

回答が得られた。よかったところについては、「大切な

ポイントがわかった」18 件、「知識の確認・復習ができた」

11 件、「動画との相乗効果があった」8 件等であった。 

改善点については、「もう少し問題数があってもいい

と思った」2 件、「時間がない時は、どこでもできるよ

うに紙面でのクイズでも良いかなと思う」1 件の計 3 件

であった。

なかったと仮定しても、学年全体で事前学習を行った

かどうかを算出すると、実施率は 88.3％であり、多く

の学生が事前学習に取り組むことができたと考えられ

る。また、Web 教材へのアクセス数は Web 教材の取り

組み状況を示す目安になると考える。沐浴の動画は延べ

112 回、クイズについても延べ 110 回といずれも学生

数以上であり、学生 1 人当たり 1 から 2 回程度、実施

したと推察される。例年との比較はできないが、事前学

習の実施率および Web 教材へのアクセス数からすると、

全体としては事前学習の実施状況はよく、本 Web 教材

は学生の事前学習を促進することができたと考えられた。

 2．Web 教材の評価について

 1）沐浴の動画に対する評価

沐浴の動画について 1 番多かった意見としては、「動

画なのでイメージしやすい、技術の流れが分かった」

37 件であり、これまでのガイドブックによる文章とイ

ラスト図による学習と比較して、動画であることに対す

る肯定的な評価が得られた。動画と演習時のデモとの関

係をみると、「デモとは違い、細かいところを見ること

ができた」との意見があった。デモは複数の学生が同時

に見学するため、学生の立ち位置によっては細かいとこ

ろが見づらい場合があるのに対し、動画では細かい作業

の場面をズームアップして撮影したことが肯定的な評価

につながったと考えた。また「動画視聴後、演習でデモ

を見ると頭に入りやすい」「動画は復習にもなる」との

意見があった。約 7 割の学生は、動画へのアクセスか

らデモ見学まで 2 日以内であった。事前学習として沐

浴の動画を視聴し、記憶が鮮明なうちにデモを見学した

ことになる。繰返すことにより学習や記憶が進むという、

繰返し効果 4）があらわれたと思われた。

2 番目に多かったのは、「音声による説明やテロップ

があり、ポイントがわかった」であった。次に何を行う

かという技術の流れだけでなく、留意点について動画に

連動して聴覚的にも視覚的にも理解することに役立った

と考えた。

以上のことをふまえて沐浴の動画を Web 教材にした

メリットとしては、学生が挙げたように「繰返し視聴で

き、自分のペースで学習できる」に加えて、演習直前と

いう同時期に多数の学生が同じ教材にアクセスし、かつ

個々人のペースで学習できることが大きい。また管理上

 

Ⅴ．考察

 1．事前学習の実施状況について

今回の沐浴演習の前に十分に事前学習したと回答した

学生は 59 名、少し行った者は 9 名であった。無回答 1

名および無効回答であった 8 名が事前学習を行ってい
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表 3　沐浴の動画のよかったところについて
                                                                                                 n=64

内容 件数
動画なのでイメージしやすい、技術の流れがわかった   37          
音声による説明やテロップがあり、ポイントがわかった   15
わかりやすかった     7
繰返し視聴でき、自分のペースで学習できる     5
ガイドブックやクイズとの相乗効果があった     4
動画視聴後、演習でデモを見ると頭に入りやすい     3
デモとは違い、細かいところを見ることができた     3
動画は復習にもなる     1

計   75

表 4　沐浴に関するクイズのよかったところについて
                                                                                                 n=46

内容 件数
大切なポイントがわかった    18
知識の確認、復習ができた    11
動画教材との相乗効果があった      8
気軽に楽しく学習できた     6
クイズの解説から学べた     4

計    47



のことではあるが、ビデオテープや DVD のように貸出

しの手続きが不要で、紛失のリスクもない。教育上も個

人を特定することなく、アクセスログから学年全体の演

習に対する準備状況を知ることで、より効果的な学内演

習に繋げることができるといえる。

改善点については、「入槽場面だけでなく、その前後

の映像も欲しい」という意見が 3 件あった。既習の技

術（新生児の抱き方・更衣など）の動画も作成し、希望

する学生にはオプションとして学習できるようにしてい

きたい。

 2）沐浴に関するクイズに対する評価

クイズに取り組んだ時間は、平均 15.5 ± 11.0 分で

あった。また、難易度はやや易しい 63.8％、やや難し

い 30.4％であったこと、「気軽に楽しく学習できた」と

いう意見があったことから、妥当な内容・形式であった

と判断した。今回は沐浴を安全に行うことをミニマムス

タンダードとして 5 問作成したが、問題数を増やして

ほしいという意見も少数（2 件）みられた。今後は、新

生児の特性や清潔ケアの原則についても作成し、さらな

る学習を望む学生には提供していきたい。

クイズについて多かった意見としては、「大切なポイ

ントがわかった」18 件、「知識の確認、復習ができた」

11 件であった。これは従来のガイドブックによる事前

学習でも可能な内容であるが、ガイドブックは沐浴の目

的、事前の情報収集項目、準備、方法等すべてが含まれ

ているため、学生によっては広く浅い学習になる可能性

がある。クイズに取り組むことで、問われて回答し、直

後に正誤を確認できるため、沐浴で最も重要なことに対

して学習がフォーカスしやすかったのではないか。学習

者の反応（回答）に対して正誤の情報を与えることを

KR（knowledge of results）といい、「結果の知識」と訳

されている 5）。学習者は、この情報を手がかりに、学習

が正しい方向に向かっているかどうかを確認し、必要に

応じて自らの学習活動を修正し、最終的に学習を達成す

ることができるとされている 6）。このことから、沐浴の

動画の視聴により技術をイメージ化した上でクイズに取

り組み KR が与えられた直後は、最も学習行動が促進す

る時期であると考えられる。「クイズの解説から学べた」

4 件という意見もあるので、解説を補強していく必要が

あるが、クイズだけで事前学習が完結するのではなく、

クイズに取り組むことが看護職者による安全で安楽な沐

浴に向けての主体的な学習のきっかけにもなるように工

夫する必要がある。

 3）Web 教材へのアクセスについて

一般的に Web 教材は、パソコンがあれば、いつでも、

どこでも、自分のペースで、繰返し学習できることが特

長とされている。学内 LAN に接続されたパソコンに限

定することで、そのメリットはやや制約を受けているこ

とになる。学外のパソコンから Web 教材にアクセスす

ることは技術的には可能であるが、設定や調整には多く

の時間を要することに加え、ID やパスワードの管理も

必要となってくるため、かえって取り組みにくくなるリ

スクもある。Web 教材へのアクセス数をみると、前日

に 31.1％、当日は 40.5％であり、学生は演習直前に集

中して事前学習を行っていることがわかる。Web 教材

での学習は計約 25 分と比較的短時間であること、また

事前学習の実施率がかなり高かったことから考えて、現

段階では学内からのアクセスにとどめても差し支えない

と考えた。

Ⅵ．おわりに

沐浴演習では、学生は目的、方法、留意点について理

解している様子で、実施時間内にスムーズに落ち着いて

沐浴できていたことは担当教員の共通認識であった。し

かし、定量化されたデータは収集できていない。今後は、

これら Web 教材の改善を重ねながら、沐浴実施の到達

度についても検討していきたい。
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Ⅰ．はじめに

勤労者の抱える健康問題・課題は、職業に起因する負

傷・疾病にとどまらず、メンタルヘルス不全や生活習慣

病など多様であり、予防とともに健康問題が顕在化した

後の職場復帰など医療機関における支援が重要となる場

面は多い。

独立行政法人労働者健康福祉機構に属する労災病院で

は、労働災害の被災労働者への医療の提供のみならず働

く人々の職業生活を医療の面から支えること（勤労者医

療）を理念としている。しかし、平成 13 年時点におい

て全国 34 労災病院の一つである中部労災病院では、平

成 16 年の独立行政法人化を前に「勤労者看護をやるよ

うに上から言われ、関心はあるが何をすればいいかわか

らない」等の意見が看護師から多くみられていた 1）。そ

こで、中部労災病院と岐阜県立看護大学は、共同研究「労

災病院における勤労者医療・看護推進への組織的取り組

み」を立ち上げた。なお、中部労災病院は愛知県名古屋

市に位置し、稼働病床数 556 床、看護師数 440 人の総

合病院である。平成 13 ～ 14 年度は自由参加の学習会

を開催し、勤労者である患者の事例を検討したが、患者

の労働生活についての情報不足から事例提供が減り参加

者も減るという事態が生じた。しかし、中部労災病院に

とって勤労者看護を実践できる人材の育成は重要な課

題であったため、平成 15 年度より看護部の現任教育の

ひとつとして、勤労者である患者への労働生活インタ

ビュー実施（以下、労働生活インタビュー）とインタ

ビュー事例の検討（以下、事例検討）を中心とした「勤

労者看護コース」研修を位置づけ、勤労者看護実践の中

核的役割を担う看護師育成に取り組み始めた 2,3）。平成

17 年度には新病棟移転による業務繁忙のため看護部の

現任教育においてもその多くが休止を余儀なくされる状

況が発生したが、「勤労者看護コース」は病院の理念か

ら重要かつ不可欠であるとの看護部の認識により継続開

催することができた。この間に労働者健康福祉機構本部

より、勤労者看護の理念や取り組む方向性が示された 4）。

平成 18 年度は、上述したように本部から方向性が示

されたことや病棟移転が終了したことなどが影響したた

めか、新規参加研修生が増えるなど勤労者看護への関

心が病院内へ広がる兆しがみられた 5）。その結果、平成

19 年度の看護部のバランスト・スコアカードに労働生

活インタビューの実施目標が盛り込まれ、教育対象を中

堅以上のリーダー層から全看護師へ拡大することとなっ

た。そのため、これまでの労働生活インタビューと事例

検討を主な内容とする研修による学びを把握した上で、

今後の人材育成の方法について改めて検討する必要があ

ると考えられた。

                               岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 2 号 , 2010

— 35 —

〔報告〕

勤労者看護を実践できる人材育成の方法の検討

－労働生活インタビューと事例検討による研修後のレポートの分析から－

梅 津   美 香 1 ）    奥 田   浩 子 2 ）    上 野   美 智 子 3 ）    小 林   美 代 子 4 ）

The Examination of Personnel Training for Providing Nursing Cares to Workers:

 Analyzing Interviews on Working Lives and Case Studies Conducted after the Training 

Mika Umezu1 ） ,  Hiroko Okuda2 ） ,  Michiko Ueno3 ） , and Miyoko Kobayashi4 ）

1）岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing
2）前岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Formerly Nursing of Adults, Gifu College of Nursing
3）前岐阜県立看護大学 機能看護学講座 Formerly Management in Nursing, Gifu College of Nursing
4）中部労災病院 Chubu Rosai Hospital



本研究の目的は、中部労災病院において、平成 18 年

度に新規に勤労者看護コースを受講した研修生の研修終

了時点におけるまとめとして課した個別レポートを分析

することにより、当該研修会による学びを把握し、今後

の勤労者看護を実践できる人材育成の方法を検討するこ

とである。

Ⅱ．「勤労者看護コース」研修

労災病院における勤労者看護の理念とは「労災病院看

護職は、勤労者が健康と労働とをより良く調和させ、そ

の健康レベルに応じて健康的に働くために、看護の立場

から主として臨床の場で健康支援活動を行う」6）ことで

ある。

「勤労者看護コース」研修は、上記理念に基づく勤労

者看護を推進するための中核的役割を果たすことのでき

る、中堅以上の看護師を対象とした人材育成を目的とし

た。勤労者看護とは何なのか具体的には不明確な段階よ

り取り組みを始め、日々の看護実践の中で勤労者看護を

自ら見出していくことが重要なのだとの考えに至ったこ

とから、勤労者看護の明確化、実践、普及ができること

を目標として設定した。なお、研修生は 1 年単位で登

録しプログラムに参加するが、希望により複数年の受講

が可能である。平成 18 年度の看護部現任教育は、キャ

リア開発ラダー委員会、ジェネラリスト育成（看護倫理

委員会など 5 委員会）と教育・管理（看護研究委員会

など 4 委員会）に分かれており、「勤労者看護コース」

は教育・管理に属する勤労者看護委員会が担当して行っ

た。

1 年間の主な研修内容は、（1）「労働生活を理解する

ための学習支援ツールとして作成したインタビューシー

ト」（以下、インタビューシート）を用いた労働生活イ

ンタビューの実施、（2）毎月 1 回の研修会における（1）

を題材とした事例検討、（3）研修終了時の個別レポー

ト「事例を通して実践した（実践を考えた）勤労者看護」

の作成と発表である。平成 18 年度は研修会を 10 回開

催し 9 事例の検討を行ったが、研修生によっては、イ

ンタビューを実施していても研修会日程とのタイミング

が合わず、自らの事例の検討が研修会の場で行えない場

合もあった（表 1）。

インタビューシートの主な項目は、フェイスシート、

仕事（職業、経験年数、通勤手段、休日、労働時間、勤

務形態、休憩、生活時間、職場復帰予定・準備、作業内

容と作業姿勢、作業内容・作業環境の疾病への影響、仕

事上の大変な部分など）、健康（治療、疾病の仕事への

影響、気がかりなこと、相談相手、健康診断、健康行動、

勤務先の産業保健サービスなど）である。

Ⅲ．研究方法

1． 分析対象

平成 18 年度研修に参加した看護師 10 人中、新規参
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表 1　平成 18 年度勤労者看護コース　研修内容
開催年月 内  容

平成 18 年 5 月
公開シンポジウム

「2006 年度中部ろうさい病院勤労者看護コースを考える」を開催
平成 18 年 6 月 事例検討：80 歳代女性 労災二次健診で来院した勤労者

平成 18 年 7 月
事例検討：50 歳代女性 乳がんの勤労者
研修生同士でインタビューを体験する

平成 18 年 9 月
事例検討：60 歳代歳男性 心筋梗塞で入院した勤労者
事例検討：40 歳代男性 特発性大腿骨頭壊死で入院した勤労者
インタビューシートについて意見交換および検討

平成 18 年 10 月
出張健診に同行しての感想および意見交換
事例検討：40 歳代男性 出血性胃・十二指腸潰瘍で入院した勤労者

平成 18 年 11 月 第 54 回 日本職業・災害医学会参加

平成 18 年 11 月
事例検討：30 歳代男性 顔面神経麻痺で入院した勤労者
改訂版インタビューシートについての意見交換
本部研修参加者より伝達講習

平成 18 年 12 月
事例検討：50 歳代男性 労災二次健診で来院した勤労者
事例検討：70 歳代男性 慢性腎不全による血液透析導入のため入院した勤労者
事例検討：50 歳代男性 急性大動脈解離で入院した勤労者

平成 19 年 1 月 「事例を通して実践した（実践を考えた）勤労者看護」発表会
平成 19 年 2 月 岐阜県立看護大学「共同研究報告と討論の会 ｣ 参加



加 7 人の研修終了時点における個別レポート「事例を

通して実践した（実践を考えた）勤労者看護」を分析対

象とした。複数年参加している研修生はそれまでの研修

による学びをすでに実践に活かしつつある状況にあった

ため、レポートから平成 18 年度研修の学びを明らかに

するためには、新規参加者のレポートのみを分析対象と

することが適切であると考えた。

新規研修生 7 人の看護経験年数は、5 年未満 1 人、5

年以上 10 年未満 4 人、30 年以上 2 人であった。1 人

については、労働生活インタビューとレポート作成は

行ったが、時期的なタイミングが合わず本人のインタ

ビュー事例の検討は研修会では行えなかった。

2．分析方法

レポートを繰り返し読み、研修に参加して気づいたこ

と・実践したことに関し研修とのつながりが読み取れる

記述を抽出した。抽出した際、研修とのつながりや記述

の意味が不明にならないように必要最小限の加筆を行い

該当部分を［ ］で示した。その後、記述を研究者間で

繰り返し読み、研究者 3 人で合意するまで検討し、類

似性に従い小分類（＜ ＞にて表示）、中分類（《 》に

て表示）、大分類（【 】にて表示）として整理した。

3．倫理的配慮

レポートを研究に使用することについて、研究の主旨・

方法、匿名性の保証、研究協力を断っても不利益がない

ことを研修生に文書に基づき口頭で説明し、書面にて同

意を得た。

なお本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会に

倫理審査申請を行い、平成 20 年 3 月に承認を得た。

Ⅳ．結果

研修に参加して気づいたこと・実践したことに関する

59 記述が抽出され、小分類 25、中分類 10、大分類 3

に整理された（表 2）。

1．勤労者看護に関する気づきと課題の発見

【勤労者看護に関する気づきと課題の発見】は、4 つ

の中分類から構成され、《労働生活インタビューの意義

と必要な能力》《労働と疾病の関連を考慮した看護援助

の必要性》《日々の看護実践が勤労者看護であるという

気づき》《事例検討を重ねることの意義》となった。

《労働生活インタビューの意義と必要な能力》は、3

つの小分類から構成され、＜インタビューシートを活用

した情報収集、アセスメントのしやすさという面からイ

ンタビューシートは有用である＞と「今までの自分の看

護を振り返ってみると、アナムネ時「職業は」と聞く

ときは、会社員、自営業など職種だけを聞くのみで、簡

略化していました。インタビューをとったことで、対象

者を一人の勤労者であることを認識することができまし

た」のような＜労働生活インタビューにより対象理解が

深まる＞および＜短時間で労働生活に関して必要な情報

を収集する能力が必要である＞となった。

《労働と疾病の関連を考慮した看護援助の必要性》は、

以下の 4 つの小分類から構成され、「［退院後に身体的

負荷の少ない仕事へと］職場を変えることにより、スト

レスが増大する危険性があり、退院後のフォローも重要

となってくると思った」という＜退院後の労働生活の再

開が疾病に影響することを考慮した継続看護が必要であ

る＞と「［事例検討会でのアドバイスを受けて］二人暮

らしでもあり妻も働いているので、もう少しサポート体

制の調整についての働きかけが必要だったと考える」の

ような＜働き続けるために仕事や職場・家族の協力を得

られるような調整が必要である＞および＜勤労者の労働

生活も含めた生活スタイルに合わせた指導が必要であ

る＞＜疾病を抱えながら働く患者の労働環境や労働生活

に対する新たな視点をもって援助することが大切であ

る＞となった。

《日々の看護実践が勤労者看護であるという気づき》

は＜日々行っている、患者が今後の人生をイメージでき

るような援助・生活指導という看護が勤労者看護であ

る＞から導かれた。

《事例検討を重ねることの意義》は＜勤労者の事例検

討を重ねることで別の視点で勤労者看護をとらえること

ができる＞から導かれた。

2．勤労者看護の実践

【勤労者看護の実践】は、《労働生活に関する情報の収

集と活用》《労働生活について話を聞く機会をつくると

いう看護援助》《職場復帰に向けた仕事・職場環境の調整》

《労働生活も含めた退院後の経過の把握》という 4 つの

中分類から構成された。

《労働生活に関する情報の収集と活用》は、4 つの小

分類から構成され、＜担当看護師として労働生活に関す
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る情報収集を充実させた＞＜労働生活インタビューによ

り得た情報を活かして生活指導を実施した＞＜労働生活

インタビューにより得た情報を自部門・他部門の看護師

間で情報を共有した＞＜患者の抱える職場復帰への不安

について医師へ情報を提供した＞となった。

《労働生活について話を聞く機会をつくるという看護

援助》は、＜労働生活インタビューが患者にとって考え

を整理する機会になった＞から導かれており、研修生

は「今回のインタビューを行ったことで、彼の事故から

の半年間と今後の人生を整理するきっかけになったと思

う」と記述している。

《職場復帰に向けた仕事・職場環境の調整》は、2 つ

の小分類＜職場復帰に向けたサポート役を見つけた＞と

＜職場復帰に向けた医療側と職場側の意見交換の機会が
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表 2　研修に参加して気づいたこと・実践したこと
大分類 中分類 小分類 記述例

勤労者看
護に関す
る気づき
と課題の
発見

労働生活イ
ンタビュー
の意義と必
要な能力

インタビューシートを活用
した情報収集、アセスメント
のしやすさという面からイ
ンタビューシートは有用で
ある（6 記述）

［インタビュー時に］初対面の私に、あれほど堰を切ったようにお話をされたということは
日頃からかなり気持ちの中に鬱積したものがあったのだと思う。それらを自然な形で引き出
すことができたのは、インタビュー項目の「お仕事で大変なことやストレスになることがあ
りますか？」という暖かみを感じさせる質問内容の御陰であると思った。

まだ、インタビューシートを活用したことのない人は、ぜひ一度、行って見てほしいです。きっ
と、違った視点や方向から、気づくことが多々あると私は思います。

労働生活インタビューによ
り対象理解が深まる（6 記述）

緊張した中でのインタビュー開始から 15 分もすると、互いの緊張もほぐれ、彼から事故の
日の出来事、搬送された病院での出来事、当院での入院生活に対する思い、また、今後この
ような体になった自分ができる仕事について、約 1 時間にわたり話した。私は、受傷からの
半年の間に障害を受容し、前向きに考える彼の考えに、衝撃を受けると同時に、彼をそうさ
せたものは何かを考えた。

今までの自分の看護を振り返って見ると、アナムネ時「職業は」と聞くときは、会社員、自
営業など職種だけを聞くのみで、簡略化していました。インタビューをとったことで、対象
者を一人の勤労者であることを認識することができました。

短時間で労働生活に関して
必要な情報を収集する能力
が必要である（2 記述）

インタビュー技術をしっかり持ち短い時間の中で項目、内容も自分たちがきちんと把握して
その患者にあった情報を取らなければいけない。

労働と疾病
の関連を考
慮した看護
援助の必要
性

退院後の労働生活の再開が
疾病に影響することを考慮
した継続看護が必要である

（5 記述）

［退院後に身体的負荷の少ない仕事へと］職場を変えることにより、ストレスが増大する危
険性があり、退院後のフォローも重要となってくると思った。

［職場の人間関係にストレスを感じており疾病の発症にも関係しているという］問題を引き
出すことができたにもかかわらず継続看護に繋げることができなかったことが今回の大きな
反省点である。そこで、サマリーの重要性を強く感じた。今後の経過の中で必要があれば専
門家のカウンセリングを受けて頂くよう外来看護師に提起もできたはずである。

患者さんは家庭を持っており、今後も仕事していかなければならない。仕事を続けることで
再置換の時期が早まるのではないかという不安を持っている。40 歳代前半という年齢を考
慮すると、今後複数回の再置換が必要となる可能性がある。本人はなるべく手術を受ける機
会を最小限にしたいという希望があった。現在の職場への復帰は、仕事の内容的に出来ない
もある。またその仕事動作が、人工股関節への磨耗や脱臼を起こす可能性もあり、以前のよ
うに仕事ができないのではないかという不安もある。復帰した職場が股関節に負担が少ない
動作であるのか、引き続きフォローしていく必要がある。

勤労者の労働生活も含めた
生活スタイルに合わせた指
導が必要である（2 記述）

勤労者看護の研修会で発表し、様々な助言を頂いた。まず、この事例は初回の入院であり、
初回の疾病であり、生活スタイルに密着した勤労者看護の実践が重要で、患者の個別性に合
わせた細やかな指導が必要だったと実感し、反省する部分も多くあった。例えば、血圧を測
るだけでなく、血圧手帳の記載や、栄養面ではどのように血圧に影響するのかなど１歩踏み
込んだ関わりが必要だった。

働き続けるために仕事や職
場・家族の協力が得られるよ
うな調整が必要である（4 記
述）

［事例検討会でのアドバイスを受けて］患者は、慢性腎不全という疾患に加えて 70 歳代前
半という年齢であり、患者は仕事熱心の為働き過ぎてしまう可能性あり、体に負担がかから
ないよう誰かが規制する必要があるという意見があった。しかし、私は患者本人の意見を尊
重することに重点を置いていた。転院後、患者は夜間透析を行いながら仕事を続けているが、
アドバイスのように、体に対する負担を第一に考え、万全の体調の上で仕事をするように、
医師や家族に働きかけをすべきであったと考える。

患者さんから両側の人工股関節が入っているのに外見上わからないため、職場の同僚から就
労制限の理解が得られないのではないかという不安の訴えがあった。今後も継続した精神的
フォローも必要だと思う。

［事例検討会でのアドバイスを受けて］二人暮らしでもあり妻も働いているので、もう少し
サポート体制の調整についての働きかけが必要だったと考える。

疾病を抱えながら働く患者
の労働環境や労働生活に対
する新たな視点をもって援
助することが大切である（1
記述）

患者さんは疾病を抱えながら、自分や家族のために仕事をもち、生活を送らなければならな
い。疾病だけにとらわれず、患者の労働環境、労働生活にも今までとは違った視点で目を向
けていくことの大切さを学んだ。

日々の看護
実践が勤労
者看護であ
るという気
づき

日々行っている、患者が今後
の人生をイメージできるよ
うな援助・生活指導という看
護が勤労者看護である（1 記
述）

インタビューを行ってみて、勤労者看護の実践はとても難しいが、（負傷により永続的障害
をもつことになった）この患者への日々の看護が勤労者看護なのだと知ることができた。同
じような疾患を持つ患者と同室にすることで、受傷により 180 度変わる今後の人生をイメー
ジし、お互いに刺激しあって努力できるよう調整したり、日常生活指導はもちろんであるが、
健常者のときは意識することが少ない知覚等についても日々指導を行っている。

事例検討を
重ねること
の意義

勤労者の事例検討を重ねる
ことで別の視点で勤労者看
護をとらえることができる
(1 記述）

毎月の事例検討で、みんなで考えや意見を共有することは、別の視点で見ていくことができ
学びとなった。
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表 2　研修に参加して気づいたこと・実践したこと（続き）
大分類 中分類 小分類 記述例

勤労者看
護の実践

労働生活に
関する情報
の収集と活
用

担当看護師として労働生活
に関する情報収集を充実さ
せた（1 記述）

２回目の入院時は、スタッフの協力もあり担当看護師となったことで、初回の入院時よりも
［労働生活について］深いところまで聴取することができた。

労働生活インタビューによ
り得た情報を活かして生活
指導を実施した（5 記述）

［インタビューして得た情報を活かし］仕事に関しては現在の職場スタッフへの病状説明と、
血圧コントロールの必要性の理解をしてもらうよう伝え、必要時現場の仕事を避け、事務仕
事への変更をすすめた。患者様より、「長年今の仕事はやっているし、周りの理解もいいか
ら大丈夫」との言動が聞かれていた。

その思い［インタビューしながら患者のために何かできることはないかと真剣に耳を傾けた］
とは裏腹にその場で実践した私の関わりといえば常識的な言葉掛けに終わってしまったよう
に思う。その内容とは、退院後ステロイドの内服が継続される為感染防止策として、確実な
内服・手洗いとうがいの励行・人ごみへの外出を避ける・十分な栄養と休養を摂ること、ス
トレス防止策として、当面（患者さまをとりまく環境の）現状打破が困難であるならば奥さ
まとの関係を少しづつ修復する努力をすること・自分の思いは素直に表現すること・仕事と
は別のことで自分を表現できる何かを見つけることなどである。果たして私の言葉は患者さ
まの気持ちに届くものであったただろうかと疑問が残った。

労働生活インタビューによ
り得た情報を自部門・他部門
の看護師間で情報を共有し
た（2 記述）

インタビューシートを外来カルテに挟み、情報を病棟看護師に送った。

カンファレンスでインタビューシートの内容を公開し、この事例への勤労者看護の認識を深
め、情報交換を行った。

患者の抱える職場復帰への
不安について医師へ情報を
提供した（1 記述）

患者さんは仕事復帰に向けて焦りがある様子だった。前回の手術後より痛みが思うようにひ
かないこと、リハビリが思うように進まなく筋力強化につながらないことなど、数々の不安
の訴えがあった。その訴えに対してはその都度、主治医に情報提供し対応した。

労働生活に
ついて話を
聞く機会を
つくるとい
う看護援助

労働生活インタビューが患
者にとって考えを整理する
機会になった（1 記述）

今回の［労働生活］インタビューを行ったことで、彼の事故からの半年間と今後の人生を整
理するきっかけになったと思う。

職場復帰に
向けた仕事・
職場環境の
調整

職場復帰に向けたサポート
役を見つけた（1 記述）

２回目の入院では、主に事例検討会で助言をもらった、職場復帰に向けてサポート役を見つ
けることを中心に、内容を深めていった。

職場復帰に向けた医療側と
職場側の意見交換の機会が
実現した（1 記述）

職場復帰に向けてのサポート役として職場の産業医・総務課長・主治医が考えられた。本人
はその三者を含めた仕事復帰に向けた面談を望んでいたが、入院中実際そのような機会を作
ることは難しく、結果、主治医より書面として退院後の就労に関する制限の診断書を発行し、
会社へ提出することになった。退院後本人の強い希望もあり、総務課長・主治医を含めた面
談が実現できた。

労働生活も
含めた退院
後の経過の
把握

労働生活も含めた退院後の
経過について本人から聞き
取り確認した（1 記述）

患者が当院に受診した際、［労働生活も含めた］退院後の状況を聴取した。

勤労者看
護へ取り
組むこと
への意思

今後の勤労
者看護の実
践への思い・
取り組み

院内の看護師や他職種への
勤労者看護の普及が必要で
あり努力していきたい（3 記
述）

今後はこの学びを他の看護師だけでなく、医者や家族にも伝え、勤労者看護の普及に繋がれ
ばいいと思う。

病棟との連携、他のスタッフにもアピールし勤労者看護の普及に努めていきたい。

日々の看護において意識的
に勤労者看護を実践してい
きたい (2 記述）

日々の看護の中にある勤労者看護を、今後はもっと意識をもって行えるようにしていきたい。

この１年を通じて、労働形態がいくつもあることを学び、それに伴う補償も学んだ。またい
くつかの事例を検討していく中で、疾病を持ちながら労働することの大変さを学ぶことがで
きた。この１年を通じ看護師として関わっていけることを学び、これからの看護に生かした
い。

労働生活について患者から
話を聞く機会を作っていき
たい（4 記述）

最近、緊急入床患者の年齢層が、働き盛りの壮年期と若くなってきている。その年齢層の関
わりが特に重要であり、インタビューシートを使わなくても、何か仕事に関する話をうかが
うことができたらと思う。

人間関係を初めとする複雑な職場環境から生まれるストレスが病気を引き起こしている事例
を多く耳にする昨今である。私たちは、患者さまが大いに気持ちを開くことのできる環境作
りから始め、心底耳を傾け問題を見つけだすこと、それが勤労者看護の第一歩であると考え
る。

良好な社会復帰に向けたア
プローチを明確化していき
たい (1 記述）

産業医や産業看護師との連携することの難しさを再認識し、患者様のおかれた立場を考え、
誰にアプローチしどのような方向に向かえば良好に社会復帰ができるのかを考えることで、
私たちにできることが明確になってくるのだと思った。

患者が不安なく治療と仕事
を両立できるような援助を
実践していきたい（1 記述）

現在、勤務場所の人工透析室では、維持期の方が多くいる。その中で導入したばかりで［仕
事を］している患者は夜間透析できる他施設へ転院していく人が多く、今後はこのような人
達の職業に焦点を当て労働形態、勤労時間、仕事内容に目を向け不安なく透析、仕事が両立
できるような援助にかかわっていきたいと考えている。

看護師自身も勤労者である
という認識を持ち生活や環
境を含めて勤労者と共に考
えるという姿勢で看護を提
供していきたい（1 記述）

自分も勤労者であるという認識、病気だけをとらえて看護を提供するのではなく、その人の
生活や取り巻く環境を含めて勤労者と一緒に考えていきたい。

職場と連携した医療提供を
実現していきたい（1 記述）

健康があっての仕事ということを忘れてはいけないと思います。そのため、本人だけではな
く、本人の働く職場と何らかの形で連携し継続して、医療の提供ができるといいと思います。

勤労者看護
の継続学習
への意欲

今後も継続して勤労者看護
を学んでいきたい（5 記述）

今回の症例もアドバイスを受け振り返ることが多くあり、勤労者看護は奥が深くもっと勉強
していきたいと思った。

まだまだ勉強不足なところが多いが、来年度も勤労者看護研修コースを通じて学んでいきた
いと思う。

勤労者看護に携わるためには、各企業で勤労に関する取り組みがどうなされているのか理解
し知識を積み上げていくことが重要であることがわかった。

＊記述例中にある［ ］は、記述を抽出した際、研修内容等のつながりや内容の意味が不明にならないように必要最小限の加筆を行った部分を示し
 ている。



実現した＞から構成され、表 2 には示していないが同

一の研修生の記述である。この研修生の場合、インタ

ビュー実施後、研修会で事例検討を行い、インタビュー

対象の患者が 2 度目に入院した際に事例検討でのアド

バイスを活かして勤労者看護を実践したという経緯が

あった。

《労働生活も含めた退院後の経過の把握》は、＜労働

生活も含めた退院後の経過について本人から聞き取り確

認した＞から導かれた。

3．勤労者看護に取り組むことへの意思

【勤労者看護に取り組むことへの意思】は、《今後の勤

労者看護の実践への思い・取組み》《勤労者看護の継続

学習への意欲》の 2 つの中分類から構成された。

《今後の勤労者看護の実践への思い・取組み》は、以

下の 7 つの小分類から構成された。小分類は、「今後は

この学びを他の看護師だけでなく、医者や家族にも伝

え、勤労者看護の普及に繋がればいいと思う」といった

＜院内の看護師や他職種への勤労者看護の普及が必要で

あり努力していきたい＞と「（前半省略）この 1 年を通

じ看護師として関わっていけることを学び、これからの

看護に生かしたい」という＜日々の看護において意識的

に勤労者看護を実践していきたい＞および「（前半省略）

私たちは、患者さまが大いに気持ちを開くことのできる

環境作りから始め、心底耳を傾け問題を見つけだすこと、

それが勤労者看護の第一歩であると考える」などの＜労

働生活について患者から話を聞く機会を作っていきた

い＞である。さらに＜良好な社会復帰に向けたアプロー

チを明確化していきたい＞＜患者が不安なく治療と仕事

を両立できるような援助を実践していきたい＞＜看護師

自身も勤労者であるという認識を持ち生活や環境を含め

て勤労者と共に考えるという姿勢で看護を提供していき

たい＞＜職場と連携した医療提供を実現していきたい＞

が認められた。＜患者が不安なく治療と仕事を両立でき

るような援助を実践していきたい＞については「現在、

勤務場所の人工透析室では、維持期の方が多くいる。そ

の中で導入したばかりで［仕事を］している患者は夜間

透析できる他施設へ転院していく人が多く、今後はこの

ような人達の職業に焦点を当て労働形態、勤労時間、仕

事内容に目を向け不安なく透析、仕事が両立できるよう

な援助にかかわっていきたいと考えている」と記述され

ていた。

《勤労者看護の継続学習への意欲》は、＜今後も継続

して勤労者看護を学んでいきたい＞から導かれた。

Ⅴ．考察

1．研修の学び

1）勤労者看護に関する気づきと課題の発見

研修生は、勤労者である患者に労働生活インタビュー

を行った体験から対象理解の深まりを感じていた。職業

や職種を尋ねるだけであった労働生活について改めて患

者に聞くことにより、対象理解の幅が広がった結果であ

ると思われる。労働生活インタビューではインタビュー

シートを活用しているが、その有用性が情報収集、ア

セスメントといった面から述べられていた。ただし、こ

のインタビューシートは特別な項目を含むものではなく、

日常の看護場面において自然に把握している項目もあれ

ば、必要に応じて確認している項目もあるものと思われ

る。しかし、新規参加の研修生がインタビューシートの

有用性と対象理解の深まりについて多く記述しているこ

とは、今まで意図的には把握していなかった労働生活に

ついて、改めて多様な側面から聞く体験に重要な意味が

あった結果と考えられ、この点においてインタビュー

シートの使用は有効であると思われる。

また、研修生は、研修を通じて勤労者看護実践上の具

体的な課題を見出していた。患者にとって労働生活は日

常であるが、看護師の多くは日常を離れた治療の場で出

会うため、労働生活に十分に踏み込んで関わることがで

きないでいることが多い 7）。退院後の労働生活の再開が

疾病に影響することを考慮した継続看護や働き続けるた

めに仕事や職場・家族の協力を得られるような調整が必

要であることなど、労働と疾病の関連を考慮した看護援

助が課題として挙がっていることは、これらの課題の達

成が今後の勤労者看護の実践の充実へとつながり、労災

病院の看護の質向上に貢献することを期待させるもので

ある。また、勤労者看護が特別なものではなく、日々行っ

ている看護の中に勤労者看護があるという気づきもあり、

事例検討を重ね、疾病を抱えながら働く患者の労働環境

や労働生活に対する新たな視点をもつことで、日々の看

護実践として勤労者看護が根付いていく可能性を示唆し

ている。
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2）勤労者看護の実践

労働生活に関する情報収集と活用として、インタ

ビューで得た情報を活かした生活指導や、看護師間ある

いは病棟と外来といった部門間の情報共有および医師へ

の情報提供があった。さらに、インタビュー実施そのも

のが患者にとって考えの整理になるという看護実践でも

あった。研修の一環として労働生活インタビューを義務

付けているが、改めて患者と向き合い理解しようという

看護師の姿勢が重要であることの気づきにつながってい

るともとらえられる。

また、職場復帰に向けたサポート役の発見や職場との

意見交換の機会の実現など職場復帰に向けた仕事・職場

環境の調整が行われた。職場環境や仕事の調整は、医療

機関の看護師にとって困難な面も多くあるが 8）、研修生

が実践できた背景には、事例検討によりその必要性を共

有できたことが大きいのではないかと思われる。ただし、

これらは 1 人の研修生の事例にとどまっている。この

研修生の場合、インタビュー実施と事例検討およびその

後の対象者への関わりのタイミングが合ったことが実践

につながったと考えられ、事例検討を活かして対象事例

への看護を実践するには時期等の条件が合う必要がある

とも言える。

3）勤労者看護に取り組むことへの意思

研修終了時には、今後の勤労者看護の実践への思い・

取り組みの意思が個々の研修生に芽生え、院内の看護師

や他職種への勤労者看護の普及や日々の看護における意

識的な勤労者看護の実践、労働生活について患者から話

を聞く機会をつくることなどが示されていた。また、看

護師自身も勤労者であるという認識を持ち勤労者ととも

に考える姿勢への言及もあった。さらに、継続学習への

意欲も示されていた。

与えられた課題ではなく所属する組織および自分自身

の課題として勤労者看護に取り組むことへの意思を示し

ていることは、研修の目的からみて評価に値すると思わ

れる。

2．今後の人材育成の方法

平成 18 年度の新規研修生は、研修を通じて、自ら勤

労者看護とは何であるか明確化し実践につなげ学びを院

内の看護師・他職種に普及させていく姿勢を見せており、

目標は達成されたと考えられた。勤労者看護を実践でき

る人材育成の方法として、労働生活インタビューの実施

には、①今まで意図的には把握していなかった労働生活

について患者自身から聞くことにより対象理解が深まる、

②「労働生活を理解するための学習支援ツールとして作

成したインタビューシート」を用いることは情報収集・

アセスメントに有用でありインタビュー実施の効果を高

める、③労働生活インタビューにより得た情報を活用し

た看護実践につながる、④患者に向き合い理解しようと

する看護師の姿勢を育むという効果がある、ととらえら

れた。これらのインタビュー体験を基に事例検討を重ね

ることは、看護の振り返りの機会を増やし、患者の労働

環境や労働生活に対する新たな視点をもつこと、勤労者

看護の実践上の具体的課題を見出すことにつながってい

るのではないかと考えられた。

平成 19 年度より中部労災病院の全看護師に人材育成

の対象を広げ、病院内に勤労者看護を普及させていく段

階に入る。これまでの研修参加者に比べ、全看護師とな

ると必ずしも勤労者看護への関心が高いとは限らない。

労働生活インタビューの実施を各部署の目標として掲げ

るため実施数は増えることが予測されるが、目標設定

だけではなく、労災病院看護部の理念に基づく組織的課

題と関連づけてインタビューの意義を具体的に理解でき

るよう説明することが求められる。また、労働生活イン

タビューに多くの効果があるとしても、日々の看護実践

として根付かせるためには事例検討など振り返りの機会

をつくり、労働環境や労働生活に対する新たな視点を育

む必要がある。勤労者看護への関心の高い看護師に対し

ては、従来通り月に 1 回の研修会において事例検討を

重ねていく一方で、各部署内で事例を検討する機会を増

やしていくことも重要であると考える。各部署での事例

検討の場合、看護の振り返りにとどまらず検討の結果を

対象患者への看護へ反映させやすくなると思われる。そ

れとともに研修生以外の看護師が勤労者看護の広がりや

具体的イメージを持つことにつながることが期待される。

事例検討には、平成 15 年度から育成してきた中核的な

役割を果たす看護師が必要に応じて参加することも人材

の活用として有効であろうし、研修生であった看護師に

とっても勤労者看護に継続して取り組むことへの意思を

再度高める機会になると考えられる。将来的には、労働

生活に関して困難な問題・課題を抱える対象への援助方
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法の開発が、労災病院という医療機関には求められてい

ると考えられる。研修経験者は実践を積み重ね、困難な

事例への援助経験からの知を蓄積できるようになってい

くことが重要であり、共同研究等を通じたサポートが必

要である。

なお、今回の研究報告では分析対象が研修生のレポー

トのため、研修生自身が述べている研修からの学びの結

果から人材育成について述べた。しかし、研究目的から

考えて、勤労者看護の実践状況と効果、研修生以外の看

護師や管理職、ケア対象者である患者自身から把握して

いくことも必要であると考えられ、今後の研究上の課題

である。

本研究は、岐阜県立看護大学共同研究事業の一つとし

て行った。また、第 17 回日本看護学教育学会（2007）

にて発表した。

Ⅵ．まとめ

中部労災病院において平成 18 年度に新規に勤労者看

護コースを受講した研修生の研修終了時点における個別

レポートを分析した結果、当該研修会による学びは【勤

労者看護に関する気づきと課題の発見】【勤労者看護の

実践】【勤労者看護に取り組むことへの意思】であった。

勤労者看護を実践できる人材育成の方法として、労働

生活インタビューの実施は、①今まで意図的には把握し

ていなかった労働生活について患者自身から聞くことに

より対象理解が深まる、②「労働生活を理解するための

学習支援ツールとして作成したインタビューシート」を

用いることは情報収集・アセスメントに有用でありイン

タビュー実施の効果を高める、③労働生活インタビュー

により得た情報を活用した看護実践につながる、④患者

に向き合い理解しようとする看護師の姿勢を育むという

効果があるととらえられた。これらのインタビュー体験

を基に事例検討を重ねることは、看護の振り返りの機会

となり、患者の労働環境や労働生活に対する新たな視点

をもつことや勤労者看護の実践上の課題を具体的に見出

すことにつながっている。

以上から、今後の人材育成の方法として、全看護師を対 

象とした労働生活インタビューの実施目標の設定、各部

署内での事例検討、勤労者看護研修の継続、過去に研修

を受講した中核的役割を果たす看護師の活用を検討した。
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Ⅰ．はじめに

小児医療の発展により、多くの低出生体重児や疾患を

有する新生児が救命されるようになった 1）。しかしこれ

に伴い、急性期の治療は終了したが、重度障がいにより

養育だけでなく医療的ケアを必要とするために、自宅に

退院できず、新生児集中治療室（以後 NICU）で長期の

入院を余儀なくされている子どもたちがいる。近畿地方

のある府県で行われた、NICU や小児科のある病院を対

象とした調査では、退院可能な準・超重症児の 4 割近

くが退院の目途が立っていなかった 2）。さらに全国 8 府

県の準・超重症児が入院している 138 病院を対象とし

た調査では、準・超重症児 1090 名中 182 名が急性期

治療を行った病院にそのまま入院しており、そのうち退

院可能だが退院先がない子どもは 127 名であり 3）、全

国的に NICU から退院できない重度障がい児の生活する

場のないことが問題になっている。

しかし、重度障がい児が病院から在宅へ移行すること

は、子どもにとっても家族にとっても大きな転機であ

る。10 ～ 20 年前は、医療依存度が低い児が在宅障が

い児の中心であったが、西田らの調査によると在宅療養

している重度障がい児の医療的ケアは、人工呼吸器使用

23%、気管切開 44%、酸素吸入 29%、経管栄養 93% と

いう報告もあり 4）、現在の在宅重度障がい児の医療ニー

ズは、重度心身障害児施設入所児と遜色ないほど高いと

言われている 5）。

重度障がい児が在宅に移行するには、家族が子どもに

重度障がいがあっても家族の一員として家庭に迎えたい

という気持ちをもてることが必要である。しかしこのよ

うに医療ニーズが高い重度障がい児を家庭で療育するに

は、家族の気持ちだけでは実現は不可能であり、医療的

ケアに必要な備品への経済的補助があること、医療的ケ

アが家族でできるようになること、家族を支えるサポー

トの存在などが必要である。家族が必要とするこれらの

知識や情報を提供し、具体的な方法について指導してい

くのは、まずその重度障がい児と家族に関わる医療従事

者である。そのためには重度障がい児に関わる医療従事

者が、重度障害児の在宅移行について肯定的に捉え、そ

れに対する知識をもつことが必要であると思われる。前

年度に A 県の実態をまとめたところ、社会資源が少な

いこと、医療関係者の認識が十分把握できていないこと

等が明らかになった。そこで、NICU で重度障がい児に

関わる医療従事者が、重度障がい児が在宅で家族と生活

することや在宅移行の支援について、どのような意識や

考えをもっているかを明らかにすることにした。

Ⅱ . 研究方法

1．調査対象および調査方法

A 県内 7 箇所の医療機関で NICU または新生児医療に

関する病棟（以下、NICU 等）に勤務する看護職・医師

へ質問紙調査を行った。
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重度障がい児の在宅移行への支援に関するNICU 等に勤務する医療従事者の意識
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2）岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing



調査は施設長あるいは直属の長を通して依頼を行い、

質問紙の配布も依頼した。回収は個別に返送してもらう

方法をとった。

質問紙は、本研究メンバーで作成した。研究前年度か

ら本研究メンバーの他に、NICU 医療従事者や保健・福

祉の専門家も交えた『A 県における在宅重度障がい児

の QOL を支える保健・医療・福祉・教育の体制づくり』

の研究を行っており、質問紙の内容や選択肢は、その研

究内で問題に挙がった項目や、専門家からの意見を取り

入れ、検討を加えたものである。

調査内容は、在宅で医療的ケアが必要となる重度障が

い児に対する、『自宅退院支援経験の有無』『在宅療養に

ついての考え』『生活の場として望ましい場所の優先順

位』『自宅へ退院を勧めようと思う状況』『在宅療養移行

時と在宅療養継続時に必要な支援について』『在宅療養

支援への意見・感想』である。

2．調査期間

平成 20 年 11 月に質問紙の配布および回収を行った。

3．分析方法

回答は質問項目ごとに単純集計し、在宅支援経験の有

無で SPSS Ver16.0 を使用しχ2 検定を行った。

自由記述は内容を要約し、研究者間で検討し類似した

内容に分けサブカテゴリとした。さらに内容によりカテ

ゴリに分けた。

4．倫理的配慮

質問紙は無記名であり個人が特定されることがないこ

と、参加は自由意思で諾否による不利益はないことを依

頼文書に記載し、質問紙に添付した。質問紙の回答をもっ

て調査の同意とした。なお、この調査は岐阜県立看護大

学研究倫理審査部会の承認を受けて実施した。

Ⅲ．結果

質問紙は 7 施設にあわせて 150 部ほど配布したが、

各施設での最終的な配布数は確認できなかった。すべて

の施設から回答があった。質問紙の回収数は、計 137

部であった。有効回答率は 100% である。質問紙の項目

に沿って結果を述べる。質問の項目は『 』で示し、選

択肢は「 」で示した。

1．対象者の概要

職 種 別 に 見 た 回 答 者 は 医 師 23 名、 看 護 職（ 看 護

師 97 名、 助産師 17 名）114 名、 計 137 名であった。

NICU 等での勤務経験はそれぞれ平均 6.0 年と 3.4 年で

あった。医師のうち新生児科専門の医師は 2 名であった。

看護職の過去の勤務経験領域は内科・外科等の一般成人

病棟が 36 名で一番多かった。次に産婦人科病棟で 15

名であった。その他、手術室、精神科、救命救急などで

あった。

自宅への退院支援経験がある者は 80 名（58.4%）、な

い者は 57 名（41.6%）であった。職種でみると経験あ

りと答えたのは、医師 23 名中 20 名（87.0%）、看護職

114 名中 60 名（52.6%）であった（表 1）。

2．在宅療養に関連する考え

『在宅療養することについての考え』では、「自宅が

よい」「どちらかとういうと自宅がよい」を合わせると

133 名（97.1%）であり療養の場としては施設よりも自

宅が望ましいと考えていた（表 2）。

『生活の場として望ましいと考える場所の優先順位』

は、1 位は「自宅」が多く 114 名であった。2 位は「重

度心身障害児施設」71 名、「医療施設」31 名、3 位は「重

度心身障害児施設」42 名、「医療施設」55 名であった（表

3）。優先順位は 1 位から 4 位まで記入できるようにし

たが、1 位のみの記入や同順位が複数あるなど重度障が
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表 1　自宅退院支援経験の有無
職種           有           無
医師 20（87.0%）   3（13.0%）
看護師 60（52.6%） 54（47.4%）
計 80（58.4%） 57（41.6%）

表 2　支援経験別在宅療養することについての考え
支援経験有 支援経験無 全体

自宅がよい 40（50.0%) 23（40.4%） 63（46.0%）

どちらかというと
自宅がよい

38（47.5%） 32（56.1%） 70（51.1%）

どちらかというと
施設がよい

  1  （1.3%）   2  （3.5%）   3（2.2%）

施設がよい   0  （0.0%）   0  （0.0%）   0（0.0%）

無回答   1  （1.3%）   0  （0.0%）   1（0.7%）

表 3　生活の場として望ましいと考える優先順位

順位 自宅 乳児院 重症心身
障害児施設 医療施設

1        114            0            6             9
2          14          11          71           31
3            2          21          43           55
4            0          82            4           28

* 無回答７。他、ある順位のみの回答、複数回答などあり。



い児施設と医療施設の選択に戸惑いが見られた。

『自宅への退院を勧めようと思う状況』は、【児に関す

ること】【家族に関すること】【サービスに関すること】

の項目に分け、選択肢から答えてもらい、複数回答可と

した（表 4）。

【児に関すること】では、多い順に「児の状態が安定

している」131 名（95.6%）、「子どもにとって生活環境

が成長・発達にふさわしくない」83 名（60.6%）、「必

要となる医療的ケアの手技が易しい」71 名（51.8%）

であった。【家族に関すること】では、多い順に「親が

自宅への退院に前向きな気持ちをもっている」125 名

（91.2%）、「親に加えて児の世話を担うことができる他

の家族員がいる」104 名（75.9%）、「家族全員が自宅へ

の退院に前向きである」103 名（75.2%）であった。【サー

ビスに関すること】では、「支援してくれる医療機関が

自宅の近くにある」105 名（76.6%）、「保健福祉サー

ビスの利用について市町村が積極的に支援してくれる」

95 名（69.3%）、「対応してくれる訪問看護ステーショ

ンが自宅の近くにある」87 名（63.5%）であった。い

ずれの項目においても、在宅支援の経験の有無で有意差

はなかった。

3．在宅療養移行時と在宅療養継続時に必要な支援につ

いて

在宅療養移行時と在宅療養継続時に必要な支援につい

ての結果は表 5 に示した。支援時期別に同じ内容の選

択肢から答えてもらい、複数回答可とした。

『在宅療養移行時に必要な支援』では、上位から「医

療処置に必要な用具・物品の支給」108 名（78.8%）「急

変時に受け入れてくれる医療機関」105 名（76.6%）、「在

宅支援の訪問看護」87 名（63.5%）であった。『在宅療

養継続時に必要な支援』では、「急変時に受け入れてく

れる医療機関」101 名（73.7%）、「在宅支援の訪問看護」
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表 4　支援経験別自宅への退院を勧めようと思う状況（複数回答）
在宅支援経験有 在宅支援経験無 全体

児
に
関
す
る
こ
と

児の状態が安定している    77（96.3%）    54（94.7%）  131（95.6%）
必要となる医療的ケアの手技
が易しい

   58（72.5%）    45（78.9%）    71（51.8%）

児の反応がわかる    28（35.0%）    21（36.8%）    49（35.8%）
予後が短い    36（45.0%）    29（50.9%）    65（47.4%）
子どもにとって生活環境が成
長発達にふさわしくない

   48（60.0%）    35（61.4%）    83（60.6%）

その他           2（2.5%）      1（1.8%）      3（2.2%）

家
族
に
関
す
る
こ
と

親が自宅への退院に前向きな
気持ちをもっている

   73（91.3%）    52（91.2%）  125（91.2%）

家族全員が自宅への退院に前
向きである

   58（72.5%）    45（78.9%）  103（75.2%）

親に加えて児の世話を担うこ
とができる他の家族員がいる

   64（80.0%）    40（70.2%）  104（75.9%）

経済的な問題がない    40（50.0%）    31（54.4%）    71（51.8%）
親が心身ともに健康である    57（71.3%）    44（77.2%）  101（73.7%）
核家族である      2（2.5%）      2（3.5%）      4（2.9%）
親がこの児だけのために時間
を作ることができる、作って
いる

   28（35.0%）    25（43.9%）    53（38.7%）

その他      3（3.8%）      0（0.0%）      3（2.2%）

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
こ
と

入院中から地域の支援者が家
族にかかわっている（病院に
会いに来る）

   46（57.5%）    30（52.6%）    76（55.5%）

支援してくれる医療機関が自
宅の近くにある

   62（77.5%）    43（75.4%）  105（76.6%）

対 応 し て く れ る 訪 問 看 護 ス
テーションが自宅の近くにあ
る

   49（61.3%）    38（66.7%）    87（63.5%）

保健福祉サービスの利用につ
いて市町村が積極的に支援し
てくれる

   53（66.3%）    42（73.7%）    95（69.3%）

NICU から地域の支援者に連絡
をとるルートがある

   37（46.3%）    33（57.9%）    70（51.1%）

NICU のある病院に退院支援や
地域連携をとる部署がある

   44（55.0%）    36（63.2%）    80（58.4%）

その他      2（2.5%）      0（0.0%）      2（1.5%）



93 名（67.9%）、「金銭的補助」85 名（62.0%）であった。

これを在宅支援の経験の有無での違いを調べたとこ

ろ、『在宅療養移行時に必要な支援』では、「往診してく

れる医師」を経験有りでは 15 名（18.8%）、経験なしで

は 22 名（38.6%）と在宅支援未経験者が有意に高かっ

た（p=0.012）。『在宅療養継続時に必要な支援』では、「家

族の会など当事者の相互支援の場」が経験有り 16 名

（20.0%）、経験なし 23 名（40.4%）で、在宅支援未経

験者が有意に高かった（p=0.013）。

4．在宅療養支援についての意見・感想

在宅療養支援についての意見・感想は、35 名に記述

があり表 6 に示した。《在宅療養を支える社会資源・シ

ステムの整備が必要である》《家族の現状と課題》《医療

従事者のありようと退院支援》の 3 カテゴリに分けら

れた。以下カテゴリの内容を述べる。

《在宅療養を支える社会資源・システムの整備が必要

である》では、どの地域でも受け入れられる支援体制の

必要性やレスパイト、小児の訪問看護といった社会資源

の充実に関する意見のほかに、関係部署・関係機関の連

携が足りないという社会資源を活用する上での問題点の

指摘があった。また緊急時に受け入れる病院が必要であ

るという意見や退院後も医療機関で継続支援ができるシ
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表 5　支援経験別在宅療養移行時および継続時に必要な支援（複数回答）
在宅療養移行時 在宅療養継続時

支援経験有 支援経験無 全体 支援経験有 支援経験無 全体
在宅支援の訪問看護   51（63.8%）  36（63.2%）   87（63.5％）  56（70.0%） 37（64.9%）   93（67.9％）
生活支援のヘルパー   10（12.5%）    6（10.5%）   16（11.7％）  20（25.0%）   8（14.0%）   28（20.4％）
金銭的補助   41（51.3%）  26（45.6%）   67（48.9％）  47（58.8%） 38（66.7%）   85（62.0％）
医療処置に必要な用具・物品の
支給

  64（80.0%）  44（77.2%） 108（78.8％）  34（42.5%） 23（40.4%）   57（41.6％）

生活に必要な用具・物品の支給   27（33.8%）  23（40.4%）   50（36.5％）  17（21.3%）   6（10.5%）   23（16.8％）
往診してくれる医師   15（18.8%）  22（38.6%）*   37（27.0％）  26（32.5%） 25（43.9%）   51（37.2％）
急変時に受け入れてくれる医療
機関

  66（82.5%）  39（68.4%） 105（76.6％）  63（78.8%） 38（66.7%） 101（73.7％）

訪問リハビリテーション     3（3.8%）    4（7.0%）     7（5.1％）  18（22.5%） 11（19.3%）   29（21.2％）
通所リハビリテーション     3（3.8%）    1（1.8%）     4（2.9％）    5（6.3%）   3（5.3%）     8（5.8％）
レスパイトのための短期入所   14（17.5%）    4（7.0%）   18（13.1％）  38（47.5%） 18（31.6%）   56（40.9％）
障がい児を受け入れる保育施設

（通所）
    8（10.0%）    2（3.5%）   10（7.3％）  17（21.3%） 10（17.5%）   27（19.7％）

通所の療育施設     7（8.8%）    2（3.5%）     9（6.6％）  14（17.5%）   8（14.0%）   22（6.1％）
児と家族を継続的に支援するケ
アマネジャー的な支援者

  39（48.8%）  33（57.9%）   72（52.6％）  35（43.8%） 35（61.4%）   70（51.1％）

家族の会など当事者の相互支援
の場

  11（13.8%）  11（19.3%）   22（16.1％）  16（20.0%） 23（40.4%）*   39（28.5％）

その他     4（5.0%）    1（1.8%）     5（3.6％）    1（1.3%）   0（0.0%）     1（0.7％）
*p<.05

表 6　在宅療養支援についての意見・感想
カテゴリ サブカテゴリ（回答数）

在宅を支える社会資源・
システムの整備が必要

どの地域でも受け入れられる在宅支援の体制が必要（7）
レスパイトできる施設が必要（4）
小児の訪問看護が必要（3）
関係部署、関係機関の連携が足りない（2）
緊急時に受け入れる病院が必要（1）
退院後も医療機関で継続支援できるシステムが必要（1）

家族の現状と課題

児 ･ 家族によって適切な支援が異なる（4）
家族の負担は大きい（2）
協力者がいても全て任せられるわけではない（7）
在宅療養が長期化すると訪問看護の時間が生活時間に組み込みにくくなるらしい（1）
医療的ケアは生活の一部でもあり医療者だけが行うことと限定できない（1）
在宅ケアに適さない親がいた場合の対応は課題である（1）
まず親の希望を把握することが必要（1）

医療者のありようと退院
支援

社会資源についての知識不足を感じた（3）
医療スタッフは入院時から退院に向けて配慮することが大切（1）
看護師の意識が在宅移行に影響するのか？（1）
家で暮らすこをと大前提に医療者のありようを考えるべき（1）



ステムが必要といった、医療施設も整備するべきである

という意見もあった。

《家族の現状と課題》では、家族の負担が大きい現状

について書かれていた。特に協力者がいても全て任せら

れるわけではないという意見もあった。

他に《医療従事者のありようと退院支援》では、医療

スタッフは入院時から退院に向けて配慮することが大切

であるという意見があった。また今回の調査により社会

資源についての知識不足を感じたという感想があった。

Ⅳ．考察

1．在宅に移行することの医療従事者の認識

今回調査した A 県の NICU に勤務する医療従事者の 9

割以上は、本人の状態が安定し、家族で必要なケアが行

えるならば、在宅に移行することが望ましいと考えてお

り、生活の場として自宅が 1 番であり、それが不可能

ならば重度心身障害児施設が相応しいと考えているこ

とがわかった。一方、前田の調査では長期入院している

障がい児の今後について、医療施設側は、療育施設で医

療管理を継続してほしいが 58%、次いで在宅 28% であ

り、本研究の結果と逆転していた 6）。しかし、同調査で

は、退院の見通しのある子どもの実際の退院先は、在宅

58%、療育施設 33% であり、療育施設よりも自宅への

退院が多くなっており、療育施設の入所の困難を示して

いると言える。末光も、重度心身障害児施設入所待機者

は増え続けており、その多くは NICU での待機児である 7）

と指摘している。NICU 等に勤務する医療従事者は障が

い児が、医療施設で入院継続するよりも、重症心身障害

児施設が望ましいと考えているが、施設の受け皿が少な

い現実から、家族が自宅で介護できる場合には自宅への

退院となっていることが伺える。

本研究で医療従事者は望ましい退院先として、重症心

身障害児施設より自宅がよいと考えているのは、A 県に

は重症心身障がい児が入所できる施設が 2 か所しかな

く 8）、しかも県内の一地域に限局しているため、社会資

源としての活用が困難であるという認識が先行すること

も一因しているのではないだろうか。

それでは医療従事者は、どのような状況であれば重度

心身障がいがあっても自宅に退院できると考えるのだろ

うか。保護者に在宅療養への移行を勧めようと思う状況

では【児に関すること】で一番多い回答は、「児の状態

が安定している」であった。医療的ケアを要する障がい

児の 8 割が NICU 退院児である 9）という報告からも分

かるように、NICU に入院中の障がい児は、医療的ケア

を要する子どもが多い。在宅療養への移行を考えるとき

に、家庭で家族が管理するのにふさわしい程度の子ども

の健康状態であるかどうかが、査定の鍵となる。また、

【家族に関すること】では、「親が自宅への退院に前向き

な気持ちをもっている」という回答が多かった。しかし

NICU 入院中および退院後にどのような支援がほしかっ

たかを母親へ尋ねた調査では、医者・看護師は忙しくて

相談できない、在宅に向けての指導が十分でない、プレ

ネイタルビジットや出産後の母親の病室訪問が重要、退

院後は夜間の救急受け入れをしてほしい、ちょっとした

心配事への電話相談の体制がほしいといった周産期を含

めて問題や希望が寄せられていた 10）。本調査の自由記

述に医療スタッフは入院時から退院に向けて配慮するこ

とが大切であるという意見があったように、家族が在宅

移行に向け前向きになるためには、家族の努力だけに期

待するのではなく、周産期から医療従事者がそれに向け

ての準備を整え、退院後も医療施設とのつながりが保て

るようなシステム作りが不可欠であると考える。入院中

から退院調整部門と協働して、専門家による説明の機会

の設定や地域保健職種との連携をはかり、支援を充実さ

せることが必要である。

2．在宅療養を可能にするために必要と認識されている

支援

1）短期入所施設やレスパイトなど介護交代の確保

在宅療養に必要と考えられている支援は、在宅療養移

行時も在宅療養継続時も「急変時に受け入れてくれる医

療機関」と「在宅支援の訪問看護」が上位にあり、どち

らも在宅療養移行時から継続して必要となると考えられ

ていたが、在宅支援未経験者より在宅支援経験者の方が

多かった。在宅支援経験者は、短期的な施設の利用や家

族の介護休暇の必要性を認識していると言える。また「往

診してくれる医師」は在宅療養移行時で、在宅支援未経

験者に有意に多かった。これは些細なことで体調を崩し

やすい重度障がい児にとって、医療が必要となるときは

救命にかかわる事態が多く、往診を待つのではなく、速

やかに入院可能な病院を受診する必要があることを、在
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宅支援経験者が理解しているためだと考える。そのた

め 24 時間の救急受け入れ体制がある病院は必須である。

しかし必ずしもすべての施設でバック・ベッドを確保し

ているとは限らず、24 時間入院の体制をとることがで

きるか憂慮する医師の声もあり 11）、特に小児科の閉鎖

が進む現状の中、医療体制の整備が難しい現実がある。

「レスパイトのための短期入所」は、在宅療養移行時

よりも在宅療養継続時に必要だと認識されており、統計

学的有意差は見られなかったが、在宅支援未経験者より

在宅支援経験者にレスパイトなどの短期入所できる支援

が必要であるという考えが多かった。このことから在宅

支援経験者はその経験により在宅療養児の介護を行う

家族の負担について、推察できたり、負担があるという

情報を得ていると思われる。一般的に障がい児のケアは、

母親に委ねられていることが多い。「たとえ一時間でも

いいから安心して預けられるところがほしかった」12）

という母親の声もあるように、短期入所できる施設の存

在は介護者にとって重要であることが再確認された。

しかし現実としては、短期入所施設でその子に適した

医療的ケアの手技を、すべてのスタッフがマスターする

のが難しく、重度障がい児は環境の変化に敏感で、短期

入所施設に入所することが体調を崩す結果につながると

いう実態がある 13）。

それでは短期入所利用の代わりに、訪問看護など自宅

に介護員が派遣されるサービスの利用が考えられるが、

訪問看護とヘルパー介護の利用は極めて少ないという報

告もあり 14）、公的サービスは、9 割以上が知っている

が「対応に不安」「医療的ケアが必要な子に対応できな

い」という理由で利用せず、中には「自分が頑張らなけ

れば」と他人に子どもを預けることに抵抗を感じる母親

もいる 15）。

それでは家族が安心して公的サービスを利用するため

の、重度心身障がい児の介護に精通した人材育成はどう

なっているかというと、A 県では毎年訪問看護師養成講

習会を開催しているが、研修受講者は少なく、離職も多

いと言われ 16）、看護師の質の確保と定着に問題がある

と考えられる。

医療従事者は、家族が長期的介護を継続できるコツと

して他者の協力を得ることを促す必要があるが、その施

設の利用のしやすさや人材の育成が必要である。重度障

がい児は、その体質や特徴、ケアの方法が個人個人違う

のはもちろんのこと、成長・発達の中でも変化するため、

継続した観察や関わりが適切なケアにつながる。これを

可能とする気軽に利用しやすい短期入所施設の整備や質

の高い訪問看護師の養成と定着は、早期に解決しなけれ

ばならない問題だと考える。

2）当事者の相互支援活用に向けた支援

「家族の会など当事者の相互支援の場」は、重度障が

い児への直接の介護や医療に直結しないためか 3 割弱

であった。また在宅療養未経験者に多くなっていた。筆

者らの先行研究では、家族が社会資源の情報を知りた

い、あるいはサービスを利用したくても相談にのっても

らえない、どこに依頼すればよいかわからないという状

況におかれ、保健・福祉・医療のコーディネートを家族

自らが行わざるを得ない現状を報告している 17）。その

ような中で同じ障がい児をもつ家族仲間との交流が、有

効な情報共有の場になっていた。現実には「家族の会な

ど当事者の相互支援の場」が有効に使われていることを

考えると、医療従事者はこれらの社会資源について知識

をもつとともに、家族に家族会等の存在を知らせること

も、重度障がい児と家族が安心して在宅へ移行するため

の、重要な支援になるのではないかと考える。

3．在宅療養を支える経済的負担に関する医療従事者の

認識の改善

「金銭的補助」は、在宅移行時より在宅療養継続時が

わずかであるが多くなっていた。しかし、重症心身障が

い児が在宅療養に移行した場合の経費についての筆者ら

の調査では、1 事例では在宅移行時経費総額 102 万円（う

ち自己負担金は 55 万円）、もう 1 事例では同様に 83 万

円（うち自己負担金 16 万円）に対して、在宅療養を行っ

ている現在は約 7 万円の手当が給付されており、衛生

材料や開業医の往診費、訪問看護の交通費などは、この

給付金で十分賄うことができる金額であった 18）。つま

り、在宅継続時期はよいが、在宅移行期にはまとまった

金額が必要となる。重度心身障がい児にかかわる医療従

事者は、このような在宅療養の現状を知る機会が必要だ

と思われる。在宅療養移行時に出費が必要であることを

認識し、家族から経済的な質問があった場合、家族へ正

しい情報を提供する必要がある。

  

岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 2 号 , 2010

— 48 —



Ⅴ．まとめ

A 県内の NICU 等に勤務する医療従事者が、医療的ケ

アが必要な重度障がい児の在宅移行の支援に関して、在

宅での生活を勧める意見が多いことが分かった。在宅へ

移行するには、子どもの状態が安定していることと、親

が在宅に療養の場を移行することに前向きであることが

必要と考えていた。スムーズに自宅に退院し、在宅療養

を継続するためには、「急変時に受け入れてくれる医療

機関」と「在宅支援の訪問看護」が必要であると考えら

れていた。「金銭的補助」は実際では退院移行時に経済

的負担がかかるのだが、医療従事者はその実態を捉えて

いなかった。在宅療養の継続には「児と家族を継続的に

支援するケアマネージャー的な支援者」「家族の会など

当事者の相互支援の場」が支援として有効だと考えられ

ていた。「医療スタッフは入院時から退院に向けて配慮

することが大切」と早期から退院に向けての取り組みが

必要であることが認識され、また「社会資源についての

知識不足を感じた」という意見があった。

重度障がい児に関わる医療従事者は、障がい児の在宅

療養移行に関わる様々な情報を理解している必要がある

が、NICU 等に関わる医療従事者だけでは困難なことも

多いと考える。医療施設ぐるみで重度障がい児の退院に

向けて、専門家を用いたアプローチができるシステム作

りが必要になると考える。
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Ⅰ．はじめに

看護基礎教育においては、臨地看護学実習は、学生が

既習の知識や理論を眼前の現象を確認し、活用する機会

を得て、理論と実践の統合を行う場でもある。そこでは、

教員や臨地での実習指導者が、学生の学びを促進するよ

うに教育的かかわりが重要となる。しかし、臨地実習指

導者（以下指導者と略す）が抱えている指導上の困難の

中に、学生に合わせた指導や教員との連携不足があがっ

ている 1）。また「具体的な学生指導」や「学生との関わ

り」に指導の行き詰まりを経験し、上司や先輩・教員か

ら助言をもらったり、相談に乗ってもらうなどのサポー

トで対応していた 2）。指導者は看護学実習の場に所属し

看護学生の指導の役割を担う看護師であり、学生指導だ

けではなく患者へのケアも同時に担当することも多い。

本学では、指導者の様々な指導困難に対応するために、

県の看護職の人材育成を担う健康福祉部医療整備課と協

力し、平成 17 ～ 19 年に実習指導サポートを目的に研

修会を開催するなど指導者の研修を実施した。また、実

習指導サポートを目的に平成 17 年度から 3 年間、毎年

9 月に研修会を本学で開催した。

しかし、指導に関する研修を受けて指導する場合にも、

指導者は様々な困難を感じていると思われる。指導者が

感じる困難は、自分の指導に自信がもてないことや、意

欲の低い学生への関わり、学生指導と業務の多忙さで十

分に指導ができないことなどが明らかとなっている 3,4）。

その一方で、実習指導を継続的に経験することにより、

学生に対するイメージが肯定的になり、もっと指導した

いという意欲がわいた 5）場合もある。学生への実習指

導を依頼する教員として、指導者や実習場の看護師との

協力関係はとても重要であり、教員の果たす役割も大き

い。実習の開始時には毎年指導者と打ち合わせを行うが、

指導者が指導をどのようにとらえているのか、指導にど

のような意識をもっているのか把握していなかった。

そこで、指導者は指導を経験することによって、実習

指導への考えや指導者としての自分自身の意識がどのよ

うに変化するのかを明らかにし、必要な支援を考察する

ことを目的とする。

なお、本研究では、指導者の指導に対する自分自身の

考え方や意識を「指導のとらえ方」と定義する。

Ⅱ．研究方法

1．調査対象

調査対象は、本学が行っている看護実践研究指導事

業として県内実習施設の看護職への研修 6）として「臨

地実習における医療機関と養成機関を対象にした研修」

の平成 19 年度に参加した人を対象とした。本研究では、

直接指導に当たらない副看護部長等管理者や専門学校教

員を除き、看護学実習の場で直接指導に当たる者で、研
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〔報告〕

臨地実習指導者の指導経験による

“指導のとらえ方” の変化と必要な支援の検討
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究への同意の意思を示した 51 名とした。回答者のうち、

未記入及び無回答のある質問紙を除き 46 人分を分析対

象とした。 

2． 調査方法

調査は、上記研修会の折りに、本研究の主旨と目的を

説明し質問紙を配布し、回収箱に回収した。

質問紙の内容は、年齢、職種、看護師経験年数、実習

指導者の経験の有無と経験年数、臨地実習指導に関する

講習会の受講の有無の基本事項と、「実習指導をして指

導上で困ったこと」と「実習指導を担当し感じたこと，

考えたこと」について、指導の初期の段階を想起して記

述してもらい、また経験後にはどうであったのかにつ

いても自由記述で回答を求めた。なお、指導の初期とは、

初めて実習指導をしたときや経験の浅い段階を指し、経

験後とは指導者自身が実習指導を積み重ねたと思った段

階を指す。

分析方法は、記述内容を質的分析した。分析は内容を

何度も読み返し、記述内容，語彙の意味を変えないよう

に要約した。要約した内容のうち、類似する内容のもの

をまとめた。

分析にあたっては、一貫性を維持するため 1 名の研

究者が行い、他の共同研究者 2 名と共に合意が得られ

るまで検討を重ね、信頼性の確保に努めた。

3．倫理的配慮

2 日間の研修の初日に質問紙調査の目的とお願い、及

び自由意思による参加であること、調査は無記名で匿名

性が保障することなど口頭及び文書で説明し、研修終了

後に自由意思で回収箱に投函することで同意を得たとし

た。

Ⅳ．結果 

1． 基本的事項

研究参加者の指導経験の平均年数は 4.3 年で最大は

15 年、最小 1 年であった。指導経験が 1 ～ 3 年は 26

人（56.5%）、4 年以上が 20 人（43.5%）であった。看

護職経験は、平均 14.4 年（最大 26 年、最小 6 年）であった。

実習指導に関する講習会の受講については、「ある」

と回答した者は 23 人（50%）であった。性別は、回答

者の全員が女性であった。

2．記述内容の分類

記述内容を分析し、サブカテゴリ、カテゴリを抽出し

た。次に実習指導経験年数の平均は 4.2 年であったので、

指導経験 1 ～ 3 年目の者と 4 年目以上に大別し、さら

に実習指導に関する講習会の受講の有無に分けて行った。

指導経験後の記述は 4 年目以上の者の記述とした。

分析結果は、まず指導経験が『1-3 年目群』と『4 年

目以上群』に整理して、検討した。その次に、抽出され

たカテゴリを指導者講習会の受講を既にした者と未受講

者の 2 群に分け、『受講群のみ』にみられたカテゴリと

『未受講群のみ』にみられたカテゴリ、『両群共通』に見

られたカテゴリに区分した。

質問に基づき対象者が自由記述したものを、その記述

内容より抽出されたカテゴリを【 】で、サブカテゴリ

を＜ ＞で、その記述を「 」で示す。

3．指導経験年数長短群別比較

実習指導経験の長短では、1 ～ 3 年目まで 26 人の群

と 4 年目以上の 20 人の群に分けられた。自由記述を整

理すると、初期の段階の記述数は 90 文、経験後は 25

文で記述数は 115 であった。実習指導初期の頃の “指

導のとらえ方” を表 1-1 に示した。

1）初期の段階での “指導のとらえ方”

【指導者としての前向きな姿勢】【指導者への支援体制

の不足】と【指導力の不足】の 3 カテゴリ、8 サブカテ

ゴリが抽出された。

【指導者としての前向きな姿勢】は、実習指導の担当

となり指導することが自己の学びとなる機会や指導を学

びたいという姿勢を示す。【指導者としての前向きな姿

勢】では、「指導者になりたいと思い自分から希望した。

自分も学ぶ機会となった」と記述した＜前向きな姿勢＞

が 1-3 年目群に、「他の指導者の意見を聞きたい。指導

方法を学びたい」とした＜指導者としての学び方＞が 4

年目以上群に導き出された。

【指導者への支援体制の不足】は指導者への支援が組

織として不足している、あるいは、指導体制の必要性を

示したカテゴリである。このカテゴリの内容は＜指導体

制の整備が必要＞で示された「スタッフの協力体制が必

要」「業務と兼ねているので指導に時間がとれない」「毎

日指導につく訳ではないから、指導がしにくい」などで

ある。＜教員との話し合いが必要＞は、1-3 年目群にみ
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られたカテゴリで、「教員との連携が必要」「どこまで指

導者に求められているのかわからない」など学校側との

話し合いを必要とする内容であった。

【指導力の不足】は、指導するだけの自信がないこと

や、指導のための研修など教育を受けていないなどの理

由から指導力が不足していると思う気持ちを示す。内容

は、「指導に対する知識も基礎的な知識も不足している

ことを思い知らされた」「自分がやってもいいのか、自

信がない」「見学と実際に手を出させるものの区別がわ

からない」などとした＜指導力不足の自覚＞は、両群に

見られた。1-3 年目群には、「複数学校が実習に来てい

るので、どのように指導したらよいのかわからない」「学

生数が多すぎて十分に指導ができない」という＜状況へ

の対応不足＞がみられた。4 年目以上群では、＜学生の

個々の把握の困難＞と＜情報不足＞のサブカテゴリが抽

出された。

2）指導経験後の “指導のとらえ方”

指導経験 4 年目以上の群では、指導経験後の “指導の

とらえ方” を表 1-2 に示した。

50 記述で、5 カテゴリ、10 のサブカテゴリで構成さ

れた。そのカテゴリは【指導者として前向きな姿勢】【指

導者としての役割の自覚】【指導者への支援体制の不足】

【指導力の不足】と【熱意の喪失】であった。

【指導者として前向きな姿勢】は、指導の模索をしな

がらも指導に自信がもて、実習を積極的にとらえ、病棟

全体に活かそうとしているとらえ方である。【指導者と

して前向きな自分】では、「学生にやる気を出させるに

はどうしたらいいのか」などの＜指導方法の模索＞や「学

生の気質を把握する必要がある」の＜学生個々の把握＞

「学生の看護計画をスタッフに伝えたい」と記述した＜実

習を看護実践に活かす＞「看護モデルになろうと努力し

ている」などの＜自己研鑽＞であった。

【指導者としての役割の自覚】は自分なりの指導スタ

イルをつかみ、自己の指導を評価し、次の指導者の育成

を考えるなど自分の役割を自覚している内容である。【指

導者としての役割の自覚】では、＜指導者育成の役割＞

や＜指導の評価＞の 2 つのサブカテゴリで構成された。

【指導力の不足】は指導に前向きに、より良い指導に
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表 1-1　指導経験長短群別の初期の段階での『指導のとらえ方』
 １－ 3 年目群     4 年目以上群
カテゴリ サブカテゴリ 記述の意味 カテゴリ サブカテゴリ 記述の意味
指導者として
の前向きな姿
勢

前向きな姿勢 学ぶ機会となった 指導者として
の前向きな姿
勢

指導者として学び
方

他の指導者の意見を聞きたい

指導者への支
援体制の不足

指導体制の整備の
必要性

スタッフの協力体制も必要
指導体制が十分でない
勤務と合わないので、学生の
相談に乗れない
毎日指導に付くわけではない
から、指導がしにくい
兼務のため指導の時間がない

指導者への支
援体制の不足

指導体制の整備の
必要性

兼務のためゆっくり指導がで
きない

教員との話し合い
の必要性

評価をどの程度すればいいか、
聞いていない
教員との連携が必要
実習目標を把握してなかった
どこまで指導者に求められて
いるのかわからない

指導力の不足

状況への対応不足 学生数が多すぎて十分に指導
できない
複数学校があるので、どのよ
うに指導したらいいのかわか
らない

指導力の不足 学生個々の把握の
困難

グループ全体としてみて、個々
の学生を捉えていなかった

指導力不足の自覚 記録を見るのが負担、難しい
指導方法がわからない
患者の選定が適切に行えない
自信がない
知識や経験が不足している
見学と実際に手を出させるも
のの区別がわからない

指導力不足の自覚 知識や経験が不足している
指導方法がわからない
記録のみかたがわからない
受講してなかったので、指導
に自信がなかった
基礎・成人の指導をどう変え
たらよいかわからない

情報不足 実習要項の存在を知らなかっ
た



取り組んでも学生への指導がうまくいかず、指導者とし

ての能力が不足していると思う気持ちである。「学生気

質を重視する分、到達度を考えると行き詰ってしまう」

などの記述した＜指導力の不足の自覚＞の 1 つのサブ

カテゴリを抽出した。

【指導者への支援体制の不足】は、初期と同じく指導

者への支援を組織として体制を作る必要があると考えて

いる気持ちである。このカテゴリは、「指導者間の連携

が不足」「スタッフと調整する時間がない」と記述した

＜指導者間，スタッフとの協力の必要性＞「指導の相

談する相手がいない」の＜指導体制整備の必要性＞の 2

サブカテゴリで構成された。

【熱意の喪失】は指導への前向きな意欲が失われてい

る状況を表し、「指導の感性が鈍くなり、熱意、積極性

が低下した」と記述した＜熱意の低下＞であった。

4．実習指導に関する講習会の受講有無別比較

実習指導に関する講習会を受講しているかどうかで、

“指導のとらえ方” が異なるのかを検討するために、初

期の段階と経験後に分けて、比較した。

表 2-1 に初期の段階の受講有無別に示した。未受講群

にのみみられるカテゴリはなかったが、【指導力の不足】

に入る「（実習指導に関する講習会を）受講していない

ので、指導に自信がない」という記述があり＜指導力不

足の自覚＞に当てはまった。両群に共通するカテゴリを

表の行の中央に示した。

受講群のみにみられたカテゴリは【指導者としての前

向きな姿勢】であった。【指導力の不足】は両群共通す

るカテゴリにみられたが、＜学生個々の把握の困難＞と

＜情報不足＞のサブカテゴリは受講群にのみにみられた。

経験後の受講有無別に比較を表 2-2 に示した。両群共

通に見られたカテゴリに、【指導者としての前向きな姿

勢】【指導者しての役割の自覚】【指導者への支援体制

の不足】と【熱意の喪失】の 4 つのカテゴリであった。

両群とも特有なカテゴリはなかったが、＜自己の指導姿

勢＞＜指導の模索＞＜学生個々の把握＞＜実習を看護実

践に活かす＞の 4 つのサブカテゴリは、受講群にのみ

みられた。また【指導者への支援の不足】の＜指導者間，

スタッフとの協力の必要性＞も受講群にのみにみられた。

Ⅴ．考察

1．指導経験による “指導のとらえ方” の変化　　　

指導者として指導をどのようにとらえたのかを初期の

段階と経験後でその変化を見ると、初期の段階では実習

を担当することで、【指導力の不足】、＜指導力不足の自

覚＞と＜状況への対応不足＞を感じ、【指導者への支援

体制の不足】として、＜指導体制の整備の必要性＞＜教

員との話し合いの必要性＞に言及していた。一方、指導

者に指名され、「指導を学ぶ機会」としてとらえ、【指導
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表 1-2　経験後の指導経験年数 4年目以上群の『指導のとらえ方』
カテゴリ サブカテゴリ 記述の意味
指導者として前向きな姿勢 指導方法の模索 学生にやる気を出させる指導方法

ほめて指導するのが難しい
実習の目的目標をどう展開するか

学生個々の把握 学生の気質を把握する必要
学生の到達目標がわからない

実習を看護実践に活かす 学生の看護計画を臨床に活かすためにスタッフにどう伝えるか
自己研鑽 知識・技術の習得がいつも必要

看護モデルになろうと努力している
自分の看護への思いをもち指導にあたり伝えていきたい

指導者としての役割の自覚 指導者育成の役割 指導者に育成を考えるようになった
指導の評価 自分なりの指導スタイルがつかめた

「指導」より「教える」意識だった
指導力の不足 指導力の不足の自覚 複数学校を受け入れており、実習目標が異なるので、混乱する

こんな指導でいいのか今も不安に思う
記録の指導ができない

指導者への支援体制の不足 指導者間・スタッフとの協力の必要性 指導者間の連携不足
スタッフと調整する時間がない
業務との兼務で指導する時間がない
指導マニュアルが必要
スタッフ間で指導方法が統一されていない、統一が必要

指導体制整備必要性 指導の相談相手がいない
指導方法を振り返る時間がない

指導熱意の喪失 指導熱意の低下
熱意が低下した
最初の頃の熱意がなくなった



者としての前向きな姿勢】をもっていた。

指導経験 4 年目以降群では、初期の段階の指導を振

り返り、「グループ全体としてみて、学生個々を捉えて

なかった」と＜学生個々の把握の困難＞に気づくなど、

自分の指導を振り返っていた。経験を積むことで、自信

をもち「看護のモデルになろうと努力している」とい

う【指導者としての前向きな姿勢】へ変化している。同

時に経験によって病棟における自分の＜指導者育成の役

割＞を自覚したり、＜指導者間，スタッフとの協力の必

要性＞など組織的な指導への取り組みを考えるように変
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表 2-2　経験後の実習指導に関する講習会受講の有無別の『指導のとらえ方』（4年目以上）
カテゴリ サブカテゴリ 記述の意味

受
講
群
の
み

指導者として前向きな姿勢 自己の指導姿勢 「指導」より「教える」意識だった
指導方法の模索 学生にやる気を出させる指導方法

ほめて指導するのが難しい
学生個々の把握 学生の気質を把握する必要

学生の到達目標がわからない
実習を看護実践に活かす 学生の看護計画を臨床に活かすためにスタッフにどう伝えるか

指導者への支援の不足 指導者間・スタッフとの協
力の必要性

指導者間の連携不足
スタッフと調整する時間がない

両
群
共
通

指導者として前向きな姿勢 自己研鑽 看護モデルになろうと努力している
自分なりの指導スタイルがつかめた
知識・技術の習得がいつも必要

指導者としての役割の自覚 指導者育成の役割 指導者に育成を考えるようになった
指導者への支援体制の不足 指導力の不足の自覚 こんな指導でいいのか今も不安に思う

記録の指導ができない
複数学校を受け入れており、実習目標が異なるので、混乱する

指導体制整備の必要性 業務との兼務で指導する時間がない
指導マニュアルが必要
スタッフ間で指導方法が統一されていない、統一が必要
指導方法を振り返る時間がない
指導の相談相手がいない

熱意の喪失 熱意の低下 熱意が低下した
最初の頃の熱意がなくなった

未
受
講
群
の
み

なし

表 2-1　初期の段階での実習指導に関する講習会の受講有無別の『指導のとらえ方』
カテゴリ サブカテゴリ 記述の意味

受
講
群

の
み

指導者としての前向きな姿勢 指導者として学び方 他の指導者の意見を聞きたい
指導力の不足 学生個々の把握の困難 グループ全体としてみて、個々の学生を捉えていなかった

情報不足 実習要項の存在を知らなかった
両
群
共
通

指導者としての前向きな姿勢 前向きな姿勢 学ぶ機会となった
指導者への支援体制の不足 指導体制の整備の必要性 スタッフの協力体制も必要

兼務のためゆっくり指導ができない
指導体制が十分でない
勤務と合わないので、学生の相談に乗れない
毎日指導に付くわけではないから、指導がしにくい

教員との話し合いの必要性 実習目標を把握してなかった
評価をどの程度すればいいか、聞いていない
教員との連携が必要
どこまで指導者に求められているのかわからない

指導力の不足 状況への対応不足 学生数が多すぎて十分に指導できない
複数学校があるので、どのように指導したらいいのかわからない

指導力不足の自覚 記録を見るのが負担、難しい、自信がない
患者の選定が適切に行えない
知識や経験が不足している

（実習指導に関する講習会を）受講していないので、指導に自信がない
指導方法がわからない

未
受
講
群
の
み

なし



化したといえる。当初は戸惑いながらも 4 年という経

験年数がその役割を引き受け学生との向かい合い、学生

指導という役割を自覚し、病棟での指導者として、教員，

スタッフとの連携，調整の自分の役割を引き受けたと考

えられる。

2．実習指導に関する講習会の受講による 指導のとらえ

方への影響

初期の段階では指導する機会を得て、【指導者として

の前向きな姿勢】として学生指導を前向きにとらえてい

る指導者の姿勢は両群ともに見られたが、指導経験後の

サブカテゴリでは、受講群にのみ、＜自己の指導姿勢＞

＜指導方法の模索＞＜学生個々の把握＞と＜実習を看護

実践に活かす＞のサブカテゴリがみられ、経験すること

により、受講群では指導方法を模索したり、学生個々を

把握するなど多様なとらえ方ができているといえる。経

験初期においても、経験後にも未受講群に特徴的なとら

え方は見られなかった理由を検討するだけのデータや文

献がないので、今後の課題としたい。

一方で、両群に、【指導力の不足】が語られている。

それは、指導をするための心構えの準備不足を示してい

ると考えられる。先行研究でも研修・講習を受講してい

る者は担当する者の半数前後 7,8）という報告もあり、今

回の回答者も実習指導に関する講習会受講者はちょうど

半数であり、「突然指導者に指名されて戸惑った」とい

う記述があったように準備不足といえる。指導者として

学生指導に向うためには研修・講習の受講などの準備は

必須であり、教育に対する研修・講習会参加の希望が多

く 9）実習指導者の基礎教育であると考える。すなわち、

指導者になる前に如何に学生指導について準備しておく

かが、指導者になってから、指導力の不足であるという

実習指導に対する自己のマイナス思考が払拭されるので

はないかと思われる。

指導の経験後には両群共通に【指導者としての役割の

自覚】に＜指導者育成の役割＞が挙がっていることは、

指導者として成長し、後輩指導への意識ができたといえ、

大きな成長と考えられる。

3．必要な支援

実習を受ける施設にはその施設の看護理念があるが、

その理念を含め次世代の看護師として学生をどのように

育成すべきか、指導者をどのように支援するのかを施設

内で組織的に整備をする必要性を指導者自身が望んでい

た。

筆者らも日ごろから指導者への研修・講習の必要性や

組織的な指導者へのバックアップを感じていたため、先

にも記した県の健康福祉部医療整備課と協力し、3 年間

に渡り実習指導のサポートを目的に研修会を開催した。

指導者との意見交換を通じ情報共有し両者が学生指導と

して相互に求めるものを明らかにし補完しあえる研修は、

指導者と教員との看護学生教育の協働の場であったと考

えている。

看護学実習の依頼が、教員にとって毎年のことであっ

ても、実習目的や実習内容を丁寧に説明する機会を設け、

お互いに了解しあうことが重要である。指導者が複数人

にわたる場合にも、代表者だけでなく、機会を捉えて、

頻回に確認しあうことが必要であると考える。今回の調

査でも、「実習目標がわからない」「指導者にどこまで求

められているのか」「記録のみかたがわからない」など

が学校の教員と話し合っておけば解決できることもあっ

たので、指導に携わる看護師全体との連携を含めた話し

合いの必要性が再度確認された。また、「スタッフとの

調整が必要」「指導者間での連携不足」などの病棟での

指導者間での話し合いの必要性がでていたので、教員と

指導者、指導者間などいくつかの段階での話し合いの場

を設ける必要が確認された。

そのような話し合いを組織的に位置づけ、スムーズに

連携できることや、勤務しない日の指導の様子がわかる

ようにするなど、日ごろから指導者を支える仕組みやサ

ポートを病棟全体でつくることは、【指導者への支援体

制の不足】の対策として望まれる。そのことが経験後に

【熱意の喪失】を感じさせないような手だてとなると考

える。

最後に初期の段階及び経験後の両者に認められた【指

導者への支援体制の不足】である。経験後には【指導者

としての役割の自覚】や＜実習を看護実践に活かす＞な

ど指導をすることで、現場によい影響を与えるプラスの

指導のとらえ方もでているので、その気持ちを継続でき

る支援体制の整備が必須である。

現実問題として、指導者は、実習指導と業務を両立さ

せることの困難を述べている。これは、実習施設として、

指導者の人材の選択と指導者の位置づけ、および看護業

  

岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 2 号 , 2010

— 56 —



務を適切に判断し、学生指導と看護業務のバランスを検

討する必要性を提示していると思われる。施設にとって

指導者は、看護師の人材育成の一端となりうるため、組

織で指導者の教育や位置づけを明確にすることが望まし

い。施設での看護実践の教育的かかわりは、直接学生に

接する指導者の役割は大きいが、これを効果的に機能す

るために学生指導に関する条件整備と日ごろの看護実践

及び指導者のサポートは不可欠であることを認識する必

要がある。

Ⅵ．まとめ

（1）実習指導経験による “指導のとらえ方” の変化は、

初期の段階から、指導者としての役割を与えられたこと

で学ぶ機会ととらえ、【指導者としての前向きな姿勢】

へ変化し、経験後には【指導者としての役割の自覚】を

もった。

（2）初期の段階では、実習指導に関する講習会受講の

有無にかかわらず【指導力の不足】としての不安が多く

抽出されたが、経験を積む＜指導方法の模索＞＜自己研

鑽＞を行い＜実習を看護実践に活かす＞ようになった。

（3）【指導者への支援体制の不足】は初期及び経験後の

両者に共通し、実習指導に関する講習会受講，未受講群

でも共通していたが、経験後では、受講群が＜指導者間・

スタッフとの協力の必要性＞に気づくなど、必要な体制

づくりを提案していた。

（4）【指導者への支援体制の不足】の対策として＜指導

体制整備の必要性＞として、指導についての相談相手や

指導を振り返る時間の確保、勤務態勢をつくることが必

要である。

（5）実習について教員と指導に関わる看護師全員と話

し合う機会を設け、指導者が自信をもって指導に当たれ

るように配慮することが必要性であった。
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Ⅰ．はじめに

近年多発している大規模災害、感染症の集団発生と

いった健康危機時には、事態が緊迫した特殊な状況下で、

多様な援助ニーズを持つ対象に対し、平常時の保健医療

福祉体制の枠組みを超えた幅広い臨機応変の対応が求め

られる。その対応には、発生地域の保健医療福祉機関に

所属する看護職としてだけでなく、「今回取り上げた自

然災害では、県内はもとより全国からの保健師による応

援体制が組まれた。また、多くの看護職や他職種からの

応援があり、スムーズな連携が必要であった」との報告 1）

があるように、地域内外から派遣やボランティアで協力

する看護職など、多様な機関・立場の看護職があたるこ

ととなる。

看護職は、日本看護協会が示した「看護者の倫理綱領」2）、

国際看護師協会が示した「ICN 看護師の倫理綱領」3）等

に掲げられた行動指針を遵守し、人々の生きる権利、尊

厳を保つ権利、敬意のこもった看護を受ける権利、平等

な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求めら

れている。健康危機という特殊な状況下においても、こ

れらの指針を遵守することは言うまでもなく、いかに遵

守するかが課題となる。しかし、健康危機時には限られ

た資源で多種多様の保健医療福祉ニーズに応えるため、

救命の可能性が高い患者を優先せざるを得ない局面の発

生や、感染症のパンデミック対策時には、個人情報の保

護と公益のための情報開示との間でジレンマの生じる選

択を余儀なくされるなど、行動指針の遵守に困難が生じ

る状況が起こり得るため、倫理的課題が大きいと思われ

る。

そのため、本研究では、健康危機への対応事例から、

健康危機における倫理的課題を明らかにし、それぞれの

課題における看護職の役割を検討したい。

なお、健康危機には、厚生労働省健康危機管理基本指

針 4）で示されたように、様々な原因の健康危機が含ま

れるが、ここでは、その代表的なものとして、自然災害、

事故災害、集団感染を扱う。

Ⅱ．方法

1．対象

自然災害、事故災害への対応事例は、医中誌 Web に

より、2006 ～ 2009 年の看護分類の文献で、“災害対策”

and “保健師”、“災害対策” and “病院” をキーワードに

検索して得たものの中から、可能な限り健康危機状態の

実態が詳細に記述されているものを選択する。集団感染

への対応事例は、詳細の記述がある活動報告書で入手で

きたものを対象とする。（表 1）

2．分析方法

対象の文献・報告書から、「看護者の倫理綱領」5）に

照らし、示された指針の遵守が困難となっている状況で

あると筆者が捉えた記述内容を取り出す。記述内容を要

約して「課題と捉えた事象」と「その事象への対応の実

際または必要な対応」に分けた後、1 内容ごとに倫理的

課題を導き、倫理的課題の類似性をもとに分類整理する。

Ⅲ．結果

倫理的課題と捉えられる内容は、以下の 8 個に分類

整理できた。課題ごとの「課題と捉えた事象」と「対応
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の実際または必要な対応」例を表 2 に示す。

1．健康弱者の安全・安心の確保

自然災害では、高齢者や身体障がい者、高度医療機器

使用者といった健康弱者は、自力での避難が困難なこと

やライフラインの途絶が生命危機に直結することから、

即刻、生命や健康、生活が脅かされる事態となっていた。

自然災害時には健康弱者の生きる権利や平等な看護を受

ける権利が侵される可能性が高いとも言えるため、倫理

的課題とした。

対応としては、入院患者には、建物の損壊やライフラ

イン途絶等による危険を最小限に抑えるため、注意深い

観察や援助を行っていた。在宅療養者には、災害への備

えを指導しておくことや、福祉避難所の整備、個人情報

保護に配慮しながら地域での支援体制を整備することな

どが必要とされた。自然災害等、広域の住民全体に被害

を及ぼす健康危機時において、看護職は、このような影

響を受けやすい健康弱者を優先し、その個別特性に応じ

た看護を提供することにより、すべての対象者に平等に

安全・安心を確保できると言える。

2．劣悪な環境下や集団生活での人間の尊厳やプライバ

シーの保護

自然災害では、地域の広範囲に被害がおよび、建物・

道路・ライフライン・行政機能・保健医療福祉サービス・

情報管理等に多大な影響があり、支援ニーズは全住民の

健康・生活全般にわたっていた。病院でも地域の避難所

でも、限られたスペースでの集団生活を余儀なくされて

おり、世代・価値観・生活様式の異なる他者との、プラ

イバシー保持が困難な生活となっていた。そこでは、被

災に対するストレスに加え、最低限の衣食住や清潔保持

もままならない事態が生じており、人間の尊厳さえ脅か

されかねない状況であった。災害時の特に避難期は、安

全確保が最優先されることから、多くの人が止むを得な

いと考え我慢している状況でもある。このような環境下

でも可能な限り人間の尊厳を保つため、環境整備や個人

への配慮が必要であると考え、課題として挙げた。

対応としては、その都度、状況説明し同意を得ながら

ケアすることや、限られた資源を有効活用し工夫してケ

アすることが行われていた。また、限られた資源の中で、

よりよい看護を行うためには、清潔保持や室温や換気と

いった環境調整に注意を払い、対象者への注意深い観察

や配慮を行うなど、看護の原点・基本とも言えるケアが

行われていた。

3．ケアする人の安全確保と心身の健康保持増進

自然災害では、被災直後の二次被災の危険がある中、

看護職は各々の職場に向かい、損壊した病院内での避難

活動や、保健師として管内地域の情報収集に出向くなど

の職務を遂行し、対象者と同様に危険に晒されていた。

マンパワーの極度の不足もあることから、ケアを提供し

続けるためにも、自身の安全確保に努めることが必要で

あった。また、職員もほとんどが被災しており、出勤し

て勤務する者・何らかの事情で出勤できない者ともにス

トレスや疲労、生活の困難さが生じていた。ケアする人

が自身の健康・生活が阻害された状況では、ケアの質の

保証ができないことから倫理的課題と捉えた。なお、こ

のことは、協働者によるケア対象者への適切なケアを保

証する観点から、看護職だけでなく協働者である他の関

係職種も含めて考える必要がある。

対応としては、被災状況に応じた勤務調整や、ストレ

スチェックによりストレス状態を自覚して対処できるよ

うにされており、これらは効果的であったと評価されて

いた。また、安全確保のためには、危険回避の判断を行

うための必要な情報を得ることが困難であったことから、

情報伝達方法の検討が必要とされていた。 
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表１　対象文献一覧

タイトル 健康危機
の種類 著者の職種

1
新潟県における災害看護
体験報告 6）

自 然 災 害                 
（病院・地
 域）

看護師（病院・
訪問看護ｽﾃｰｼｮ
ﾝ・ 看 護 協 会・
日本赤十字社こ
ころのケア担当
者）、大学教員

2
ライフライン停止によっ
て起こったこと 中越沖
地震・被災地からの報告 7）

自然災害
（病院） 看護師

3
大水害発生のとき私たち
はこう動いた 8）

自然災害
（病院） 看護師

4
自然災害時の保健師活動
新潟中越地震の経験から 9）

自然災害
（地域） 保健師

5
新潟中越地震における県
地域機関（保健所）の保
健師としての経験から 10）

自然災害
（地域） 保健師

6
JR 西日本列車転覆事故を
経験して 11） 事故災害 看護師

7
今後に生かしたいﾄﾘｱｰｼﾞ
の課題－ JR 福知山線脱線
事故を経験して 12）

事故災害 看護師

8
高知市結核集団感染報告
書第 2 報 13） 集団感染 保健師
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表 2　文献から抽出した倫理的課題

課題分類 倫理的課題と捉えた事象の記述例 
（文末数字は文献番号） 対応の実際または必要な対応の記述例 危機の

種類
1） 健 康 弱 者
の安全・安心
の確保

ミキサー食や刻み食といった患者に適した食事の提
供ができなくなり、誤嚥の危険を伴った。2 誤嚥しないように細心の注意を払い食事介助を行った。

自然災害
（病院）

ライフライン途絶により、人工呼吸器など医療機器
使用患者に生命に直結する危険を伴った。3

何度か点検して回った。ボンベの変更やポータブル吸
引器を準備した。

停電の説明不足を患者から指摘された。3 スタッフ間で情報共有しながら患者にも説明して回っ
た。

弱者が避難できない状況で、家族も含め死を覚悟し
ながら家に残っていた。1

患者・家族指導、避難支援の相談、消防署・近隣への
支援依頼、個人情報保護に配慮した地域の支援体制整
備が必要。 自然災害

（地域）
身体が不自由だと避難所では生活困難となり、施設
等に搬送された。1

弱者が過ごしやすい避難所や、介護体制のある施設の
緊急受け入れ体制の整備が必要。

2） 劣 悪 な 環
境下や集団生
活での人間の
尊厳やプライ
バシーの保護

多数の患者受け入れにより、病室が窮屈でプライバ
シーが守れない状況になった。2 その都度、状況を説明して理解してもらった。

自然災害
( 病院） 

ライフライン途絶により、清潔保持が困難になった
り、健康障害（発熱、皮膚障害）が生じた。2

清潔保持や室温や換気といった環境調整に注意を払い、
対象者への注意深い観察や配慮を行う。

トイレの使用に支障をきたし、不衛生な状態になっ
た。1・2・3

ポータブルトイレの汚物処理と洗浄に追われた。浴槽
の水を活用した。

トイレの利用が困難なため、水分摂取を控える高齢
者がいた。4  避難所の環境整備、避難所での看護活動の充実が必要。 自然災害

（地域）
3） ケ ア す る
人の安全確保
と心身の健康
保持増進

職員も被災しながらの勤務で疲労やストレスを生じ
ていた。1・2・3

継続的なストレスチェックで、自分のストレス状態
の認識を促すとともに、休養や早期受診につなげた。 
スタッフの被災状況をまとめ、休暇を相談しながら調
整した。

自然災害
( 病院）通勤網の遮断や家庭の事情で出勤できない職員があ

り、双方のストレスがあった。2・3
通信手段が限られ、現地に行ったほうが情報が取れ
るが、停電で街灯や信号もつかない状態で余震も続
いていたため、安全確保の問題があった。5

衛星電話の導入など、通信手段の確保や情報伝達方法
の検討が必要。

自然災害
（地域）地元スタッフは無理を重ねてしまうため、長期的な

視点で健康管理を考えていかないと高血圧やうつを
後になって発症する職員も見られる。5

地元スタッフには休養をとる体制をつくることが必要。

4） 被 災 者 の
自立支援

多くの支援者が入ることで、被災者の自立を妨げて
いた。1・4

支援者は被災者の自立支援を念頭に置いておくことが
必要である。

自然災害
（地域）

5） こ こ ろ の
ケアにおける
配慮

こころのケアは受け入れ困難な人もいた。1
アウトリーチ型の介入で、生活支援ニーズとともにス
トレス状態を捉えようと心がけた。集団ケアは、押し
付けとならないよう対象者の同意を確認した。

自然災害
（地域）

急性ストレス反応に対し、患者へのインフォームド
コンセントがないままに精神科医師の来訪を受け、
驚き躊躇されることがあった。6

急性ストレス反応は正常反応であることを十分説明し、
症状緩和のためリラクゼーションの必要性等を含め精
神科受診の IC を主治医が行えるよう調整した。

事故災害

6） 対 象 者
の プ ラ イ バ
シー・人権擁
護と公益

救急センター玄関に入院患者が昼夜問わずいて、外
来受診者のプライバシーが守れなかった。3 入院患者の行動制限も必要か。 自然災害

（病院）
社会的注目度が高く、マスコミ取材等、被災者の入
院中のプライバシーや人権が脅かされた。6

被災者・家族に取材申込の説明をし、取材に応じるか
否かの意思決定を支援した。

事故災害
事故の規模、安否を気遣う家族の思いから判断して、
搬送された被災者の名前を公表した。6
原子力発電所の火災が世界中に放映され、放射能被
害の風評被害から、サッカーチームの来日中止等、
多くの影響が出た。5

電話での相談に対し丁寧に説明した。 自然災害
（地域）

学校名を匿名にしてマスコミ発表したことに対して
の非難や、学校名を教えるようにという電話が鳴り
続けた。8

取材への全面協力のかわりに、掲載日の遅延を依頼し
た。マスコミ対応は一本化し情報の混乱を防いだ。正
確な記事を書いてもらえるよう、できるだけ丁寧に応
じた。

集団感染ニュースにより、市中に結核菌が蔓延しているかの
ように受け止められた。8

集団感染が明らかになり、初発患者が責められる雰
囲気になった。8

初発患者には、同じ保健師が本人と保護者の精神的な
支援に努めた。感染・発病者・疑い者に、個別に十分
な説明をし、その後も定期的に連絡をとった。保護者
説明会を頻回に開催して混乱を少なくするよう努めた。

7） 看 護 職 と
して事前準備
しておくべき
責任

災害マニュアルの存在は知っていても、内容を十分
に把握していなかった職員が大多数であった。3

マニュアルにそった話し合いや申し合わせ、その後の
訓練や自己研鑽につながった。

自然災害
（病院）

災害対応マニュアルを作成していたにもかかわら
ず、細かい申し合わせができていなかったため、十
分活用できなかった。1

自然災害
（地域）

8） 人 命 尊 重
とトリアージ
のジレンマ

黒ラベル傷病者に、物がない中で何もしてあげられ
ない状況だった。7

せめてもの思いで傷病者の目を閉じたり、手を組ませ
たりした。 事故災害



4．被災者の自立支援

自然災害では、被災地域に多くの支援者が入ることで、

被災前は自立していた人の活動の場を奪い、被災者の喪

失感や無気力を助長して自立を妨げている側面もあり、

被災者の自己決定の権利等の人権を尊重した支援となっ

ていないことから倫理的課題とした。支援者は、被災者

を支援すべき対象とのみ捉えがちで、支援者としての自

らの役割を果たすことを第一に考えて行動する傾向があ

ることも指摘されており、より被災者の自立支援を念頭

に置くことが必要とされていた。

5．こころのケアにおける配慮

自然災害では、発災直後は被災へのストレスが高く、

避難生活が中・長期化するにつれ次第に避難生活や生活

再建へのストレスが高まっていた。事故災害でも、事故

や負傷へのショック、多くの人が亡くなった中で助かっ

たことへの罪悪感等があり、心理面での支援の必要性が

高かった。

自然災害時の日本赤十字社「こころのケア」指導員の

活動では、すべての人を対象とした心理的支援である「こ

ころのケア」を看護職が実施していたが、精神科医師等

の専門的ケアとの混同により、被災者の抵抗が大きいこ

とから、精神科の専門的ケアと捉えられないように関わ

り方を模索しながら援助を行うことや、アウトリーチ型

の介入で、必要な生活支援ニーズの把握とともにストレ

ス状態を捉えること、集団ケアに際しては同意を得るこ

とが重要であるとされていた。事故災害でも、患者に十

分なインフォームドコンセントがないまま精神科医師の

来訪を受け、驚き躊躇されたという記述があった。両者

ともに、精神科領域のケアへの抵抗感の表れであり、こ

ころのケアには十分な配慮が必要なことを示している。

このように、こころのケアを行う際には、対象者との信

頼関係に基づいた看護やインフォームドコンセントが通

常以上に必要であり、少しでも欠ける場合には倫理的課

題となり得ると考え、こころのケアにおける配慮を倫理

的課題として挙げた。

6．対象者のプライバシー・人権擁護と公益

自然災害では、救急センター玄関に入院患者が昼夜問

わずいて、救急外来受診者のプライバシー保持が困難な

状況になっていた。事故災害では、社会的注目度が高い

ため、マスコミ等により被災者のプライバシーや人権が

脅かされる事態があった。

また、事故災害では搬送された被災者の名前を、安否

を気遣う多くの家族のことを考えて公表し、集団感染で

は拡大予防のためマスコミ発表するなど、公益と対象者

のプライバシーや人権擁護とが相反する場合があり、倫

理的課題であると捉えられた。

マスコミ報道については、集団感染の初発患者や学校

を追求し責めることにつながっており、さらに地域外か

らも市全体に菌が蔓延していると思われていた。自然災

害でもまた、原子力発電所の火災が世界中に報道された

ことで、風評被害による影響が生じていた。

対応としては、事故災害では、対象者への取材申込み

を取り次ぎ、応じるか否かの意思決定を支援し、無秩序

な取材から対象者を守っていた。集団感染では、対象

者・相談者への丁寧な説明・対応により、正確な情報が

伝わるようにすることで、混乱や不安を予防し、必要な

セルフケア行動が取れるように支援していた。マスコミ

対応については、一医師に一本化し、全面協力すること

の引換えに掲載日を保護者説明会後にすることや、校名

を伏せた記事にすることの必要性を説明し協力を得るこ

と、正確な記事を書いてもらうために取材依頼にできる

だけ丁寧に応じることなどを行っていた。

7．看護職として事前準備しておくべき責任

災害マニュアルは作成してあったが、内容の把握や詳

細の打ち合わせが十分でなく活用できなかったため、事

前のこのような準備が必要であったことが記述されてい

た。一方、避難訓練は役立ったとの記述が多く、看護職

個人・組織として、研修や訓練を通しての研鑽や体制整

備等、健康危機への備えをしておくことが必要であると

述べられていた。

倫理綱領にあるとおり、看護職には、質の高い看護提

供のために、個人として組織として、継続学習による能

力の維持・開発や関係者との関係構築に努め、事前準備

しておくべき責任があるが、健康危機への備えは、平時

に直面している課題に対する対策と異なり、後回しにな

りがちであることから、倫理的課題とした。

8．人命の尊重とトリアージのジレンマ

事故災害では、一時に大量の重篤な負傷者が生じたた

めに、看護職自身も事故現場にてトリアージを実施して

いた。看護職にとっては、その倫理的価値観の根底にあ
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る人命尊重や平等性・公平性をもとに、通常ならば救命

の可能性が低い患者にも最大限の努力をすることが前提

であるため、トリアージの意義を理解しながらも、確

実に救える生命を優先せざるを得ない状況やその判断を

下す行為は、大きなジレンマが生じたであろうことが推

察され、倫理的課題とした。そのような厳しい現場にお

いても、生命兆候のない黒タッグの傷病者に、「何もし

てあげられない状況なので、せめてもの思いで傷病者の

目を閉じたり、手を組ませたりした」との記述があった。

このことは、単に傷病者を重症度・緊急度でふるい分け

るだけでなく、最後まで人の尊厳を守ろうとする姿勢で

あると捉えた。 

Ⅳ．考察

抽出した健康危機における倫理的課題への看護職の役

割を以下に述べる。

1．健康弱者の安全・安心の確保

入院患者や在宅療養者・高齢者・障がい者・乳幼児・

妊産婦等は、その身体特性により、健康危機発生時に生

命の危険や健康被害を生じやすい状況であった。このよ

うな健康弱者の中には、情報収集・発信を自ら行うこと

が困難な者もあり、危険や不安に繋がる可能性がある。

加えて発生直後だけでなく、避難生活の長期化により、

二次的な健康被害も受けやすいと考えられる。健康弱者

が、健康危機に際しても、必要な支援を確保し安全な場

所へ避難することや、安全・安心な生活を確保すること、

必要な看護を受けることが保障されなくては、すべての

人に平等な看護を提供することにはならない。したがっ

て、健康弱者を優先して対応すること、その仕組みをつ

くることが看護職の役割である。

具体的な方法としては、まず平常時から関わっている

看護職が対象者の状況を十分に把握しておき、その特性

に応じた避難方法や対応を検討し、それを訓練で事前に

確認することや、対象者・家族に備えの指導をしておく

こと、関係者・関係機関・住民とともに対策の検討・体

制整備に努めておくことが必要である。

地域での健康弱者の安全・安心の確保には、関係者間

や住民との間で対象者の情報を共有し、支援体制整備を

図る必要があるが、個人情報保護の観点から難しさがあ

る。地域での災害時要援護者対策を検討している事例 14）

では、訪問看護担当者や保健所保健師が、対象者・家族

に対し、近所で避難を援助してくれる人を、事前に探し

て依頼することを支援するといった積極的な介入を行っ

ていたが、このような対象者・家族の主体性を支援し、

関係者間で情報共有することを可能とすることも有効な

方法であると考える。

2．劣悪な環境下や集団生活での人間の尊厳やプライバ

シーの保護　

自然災害時の特に避難期には、被害に起因する生活の

困難さが生じており、人としての尊厳やプライバシー保

護ができにくい状況であった。被災に対するストレスに

加え、避難所等での限られたスペースでの多様な他者と

の集団生活に対するストレス、最低限の寝食や清潔保持

ができないこと等へのストレスも高まっていた。

安全・安心確保が最優先となる時期ではあるが、この

ような環境下でも、多様な個人の価値観を認めながら、

プライバシー保護を図るための環境整備や個人への配慮

を行い、可能な限り人間の尊厳を保とうとする姿勢が必

要である。このような姿勢を、自らが持つだけでなく、

共に被災者にかかわる多様な専門職や一般住民など多く

の支援者にも示し、被災者への対応の質を高めることも

看護職の役割であると考える。

また、限られた資源の中では、看護職としての技術や

能力を結集しケアの創意工夫が必要であった。その結果、

看護の原点・基本に即したケアが行われていたことは、

看護の原理原則や基本的技術の重要性が再確認でき興味

深いことであった。どのような状況下でも対象者のニー

ズに応じた看護ケアを責任を持って提供することが、看

護職の役割と言える。

3．ケアする人の安全確保と心身の健康保持増進

自然災害では、広範囲の地域に被害がおよび、ケアす

る人も危険に晒されるため、自身の安全確保に努め、ケ

ア提供者としての任務を遂行することが必要であった。

特に健康危機発生直後には、自身の安全確保が自己判断

に委ねられることが多かったことから、危機を想定した

行動シミュレーションや、訓練・研修に参加し自己研鑽

しておくことや、組織としても安全対策を講じておくこ

と、必要な情報が職員に伝わるような伝達システムを検

討しておくことが必要である。現在、他地域や全国から

の応援派遣体制も準備されているが、このような体制の
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検討の際にも、安全を保障する仕組みを十分に考慮する

必要がある。

また、職員のほとんどが被災している中、出勤して勤

務する者・できない者ともに、時間の経過とともにスト

レスや疲労、生活の困難さが生じていたが、より質の高

い看護の提供のためには、看護職自身の心身の健康保持

増進に向けた対応・対策が必要である。また、看護職は

協働者によるケア対象者への適切なケアを保障する必要

があることから、協働者である他の関係職種に対しても、

健康保持増進に向けた対応・対策が必要である。

具体的な方法としては、事例でも報告されていたよう

に、ストレスチェックにより、自己や他のスタッフのス

トレス状態に気付き、早めの休養や受診につなげること

や、互いの被災の状況・つらい思いを共有・共感しあう

ことでストレスを緩和すること、休みが取りたいときに

取れるような勤務調整を図ることが必要であり、これら

は、できるだけ早期の段階で意識的に行っていくことが

必要である。

4．被災者の自立支援

自然災害では、支援者の一方的な思いによる支援によ

り、被災前は自立していた人の活動の場を奪い、被害者

の喪失感や無気力を助長して、自立を妨げている側面が

あった。被災者の人権を尊重した支援にするため、看護

職には、その支援ニーズや対象者の持つ能力を適確に

捉え、何をどこまで支援するかを判断する役割があろう。

また、対象者との信頼関係構築を図りながら対象者の思

い・考えを十分に捉え、意欲を引き出す働きかけや、自

己決定や主体性を尊重したかかわり、役割発揮や自立に

向けた援助を行うこと等を、他の専門職や一般ボラン

ティアの支援者にも提示しながら協働して行うという役

割がある。

5．こころのケアにおける配慮

看護職は、すべての被災者を対象に一人ひとりの健康

や生活状況を確認しながら寄り添って話を傾聴し、その

感情を受け止めるという「こころのケア」を行っており、

その中で、場合によっては集団ケアの実施や経過観察を

行い、専門的なケアの必要性を判断しつなげていた。こ

ころのケアの実施に際しては、被災者の話には、プライ

バシーに関わる内容や心情が多分に含まれることから、

被災者の生活の場に出向いて、周囲への気兼ねや抵抗感

がない状況で話しができるようにする必要があり、特に

避難所や病室等、個人スペースの確保が困難な場合は、

場所の設定や周囲との音や視線の遮断の工夫等、そのケ

アを行う環境を整える役割があると考える。精神科医師

等に繋げる際には、対象者に十分なインフォームドコン

セントを行い、思いや考えを尊重しながら、安心してケ

アが受けられるように場面設定の工夫をすることや、ケ

ア実施後のフォロー等も含めた配慮が必要である。

また、こころのケアへの抵抗感は、心の病に対する偏

見を基にして存在すると思われる。平常時より、心の病

は誰にでも起こり得ることの周知を図り、偏見を除くこ

とも看護職の役割であろう。

6．対象者のプライバシーや人権擁護と公益

健康危機は、被害が多数に及ぶことや、原因・対応の

責任追及がなされることが多いため、危機の種類によっ

て多少異なるものの、社会的な関心は高い。対象者はマ

スコミの取材を受ける場合があり、大規模な健康危機や

事件性の高いものほど、人権を無視した加熱取材になる

傾向もある。そのため、対象者の身近に寄り添いケアし

ている立場である看護職は、人々の関心の的となってい

る対象者のプライバシー保護に努める必要がある。

また、事故災害での搬送者の名前の公表や、集団感染

では広域の地域住民の感染予防や不安軽減のため、マス

コミ報道による情報発信を有効に活用することが必要と

なっていたが、その一方で患者の個人情報に関心が向か

う危険が大きいことが課題であった。マスコミ・社会へ

の情報公開のあり方と、それに相反しながらも密接に関

連する被災者個人のプライバシーや人権擁護のあり方が

問われていると言える。この課題に対しては、その時々

の健康危機状態のあり様により、最善の対応が異なるこ

とも考えられるため、より適切な情報公開と被災者個人

のプライバシーや人権擁護の両立を目指して、最善の選

択を行うため、関係者間で十分に検討し対処することが

必要であると考える。

加えて、マスコミによる報道には、住民の不安をあお

り、ややもすると風評被害による地域住民全体の生活の

しづらさにもつながる可能性があり、健康危機における

マスコミ対応の課題は大きい。正確な情報を早く大多数

に伝えることができるマスコミによる情報発信のメリッ

トを活用しつつ、対象者のプライバシーや人権侵害、風
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評被害といったデメリットを防ぐ必要がある。健康危機

下での混乱した状況では、正確な情報を収集することに

も労力が必要であり、その作業に翻弄されがちであるが、

マスコミ関係者に対象者のプライバシーや人権擁護に理

解を求め、報道の内容や伝え方についても、その影響を

予測・検討しながら、マスコミ報道をコントロールする

ことが必要である。

7．看護職として事前準備しておくべき責任

災害マニュアルはあったが、内容の把握や詳細の打

ち合わせが十分でなく、活用できていない状況があっ

た。健康危機時の支援ニーズは、健康危機の種類や地域

性の影響からニーズの現れ方も一様ではなく、多種多様

で時間とともに変化していくことが特徴である。看護職

は、看護職個人やその集団の責任として、このような支

援ニーズに適確に対応する必要があるが、限られた資源

で多くの対象者の多様なニーズに対応するためには、そ

の場その場での看護職としての適確な判断と、他職種や

一般住民との連携をもとにした援助の実施が必要である。

このような判断・援助を行うためには、平常時から健康

危機への準備を行う必要があり、看護職個人や集団とし

て力量を高めることや、関係者を含めて検討・準備を進

め体制整備を図ることが必要であり、責務である。また、

看護職の健康危機に対応する能力を高めることは、看護

基礎教育・卒後教育の中でも検討していく必要がある。

8．人命の尊重とトリアージ

事故災害では、看護職が現場でトリアージを実施し、

黒ラベル傷病者に「物がない中で何もしてあげられない」

状況に直面していた。トリアージは、災害時のように需

要と供給が大きく乖離する場合だけの特別な倫理基準と

して確立することで、トリアージを行う担当者を論理的

に免責し、より多くの人を救えるようにするシステムと

言える。しかし、このようなトリアージの意義を理解し

ながらも、確実に救える生命を優先せざるを得ない状況

は、看護職の倫理的価値観の根底にある、人の生きる権

利や平等に看護を受ける権利を侵害しているとも捉えら

れかねず、大きなジレンマが生じる事態となる可能性が

ある。そのため、トリアージ実施者には、心理的なサポー

トが必須となり、医療従事者から国民全体まで、トリアー

ジの意義についての十分なコンセンサスを得る努力が必

要である。

また、わが国では「トリアージ」の概念が法的に明ら

かにされておらず、トリアージ実施者の過失責任が必ず

否定されるという保証がないため、トリアージ実施者に

対する法的保護を含めた法整備が必要とされている 15）。

したがって、このような問題提起をしていくことも医療

職者全体の役割として必要である。  

最後に、生命兆候のない黒タッグの傷病者の目を閉じ

たり手を組ませたりしたというトリアージを実施した看

護職のように、どのような非常事態においても、人権尊

重の姿勢を持ち続け、その時にできる看護を模索するこ

とは、看護職の役割である。

Ⅴ．おわりに

取り上げた文献から捉えることができた範囲であるた

め、健康危機における倫理的課題を網羅しているとは言

えないが、課題が多岐にわたることが確認できた。また、

これらの倫理的課題における看護職としての役割が大き

いことも確認できた。今後も、多様な健康危機事例を取

り上げ、倫理的課題を追求していきたい。
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Ⅰ．はじめに

本学は、平成 12 年度の開学時より県民の健康と福祉

の充実に貢献する看護職像を描きながら教育研究活動を

続けてきた。また、近年の保健医療における人々のケア

にかかわる要望は高度化しており、看護職は最新の技術

や知識を身につけるだけでなく、豊かな人間性と確実な

倫理的判断力が求められるようになっている。これらに

より、本学図書館の果たすべき役割は、看護学における

高等教育と学術研究活動を支えるとともに、最新の知識

と技術と倫理的判断力を必要とする看護職者に十分な情

報提供のできる機能を発揮することであると言えよう。

そのため、本学図書館は、看護学科・看護学研究科に

おける教育・研究活動を支える中核の施設として、また、

岐阜県の看護の質向上をも目指して、基本計画のもとに

整備をすすめてきた。この基本計画とは、第一に、高等

教育機関に求められている学生の自律的課題探求能力の

育成を図ること、第二に教員の教育・研究・実践活動を

バックアップできる整備を行うこと、第三に図書館を一

般開放することで学外者の生涯学習支援に寄与し、県下

の看護の質の向上に貢献すること、そして第四に、本学

の教育の理念や特色が十分反映されるよう整備を行うこ

とである。

本学図書館は県内初となる看護大学の図書館として、

基本計画の第三に示されている図書館の一般開放につい

て開学前より学外の看護職者から大きな期待を受けてき

た。このことは、図書館を整備するにあたり開学前の平

成 10 年 9 月～ 10 月に実施した、看護職者を対象とし

た図書館利用にかかわるニーズ調査からも明らかにされ

ている 1）。そこで本学図書館はこうした期待に応えるた

め、開学時より所蔵・導入する近隣の公共図書館では提

供し得ない専門的な資料やデータベースを、生涯学習支

援として学外看護職者へも提供すべきであると考えた。

開学当初は蔵書数も充分ではなく、限られた資料を学

生間で融通し合うような状況であったが、学生の教育と

教員の研究活動支援、及び大学完成年度に向けた資料整

備を優先に考えながらも、まずは対象を看護職者に限定

して一般開放を行い、そのサービスとして閲覧（データ

ベース検索等を含む館内サービス）と複写を可能にし

た。その後、図書館の整備がすすむにつれ、平成 15 年

度より段階的に看護職者への貸出サービスを開始し、平

成 18 年度より文献検索講習会を開始するなど、サービ

スを拡大して看護職者の生涯学習支援の充実を図ってい
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る。また、図書館の整備状況を考慮しながら一般開放の

範囲拡大を検討した結果、平成 16 年度より看護職者に

限らず 18 歳以上であれば閲覧を可能にし、他大学や専

門学校の看護学生をはじめ地域住民にも利用されるよう

になった。蔵書については、学生の学習や教員の研究活

動などに役立つ看護・医学の専門書を中心とするととも

に、看護職者の生涯学習に貢献できるよう看護の現場で

有用な資料の整備にも努めている。

このように、看護職者に向けた積極的なサービスの展

開は、本学図書館の大きな特色の一つと言える。本稿で

は、本学図書館の充実に向けて、教授会の下部組織であ

る図書委員会と図書館司書が協働でこれまで取り組んで

きた活動のうち、看護職者の生涯学習支援に焦点をあて

報告する。

Ⅱ．本学図書館の概要

本学図書館は、大学の教育と研究を支援するための整

備をすすめ今日に至っている。平成 16 年には大学院看

護学研究科修士課程の開設、及び平成 18 年には博士後

期課程の開設と続き、専門性の極めて高い図書や諸外国

の図書・雑誌などの充実、外国文献検索の支援が求めら

れるようになり、本学における図書館の重要性はますま

す高まっている。平成 21 年 3 月末日現在で約 7 万 6 千

冊の蔵書が収められており、そのなかで、看護・医学関

係の専門書は約 3 万 6 千冊、一般図書は約 4 万冊を収

蔵し、専門書のみならず教養図書の収集にも力を入れて

いる。また、看護関連の専門雑誌を中心に、国内外の雑

誌・定期刊行物を約 400 タイトル継続的に購入してい

るのも本学の大きな特色の一つである。

館内には検索用端末が 10 台設置してあり、来館者は

蔵書検索のほか、専門論文などの情報検索のためにイン

ターネット上で公開されている各種データベースが利用

できるように整備している。

１．図書館の環境

図書館棟は本学北側駐車場に面し、図書館入り口は北

側玄関から近く、学生・教職員にとっても、学外利用者

にとっても利用しやすい位置にある。図書館棟は 2 階

建て（図書館部分の総面積 1,196 ㎡）であり、1 階には、

72 席の閲覧スペースの他に開架書架・雑誌展示書架・

ブラウジング・検索用端末・移動書架・カウンター・司

書室があり、利用者は書架の閲覧や文献検索を開放感の

ある空間の中で行うことができる。また 2 階には、可

動式のテーブル型閲覧席（42 席）のほか、AV コーナー

や研修室（2 室）などがあり、自主学習やグループ学習

に活用されている。

開館時間は、大学院看護学研究科の学生も十分な活用

ができるように、8:45 ～ 21:00（長期休業中 10:00 ～

20:00）とし、休館日は日曜日と祝日である。学外者の

利用は、閲覧・複写が 18 歳以上、貸出が本学卒業者・

修了者及び県内看護職者を対象にしている。県外看護職

者には貸出を行っていないが、希望に応じて来館時受付

用の利用証を発行し入館手続等が簡便になるようにして

いる。なお、ここでいう「県内」とは、岐阜県内に在住

または在勤の意であり、「看護職者」とは、看護師・助

産師・保健師・養護教諭を指す。 

２．図書館の運営

図書館は前述の基本計画のもと、図書委員会と図書館

司書が協働で運営を行っている。図書委員会は図書館長

と各講座から選ばれた教員によって組織され、年間の活

動方針・計画を立てて図書館運営にあたっている。委員

会の場には司書も加わり、教員と司書双方が意見を出し

合い、予算編成から図書館サービスの実施に至るまで図

書館運営全般について協議している。

３．蔵書冊数と主要データベース

蔵書冊数の推移と利用可能な主要データベースは表

1･2 に示すとおりである。蔵書冊数は開学時の約 1 万 7

千冊から大きく増加しており、開学時に目標として掲げ

た 10 年間で 6 万冊の整備は既に達成したが、医療技術

の進歩や保健・医療・福祉現場の変化に対応できるよう、

引き続き最新の図書の購入に努めている。また平成 16

年度の大学院開設に伴う高度な専門書や現場の看護職者

向けの図書が新たに必要となっており、より幅広い種類

の図書の整備を行っているところである。購入雑誌のう

ち看護・医学系雑誌の種類は、和雑誌 254 誌、洋雑誌

88 誌である（平成 21 年 3 月末日現在）。データベース

は学外者も利用することができる。

Ⅲ．看護職者への図書貸出サービス拡大の経緯

先に述べたように本県における看護の質の向上に寄与

するという使命を有している本学は、県内看護職者の生
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涯学習支援として本学図書館を活用することができるよ

うに整備をすすめ、開学以来、段階的に看護職者へのサー

ビスを拡大してきた。その経緯について、ここでは図書

の貸出を中心に紹介する。

１．図書貸出サービス拡大についての検討：平成 12 ～

14 年度

平成 12 年度の開学より学外看護職者へは閲覧と複写

サービスを実施してきた。複写は館内でのサービスのほ

か、所蔵する文献の複写・郵送サービスを行い、直接来

館が難しい看護職者への支援としてきた。本学図書館（以

下「当館」とする）の存在が周知されるにつれ学外から

の利用者は年々増加し、平成 14 年度には延べ 800 人を

超える利用があった。図書の貸出を希望する声もしばし

ば寄せられるようになり、当館の整備状況と学生の利用

状況を勘案しながらの検討を開始した。なお、開学当初

の開館時間は 9:00 ～ 19:00（土日祝日は休館）であっ

たが、図書館利用者の希望を反映させて平成 14 年度よ

り開館の時刻を 8:45 に繰り上げた。

２．岐阜県看護実践研究交流会の発足とサービス拡大の

開始：平成 15 ～ 16 年度

平成 15 年には岐阜県看護実践研究交流会（以下「交

流会」とする）が発足した。この交流会は、看護職者が

主体的に自らの看護実践の改善・研究に取り組む力を高

めることと、その体験を共有・交流することで看護の改

革と看護サービスの質の向上を図ることを目的とした会

である 2）。本学の看護研究センターと研究交流促進委員

会が交流集会の実施や報告書の刊行等をサポートし、教

員が会員の研究支援を行うなど本学との関わりも深い。

当館では、当該交流会会員の図書活用等に関わる支援が

生涯学習支援として重要であると考え、平成 15 年 10

月から交流会会員への図書貸出（3 冊・2 週間）を開始

した。

また、平成 16 年 3 月には本学の第 1 期卒業者を送り

出し、県内在住在勤の卒業者への生涯学習支援と県内就

職支援の面から、貸出（3 冊・2 週間）を開始した。さ

らに、平成 15 年度より通常期に試行してきた土曜日開

館（10:30 ～ 17:00）を、平成 16 年 4 月の大学院開設

に合わせて通年実施するとともに、開館時間を延長し、

平日・土曜日とも 8:45 ～ 20:30 とした。このことは本

学学生のみならず、不規則勤務が常態である看護職者に

とっても利便性の向上につながったと考えられる。

３．図書貸出サービス拡大の充実と改善：平成 17 ～ 18

年度

県内看護職者への本格的な貸出を検討するにあたり、

夏期休業中を利用した貸出試行期間を設け、貸出動向の

調査を実施した。館内及び学生の実習先施設で PR を行

い、平成 17 年 8 月 1 日から 9 月 30 日まで県内看護職

者に対して交流会会員・県内卒業者と同じ条件で貸出を

行ったところ、延べ 178 人、381 冊の貸出があった。また、

県内看護職者の来館目的や図書館への要望を把握するた

め、9 月最終週に来館した県内看護職者を対象に図書館

利用に関する質問紙調査を行った結果、貸出を希望する

意見が複数寄せられ、その要望の高さをあらためて知る

こととなった。その後、貸出試行期間の貸出動向を分析

し、次年度からの貸出を開始することとその対象を決定

した。

平成 18 年度は、前年度の検討をもとに、次のように
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表１　蔵書統計 各年度 3 月末日現在

年度    H11   H12

  開学

  H13   H14   H15   H16

 大学院開設

  H17   H18   H19   H20

蔵書冊数 16,957 23,601 40,066 47,302 52,041      57,816 63,318 68,322 72,135 76,871 
 うち看護学書    3,016 4,050 5,822 8,046 8,772      10,290 11,946 13,548 14,629 15,833 
 うち医学書      4,289 6,064 10,632 12,255 13,398      14,892 16,270 18,338 19,394 20,835 
購入雑誌種数        328 327 407 418 406           403 401 418 427 380 
 うち和雑誌 224 224 301 310 299           296 293 306 312 292 
 うち洋雑誌 104 103 106 108 107           107 108 112 115 88 
視聴覚資料 311 676 781 894 1,068        1,162 1,227 1,318 1,352 1,429 

表２　主要データベース（商用）
データベース名 分野
医中誌 Web 医学
メディカルオンライン 医学
CINAHL with Fulltext 看護学
PsycINFO 心理学
Dissertations & Theses 学位論文
朝日新聞記事検索「聞蔵」 新聞記事
NII 学術コンテンツ・ポータル 学術情報
MathSciNet 数学・統計学



貸出を開始した。まず、4 月には県外卒業者への貸出を

開始するとともに、卒業者及び交流会会員の貸出上限を

引き上げ 5 冊・2 週間とし、6 月には県内看護職者への

貸出（3 冊・2 週間）を開始した。また、開館時間を 4

月から延長（20:30 から 21:00 へ）した。

さらに 10 月には、県内看護職者の図書館利用状況を

把握するため、来館した看護職者を対象に質問紙調査を

実施した。10 月 16 日から 31 日までにカウンターで入

館時受付を行った看護職者に質問紙を配布し、そのうち

75 名から回答を得た。当館への来館目的を尋ねた結果

は表 3 のとおりで、「本を借りる」（37 名）が「必要な

文献をコピーする」（41 名）に次いで多く、貸出サービ

スが開始から半年で浸透していることを窺わせる結果で

あった。また、4 月より開始した開館時間の延長を支持

する回答は約 7 割に達し、看護職者にとっての夜間開

館の重要性をあらためて認識した。

その他、この年から司書による看護職者向けの文献検

索講習会を開始したが、これについては次節で詳述する。

４．看護職者への支援の継続：平成 19 年度～現在

貸出サービスの開始以降、現場の司書は看護職者の貸

出動向を把握し、看護職者向け図書の選書へ活かすよう

努めてきた。学外からの利用者数及び看護職者への貸出

冊数の推移は図 1･2 に示すとおりである。貸出冊数は

年々増加する傾向がみられ、平成 20 年度においては学

外からの利用者は年間で延べ 4,933 人となり、総貸出冊

数の約 29% にあたる 9,438 冊が学外者への貸出である。

本学と同じ公立の看護系単科大学の図書館と比較しても、

当館の学外者貸出冊数は多いことがわかる（表 4）。一

般的に図書館における貸出冊数は、貸出条件の他にも近

隣の人口や交通アクセス、類似機関の有無によって大き

く左右されるものであり、冊数の多寡が図書館の優劣を

示すものではない。たとえば県内各地に看護学書の充実

した図書館があれば、利用者は各館に分散することだろ

う。しかしながら現実的にそのような図書館は少ないこ

とから、表 4 にみられる数値は、当館が県内では看護

職者から一館集中的に大きな期待を受けており、その期

待にできる限り応えてきた結果であると考えられる。な

お、学外者の利用登録者数は表 5 のとおりである。

Ⅳ．文献検索に関する支援の開始

ここまで述べてきた貸出サービスは図書館が行う様々

なサービスの一面でありすべてではない。すなわち、貸

出や複写へ至る前段階として、利用者が必要とする文献

にたどりつけるよう検索の支援を行うことも図書館の大

切な役割であると考える。そこで、文献検索の支援を充

実させる取り組みを続けてきたので、次に紹介する。

１．文献検索支援のニーズ

前述の平成 18 年 10 月に当館が行った質問紙調査の

結果（表 3）において、来館目的に「医中誌 Web を検

索する」と回答したのは 17.3%（13 名）と少数であっ

た。これは、当館において医中誌 Web 等の文献検索が
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表３　来館目的（複数回答） (n=75)

目的 人数 ％
本を読む 27 36.0 
本を借りる 37 49.3 
医中誌 Web を検索する 13 17.3 
雑誌を読む 15 20.0 
必要な文献をコピーする 41 54.7 

　　図１　学外利用者数（年度別）
 ※ 入館時にカウンターで受付を行った人数

　　　図２　学外者貸出冊数（年度別）



可能であることが十分に周知されていないこと、あるい

は医中誌 Web 等が看護職者にとって文献検索の有用な

手段として充分に知られていないことが関連しているの

ではないかと推測された。またこの調査では、具体的な

要望として医中誌 Web 等の検索方法の講義を望む意見

があった。図書館は多くの資料を備えるのと同時に、そ

の資料がより有効に活用されるよう文献検索支援・PR

を積極的に行う必要があると考えられた。

臨床現場における文献活用の必要性が強調される一方

で、看護職者の多くが文献検索や入手に関して困難を感

じていることは、複数の調査で報告されている。図書

館が関わった調査を例にとれば、柴田ら 3）は看護職者

を対象とした調査で、その要因として病院図書室の資料

の不十分さや大学図書館の利用経験の低さ、そして検索

行動に対する苦手意識や時間の不足を挙げ、回答者の

76.5% が検索について図書館司書からの説明を希望して

いることに着目している。また、阿部ら 4）が大学卒業

者に行った調査では、「看護関係情報の入手に便利なも

の」という設問への回答として、75.0% が「身近な場所

にある利用可能な医学・看護図書館」を、45.0% が「情

報に関する相談ができるコンサルタントサービス」を、

30.0% が「情報検索・文献入手のための講習会」を挙げ

ていた。当館に来館する看護職者と直接接している司書

の実感としても、データベース等の利用経験が少なく、

文献検索の初歩の段階で困難を感じている看護職者は少

なからずいるように思われる。

また、本学図書委員会においても、現場の看護職者の

声として「文献検索の必要性は聞いているが、実際にど

のようにすればいいのかがわからない」「病院の図書室

では十分な検索ができない」などの意見があることを把

握していた。幸い当館では以前より学生に対する図書館

ガイダンスの中で文献検索の説明を行っており、司書は

そのノウハウを蓄積していたことから、それを応用して

看護職者への文献検索講習会も実施できると考えた。

２．文献検索講習会の取り組み

そこで当館では看護職者の生涯学習支援の取り組みの

一つとして、平成 18 年度より看護職者対象の文献検索

講習会を開始した（表 6）。以下にその経緯と参加者か

ら寄せられた意見を紹介する。

1）文献検索講習会の開始

学外者に向けて文献検索講習会を開催したのは、平成

18 年度に交流会からの依頼という形で実施したものが

最初であった。交流会会員対象の事業として、図書館棟

2 階の閲覧室に隣接するマルチメディア教室を利用して

文献検索講習会を 2 回開催し、参加者は計 23 名であっ

た。約 80 分の講習で、当館の利用案内、OPAC（オン

ライン蔵書目録）の活用法、医中誌 Web を中心とした

データベースの検索方法、文献入手方法等の説明を行っ

た。文献検索の方法を説明し、そこから当館が所蔵する

表４　学外者貸出　他大学図書館との比較
年度別学外者貸出冊数 貸出条件

H18 H19 H20
当館 5,063 7,862 9,438 県内在住・在勤の看護職（看護師・助産師・

保健師・養護教諭）
卒業者 :5 冊・2 週間
看護職 :3 冊・2 週間

A 大学 2,788 3,171 2,780 県内在住の 18 歳以上の者
県内の大学・事業所に通学・勤務する者

卒業者 :5 冊・3 週間
その他 :3 冊・2 週間

B 大学 1,130 1,327 1,938 一般全般 5 冊・2 週間
C 大学 1,154 1,297 1,391 看護・保健医療関係業務に従事し、他大学・専

門学校に在学中でない者（介護福祉士を含む） 
※ H21.4 より県外者へ貸出開始

卒 業 者 :7 冊（ 雑 誌 3 冊 ）・2 週 間 
その他 :3 冊・2 週間

D 大学 4,305 4,281 3,741 県内在住・在勤の 18 歳以上の者
県内の大学・短期大学・専門学校等に在学す
る者

3 冊・2 週間

E 大学 7,563 7,118 6,419 県内在住者 5 冊・2 週間
※ 比較した大学は本学と同規模の公立看護系単科大学（平成 21 年 3 月末日現在）
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表５　学外登録者数
区分 登録人数 ％

県内卒業者        208        5.6 
県外卒業者          68        1.8 
大学院修了者          27        0.7 
県内看護職者     3,049      81.7 
県外看護職者        292        7.8 
交流会会員          89        2.4 
合 計     3,733    100.0 

平成 21 年 3 月末日現在



資料の活用へとつなげるためには、図書館の専門職であ

る司書が講習会を担当するのが適任と考え、初回以来当

館司書が講師を務めている。

平成 19 年度には、交流会と当館との共催事業として

前年に引き続き交流会会員を対象に文献検索講習会を 2

回開催し、参加者は計 18 名であった。また、当館独自

の事業として広く看護職者を対象に文献検索講習会を開

催し、参加者は 7 名であった。受講者の反応などから

文献検索講習会に対して一定のニーズがあると判断し、

当館の事業として継続して実施することとした。

2） 文献検索講習会の充実と改善

平成 20 年度は、当館主催の事業として、看護職者を

対象にした文献検索講習会を 3 回開催した。当該講習

会については事前に館内及びホームページで広報すると

ともに、学生の実習先施設に対して教員に開催案内の配

布を依頼し、参加者は計 45 名であった。講習会終了時

には参加者に対しアンケート調査を実施し、開催日時や

講習内容についての意見を聞いた。その結果、講習内容

については概ね好評を得られたが、改善を希望する意見

や提案もあり、今後の講習会に向けての課題が把握され

た（表 7･8）。

また、同じ看護職者でも看護師等とは異なるニーズを

持つ養護教諭にとっても文献検索の必要性は高く、この

年度には本学の大学院修了者を代表とする養護教諭グ

ループからの依頼により、養護教諭向けの文献検索講習

会を参加者 21 名で開催した。約 80 分の講習で、当館

の利用案内、OPAC の活用法、CiNii を中心としたデー

タベースの検索方法、文献入手方法等の説明を行った。

平成 21 年度は、前年度の文献検索講習会アンケート

調査結果（表 8）に、グループ別・個別の講習会を希望

する意見が複数あったことから、従来の講習会（2 回開

催予定）に加え、少人数のグループを対象とした、日時

や内容についての希望に応じるオーダーメイド形式の講

習会を新たに開始した。9 月までに 1 グループ（2 名）

から依頼があり、当館で講習会を実施した。この方法は

依頼者にとって、希望するテーマに重点を置き説明を受

けられる点、随時質問ができ、司書とのコミュニケーショ

ンをとりやすい点が大きな利点であると考えている。

前年度に依頼を受けて開催した養護教諭向けの文献検

索講習会についても、新たに当館の事業として実施した。

参加者は 2 名と少なかったものの、講習会の開催を知っ

た 2 つの養護教諭グループから別の日時での開催依頼

があり、それぞれに対して講習会を実施した。2 回の

参加者は計 16 名で、その大半は当館の利用経験がなく、

当館が養護教諭をサービス対象としていることもあまり

知られていなかったため、結果的に養護教諭のネット

ワークを通じての広報活動にもなった。なおいずれの講
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表６　文献検索講習会開催実績
開催年度 開催月     対象者          実施形態 参加者数

H18    6 月 交流会会員 交流会主催       16
    8 月 交流会会員 交流会主催         7

H19     6 月 交流会会員 交流会・図書館共催         8
    7 月 交流会会員 交流会・図書館共催       10
  11 月 看護職者 図書館主催         7

H20     6 月 看護職者 図書館主催       24
    6 月 養護教諭 依頼       21
    8 月 看護職者 図書館主催       15
  10 月 看護職者 図書館主催         6

H21
9 月末日現在

   6 月 看護職者 図書館主催         7
   8 月 養護教諭 図書館主催         2

 8 月 養護教諭 依頼         6
 8 月 養護教諭 依頼       10
 8 月 看護師 依頼         2

表７　文献検索講習会アンケート (n=44)

設問・回答 人数
講習内容について

ちょうどよい   41

簡単すぎる     1
難しい     1
未回答     1

司書の説明について
分かりやすい   28
普通   15
分かりにくい     1



習会も、検索演習の時間を増やす、Web ページの検索

テクニックの説明を加えるなど、前年度からの改善を試

みている。

Ⅴ．生涯学習支援における当館の果たす役割

看護職者の生涯学習支援は本学の使命の一つである。

本学では平成 15 年度に設置された看護研究センターを

中心として生涯学習支援に向けた多くの事業（共同研究、

研究支援事業と交流会、看護実践研究指導事業、卒業者

のための支援、生涯学習に関する相談など）を実施して

いるが、当館もその発展の一翼を担っていると考える。

当館ではこれまで述べてきたように、学生の教育環境

と教員の学術研究活動を支える状況を考慮しつつ、看護

職者の生涯学習支援の拡大を図り、現在に至っている。

現状において、看護職者への貸出サービスは多く利用さ

れており、当館は生涯学習支援に貢献していると考える

ことができる。引き続き看護の現場で有用な資料を整

備し、貸出サービスを継続して提供できる環境づくりに

努める必要がある。また、本学が位置する羽島市は愛知

県と隣接しているため、当館を利用する愛知県の看護職

者もいる。現在は「県立」の大学であることを意識して

貸出を県内看護職者及び本学卒業者・修了者に限定して

いる。県下のみならず広く地域の看護の質の向上を考え

た場合、県外看護職者への貸出も行うことが求められる。

ただし、学外者の利用があまりに増加することは学生の

利用に影響を与える可能性もあるため、今後の資料の整

備状況や、県外看護職者からの要望を勘案しながら、慎

重に検討していきたい。

また文献検索講習会については、検索経験の乏しい看

護職者に対し講習会を実施することで、当館の資料や

様々なサービスがより有効に活用され、看護職者の積極

的な文献活用につながると考え、開催を拡大してきた。

少人数であっても重ねて実施していくことが、看護職者

の生涯学習支援の貢献になると考える。

これまでの講習会は、当館の利用経験やデータベース

検索の経験が少ない者を想定し、初歩的な文献検索を中

心テーマとしてきた。しかし実際に参加した受講者は想

定したタイプだけでなく、パソコンの操作に不慣れな者

から、基礎的な文献検索の知識を持ちさらにレベルの

高い講習を望む者まで幅広いことがわかった。講習会を

より効果的なものにするためには、受講者の幅広いニー

ズに対しきめ細やかに応えていけるような形が望まし

い。平成 21 年度から実施しているグループ別の講習会

は、その解決策の一つになり得ると考えている。「希望

に応じて行います」と案内するだけでなく、こちらから

具体例としてさまざまな講習会メニューを提供すること

も検討したい。グループ別講習会はまだ実施から間がな

く、充分に周知されていないため、より一層の広報に努

める必要がある。また、講習会という形式に限らず、来

館者の求めに応じていつでも適切な文献検索支援や資料

表８　文献検索講習会への意見（自由記述）
（講習会を評価する意見） 人数
検索方法がよくわかった／役に立った 6
モニターがあり、わかりやすかった 2
このような機会があり、うれしく思う 1
実際にパソコンの操作ができてよかった 1
難しいと感じるところもあったが、勉強になった 1
初めて検索を行った。調べる内容が決まったら活用していきたい 1
インターネットで家から検索できるものがあるとわかったので利用したい 1

（改善を希望する意見） 人数
講師の話が早すぎてついていけないところがあった 1
画面を一緒に操作しながら行うとわかりやすかったと思う 1
資料の文字をもう少し大きくしてもらえるとありがたい 1
仕事を終えて来るには、もう少し遅いとうれしい 1

（今後の講習会への提案） 人数
グループ別の講習会を実施してほしい 2
文献の入手方法を教えてほしい 2
研究中にうまく検索サイトが見つからないときに、個別指導をしてほしい 1
グループや研究課題別にデータや論文の検索を個別的におしえてほしい 1
無料のデータベース (CiNii 等 ) の検索方法を知りたい 1
英文データベースの検索方法を知りたい 1
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提供ができるようカウンターサービスの向上に努めるこ

とも大切であると考える。来館する看護職者の中には、

具体的な研究テーマを持ち、そのテーマに対しての検索

支援・資料提供を望んでいる者がいる。こうした要望に

応えるためには、講師を務める司書は日頃から看護文献

に目を通し、看護研究のテーマとなっている事柄や検索

キーワードについての知識を蓄え、看護大学図書館司書

としての専門性をより高めなければならない。

これらの支援が広く行き渡ることで、多くの看護職者

が図書や雑誌をはじめとする文献に触れて自らの課題に

気づき、課題解決にまた文献を利用する、というサイク

ルが生まれてくると考える。そして当館の利用をきっか

けとして、看護職者が本学の推しすすめる様々な生涯

学習支援事業に参加し、本学と看護実践現場との連携が

深まることも期待している。当館の活動が看護職者の抱

える課題解決の手助けとなり、看護の質の向上に貢献で

きるよう、今後も看護職者からの意見を聞き効果的な広

報活動を行い、サービスの充実に取り組みたいと考える。

また、臨床現場の動向を知るにも看護職者への広報を行

うにも、学内教員の協力は不可欠である。引き続き図書

委員会を通じて学内教員との協力体制を築いていきたい。

 

Ⅵ．おわりに

本学は平成 22 年 4 月より独立行政法人化を予定して

いる。これを機に本学の組織・運営体制は大きく変わる

ことになるが、そうした状況においても、当館が看護の

質の向上のために果たすべき看護職者の生涯学習支援と

いう役割はいささかも減じることはないと考える。これ

まで本稿で述べてきた取り組みを継続するとともに、法

人化により運営の自由度が高まるという利点を活かして、

新しい図書館サービスについても検討し取り組んでいき

たい。

また、県財政の悪化や法人化に伴いこれまで以上に効

率的な大学運営が求められ、それは当館も例外ではない。

当館を整備していく上で充分な予算の確保は必須である

が、そのためには当館が学内の教育・研究支援を果たし

ているのはもちろんのこと、一般開放を通して地域への

貢献も果たしていることを学内外へ積極的に PR してい

かなければならない。本稿がその一助となれば幸いであ

る。

なお、本稿は平成 18 年度までの経緯については自己

点検評価報告書（平成 15 ～ 16 年度、平成 17 ～ 18 年

度）の記載事項を土台とし、平成 19 年度以降の活動状

況等を加えてまとめたものである。
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岐阜県立看護大学図書館のサービス充実に尽力され、
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投 稿 規 定

１． 投稿資格

１） 本学教員であること

２） 共同研究の場合は、本学教員が筆頭著者（first author）であること。ただし、本学の非常勤講師との共同研究では、この限り

ではない。

３） その他、紀要委員会が認めた者。

２． 論文の内容

１）看護学及び、看護学教育の発展・向上に貢献できるものであり、未発表のものに限る。

２）その他、紀要委員会が認めたもの。

３． 論文の採否

査読者の意見をもとに、紀要委員会が最終的に決定する。

４． 投稿締切

毎月末とする。投稿にあたっては、原稿原本に投稿書式 1、２、３を添付して提出する。図書館で投稿を受領した際には「預かり証」

を発行し、直近の紀要委員会で正式に受け付けた後に受領書（書式３）を発行する。

５．論文の種類

１）総説 : 特定のテーマについて総合的に知見を集め、学問的状況を概説し考察したもの。

２）研究（原著）: 独創的で新しい知見が示された研究。

３）教育実践研究 : 教育実践を素材にし、新しい知見や教育の改善、発展に寄与する研究。

４）報告 : 調査結果に意義があり、すぐに知らせる必要のあるもの。あるいは、現状を分析し、課題が明確になり、次の研究につな

がるもの。

５）資料 : 資料として価値があり、考察を加えていない生データ。

６）その他 : 提案、提言、論説、海外事情、関連学術集会等など。

６．著者

 著者として記載する者は、その内容と公表について著者としての義務と権利を有するので、“実質的な著者” でなければならず、名前だ

けの著者は避ける。著者は “実質的な著者” に限定し、それ以外の者は謝辞に記載する。

 “実質的な著者” とは、①研究計画やデータの分析と解釈に関与している、②原稿作成と修正に実質的に参加している、という条件を満

たしている者である。

 著者が複数の場合、その記載順序はすべての著者の合意で決め、筆頭著者は複数の著者の中で中心となる者で、第二・第三著者になる

に従って論文における役割が軽くなるように列挙する。

７．投稿要領

１）原稿は邦文および英文とし、Ａ 4 縦置き横書き、ワードプロセッサーを使用する。邦文（総説・研究（原著））の場合は、図・

表を含め、18000 字（1 頁は、横 40 字×縦 40 行 ×1 段＝ 1600 字）以内、邦文（教育実践研究・報告・資料・その他）の場

合は図・表を含め、14000 字以内とする。英文の場合は、Ａ 4 縦置き 1 段組 55 行、1 頁 900 語程度とし、ダブルスペース（Double 

Spacing）で作成する。なお、論文タイトル、著者名および空白文字は文字数には含めないものとする。

２）研究（原著）の場合は、800 字以内の論文の要旨と、500 語前後の英文抄録を付ける。それぞれ下にキーワード 3 ～ 5 個を付ける。

３）原稿は、新かなづかいとし、原則として常用漢字を用いる。句読点を明確にする。

４）図・表は、いずれも 1 枚の用紙に 1 枚の図または表を書き、割付用紙（レイアウト用紙）を使って字数換算した文字数を付記する。



表　Ａ市とＢ市の距離別居住人口と対前年増加率
中心からの距離（キロ） Ａ市 Ｂ市

人口（千人） 対前年増加率（％）   人口（万人） 対前年増加率（％）

 0 ～ 9.9 320 -0.5 410 -0.2

10 ～ 19.9 850  0.9 330 -0.7

20 ～ 29.9 620  0.4 255 -0.3
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また、本文原稿の右側欄外に図・表の挿入箇所を明記する。字数の換算は各投稿者に任せるが、字数換算用の透明な割付用紙（レ

イアウト用紙）を紀要委員会で用意するので、必要な場合は貸与する。

５）図・表は原本のまま印刷できるものを提出する。表形式は下例に従い、縦罫線の使用は最小限にとどめ、左右両端の縦罫線は引

かないものとする。

６）文献は、本文の引用箇所に 1）、1,2）、1 ～ 5）などで示し、原稿の終わりに著者名を引用順に並べる。

 雑誌は、著者名：論文題名，雑誌名，巻（号）；頁，発行年．

 単行本は、著者名：表題名，書名（監・編者名），版；頁，発行所，発刊年．

 訳本は、原著者名：原書名（版），発行年，監・訳者名，書名；頁，発行所，発行年．

 電子文献は、著者名（サイト設置者名）：タイトル，入手日（アクセス日），アドレス

 英文誌名を省略する場合は、Index Medicus に従って記載する。

 [ 例 ]

 ①雑誌

平山朝子：日本の看護系大学院 千葉大学大学院看護学研究科の教育・研究内容 地域看護学教育分野，Quality of 

Nursing，6(2)；133-135，2000．

 ②単行本

平山朝子：保健指導の技術的特質，公衆衛生看護学大系 1 公衆衛生看護学総論 1（平山朝子，宮地文子編），3 版；

169-174，日本看護協会，2000．

 ③訳本

Pierre Woog, Ph.D.: The Chronic Illness Trajectory Framework － The Corbin and Strauss Nursing Model, 1992, 黒江ゆ

り子，市橋恵子，寳田穂訳，慢性疾患の病みの軌跡 コービンとストラウスによる看護モデル，初版；4-5，医学書院，

1995． 

 ④電子文献

岐阜県立看護大学紀要委員会：紀要投稿マニュアル，2004-01-15，http://www.gifu-cn.ac.jp/journl/manual.html

７）単位は SI 単位とし、特殊な単位を用いるときは、簡単な説明を加える。

８）略語を用いるときは、論文の初出のところで正式用語ととともに提示し、その後略語を用いることを明記する。

９）氏名の英語表記は「名→姓」の順とし、姓、名ともに頭文字のみ大文字にし、他は小文字にする。

10）英文タイトルの表記は、先頭を大文字とし、冠詞、接続詞、前置詞以外は単語の先頭文字を大文字にする。ハイフンで単語と

単語を結んだ場合、ハイフンの前後に空白は入れず、前後の単語ともに先頭を大文字にする。

８．著作権

本紀要に掲載された論文の著作権のうち、複製・頒布・公衆送信にかかる権利は岐阜県立看護大学に所属するものとする。但し、著者（共

著の場合は著者全員の総意のもと）によるこれらの権利行使を妨げるものではなく、大学の許諾も不要とする。

９．投稿原稿の提出先

〒 501-6295 岐阜県羽島市江吉良町 3047-1 岐阜県立看護大学図書館

                          岐阜県立看護大学紀要委員会 宛
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10．査読

投稿原稿は全て査読する。査読者は、紀要委員会が任命する。

11．著者校正

著者校正は初校と再校の２回とする。原則として校正時に新たな加筆は認めない。

12．掲載料

掲載料は無料とする。別刷り（30 部）は、無料とする。

13．掲載決定後の原稿提出

掲載決定後の原稿提出は、フロッピーディスクに保存したものとプリントアウトしたもの（2 部）を提出する。フロッピーディスクには、

Windows で作成したファイルを保存する。保存するファイルは本原稿、図、表の他に投稿書式 1 とする。本原稿は紀要委員会が指定す

る Word ファイルに書式を変更せずにそのまま入力して保存するものとする。プリントアウトした原稿には、投稿書式 1 を表紙として添

付する。   

14．掲載後の論文の訂正

掲載された論文について、著者が訂正の必要を認めた場合、著者は紀要委員会に文書で申し出ることができる。その際に訂正記事掲載

のための原稿を紀要委員会に提出すること。訂正原稿は紀要委員会の議を経て、「訂正」として直近刊行の紀要に掲載する。

 

（平成 21 年 11 月改正）



岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 2 号 , 2010

— 79 —

執 筆 要 領

１．はじめに、目的、方法、結果、考察、まとめ、文献、謝辞などの見出し名は、文字間にスペースをとらない。文献、謝辞、

註以外はすべて通し番号（Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．････）を付ける。「はじめに」と「Ⅰ．研究目的」を分けて両方記している

論文があるが、「はじめに」は「緒言」「まえがき」とも言い換えることができ、ここで研究の背景・目的を記すものである。

したがって、「Ⅰ．はじめに」とするか「Ⅰ．研究目的」とするかのいずれかとし、両方記すことは避ける。また、「文献」

については引用文献、参考文献に分けて表記しない。

２．句読点は、「、」「。」を用いる。

３．見出し番号は、Ⅰ．→ １．→ １）とし、これ以下は (1) もしくは①とする。なお、「．」と片括弧 “ ）” および両括弧 

“（ ）” は全角とする。これに続く見出し名は全角 22 字に収まるものを付け、いきなり文章を書き出したり、箇条書きの一

部にしたりしない。見出しの末尾に（表 1）（図 1）といった図表の表記は付けない。

４．最後に（受稿日 平成  年  月  日）と（採用日 平成  年  月  日）を右詰めで入れる。日付は紀要委員

会で入れるので記入しない。

５．著者 3 名以上の氏名の英語表記は、最後の氏名の前に , and をつける。

６．文字のポイントは論文タイトルも含め、すべて 10.5 ポイントとする。図表中の文字のポイント数はこのかぎりではない

はないが、印刷した際に本文の文字と同程度の大きさになるようにする。段落開始時の 1 字下げはインデントで行うので

はなく、全角スペース（空白）を入力する。

７．図表はそれぞれ字数換算して相当する字数を求め、それらを含めて規定字数に収まるようにする。大きさが段組の途中に

食い込むようなものについては、紀要委員会から著者に対して割付用紙上でのレイアウト指示を求めることがある。
８．日本語表記の本文中にでてくる数字は、すべて半角とする。

９．日本語表記の本文中にでてくる英文字は、すべて半角で入力する。

10．日本語表記の本文中にでてくるカッコは、すべて全角で入力する。

11．英文は半角で入力する。「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後

に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。

12．括弧で閉じる（」）前には句点（。）を打たない。

       ［例］今回の研修は、まず「WBL とは一体何ですか」という疑問を ･･･

13．日本語、特に人名の英語表記について、ヘボン式、訓令式のいずれを使うかは著者責任とする。同じ紀要の中でも著者に

よって表記が分かれることがあるが、紀要委員会では個々の著者にその都度問い合わせて統一することは一切しない。

14．文献の著者名が多数の場合は、3 名まで記載し、後は「，他」「, et al.」とする。

15．文献表示にあたっては、日本文の「，」「：」は全角で入力する。英文の「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）

を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。数字と括弧 ( ) は、半角とする。

16．前掲の文献表示については以下の形式とする。

4）前掲 1）．

ただし、前掲で指示したページと異なるページを再掲する場合は、半角スペースを挟んでページ数を入れる。

5）前掲 1）11-13.

17．文献の表記についてはすべて著者責任とする。紀要委員会では文献名の正誤等のチェックは一切しない。

18．註の挿入位置は任意。ただし、ページの下段にアンダーラインを引いて記載する形は不可。文字は註番号より 1 字下げる。

註 1） ○○○○○○○○○○○○○○○○ ･･･

（平成 21 年 11 月改正）
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編集後記

　本学紀要も創刊から 10 年を数え、最初の 5 年は年 1 回、6 年目からは年 2 回刊行し

てきましたので、第 10 巻 2 号の本号は通巻では第 15 号ということになります。本号

では初めて本学図書館司書が筆頭著者となっている論文を掲載しています。内容は本学

図書館において看護職者への生涯学習支援をどのように展開してきたかをまとめたもの

ですが、これは看護学というよりは図書館学に属する論文といってよいと思います。

　紀要に掲載する論文は看護学に限定するという意見がありますが、私自身はそれに異

を唱えます。本学は看護学の単科大学ですが、大学は看護学だけで成り立っているわけ

ではありません。看護学以外の専門関連や教養の教員、大学運営に携わる事務職員や司

書など多様な教職員の日々の活動が大学を動かしており、紀要はその大学の多様性を反

映させたものであるべきだと考えます。教員の FD 活動、職員の SD 活動を取り上げた

論文であれば、それは大学教育学会で十分発表できるものになり得るので、看護学とい

う範疇に限定する必要はないでしょう。

　その一方で、紀要の学術的水準の問題があります。紀要での研究発表を研究上の業績

として認めない学会や組織があり、特に自然科学系の分野ではその傾向が強いように思

います。人文・社会系の分野や学際的分野などでは研究発表の場が少ないことから紀要

での発表も業績として数えるという話を聞きますが、看護学の分野では紀要での発表は

研究業績に含まれないと思ってよいでしょう。したがって、紀要は本学が取り組む共同

研究や本学独自の教育実践研究を発表する場であるとともに教員、とりわけ若手教員が

紀要に投稿することを通して、その後の学会誌等への原著論文投稿へステップアップす

る修練の場という意味合いもあると思います。その意味で今後も紀要への積極的な投稿

を期待しています。                                                                          （会田　敬志）                                                                                                    



 






