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第4回

順天堂大学保健看護学部公開講座

「知って得する！メンタルヘルス講座」
ストレス対処力 (SOC) を高めるこころのストレッチ
Mental Health Training for Increasing Sense of Coherence (SOC)
浦

川

加代子＊

URAKAWA Kayoko

要

旨

平成 26 年 3 月 16 日（日）開催された第４回順天堂大学保健看護学部公開講座「知って得する！
メンタルヘルス講座」において、筆者が講演したストレス対処力 (SOC) を高めるこころのスト
レッチの内容として、①ストレスとは 、②ストレスによる影響 、③悩みストレスの有無 、④
ストレスの測定 、⑤ストレス対処力 (SOC) について述べる。
公開講座には、90 名ちかい一般市民の参加者があり開催後のアンケートでは「参加して良かっ
た」「こころのストレッチの意味が腑に落ちた」「今後のストレス対処に活用できる」などの肯
定的な意見や感想が多く寄せられた。
索 引 用 語：ストレス、メンタルヘルス、ストレス対処、首尾一貫感覚
Key words：stress, mental health, stress coping, sense of coherence (SOC)

Ⅰ．ストレスとは

群が生じるので、ストレス学説は全身適応症候群学説

ハンガリー系カナダ人の生理学者であるセリエ

とも言われている。ハンス・セリエ博士のストレス

(1907~1982) によって、ストレス学説 (1936) が提唱

学説は、“適応症候群 (adaptation syndrome)”理論に

された。 ストレスとは、生体に加えられた刺激（ス

基づいている。適応症候群には、①汎適応症候群 (GAS

トレッサー）がもたらす心身の非特異的反応（状態）

: General Adaptation Syndrome)：ストレッサーに対

である。ストレスと言うと一般的に悪いことのよう

する生体の全身適応反応、②局所適応症候群：スト

な印象を与えるが、肯定的側面として「嵐は若木を

レッサーに対する生体の局所的な適応反応がある。全

鍛える」と言うようにストレスを成長・発達の糧に

身適応症候群は、「警告反応期」「抵抗期」「疲弊期」

していくこともできる。

の 3 つの時期に分かれる。

ストレス学説は、あるストレスが持続的に身体に加

ストレスとは、元々機械工学の専門用語であり、
『外

わると、非特異的な定型的な反応である全身適応症候

力が物体に加わった場合の歪み・不均衡』という意
味である。 日常生活では、ストレスとストレッサー

＊順天堂大学保健看護学部
＊ Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
(Nov. 14, 2014 原稿受付）（Jan. 16, 2015 原稿受領）

を分けて考えることはあまりしないが、正確にはス
トレスというのは、有害な外部刺激（ストレッサー）
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を受けた身体の反応・状態のことを指している。脳
の視床下部と副腎皮質などの内分泌腺のホルモン分
泌や自律神経系の神経伝達活動によって誰にでも起
こる一般的な反応を適応症候群といい、ストレッサー
に曝された生体が見せるストレッサーの有害性に適
応しようとする一般的な生体の生化学的反応のこと
である。これによって生物はホメオスタシス ( 恒常性 )
を維持しストレス刺激に耐えている。生体のホメオス
タシスは、自律神経系や内分泌系、免疫系といった『不
随意的な身体機構』によって維持されている。ホメ
オスタシスの維持に特に重要な働きをしているのは、

図１ ストレスによる影響

視床下部を中枢に持つ自律神経系であり交感神経と
副交感神経のバランスが重要である。

「警告反応期」とは、心身に有害なストレッサーに

しかし、「ストレスとは何か？」と問われて即座に

対する緊急反応が生じる時期で、人はストレスを感

答えるとしたら、正確なストレス学説の知識を答え

じつつも何とか変化に適応しようと頑張る時期であ

るのは難しく、誰もが自分が体験的に知っている内

る。この時期は二つに区分されており、突発的にス

容を説明するだろう。 大多数の人は、『ストレスとは、 トレッサーの影響を受けてショック状態になる時期
自分が嫌悪や不快を感じる状況・場面・相手である』

をショック相といい、そのショック状態を脱け出し

と認識していて、出来るだけ不快なストレスや強い

てストレスに適応しようとする反ショック相がある。

ストレスを減らしたい、ストレスのない環境で仕事

脳はストレッサーの刺激に対して、視床下部から副

や生活を満喫したいと考えている。晩年のセリエ教

腎皮質刺激ホルモン放出因子を分泌して、下垂体から

授は、ストレスによって心身の健康を害したといわ

副腎皮質刺激ホルモンとベータ・エンドルフィンの分

れているが、ストレスがストレス病といわれる身体

泌を促進する。ベータ・エンドルフィンは脳内麻薬

疾患や精神疾患を引き起こすことはよく知られてい

とも言われ、精神の安定作用があり苦痛や不安、緊

ることからもストレスにうまく対処して健康を維持

張を緩和する。また、副腎皮質刺激ホルモンの影響で、

する必要がある。

副腎皮質からはコルチゾールが分泌され、副腎髄質

ストレス反応を引き起こす刺激をストレッサーと

からはアドレナリンやノルアドレナリンが分泌され

いい、次のような種類がある。物理的ストレッサー：

る。これらの生体ホルモンによって、ストレスへの耐

温熱、寒冷、痛覚、圧力、光、騒音、放射線、化学的

性や自己防衛反応を高めていくことが知られている。

ストレッサー：薬剤、化学物質、生物的ストレッサー：

次に、「抵抗期」とは、生体の自己防衛機制が出来

細菌、ウィルス、カビ 、心理的ストレッサー：怒り、 上がる時期で、持続的なストレッサーとストレス耐
緊張、不安、喪失体験などである。

性が拮抗している時期といわれる。しかし、ストレッ
サーに抵抗し続けるエネルギーが枯渇すると、「疲弊

Ⅱ．ストレスによる影響

期」に突入し様々な問題行動や身体症状、精神症状

以下に、図 1. ストレスによる影響を示す。

が起きてくる。最終的には死に至るが、その前にス
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トレッサーの影響が消滅すれば、生体はストレス反

生活の基礎的事項を調査した。12 歳以上を対象とし

応から回復して健康を取り戻すことができる。

て、悩みやストレスの有無をきいたところ悩みやス

次に、図 2. ストレス反応の個人差について述べる。

トレスがある人は、46.5％、ない人 42.6％であった。
ほぼ、半数近くの人たちは悩みやストレスがあるこ
とがわかる。
性別と年齢別の悩みやストレスがある人の割合を
みると、どの年齢も女性が男性を上回っていること
と、男女ともに、30 代、40 代が最も悩みやストレス
の多い年齢階級というのがわかる。 80 歳を超えてい
る超高齢者でも、悩みやストレスのある人が 40％ぐ
らいいるのに驚かされる。

図２ ストレス反応の個人差

悩みやストレスの原因では、男性は圧倒的に「自
分の仕事」で悩んでいるのに対し、女性は、
「育児」
「子

ストレッサー（刺激）による反応の程度には、個

どもの教育」で悩んでいる割合が男性より多い特徴が

人差があるのはよく知られている。個人のストレス

ある。他にも女性は、「家族の病気や介護」「家族内

の受け取り方、対処する力、持っている心身の条件、 の人間関係」で悩みやストレスを抱えている。 現代は、
さらに背景にある素質、文化的背景、人生観、価値観、 「育メン」や「育ジイ」といわれる男性の子育て参加
人種、国籍などの違いが、同じストレッサーに対して

の時代になってきたので、今後は、徐々に悩みやス

もストレス反応の違いを生じさせる。周囲を見回せ

トレスの特徴に男女の差がなくなっていくことが推

ば、ストレスに強い人や打たれ強いと言われる人が

測される。しかし、今の段階では、いくら女性の社

いる反面、あんまり顔に出さないで淡々としている

会進出が進んだといっても女性が家族を抱えながら、

人が、内面はひどく敏感に反応していることもある。 男性と同等に働けるよう多くの負担を抱えながら頑
個人のストレス対処力についても対処が上手い人、へ

張っている姿が浮かんでくる。 未婚でバリバリ働け

たな人というのも日常的に観察できる。

る女性を除いて、まだまだ女性は、育児や子どもの教
育に生活の比重が重いといえる。

参考文献
神庭重信著（1999）、こころと体の対話「精神免疫学
の世界」文春新書、文藝春秋発行、東京

Ⅳ．ストレスの測定
ストレスの測定尺度は多くあるが、その始まりは社
会的ストレス評価法である。社会学者ホームズと内科

Ⅲ．悩みストレスの有無
厚生労働省が昭和 61 年を初年として３年ごとに大

医レイ（Holmes と Rahe）が、20 年にわたり 5000
人を超える人々に面接した結果、身体疾患の発症に

規模調査を実施する「国民生活基礎調査」があり平成

先立って生活上の重要な出来事 43 項目が抽出された。

22 年の結果から、国民全体の悩みやストレスを分析

その中から、さらに 397 人の男女を対象に、結婚生

した。 日本全国、1000 を越える地区の世帯、15 万

活の適応に要した負担の程度や時間を 50 点とした場

3 千人が対象で保健、医療、福祉、年金、所得等国民

合、その他の項目である出来事は何点くらいのスト
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Ⅴ．ストレス対処力 (SOC)
最後に、ストレス対処力として Sense of Coherence
(SOC) について述べる。

Sense とは感覚であり、Coherence とは「首尾一貫
している」「筋道が通っている」「訳がわかる」「腑に
落ちる」などの意味がある。つまり、首尾一貫感覚
といい、自分の生きている世界の捉え方とも言われ
ている。次のスライドに示すように、SOC は 3 つの
感覚からなる。3 つの確信の感覚とは、①自分が置か
れている状況や、将来おこるであろう状況をある程度
予測、理解できる把握可能感（sense of comprehensi-

bility）、②どんな困難な出来事でも自分で切り抜けら
（夏目誠ら 1988 一部改変 勤労者におけるストレス評価法
（ 第 １ 報 ）： 点 数 法 に よ る ス ト レ ス 度 の 自 己 評 価 の 試 み、

CiNii 論文抄録）

れるという感覚や、何とかなるという処理可能感
（sense of manageability）、③自分の人生・生活に対
して、意味があると同時に価値観を持ち合わせてい

レスに相当するかを評価してもらい 43 項目を並べた
一覧表を作成した（表 1）。

る感覚である有意味感（meaningfulness）をいう1) 2）。

SOC と精神的健康との関連については、男女とも

上記の指標を使って自分に起きた出来事の単位値

に精神的に健康な人の方が不健康な人より SOC が高

を合計した場合、200 ～ 300 点の負荷が 1 年以上継

く、SOC と GHQ-12 には負の相関がみられたことか

続すると、その翌年には半数以上の人が心身に何ら

ら、SOC は GHQ-12 で測定された精神的健康に影響

かの問題や不調を生じるとホームズは予期している。 しているが明らかになっている3）。
また、合計の単位値が 300 点以上の場合には、80％
の人々が翌年病気になることが見出されている。
しかし、この尺度には以下のような問題点が指摘

筆者は、この SOC を用いて、平成 22 年度「労働
者のメンタルヘルス不調の予防と早期支援・介入の
あり方に関する研究班」（研究代表者：横山和仁順天

されている。

堂大学医学部教授）の研究助成を受け、教材開発と

①変化指向型であり日常の慢性的な圧力や環境から

して心理教育用のリーフレットを作成した4）。その後、

の要求などが測定できない

平成 26 年 3 月に改訂したので、第 4 回本学部公開講

②同じ項目でも人によって個人的な意味合いが違う

座で参加者に配布した。以下にリーフレットの一部

ため、同じ評価得点では測定できない（例えば、離

として「Ⅰ. はじめに」を示す。労働者を対象に心理

婚がストレスに感じる人もあれば幸福に感じる人

教育用のリーフレットを活用し、その効果判定をお

もいる）

こなっている。

③個人の対処行動が考慮されない
④出来事の健康への影響を予測できない

引用文献
１）山崎喜比古，戸ヶ里泰典，坂野純子編（2008）：
ストレス対処能力 SOC，9-11 ，有信堂高文社，
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47, 503-508.
４）浦川加代子（2011）：勤労者のストレス対処能力

of Coherence) の概念と定義，看護研究，Vol.42，

としての首尾一貫感覚 Sense of Coherence(SOC)

No.7 , 479-490

と職業性ストレス，精神的健康，生活習慣との関

３）Kayoko Urakawa, Kazuhito Yokoyama. Sense of

連，厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総

Coherence (SOC) may reduce the effects of occu-

合研究事業）「労働者のメンタルヘルス不調の予

pational stress on mental health status among

防と早期支援・介入のあり方に関する研究」分

Japanese factory workers. Industrial Health.2009.

担研究報告書，111-118.
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FD 研修会への学生参加の試み
Trial of Students’ Participation in the FD Workshop
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順天堂大学保健看護学部では、平成 26 年度の FD 研修会への参加対象を従来の全教職員会
から、学生が参加する会への試みを行った。研修会テーマは「アクティブ・ラーニングの実践」
とし、プログラムはパネルディスカッションと小グループによるグループワークであった。参
加者は、本学部教職員 41 名、他学部・関連病院の教職員 7 名、そして学部学生 14 名の合計
62 名だった。研修終了後アンケートからは、FD 研修会への学生参加について、教職員と学生
からの肯定的なコメントが多く、双方に実質的なメリットがあると考えられた。今後は、FD
研修会への学生参加を基本的な研修スタイルとして継続すると共に、研修テーマによる学生参
加の適否の判断や学生の募集方法・参加人数について検討していく必要がある。
索 引 用 語：FD 研修会、学生参加、アクティブ・ラーニング

Key words：FD workshop, ,students’ participation, active learning
Ⅰ．はじめに

た1）。

平成 20 年の大学設置基準の改正・施行により、大

本学部の研修会で取り組むテーマは、学部内にお

学は授業の内容及び方法の改善を図るために組織的

ける教育の課題や現状、大学教育を巡る動向を踏ま

な研修及び研究を実施することが義務づけられた。順

えて決定している。平成 25 ～ 26 年度の最近２年間は、

天堂大学保健看護学部（以下、本学部）においても、 「アクティブ・ラーニング」を研修会の継続的なテー
平成 22 年の開学部以降、本学部の教育目的を達成で

マとして取り組んだ。アクティブ・ラーニングとは、

きる教育者の育成と教育力向上を目指し、年１回の

教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学

FD 研修会を開催している。その結果、これまでの研

習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授・学

修会では、教職員間において教育内容や学生に関す

習法の総称2）とされる。平成 24 年 3 月の中央教育審

る情報交換・共有の貴重な場となると同時に、教職

議会大学分科会大学教育部会の答申では、今後求め

員相互の交流の機会にもなっていることが認められ

られる質の高い学士課程教育とは、教員と学生とが
意思疎通を図りつつ、学生同士が切磋琢磨し、相互

＊順天堂大学保健看護学部
＊ Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
(Nov. 14, 2014 原稿受付）（Jan. 16, 2015 原稿受領）

に刺激を与えながら知的に成長するようなアクティ
ブ・ラーニングによって、その知性を鍛える双方向
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の講義、演習、実験、実習や実技などの授業を中心

教職員間の相互研鑽・交流は、初期の研修から重要

とした教育であるとしている2）。さらに、文部科学省

な目的として位置付けている。

は平成 24 年 6 月の「大学改革実行プラン」において、

研修会の開催日と時間は平成 26 年 8 月 5 日（火）

これからの大学教育は課題解決型のアクティブ・ラー

の 1 日（10：00 ～ 16：00）、開催場所は本学部のあ

ニングを中心とした教育へと転換することが必要3）と

る三島キャンパスの教室や演習室を用いた。参加対象

しており、大学教育においてアクティブ・ラーニン

者は、本学部の教職員は原則的に全員参加とし、その

グは喫緊の課題の一つである。しかしながら、従来

他にも順天堂大学の他学部教員や臨地実習施設とな

の教育からアクティブ・ラーニングを中心とした教

る順天堂大学医学部附属静岡病院職員、さらに次年

育への転換は必ずしも容易ではなく、その失敗の原

度に本学部への入職予定教員があればその者にも参

因は教員と学生の双方にあることも報告されている4）。 加の門戸を広げた。これに平成 26 年度からの試みと
前述の答申でも示されている通り、アクティブ・ラー

して、学部学生を参加対象者に追加した。平成 26 年

ニングの実践には、「教員と学生とが意思疎通を図り

度の参加者内訳及び総数は、本学部教職員 41 名、他

つつ」行われる必要があり、教員のみによる取組み

学部教員４名、順天堂大学医学部附属静岡病院職員

だけでは限界があると考えられる。

３名、そして学部学生 14 名の合計 62 名だった。

順天堂大学の他学部（医学部、医療看護学部）で

研修会への参加学生の募集は、以下の３つの方法と

は、既に FD 研修会への学生参加を行い、それを教育

した。１つ目は、学生への一斉メールによって全学生

に活用している実績がある。そこで、本学部でも平

に周知し、FD 委員会委員の教員に各自で申し込むこ

成 26 年度の研修テーマを「アクティブ・ラーニング」

ととした。２つ目は、学部の今後のカリキュラムの

とするにあたり、研修会への参加対象を従来の教職

編成を検討するために選出されている「学生カリキュ

員のみから、学生にも広げる試みを行った。本稿で

ラム委員」に案内をした。３つ目は、将来、大学な

は、その試みを振り返ると共に、そのメリットや限界、 どの教育機関において教員になりたいと希望する学
課題について考察したので報告する。

生に対して、教員を通じて個別的に案内をした。

Ⅱ．FD 研修会について

２）研修会プログラム

１）平成 26 年度 FD 研修会の概要

研修会プログラムを表１に示した。午前は、本学

平成 26 年度 FD 研修会のテーマは、「アクティブ・

部教職員５名によるパネルディスカッションを実施

ラーニングの実践～講義・演習・実習において、自ら

した。昼食から午後にかけては、事前に設定した小

学ぶ学生を育てる工夫とは～」とし、目的を「教職

グループに分かれてグループワークを行った。グルー

員の FD 活動の一環として、本学部におけるアクティ

プワークでは、午前のパネルディスカッションの内容

ブ・ラーニングの実践例を知り、今後の教育活動に

を踏まえてアクティブ・ラーニングを実践していく際

活用すること、教職員間の意見交換を通じて、学び

に課題に感じていることをあげ、その解決策について

を深めると共に、相互に研鑽・交流すること」とした。 意見交換した。１グループあたりの構成は教職員６
アクティブ・ラーニングに関するテーマは平成 25 年

～７人で、それに学生２人が加わった。その後、グルー

度にその背景や理念などを取り上げたため、平成 26

プにおける意見交換の結果をスライドにまとめ、各グ

年度には特に発展的・実践的な内容を目指した。なお、 ループ 10 分程度のプレゼンテーションを行い全体で
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表１
平成 26 年度 FD 研修会プログラム
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共有した。なお、プログラムの最後には参加者同士が
自由に交流できる場として、食堂においてコーヒー・
紅茶や洋菓子などを提供して歓談の場を設けた。
なお、学生には、教職員と同様に１日の全てのプロ
グラムに参加するように求めた。午後のグループワー


表２ 参加学生の基本属性（学年及び性別）





























クでも、グループメンバーの一人として発言をして

確認していた際に見られた参加学生の様子は以下の

もらった。

通りである。研修会の午前のパネルディスカッショ
ンでは、学生は５人のパネリストによるプレゼンテー

Ⅲ．学生の参加状況について

ションを興味深く聞いていた。ただし、プレゼンテー

１）参加学生の基本属性

ション後の質疑応答においては、学生自ら発言するま

参加学生の基本属性を表２に示した。性別では、男

でには至らなかった。昼食から午後にかけてのグルー

性が５名、女性が９名で女性の方が多かった。学年

プワークでは、学生は各グループに２名ずつ振り分

別では、４年生が最も多く７名、次いで３年生が４名、 けられたためか、当初は緊張していた。しかし、グ
１年生が２名、２年生は１名のみであった。

ループワークが進行するに伴い緊張も解け、学生の
立場から率直な意見を述べていた。教職員から発言

２）参加学生の研修会での様子
筆者が FD 研修会担当者として研修会全体の運営を

を求められる場面も数多く見られ、その際には特に
臆することなく発言していた。その後のグループワー
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ク発表では、学生がグループの代表の発表者として

には、「グループワークの際の学生数を多くした方が

登壇してプレゼンテーションを行うグループもあっ

もっと意見が豊かになる。」「グループワークの際に

た。その際には、フロアの教職員からプレゼンテー

は、全学年の学生がそろっていた方が良い。」などで

ションに対する質疑もあり、学生はそれに対してグ

ある。学生は各グループに２名を配置したが、この配

ループでの話し合いの内容や私見を交えながら回答

置人数が少ないことへの指摘がほとんどだった。ま

していた。また、午前中とは異なり、フロアの一員

た、研修会に関するコメントではないものの「レポー

として挙手して質問をする学生もいた。

トなどの課題が複数の科目で一時期に集中して出さ

研修会全体を通じて、終始和やかな雰囲気で行わ

れる傾向があるために、一つ一つの課題に丁寧に取

れつつも、教職員と学生間に心地よい緊張感もあった。 り組みにくい。」など科目担当者では気づきにくい点
についての指摘もあった。
３）研修後の教職員及び参加学生からの反応
研修会終了後におこなわれたアンケートでは、FD
研修会への学生参加の試みについて、教職員及び参
加学生からの肯定的なコメントを数多く得た。

４）研修会後の組織的な対応
研修会のグループワークやその発表会において学
生から「レポートなどの課題が複数の科目で一時期に

教職員からの代表的なコメントの要旨としては、 集中して出される傾向があるために、一つ一つの課題
「学生の参加が新鮮だった。」などの学生参加そのも

に丁寧に取り組みにくい。」という指摘があった。そ

のを評価するものや、「学生の意見は今後の授業改善

のため、後日、学部長、学生部長、教務委員長、カリキュ

に参考になる。」
「学生の意見は具体的で参考になる。」

ラム委員長によりこのことが協議された。その結果、

「学生の意見によって課題が明確になった。」などの

課題を一時期に集中させないことによって学生が自

教職員にとってのメリットをあげるものが見られた。 己学習できる環境づくりをすること目的に、科目責
さらに、
「今後も学生参加を継続してもらいたい。」
「学

任者に対して課題の提示状況に関する実態調査が実

生の意見がある方が、よりよい大学を目指せる。」な

施された。

ど発展的なコメントもあった。中には、「学生の参加
を前提として研修会テーマを決定した方が良い。」と

Ⅳ．考

の要望もあった。なお、学生参加について否定的な

１）FD 研修会への学生参加がもたらすメリット

ものや改善を求めるコメントは全く無かった。

察

平成 26 年度の本学部 FD 研修会において、学生参

参加学生からの代表的なコメントの要旨としては、 加を初めて試みた。その結果、研修会プログラムの
「教員の授業や学生に対する考え方が分かった。」「教
員がこのように授業を組み立てていることが分かっ

進行において特に支障もなく、参加した教職員及び
学生からは概ね肯定的な評価を得た。

た。」という大学や教職員、あるいは自分が受けてい

研修会終了後のアンケートにおける教職員からの

る教育に関する理解が促進されたというものが見ら

コメントでは、教職員のみで行っていた従来の研修

れた。さらに、「（今回の研修会で伝えた）学生の意

会の方法よりも学生参加があった方が授業改善に具

見が今後の授業に反映されることを祈っている。」と

体的で明確な示唆が得られるとの評価があった。現

いうメッセージもあった。一方で、研究会の企画・

在、教員によっては担当する講義の終了後にリアク

運営の改善点についてのコメントもあった。具体的

ションペーパーを用いて学生の講義に対する質問や
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要望を回収している。また、本学部では講義・実習

して終わらせず、その後、組織として具体的な対応

のそれぞれについて学生による授業評価を行い、そ

につなげたことは大変意義のあることだと考える。

の結果は教員にフィードバックされている。これら

以上のことから、FD 研修会の学生参加は、教職員

従来の方法に加えて、FD 研修会に学生が参加し、直

及び学生の双方が肯定的なコメントで述べている通

接、授業について意見や要望をやりとりすることは、 り、実質的なメリットがあると考えられる。
さらに授業改善の機会を増強するという点で意義が
ある。中村ら5）は、優れた授業実践のための原則の１

２）FD 研修会への学生参加の限界と課題

つとして、「教員と学生のコンタクトを促す」ことを

FD 研修会への学生参加は、前述の通りメリットが

挙げている。FD 研修会への学生参加は日常的な授業

多かった。しかしながら、平成 26 年度に初めて行っ

（講義・演習・実習）以外の場面における教職員と学

た試みとしていくつかの限界と課題も挙げることが

生の濃厚なコンタクトの機会になりうる。これらの
機会の増加は、優れた授業実践につながることが期
待される。

できる。
まず１つ目は、研修テーマと学生参加の適否につい
てである。平成 26 年度の研修テーマは「アクティブ・

一方、参加学生からのコメントでは、現在自分が

ラーニング」であり、学生参加によるメリットを特

受けている教育やそれに関わる教職員に対する理解

に引き出すことができた。しかし、今後、研修会テー

が促進されたことが伺えた。逆に言えば、現在、学

マとして様々なものを取り上げるにあたって、必ず

生はこれらへの理解が比較的希薄なまま日々の学習

しも学生の参加が適切なものばかりとはいえないか

を継続しているとも考えられる。橋本６）は、学生を

もしれない。例えば、指導上の困難事例を研修会の

FD 活動に積極的に巻き込んでいくべき理由として、 中で取り扱う場合などは、匿名化した事例からも個
① FD 活動はそもそも受益者たる学生のためであるこ

人を推測される恐れがあり、これに学生が参加する

と、②学生の「自ら学ぶ」という意識改革が FD には

ことは望ましくない。研修後の教職員からのコメン

不可欠であること、③ FD 活動に関与することで学生

トからは、「学生の参加を前提として研修会テーマを

自身の精神的・知的成長を促したり積極的な行動力

決定した方が良い。」との要望もあったものの、教職

を涵養したりするという教育効果があることの３つ

員が必要とするテーマ選択に制限がかかりかねない

を挙げている。したがって、FD 研修会へ学生が参加

という点において熟考を要する。したがって、今後は、

することは、自らが受ける教育そのものに関与し、主

学生参加を基本的な研修スタイルとして採用してい

体的な学習姿勢を得ることにもつながると考えられ

きながら、研修テーマや内容に応じて学生参加の適

る。

否を検討することが望ましいと考えられる。

さらに、研修会での学生の発言は、本学部全体で

２つ目は、参加学生の募集方法についてである。当

対応すべき課題把握のヒントになった。レポートの

初、参加学生の募集にあたっては３つの方法を用い

課題が一時期に集中しているため自主学習が行いに

ることで学生の偏りがないように意図していた。そ

くいという学生の発言によって、研修会後すぐに協

の結果、参加した学生は、性別では男性が５名、女

議の場が設けられ、その実態を把握するための調査

性が９名だった。本学部学生の男女比が約１：11（平

が実施された。その結果や今後の対策についての詳

成 26 年 4 月現在）であることを踏まえると、男性の

細は別稿に委ねるが、FD 研修会を単なるイベントと

総数が少ないにも関わらず多くの男性の参加があっ
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たことが伺えた。また、学年では４年生が最も多く、 員と学生の双方から研修会への学生参加について肯
２年生は１名のみしか参加しなかった。参加を学生

定的なコメントが得られ、実質的なメリットがある

の任意に委ねたことにより、その属性に偏りが生じ

と考えられる。今後は、FD 研修会への学生参加を基

てしまった。確かに、事前に教職員側で意図的に選

本的な研修スタイルとして継続することが望ましい。

出した学生のみを参加させるのではなく、学生の自

しかし、研修テーマによる学生参加の適否の判断や

由意思に委ねたことに大きな誤りがあったとはいえ

学生の募集方法・参加人数の設定については検討し

ない。しかしながら、参加学生の属性の偏りは、研

ていく必要がある。

修の中で得られる学生からの意見が偏る可能性も否
定できず、今後は何らかの改善をしていくべきこと
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第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会を主催して
Having hosted The 32ed Congress of Japanese Society of Endoluminal
Metallic Stents & Grafts, A Report from Nara.
小

川

薫1, 2)

OGAWA Kaoru

要

桑

村

淳

子１）

KUWAMURA Junko

黒

川
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2014 年（平成 26 年）6 月 7 日にホテル日航奈良を会場として、第 32 回 Metallic Stents &
Grafts 研究会を主催した。研究会については、シンポジウム演題 7 題、一般演題 22 題、モー
ニングセミナー 1 題、当番世話人講演 1 題、ランチョンセミナー特別講演 1 題、技術教育講
習会講演 6 題など多くの演題・講演の内容で、参加者は 379 名であった。第 32 回 Metallic
Stents & Grafts 研究会の特色は「消化管 Stent」を議論の中心に据えたことであった。「消化管
Stent」についての議論はとくにシンポジウムにおいて活発な討論がおこなわれた。特別講演に
はスイス・チューリッヒ大学医学部放射線科教授の Thomas Pfammatter を招聘した。さらに、
研究会後の 6 月 12 日 Thomas Pfammatter 教授に依頼し順天堂大学保健看護学部キャンパスに
おいて保健看護学部の学生に英語教育の一環として英語による特別講義も実施した。
索 引 用 語：日本 Metallic Stents & Grafts 研究会、第 32 回、主催、学会
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Ⅰ．はじめに

う意味を含んでいる。

近年、エックス線透視、血管造影、超音波検査、CT

これらの IVR 治療は、従来の外科手術に比べ安全

などの画像診断技術を用いて人体内を観察しながら、

で侵襲が少なく、手術の不可能な病変に対しても積

がんや血管病変の病巣にカテーテルを体表面から挿

極的な治療が可能で、治療期間が短く、費用も少な

入して治療をおこなう方法が進歩している。これらの

くてすむなどの特長を有し、種々の疾患の治療に効

方法を総称して Interventional Radiology（以下 IVR）

果をあげている。とくに心臓の筋肉に血液を送る冠

と呼んでいる。この名称は英語の intervene（介入す

動脈の狭窄に対してバルーン付カテーテルで内腔を

る）と radiology（放射線医学）が組み合わされたも

拡げ、血液を回復させる治療法は広く普及している。

ので、画像診断の技術を応用して、正確な診断を下

その冠動脈、腹部大動脈、胸部大動脈、頚動脈、四

すのみならず治療にも積極的に介入してゆこうとい

肢の末梢動脈、大静脈、門脈、胆管、消化管、気管、
尿管など、人体の管腔臓器の内腔が何らかの原因で

１）順天堂大学保健看護学部
２）順天堂大学医学部消化器内科
１）Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
２）Juntendo University School of Medicine, Department of Gastroenterology
(Nov. 14, 2014 原稿受付）（Jan. 16, 2015 原稿受領）

狭くなった場合、これを内部から押し広げて狭窄を
半永久的に解除する目的で留置する金属製の器具を

Metallic Stent という1）。Metallic Stent はそれ自身の
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弾力で拡張する構造をもつ。Metallic Stent を挿入す
るには、細いカテーテルの中に折り畳んだ Metallic

Stent を格納して人体内の目的の部位まで進め、そし
て Metallic Stent を押し出すと金属の弾力で拡張して
そのまま留置される2）。この Metallic Stent の利点は、
拡張した Metallic Stent が半永久的に留置部位に留ま
り内腔の拡張が保持されること、挿入用カテーテル
に比べてはるかに大きな拡張径が得られること、あ
る程度の柔軟性があること、Metallic Stent の径・長
さを変えることにより目的に応じた治療が可能なこ
と、などである。さらに、この Metallic Stent に人体
に馴染みやすい人工布を縫い付けたものまで開発さ
れ、これは人工血管として Stent Graft と呼ばれ、解
離性大動脈瘤の治療に盛んに応用されるようになっ
てきた。日本 Metallic Stents & Grafts 研究会は、こ
れら Metallic Stent と Stent Graft の研究や治療法の
普及を追求する目的で設立された。
日本 Metallic Stents & Grafts 研究会は、第 1 回を
1989 年 6 月 7 日 に「 日 本 Metallic Stents 研 究 会 」
として開催された。以来、年１～２回のペースで一度

図１ 第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会
プログラム誌表紙

も休むことなく、26 年間続けられてきた。第 14 回
研究会から Stent Graft の治療頻度が増したため、現

は、
「消化管 Stent」を中心に位置付け、シンポジウム、

在呼称の「日本 Metallic Stents & Grafts 研究会」と

モーニングセミナー、技術教育講習会においてその

なった。今回までの開催回数は 32 回で、そのうち第

テーマにそって議論・検討がおこなわれた。

14 回と第 19 回研究会は国際学会併催であった。
第 29 回研究会において第 32 回研究会主催の当番

主な概要は、以下の内容であった。
１. モーニングセミナー（指定）

世話人が順天堂大学保健看護学部の小川 薫と決定さ

テーマ「ストーマをなくせる IVR：大腸 Stent」

れ（図 1 ～２）、今回、奈良での開催となった。

講演：東邦大学大橋病院外科

斎田芳久

司会：順天堂大学保健看護学部臨床医学

小川 薫

Ⅱ．第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会
について
１）研究会の概要
2014 年 6 月 7 日にホテル日航奈良を会場として、
第 32 回 Metallic Stents & Grafts 研究会を主催した。
第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会のテーマ

２. シンポジウム（公募・一部指定）
テーマ「消化器 Metallic Stent 治療の進歩」
司会：東邦大学大橋病院外科

斎田芳久

静岡県立総合病院消化器センター

菊山正隆

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究
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スイス・チューリッヒ大学医学部放射線科

第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会
開催のご挨拶

Thomas Pfammatter, M.D. E.B.I.R., F.C.I.R.S.E
Professor and Head of Interventional Radiology
Department of Diagnostic Radiology and Interventional Radiology

第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会
当番世話人

小

順天堂大学保健看護学部
平成26年6月7日にホテル日航奈良を会場として，

川

教授

薫

副学部長

した。順天堂大学医学部消化器内科時代に消化管（胃，

開催させていただくことになりました。日本メタリッ

小腸，大腸）の二重造影検査や，血管造影検査・動脈

クステント＆グラフト研究会会員ならびに幹事・世

塞栓術・PTCD などの手技を修練していたことがと

話人の先生方には本会開催に際して多大な御支援・

ても役立ちました。このチューリッヒ時代に胆管メ

御協力を賜りましたことにこの場をお借りして厚く

タリックステントを用いた閉塞性黄疸の治療をはじ

御礼申し上げます。とくに世話人代表の奈良県立医

めました。今回，第 32 回研究会に特別講演者として

科大学放射線科の吉川公彦教授には会場設定も含め

招聘した Prof.Thomas Pfammatter は当時いっしょ

て手取り足取り御指導を頂戴し誠に感謝いたします。

にチューリッヒ大学医学部放射線科で働いていたと

そもそも私のメタリックステントグラフトとの出

くに仲の良かった私の同僚です。彼にはこのたび特

会いはスイスのチューリッヒ大学医学部放射線科に

別講演としてヨーロッパでの大動脈ステントグラフ

勤務していた時代にさかのぼります。順天堂大学医

トのトレンドとトピックについて述べてもらうこと

学部消化器内科で医学博士号を取得してのちすぐに

になっています。

チューリッヒ大学医学部附属病院で働いてみないか

その後約 3 年間チューリッヒで診療に従事したの

とのお誘いがあり，臨床スタッフメンバーとしての

ち帰国し，日本でメタリックステントの仕事を始め

地位と充分な給料がもらえるという話に釣られてふ

たころに奈良県立医科大学放射線科の故打田日出夫

たつ返事でスイスに赴任しました。当時日本で私が

教授からステント研究会への参加のお声掛けをして

所属していた順天堂大学医学部消化器内科は胃癌二

いただきました。何回か研究会での演題発表を行っ

重造影診断の開拓者である故白壁彦夫教授が主宰さ

てからしばらくして，打田先生から「この研究会は

れていましたので，消化器内科というよりも消化器

放射線科主体の研究会であるが，小川はスイスで放

放射線科といってもよいほど放射線診断学を主なも

射線科医をしていたのだから放射線科医としてみな

のとしていました。白壁先生は海外では放射線診断

すので，この研究会の世話人として参加するように」

学の権威としてとても有名でしたので，諸外国か

と資格理由を説明して世話人参加を認めてください

らの医師の見学や技術指導を受けにくる医師も多く

ました。その時以来，世話人として研究会に参加さ

international な医局でもありました。外国人医師に

せていただいております。

対して臆しないで付きあえるようになれたのはこの
医局のおかげだと思っています。

Zurich University Hospital, SWITZERLAND

radiology（IVR）の責任者として診療に従事していま

第 32 回日本メタリックステント＆グラフト研究会を

司会：順天堂大学保健看護学部臨床医学

５. 技術教育講習会（指定）
１）Vascular Session
「大動脈 Stent Graft 内挿入術の Tips」
モデレータ：藤田保健衛生大学放射線科

昭和大学藤が丘病院放射線科
大分大学放射線科

今回の第 32 回日本メタリックステント＆グラフト

1989 年 6 月からチューリッヒ大学医学部放射線科

科医としての私の特色が出るように内容を工夫いた
しました。もちろん大血管ステントグラフトについて

ドイツ語圏なのでその名称は，Universitäts Spital

も重要視しました。この研究会では，一般演題，シン

Zürich, Departemente Medicinische Radiologie,

ポジウム，ランチョンセミナー，モーニングセミナー，

Institut für Diagnostische und Interventionelle

技術教育セミナー，当番世話人講演など，盛りだく

Radiologie（英語表記では，University Hospital of

さんの企画を用意することができました。多くの皆さ

Zurich, Department of Diagnostic Radiology and

まに有意義な時間を過ごしていただけるものと確信

Interventional Radiology となります）で，職位は最

いたしております。メタリックステント先駆者の打田

初の年が Ober Arzt，そして翌年から Leitender Arzt

日出夫先生に所縁のある奈良での研究会に多数の方

と し て 消 化 器 放 射 線 診 断 と 消 化 器 interventional

の御参加をお願いし，御挨拶とさせていただきます。

図２ 第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会
開催の挨拶

伴野辰雄

講師：国立循環器病センター放射線部

研究会の特徴は「消化器」をメインに掲げ，消化器内

に赴任しました。チューリッヒはスイスのなかでは

小川 薫

福田哲也
堀

祐郎

本郷哲央

２）Non- Vascular Session
「消化管 Stent」
モデレータ：札幌東徳州会病院画像・ＩＶＲセンター
齊藤博哉
1

講師：福井県済生会病院放射線科

宮山士郎

愛知がんセンター放射線診断科
東京大学消化器内科

稲葉吉隆

佐々木 隆

３. 一般演題（公募）
● 大血管系
● 末梢血管系
● 門脈系

６. 当番世話人講演
テーマ「日本 Metallic Stents & Grafts 研究会 過去
32 回の演題分析」

● 胆道系

講師：順天堂大学保健看護学部臨床医学

● 消化管系

司会：奈良県立医科大学放射線科

小川 薫

吉川公彦

● その他

２）研究会プログラム
４. 特別講演（指定）

研究会プログラムを図３～図６に示した。午前に

テ ー マ「 Present status and future trend of Aortic

は、大腸 Stent に関するモーニングセミナー、消化器

Stent-Grafts in Europe」

Stent について専門家 7 名によるシンポジウム、一般

講師：Prof. Dr. Thomas Pfammatter

演題、当番世話人講演をおこない、ランチョンセミ
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プログラム
6 月 7 日（土） ホテル日航奈良（飛天・1）
7：50〜8：00

開会のことば

第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会

小川

8：00〜8：35

10：47〜11：47

司

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

会：斉田

菊山

芳久（東邦大学大橋病院 外科）
正隆（静岡県立総合病院 消化器科）

1） 悪性中下部胆道閉塞に対する 12 ㎜径胆道ステントの有用性と安全性の検討

モーニングセミナー

静岡県立総合病院

テーマ「ストーマをなくせる IVR：大腸ステント」
座

長：小川

催：センチュリーメディカル株式会社，ガデリウス・メディカル株式会社

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）
芳久（東邦大学大橋病院 外科）

3） 悪性上部消化管狭窄に対する胃十二指腸ステント留置術

座

長：吉田

Ⅰ．腹部末梢動脈・門脈

敦，他
智，他

総合内科学 2（消化器内科） 後藤

大輔，他

平川

富夫，他

消化器内科・肝胆膵

5） 悪性胃十二指腸閉塞に対する内視鏡的十二指腸ステント留置術の検討

哲雄（神奈川県立がんセンター 放射線科）

川崎医科大学

1） 膵頭十二指腸切除後の門脈出血に対し，門脈ステントグラフト留置が有用であった 1 例

6） 当院における大腸ステント手技成績

2） 肝切除後の肝不全症例に生じた肝仮性動脈瘤にステントグラフト留置を行い救命し得た1例

7） 大腸癌イレウスに対する術前金属ステント留置術の有用性について

名古屋大学

東京医科大学

鈴木耕次郎，他

放射線科

代田

放射線科

夏彦，他

11：47〜12：00

一般演題
座

長：福田

八尾徳洲会総合病院
医療法人彩樹

3） 術後膵液瘻による上腸間膜動脈根部仮性動脈瘤に対して胆管用カバードステントを
山梨大学 放射線科 岡田 大樹，他
留置した 1 例

8：53〜9：17

尚文，他

小林

第二消化器科

4） 進行胆膵癌における十二指腸ステント治療の位置づけとその変化
神奈川県立がんセンター

一般演題

白根

平山

札幌厚生病院

エーザイ株式会社，ゼオンメディカル株式会社

8：35〜8：53

消化器科

2） 非切除肝門部悪性胆道狭窄に対する Metallic stent の Axial force とメッシュ間隙の
岐阜市民病院 消化器内科 中島 賢憲，他
違いによる検討

共

講演者：斉田

シンポジウム
テーマ「消化器ステント治療の進歩」

当番世話人

消化器内科

守口敬任会病院

外科 島田

守

当番世話人講演
テーマ「過去 32 回の演題分析」

Ⅱ．頸動脈・腎動脈など

座

哲也（国立循環器病センター 放射線科）
大分県立病院

放射線科

柏木

淳之，他

道津

剛明，他

佐藤

大樹，他

5） 放射線治療後頸動脈狭窄に対して頸動脈ステント留置術が施行された 3 例
永富脳神経外科病院

放射線科

6） 右遺残坐骨動脈瘤に対し，ステントグラフトを用いて治療した 1 例
和歌山医科大学

7） 巨大腎動脈瘤への covered stent 留置が有効だった 1 例

帯広厚生病院

放射線科

放射線科

長：吉川

公彦（奈良県立医科大学 放射線科）

講演者：小川

4） 頸動脈仮性動脈瘤に対する血管内治療：2 症例の提示と治療法の考察

森田

12：05〜12：50

薫（当番世話人 順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

ランチョンセミナー（日本IVR学会・日本MS & G研究会合同）
テーマ「Present status and future trend of Aortic Stent-Grafts in Europe」
座

長：小川

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

講演者：Prof. Dr. Thomas Pfammatter
スイス・チューリッヒ大学医学部

亮，他

放射線科

教授

Thomas Pfammatter, M.D. E.B.I.R., F.C.I.R.S.E
Professor and Head of Interventional Radiology

9：17〜9：41

一般演題
座

長：原田

Department of Diagnostic Radiology and Interventional Radiology

Ⅲ．大血管1

Zurich University Hospital, SWITZERLAND

裕久（東京歯科大学市川総合病院 心臓血管外科）

8） Gore TAG slow-deployment の試みとその有効性

京都府立医科大学

心臓血管外科学

岡

克彦，他

12：50〜12：55

大分岡病院

放射線科

10

図５ プログラム３

10）傍腎動脈大動脈瘤症例に対するステントグラフト留置の工夫
順天堂大学医学部附属静岡病院

心臓血管外科

齋藤

洋輔，他

11）鈍的外傷に伴う大動脈分枝損傷に対して大動脈ステントグラフト留置を行った 2 例
兵庫県立淡路医療センター

一般演題
座

長：丹原

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

首藤利英子，他

図３
プログラム１
8

9：41〜10：05

閉会のことば

小川

9） 高度粥状硬化（shaggy aorta）症例の大動脈ステントグラフト内挿術における
temporary extracorporeal ﬁltered AV shunt を用いた遠位塞栓症予防

放射線科 魚谷

健祐，他

6月7日
（土） ホテル日航奈良（飛天・2）
13：00〜17：00

技術教育セミナー（日本MS & G研究会・日本IVR学会合同）
1） Vascular Session 13：00 〜15：00
「大動脈ステントグラフト内挿術の Tips」
モデレータ：伴野

Ⅳ．大血管2

講師：福田

圭一（順天堂大学静岡病院 心臓血管外科）

12）巨大内腸骨動脈瘤に対し，NBCA による proximal embolization 併用下に EVAR を
東邦大学医療センター佐倉病院 放射線科 粕谷 秀輔，他
施行した 1 例
13）総腸骨動脈瘤を伴った腹部大動脈瘤破裂に対する緊急ステントグラフト留置（EVAR）に
て，Amplatzer Vascular Plug Ⅱ（AVPⅡ）を用いた内腸骨動脈塞栓が有用であった1例
平塚市民病院

外科

秋好

沢林，他

14）解離性大動脈瘤破裂に対して，ステントグラフト内挿術後に偽腔をコイル塞栓した 1 例
三重大学医学部附属病院

放射線科 茅野

修二，他

堀
本郷

辰雄（藤田保健衛生大学 放射線科）
哲也（国立循環器病センター 放射線科）
祐郎（昭和大学藤が丘病院 放射線科）
哲央（大分大学 放射線科）

2） Non- Vascular Session 15：00 〜17：00
「消化管ステント」
モデレータ：齋藤

博哉（札幌東徳州会病院 画像・IVR センター）
士朗（福井県済生会病院 放射線科）
稲葉 吉隆（愛知がんセンター中央病院 放射線診断科）
佐々木 隆（東京大学 消化器内科）

講師：宮山

15）食道癌 CRT 後の食道大動脈瘻に対して大動脈ステントグラフトを挿入し，出血死を
浜松医科大学 消化器内科 宮津 隆裕，他
回避し得た 2 例

10：05〜10：23

一般演題
座

長：田島

Ⅴ．大血管3

図６ プログラム４

廣之（日本医科大学 放射線科）

16）腰動脈を経由した EVAR 後 Type Ⅱエンドリークに対する経動脈的塞栓術
熊本大学大学院

17）Zenith stentgraft 2000 破損・修復の 1 例
18）自作 IBD を用いて EVAR を行った 1 例

10：23〜10：47

一般演題
座

長：荒井

放射線診断学分野

日本医科大学
三重大学

放射線科

放射線診断科

田村

吉高，他

小野澤志郎，他
加藤

憲幸，他

ナーではスイスから招聘したチューリッヒ大学医学
部放射線科教授 Thomas Pfammatter による特別講演
を設け（図７）、午後には「大動脈 Stent Graft 内挿

Ⅵ．胆道・消化管

保明（国立がん研究センター中央病院 放射線科）

19）肝門部 covered stent 留置に際して経皮的な左右胆管バイパス作成により肝両葉の
胆管経路を確保し得た胃がん術後再発による胆管閉塞の 1 例

入術の Tips」および「消化管 Stent」に関する技術教

20）保険適応後に行った十二指腸ステント留置術に関する検討

育講習会を実施した。なお、Thomas Pfammatter 教

放射線科

古市

欣也，他

消化器内科

井草

祐樹，他

第二消化器科

平山

敦，他

東大阪市立総合病院

順天堂大学練馬病院

21）Niti-S カバー付胃十二指腸ステントの留置経験

札幌厚生病院

22）腸閉塞を伴った切除不能進行・再発大腸癌に対するステント留置術と術式別人口肛門
順天堂大学 下部消化管外科 河合 雅也，他
造設術の比較

図４ プログラム２

9

授は主催者の小川が 1989 年から 1991 年にかけて
チューリッヒ大学医学部放射線科に臨床診療スタッ
フ (Leitender Arzt) として共に従事していた旧知の間
11

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究
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図８ 日本 Metallic Stents & Grafts 研究会発足の背景
がアメリカで開発されて臨床応用され、日本でも臨
床例が出始めた経緯があった（図 8）。第 1 回研究会
の開催場所は奈良県立医科大学放射線科の会議室で
あったことは興味深い。以来、年１～ 2 回のペース
で一度も休むことなく、26 年間続けられてきた。第
14 回研究会からは Metallic Stent の応用・発展とし
図７ Thomas Pfammatter 先生と

て新たに開発された Stents Graft の治療頻度が増しそ
の重要性が高まったため、現在呼称の日本 Metallic

柄であった。

Stents & Grafts 研究会となった。一般演題数は初期
では 10 題未満であったが、最近では 30 題前後まで

３）研究会参加者

増加した。一般演題のほかにシンポジウム演題も増

医師（内科、外科、放射線科）、看護師、放射線技師、 加してきた。研究会参加者数は初期では 100 名前後
臨床検査技師など計 379 名の参加があった。

で推移していたが、最近では 300 名を超えるまでに
なった（図９）。参加者の診療科所属先は研究会の性

Ⅲ．当番世話人講演について

格（IVR は放射線科医がおもに従事する）から当初

第 1 回から第 32 回研究会までの 32 回分の研究会
で発表された一般演題全 1272 題を診療科別、臓器種
別、手法別などに分類し、さらに時代ごとに集計し
てその特徴を比較した。
日本 Metallic Stents & Grafts 研究会は、1989 年 6
月 7 日に第１回を日本 Metallic Stents 研究会として
開催された。当番世話人は代表世話人でもあった奈
良県立医科大学放射線科教授の故打田日出夫先生で
あった。1989 年に第 1 回研究会が日本で開催された
背景には、1985 年に世界ではじめて Metallic Stent

図９ 研究会出席者数と一般演題発表数

78

小川

薫：第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会を主催して

図10 診療科別にみた研究会出席者数

図12 臓器別にみた演題発表数

は放射線科が多くを占めていたが、最近では内科・外

にくいことを示していた。また、当初は基礎実験的

科の割合が増加してきた（図 10）。内科医・外科医が

研究発表が少なからずあったが、最近では稀となり、

Metallic Stent や Stent Graft による治療に従事する機

Metallic Stent がすでに完成された治療器具として認

会が増えてきたのが理由であった。臓器別に参加者

識されていることを意味していた。過去から現在まで

の診療科所属先を分析すると、消化管や胆管の分野で

の研究会の演題分析から本研究会の足跡をたどると、

は内科・外科がほとんどを占めるように変わってき

研究会での発表内容が日本で行われてきた Stent 治療

た。これは Metallic Stent が今や消化器分野では内科

の変遷をよく表していることがわかった。

医・外科医が従事するまで普及してきたことを意味し
ていた。また、大動脈では外科医（とくに心臓血管外

Ⅳ．保健看護学部でのスイス・チューリッヒ大学

科医）が Stent Graft をおこなうことが増えてきた（図

医学部放射線科 Thomas Pfammatter 教授による

11）。臓器別の演題数の変遷を分析すると、初期には

英語特別講義について
第 32 回 Metallic Stents & Grafts 研究会後の 6 月
12 日に、研究会の特別講演に招聘したチューリッヒ
大学医学部放射線科 Thomas Pfammatter 教授にあら
たに依頼し順天堂大学保健看護学部キャンパスにお
いて保健看護学部の学生に英語教育の一環（２年生
「医療英語」、担当は山下巌教授）として英語による
特別講義を実施した ( 図 13 ～ 15)。講演テーマにつ
いては、「Yttrium-90 liver radioembolization for bigi-

図11 臓器別にみた各診療科演題発表数

nners」（肝癌に対するイットリウム 90 を用いた肝動
脈塞栓術による治療 - 医療経験の少ない医療従事者へ

胆管系での演題が多かったが、最近では大血管系で

の教育のために - ）であった。英語での講義で、内容

の Stent Graft に関する演題が占める割合が多くなっ

は医療関連であったため、学生にとって興味ある講

た（図 12）。これは胆管 Metallic Stent が最近では一

義となった。

般的な治療手技として確立され、新しい知見を見出し

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究

図13 英語による特別講義（医療英語）
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図15 学生と Thomas Pfarmmatter 先生

& Grafts 研究会発祥の地、由緒ある奈良での開催に
ふさわしくシンポジウム演題 7 題、一般演題 22 題、
モーニングセミナー、当番世話人講演、ランチョン
セミナー特別講演、技術教育講習会など多くの演題・
講演による発表があり、また熱心な討論がおこなわ
れた内容となった。

引用文献
１）小川薫：悪性胆道狭窄症例に対する金属ステント
図14 英語による特別講義（医療英語）

を用いた経皮経肝胆道内瘻術の治療成績、日臨
外医会誌 55:863-870,1994.

Ⅴ．まとめ
2014 年 6 月 7 日にホテル日航奈良にて主催した第
32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会には多くの参
加者があり、成功裡に閉会した。日本 Metallic Stents

２）小川薫：メタリックステントについて、日本消化
器内視鏡学会専門医学術試験問題・解答と解説
第 3 版、医学書院、東京、p 245-247 , 2009.
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近藤ふさえ：臨地実習指導の充実に向けた臨地実習指導説明会と臨地実習研修会報告

学内活動報告
順天堂大学保健看護学部 順天堂保健看護研究 3
P.80 - 88 (2015）

臨地実習指導の充実に向けた臨地実習説明会と指導者研修会報告
－ 2010 年から 2014 年の実習委員会活動のあゆみ－

The Report about the Practical Guidance and Workshop which was
Conducted Improvement of Nursing Practice
－ From June 2010 to August 2014 －
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旨

平成 22 年 4 月開学以来、実習委員会は臨地実習の学習効果をあげるために活動を行ってきた。
そこで、臨地実習全体説明会および臨地実習指導者研修会の実施状況を紹介し、臨地実習施設・
実習指導者との連携と今後の課題について報告する。
臨地実習全体説明会は、平成 23 年度より 5 回開催した。本学部の教育目的・方針および臨
地実習の位置づけと基本的な考え方の説明、領域分科会、実習評価を行った。また、 臨地実習
指導者研修会は、平成 24 年 8 月より毎年 1 回開催した。講義、グループワークをとおして臨
地実習指導者と共に指導の在り方を考える機会となった。
これまでの臨地実習全体説明会は、本学部の臨地実習環境の礎を築く初期段階であったとい
える。今後はより一層、臨地実習指導者と本学部教員の成長とより質の高い実習指導の推進を
図ることが必要となる。臨地実習指導者研修会の課題は、教員が共に実習指導の実際を学び合い、
連携と協働を図ることにより質の高い実習指導の推進をするという本研修会の目的を達成すべ
く、全体説明会と同様にグループワークテーマ、方略の検討することである。本学部学生が臨
地実習において確実な看護実践能力を修得するために、より一層の大学教員と臨地実習施設お
よび指導者との連携と協働を具現化していくことが必要となる。
索 引 用 語：臨地実習

実習指導

Key words：Nursing practice, Practical guidance, Practical workshop, Collaboration
Ⅰ．はじめに

ム医療の一翼を担う優れた看護実践力をもつ心温か

本学部は平成 22 年４月、静岡県東部における唯一

な看護職者および地域の人々の保健衛生・健康保全

の４年制看護系大学として地域の人々や医療機関の

に貢献する看護職者となるべく、臨地実習を重視し

期待を受け開学した。学是「仁」の精神に基づき、チー

たカリキュラムとなっている。そのため臨地実習は
１年後期から４年前期まで組み込まれている。実習

＊順天堂大学保健看護学部
＊ Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
(Nov. 14, 2014 原稿受付）（Jan. 16, 2015 原稿受領）

施設は、本学医学部附属静岡病院および東部・中部地
区の医療機関、訪問看護ステーション、老人保健福

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究

祉施設、健康福祉センター、企業など六十数か所に
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１）第１回から第５回臨地実習全体説明会の概要と

及び、施設長、臨地実習指導者の方のご高配とご支援、 その効果
ご指導を賜りながら今日に至っている。

平成 23 年より本学部の教育目的・方針および臨地

実習委員会は、開学当初より臨地実習の学習効果を

実習の位置づけと基本的な考え方について説明を実

あげるために、①実習全般に関する企画・運営、②

施してきた。その概要を表１に示す。第１回は臨地実

実習施設との連携を図りながら学習環境を整えるこ

習施設の施設長、看護部長、教育担当指導者を対象

と、③実習を円滑に進めるために臨地実習上におけ

に行い、第２回からは教育担当者、臨地実習指導者（以

る諸問題の解決に取り組んでいくことを主な役割と

後、指導者）を対象とした。全体説明の後、領域分科

して、５年間活動してきた。

会で具体的な打ち合わせ、意見交換を行った。第３回

特に多くの施設が初めて看護系大学の学生を受け

目は１回生領域実習報告、インシデント・アクシデ

入れる状況であったことから、本学部の教育目的・目

ント発生報告、看護総合実習概要説明を行った。第４・

標、臨地実習に対する考え方について理解をして頂

５回は１回生・２回生の臨地実習の総括と課題につ

くことや、臨地実習指導者の期待と不安のお声に対

いて、看護総合実習目標と看護技術の到達度に関し

してのサポート、連携を図るべく活動を行ってきた。

て資料を基に説明を行った。

そこで、臨地実習全体説明会および臨地実習指導

その結果、概ね本学部の理解が得られた。自由記述

者研修会の実施状況を紹介し、臨地実習施設・実習

では「大学のカリキュラム、実習に対する考えが理解

指導者との連携と今後の課題について報告する。

できた。」
「看護師の実習では病院というイメージだっ
たが、全実習領域の考えや医療機関だけでなく様々な

Ⅱ．倫理的配慮

実習施設場所が分り、自分達の実習がどの位置づけ

臨地実習全体説明会および臨地実習指導者研修会

「主
にあるかを理解できた。」との記述があった。また、

終了後アンケート調査は、開催毎に行った。調査用

体的に実習指導を振り返り、今後に生かしたい」 と

紙の文頭で目的、活用、個人情報保護、自由意思に

いう指導者らの学生に対する期待と実習指導への意

基づく調査であることを記載した。

欲が伝わってきた。第２回目以後、とりわけ領域別分

また、看護技術到達度調査は既に本学部成績処理を

科会では、
「当該実習に焦点化でき少人数であり、意

終了し、保健師看護師国家試験翌日に行った。調査

見交換がしやすい」「他施設の状況や意見を把握でき

用紙の文頭で目的、無記名、任意参加に基づく調査

有意義であった。」「自分たちも実習指導を通して共

であること、臨地実習全体説明会に資料として提示

に人間として成長していきたい」 という記述があった。

すること、順天堂保健研究で公表することを記載した。
これらの調査は、今後の実習企画・運営、指導に
役立てるために使用すること、統計処理を行うので
個人は特定されないこと、調査用紙の返却をもって
同意を得られたとすることを口頭で説明した。

２）第４回における１回生看護技術到達度調査結果
の報告内容
完成年度を迎えた第４回では、1 回生の看護技術到
達度調査結果を報告した。このことは、初めて本学
部卒業生を受け入れる医療機関・施設にとって、ど

Ⅲ．活動報告

のような看護技術を体験し到達度の自己評価を行っ

１．臨地実習全体説明会

ているかを理解でき、新人教育カリキュラムに活か
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表１ 臨地実習全体説明会の概要
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すことができるとの意見があった。
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ルサインが正確に測定できる」82%、「正確に身体計

調査は平成 26 年２月 17 日、１回生 114 名中 106

測ができる」60%、「患者の一般状態の変化に気付く

名の学生から回答があった。調査項目は、厚生労働

ことができる」59% であった。しかし、「患者の褥創

省看護課（以下、厚労省と略す）「看護基礎教育の充

発生の危険をアセスメントできる」43%、「緊急なこ

実に関する検討会報告書」1）に基づく「日常生活援助

とが生じた場合にはチームメンバーへの応援要請が

に関する技術」69 項目、「診療の補助に関する技術」

できる」39％であった。また、感染予防に関する「ス

72 項目の全 141 項目とした。回答の選択肢は、到達

タンダード・プリコーションに基づく手洗いが実施

目標レベルⅠ「単独で実施できる」、到達目標レベル

できる」は 100% と期待したいところであるが 84%

Ⅱ「指導のもとで実施できる」、到達目標レベルⅢ「学

に留まった。また、
「必要な防護用具の装着ができる」

内演習で実施できる」、到達目標レベルⅣ「知識とし

39%、
「使用した器具の感染防止の取り扱いができる」

て 分 か る 」 の 4 件 法 で 解 答 を 求 め た（ 以 下、 順 次、 29% と低かった。
レベルⅠ、レベルⅡ、レベルⅢ、レベルⅣと略す）。

安全管理に関する技術では「インシデント・アク

①「日常生活援助に関する技術」69 項目の到達度

シデントが発生した場合には速やかに報告できる」

環境調整、食事援助、排泄援助、活動・休息援助

61.3％、「災害が発生した場合には、指示に従って行

技術など患者の日常生活への援助においてレベル Ⅰ

動がとれる」46.2％、「患者を誤認しないための防止

の項目は、概ね 70~90% 台の到達度であった。しかし、 策を実施できる」48.1％であった。
「自然な排便を促すための援助ができる」「自然な排

レベルⅡでは、与薬に関する「経口薬の服薬後の観

尿を促すための援助ができる」、「患者を車いすで移

察ができる」「経皮・外用薬の投与前後の観察ができ

送できる」「患者の歩行・移動介助ができる」、「患者

る」などが 53~70% 台であった。症状・生体機能管

の状態にあわせた足浴・手浴ができる」「口腔ケアを

理技術関連では「目的に合わせた採尿の方法を理解

通して患者の観察ができる」、「酸素吸入療法が実施

し、尿検体の正しい取り扱いができる」「検査の介助

できる」「酸素ボンベの操作ができる」で到達度 70%

ができる」「検査前、中、後の観察ができる」が 63%

以下であった。中でも「酸素吸入療法を受けている

～ 79% であった。

患者の観察ができる」、「患者の状態に合わせた温罨

レベル Ⅲ は主に学内における演習項目であるが、

法・冷罨法が実施できる」「患者の自覚症状に配慮し

「学生間で基本的な包帯法が実施できる」36%、救命

ながら体温調節の援助ができる」「末梢循環を促進す

救急処置に関連した「モデル人形で気管確保が正し

るための部分浴・罨法・マッサージができる」が 8％

くできる」、「モデル人形で閉鎖式心マッサージが正

～ 47％と低かった。

しく実施できる」などの技術が 67% ～ 75% であった。

レベル Ⅱ では、「酸素吸入療法が実施できる」「気

③卒業時の到達目標各レベルで到達度 80％以上で

管内加湿ができる」が 30% 代と低かった。また、レ

あったのは、「日常生活援助に関する技術」全 69 項

ベルⅢでは、「モデル人形で口腔内・鼻腔内吸引が実

目中、レベル Ⅰ では 25 項目中 3 項目 12％、レベル

施できる」「モデル人形で気管内吸引ができる」80%

Ⅱでは 27 項目中 14 項目 51.8％、レベルⅢでは 7 項

以下であり、「酸素ボンベの操作」は 53％であった。

目中 2 項目 28.5％であった。

②「診療の補助に関する技術」72 項目の到達度
レベルⅠを求められている技術について、「バイタ

「診療の補助に関する技術」では全 72 項目中、レ
ベルⅠでは 11 項目中 2 項目 18％、レベルⅡでは 24
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表２ 臨地実習指導者研修会の概要

項目中 12 項目 50％、レベルⅢでは 15 項目中 2 項目

長とより質の高い実習指導の推進を図る」ことを目

13％でした。レベル Ⅳ は 22 項目中 22 項目で 99 ～

的に、教育担当者、直接的に実習指導を担当する指

100％であった。

導者を対象に実施してきた。その概要を表 2 に示す。

２．臨地実習指導者研修会

３．第 3 回臨地実習指導者研修会の意図と概要

１）第１回から第 3 回臨地実習指導者研修会の概要

１）プログラム作成までの経緯

平成 24 年 8 月より毎年 1 回、「効果的な臨地実習

4 年制看護系大学学生の実習を受け入れる施設が殆

のために臨地実習指導者と教員が共に実習指導の基

どであった。そのため、第１回は『大学における看護

本および実際を学び、実習指導者・本学部教員の成

基礎教育での臨地実習－本学の基礎看護実習Ⅰ、Ⅱ

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究
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における実習指導と学生の学びを含めて－』と『本

トリーする。エントリー状況をふまえてグルー

学の目指す臨地実習および実習指導者に求めたいこ

プ編成を行う。

と－経験の教材化を中心に』と題して、講義を行った。

①一日の行動調整

参加者からは看護専門学校における臨地実習の考え

③日常生活ケアの指導

方・方法の共通点と相違点の理解が得られた。

④チームケア（多職種連携、看護職連携）

第 2 回は、『患者に寄り添う看護師・保健師を育て

②実習記録の指導

の指導方法

るために～具体的な指導場面から考える～』をテーマ

⑤学習目標を達成するための、実習時期や

に「実践から学ぶ教育」の講義後、領域分科会にお

実習環境・実習状況による指導の工夫

いて指導体験事例を語り合う中で、臨地実習指導の

⑥学生のグループダイナミクスの引き出し方

あり方について意見交換を行った。参加者からは「グ

⑦実習に誠実に取り組めない学生に対して

ループワークで学びを深めることができた」との評
価が多かった。

の関わり方
③グループ内で司会、発表者を決めてからグルー

そこで、第 3 回では指導方法や学生の気づきや学

プワークを開始する。各グループの教員は指導

びにつながった例などの意見交換を行い、全体発表で

的ではなく共に学ぶ立場で参加し、記録をする。

共有したいと考えた。参加対象者は実習指導経験年数

④全体発表は 1 グループ 5 分程度で話し合われた

を問わず、実践的な指導力を高めたいと興味・関心

内容（臨地実習指導の具体的な場面における教

を抱いる人、指導方法に悩んでいる人として、参加

材化や指導のあり方）を発表する。

を呼びかけた。テーマは、『臨床実習指導場面の教材
化～教材化や指導のあり方』と題した。臨地実習指

(3) 研修会の概要と効果

導の具体的な場面における“教材化や指導のあり方”

①研修会の概要

について、テーマごとにグループワークを行い、ケ

ⅰ）参加者

ア場面で教材化した指導方法や学生の気づきや学び
につながった例などの意見交換を行い、全体発表で
共有を図った。その詳細を次に述べる。

実習施設より 94 名の参加者があった。
ⅱ）グループワーク・発表
前述の７テーマのうち、①一日の行動調整、③
日常生活ケアの指導、⑤学習目標を達成するため

２）第 3 回臨地実習指導者研修会の実際

の実習時期や実習環境・実習状況による指導の

(1) 目的：臨地実習施設等において、本学部学生の

工夫の３テーマは２グループずつ、他は１グルー

看護実践を直接指導する臨地実習指導者と教員が共

プずつの計 10 グループに分かれてディスカッショ

に実習指導の実際を学び合い、連携と協働を図るこ

ンを行った。

とにより質の高い実習指導の推進をする。

グループワークでは、テーマに関連した具体的
な学生の様子や実際の指導方法、実習指導におけ

(2) 方法

る課題などが話され、さらに今後の実習指導に向

①グループワーク（6 ～ 8 名編成）と全体発表

けた、指導者だけでなくスタッフを含めた指導

②事前に教育担当者、臨地実習指導者に対してテー

環境の整備、具体的な学生とのかかわりの方法、

マを伝え、各自の興味関心のあるテーマをエン

よりよい実習指導を行うための大学教員との連
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表３ 臨地実習指導者会についての意見

n(%)

携方法の提案、臨地実習指導者の育成などにつ

Ⅲ．全体評価

いて意見交換がなされた。

１．臨地実習全体説明会と臨地実習指導者研修会の
課題

②研修会の効果
研修会終了後にアンケート調査を行った。配布
数 94、回収数 64、回収率 68％であった。
ⅰ）参加者の背景

これまでの臨地実習全体説明会は、本学部の臨地
実習環境の礎を築く初期段階であったといえる。先
ず、実習施設の施設長・看護部長・教育担当看護師長、
現任教育担当看護師を対象に本学部の教育目的、臨

年代別では 20 ～ 30 歳代が半数強、30 歳代が

地実習の位置づけ、考え方について理解を得る。第

約 1/3 を占めていた。性別では女性が 94％を占

２回は参加対象者を臨地実習指導者へ拡大し、各領

めた。臨地・臨床実習指導者の役割を取っている

域の実習の具体的な方法について理解を得る。第３

者は 42 名 72％であった。臨床実習指導者研修会

回目以後は各領域分化会の時間を多く設定し、基礎・

の参加経験については、初めての参加が 36 名 56

領域・看護総合実習の状況と評価について説明の後、

％であった。

実習評価、学生への指導の在り方、指導上の問題な

ⅱ）研修会についての意見

ど意見交換を行った。

研修会についての意見は表３に示す。９割近

その結果、施設および臨地実習指導者に対して看

くがグループワークの内容が有意義であったと回

護系大学学生を初めて受け入れることへのサポート

答しており、また今後の学生に対する実習指導に

ができ、双方が連携を図りながら円滑に勧めること

役立てることができると答えた割合が９割以上で

ができたと考える。

あることから、今回の研修会は効果的であり研修
会の目的を達成したと考える。

次のステップではより一層、臨地実習指導者と本学
部教員の成長とより質の高い実習指導の推進を図る

「領域別で困っていることに助言
ことが必要となる。
を求めることが大切なので領域分化会の時間を増や
してほしい」 との意見に対して、開催の在り方、内容、

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究
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まず各項目の到達目標レベルの到達度をあげてい

臨地実習指導者研修会は、概ね参加された臨地実

くことが肝要である。特に「日常生活援助技術」お

習指導者から「有意義であった」との結果を得られ

けるレベル Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅲ で到達度が低い技術について

た。また、91% の方から「今後も継続的な研修会開

対応が必要であると考える。

催の必要性」との回答があり、臨地実習指導者のニー
ズが非常に高く、心強いかぎりである。

各領域の実習目標と実習施設の特徴との関連で、学
生の受け持ち患者様の選定時の検討への考慮や、受

「他の
第３回のテーマ別グループワークに対して、

け持ち患者・利用者の方以外であっても、技術を経

職種の話が聞ける貴重な機会でためになった」 と領

験できる機会をコーディネイトすることを教員・実

域の垣根を越えた学びに対する意見があった。しか

習指導者に求められていると考える。また、臨地実

し、一方では「何を話して良いかわからなく充実感

習中の学内演習の工夫も必要と考える。

が持てなかった」「領域別カンファレンスの方が共有

新卒者にとって自信をもってできる看護技術を獲

しやすい」「保健医療福祉施設の違いがある」「職位

得していることが、リアリティショックを少なくす

で共有した方が良い。話が共有できないで終わった」

る 4）手助けとなる。“これだけはレベル Ⅰ に達してほ

「グループの決定を事前に知らせてもらえば活発な意

しい技術”を精選し、卒業までに実習室等で学ばせ

見につながる」「実習指導の場面の中で教員と話し合

る機会を設定することができるか否か等、その可能

いが出来ると良いと思う」 との意見があった。

性と具体的な対応等の検討が課題となった。

今後は、教員が共に実習指導の実際を学び合い、連

実習委員会では看護技術のポートフォリオとして

携と協働を図ることにより質の高い実習指導の推進

「臨地実習における看護技術経験録」を作成し、平成

をするという本研修会の目的を達成すべく、全体説

26 年 10 月より活用している。学生にとって４年間

明会と同様にグループワークテーマ、方略の検討が

の看護技術経験を継続的に記録することにより、“看

課題である。

護実践能力”の自己評価の一助となると考える。また、
卒業時において、「この看護技術は一人でできる」と

２．臨地実習における看護技術経験の課題
臨地実習では、学生は患者の様々な身体状態やそ
の変化等に遭遇する機会、並びに心身への侵襲を伴

いう自己評価は、実際に看護師・保健師として働く
際に自信へつながり、看護技術の課題を明確にする
ことにも役立つと期待している。

う看護技術を患者に直接提供する経験の機会が得に
くい2）という現状は、本学部も同様である。

Ⅳ．臨地実習指導の充実に向けた今後の課題

今回の看護技術到達度調査項目3）は、厚労省が示す

臨地実習は臨地実習指導者や教員の指導を受けな

到達目標レベル Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅲ・ Ⅳ で調査を行った。そ

がら、看護を必要としている人々への看護実践の経験

のレベルの解釈や認識には、学生の個人差がある。ま

をとおして学修する貴重な授業の一環であることは

た、臨地実習施設の特徴や受け持ち患者の健康レベ

言うまでもない。臨地実習の場において、学生が未熟

ルによって看護技術経験の機会にも差があることが、 な看護を患者へ実践することに対する患者の権利を
調査結果に影響したことは否めない。この調査の限

ふまえた上で、安全・安楽なケアの保証と、学生の

界であることをふまえ、臨地実習における看護技術

学習する機会の保証が必要となる。本学部学生が臨

経験の課題について考察する。

地実習において確実な看護実践能力を修得するため
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に、より一層の大学教員と臨地実習施設および指導者
との連携と協働を具現化していくことが必要となる。
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