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脳梗塞患者の褥瘡予防における多価不飽和脂肪酸栄養投与の検討
Effect of Enteral Nutrition with Eiconosapentaenoic Acids for Preventing
Pressure Ulcers in Patients with Cerebral Infarction.
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目的：多価不飽和脂肪酸であるエイコサペンタエン酸（以下 EPA と略する）の投与による褥瘡
発生の予防効果を検討するため、褥瘡発生のハイリスクと考えられる意識障害を主訴に救急搬
送され入院した脳梗塞患者に対して、その効果の検討を行った。
対象および方法：Glasgow Coma Scale12 点以下で入院後４日以上の安静を予定している脳梗
塞患者４例を対象とした。入院直後から EPA 投与群２例と、対照群として EPA 非投与群（コ
ントロール群）２例にわけ、14 日間モニタリングし、新規の褥瘡発生頻度や各種パラメータに
ついて比較検討した。
成績：EPA 投与群は、コントロール群に比べて褥瘡の発生が認められなかった。また、EPA 投
与群はリンパ球の値が高値を示し、免疫機能が高かった。
結論：褥瘡発生のハイリスクと考えられる中等症～重症意識障害のある脳梗塞患者の症例に対
して EPA の投与を行うことは、炎症反応を抑制し、褥瘡発生の予防に貢献する可能性について
示唆できた。
索 引 用 語：褥瘡、予防、エイコサペンタエン酸、栄養

Key words：pressure ulcer, prevention, eicosapentaenoic acid, nutrition
Ⅰ．諸

言

おり、そのうちの要介護者等について、介護が必要

介護保険制度における要介護者又は要支援者と認

になった主な原因についてみると、「脳血管疾患」が

定された人は、平成 22 年度末で 506.2 万人となって

21.5％と最も多い１）。脳血管疾患患者は日本全国に
272 万人存在し、そのうち 160 万人が要介護状態で

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
３）順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科
４）順天堂大学医学部附属静岡病院
１）Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
２）Juntendo University School of Medicine, Department of Gastroente
rology
３）Juntendo University Shizuoka Hospital, Department of Neurosur gery
４）Juntendo University Shizuoka Hospital
(Nov. 14, 2014 原稿受付）（Jan. 16, 2015 原稿受領）

あるという報告もある。また、要介護者等からみた
主な介護者の続柄は、６割以上が同居している人が
介護者となっており、その介護者の年齢は、男性で
は 64.8％、女性では 60.9％が 60 歳以上であり、い
わゆる「老々介護」のケースも相当数存在している１）。
これら要介護者には褥瘡が発生しやすいことが知ら
れており、褥瘡は要介護者の生命予後・ QOL を著
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しく低下させるだけでなく、看護や介護の手間を増

医療費の削減等、多面的なケアの改善およびコスト

やすこととなる。今回対象とした意識障害を主訴に

削減に貢献できると考えられる。

救急搬送され入院した脳梗塞症例では、入院中のベッ

本研究では、中等症～重症意識障害を主訴に救急

ド上安静や体位交換困難により、さらに褥瘡発生の

搬送され入院した脳梗塞症例の褥瘡発生頻度を調査

リスクが高くなる。そのため、プロトコールに準拠

し、発生した患者においてはその特徴を明らかにし

して看護ケアをおこなっていても発生する褥瘡につ

た。また、EPA の投与が褥瘡発生の抑制につながる

いては、従来のケアの選択肢以外からの要因を模索

のか、その効果を検証した。

する必要がある。褥瘡はひとたび発生するや、患者
本人の苦痛だけでなく看護従事者や介護をおこなう

Ⅱ．対象ならびに方法

家族にも大きな負担となる。これまで褥瘡予防につ

１．対象

いては、栄養療法としてタンパク質、ビタミン、ミ

以下の登録基準に基づいて、S 県内の急性期病院に

ネラル類の補給を推奨するものがほとんどであった。 入院中の患者を対象とし選定した。
褥瘡に関する介入研究では、経口的に分岐酸アミノ
酸を追加したことで、褥瘡の改善につながったとい
う症例報告がなされている２）。多価不飽和脂肪酸の褥

（登録基準）
１）Glasgow Coma Scale（以下 GCS と略）12 点以
下の意識障害がある脳梗塞症例

瘡効果については、小川ら３）により長期に仰臥位で安

２）入院後４日以上の安静を予定している症例

静状態を保つ必要がある患者に対して、エイコサペ

３）入院中の経管経腸栄養が適切な症例

ンタエン酸（EPA）
・γ- リノレン酸（GLA）強化濃厚

４）男女ともに 20 歳以上であること

流動食を用いた栄養管理を行うことは褥瘡予防の有

５）文書による本人あるいは家族等の同意が得られ

用な選択肢となり得ることが明らかとなった。多価

ること

不飽和脂肪酸は抗炎症作用として炎症性エイコノサ

（除外基準）

イドの産生を抑制する作用がある4), 5), 6)。しかし、経管

１）妊婦または授乳婦

栄養開始時は、消化器症状等が出現しやすく、十分

２）年齢 20 歳未満の症例

な食餌投与が困難で栄養状態が悪化する症例が多い。

３）生命予後がきわめて短い（余命 28 日未満）と予

そのため、経管栄養導入時における栄養状態の低下
を防ぐために、補助栄養によるアプローチが必要と
なる。そこで、今回、高脂血症の改善等に臨床で多
く使用されている多価不飽和脂肪酸のイコサペント
酸エチルを使用し、検証をおこなった。イコサペン
ト酸エチルは、重大な副作用の出現頻度が低いこと
が明らかになっており、また、価格が安価であるこ
とから今回の使用に至った。これまで褥瘡の予防に
ついて検討がされてこなかった EPA の投与により褥

測される症例
４）血糖管理が極めて困難な糖尿病症例（HbA1C ＞
10.0%）
５）イレウスあるいは腸管の機能が残存していない
経腸栄養が不適応の症例
６）重度な免疫学的抑制症例（白血球数＜ 1000cells
3

/mm ）
７）高脂血症例（TG ＞ 500mg/dl、T-Cho ＞ 300mg

/dl）

瘡の予防効果が向上するのであれば、患者負担にと

８）コントロール不良の下痢症例

どまらず、看護ならびに介護負担の軽減、さらには

９）使用流動食に含まれている成分にアレルギーが
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に移行すると治療内容が変更するため、褥瘡形成に

10）ステロイド使用症例

影響があると考えられ、最長 14 日間と期間を設定し

11）本試験の登録前 30 日以内に他の治験等に参加し

た。経管経腸栄養は、経口食が開始となり経管経腸

ている症例。
12）その他、主任研究者等が本試験を実施すること
を不適当と判断した症例。

栄養からのエネルギー摂取量が必要エネルギー量全
体の 75％以下となった時点で終了とした。輸液につ
いては、脂肪乳剤の使用は禁忌とした。EPA の投与
方法と投与量は、イコサペント酸エチル 1800mg を

２．方法

朝夕２回に分け経管経腸栄養の際に経管投与した。

１）試験デザイン

３）調査項目

無作為割付臨床試験

GCS12 点以下の中等症～重症意識障害のある脳梗
塞患者で入院後４日以上の安静を予定している症例
について、入院直後からの EPA 投与群と、対照とし

（１）身体計測：身長 ; 入院時。体重 ; 入院時・投与後
14 日目
（２）褥瘡診断：DESIGN-R を用いて、入院直後から
投与後 14 日目まで毎日。

て EPA 非投与群（以下コントロール群とする）に分け、 （３）血液検査：血液一般検査 ; 赤血球数 , 白血球数 ,
褥瘡発生頻度について DESIGN-R（日本褥瘡学会 褥

Hb, Ht, 白血球分画 , 血小板数 ; 入院時・EPA 投与

瘡状態判定スケール）に基づき評価した。栄養ケア

後１, ４, ７,14 日目。血液生化学検査 ; 総たんぱく ,

以外の治療ならびに看護ケアについては、患者個々

アルブミン , トランスフェリン , レチノール結合た

の状態に基づいた院内の標準的なケアプロトコール

んぱく , プレアルブミン , BUN, CRP, 総コレステロ

に準拠することとした。

ール , HDL コレステロール , LDL コレステロール ,

データ収集期間は、2014 年１月～２月であった。
２）投与方法
入院直後に経管経腸栄養投与（300 ～ 400Kcal/ 回）
を低速度から開始し、目標投与エネルギーとして標準
体重（kg）× 30Kcal/ 日を流動食で投与できるよう
認容性を確認しながら適宜速度を漸増した。経腸栄養
チューブの先端は胃内留置とした。投与方法は原則的

中性脂肪 , 脂肪酸分画 , 血糖 ; 入院時・EPA 投与後
１, ４, ７,14 日目。HbA1C, 血清インスリン ; 入院時・

EPA 投与後 14 日目。
４）評価項目
（１）主要評価項目：新規に発生した褥瘡 (DESIGN-R
で評価し、d1 以上の数とする )/ 日
（２）副次評価項目：有害事象、臨床検査値異常

に持続投与方法とするが、消化器症状等を確認しな

５）倫理的配慮

がら間歇投与に切り替えることも可能とした。最短

①研究の対象となる者の尊厳と人権の擁護に関する

４日間摂取させ、最長 14 日間モニタリングを行った。 配慮
投与期間については、EPA 投与後血漿中濃度は投与

試験に先立ち、順天堂大学保健看護学部研究倫理委

日数に従い徐々に上昇し、投与５～６日目に定常状態

員会（承認番号 25010）および順天堂大学医学部附

に達したという結果があること、また、脳血管疾患の

属静岡病院倫理審査委員会（許可番号倫－ 327）の

急性期における死亡率は３日以内に多いため、最短４

承認のもと厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指

日間摂取とした。最長 14 日間の投与期間については、 針」、及び「ヘルシンキ宣言」に則り実施した。
脳梗塞の急性期は発症１～２週間以内であり、慢性期

②研究の対象となる者の選定方法および被験者に説
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明し同意を得る方法

表２ 褥瘡発生

対象となる者の選定は、上記登録基準を満たすもの
が入院した際に、担当医師により無作為に抽出を行っ
た。割付けの方法については、封筒法を用いて実施
した。被験者への説明については、本人または代諾
者に対して担当医師より研究の趣旨と方法、研究協
力の任意性と同意の撤回の権利等について文書で説

褥瘡の新規発生について、コントロール群では入院

明し、研究を辞退されても今後の治療に不利益にな

11 日目で１病変右耳介に褥瘡（真皮までの損傷）を

らないことを理解したうえで、試験に参加すること

認めたのに比べ、EPA 投与群においては、褥瘡の発

に本人または代諾者から文書による同意を得て試験

生は認められなかった（表２）。

をおこなった。
③施設に理解を求め同意を得る方法
研究施設に対して臨床研究申請をおこない、同意
を得て実施した。また、今回、調査項目を記入する
看護師に対して、研究の趣旨を説明し、確実に協力

また、EPA 投与群はコントロール群と比較して
７日目以降は EPA の血中濃度が高値を示しており、

EPA は血中へ確実に投与されていることが認められ
た（図１）。
次に、炎症反応の指標となる CRP（図２）と免疫

を得てから研究をおこなった。また、褥瘡発生時には、
共同研究者で皮膚・排泄認定ナースへの連絡を徹底
し、適切な判定をおこなった。ケアの実施については、
標準的なケアプロトコールに準拠して実施するよう
説明をおこなった。

Ⅲ．結

果

５例の患者から同意を得て試験を実施した。その内
１例は、臨床試験の中止となった。中止理由は、死
亡のためである。その他は、有害事象による試験期

図１ EPA の血中濃度変化

間中の中止はなかった。EPA 投与群２例、コントロー
ル群２例の背景について（表１）に詳記した。試験
開始前には２つの群において褥瘡の発生は見られず、

BMI からも低栄養の対象はみられなかった。
表１ 対象者の有無

図２ CRP 反応の血中濃度変化
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よる結果である可能性を述べている３）。
今回は、多価不飽和脂肪酸の栄養剤ではなく、確
実に投与が可能な薬剤を使用しその検証をおこなっ
た。臨床試験開始時においては、EPA 投与群、コン
トロール群において褥瘡発生は見られず BMI からも
低栄養の対象は見られなかったが、入院 11 日目にコ
ントロール群の患者において褥瘡の形成がみられた。
また、EPA 投与群はリンパ球の数値が高値を示し、
炎症に対する免疫機能が高い傾向がみられた。EPA
図３ リンパ球の血中濃度変化

には炎症の抑制に効果があることがわかっており５）、
今回、意識障害のある患者であったが、経管投与に

機能の指標となるリンパ球（図３）の入院 14 日目の

より確実に EPA を投与したことで炎症の抑制が働き、

変化を比較してみると、E2（EPA 投与群）の患者と

褥瘡発生の抑制につながったことが示唆された。こ

C1, ２（コントロール群）はそれぞれ炎症反応が高値

れは、経管栄養開始時に消化器症状等により確実な

を示した。しかし、リンパ球では E2（EPA 投与群）

栄養療法が困難な患者にとっては、確実に EPA の投

の患者は C1（コントロール群）と比較すると高値を

与ができ、褥瘡の発生を抑制できる効果が期待でき

示しており、EPA を投与した方が免疫機能が高かっ

ることが推測された。

た。なお、リンパ球の E1（EPA 投与群）の 14 日目

しかし、本研究は症例数が少なかったため、統計

のデータは検査不能であったため、データを得るこ

的な解析により関連性を明らかにすることができな

とはできなかった。

かった。また、看護師に対して褥瘡ケアは標準的なケ
アプロトコールを準拠するよう説明をおこない実施

Ⅳ．考

察

をしたが、経験年数等によりケアレベルが様々であっ

褥瘡が生じやすい患者の多くは、通常食を経口か

た。今後はデータを積み重ねるとともに、褥瘡ケア

ら摂取しても栄養所要量を満たすことができないた

に対する看護師への教育を含めたアプローチを検討

め、経口栄養補助食品が有用であることが報告され

し、EPA の投与が褥瘡の発生を抑制できるか明らか

ている７）。脳血管疾患患者は麻痺等の出現により、摂

にしていく。また、EPA の投与による褥瘡発生の抑

食嚥下障害が起こり、効果的な栄養療法が困難なケー

制が医療コストや看護ケアの負担に影響するのか等、

スが多い。さらに、救急搬送され入院した患者は、安

多方面から検証していくことが今後の課題である。

静臥床を強いられるため、褥瘡発生のリスクが高い。
そのため、褥瘡予防を目的とした早期からの栄養管
理への介入が重要となる。

Ⅴ．結

論

褥瘡発生のハイリスクと考えられる意識障害を

多価不飽和脂肪酸による褥瘡の予防に関しては、 主訴に救急搬送され入院した脳梗塞患者に対して、

EPA・GLA 強化濃厚流動食の投与を脳神経外科手術

EPA の投与が褥瘡の発生を抑制するかを検討した結

症例患者に行い、褥瘡発生予防効果が認められた。そ

果、以下の点が確認された。

の要因として、多価不飽和脂肪酸の炎症抑制効果に

１）EPA を投与した群では、対照群に比べて褥瘡の
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発生が認められなかった。

５）Palombo JD,DeMichele SJ,Boyce PJ,et al:Effect

２） EPA を投与した群では、リンパ球が高値を示し、

of short-term enteral feeding with eicosapentaeno-

免疫機能が高い傾向にあることが示唆された。

ic and gamma-linolenic acids on alveolar macro-

なお、本研究は平成 25 年度学長特別共同プロジェク

phage eicosanoid synthesis and bactericidal func-

ト研究の助成を受けて行った研究の一部である。

tion in rats. Crit Care Med 27(9),1908-1915,1999.
６）Andreassi M,Forleo P,Di Lorio A,et al:Efficacy of
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臨地実習指導者のキャリア発達支援
～キャリア発達支援プログラムの実践と評価～
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目的：臨地実習指導者のキャリア発達支援プログラムの実践過程を振り返り、実習指導体験の
意味付けや学びからキャリア発達支援プログラムの成果と課題を明らかにする。
方法：介入研究。平成 24・25 年度 A 大学附属病院の現任教育ラダーⅢと連動して「実習指導
体験を語る会」、第３回研修会終了後、事後インタビューを行った。
結果：平成 24 年度現任教育ラダーⅢ対象者は 17 名であった。そのうち「実習指導体験を語る会」
への参加者は 5 名であった。内省する機会は気づきや学びの機会となることから、平成 25 年
は現任教育ラダーⅢに組み入れ先輩指導者の参加も得て開催した。第 3 回研修会では計画・実
践に対する評価の強化を試みた。
考察：病院内での指導者研修の利点は、1 年間をとおして看護教育の基礎的な学習を行いなが
ら、実習指導体験とその内省を継続的に実施できることにある。また、指導者の困難事に対し
て先輩指導者や教育課、大学教員と共に対話にすることで具体的な指導方法につながると考え
る。キャリア発達支援プログラムの課題は実習指導案の在り方と組織的な取り組みと自己研鑽
を促進することである。
結論：１. 指導案フレームと記載内容の簡便化の工夫が必要、２. 指導者自身の自己研鑽と継続
的に組織的な取り組みが必要、３.「学習－実践－内省－実践－内省」が、臨地実習指導者とし
てのキャリア発達に効果をもたらすことが示唆された。
索 引 用 語：キャリア発達、キャリア発達支援、臨地実習指導者

Key words：Career Development, Career Development Support, Clinical Instructors
Ⅰ．はじめに

程は、看護の方法を「知る」
「わかる」段階から「使う」

看護基礎教育における臨地実習は、看護実践能力

「実践できる」段階に到達させることである1)。そのた

を培うために不可欠な学習課程である。この学習過

めに、臨地実習指導者（以下、指導者）には指導能
力が求められている。筆者ら大学教員は、本学部が

１）順天堂大学保健看護学部
２）順天堂大学医学部附属静岡病院
１）Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
２）Juntendo University Shizuoka Hospital
(Nov. 14, 2014 原稿受付）（Jan. 16, 2015 原稿受領）

開設した平成 22 年より臨地実習指導者研修に携わり、
看護部教育課と共に指導体制の充実と強化に取り組
んできた2）。その結果、指導者は自己の学生時代の臨
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地実習体験がマイナスイメージを生じさせていたが、

指導者として新たな立場や役割の遂行の過程で、看

指導者の役割遂行の不安や自分自身への期待感を

護学生、病棟看護師長・看護師、看護教員、教育課ス

持っていた。また、学生には臨地実習ならではの体

タッフ、他の医療従事者との関係性の中で生じた事

験をしてほしいと願いながら指導に臨んでいた。臨

実現象とそれに対する感情、思惑、思考を含んだ本

地実習指導の実際においては患者への責務を第一に

人の出来事とする。その体験を内省（リフレクション）

考え、教員・スタッフとの調整を図りながら役割を

することによって意味づけすることができ、臨地実習

遂行し、指導者自身が学生と共に成長することにつ

指導の経験知として獲得されていくことを意味する。

ながっていた。
しかし、課題として迷った時に相談できるサポー
ト体制、指導能力の向上を図る支援が必要であるこ

Ⅲ．方

法

１．研究デザイン：アクションリサーチを用いた介

とも明らかになった。仲野ら3）は、指導者には継続し

入研究

て学びたい希望があり、実施した指導の評価、指導

アクションリサーチは、課題解決に向け介入を実

の葛藤や困難感の克服を支援し、指導能力の維持発

施してゆく過程の状況を描写し、解釈、説明するも

展を図るために継続教育が必要であると述べている。 のである。それは、課題に焦点をあて、計画・実行・
また、指導者への組織的なサポートの必要性も示唆

評価が円環的に結びつくものであり、研究者と参加

されている4) 5）。そこで、臨地実習指導能力の向上を

者との共同活動であるとされている６）。また、遠藤ら７）

図るため継続的なキャリア発達支援プログラムの実

は、看護師と教育者のパートナーシップの下で看護

践を振り返り、評価と今後の課題を考察した。

師の願いを確定し、対話と内省と行為を繰り返す中
での変化を創出し理論の発展を目指す研究プロセス

Ⅱ．目

的

と述べている。さらに、“共同”には、専門的知識の

臨地実習指導者のキャリア発達支援プログラムの

差異に基づいた研究者主導型、実践者と研究者の相

実践過程を振り返り、実習指導体験の意味付けや学

互依存的共同型、実践者の自覚と高揚を目指す型が

びからキャリア発達支援プログラムの成果と課題を

あると述べている。

明らかにする。
【用語の意味】
１）キャリア発達支援プログラム

本研究での“共同”は、キャリア発達プログラム
の実践であることから、研究者主導型と相互依存的
共同型のスタイルを同時に持ち合わせた型といえる。

臨地実習指導者としてのキャリアを育むために、役

アクションリサーチのプロセスは、①看護部教育課

割遂行の過程で成長を目指す組織的・系統的な現任

と大学教員、臨床経験 5 年目以上の看護師が、キャ

教育ラダーⅢのプログラムを意味する。

リア発達プログラムをとおして相互依存的な共同関

２）現任教育ラダーⅢ

係に入る。②臨地実習あるいは指導者としての“願い”

臨床経験 5 年目以上の看護師を対象とした指導者

を明確にする。③実践と相互の対話をとおして、実

となるための初期教育であり、実習指導の基礎となる

習指導についての考えや指導者としてのありようや

知識を学び、役割の遂行を支援する卒後教育プログ

学生・患者・家族との関係性の中での変化を描写する。

ラムの一つである。

④臨地実習あるいは指導者としての“願い”を実現

３）臨地実習指導者の体験

していく一連のプロセスをとおして、成果と課題を
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見出すことである。臨地実習指導者のキャリア発達

れたデータより、指導者の体験と学びの視点で、実

プログラムと実践と内省の関連について研究の全体

習指導の実際と考え方に関する重要な出来事や変化

として図１に示す。

と思われる状況や発言を描写し、成果と課題を見出す。

実践

第３回研修会

3月
指導体験を語る会

内省

事後アンケート
参加観察記録

研究目的および方法、任意参加、匿名化、途中辞退

臨地実習
指導体験

7 ‑ 11月
実践
学習

保証、結果公表について文書および口頭で説明し同意

内省
指導体験を語る会

臨地実習
指導体験

11月

第２回研修会

学習
第１回研修会

Ⅳ．倫理的配慮

書を得た。クループワークは記録用紙、インタビュー
アクション
研究者
（相互性）
臨地実習指導者

事後アンケート
参加観察記録

5月

は記録用紙と IC レコーダー録音の承諾を得て行った。
順天堂大学保健看護学部研究等倫理委員会および研
究実施施設内看護部の倫理委員会の承認 (24-002) を

図１ キャリア発達支援プログラムと現任教育ラダー
Ⅲとの関係

得て実施した。

２．研究期間：平成 24 年 6 月～平成 26 年 3 月。

Ⅴ．結

果

平 成 24 年 6 月 か ら 平 成 25 年 3 月 を 前 期、 平 成
３．対象者：平成 24・25 年度 A 大学附属病院現任

25 年 4 月から平成 26 年 3 月を後期とする。臨地実

教育ラダーⅢを受講している看護師とする。

習指導者のキャリア発達プログラムの計画、実践、評
価に関する結果を述べる。
「

４．分析データとその収集方法
１）現任教育ラダーⅢにあらかじめ課題として組み
込まれている第 3 回研修会前の課題レポート。
２）「臨地実習指導体験を語る会」での記録は、各グ
ループの記録者が筆記した記録および研究者の筆
記内容をデータとする。
３）第 1 回と第 3 回研修時のリッチピクチャー。“臨

」 は参加対象者の具体

的な発言であり、発言者を A 指導者 ~G 指導者で示す。
「

」は研究者の発言を示す。

１．前期（平成 24 年 6 月 ~ 平成 25 年 3 月）
１）研修会開催状況
第１回から第 3 回の開催状況を表１に示す。
２）臨地実習指導の体験を語る会
11 月末日 17 時より 80 分間、開催した。参加者は

地実習に対する願い”に関するリッチピクチャー

指導者 5 名（受講者の約 30%）、研究者 2 名であった。

を描き、その場面説明と意見交換内容を筆記した

研究者がファシリテーターを務め、指導体験の語り

記録とする。

を促し、意味づけを行った。

４）前期のグループインタビューにおける IC 録音を

A 指導者は初めての基礎看護実習Ⅰの指導を担当

遂語録にした記録をデータとする。なお、後期は

した。
「患者とのコミュニケーションを学ぶ実習なの

IC レコーダーの不具合のため、データより除外した。 で、学生もどうしら良いのか分らないというのが見て
取れて、病室に入れなくて病室の入り口で立ち止まっ
５．分析方法

ている学生さんがいて、自分でもこのような時にどう

キャリア発達のための支援プログラムを実践して

かかわっていいか分らなくて、先輩指導者からのアド

ゆく過程における状況を描写し解釈、説明する。得ら

バイスもあり、学生さんに声をかけて一緒に患者のと
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表１ 前期研修会開催内容

ころに行った」 という体験を語った。研究者はその

護師さんになりたい』と思われる指導者でありたい。

指導がどのような効果をもたらしたかという問いか

学生と関わるのが意外に好きだなと」。

けを行うと、
「カンファレンスでこんなふうに関われ

F 指導者は「成人実習だと学生のケアを見守ること

ばいいのかということを他学生と共有できて、翌日か

を意識しました。患者の全体像をとらえ看護診断す

ら頑張って学生さん自身が患者のところへ行く姿を

ることは私も初めてだったので、学生と一緒に考え

みて、良かったと思った。」 と指導の効果を振り返った。 るという気持ちで学生に接して、一緒に勉強して知
A 指導者と同じような体験をもつ B・C・D 指導

識を患者のアセスメントに活かすことで理論と実践

者からも「自分が患者とコミュニケーションをとっ

との結び付きができた。これからも一緒に学んでい

ている姿を見てもらう」「話しのきっかけができたら

くという気持ちでいたい」。

フェードアウトする」「他患者との談話に入ることで

G 指導者は見守るということについて、
「泣いてい

偶然、会話の機会が得られた」 と自らの体験を語った。 る赤ちゃんを見てお母さんが泣いている場面で学生
研究者から「戸惑う学生の理解やケアのモデリングを

がオロオロしていたけど、翌日はそれを踏まえて色々

示すこと、ケアにおける偶然であったかもしれないけ

考えて、お母さんに接しているのを見ると成長して

ど、何らかの意図があって偶然が偶然でない現象が生

いるなーと。この過程を見守るっていうのが指導者

じさせているのではないか」と体験の意味づけを行っ

かな。」 という体験を語った。見守るために必要な指

た。

導者の能力について、
「何で？という発問も大切だが、

３）グループインタビュー

何に困っているのだろうという学生への発問の仕方

３月末日 17 時より 90 分間、開催した。参加者は

を考える」、
「その状況における患者の状態をアセス

指導者 6 名、研究者 1 名であった。インタビューはリッ

メントする力が必要だよね」 と、参加者同士で指導

チピクチャーに描かれている内容の説明、実習指導

の学びを深め合うことで「体験を語る会は参考になっ

をとおしての学びと指導者としての変化、キャリア

た」 というキャリア発達支援プログラムへの評価の

発達支援プログラムに関する意見を尋ねた。

発言があった。

E 指導者は「学生が実習しやすいように環境・雰囲

以上の介入結果から、臨地実習指導体験を語るこ

気づくりをすることを前回描いたが、今度の絵は学

とや事後グループインタビューは、指導者としての

生の良いところを見つけて、それをアドバイスして

キャリア発達のために良い機会となった。しかし、第

いくことを大切にしたい。学生から『あのような看

3 回研修会前の課題レポートでは、指導案に基づいた
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指導の実際や自己の指導方法の在り方に関する評価

受講者 18 名、先輩の指導者 6 名、研究者は 7 名（大

の記述と全体発表がなく、キャリア発達支援プログラ

学教員 4 名、教育課 3 名）であった。1 グループの

ムの講義、グループワークテーマ、課題レポートテー

構成は参加者 6-7 名、研究者 1-2 名とした。研究者

マ等の内容の工夫が必要となった。そこで、①実習指

は共に学ぶ意識で参加し、時にファシリテーターと

導計画（指導案）と指導実践の評価の強化、②効果的

して指導体験の語りを促し、意味づけを行った。司会・

な内省の機会とするためには研究者と看護部教育課

記録係りは参加者に依頼した。

と連携し、継続的な自己研鑽とそれを組織で支援する

各グループともに当該年度受講者の体験の語りか

ことを新たな課題として後期に取り組むこととした。

ら始まり、そのエピソードに対して先輩指導者自身
の体験を交えてアドバイスを行ったり、何故なのだ

２．後期（平成 25 年 4 月 ~ 平成 26 年 3 月）
後期キャリア発達支援プログラムでは、以下の 3
点を新たに組み入れた。
①学習－実践－内省－実践－内省の過程を経て、学
びや課題を明らかにするとともに、目指す指導者
像を明確する。

「ケア場面
ろうと意見交換を行ったりした。例えば、
での指導の際、教えることで精一杯」 な体験に対して、
先輩指導者から「学生のペースに合わせる」「学生に

寄り添うことが必要」 とアドバイスをしていた。
（２）計画・実践に対する評価の強化を図った第３
回研修会

②内省としての“実習指導体験を語る”を現任教育

事前課題レポートの発表の後、計画・実施に対す

ラダーⅢに組み入れ、先輩指導者に参加を募り、組

る評価を強化するために、①指導案と実習指導の在

織としてバックアップし継続性を図る。

り方が学生へ及ぼす学習効果、②指導者としての役

③第３回研修会では指導案や指導方法の評価をグ

割モデルとは何かをテーマにグループワークと全体

ループワークのテーマとする。

発表を行った。

１）研修会開催状況
第１回から第 3 回の開催状況を表 2 に示す。
２）新たな取り組みの成果
（１）先輩指導者を交えた実習指導の体験を語る会

指導者にとって指導案は「初めて聞く用語、指導

者にも指導案という計画があるのだな」 と理解し、
「病
棟で何を学ぶことが出来るかが明確になり、日案が役
立った」 という発言があった。しかし、
「講義では何

11 月末日 17 時より 80 分間、開催した。参加者は

となくおぼろげ、病棟でどのような実習を行うこと

31 名であった。内訳は当該年度の現任教育ラダーⅢ

ができるか、大学の示す実習目標と関連させ文章化

表２ 後期研修会開催内容
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しておくことは大切と分かったが、どう活用してど

後、個人学習で「実習病棟における指導案（学生観・

う評価をすれば良いか分らなかった」「指導案は書い

教材観・指導観、日案）作成」に取り組んだ。指導案

たが活かせなかったため、迷うことや困ることがあっ

作成のために、教育課看護師長や病棟主任や先輩指

た」「指導時に指導案は頭になかった」 など、十分に

導者からアドバイスを受けながら、実習開始前まで

活用できなかった状況について貴重な発言もあった。

に完成させ提出していた。したがって、概ね指導案

指導案の評価については「指導の後の振り返りに

作成をすることは達成できたと考える。しかし、指

は、指導案の中でも日案、例えば、「麻痺の患者への

導者にとっては初めて聞く用語であり、おぼろげな理

全身清拭の場面で何を確認するか、どのような発問を

「大学の示す実習目標と関連させ
解に留まっていた。

するなど、具体的に計画すると実際の指導に結びつき

文章化しておくことが大切なのは分ったが、どう活用

やすい」 という発言があった。役割モデルについては、 してどう評価すれば良いか分らなかった。」 とあるよ
「指導者と教員の役割の違いがあった」「指導者は将

うに、模倣レベルの形式的な作成であったことは否め

来の看護師像の目標になる」 という発言が聞かれた。 ず、指導場面での活用が十分でなかったことが、結果
そして、「これからの臨地実習指導のあり方に対する

として最終的な全体発表の際に指導案の実施・評価に

願い」をリッチピクチャーに描き語ることによって、 関する意見がみられないことにつながったと考える。
指導案は「都道府県保健師助産師看護師実習指導

研修前後の自分の思いや考えの変化に気づき、学び
をグループメンバー間で共有した。

者講習会実施要項（厚生労働省通知）」8) の授業内容に
定められている。指導案を立案する目的は、実習目的

Ⅵ．考

察

・目標と当該実習病棟の特徴を関連させ、学生が病

病院内での臨地実習指導者研修の利点は、1 年間を

棟で何を体験し学ぶことができるかという意図的な

とおして看護教育に関する基礎的な学習を行いなが

学習支援のためである。さらに、指導案は Benner９）

ら、実習指導体験とその内省を継続的に実施できる

が述べているように実践に内在する偶発性や不完全

ことにある。また、指導者が今まさに直面している

性を伴う、現実の実践が持つ時間制や曖昧性につい

困難事について、先輩指導者や看護部教育課、大学

てあらかじめ備えることに寄与する（著者傍点）。つ

教員と共に対話することで具体的な指導方法につな

まり、指導者の看護の経験知から当該病棟での臨地

がると考える。平成 22 年度から現任教育ラダーⅢ臨

実習において、学生が直面するであろう、偶然で必

地実習指導者研修に携わって 4 年が経過した。特に

然的に起こり得る問題を想定した指導案を作成する

平成 25 年度の取り組みとして①実習指導計画（指導

ことである。
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案）と指導実践の評価の強化、②効果的な内省の機会

例えば、糖尿病教育入院をする成人期患者を受け

とするためには研究者と看護部教育課と連携し、継

持った場合、学生は「何もケアすることがない、何を

続的な自己研鑽と組織での支援の強化を図ったので、 したら良いのか分らない」と悩み躓くことが多い。そ
その２つの視点で考察する。

の悩み躓きを想定した指導案を作成することによっ
て、学生に対して「看護ケアとは？ 慢性病患者の生

１．実習指導計画と評価：指導案作成の成果と課題

活、成人の学習、セルフマネジメントとその教育的支

指導案に関する講義は 120 分、グループワーク 80

援とは？」など意図的に学生へ問いかけることによっ

分で共通事例を用いた指導案作成演習を行い、その

て、理論と実践を結びつけた理解が可能となる。この

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究

ように指導案は、指導者がその場に遭遇した際、戸
惑いなく意図的な実習指導を行う道標となる。
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指導者は役割遂行に対する不安と期待を持ちなが
ら、学生と共に成長する臨地実習指導者でありたい

しかし、活用できない理由について仲野ら10）は「理

と願っていた14)。臨地実習指導としてのキャリア発達

解に時間がかかる」「重複して書くのが大変」「活用

支援の課題は、迷った時に相談できるサポート体制

の時間がない」と述べている。このことから指導案

と教育実践能力の向上を図ることであった。

の有効活用につながる指導案フレームと記載内容の

平成 24 年度は 11 月に「指導体験を語る会」を企

簡便化の工夫が必要である。また、指導案に基づい

画し、参加者間での気づきや新たな学びも多かった。

て実践できたか否か、指導案と実際との乖離への対

しかし、参加者は 17 名中 5 名と少なく、指導者自身

応と学生への効果など、評価の強化が課題である。さ

に自己研鑽を求めても限界があると考えた。そこで

らに、指導案を教員や病棟スタッフと共有すること

組織的に機会を提供15）することで自己研鑽のきっかけ

も今後の課題と考える。

となるよう、平成 25 年度は現任教育ラダーⅢに「指
導体験を語る会」を組み入れ、先輩指導者にも参加

２．キャリア発達支援プログラムにおける組織的な

を促した。指導者間で様々な困難事に直面しながら

取り組みと自己研鑽の促進

試行錯誤していることに気づき、先輩指導者のうま

本学部の主実習施設の指導者は、所属組織より「助

くいった指導体験やアドバスを受けられたことは、自

手（臨床看護）」として辞令が交付され、その任務に

らを振り返る良い機会となった。高島らも16)、行為の

携わっている。しかし、すべての指導者が公的な機

中で省察は実習指導者や教員たちとの実践的対話を

関で臨地実習指導者講習会を受講しているわけでは

通じて相互的に行われると述べられている。平成 22

ない。公的な機関での臨地実習指導者講習会の時間

年から平成 25 年度の実施評価をふまえ、平成 26 年

数は８週間 240 時間11)、A 県看護協会主催研修会で

度現任教育ラダーⅢの企画を行った。その実施要領

は 40 日間 240 時間12)であり、受講定員数も限られて

を参考資料 1 に示す。

いることから、一施設で複数の指導者を受講させる

指導者としてキャリア発達支援プログラムでは 、

ことは難しい。また、年間を通して臨地実習を受け

「学習－実践－内省－実践－内省」の過程を経て、学

入れている現状では、指導者の負担軽減のため一病

びや課題を明らかにするとともに、目指す指導者像

棟３名程度の指導体制で行っている。このことから、 を明確にすることができると考える。内省としての
病院内における現任教育ラダーⅢは、臨地実習指導

「指導体験を語る会」は、指導者としてのキャリア発

者となるためのキャリア発達支援の初期教育ともい

達支援の要ととらえていきたい。仲間同士で対話す

える。

ことについて高島らは17)、相互の経験を尊重できる同

臨地実習の充実が学生の成長につながり、指導者

僚と指導について対話による省察をすることは解決

としての成長が病棟の看護実践のレベルアップにも

の糸口になると述べている。Benner18）は、語り手が

つながる。泊らは13)、施設にとって指導者は看護師の

実際の臨床状況で問題に気づいたり、問題を認識し

人材育成の一旦となりうるため、組織での指導者の

たりすることについてドラマティックに説明するの

教育や位置づけを明確にすることが望ましいと述べ

で、語り手の感じていることが明瞭になると述べて

ていることからも、看護部教育課と大学教員が協働

いる。また、成長途上の看護師も同僚に教える手助

していくことは有意義である。

けをしている、臨床知を他者へ伝達することが看護
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実践の中心で、経験知をお互いに共有することは教
育と学習になると他者の臨床的成長を促す19)ことも述
べている。
臨地実習指導者としてのキャリア発達支援のため
に継続的な組織的な取り組みを軸に、指導者自身が

謝辞
本研究にご協力くださいました A 大学附属病院の
臨地実習指導者の皆様に感謝申し上げます。また、平
成 24・25 年度順天堂大学保健看護学部研究の助成を
受けて実施できましたことに感謝申し上げます。

指導案や指導方法の評価など自己研鑽に励むことや、
指導経験年数を問わず指導者間同士で実習指導に関
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＊参考資料１「平成 26 年度現任教育ラダ―Ⅲ実施要項」

図２ 臨地実習指導者の初期教育における自己研鑚と組織的な取り組み
５
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研究報告
順天堂大学保健看護学部 順天堂保健看護研究 3
P.33 - 41 (2015）

基礎看護実習Ⅰにおける指導方法の実態
～臨地実習指導者のフォーカスグループインタビューから～

The Actual of the Teaching Method in the Basic Nursing Practice
－ Interviews Forcus Group with Clinical Training Instructors －
佐々木

史

乃１）

SASAKI Shino

濵

口

石

塚
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真知子
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２）

野

村

藤

尾

祐

子１）

FUJIO Yuko

志保子

３）

NOMURA Shihoko

旨

目的：本研究では、基礎看護実習Ⅰにおける実習指導者の指導の実態を明らかにすることを目
的とした。
方法：本学の基礎看護実習Ⅰの実習を担当した経験のある実習指導者を対象とした。７名の対
象者を３名と４名の２つのグループに分け 60 分程度のフォーカスグループインタビューを実
施した。
結果：基礎看護実習Ⅰにおける指導の実態として、【学生の特徴を捉える】、【その後の実習の導
入として捉える】、【自分自身の指導の方向性や方法に悩む】、【スタッフや教員を巻き込んだ学
びやすい環境をつくる】、【相互作用から得られる効果を実感する】の５つの大カテゴリーが導
き出された。
結論：実習指導者は、初学者の学生を未熟であるが、一生懸命誠実に患者と向き合うありのま
まの姿を受け入れていた。また、学生の能力を信じ寛大で前向きな関わりの実態がみえてきた。
これらのことから、看護学生にとって初めての実習をその後の実習の導入として捉え、看護の
楽しさを教えること、支援型のかかわりを意識した指導の必要性が示唆された。今後は、意図
的な指導を行うために教員と実習指導者が双方で作成する実習指導案と、指導についてリアル
タイムに評価修正できるようなしくみが必要であると考えた。
索 引 用 語：実習指導者、基礎看護実習Ⅰ、指導方法

Key words：Clinical training instructors, Basic nursing practice, Teaching method
Ⅰ．はじめに
基礎看護実習Ⅰは、看護学生の 1 年次に初めて入
１）順天堂大学保健看護学部
２）順天堂大学医学部附属静岡病院
３）順天堂大学保健看護学部（韓国・建陽大学）
１）Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
２）Juntendo University Shizuoka Hospital
３）Juntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
（Konyang University）
(Nov. 14, 2014 原稿受付）（Jan. 16, 2015 原稿受領）

院生活を送っている患者を目の当たりにし、今まで
学内で学んだ知識や技術を活かし、自分にできる身
の回りのケアを考え実践する実習である。この実習
での経験は大変貴重で学びが多く、今後の学習の動
機づけにも影響を及ぼすとも言われている１）。このよ
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うな実習で、学生の学びを支援する臨地実習指導者

指導者の具体的な指導場面を詳細に導き出し、実習

や教員は、短期間で実習目的や目標を達成させるた

指導の方法や在り方を検討しているものは見当たら

めに連携をとり、学生のレディネスを把握し、臨地

ない。さらに、教員と臨地実習指導者の連携に関す

実習でしか学べないことを精選し看護の喜びを実感

る研究では、意識調査や役割分担に関するアンケー

できるような関わりが求められる。また、看護学生

ト調査が多く見受けられるが６）、実際の指導から指導

にとって臨地実習指導者との出会いや関係性は、看

方法や在り方を検討している文献は少ない現状であ

護師としてのロールモデルの構築にも影響を及ぼす

る。以上のことから、本研究では、基礎看護実習Ⅰ

こともあり2）、臨地実習指導者の責務は大きいといえ

において臨地実習指導者は看護学生とどのように関

る。文部科学省の「看護学教育の在り方に関する検

わり、どのような指導を行っているのかを明らかに

討会」の報告書では、看護学の臨地実習指導教育の

し、今後の実習指導の充実を図るための基礎的資料

在り方と大学（学校）・施設双方の課題が述べられ、 とする。
よりよい看護の臨地実習の体制を作っていくために
は、双方の後輩育成に関する連携と目的意識の共有
3)

が重要であると強調されている 。

Ⅱ．目

的

本研究の目的は、看護学生にとって初めての臨地

順天堂大学保健看護学部は開学５年目を迎え、４年

実習における適切な指導の在り方や指導方法を検討

間に必要な学習を終えた卒業生が初めて巣立ち、基

するために基礎看護実習Ⅰにおける臨地実習指導者

礎看護実習Ⅰは５回目となる。本学の基礎看護実習

の指導の実態を明らかにすることである。

Ⅰを受け入れている病院においても初めて看護系大

本研究結果により、学生に対する初期の学習段階

学生の実習を受け入れるために、教員と臨地実習指

での実習指導の示唆を得ることができ、質の高い臨

導者と試行錯誤を重ねながら実習指導を行ってきた

地実習指導者の育成に繋がるのではないかと考える。

経緯がある。これまでの基礎看護実習Ⅰを振り返る

さらに臨地実習指導者と教員が連携できる実習指導

と、評価会議や実際の指導場面において、臨地実習指

体制作りへの貢献が期待できる。

導者の実直な実習指導に対する思いや考え、悩みや
問題など、実際の指導場面から指導方法について共
に考える機会がなかった。ここで、研究代表者自身が、

Ⅲ．順天堂大学保健看護学部における基礎看護
実習Ⅰの概要

初期の学習段階での実習指導の重要性を改めて感じ、 １．時期：１年次後期（２月）
再考する時期にあると考えた。

２．単位数：１単位（45 時間）

現状の実習指導体制は、実習指導案は、教員が中心

３．実習目的：入院生活を送っている患者の生活援助

となり組み立てており、臨地実習指導者の意見や考

の体験を通して、個々の患者の健康・生活状況に

えを反映し連携できているとは言い難く、また、学

あった看護を行う重要性および看護職者に求めら

生のレディネスに合わせた適切な実習指導が十分に

れる倫理的姿勢を学ぶ。

浸透していない。
そこで、基礎看護実習の実習指導に関する先行研

４．実習場所および学生数：某大学病院

学生

123 名

究をみると、教員の指導過程の振り返りや実習後の

５．実習指導体制：１病棟に学生５～７名を配置し、

学生からのアンケート調査などが多く4) 5）、臨地実習

臨地実習指導者１名、教員１名が担当する。（基礎

順天堂大学保健看護学部

順天堂保健看護研究

看護学教員のみ２病棟担当）
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・様々な出来事に対してどのように対処したのか

６．実習方法

等

日常生活行動の援助が必要な成人期または老年期
の患者１名を受け持つ。

７）データ収集方法：
・フォーカスグループインタビュー（参加者の許

４日間の病棟実習と１日間の実習振り返りと実習
のまとめの発表会を行う。

可を得てメモと録音により記録）
・１グループ５～６名、ファシリテーター１名（研
究グループメンバー）

Ⅳ．方

法

ファシリテーターの役割として、話し手の順序や

１）研究デザイン：質的帰納的デザイン

非言語的行動、雰囲気など可能な限り記録すること。

２）調査期間：平成 26 年２月

実習指導での体験を、ありのまま話してもらえるよ

基礎看護実習Ⅰの

評価会議が終了した後１週間以内
３）調査回数と時間：２グループに１回ずつフォー

うな雰囲気作りを徹底すること。対象者の発言に対
し、コメントや意見はしない。という研究メンバー

カスグループインタビューを 60 ～ 90 分間実施する。 間の共通認識の基に進めた。
４）調査場所：研究協力の得られた施設のカンファ
レンス室などの個室
５）対象：以下（１）（２）両方の条件を満たす臨地
実習指導者
（１）本学の基礎看護実習Ⅰを担当し、研究参加の
同意が得られた者。
（２）総合実習または成人・高齢者実習などの領域
実習を担当した経験のある者。
６）調査内容
（１）対象者の属性や背景
（看護師経験年数、職位、指導経験、実習指導者
になった経緯等）
（２）実習指導の実際（他領域の実習指導と比較で

８）データ分析方法：
フォーカスグループインタビューで得られた内容
（録音テープ、メモ）から作成した逐語録を繰り返し
読み、文章の意味が読みとれる最小の段落に分け、分
析の単位とした。さらに、基礎看護実習Ⅰでの指導
の実際に焦点をあて、コード化し、コードの共通性
を見出す中でカテゴリーを抽出し、抽象度を上げた。
カテゴリーの抽出は、データ、コードに戻りながらカ
テゴリーの特徴、命名の検討を重ね、その際、看護教
育および質的研究に精通している２名の専門家から
のスーパーバイズを受け妥当性を高めた。カテゴリー
の類似性、相違性を比較しながらカテゴリー間の関係
性を探索し、これを行きつ戻りつしながら進め、最

きるようにインタビューを行う）

終的なカテゴリーの抽出段階でカテゴリーを導き出

・実習を受け入れるために準備していること

した。

・基礎看護実習Ⅰの指導で特に意識していること
指導上の工夫、重点的に指導していること、学
生との関わり

Ⅴ．倫理的配慮
本研究は、順天堂大学保健看護学部研究等倫理委員

・基礎看護実習Ⅰの実習指導に伴う悩みや問題、 会の承認を得て実施した。研究対象者には、研究の目
不安なこと
・基礎看護実習Ⅰの実習指導に伴う楽しみややり
がい

的・意義・方法・人権の擁護、データ保管・処理方法
を文書及び口頭で説明をした。研究の同意について
は、本人の自由意思であり、研究協力の撤回や中断
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をした場合でも、病院側に知られることは一切なく、 生の成長を実感する』経験をしていた。
臨地実習指導者としての資質や能力評価、教員との

・学生の気持ちの変化とかを見てると、すごい純

関係性において全く影響がないことを保証した。本

粋で、何か忘れてるものをまた思い出させてくれた

研究の成果は、看護関連学会に発表する予定等につ

りとかは、何かやっぱり４日間しかいないけど、４

いて、文書および口頭にて説明し同意を得て実施した。 日間の中で患者さんの変化、ちょっとした表情の変

化とかもすごい見てて、初日よりしゃべれたりとか

Ⅵ．結

果

言葉が増えたりとか、そういうのもすごいやっぱ素
直に吸収してるんですよね。（４名グループの語り）

１．対象者の背景
対象者は、20 ～ 30 歳代の男性１名、女性６名の

２）【その後の実習の導入として捉える】

計７名であった。計７名の対象者を無作為に３名と

臨地実習指導者は、初めて看護援助場面に触れる

４名の２グループに分けた。職位は、主任３名、スタッ

学生であることを意識し、『実習が楽しいと思ってほ

フ４名であり、看護基礎教育の学歴は、短期大学１名、 しい』という思いの中、「一緒にケアをしながらアド
専門学校５名、専攻科１名であった。また、臨地実習

バイスをする」等、『とにかく一緒にベッドサイドに

指導者としての経験は、１年～ 12 年と幅があり、臨

行きケアの見本を見せる』指導を行っていた。実際

地実習指導者になった経緯は、上司からの指名が７名

の指導場面では、学生に、「何か気付いた？」、「振り

全員であり、指名の理由が、看護師としての経験年数、 返ってみよう」と『学生の気付きを引き出す』指導や、
研修会の参加歴、新人指導などの経験から選出され

『ほめることを優先する』、『学生のやりたいことを尊

ていた。インタビューの時間は、３名グループが１

重する』こと、実習目的を達成するために、「学生の

時間 06 分、４名グループが１時間 20 分であった。

自信がつくまで根気よく指導する」という『一人ひと
りをよくみる』ことを意識して指導にあたり、臨地実

２．基礎看護実習Ⅰにおける指導方法の実態（表１）

習指導者の考えを押しつけることなく、『基礎の段階

３名と４名の２グループが語った基礎看護実習Ⅰ

では多くを求めない』ことにも配慮し、基礎看護実習

における指導の実際をデータ化し分析した。大カテ

Ⅰでの４日間という短い期間で学びを引き出すよう

ゴリーを【

】、中カテゴリーを『

なかかわりを行っていた。しかし、学生からの学びを

ゴリーを「

」で表し、カテゴリーごとに説明する。 引き出すためには、『意図的に患者を選択する』こと

』、小カテ

一部の大カテゴリーの代表的な語りの具体例を太字

が必要で、「４日間でもコミュニケーションがとれそ

で示す。

うな患者を選定する」という具体的な内容が語られ

１）【学生の特徴を捉える】

た。また、看護場面の現象を的確に捉えてもらうため

臨地実習指導者は、学生とのかかわりの中で、「言

に『言葉や行動の意図まで教える必要がある』ことも

葉のボキャブラリーが減っている」と、『語彙や発想

意識していた。さらに、「カンファレンスでは体験し

の乏しさを実感する』が、「実習期間中はベッドサイ

たことの意味を考えられるようみんなに投げかける」、

ドで患者のそばにいる時間が長い」ことから、『患者

「基礎の段階から時間管理を意識させる」というチー

と一生懸命忠実に向き合う姿をみる』場面に数多く

ムの一員であることを初期の学習段階から意識させ

遭遇し、４日間の病棟実習の中で、「日に日に学生の

るような働きかけもおこなっていた。

表情が違い素直でいい」という、『ピュアで素直な学

・１個は絶対にほめるコメントを入れるっていう

順天堂大学保健看護学部
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のが自分の中にあって、あとは、指導が必要なことっ

分自身の指導の方向性や方法に悩む】ことの具体的

ていうのは随時言ってるから、記録にまであんまり

な内容として語られた。

残さないです。ちょっとこれ要るなっていうときは、

・初学者にどう気づかせていくかで、私もいつも悩

たまに書きますけど、もう記録のコメントはほめて

むところ、そういう視点がないから、そのまま通り過

終わるっていうふうに一応やってます。残るからやっ

ぎちゃう。でも、そこに気づいてほしいというこちら

ぱり、それでほめてもらって楽しかった実習だなっ

側の意図がある程度ある。そうしたときに、どうやっ

て、思うんで、記録は、なるべくほめるコメントで

てみんな気づかせているんだろうという、気づかせ

終わりたいなっていう雰囲気でやってます。（３名グ

るような働きかけしているんだろうというのは、い

ループの語り）

つも興味がある。（４名グループの語り）

・ケアが１個できたら、「どうだった？」って聞く

・研修会でも頑張ってやってきたんだけどな（指導

と反省しか上がってこなくて、できなかった、あれ

案の作成）。時間を理由にしちゃいけないと思いなが

もだめだったとかになるから、「何か気づいた？」っ

らも、どこの時間を使ったらつくれるんだろうって、

て聞くように、ついちょっと後輩への癖で、
「どうだっ

いつも考えて。今、一からつくろうと思うとすごい時

た」って聞きがちなんですけど、「何か気づいた」っ

間かかっちゃうけど、基本的なところは変わらなく

ていうように基礎１はなるべくしてて。そしたら、い

て、こことこことここだけちょっとアレンジしてみ

や、この人の爪が伸びてる、足浴したら爪が伸びて

ない、今回とか、そんな感じで使っていけば、本当

るっていうのに気づきましたとか、何か１個気づき

１時間ぐらいの話合いとかでできたりとかすると思

が出てきたら、そこをもう本当 100 点かのようにほ

うので、一からじゃ、あんなのやっていたら、本当に。

めるっていう、そんな感じで。（４名グループの語り） （３名グループの語り）
３）【自分自身の指導の方向性や方法に悩む】
臨地実習指導者は、
「学生の言葉がわからない」、
「伝
えたいことが伝わらない」という『伝えたいことが

４）【スタッフや教員を巻き込んだ学びやすい環境を
つくる】
臨地実習指導者は、スタッフと学生とのかかわり

伝わらないもどかしさを感じる』体験を語った。また、 から、「年代の近いスタッフからの指導は受け入れや
「学生に 100 を求めるスタッフ」がいることで、『実

すい」ことを目の当たりにし、「スタッフが行ってい

習目的を理解していないスタッフとの関わりに悩む』

るケア場面に学生を入れる」等、『スタッフの力量を

様子も語られた。初学者を指導する上での様々な悩

見極めながら指導の助けを借りる』意図的な働きか

みや問題を抱えている臨地実習指導者は、「その日の

けをしていた。そのとき、スタッフへの負担軽減と

実習について教員と話せる時間がほしい」と、その時、 学生の学びを考慮して、「細かく教えてほしいことを
その場でおこる問題に対して解決に導く術を求めて

申し送りノートに書く」等、『スタッフからの協力を

いた。また、「学生の実習計画を継続させるように働

得る準備をする』努力をしていた。また、スタッフ

きかけることができない」、「指導案を作る時間もな

の指導に対するモチベーションを維持するために『指

く、作るのに時間がかかる」と、指導案の必要性を

導の成果をスタッフにフィードバックする』ことに

認識しているものの、指導案を作成する上での悩み

も配慮していた。

も抱えていた。看護の初学者にかかわる臨地実習指

・若いスタッフに（指導の）依頼をするときに、こ

導者にとって、
『指導の道しるべがない』ことは、
【自

こまではできるからここまではやらせてほしいって、
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だから、それ以外のところをやってっていうふうに、

生の能力を信じ寛大で前向きな関わりをしている指

ちょっとラインを引いてるかなって、今思ったんで

導の実態がみえてきた。看護学生にとって初めての

す。（４名グループの語り）

実習であることを意識し、“看護の楽しさを味わって

５）【相互作用から得られる効果を実感する】

ほしい”という臨地実習指導者の思いと、今後の学

臨地実習指導者は、初学者の学生とかかわる中で、
「ケ

習につながるような“指導スキル”を駆使していた。

アの効果を学生と一緒に感じる」場面に数多く遭遇

花田は、教育の方法について、指導型と支援型を示

し、『指導者しか味わえない喜びを実感する』経験を

している。支援型の教育の本質は、一人ひとりの成

語った。そして、「学生の気持ちの変化は純粋で初心

長を個人の視点に立って助けるものであり、指導す

に戻れる」という『初心に戻り自分自身を振り返る

るほうの意思に沿ったものではない。本来個人が持っ

機会になる』と臨地実習指導者自身の自己研鑽の機

ている力をいかに引き出すことができ、自己教育力

会となっていた。さらに、学生の「よいケアはスタッ

を育むものであると述べている７）。本研究の結果から

フも継続してくれる」等、
『病棟の看護の質を高める』

導き出された『学生の気付きを引き出す』、『褒める

【相互作用から得られる効果を実感する】具体的な内
容も語られた。

ことを優先する』、『学生のやりたいことを尊重』す
るという具体的な指導は、臨地実習指導者の意見や

・自分の発見が、今も話すだけでも、ああそうかと

考えを押しつけるのではなく、学生のピュアで純粋

か発見あるし、単純に初心に返れるというのもある

な気付きや考えを引き出すものであった。これは、花

し、看護とか聞いていても、何かおもしろいですよ

田のいう支援型のかかわりであると考える。また、臨

ね。そんなふうに観察できるんだなとか、本当。ただ、

地実習指導者は、とにかく一緒にベッドサイドに行

自分のためにもきっとなっていると思います。答えが

きケアの見本を見せることを最優先し、実習の楽し

まだ出てないところもいっぱいあるんですけどね。だ

さを実感してもらえるような指導を行っていた。水

から、もっとやりたいなと思うんですね。
（３名グルー

戸は、「学生のもつ最初の看護への関心を大切にし、

プの語り）

その関心に関連する看護事象の本質とリアリティを
示すことでより強い関心、動機付けになって、自ら

Ⅶ．考

察

そのことを探究しようとするまでに働きかけること

本研究では、基礎看護実習Ⅰにおける指導方法の実

が大切である。」8）と、述べている。このことから、一

態として、【学生の特徴を捉える】、【その後の実習の

人の患者を受持ち、直接的なケアを行う場面に数多

導入として捉える】、
【自分自身の指導の方向性や方法

く遭遇した学生は、臨地実習指導者の支援型のかか

に悩む】、
【スタッフや教員を巻き込んだ学びやすい環

わりによって、看護への関心が高まり、看護職とし

境をつくる】、【相互作用から得られる効果を実感す

ての第一歩を踏み出すことができると考える。基礎

る】の５つの大カテゴリーが導き出された。これら

看護実習Ⅰでは、より多くの看護場面に学生を遭遇

“支援型のかかわり”の中から“看護の楽しさ”
の結果から、重要と考えられる２つの視点で考察した。 させ、
１．支援型のかかわり
基礎看護実習Ⅰを担当した臨地実習指導者は、初
学者の学生を看護職者としては未熟であるが、一生
懸命誠実に患者と向き合うありのままを受け入れ、学

を伝えられるように働きかけることの重要性が示唆
された。
２．手探りでの実習指導
初めて看護実践の場に触れる看護学生を指導する
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臨地実習指導者は、自分の指導の方向性や方法に悩

入として捉える】、【自分自身の指導の方向性や方

みながら手探りで学生とかかわっていることがわ

法に悩む】、【スタッフや教員を巻き込んだ学びや

かった。基礎看護実習Ⅰは、4 日間という短い期間で、

すい環境をつくる】、【相互作用から得られる効果

実習目標を達成に導かなければならないこと、何も

を実感する】の５つの大カテゴリーが導き出された。

できない状態の学生にどのように指導していいのか

２．臨地実習指導者は、看護学生にとって初めての実

わからない等の具体的な悩みは、実習指導を行うた

習をその後の実習の導入として捉え、看護の楽し

めの指導案が作成されていないことや、作成した指

さを教えること、支援型のかかわりを意識した指

導案を上手に活用できていないこと、教員とじっく

導を行っていた。

り話す機会がないことから発生していることがわ

３．短期間で意図的な指導を行うために、教員と臨地

かった。実習指導案は、今ここで行う実習の意義、こ

実習指導者が共有できるような実習指導案の作成・

の実習で学習できること、学生の特性・実態や傾向

活用方法の検討が必要である。また、実習指導案

も含め、一連のプロセスをもって、意図的なかかわ

を取り囲みながらリアルタイムに、指導の相談や

りを可能にするために作成するものである９）。先にも

振り返りができるしくみを構築していく必要性が

述べたが、基礎看護実習Ⅰを担当する臨地実習指導

課題として残された。

者の責務は極めて大きい。現状のような手探り状態
での指導は、臨地実習指導者の負担は増大するばか
りである。初めての実習の前に学習される知識とし
ての“看護師像”や“患者像”は、初回の実習にお
10）

いて描き直され、捉え直されるという 。まっさらで
純粋な学生たちにとって、自分自身の言動や行動そ
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