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研究要旨　成人看護学領域において臨地実習で修得した看護技術の実態調査を行い，学内での看護技術教育のあ
り方と，臨地実習における技術教育の在り方に対して実質的な検討を行った結果，学生の経験した技術項目は少
ないことが分かった。これは臨地実習で受け持ち患者を通して学ぶ看護技術のレベルと，教員側と学生側の“経
験した”と認識している項目の内容に差がある，現状の受け持ち患者を通しての実習には技術力の向上よりは思
考能力の育成に主眼がおかれていることから考えると看護学生が臨地実習で学べることには限界がある。これら
から，技術項目に関する学生の正確な知識を喚起する必要があり，個別にあった指導のための基礎資料が必要で
あることと，技術修得は何度も同じ技術を繰り返すことによってなされることから考えれば，現在の受け持ちを
通して学ぶ学習方法に改善を加えるかあるいは各領域ごとの卒業時到達目標の設定と調整が必要であるとの示唆
を得た。

キーワード：看護教育　成人看護学臨地実習　看護技術水準　技術修得

■　はじめに

　『21世紀の看護学教育』1）によれば，看護の専門
職者は社会の変化を認識し，対象のもつ健康問題
を解決できるように常に知識・技術を学習し続け
る学習者でなければならない。と同時に社会の一
員としてその責任を自覚し，その社会が求める建
設的発展に対して積極的に貢献する必要があると
いうことである。マス型教育移行時代の中で高等
教育に参入した看護教育は，高等教育の目的を念
頭にしつつ，高度実践者として知識・技術獲得を
考慮に入れながら，真に社会から求められる看護
専門職の育成が必要となる。既に筆者が『看護高
等教育における今日的課題』2）で提言した問題は
高度実践者としての技術教育の問題である。
　2003年，厚生労働省から各看護師等学校養成所
に送られた通達，『看護基礎教育における技術教
育のあり方に関する検討会報告書』3）には，近年
の臨地実習における技術練習の範囲や機会が少な

くなっていること，看護師養成機関における技術
教育の到達目標の格差などから，卒業直後の学生
においては，技術能力の格差が生じていることが
述べられた。技術能力の格差は臨床現場が期待し
ている能力とのずれを大きくしている。つまり，
このことは安全で適切な看護・医療の提供への影
響が懸念される問題でもある。
　同検討会報告書の“臨地実習において学生が行
う基本的な看護技術の考え方”では，看護基礎教
育における技術教育の改善を図るため，臨地実習
において学生に実施させてもよい技術項目とその
水準を分類し，教育指導の指針が示された。この
報告書に明示された看護技術項目は教員や1. 教員
や看護師の助言・指導により学生が単独で実施で
きるもの，２．教員や看護師の指導・監視のもと
で学生が単独で実施できるもの，３．学生は原則
として看護師・医師の実施を見学するである。
　報告書ではそれぞれに具体的に技術項目を提示
している。看護教育に携わっている者にとって具
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■　研究方法

１．研究方法；調査研究
　�　質問紙は，厚生労働省が示した . 臨地実習に
おいて看護学生が行う基本的な看護技術の水準
を参考に90項目で構成され，“看護技術あなた
の実習経験録”とした。（別添資料－１）
２．研究対象；４年生114名中，同意の得られた
　95名（回収率83.3％）
　内，有効回答95名（有効回答率100％）
３�．調査期間；平成17年10月１日～平成18年７月
20日
４．調査方法
１�）成人看護学実習要綱に看護技術マトリックス
を挿入し，看護教育及び臨地実習指導者間で共
通理解をした。
２�）成人看護学臨地実習ガイダンス時に“看護技
術あなたの実習経験録”の質問紙を学生に配布，
目的を説明し，成人看護学臨地実習時に逐次
チェックを行うよう指導した。
３�）それぞれ学生自身が“見学した”“指導下で
実施した”“単独で実施した”の３段階でチェッ
クを行った。
４�）成人看護学臨地実習終了時に成人看護学実習
記録と共に提出させた。
５�）技術水準は到達目標であり，絶対評価である
ことから，結果は統計処理を行わず単純集計し
た。
５�．倫理的配慮
　倫理的配慮として，本調査は経験回数や到達度
を問うものではなく，経験した項目が成績と関係
のないことを文書及び口頭で説明し同意を得た。

■　結　果

　〔水準１：教員や看護師の助言・指導により学
生が単独で実施できるもの〕，水準２：教員や看
護師の指導・監視のもとで学生が実施できるも
の〕，水準３：学生は原則として看護師・医師の
実施を見学する〕の３つに分けて，それぞれ図１
から３に示した。学生が回答した，それぞれのグ
ラフの下に「見学した」は「見」，指導下で実施
した」は「指」，単独で実施した」は「自」を表
示し，特に「単独で実施した」は黒色で示した。
　水準１：教員や看護師の助言・指導により学生
が単独で実施できるものについての結果を図１－

体例が提示されたことは，臨地実習における看護
学生の実践面で実施させてよいか悪いかの判断の
基準ができ，倫理的な側面からも教育しやすく
なった側面も有する。他方，技術項目の一部には
その実施許容水準については疑問の点も有する。
昨今の実情から，一般市民に普及されている「救
急法」〔水準３：学生は原則として看護師・医師
の実施を見学する〕を見学させるだけでよいのか
である。看護学生であっても専門職に向けて教育
されつつある者たちであり，少なくとも，一般市
民よりは学習して修得すべき技術項目ではないか
と考えられる。屋宜4）らも同様な問題にくわえ，
水準１．教員や看護師の助言・指導により学生が
単独で実施できるものとして提示された【与薬の
技術】の大項目である〈経口・経皮・外用薬の与
薬方法〉を学生に単独で実施させてよいのかにつ
いても懸念を表明している。
　同報告書によって看護技術水準が示されて以降，
他看護教育機関でもマトリックスを利用した看護
技術教育例がいくつか報告された5）6）。また，看
護技術能力向上のために技術チェックプログラム
を作成し，臨地実習で活用した実践報告例も報告
されている7）8）。
　本学部では2003年，実習委員会を中心に各専門
領域における技術教育の実情を調査，看護技マト
リックスの構築－看護学部学生の看護技術到達度
を高めるための取り組みを開始した9）。臨地実習
前あるいは卒業時までに実践可能なレベルまでに
看護技術を修得させることに関しては，成人看護
学領域における学習方法として，単に手順どおり
に看護技術を実践させるのではなく，事例にそっ
てアセスメントし看護技術とコミュニケーション
能力を結び付けて実践することを目的に，学生が
主体的に取り組む“振り返り学習”を学内演習及
び成人実習に取り入れて，その成果を報告してい
る10）11）12）13）14）。しかしながら，看護学生が一年
間の実習期間中，受け持ち患者を通して経験する
看護技術には実質的に限界があると考えられた。
　そこで本研究では，これまでの本学成人看護学
の取り組みに併わせて，限定された範囲内ではあ
るが，2005年度に成人看護学臨地実習Ⅰ（２単
位）・Ⅱ（３単位）・Ⅲ（３単位）に参加し，実習
で修得した看護技術の実態調査を行い，学内での
看護技術教育のあり方と，臨地実習における技術
教育の在り方に対して検討を行い，今後の看護技
術教育への示唆を得ることを目的とする。
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①・②に示した。水準１に関する47項目のうち，
単独で実施したと回答した割合が10％以下の項目
は11項目であった。それは，No. ８便器・尿器の
使い方（10％），No.10失禁ケア（４％），No.11排
尿困難時のケア（２％），No.12膀胱内留置カテー
テル法の管理（４％），No.17入眠・睡眠の援助
（10％），No.26酸素吸入法（９％），No.27気道内
加湿法（６％），No.29吸引（６％），No.36検体の
採取と扱い方（採尿，尿検査）（３％），No.37検
体の採取と扱い方（心電図モニター）（３％），
No.43（医療事故予防）（10％）である。このうち，
“見学した”及び“指導下で実施した”“実施した”
の３段階とも約10％以下の項目は，No.17入眠・
睡眠の援助（見学：９％・指導下：５％・実施：
10％），No.27気道内加湿法（見学：13％・指導下：
５％・実施：７％），No.36検体の採取と扱い方（採
尿，尿検査）（見学：12％・指導下：１％・実施：
３％），No.37検体の採取と扱い方（心電図モニ
ター）（見学：31％・指導下：３％・実施：３％）
の４項目であった。それに近い割合の項目として，
No.6食生活支援（見学：11％・指導下：14％・実
施：11％），No.31経口・経皮・外用薬の与薬方法
（見学：41％・指導下：7％・実施：11％）の２項
目があった。単独で実施できる技術項目のうち，
全体の80％を超えている項目はNo.1療養生活環
境調整，No.2ベットメーキング，No.33バイタル
サインの観察，No.35症状・病態の観察，No.38検
査時の援助（パルスオキシメータ）の５項目であっ
た。
　水準２：教員や看護師の指導・監視のもとで学
生が実施できるものに関する33項目に関する調査
結果を図２に示した。水準２のうち，“指導下で
実施した”と回答した割合が比較的高かった項目
は，No.54移送（35％），No.57寝衣交換など衣生
活援助（44％）であった。反対に“指導下で実施
した”と回答した割合が低かった項目は20項目で
あった。【呼吸・循環を整える技術】のNo.60酸
素ボンベの操作（10％），No.61低圧胸腔内持続吸
引中の患者のケア（0％），No.62人工呼吸器装着
中の患者のケア（２％），【創傷管理技術】の
No.63包帯法（２％），No.64創傷処置（３％），【与
薬の技術】の No.65直腸内与薬方法（１％），
No.66点滴静脈内注射（８％），No.67中心静脈栄
養の管理（２％），No.68皮内注射の方法（0％），
No.69皮下注射の方法（0％），No.70筋肉内注射の
方法（0％），No.71静脈内注射の方法（0％），

No.72輸液ポンプの操作（３％），【症状・生体機
能管理技術】のNo.73検体の採取と扱い方（採血）
（0％），No.74検体の採取と扱い方（血糖測定）
（２％），No.75検査時の援助（胃カメラ）（１％），
【感染予防の技術】のNo.79無菌操作（７％）であっ
た。中でも低圧胸腔内持続吸引中の患者のケア，
皮下注射の方法，皮下注射の方法，筋肉内注射の
方法，静脈内注射の方法，検体の採取と扱い方（採
血）については見学レベルであっても全く経験す
ることができていない。
〔水準２〕で“見学した”と回答した割合が高かっ
た項目は，No.53膀胱内留置カテーテル法（カテー
テル挿入）（38％）とNo.66点滴静脈内注射（51％）
であった。
　水準３：学生は原則として看護師・医師の実施
を見学する11項目に関する調査結果を図３に示し
た。いずれの項目も見学率は低いが，そのうち〔見
学〕を殆どしていない項目は，【救命救急処置技術】
のNo.83救急法，No.86人工呼吸，No.87閉鎖式心
マッサージ，No.88除細動であった。

■　考　察

　図１－①・②にも示したが，〔水準１：教員や
看護師の助言・指導により学生が単独で実施でき
るもの〕に関する47項目のうち，単独で実施でき
る技術項目で，全体の80％を超えている項目は
No.1療養生活環境調整，No.2ベットメーキング，
No.33バイタルサインの観察，No.35症状・病態の
観察，No.38検査時の援助（パルスオキシメータ）
の５項目であった。これらの項目は患者の観察を
正確に行う基本的な項目であり，自分で行えるこ
とに100％を期待するものである。その上，食事
介助や移動，清潔・衣生活についても看護学生が
単独で行えるようになることが期待される。これ
らの技術項目が実際に経験されずに卒業するとい
うことは，看護実践能力が著しく劣った状態であ
ると考えられるのもやむを得ない状況であろう。
　単独で実施したと回答した割合が10％以下の項
目は11項目あったが，単独で実施してはいなかっ
たが，指導下での実施あるいは見学レベルであっ
た。３段階とも約10％以下の４項目のうちNo.17
の入眠・睡眠の援助は，特に夜間に援助を必要と
するので，あるいは学生自身が働きかけることが
不可能な項目であったとも考えられる。しかしな
がら，臨地実習場面では学生は昨夜の受け持ち患
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図１－①　（水準１）　教員や看護師の助言・指導により学生が単独で実施できるもの（質問項目１～25）

図１- ②　（水準１）　教員や看護師の助言・指導により学生が単独で実施できるもの（質問項目26～46）
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者の睡眠状況については情報を収集し，問題があ
れば働きかけようと援助計画を立案する。ゆえに
入眠・睡眠の援助についての実施率が低いのは，
夜間という特殊性のみならず，学生自身がが経験
したと認識していなかったと考えられる。No.27
気道内加湿法は，超音波加湿器を使用している患
者の看護は，術後や呼吸器系疾患の患者を受け
持った場合には実施率が高い。ゆえに臨地実習指
導者が指導を多く経験していることから，学生が
実施している技術項目であると考えられるので，
学生の認識の誤りも一部あると考える。No.36検
体の採取と扱い方（採尿，尿検査）は，病棟では
早朝尿で検査をする機会が多いことから，学生が
臨地実習を行う時間には経験する機会が少なかっ
たことが考えられる．No.37検体の採取と扱い方
（心電図モニター）は，循環器疾患の患者を受け
持つ機会がなかった場合，経験する機会が少な
かったことが考えられる。No.6食生活支援（11％）
も他の３段階とも実施率が少なかったが，ほとん
どの学生は受け持ち患者の配膳および食事をする
環境を整えることを実施している。必要がある患
者には介助をしているが，学生たちが食生活支援
を食事介助と誤って認識した場合は，実施しな
かったと答える場合も考えられる。No.31経口・
経皮・外用薬の与薬方法は，「単独で実施」をし
た割合が11％であったが，見学をしていた。
　日常生活援助に関わることは〔実施〕あるいは
〔指導下で実施〕する機会が多いが，排泄援助技
術や，吸引や与薬など身体への侵襲を伴う看護援
助技術を経験した割合は少なかった。排泄援助技
術については先述した単独で実施できる水準１の
技術項目，No.7の自然排尿・排便に対することか
らNo.12の膀胱内留置カテーテル法（管理），あ
るいは水準２で示されたNo.50の浣腸からNo.54
の膀胱内留置カテーテル法（カテーテル挿入）と
多岐にわたるが，多くの看護学生が日常生活援助
技術として何らかの形で実施している。これらは
学生が項目にチェックする際に誤認識したか，
チェック忘れがあったのではないかと考えられ
る。経口・経皮・外用薬の与薬方法について屋宜
15）は学生の実施に懸念を示したが，学生が技術
の原則を踏まえて実施することが前提であれば，
実施可能な技術項目であると考える。医療安全面
から指導教員の過度な制御もある一面，学生の到
達目標を下げる一因に為りえるのではないかと考え
る。

　図２で示した〔水準２：教員や看護師の指導・
監視のもとで学生が実施できるもの〕に関する33
項目のうち，「指導下で実施した」と回答した割
合が高かった項目は，No.54移送（35％），No.57
寝衣交換など衣生活援助（44％）であった。これ
らは日常生活援助に関わる看護援助技術であり，
実際には今回調査した結果以上に実施していると
考えられる。反対に「指導下で実施した」と回答
した割合が低かった項目は，33項目中20項目に及
んだ。その内容は，【呼吸・循環を整える技術】
や【創傷管理技術】，与薬の技術】，症状・生体機
能管理技術】，【感染予防の技術】の身体の侵襲を
伴う恐れのある看護技術であった。それと同時に
臨地実習では，受け持ち患者を通して学ぶことが
可能な看護技術となる。しかしながら，実習ロー
テーションの流れで言えば，成人看護学領域にお
ける実習科目は３科目であり，基本的には一科目
一人の受け持ち患者で看護過程を展開する。した
がって，全ての学生が総じて外科，内科，整形外
科などの診療科目別に実習することができない状
況にある。また，本学部の成人看護学領域におけ
る対象は急性期・慢性期という区分ではなく，健
康障害のセルフコントロールを必要とする成人
や，生活行動に障害のある成人，などの対象者別
に実習を行っている。そのため個々の学生により，
看護技術修得内容の差が生じることも考えられ
る。つまり，受け持った患者により血糖測定，胃
カメラ，気管支鏡，腰椎穿刺，12誘導心電図，無
菌操作など経験できないこともあったと考えられ
る。それに伴い〔指導下で実施〕はできなかった
が，〔見学した〕と回答したNo.53膀胱内留置カ
テーテル法（カテーテル挿入）（38％）や No.66
点滴静脈内注射もあり，臨地実習施設側と教育側
の妥協点として，〔見学〕している場面も多いこ
とが推測できる。これらは臨地実習中にカンファ
ランスなどを通して，学生個々の受け持ち事例か
らの相互学習などの必要性を示唆している。
　本学では実習施設数が多く，看護学生は実習配
置表によって様々な施設での実習が推進される。
したがって，成人看護学では科目ごとに実習施設
が変わり，受け持ち患者も変わり，指導教員もそ
の都度変わる。現状では学生個々は，まずは実習
施設の環境に適応することに始まる。その上で，
受け持ち患者の健康問題を把握し，看護計画が具
体的になされ，実践が始まる。看護実践について
言えば，学生は自己の技術力を自ら Critical�
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図2　（水準2）　教員や看護師の指導・監視のもとで学生が実施できるもの（質問項目47～89）

図3　（水準3）　学生は原則として看護師・医師の実施を見学する（質問項目80～90）
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Thinking し，どのように実践するかについて臨
床指導者と具体的に検討する。最初の段階で多く
の技術項目は水準３同様，実習指導者が示すモデ
ルを観察する。すなわち，見学に始まることであ
ろう。しかしながら，学生個々の実践能力の水準
がどこまであるのかという判断をするに可能な資
料があれば，臨地実習指導者が，まさにそこの場
所，その時点における実践を如何になすかの判断
もできよう。現状では学生自身の自己申告に頼る
ばかりである。臨地実習において学生がいかに経
験しているかの把握はかつて経験録というチェッ
クリスト形式によってなされていた。いわゆる経
験録が中止される背景には技術修得に主眼が置か
れたことに対する反省からなされたものである。
大分県立看護科学大学16）や東京医科歯科大学の
取り組み17）などは，かつての経験録に類似であ
る。が，こうした取り組みは学生の動機づけにつ
ながることであろう。学生の意欲に関わるあるい
は各教員が学生の技術修得状況を正確に把握しつ
つ，個々の学生にあった指導を実施するための基
礎資料も必要ではないかと考える。
　図３に示した〔水準３：学生は原則として看護
師・医師の実施を見学する〕の11項目のうち，〔見
学〕を殆どしていない項目は，【救命救急処置技術】
のNo.83救急法，No.86人工呼吸，No.87閉鎖式心
マッサージ，No.88除細動であり，水準２と同様
に身体の侵襲を伴う看護技術であった。それと同
時に臨地実習では，受け持ち患者を通して学ぶこ
とが可能な看護技術となるため，これらの技術項
目は受け持った患者が重症であったり急変したり
した場合でないと経験できない項目である。した
がって，実際には見学する機会がなかったことが
予想できる。これらのことは屋宜らの報告である
日常生活援助に関わることは〔実施〕あるいは〔指
導下で実施〕する機会が多いが，排泄援助技術や，
吸引や与薬など身体への侵襲を伴う看護援助技術
を経験した割合は少なかった18）という結果と同
じであった。先述したように救命救急処置技術の
うち，AEDなどは一般市民が修得することによっ
て救命率を高めようとしているのが社会的ニーズ
であるとしたら，少なくても看護学生が実施でき
ないというのは専門職として学ぶ立場から見れば
違和感を禁じえない。ゆえにAEDなどの救命救
急処置技術については，学内での演習で実施でき
るレベルに学習させる必要があろう。
　卒業時の学生の看護技術に対する自信は，第一

に臨地実習での学修体験の頻度による19）。他方，
臨地側からは，すべての看護技術項目は学内でも
実習でも経験しておくべき20）との意見も存在す
る。これらの調査結果に共通していることは，看
護技術は経験が増すごとに自信につながるという
ことである。つまり，学内及び臨地における学習
経験はある特定の技術を習得するために連続して
経験する機会を学習者に提供することである。そ
の経験の連続がその意味を理解させ内部変化をと
おして技術獲得につながる。ジェームズ21）も「訓
練の連続性は，神経系統を絶対確実に正しく働か
せる大切な手段である。」22）と述べ，連続した技
術訓練の必要性について論じている。ゆえに一つ
の技術を獲得するには何度も繰り返し訓練する機
会が必要となる。しかしながら，成人看護学実習
中，看護学生は単独で行える技術経験が少なく，
現在の一人の患者を受け持って看護過程を中心と
した実習では到底，卒業時到達目標到達は困難で
あろう。
　現状の受け持ち患者を通しての実習には技術力
の向上よりは思考能力の育成に主眼がおかれてい
ることから考えると，看護学生が臨地実習で学べ
ることには限界がある。これらから，技術項目に
関する学生の正確な知識を喚起する必要があり，
個々にあった指導のための基礎資料が必要である
ことと，技術修得は何度も同じ技術を繰り返すこ
とによってなされることから考えれば，現在の受
け持ちを通して学ぶ学習方法に改善を加えるか，
あるいは各領域ごとの卒業時到達目標の設定と調
整が必要であろう。

■　結　論

　臨地実習における技術教育の在り方に対して
チェックリストから分かったことは以下のとおり
である。
１�．臨地実習で受け持ち患者を通して学ぶ看護技
術のレベルと，教員側の認識と学生側が経験し
たと認識している項目の内容に差がある。看護
学生の技術修得状況把握は必要であり，そのた
めに経験録などの再活用も検討する必要があ
る。学生の意欲に関わるあるいは各教員が学生
の技術修得状況を正確に把握しつつ，個々に
あった指導のための基礎資料が必要である。
２�．成人看護学実習中，看護学生は単独で行える
技術経験が少なく，現在の一人の患者を受け
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持って看護過程を中心とした実習では，卒業時
到達目標到達は到底困難である。成人看護学領
域が看護学生の到達目標を技術度の成熟に主眼
を置くとしたら臨地実習の教育目標を再修正す
る必要がある。

■　おわりに

　これまで本学成人看護学の取り組みに合わせ
て，2005年度生のうち成人看護学領域において臨
地実習で修得した看護技術の実態調査を行い，学
内での看護技術教育のあり方と，臨地実習におけ
る技術教育の在り方に対して実質的な検討を行っ
た結果，一人の患者を受け持って看護過程を中心
とした現在の実習方法では到底，技術水準で示さ
れた卒業時到達目標は到達し得ず，今後の臨地に
おける実習のあり方に若干の示唆が得られた。
　これは，学内における技術教育にも警鐘を与え
るものである。今後，さらに技術教育のあり方に
ついて検討を加える中で学生の意欲に関わるある
いは各教員が学生の技術修得状況を正確に把握し
つつ，個別にあった指導のための基礎資料が必要

である。技術修得は何度も同じ技術を繰り返すこ
とによってなされることなどである。これらのこ
とから看護学生が臨地実習で学べる内容を精選す
ること，各教育期間ごとの卒業時到達目標を設定
することが必要であろう。しかしながら，本調査
は成人看護学臨地実習で修得した看護技術項目に
ついてのみ問うており，頻度や到達度は不問であ
る。いずれにしても成人看護学実習は看護専門領
域としては８単位と多いが，基礎看護学実習を含
め，全ての調査をしなければ全体像は把握できな
い。さらに看護技術修得のみに主眼が置かれると
したら，過去の経験の繰り返しである。今後，こ
の問題については学部全体として取り組んでいく
べき問題である。
　今後の課題としては，本学成人看護学で行って
いる“振り返り学習”の学修効果が，“事前に実
践可能なレベル”に達しているかどうか検討する
ことと，実施する援助内容について，“看護師等
が行う看護行為と同程度の安全性が確保される範
囲”とは，どのような看護技術の実施レベルなの
か，教育側と病院及び施設側で看護技術の到達目
標を設定することが求められる。
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１．この実習経験録は、成人看護学実習時には常に携帯し、経験した項目には○を記入する。
２．この実習経験録は、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを通して、活用する。
３．この実習経験録は、実習の実態を把握するためのものであり、すべての技術を経験することは目標及び評価としない。


