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抄　録

本大学の看護学科基礎看護学領域では，以前より CAI教材の開発に取り組んできており，基礎看護技術の
「体位変換・移乗・移送」「バイタルサイン」「罨法」「感染」「清潔」「摂食嚥下」「採血」「包帯法」について

CAI教材を作成している。学習者の進捗度に合わせて学習できる効果的かつ効率的な教育システムを構築・運
用するために，我々は今回，「採血」の教材の修正と未完成部分である「注射」「吸入」「吸引」「浣腸」「導尿」
の CAI教材を完成させ，学生へのアンケートから評価を行った。今回作成した教材はわかりやすく，自己学習
の道具として役に立つなどの評価を得た。学生からの要望としては，「学内だけでなく自宅でも使えるようにし
てほしい」，「もう少し詳しい説明があるともっと勉強になる」などの意見があった。学外から安全にアクセス
できる e-Learningシステムの導入については，運営資金の確保とサポート体制の確立が課題である。
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1 緒言

IT先進国のアメリカでオンライン教育について語
られるようになってきたのは，1990 年代のことであ
り，大学における e-Learning教育が普及してきたのは，
1990 年代後半といわれている 1）。日本においても，
近年の高度情報化に伴い，コンピュータやインターネ
ットなどの情報通信技術（ICT ： Information and

Communication technology）を用いたコンピュータ学
習支援（以下 CAI と称す： Computer Assisted

Instruction）や e-Learningは，企業内教育や学校教育，
社会教育の分野で急速な発展をしつつある。
看護教育は看護専門職としての最低限必要な知識・

技術の修得や実践での判断力や応用力が求められてお
り，詰め込み式教育になりがちである。さらに看護職
の資格を得ても日進月歩の医療の進歩に合わせて常に
継続して学習していかなければならず，夜勤勤務のあ
る特殊な勤務体制を考慮した学習システムが求められ
ている。
このような看護教育の問題点を解決するために，

CAIや e-Learningは，現在多くの教育現場で導入され
ており，実践段階に入っている。昨今のネットワーク
環境を基盤とする技術革新により，CAIや e-Learning

はさらに普及していき，今後の看護教育のひとつの柱
となっていくことが考えられる。そして，それらを活
用することにより，広い意味のいわゆる卒後教育も可
能となることが期待されている。
看護教育の分野における e-Learningと伝統的対面授

業とでの比較研究では主として学習到達度評価が行わ
れており，概して学習到達度には両者に大きな差はな
いと結果が得られている 2）。

e-Learningシステムを導入することにより，
・外部から安全にアクセスできるため学生個人のスケ
ジュールに合わせて自宅学習ができる

・学習の進捗度を一括して管理できるため学習履歴を
管理システムとして蓄積できる

・演習問題等を即座に分析し，正しく学習者へフィー
ドバックできる

等が期待される。
本大学の看護学科基礎看護学領域では，以前より

CAI教材の開発に取り組んできており，基礎看護技術
の「体位変換・移乗・移送」3）「バイタルサイン」「罨
法」「感染」「清潔」「摂食嚥下」「採血」「包帯法」に
ついて CAI教材を作成している（図 1）。そこで今回，
「採血」の教材の修正と未完成部分である「注射」「吸
入」「吸引」「浣腸」「導尿」の CAI教材を完成させ，
CAI教材使用後の学生へアンケートを行った。さらに
アンケートでは学生のインターネット環境に関する調
査も行った。そして，その結果から e-Learningシステ
ムの導入について検討したので報告する。

2 目的

作成した CAI教材を公開し，学習者の進捗度に合
わせて学習できる効果的かつ効率的な自己学習支援シ
ステムを構築し，運用する。また，作成した CAI教

図 1 基礎看護学における技術項目
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材を e-Learningシステムに載せ，学習者の進捗情報を
一括して管理し，最新の教材を学習できる効率的な教
育システムの導入・運用について検討する。

3 方法

3.1 CAI教材の構成　

基礎知識編と看護技術編の 2部構成とした。基礎知
識編は，それぞれの項目における目的，看護技術を行
う上での留意点や看護技術の科学的根拠となる知識な
どの内容とした。看護技術編は，それぞれの項目にお
いて，準備物品，実施手順，後片付けの順で動画を作
成した。

3.2 CAI教材の作成

3.2.1 基礎知識編

説明文は，看護技術の目的や看護技術を行う上で理
解しておくべき知識の要点について簡潔にまとめ，わ
かりやすく記載した。注射部位や注射針の持ち方・刺
入角度といった説明文だけでは理解することが難しい
内容については，イラスト，図，写真などを用いて視
覚的にわかりやすくなるようにした。
3.2.2 看護技術編

実際に看護技術を実施する場面を撮影した。撮影に

は，デジタルビデオカメラを 2台使用した。1台は固
定カメラとして常に一定のポジションから撮影し，も
う 1台はフリーカメラとして固定カメラでは撮影でき
ないポジションから撮影を行った。
撮影した動画は，動画編集ソフトを用いて編集した。

動画作成の対象とした看護技術の実施所要時間は，5
分以内である。そのため，説明を含めた 1つの動画は，
10 分以内とし，学習者の集中力が途切れないように
考慮した。

3.3 ホームページの作成

IBMホームページ・ビルダーを用いてホームペー
ジを作成した。
トップページには基礎看護技術の項目を表示し，学

習したいページに移動できるようにした。文章やイラ
ストなどが見やすいように背景は白で統一し，項目ご
とのページのデザインも統一した。
各項目のページは，画面の左側にメニュー欄を固定

し，右側にメニュー項目の説明を表示するように設定
した（図 2.3）。

3.4 作成した CAI教材の評価

3.4.1 調査対象

本学の診療に伴う看護方法論の単位を取得している

図 2 作成したホームページ画面①

説明文や画像などが

この右側のスペース

に表示される。

メニュー部分

見たい項目を選択（クリック）

すると右側のスペースにその項目

の説明や画像などが表示される。



学生を対象とし，研究の目的を文書と口頭で説明した。
また，アンケートの調査協力は任意であり，無記名で
行うことを説明し，同意の得られた学生 54 名を対象
とした。
3.4.2 調査方法

2010 年 7 月に，情報処理演習室において対象者へ
自記式アンケート調査を実施した。対象者は，今回作
成した CAI教材を初めて視聴する学生で，学内 LAN

に接続したパソコンから CAI教材を視聴しながらア
ンケートに回答した。アンケートは記入後その場で回
収した。
3.4.3 調査内容

CAI教材の評価は，基礎知識編，看護技術編，ホー
ムページ全体について実施した。調査内容は，システ
ムの応答性，ホームページの内容や学習効果について
である。質問項目には，1：「そう思う」，2：「やや
そう思う」，3 ：「あまりそう思わない」，4 ：「そう
思わない」の 4段階尺度を用い，4つの選択肢からの
回答を求めた。
また，今後の教材の工夫・改善に役立て，学習者の

要望を把握するために，自由記載により意見や感想を
求めた。
さらに，学習者をとりまく情報通信技術や環境につ

いて把握するために，自宅で使用できるパソコンの有
無，インターネット接続の有無と使用頻度，携帯電話
の所有と携帯電話からのWebサイト閲覧の頻度，ス

マートフォンの所有あるいは所有予定の有無，学内の
情報処理演習室でのインターネット使用頻度につい
て，2～ 4の選択肢から回答を求めた。
3.4.5 分析方法

選択方式の回答については単純集計をした。自由記
載方式の回答は，記述内容の分類と整理を行った。

4 結果　

4.1. 基礎知識編　

「注射」，「吸入 or 吸引」，「浣腸 or 導尿」の項目ご
とに，わかりやすさ・興味・満足度について回答を求
めた。
「注射」では，「説明文はわかりやすかったですか」

の質問に対し，98 ％の学生が「そう思う」「ややそう
思う」と回答した。「興味を持って見ることができま
したか」の質問に対し，98 ％の学生が「そう思う」
「ややそう思う」と回答した。「内容は満足のいくもの
でしたか」の質問に対し，97 ％の学生が「そう思う」
「ややそう思う」と回答した。（表 1）
「吸入 or 吸引」，「浣腸 or 導尿」においても，「説

明文はわかりやすかったですか」「興味を持って見る
ことができましたか」「内容は満足のいくものでした
か」の質問に対し，90 ％以上の学生が「そう思う」
「ややそう思う」と回答した。
基礎知識編全体について，「画面の切り替わりは速
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図 3 作成したホームページ画面②

見たい項目をクリックす

ると動画が再生される。



かったですか」の質問に対し，96 ％の学生が「そう
思う」「ややそう思う」と回答した。「文字の大きさは
適当でしたか」の質問に対し，94 ％の学生が「そう
思う」「ややそう思う」と回答した。「自己学習の道具
として役に立ちますか」の質問に対し，98 ％の学生
が「そう思う」「ややそう思う」と回答した。

4.2 看護技術編　

「注射」，「吸入 or 吸引」，「浣腸 or 導尿」の項目ご
とに，システムの応答性・わかりやすさ・興味・満足
度について回答を求めた。
「注射」では，「画面の切り替わりは速かったですか」
の質問に対し，94 ％の学生が「そう思う」「ややそう思
う」と回答した。「動画がスムーズに表示されましたか」
の質問に対し，90 ％の学生が「そう思う」「ややそう思
う」と回答した。「ナレーションはわかりやすかったで
すか」の質問に対し，98 ％の学生が「そう思う」「やや
そう思う」と回答した。「興味を持って見ることができ
ましたか」の質問に対し，98 ％の学生が「そう思う」
「ややそう思う」と回答した。「内容は満足のいくもの
でしたか」の質問に対し，98 ％の学生が「そう思う」
「ややそう思う」と回答した。（表 2）
「吸入 or 吸引」，「浣腸 or 導尿」においても，同様

の質問項目に対し，90 ％以上の学生が「そう思う」
「ややそう思う」と回答した。
看護技術編全体について，「自己学習の道具として

役に立ちますか」の質問に対し，96 ％の学生が「そ
う思う」「ややそう思う」と回答した。「ナレーション
の速さは適当でしたか」の質問に対し，85 ％の学生
が「そう思う」「ややそう思う」と回答し，9 ％の学

生が「やや遅い」と回答した。

4.3 ホームページ全体　

「このホームページを見て自己学習しようと思いま
すか」の質問に対し，96 ％の学生が「そう思う」「や
やそう思う」と回答した。「どんな時に活用しようと
思いますか（複数回答可）」の質問に対し，「予習」が
8 名，「試験前の学習」が 21 名，「実習前や実習中の
学習」が 51 名であった。（表 3）

4.4 ホームページに対する意見・感想

ホームページに対する意見・感想を表 4 ～ 6 に示
す。複数の学生が記述していた内容については，件数
を表示した。
基礎知識編（表 4）では，画面表示に関しては，満

足な点として「イラスト・図・写真などが多くてイメ
ージしやすい/わかりやすい」という内容の意見は 5
件あったが，不満足な点として「絵や図が少しわかり
にくいところがあった」という内容の記述が 2件あっ
た。内容に関して，「説明文が短くて，大切なことだ
け書いてあるのでいいなあと思う」という意見があっ
た反面，「もう少し詳しい説明があるともっと勉強に
なる」という意見があった。
看護技術編（表 5）では，動画の表示やナレーショ

ンに関しては，満足な点として「とても見やすかった」，
「細かい部分はズームしていただいて見やすかった」，
「ナレーションが聞きとりやすい」という意見があっ
たが，不満足な点として「少し画面が暗いため，細か
い部分が見えにくかった」，「指示箋の文字がもう少し
はっきり見えやすいといいと思う」，「細かいところが
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表 1. ホームページに関するアンケート結果（基礎知識編：注射のページ）

表 2. ホームページに関するアンケート結果（看護技術編：注射のページ）
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表 3. ホームページに関するアンケート結果（ホームページ全体）

表 4. アンケートでの自由記載内容（基礎知識編）

満足な点

画面表示
について

イラスト・図・写真などが多くてイメージしやすい/わかりやすい（5件）

不満足な点

内容につ
いて

画面表示
について

内容につ
いて

カラフルで読みやすい

ページの見やすさ，文字の大きさなどいずれも問題ないと思う

注射のページが丁寧でとてもわかりやすかった

物品の名称が細かく書いてあってわかりやすい

説明文が短くて，大切なことだけ書いてあるのでいいなあと思う

色々な方法を提示して比較しており，長所・短所が書かれてあったので方法が選択しやすいと思った

文字が多くつまっている感じで少し見にくいところがあった

1つ 1つの項目の隙間が少し大きいように感じた

絵や図が少しわかりにくいところがあった（2件）

図がもっとある，もしくは大事なところを赤でするなどしてほしい

もう少し詳しい説明があるともっと勉強になる

根拠がもう少し書いてあるとよい（サイズや温度など）

注射の薬効の時間は文章でも入れてほしいと思った

表 5.アンケートでの自由記載内容（看護技術編）

満足な点

不満足な点

動画・ナ
レーショ
ンについ
て

内容につ
いて

動画・ナ
レーショ
ンについ
て

内容につ
いて

とても見やすかった（2件）

細かい部分はズームしていただいて見やすかった

ナレーションが聞きとりやすい（2件）

工夫されていてわかりやすい

非常に分かりやすかった

実習前に見て確認しようと思う

少し画面が暗いため，細かい部分が見えにくかった（2件）

指示箋の文字がもう少しはっきり見えやすいといいと思う（2件）

細かいところが少し映像ではわかりにくかった（バイアルからの吸い上げなど）（2件）

画面が表示されない時があった（3件）

もう少し違った方法で撮影したものもあったらいいなと思った

持続導尿のセットの説明は物品の画像は一つずつ対応していたらなあと思う

少し単調な感じがする



少し映像ではわかりにくかった（バイアルからの吸い
上げなど）」という意見が複数あった。また「画面が
表示されない時があった」という意見も 3件あった。
ホームページ全体に関して（表 6），「1 年生のうち

からあったら使っていたと思う」，「利用したことがな
かったのでもっと早く使っていればと思った場面がこ
れまで何回もあった。今後は利用する」，「内容も勉強
になるのでぜひ活用したいと思った」といった意見が
あった。
学生の要望として，「非常にわかりやすく見やすい

ので，学内だけでなく自宅でも使えるようにしてほし
い」，「検索エンジンからもアクセスできるようにして
ほしい」，という内容の意見が複数あった。

4.5 自宅の環境やインターネットの使用　

「自宅に自分が使用できるパソコンがありますか」
の質問には，「ある」87 ％，「ない」9 ％で，「ある」
と回答した学生のうち 85 ％が自宅のパソコンをイン
ターネットに繋げていると回答した。また，インター
ネットの使用頻度は「毎日」が 37 ％，「週 3 回以上」
が 34 ％，「週 1～ 2回」が 19 ％，「ほとんど使用しな
い」が 10 ％であった。（図 4）
「携帯電話を持っていますか」の質問には，「持っ

ている」96 ％「無回答」4％であった。「持っている」
と回答した学生の「携帯電話からWebに接続してサ
イトを閲覧する頻度」は，「毎日」が 68 ％，「週 3 回
以上」が 9％，「週 1～ 2回」が 2％，「ほとんど使用
しない」が 17 ％であった。また，携帯電話のパケッ
ト定額サービス（上限額が決まっているサービス）を
契約している学生は 81 ％であった。さらに，スマー
トフォンを持っている学生はおらず，スマートフォン
に買い替える予定があると回答した学生は，2％であ
った。（図 5）
「学内の情報処理演習室などを利用してインターネ

ットを使用する頻度」は，「毎日」が 3％，「週 3回以
上」が 26 ％，「週 1～ 2回」が 52 ％，「ほとんど使用
しない」が 15 ％であった。（図 6）

5考察

5.1 CAI教材の評価

90 ％以上の学生が，今回作成した CAI教材につい
て，「わかりやすい」「興味を持って見ることができた」
「内容は満足のいくものであった」「自己学習の道具と
して役に立つ」と回答している。また，「このホーム
ページを見て自己学習しようと思う」学生も 96 ％で
あることから，自己学習支援としての CAI教材の有
用性が示唆された。
また，ホームページに対する意見・感想からは，「イ

ラスト・図・写真などが多くてイメージしやすい」，「カ
ラフルで読みやすい」，「ページの見やすさ，文字の大
きさなどいずれも問題ないと思う」，「物品の名称が細
かく書いてあってわかりやすい」，「説明文が短くて，
大切なことだけ書いてあるのでいいなあと思う」，とい
う肯定的な意見がある一方で，「絵や図が少しわかりに
くいところがあった」，「図がもっとある，もしくは大
事なところを赤でするなどしてほしい」，「（全体的に）
もう少し詳しい説明があるともっと勉強になる」，「少
し画面が暗い」，「細かいところが少し映像ではわかり
にくかった（バイアルからの吸い上げなど）」などとい
った，学生の具体的な意見や要望が明らかとなった。
診療に伴う看護技術の中には，採血や注射などとい

った，注射器・注射針や薬品などを取り扱ったり，手
元で行う細かい操作が必要な技術が多くあるため，ひ
とつひとつの操作が確実にわかるように，動画の撮影
方法や構成，イラスト・図の示し方をさらに工夫する
必要がある。

5.2 看護基礎教育における CAI教材と e-Learningシ

ステム導入について

近年の臨床看護の場では，医療の高度化，患者の高
齢化・重症化，平均在院日数の短縮等により，看護業
務が多様化・複雑化してきている。また，患者の人権
への配慮や，医療安全確保のための取り組みが強化さ
れる中で，看護師を目指す学習途上にある学生が行う
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表 6. アンケートでの自由記載内容（全体について）

感想

要望

基礎なので，ということもあるかもしれないが，もう少し幅広い情報があるとうれしい

検索エンジンからもアクセスできるようにしてほしい（2件）

非常にわかりやすく見やすいので，学内だけでなく自宅でも使えるようにしてほしい（4件）

文字の種類が少しずつそろってない所が気になった

内容も勉強になるのでぜひ活用したいと思った

利用したことがなかったのでもっと早く使っていればと思った場面がこれまで何回もあった。今後は利用する

1年生のうちからあったら使っていたと思う

色合いもよくとても見やすかった



看護技術実施の範囲や機会が限定されてきている。特
に，採血など患者の身体への侵襲性の高い看護技術に
ついては，学生が実施できる機会は非常に少なくなっ
てきている 4）。
それに伴って，卒業直後の看護師の技術能力と臨床

現場が期待している能力との間の乖離があるのが現状
である 5）。

このような看護基礎教育における技術教育の現状と
課題がある中で，空き時間や放課後などいつでも繰り
返し利用でき，看護技術を実施する動作やポイントを
映像により視覚的に，ナレーションにより聴覚的に伝
達することができる動画を用いた CAI教材は，学生
から「今後も活用したい」という意見もあり，看護学
生にとって有効な学習手段であると考える。
今回作成した CAI教材は，学内のサーバーにアッ

プロードしてインターネットで提供しており，学内か
らはいつでも学習できるが，教員側から情報提供を一
方的に行い，学生がその情報から学ぶというものであ
るため，学生の学習進捗度の把握は不可能である。そ
こで，学生の自己学習支援をさらに効果的にするため
には，双方向性のある自己学習のための e-Learningシ
ステムの導入が必要である。
看護基礎教育において，e-Learningシステムの導入

はめざましい 6-9）。しかし，e-Learningシステムの学習
コンテンツ作成には一定の時間と費用が必要であり，
さらにシステムの管理をサポートする専門組織も不可
欠となる 10）。今後，e-Learningシステムの導入と運営
については資金の確保とサポート体制の確立が大きな
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図 4. 自宅の環境について

図 5. 携帯電話について

図 6. 情報処理演習室でのインターネット使用頻度



課題であると言える。
また，本学では現在，CAI教材へのアクセスは学内か
らのみであるため，学生からは「自宅からも使えるよう
にしてほしい」という要望が多い。学生をとりまく情報
通信技術や環境については，約 7割の学生が自宅でイ
ンターネットを使用できる環境にある。さらに，携帯電
話からWebに接続してサイトを毎日閲覧している学生
は 6割以上である。その上，本学の看護学科の実習は，
大学周辺の施設だけでなく，三原市以外の施設でも行
われており，毎日大学に来ることが難しい学生もいる。
そのため，学外からのアクセスを可能にすることは，学
生の自己学習支援のために有効であると考える。
調査当時は，スマートフォンを所有している学生は

いなかったが，ブラウザ機能が搭載され，パーソナル
コンピューター的な利用ができるスマートフォンの普
及は急速に進んでおり，今後はスマートフォンを所有
する学生が多数を占めるようになると推測される。こ
のように，自宅でも外出先でも手軽にインターネット
を利用できる環境が拡大していく中で，学外から安全
にアクセスできるよう e-Learningシステムの導入と管
理が求められる。

6 結論

今回，基礎看護技術の自己学習支援のための CAI

教材を作成した。自己学習支援のツールとして学生か
らの評価は高く，CAI教材の有用性が示唆された。そ
して，自由記載から学生の要望が明らかとなり，教材
の改善・工夫の必要性が示された。
さらに，学生からの要望にあるように学外からも使

用でき，自己学習支援をさらに効果的にするためには，
学外から安全にアクセスでき，双方向性のある e-

Learningシステムの導入が必要であるが，運営資金の
確保とシステム管理のサポート体制を確立することが
課題である。
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Making CAI teaching material for effective tuition and
self-study support, with regard to introducing an 

e-learning system

Abstract

In the Nursing Department fundamental nursing area of this University, we have been working on the development of

CAI teaching materials, including materials for the fundamental techniques of "Changing position, wheelchair and stretcher

transfer", "Vital signs", "Fomentation", "Infection", "Hygiene", "Feeding deglutition", "Taking blood samples", and

"Bandaging". To construct and to operate an effective, efficient educational system that could adapt to learners' level of

progress, we improved "Taking blood samples" and added materials for "Injections", "Inhalation", "Suction", "Enema", and

"Urethral catheterization". We carried out a self-report questionnaire survey among students to evaluate the teaching

materials. Results from the questionnaire indicated that students rated the materials highly.  Opinions such as "I would like

to use it not only at college but also at home" and "With a little more explanation, it would lead to more effective study"

were expressed. With regard to introducing an e-Learning system that can be safely accessed from outside the college,

securing necessary operational funding and establishing a support system remain issues for future consideration. 

Key words : CAI, e-Learning, nursing student, nursing education, self-study support


