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目的は，セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱える模擬患者とのコミュニケーションにおいて学
生が感じた難しさと学びを明らかにし，教育指導の方向性を得ることである。質問紙調査を実施し，単純集計と
学生の自由記述を内容分析の手法で分析した。難しさは，
【対人関係の発展に必要な基本的態度を成立させること】
【積極的傾聴を行うこと】【初対面の患者と話すこと】【自分に自信を持つこと】【自分主導のコミュニケーション
を回避すること】
【会話の中で起こった出来事に柔軟な対処をすること】
であった 。学びは，
《対人関係を発展さ
せるための基本的なコミュニケーション技術の体得》《積極的傾聴の技術の重要性》《自分らしさを大切にするこ
と》《慢性疾患を抱える患者のエンパワーメントのプロセスを支えること》であった。教育指導の方向性として
1) 看護職者としてのコミュニケーション技術の体得を促す 2) 慢性期看護に必要な概念の知識定着を促すことが
重要である。

キーワード
セルフマネジメント，模擬患者（Simulated Patient）
，成人期，慢性期看護，コミュニケーション技術
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1．はじめに
慢性疾患を抱える患者は，長期にわたり治療や療
養法を継続していくうえで，病前の生活習慣や日常生
活を変更し，病気とともに生活するスタイルを維持
し，状況の変化に応じて生活の調整を続ける必要があ
る 1)。また，成人期にある人は，①社会に新たな関係
を形成する，②社会自体を生産する担い手となる，③
自らの家庭をつくりだす，④子どもを産み育む，⑤両
親の老年期が意味あるものとなるよう手助けする，と
いう 5 つのライフサイクル上の課題をもっている。成
人期に慢性疾患を抱える患者は，これらのライフサイ
クルを推進する力を病とともに生きるために費やさな

2014

先行研究では，基礎看護分野での対人関係構築のため
のコミュニケーションに関する研究 6,7) が散見される。
しかし，セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾
患を抱える患者へのコミュニケーションに関する報告
はほとんど見当たらない。

2．研究目的
セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱
える模擬患者とのコミュニケーションにおいて学生が
感じた難しさと学びを明らかにし，コミュニケーショ
ン技術を向上させる教育指導の方向性への示唆を得
る。

2)

くてはならない 。慢性疾患と共に生きることは多様
なセルフマネジメントを行いながら社会生活を送るこ
とであり，成人期の患者にとってその負担は大きい。
そのため，看護職者には，慢性疾患を抱える患者を理
解し，患者が生活の中に意欲的に必要な療養法を取り
入れ継続できるよう支援する役割がある。それ故，看
護職者には病気の管理方法について十分な知識をも
ち，患者の管理状況において知識が不十分なのか，技
術が不確かなのか，あるいは情動面で不安定さがある
のかなどを明確にし，患者が適応できるよう支援する
高度なコミュニケーション技術が求められる 3)。
近年の医療コミュニケーション教育は具体的な技術
教育へと変化しており，看護基礎教育におけるコミュ
ニケーション教育では，従来型の学習者同士のロール
プレイによるシミュレーション教育だけでなく，模擬
患者（Simulated Patient：以下，SP と称す）を活用し
た教育が積極的に行われている 4)。SP は，医療現場
で必要とされる知識・技術・態度をできるだけ現実に
近い状況の中で訓練するための「生きた学習教材」と
されており，特定の狙いに沿って準備された状況や場
面設定の患者役になりきり学習者とやり取りを行い，
その過程で起こった出来事について適切なフィード
5)

バックを提供する 。このため学習者は，SP を活用
した演習に臨場感，緊張感を持って臨むことができ，
自己の課題を明確にできるという利点がある 5)。また，
近年の医療システムの変化による患者の在院日数の短
縮に伴い，臨地実習期間中に学生が一人の患者に関わ
る日数は減少している。このような状況の中，慢性疾
患を抱える患者のセルフマネジメントを支援できるよ

3．研究方法
3.1. 対象
A 看護系大学 3 年次生 60 名とした。対象の学習準
備状況は，成人期の慢性疾患を抱える患者への看護に
ついては，1 年次に成人看護学概論，2 年次に成人看
護方法論Ⅱ（慢性期看護）を履修済みで，成人患者と
のコミュニケーションは基礎看護実習Ⅰ・Ⅱにおいて
体験している。また，3 年次前期に開講される成人看
護方法論Ⅲにおいて，
「看護基礎情報の収集に関する
90
演習」
（1 コマ
分）を受講済みである。この演習は，
慢性疾患を抱える患者の 3 事例について，看護学生
役・観察者役のシナリオ，患者役のシナリオを教員が
作成し，そのシナリオを読み込んで学生同士がロール
プレイを実施するものであった。また，この演習の目
的は，患者が疾患を抱えていることや成人期にあるこ
とを考慮したコミュニケーションを行う重要性に気づ
くこと，および患者の全体像を把握するための情報収
集の方法について考えること，の 2 点であった。
3.2. セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を
抱える模擬患者とのコミュニケーション技術演習
（以下，SP 演習と称す）の概要
SP 演習での事例は 3 事例とし，すべて糖尿病を抱
える患者の設定とした。事例の設定はそれぞれ，①
高血糖を指摘され初めて糖尿病教育入院となった患

うな高度なコミュニケーションを学生が実践すること
は難しいと考える。慢性期看護実習前に SP 演習を通

者，②再入院で糖尿病教育入院となった患者，③自分
なりに糖尿病を管理していたが自ら糖尿病教育を受け
ると決めて入院した患者，とした。演習内容は，1 名
の学生が SP とコミュニケーションを行った後，観察

して成人期の慢性疾患を抱える患者に対するコミュニ
ケーションを経験することは，自己のコミュニケー
ションの課題を明確化したうえで臨地実習に臨むこと

していた学生，SP 及び教員間でフィードバックを行
うことを繰り返した。2 コマ 180 分内ですべての学生
が SP とのコミュニケーションを実施できるタイムス

を可能にする。このことは，学生のコミュニケーショ
ン能力の向上に寄与できると考える。看護基礎教育に
おける SP を活用したコミュニケーションについての

ケジュールを組んだ。なお，演習は B 県 SP 研究会所
属の SP6 名，成人看護方法論Ⅲの科目担当教員 6 名
で担当した。学生へ提示した演習内容と事例は，表 1，
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表 2 に示すとおりである。

エンパワーメントの概念について，SP と学生とのや
り取りに含まれる出来事をフィードバックの視点に含

3.3 SP 演習開講までの教員の事前準備
SP 演習の事前準備として，SP との打ち合わせ及び

めるよう意識統一を行った。
SP 演習当日朝，セッションを担当するペアの SP と

教員間の打ち合わせを行った。SP との打ち合わせは，
演習計画（案）を基に，事例設定，フィードバックの
方法等について実施した。教員間の打ち合わせでは，

教員とで最終打ち合わせを行った（演習終了後には，
演習に関わった SP と教員の全員で演習計画の振り返
りを行った）。

慢性疾患を抱える患者への看護に必要な自己効力感や
表１

演習内容（一部抜粋）
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学生に配布した事例内容（一部抜粋）

3.4. 調査方法
3.4.1. データ収集方法
研究者が作成した無記名の自記式調査用紙を用い
て，質問紙調査法を実施した。SP 演習当日の演習終
了後，学生に調査用紙を配布し，記入した調査用紙は
退室時に回収箱に提出するよう依頼した。
3.4.2. 調査時期
2013 年 7 月に実施した。
3.4.3. 調査内容
調査用紙は，選択式質問と自由記載で構成した。調
査内容は，次のとおりである。①成人期の糖尿病患者
（模擬患者）への看護に必要なコミュニケーションを
とる難易度はどうであったか，の問いに対し，「容易
だった」から「難しかった」の 5 件法での回答を求め

単純集計を行い，自由記載への回答は，ⓐ SP 演習に
おいて学生が感じた難しさ，ⓑ SP 演習における学生
の学び，の 2 つの視点から，Berelson,B の内容分析の
手法 8) を用いて分析を行った。具体的手順は，次のと
おりである。
ⓐ SP 演習において学生が感じた難しさに関しては，
先述した調査内容の『①成人期の糖尿病患者（模擬患
者）への看護に必要なコミュニケーションをとる難易
度はどうであったか』という選択式質問に「難しかっ
た」
「どちらかといえば難しかった」と回答した対象
者の自由記載の内容を分析対象とした。なお，研究の
ための問いは「SP 演習において学生は何に難しさを
感じたのか」と設定した。ⓑ SP 演習における学生の
学びに関しては，先述した調査内容の『②今回の演習
を通して「学んだこと」
』に対する自由記載への回答，

る選択式質問を設定し，なぜそのように回答したかに

および『③今回の演習は，自己のコミュニケーショ
ン技術を向上させるための課題を明確にすることに役

ついて自由記載を求めた。②今回の演習を通して「学
んだこと」について自由記載を求めた。③今回の演習
は，自己のコミュニケーション技術を向上させるため

立ったか』という選択式質問に「役に立った」「どち
らかといえば役に立った」と回答した対象者の自由記
載の内容を分析対象とした。研究のための問いは「SP

の課題を明確にすることに役立ったか，の問いに対し，
「役に立った」から「役に立たなかった」の 5 件法で

演習において学生は何を学んだのか」と設定した。ⓐ，
ⓑそれぞれについて，分析対象となる対象者個々の自

回答を求める選択式質問を設定し，なぜそのように回
答したかについて自由記載を求めた。④今回の演習に
対する満足度を「満足している」から「満足していな
い」の 5 件法で回答を求める選択式質問を設定した。

由記載の記述全体を文脈単位とし，研究のための問い
に対する回答 1 つのみを含む文章を記録単位とした。
そして，抽象度が高く意味不明の記述などの記録単位
を除外し，残った記録単位について意味内容を損なわ

なお，調査用紙の作成にあたっては，複数の科目担
当者で検討を重ね，項目の内容の妥当性の確保に尽く
した。
3.5. 分析方法
回収した調査用紙について，選択式質問への回答は

ないようにコード化し，コード化したものを意味内容
の類似性にしたがってまとめ，カテゴリ化した。この
一連の分析過程は 2 名の研究者で行い真実性を確保す
るよう努めた。さらに，分析結果の信頼性を検討する
ために，分析を担当した 2 名以外の研究者とのカテゴ
リ分析の一致率を Scott,W.A の式 9) に基づき算出した。
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5.1．選択式質問への回答 ( 図 1)

4．倫理的配慮
研究の趣旨や調査用紙は無記名とし，個人が特定さ
れないよう分析処理すること，結果を公表すること，
成績評価には一切関係しないこと，さらに調査用紙の
提出および「研究参加への承諾欄」に印を付したこと

成人期の糖尿病患者（模擬患者）への看護に必要
なコミュニケーションをとる難易度はどうであった
か，の問いに対し，
「難しかった」
「どちらかといえ
ば難しかった」と回答した対象者は，合わせて 75.0％
であった（図 1-1)。今回の演習は自己のコミュニケー

で同意を得たとすることを調査用紙に明記した上で，
口頭で説明した。さらに回収された調査用紙は，成績
確定後に分析した。

ション技術を向上させるための課題を明確にすること
に役立ったか，の問いに対し，「役に立った」「どちら
かといえば役に立った」と回答した対象者は，合わ
せて 93.3％であった（図 1-2)。今回の演習に対する満

5．結果

足度については「満足している」
「どちらかといえば
満足している」と 86.7％の対象者が回答していた（図
1-3)。

本調査に協力が得られたのは，対象者 60 名中 58 名
で，回収率は 96％であった。

図１

選択式質問への回答
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5.2. セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を
抱える模擬患者とのコミュニケーションにおいて

[ ]，記録単位の内容を「斜字」で表記する。SP 演習
において学生が感じた難しさは，
【対人関係の発展に

学生が感じた難しさ（表 3）
自由記載の内容は，43 文脈単位，63 記録単位に分

必要な基本的な態度を成立させること】【積極的傾聴
を行うこと】【初対面の患者と話すこと】【自分主導の

割できた。このうち，分析対象とした記録単位は，抽
象度が高く意味不明な記述など 13 記録単位を除く，
50 記録単位であった。以下，SP 演習において学生が

コミュニケーションを回避すること】【自分に自信を
持つこと】【会話の中で起こった出来事に柔軟な対処
をすること】の 6 つのカテゴリが抽出された。カテゴ
リ分析の Scott の式による一致率は，71.6％であった。

感じた難しさについてのカテゴリを【
表３

】，コードを

セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱える模擬患者との
コミュニケ－ションにおいて学生が感じた難しさ

【対人関係の発展に必要な基本的な態度を成立させる
こと】
〔5 記録単位：10.0％〕
このカテゴリには，[ 話をする態度，聴く態度の適
切さ ][ 言葉違い ][ 看護学生 - 患者関係の距離感 ] とい
う 3 つのコードが含まれた。
[ 話をする態度，聴く態度の適切さ ] での記録単位
の内容は，
「自分の明るさや落ち着き度合いの調整が
難しかった。」などであった。
[ 言葉違い ] での記録単位の内容は，「コミュニケー
ションを取るということに気を付ける言葉遣い（が難
しい）。」であった。
[ 看護学生 - 患者関係の距離感 ] での記録単位の内
容は，
「( 患者と ) どう関係を作るか・・・が課題であ
る 」であった。
【積極的傾聴を行うこと】〔23 記録単位：46.0％〕
このカテゴリには，[ 患者の抱えている思いに奥深
くまで立ち入ること ][ 自分が聞きたいと思う内容の
患者への問いかけ方 ][ 患者が話してくれた内容を広
げる・つなげる・掘り下げる方法 ][ 患者の思いを察
すること ][ 患者の背景を捉えること ][ 患者に合わせ

た個別的なコミュニケーションを取ること ] という 6
つのコードが含まれた。
[ 患者の抱えている思いに奥深くまで立ち入ること ]
での記録単位の内容は，
「糖尿病という治らない病気
を抱えている患者に接するのでどこまで踏み込んでよ

いのかが難しかった 」などであった。
[ 自分が聞きたいと思う内容の患者への問いかけ方 ]
での記録単位の内容は，
「聞きたいなと思うことがあっ
てもそれをどのように聞けばよいのかと悩み・・・ 」
などであった。
[ 患者が話してくれた内容を広げる・つなげる・掘
り下げる方法 ] での記録単位の内容は，
「話しのつな
げ方？患者が答えてくれた言葉にきちんと反応するこ
とができなかったから。」などであった。
[ 患者の思いを察すること ] での記録単位の内容は，
「相手の気持ちを察するのが難しかった。本音を聞く
ことができず構えてしまった。」などであった。
[ 患者の背景を捉えること ] での記録単位の内容は，
「糖尿病の疾患のことだけでなく，もっと家族のこと
とかお店のこととかを聞くところがあった 」などで
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あった。
[ 患者に合わせた個別的なコミュニケーションを取
ること ] での記録単位の内容は，
「糖尿病の疾患のこ
とだけでなく，もっと家族のこととかお店のこととか
を聞くところがあった 」などであった。
【初対面の患者と話すこと】〔4 記録単位：8.0％〕
このカテゴリには，[ 学生ではなく初対面の患者（模
擬患者）と話すことへの緊張感 ] というコードが含ま

とに戸惑った。」などであった。
[ 得た情報をもとに患者に合った支援をその場で行
うこと ] での記録単位の内容は，
「コミュニケーショ
ンを取って初めて患者の生活や思いを知るので患者に
会った提案をその場でするのが難しかった。」などで
あった。

れた。
[ 学生ではなく初対面の患者（模擬患者）と話すこ
とへの緊張感 ] での記録単位の内容は，
「
（会ったこと

抱える模擬患者とのコミュニケーションにおける
学生の学び（表 4）
自由記載の内容は，114 文脈単位で 149 記録単位に

5.3. セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を

がない）どんな患者か実際には分からない状態で話を
分割できた。このうち，分析対象とした記録単位は，
抽象度が高く意味不明の記述など 56 記録単位を除く，
聞き出していくので緊張しすぎて何も頭に情報が入っ
93 記録単位であった。以下，SP 演習における学生の
てこない 」などであった。
【自分主導のコミュニケーションを回避すること】
学びのカテゴリを《 》，コードを [ ]，記録単位の
内容を「斜字」として表記する。SP 演習における学
〔9 記録単位：18.0％〕
このカテゴリには，[ 自分が会話を支配してしま
生の学びは，
《対人関係を発展させるための基本的な
コミュニケーション技術の体得》《積極的傾聴の技術
う ][ 自分のシミュレーション通りに会話がすすまな
の重要性》《自分らしさを大切にすること》《慢性疾患
い ] という２つのコードが含まれた。
[ 自分が会話を支配してしまう ] での記録単位の内
を抱える患者のエンパワーメントのプロセスを支える
こと》の 4 つのカテゴリが抽出された。カテゴリ分析
容は，
「患者のデータが頭から離れず，自分の想像し
の Scott の式による一致率は，73.8％であった。
ている方向に話を持っていこうとしてしまった。」な
《対人関係を発展させるための基本的なコミュニケー
どであった。
[ 自分のシミュレーション通りに会話がすすまない ]
ション技術の体得》〔37 記録単位：39.7％〕
このカテゴリには，[ 患者と向き合う姿勢（話し方，
での記録単位の内容は，
「事前に患者情報はある程度
態度，雰囲気，表情，相槌の打ち方）][ 糖尿病患者で
あったが，それを基に聞きたい情報，伝えたい情報を
はなくその人と向き合うこと ][ 言葉選び ][ 患者に会
考えていき，実際にコミュニケーションをとってみる
話の目的を説明すること ] [Open-ended question で話
と思ったほど自分の頭の中のシミュレーション通りに
を広げること ][ 患者の反応を予測しながらある程度
はいかなかったから。」などであった。
の話のイメージを持っておくこと ][ 双方向の会話を
【自分に自信を持つこと】〔5 記録単位：10.0％〕
すること ] という 7 つのコードが含まれた。
このカテゴリには，[ 自分のコミュニケーション力
[ 患者と向き合う姿勢（話し方，態度，雰囲気，表
への自信のなさ ] [ 糖尿病に関する知識への自信のな
情，相槌の打ち方）] での記録単位の内容は，「自分
さ ] という 2 つのコードが含まれた。
[ 自分のコミュニケーション力への自信のなさ ] で
の気持ちの持ちよう次第で，患者の反応は違って，話
の記録単位の内容は，
「自分が変なことを言っていな
し方，雰囲気，言葉のすべてが重要なんだと学んだ。」
いか心配だった 」などであった。
などであった。
[ 糖尿病に関する知識への自信のなさ ] での記録単
[ 糖尿病患者ではなくその人と向き合うこと ] での
位の内容は，
「糖尿についての勉強不足で患者に求め
記録単位の内容は，「素直に反応すること、その人に
られている答えを自信がなく返答できなかった 」など
対してというように糖尿病患者への対応というように
であった。
しなくて良いことが分かった。」などであった。
[ 言葉選び ] での記録単位の内容は，「安易な励まし
【会話の中で起こった出来事に柔軟な対処をすること】
〔4 記録単位：8.0％〕
をすると患者は思いを伝えにくくなる。」などであっ
このカテゴリには，[ 患者が表出した負の感情にう
た。
[ 患者に会話の目的を説明すること ] での記録単位
まく対応できない ] [ 得た情報をもとに患者に合った
]
2
支援をその場で行うこと という つのコードが含ま
の内容は，「最初に，今回訪問して何を聞きたいのか
れた。
ということを患者に話してから始めることが必要であ
[ 患者が表出した負の感情にうまく対応できない ]
る。」であった。
[Open-ended question で話を広げること ] での記録単
での記録単位の内容は，
「
「自分は駄目だ。おしまいだ」
と言われて，どう答えればよいか分からなくなってし
位の内容は，「質問する時は，患者が何でも答えられ
まった。想像していた反応と違う反応が返ってくるこ
るように限局した質問にするのではなく，広い質問を
－ 107 －
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セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱える模擬患者との
コミュニケ－ションにおいて学生の学び

[ 患者から語られた言葉で患者を知ることの大切さ ]
するといいと思った。」などであった。
[ 患者の反応を予測しながらある程度の話のイメー
での記録単位の内容は，「患者は，自分たちが得てい
る情報以外に，自分（学生）が知らないだけで心に抱
ジを持っておくこと ] での記録単位の内容は，
「自分
の中である程度の話の流れを持っておくと患者とのコ
えているものや聞いてほしいことがあると感じたので
看護師の声掛け一つでそれを自然に引き出せるかが大
ミュニケーションの中でも話がぶれないことが分かっ
た。」などであった。
切だということが分かりました。」などであった。
[ 双方向の会話をすること ] での記録単位の内容は，
[ 言動・表情から患者の思いを察知することの大切
「一問一答にならない。会話を楽しむ。患者と一緒に
さ ] での記録単位の内容は，
「相手の気持ちや感情を
心を動かして患者と一緒に話を進めていく。」などで
通して患者が自分に対して何を伝えたいのかを感じと
あった。
ることが必要になってくるなと思った。」などであっ
《積極的傾聴の技術の重要性》〔29 記録単位：31.1％〕
た。
[ 患者に考える時間を保証する会話の間の大切さ ]
このカテゴリには，[ 患者の思いを傾聴することの
][
重要性 患者の思いを傾聴したうえで会話を深める
での記録単位の内容は，「患者の思いを傾聴するには，
重要性 ][ 患者から語られた言葉で患者を知ることの
焦って質問攻めや言葉攻めにするのではなく，
「会話
大切さ ][ 言動・表情から患者の思いを察知すること
と会話の間」が大切である。」などであった。
[ 患者が表出した内容を要約して伝えることの重要
の大切さ ][ 患者に考える時間を保証する会話の間の
大切さ ][ 患者が表出した内容を要約して伝えること
性 ] での記録単位の内容は，
「話を引き出して自分 ( 学
の重要性 ] という 6 つのコードが含まれた。
生 ) がまとめて患者に伝えると患者は自分のことを考
[ 患者の思いを傾聴することの重要性 ] での記録単
えてくれているという気持ちになる。」などであった。
位の内容は，
「傾聴することと患者の話をしっかり引
《自分らしさを大切にすること》
〔11 記 録 単 位：
き出すことの重要性を実感しました。」などであった。 11.8％〕
[ 患者の思いを傾聴したうえで会話を深める重要性 ]
このカテゴリには，[ 自分らしさを活かすこと ][ コ
での記録単位の内容は，
「患者の話を傾聴することは
ミュニケーションでの自分の長所に自信を持つこと ]
という 2 つのコードが含まれた。
大切なことですが，聞いて終わりではなく話を広げて
[ 自分らしさを活かすこと ] での記録単位の内容は，
いくことも大切だと分かりました。」などであった。
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「患者」である前に一人の人間であるから，看護師の
知識は持っていても自分を出して自然体でいることが
大切と学んだ。」などであった。
[ コミュニケーションでの自分の長所に自信を持つ
こと ] での記録単位の内容は，
「自分の会話の仕方や
いい所を客観視することができた。」などであった。
《慢性疾患を抱える患者のエンパワーメントのプロセ
スを支えること》〔16 記録単位：17.2％〕
このカテゴリには，[ 患者と共に考える姿勢を持つ
ことの大切さ ][ 自己管理において患者のできている
点をしっかり認め賞賛することの大切さ ][ 患者の抱
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関係の発展に必要な基本的態度を成立させること】が
得られたことは，慢性疾患を抱える患者への看護に必
要な情報を得るための話をする態度や聴く態度，言葉
遣いに課題を持ち，看護学生 - 患者関係を形成するた
めの適切な距離感に課題を持っていたことを示してい
る。現代の学生は，なるべく衝突を避け表面的には穏
便な人間関係を保つことを良しとする風潮 10) の中で
成長しているため，対人関係を発展させることに難し
さを感じていたと考えられる。また，現代人の特徴と
して「ほどほど志向」の傾向が強まっている 10) こと
が挙げられており，学生自ら【対人関係の発展に必要

える背景，疾患に対する認識度，自己管理への思いを
患者の言葉で表出してもらうことの重要性 ][ 看護職

な基本的態度を成立させること】のために患者とコ
ミュニケーションを図る機会を設けるとは考えにく

者として患者に合った提案を行う正しい知識の必要
性 ][ 患者の疾病受容の段階に応じたコミュニケーショ
ンを図ることの重要性 ] という 5 つのコードが含まれ

い。そして，ソーシャルネットワークサービスを活用
し文字だけの他者交流を深める世相では，せっかく基
礎看護実習で体得したコミュニケーション技術も衰え
ていく。そのため，「生きた教材」5) と言われる SP を

た。
[ 患者と共に考える姿勢を持つことの大切さ ] での
記録単位の内容は，「糖尿病の治療をいっても，患者
自身に適した方法を「一緒に考える」ということを学
びました。」などであった。
[ 自己管理において患者のできている点をしっかり
認め賞賛することの大切さ ] での記録単位の内容は，
「できていないことばかりに目を向けるのではなくで
きていることをきちんと認めてほめることが大切。」
などであった。
[ 患者の抱える背景，疾患に対する認識度，自己管
理への思いを患者の言葉で表出してもらうことの重要
性 ] での記録単位の内容は，
「糖尿病患者は，運動療法，
食事療法，薬物療法といろいろ付き合っていかなくて
はならなくて，それは難しいと思っていることなどを
引き出すことが大切だと感じました。」などであった。
[ 看護職者として患者に合った提案を行う正しい知
識の必要性 ] での記録単位の内容は，
「不安を軽減し
てもらうためにも正しい知識も必要だと思いました。」
「医療者として患者と面接する際は，患者に何らかの
提案を行わないといけないと感じた 」などであった。
[ 患者の疾病受容の段階に応じたコミュニケーショ
ンを図ることの重要性 ] での記録単位の内容は，
「患
者の状況に合わせたコミュニケーションをとる（疾患
を受け入れようとしている時期，治療に積極的に取り
組もうとしている時期などを把握する）」などであっ
た。

6．考察
6.1. セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を
抱える模擬患者とのコミュニケーション技術演習
の意義
SP 演習において学生が感じた難しさとして，
【対人

活用した本演習を行うことは意義深いと考える。
学生が【積極的傾聴を行うこと】に難しさを感じ
ていたことは、患者の話を掘り下げて聴き患者を深く
理解すること，患者の思いを察しながらコミュニケー
ションをとること，患者の思いに深く立ち入ることな
どへの困難さを学生が抱いていることを示している。
看護を実践するには，患者を把握するための情報を患
者から得ることが出発点となる。この出発点で踏み込
んで患者の抱える真の看護問題にアクセスすることが
できず表面的な看護問題となってしまうと患者の抱え
る真の看護問題は手つかずのままで放置されることに
なりかねない 11）。患者の思いに奥深くまで立ち入る
ことは，患者を知るための出発点であるため，このこ
とに難しさを感じたままであると慢性疾患を抱える患
者の真の看護問題にアクセスすることが難しいと考え
る。看護職者が慢性疾患を抱える患者のその人らしさ
を捉え，個別的な看護援助を行うためには，患者がど
のような背景を持ちどのような生活を送ってきたのか
患者自らの言葉で語ってもらい患者をありのままに受
け止め，一人の人として患者を尊重する姿勢で患者の
話す言葉に耳を傾ける必要がある 12）。患者の抱える真
の看護問題にアクセスするために，患者の発した言葉
を大切に拾い上げ，会話を広げ患者の思いに奥深く立
ち入り，患者の語る言葉に共感し，ありのままの患者
を受け入れる技が必要となる。このように，【積極的
傾聴を行うこと】は高度な技術であり，幾度も経験を
重ねなければ体得することは難しいと考えられる。故
に，患者と接する機会の少ない学生において，SP と
のコミュニケーションという体験や，やり取りを行っ
た際に感じたことを SP や観察者や教員からフィード
バックされる本演習は，積極的傾聴の体得に寄与でき
るという点で意義深いと考える。
学生は【初対面の患者と話すこと】や【自分主導
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る時間を保証する会話の間を与え，患者が表出した内
容を要約して伝えることの重要性が含まれた。患者の
思いを傾聴する中で，自分が気づかなかった心の内面

き合いながら日常生活を送る方法を自分なりに工夫
し，病気や健康観への自分なりの信条を築いてきてい
る 11)。また，成人期の慢性疾患を抱える患者は，様々
な役割を果たしながら生活している。看護職者にとっ

が明らかになろうとするとき，目の前にいる人とでは
なく，自分の心と向き合うことになる 12)。患者が自分
の言葉を見つけるまで考える時間を保証し患者が表出

て，知識を持っているのに自分なりの考えをもとに判
断したり実行したりしている患者とのコミュニケー

した内容を要約して伝えることで，患者は「理解して
くれている」と感じる 12）。このように，積極的傾聴

ションは難しく感じる 12) ことが多い。医学的見地か
らみて必ずしも正しいとは言えないことをしている患

の技術はより一層患者との良好な関係を築くために重

者を時に「病識がない」と捉えてしまい指導的コミュ
ニケーションから入ってしまうこともある 12)。【自分
主導のコミュニケーションを回避すること】は，本研
究の対象者が患者を尊重する視点からコミュニケー
ションを捉えることができたことにより感じた難しさ
と考えられる。このことは，患者が行う行動にはそれ
なりの理由があること 12) を学生は既習学習により理
解していたことが要因となっていると考える。そのた
め，学生が【初対面の患者と話すこと】や【自分主導
のコミュニケーションを回避すること】を体得するこ
とが，ありのままの患者を受け入れる【積極的傾聴を
行うこと】を体得することにつながると考える。
【自分に自信を持つこと】には，自分のコミュニケー
ション力や慢性疾患に関する知識への自信のなさが表
れていた。この自信のなさは，【会話の中で起こった
出来事に柔軟な対処をすること】への難しさに影響す
ると考えられる。
【会話の中で起こった出来事に柔軟
な対処をすること】には，患者が表出した負の感情に
うまく対応できないことや，得た情報をもとに患者に
合った支援をその場で行うことへの難しさが含まれて
いた。これは，看護職者として患者を支援していくた
めには必要不可欠な支援である。看護職者として慢性
疾患を抱える患者を支援するためには，慢性疾患に関
する正しい知識を備えることが前提となるが，さら
に，コミュニケーションの巧みさが加われば，慢性疾
患を抱える患者との関わりにおいて【自分に自信を持
つこと】ができ，
【会話の中で起こった出来事に柔軟
な対処をすること】がより一層可能になる。そのため，
学生が慢性疾患に関する正しい知識を持ち患者とのコ
ミュニケーションに自信が持てるようサポートするこ
とが重要であると考える。
一方，SP 演習における学生の学びとしては，
《対人
関係を発展させるための基本的なコミュニケーション
技術の体得》が得られた。これには，患者と向き合う
姿勢や安易な励ましを行わない言葉選び，患者に会話
の目的を説明し Open-ended question で話を広げ，その
人と向き合うなどが含まれた。
《積極的傾聴の技術の
重要性》には，患者の思いを傾聴しそのうえで会話を
深めることや患者から語られた言葉で患者を知り，言
動・表情から患者の思いを察知することや患者に考え

要である。この学びは，学生とのやり取りをとおして
感じた SP のフィードバックが奏功していると考えら
れる。
《自分らしさを大切にすること》には，コミュニケー
ションでの自分の長所や自分らしさを活かすことが含
まれていた。患者を尊重する姿勢を育てるためには，
看護職者自身も自分自身を受け入れることが重要であ
り，自分を受容することで他者に関心を向けることが
できる 12)。《自分らしさを大切にすること》で，より
患者を受け入れようと《積極的傾聴の技術の重要性》
を感じ，さらに《対人関係を発展させるための基本的
なコミュニケーション技術の体得》が促されると考え
られる。
《慢性疾患を抱える患者のエンパワーメントのプロ
セスを支えること》には，患者と共に考える姿勢を持
ち自己管理において患者のできている点をしっかり認
め賞賛することや患者の抱える背景，疾患に対する認
識度，自己管理への思いを患者の言葉で表出してもら
うこと，看護職者として患者に合った提案を行うため
の正しい知識の必要性や患者の疾病受容の段階に応じ
たコミュニケーションを図る重要性への学びが含まれ
ていた。患者自身が自分の病気についてどのように捉
えているのか患者自身の言葉で語ってもらうことは重
要である 11)。Kleinman は，こういった患者の持って
いる病気に対するあり方を「病いの解釈モデル」と呼
んでおり，この解釈モデルをしっかりと聴くことで，
患者－看護者間のコミュニケーションを改善させると
述べている 13)。また，Kleinman は，治療者が患者の
病いの視点を取り入れるときには，治療者も患者の関
心事に答えなければならないと述べている 14)。そのた
めには，看護職者は慢性疾患を抱えている患者の揺れ
動く思いに沿いながら，正しい知識を持って患者に関
わることが重要である。エンパワーメント・アプロー
チは，病気を持つその人が自分自身の潜在的な力に気
づき，自分で納得したうえで行動を変えていくことを
目的としている 11)。セルフマネジメントが必要な慢性
疾患を抱える患者には，患者の自己効力感を高め行動
変容を支える関わりが重要であり，看護職には，カウ
ンセリングの考え方を基盤とした高度なコミュニケー
ション技術が求められる。このことからも，本演習を
行うことは意義深いと考える。
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また，選択式質問への回答で，SP 演習が自己のコ
ミュニケーション技術を向上させるための課題の明確

考える。そして，この難しさを克服することで，患者
を一人の成人期の慢性疾患を抱える人として捉え援助

化に役立った，また，SP 演習に満足している，と回
答した対象者が大部分を占めていたことも，看護基礎
教育における SP 演習の意義を支持していると考える。

するために必要な情報を得るための【積極的傾聴を行
うこと】という難しさが生じたと考えられる。また，

6.2 セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を
抱える患者へのコミュニケーション技術を向上さ
せる教育指導の方向性
SP 演習において学生が感じた難しさとして得られ
た 6 つのカテゴリは，図 2 に示すような関連性がある

学生は，【初対面の患者と話すこと】や【自分主導の
コミュニケーションを回避すること】に難しさを感じ
ており，このことは，【積極的傾聴を行うこと】とい
う難しさに影響していたと考えられる。さらに，学生
は自分が予測していなかった患者との【会話の中で起

と考えられた。学生はまず，セルフマネジメントが必

こった出来事に柔軟な対処をすること】ということに
難しさを感じており，これは，学生が自分のコミュニ
ケーション力や糖尿病に関する知識への不安という自

要な成人期の慢性疾患を抱えた患者との援助的関係を
築くことに対し，
【対人関係の発展に必要な基本的な

分の力不足の知覚から【自分に自信を持つこと】とい
う難しさを感じたことが影響を及ぼしていたと考えら

態度を成立させること】という難しさを感じていたと

れる。

図２

セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱える模擬患者との
コミュニケーションにおいて学生が感じた難しさのカテゴリーの関連性

図３

セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱える模擬患者との
コミュニケーションにおいての学生の学びのカテゴリーの関連性
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そして，SP 演習における学生の学びとして得られ
た 4 つのカテゴリは，図 3 に示すような関連性がある
と考えられた。学生は，SP とのコミュニケーション
を体験したことや他の学生のコミュニケーションを観
察したことで《対人関係を発展させるための基本的な
コミュニケーション技術の体得》をしていた。そし
て，学生とのやり取りの過程を通して感じた SP から
のフィードバックにより《積極的傾聴の技術の重要性》
を学び，さらにコミュニケーションにおいて学生自身

2014

性期実習において学生が指導に偏ることを防ぐことが
でき，セルフマネジメントが必要な患者を尊重した看
護が実践できると考える。慢性期看護に必要なさまざ
まな概念の知識定着ができるよう演習前に知識不足を
補足し，演習時のシナリオの状況設定を工夫すること
が必要である。また，教員は，慢性期看護に必要な概
念が学生と SP とのやり取りの中でどの部分に該当し
ていたか学生が学べるようフィードバックの技術を高
めることが必要と考える。

の《自分らしさを大切にすること》を学んでいた。《自
分らしさを大切にすること》を学んだことで，
《対人
関係を発展させるための基本的なコミュニケーション

7．本研究の限界

技術の体得》することをより深く学んでいたと考えら
れる。これらは，
患者に関わる看護職者としてのコミュ

本研究では，学生への調査内容の結果を通して，セ
ルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱える

ニケーション技術であり，これらを基盤としてセルフ
マネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱える患者
への看護に必要なコミュニケーションとしての《慢性

模擬患者とのコミュニケーションにおいて学生が感じ
た難しさと学びを検討した。しかし，本研究の演習に
おいては，複数の SP および教員が関わる体制である

疾患を抱える患者のエンパワーメントのプロセスを支
えること》の重要性を学んでいたと考える。
以上のことより，セルフマネジメントが必要な成人
期の慢性疾患を抱える患者へのコミュニケーション技
術を向上させる教育指導の方向性として，1) 看護職者
としてのコミュニケーション技術の体得を促すこと，
2) 慢性期看護に必要な概念の知識定着を促すこと，が
重要であると考える。
1) 看護職者としてのコミュニケーション技術の体得
を促すこと
学生の看護職者としてのコミュニケーション技術
の体得を促すためには，具体的なコミュニケーション
技術項目を表したものを学生と共に評価することが必
要と考える。それを用いてフィードバックを受けるこ
とで，より学生が患者とのコミュニケーションについ
ての課題を明確にし，看護職者として必要なコミュニ

ことから様々な要素が学びに影響してくる。また，本
年度科目履修した学生のみを対象とした結果という一
側面から方向性を検討している点も否めず，本研究の
限界と考える。今後は，経年比較や演習に関わるあら
ゆる要素を分析し教育指導の在り方を検討していく。

ケーション技術を体得できると考える。また，教員や
先輩看護職者がモデリングを示すことで，学生は看護
職者としてのコミュニケーション技術を自分に置き換
え体得していくことができると考える。
2) 慢性期看護に必要な概念の知識定着を促すこと
今回の演習においては，患者の自己効力を高めるこ
とやエンパワーメントの概念についてフィードバック
の視点に含めるよう担当教員間の意識統一を行った。
このことが刺激となり《慢性疾患を抱える患者のエン
パワーメントのプロセスを支えること》という学生の
学びにつながったと考えられる。先行研究において，
卒業前の学生は慢性疾患を抱える患者に対する患者教

8．結論
セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱
える模擬患者とのコミュニケーションにおいて学生が
感じた難しさと学びを検討した結果，以下のことが明
らかになった。
1) セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を抱
える模擬患者とのコミュニケーションを「難しかっ
た」「どちらかといえば難しかった」と回答した学
生は，75％であった。
2) セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を
抱える模擬患者とのコミュニケーションにおいて学
生が感じた難しさは，【対人関係の発展に必要な基
本的な態度を成立させること】
【積極的傾聴を行う
こと】【初対面の患者と話すこと】
【自分に自信を持
つこと】【自分主導のコミュニケーションを回避す
ること】【会話の中で起こった出来事に柔軟な対処
をすること】の 6 つのカテゴリが得られた。
3) セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を
抱える模擬患者とのコミュニケーションにおける学
生の学びは，《対人関係を発展させるための基本的
なコミュニケーション技術の体得》
《積極的傾聴の
技術の重要性》
《自分らしさを大切にすること》
《慢
性疾患を抱える患者のエンパワーメントのプロセス
を支えること》の 4 つのカテゴリが得られた。

育について，認知領域や情意領域では適切に捉えられ
ているものの，精神運動領域においては指導に偏って
いた 15) という結果が報告されている。これより，慢
性期看護実習前の演習に SP とのコミュニケーション

4) セルフマネジメントが必要な成人期の慢性疾患を

に慢性期看護に必要な概念を含めることは，今後の慢

抱える患者へのコミュニケーション能力を向上させ
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Students’ learning and difficulties in communication
with simulated patients in the role of adult patients
of chronic diseases requiring self-management
Michiko FUNAHASHI Sumie KURODA Kazuko NAKAGAKI
Tsuneo NAGAI Chikase SADANAGA Takiko IMAI
Department of Nursing, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima

Abstract
The purpose was to find the direction of educational training by clarifying the difficulties and learning that were felt
by the students in communication with simulated patients in the role of adult patients of chronic diseases requiring selfmanagement. A survey form which the researcher created was used. The survey consisted of simple tabulation and free
description by the students, which were analyzed by the method of content analysis. The difficulties included fundamental
attitude required for development of interpersonal relationships, active listening, talking with patients on first meeting,
having confidence in themselves, avoiding self-centered communication and flexibly coping with happenings occurring in
conversations. Students’ learning included acquisition of basic communication skills to develop interpersonal relationships,
the importance of the skill of active listening, supporting the empowerment process for patients with a chronic disease, and
valuing being themselves. In the direction of educational training, it is important to promote
1) acquisition of the communication skills required for nursing staff and
2) familiarization with the knowledge of the concepts necessary for nursing chronic illnesses and conditions.

Key words： self-management, simulated patient, adulthood, nursing chronic illnesses and conditions,
communication skills
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