
各論実習を修了した４年次生の多重課題演習における学び
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Ⅰ．緒言

少子高齢化、医療の高度化、国民の意識の変化などを背景に、看護も高度化、複雑化してきてい
る（日本看護協会，2007）。そのため、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看護基礎教育で修
得する看護実践能力との間に乖離が生じていること（厚生労働省，2007）や、新人看護師の早期離
職の問題や、新卒看護師教育の課題が指摘された。そのような背景の中で、看護基礎教育では、平
成20年１月に保健師助産師看護師学校養成所指定規則が改正され「統合分野」を設け、臨地実習と
して「看護の統合と実践」が組み込まれた。また、医療機関において医療安全確保は重要な課題で
あり、新人看護師は多重課題や時間切迫の状況下でインシデントを起こしやすいことや、中堅看護
師と比べて多角的な視野の狭さがインシデントの背景要因と考えられ（南ら，2012）、新人看護職
員研修ガイドラインの検討や見直し（厚生労働省，2014）がなされている。

このような流れを受けて、看護基礎教育においては卒業時看護技術演習や卒業技術演習における
多重課題演習（清水ら，2010；江澤ら，2010；平林ら，2009）、現場の実践に近い実践的な多重課
題演習や統合実習の取り組みが各大学で模索され、「自分の力量や課題を具体的に自覚することに
つながる」ことが、成果として報告されている。本学においても、平成24年度のカリキュラム改正
に伴い、平成26年度より複数患者を受け持つ多重課題演習と、これらと連動した形でチームナーシ
ングや医療安全管理、看護管理を学ぶ統合実習を試行することとなり、教育内容を検討している。

また、大学を挙げて学修者の能動的な学修参加を取り入れたActive Learning（主体的学修）が
推奨され、学生の主体的な学びを促すための教育方法が模索され検討されている。主体的学修（土
持，2014）とは、読み書きや議論、発表など「能動的学修経験」と、自分自身の学習過程を振り返
る「省察的学修経験」の双方を含むと言われている。

もともと看護の領域では従来から取り組まれている臨地実習はActive Learningとして位置づけ
られる。今回我々は、グループワークや発表等「能動的学修経験」と「多重課題演習の振り返り」
を取り入れ、学生の批判的思考力を伸ばすことをめざし、多重課題演習プログラム（以下プログラ
ムと略す）を試行的に実施した。本研究の目的はプログラムの学びと本学における今後の課題を明
らかにすることである。

Ⅱ．研究方法

１．研究参加者
2014年８月各論実習修了後の４年次生を対象に受講者の募集で、希望した７名の学生とした。

２．研究期間
2014年９月から10月であった。
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３．多重課題演習プログラム内容と流れの紹介
我々は新卒看護師

が抱える多重課題に
ついて看護管理者と
新卒看護師の認識か
ら明らかにする調査

（今井ら，2014；今
井ら，2014）を行っ
た。その結果、管理
者や新人看護師が認
識する多重課題をめ
ぐる課題として【獲
得した知識を積み上
げることができない
学習上の課題】【疾
患・病態・検査・治
療の理解不足】【情
報収集の困難性】【患
者重症度と看護業務
優先度の判断の困難
性】が明らかになっ
た。この結果を基に、
新人看護師が先輩看
護師の支援を受けな
がら、日勤帯で受け
持ち患者４名の看護
を展開する多重課題
演習プログラム（表
１）を作成した。事
例２の疾患は心臓カ
テーテル検査目的の
狭心症症状、事例２

では心不全で治療中の患者とし循環器系疾患に必要な全身状態のアセスメントと看護ケアの展開を
意図した。事例３、事例４は慢性期看護実習で受け持つことの多い重症度の異なる糖尿病とし、知
識の積み上げを意図した。場面設定は、複数業務の同時進行、予定変更、対応が難しい患者へのか
かわり、訴えの割り込みによる同時対応の４場面とし、看護業務優先度の判断や他への支援の求め
方などの検討を意図した。プログラムの流れ（表２）は、多重課題演習で提示した事例を事前に配
布し、４つの事例の疾患、必要な医療処置、観察ポイント、看護ケアの留意点に関する自己学習と、
看護展開を予め事前学習するように課した。

表１　多重課題演習の受け持ち患者事例と場面設定

　卒後１年目。本日、先輩看護師に教えてもらいながら、初めて心臓カテーテル検査予定の患者
のいる４人部屋3311号室を受持つこととなった。

《受け持ち患者の概要》

【事例１】Ａさん　60歳　男性　　建設業下請け大工　妻（55歳）と二人暮らし
狭心症症状のため心臓カテーテル検査目的で昨日入院。タバコ20本／日。
本日、10時より血管撮影室で右肘動脈より心臓カテーテル検査実施予定。９時から準備のため、
検査着に更衣、左前腕より血管確保、膀胱留置カテーテル挿入。（１時間半程度で終了予定）Ａさ
んは初めての心臓カテーテル検査で、昨日から緊張気味である。

【事例２】Ｂさん　80歳　男性　一人暮らし　無職
慢性心不全、薬の飲み忘れで心不全が急性増悪し治療目的で入院。入院時にあった呼吸困難やチ
アノーゼ等の症状が改善し、自力で排尿ができるようになった。利尿剤入りラクテック注（500ml）
を２本／１日（輸液ポンプの使用40ml ／ h）。抗生剤点滴２回／日。朝10時に点滴交換予定。尿量
1500ｍl／日（勤務終了後に尿量を確認）。頻尿でベッドサイドにポータブルトイレを設置している。
両足背・両下肢に浮腫はまだ見られる。おとなしい性格で、自分から看護師に訴えることは少ない。

【事例３】Ｃさん　50歳　男性　製薬会社の管理職　家族は妻と子ども２人
　健診でHbA1c（6.5%）空腹時血糖（126mg/dl）が基準値より高いとされ糖尿病を疑われた。糖
尿病診断のための検査および糖尿病教育目的で入院。朝夕食事前に血糖測定中。本日14時から15
時まで糖尿病教室の予定。Ｃさんは糖尿病ではないかという不安と、早く仕事に戻らなければな
らないというストレスが強い。ベッドにパソコンを持ち込み、仕事をしている。

【事例４】Ｄさん　85歳　男性　無職　妻（78歳）と二人暮らし
軽い認知症（HDS-R19、MMSE25）がある。
糖尿病、高血糖（280mg ／ dl）、高血圧、高脂血症。血糖コントロール目的で入院。
毎食前に血糖測定とインスリン施注。昨夜、トイレから部屋に戻る途中、廊下で転倒していると
ころを看護師に発見された。その際、骨折はなかった。トイレ歩行の際には、見守りが必要。「左
の足が時々しびれる」と言う。昼食前に、いつも妻が面会に訪れ、本人が好きな饅頭を持参し、
二人で仲良く食べている。

《場面設定》

【場面１】複数業務の同時進行
朝の申し送りの後、受け持ち患者の検温、Ａさんの心臓カテーテル検査（10時開始予定）の準備、
Ｂさんの点滴の交換があります。朝の申し送り、受け持ち患者の検温、Ａさんを心臓カテーテル
検査に移送するまで、何に配慮して、どのように動きますか。そのように考えた判断基準や根拠
は何ですか。

【場面２】予定変更（業務の割り込み）
検査移送と検温を済ませました。Ｂさんは本日全身清拭の予定。どんな準備が必要か、何に気を
つけなければならないか考えながら準備していたところ、Ａさんを迎えに来るように血管撮影室
から連絡が入りました。Ｂさんにはどように対応しますか。Ａさんにはどのような看護が必要で
すか。

【場面３】対応が難しい患者への関わり
Ｃさんから「夜うるさくて眠れない。部屋を変えてほしい。」と看護師に感情的に訴える。（病棟
は空いている部屋がない状態）

【場面４】同時対応（訴えの割り込み）
Ｄさんの妻がお饅頭を持って見舞いに来ているところを発見する。Ｄさんは今血糖コントロール
中のため、食事療法であることを、妻に説明する。そのとき、Ｂさんから「点滴をさしていると
ころが痛いです。赤くなって腫れてきました。」と訴えがあった。

各論実習を修了した４年次生の多重課題演習における学び 

― 62 ―



演習当日は、事前学習を基に、一日の主なタイムスケージュールを示した多重課題演習ワークシー
ト（図１）を用いて、新人看護師として４人の患者の看護を展開するグループワークをした。その
後、多重課題演習の振り返りや看護師に必要な実践能力、自己の課題についてラベルワーク、発表
学びの共有をした。

表２　多重課題演習プログラムの目的と流れ
≪演習の目的≫
　チームナーシングにおけるメンバーの立場で、受け持ち患者をアセスメントし看護ケアの優先度を判断する思考過程を踏みな
がら、チームで多重課題に対応していくための看護実践能力とは何かを考え、自己の課題を明確にすることができる。

≪演習の流れ≫

学習課題 学習内容

前日 事前学習

・４人の患者を受け持つために必要な基本的な知
識を自己学習する。
・看護管理の知識を基にチームで対応するために
必要な看護実践能力や看護体制を自己学習する。

演習
当日

（２コマ）

事例展開

･自己学習してきた多重課題の事例展開をグルー
プで共有し、新人看護師としてどのように判断し
行動するのがよいか、また、そのように考えた根
拠や判断基準は何かを考え話し合う。

･ワークシートに日勤帯の一日の
タイムスケージュールを考え、看
護師の行動・判断基準を書き込む

演習の振り返り
統合実習に向けて

自己の課題の明確化

・多重課題演習事例を展開してみた振り返りを行
い、気づいたことをグループで話し合う。
・看護師に必要な実践能力、自己の課題、統合実
習に向けて自己の学習目標を明確にする。

・グループでラベルワークを行う

発表・まとめ ・全体で学びの共有を行い、統合実習に向けて学
習意欲を高める。

・ラベルワークを基にプレゼン
テーションを行う

後日 フォーカス・グループ・
ディスカッション ・多重課題演習の振り返り ・多重課題演習での学び

図１　多重課題演習ワークシート

≪平成2６年度　統合実習　多重課題演習≫ 学生番号
学生氏名

一日の主なタイムスケジュール

時間／事例

【事例１】Aさん　60歳
男性  狭心症疑い

妻（55歳）と二人暮らし
建設業下請け　大工

【事例２】Bさん　８０歳
男性　慢性心不全
一人暮らし　無職

【事例３】Cさん　５０歳
糖尿病疑い　妻と子ども2人

製薬会社管理職

【事例４】Dさん　８５歳
軽い認知症　糖尿病

妻（78歳）と二人暮らし
無職

多重課題への対応と判断基準

朝食前の自己血糖測定
朝食前の血糖測定
インスリン施中

8:00

朝食

朝の申し送り
午前検温

１）場面設定

9:00 検温 検温 検温 検温

朝食後のトイレ誘導

9:50 検査室へ移送介助

10:00 カテーテル検査開始 利尿剤入り点滴交換予定

抗生剤点滴開始

抗生剤点滴終了抜去

11:00 カテーテル検査のお迎え 清拭 ２）場面設定

昼食前のトイレ誘導

食前の血糖測定・インスリン

15:00 「点滴をさしているところ
が痛い。赤くなって腫れて
きました。」

血糖値が高く、食事療法中
であることを本人と妻に説
明

４）場面設定

16:30

申し送り

点滴残量の確認 夕食前のトイレ誘導

17:00 日勤での尿量の確認 自己血糖測定 夕食前の血糖測定・インスリン

主な看護目標
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４．データ収集・分析方法
プログラム修了後に、１時間半程度「多重課題演習を通して学んだこと、今後役立つ内容、難し

かったことなど」というテーマでフォーカス・グループ・ディスカッション（FGDと略す）を行い、
これをデータ収集とした。FGDの内容は、研究参加者に許可を得て、録音し逐語録を作成した。
FGDで得られた逐語録を質的なデータとし、多重課題によって何を学んだかという視点で記述を
抽出し、類似する意味内容をカテゴリー化した。S. Youngら（2000）によれば学びとは、Idea知識・
事実を知る、Connection知識と知識、新しく得た知識と自分の経験を結び付けて考える、Extensions
場を変えたところで応用し新しい展開を生み出し自己のアイデンティティの一部にする、の３つか
ら説明できるといわれている。すなわち、学びにおける段階であるIdea、Connection、Extensions
は、これらの頭文字をとってICEモデルと言われ、表面的な知識から深い知識へ学びが深まってい
く過程を表している。学びとは、個別の情報を蓄積するだけでなく、学習者の頭の中で操られ、変
えられ、新しいものになるということである。学生の主体的な学びを促すために、学び方を学ぶこ
とが重要視されている。現在、大学教育において、Active Learningを推進するためにこのICEモ
デルが注目されている（土持，2014）。本研究では、このS. Youngらの学びの定義を採用し、学生
の学びをIdea、Connection、Extensionsに分類した。

５．倫理的配慮
研究計画書を所属大学の倫理審査委員会に提出し承認を得た（承認番号：第14MH040号）。７名

の研究参加者らにFGD実施の際に、研究の趣旨として多重課題演習および統合実習プログラム内
容の質向上と課題の改善が目的であることを口頭で説明した。また、成績には一切関係しないこと、
研究として結果を公表すること、その際個人名を出さずプライバシー保護への配慮を説明し、同意
書にサインを得た。

Ⅲ．結果

１．多重課題演習で得られた各論実習を修了した４年生の学び（表３）（図２）
多重課題演習で得られた各論実習を修了した４年生の学びとして２つのコアカテゴリー『　』、

９つのカテゴリー【　】が明らかになった。コードは〔　〕とし、Idea、Connection、Extensions
に分類した。カテゴリーのもとになったFGDの内容を一部抜粋して示した。

以下はコードを用いながら各カテゴリーの内容とコアカテゴリーについて説明した。
【多重課題対応を考える意味への気づき】とは、〔複数の患者を受け持つ際には個々の患者のポイ

ントを絞った関わり〕、〔限られた時間でケアの優先順位を検討しながら実践するための思考過程を
踏む〕ことである。また、〔実習では体験できない具体的で細かい知識／技術の必要性を自覚（する）〕
していた。さらに、今回の演習は〔答えが出るか否かは問題ではなくそのことについて考えられた
ことに意味を感じ（る）〕て就職後に〔徐々にその答えを見つけることにつながる〕ことに気づい
ていた。
【看護師として働く自覚の芽生え】とは、多重課題演習で学んだことを就職後に必要な看護実践

と結び付けて考え、看護師として働くことを意識することである。〔忙しく働く看護師の動きに対
して実感がわく〕、〔看護師に求められる能力を認識し就職後の心の準備をする〕、〔自分に差し迫っ
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たことと考え（る）〕ていた。
【現実の看護の厳しさと自分の看護観のジレンマの自覚】とは、〔看護師は限られた時間・空間・

人材の中で自己の看護観をもって働いていることに気づ（く）〕き、ケアの優先順位を決定する際
〔個々の患者の生活背景や人生観を大切にする自己の看護観と現実の看護との間にジレンマの可能
性を自覚する〕ことである。

表３　多重課題演習で得られた各論実習を修了した４年次生の学びとICEモデルの活用
Idea　知識・考え Connection　つながり Extensions　広がり・展開 フォーカ・スグループ・ディスカッションの内容

（一部抜粋）

『
多
重
課
題
演
習
と
就
職
後
の
自
分
を
結
び
つ
け
た
学
び
』

【多重課題対応を考え
る意味への気づき】

〔個々の患者のポイントを絞って
関わることの必要性を学ぶ〕

〔限られた時間でケアの優先順位
を検討しながら実践するための
思考過程を学ぶ〕

〔もっと細かい知識や具体的な段
取り、患者に必要な物品などの
知識が必要なることを学ぶ〕

〔患者ケアのスケジュールを踏ま
えた調整力を学ぶ〕

〔実際の看護師の動きをイメージ
できる〕

〔実習では体験できないケア実
践の知識技術の必要性を自覚す
る〕

〔複数の受け持ち患者のケア方
法を冷静に考える思考力の必要
性を自覚する〕

〔現場で遭遇するだろう多重課題
をあらかじめ予測してケアに当
たる〕

〔答えが出るか否かは問題ではな
くそのこと（多重課題への対応）
について考えられたことに意味
を感じる〕

〔徐々にその（状況に応じた対応
法）答えを見つけることにつな
がる〕

・実際の勤務ではそれを、（個々の患者への関わり
を）まあ基にして、その患者さん１人１人にポイン
トを絞って接してやっていくことが必要になるとい
うことがわかるんで、ショックが軽減する。
・実際にシュミレーションをしてみて、やっぱり、
たぶん現場に出た時にぶち当たるであろう壁を実際
に言語化することが出来たので、答えが出るとか出
ないとか、それ以前の問題で。それについて考えれ
た、今後こんな問題が出てくるだろうという予測で
きたことは、すごく学びになったと思います。
・看護師になって来年から働く上で、それ（多重課
題）があるということが分かっただけで、その答え
を徐々に見つけて行く。

【看護師として働く自
覚の芽生え】

〔多重課題演習を、働き始めて
からの看護実践に結び付けて考
える〕

〔自分が看護師として働くことを
意識する〕

〔忙しく動く看護師の動きに対し
て実感がわく〕

〔看護師に求められる能力を認識
し就職後の心の準備をする〕

〔自分に差し迫ったこととして考
える〕

・働き始めるとその人間関係もあるし、その、患者
さんが複数いるなかで、個々と接することになって、
実習の時みたいに深くあの１人１人のことを長い時
間く聴くということは難しくなる
・実際に皆で考えたことによって、だからあんなふ
うに忙しく詰め所にもいらっしゃらないんだという
実感がわいた
・心の準備ができて、看護師になって求められる能
力が認識できて、必要な事を考えることができた。

【現実の看護の厳しさ
と自分の看護観のジ
レンマの自覚】

〔看護師は限られた時間・空間・
人材の中で自己の看護観をもっ
て働いていることに気づく〕

〔優先順位を考える際に生じた
ジレンマについて、実習で受け
持ち事例をもとに考える〕

〔治療のためにその人の背景や
人生観は優先順位が下げられる
現実の看護のありかたに対する
戸惑いを自覚する〕

〔個々の患者の生活背景を大切
にする自己の看護観と現実の看
護との間ににジレンマの可能性
を自覚する〕

・（グループワークで優先順位を考える際に）ジレ
ンマというのが出たじゃないですか。そのことなん
ですけど、わたし糖尿病の病棟に行ったんですけど、
些細な事なんですけど食事療法の食事指導とかしな
いといけないけど、患者さんが、戦争とか、昔、粗
食の時代に、昔は食べれなかったと言う話が多かっ
たから、食に対してそういう思い入れがあると思っ
たから、そういうところを踏まえて気持ちに配慮し
ながら食事に配慮して指導していきたいと思ったか
らカンファレンスで言った。
・背景とか。人生をとか、そうゆうふうに習ったか
らそういうふうに思ったけど、やっぱり（現実の看
護では）重要視はしてないのかな。
・演習したら、その考えを気持としては持っていた
いけれど、実際働くとなると甘いのかなと思いまし
た。甘いと言うか、すごい大事にしたいけど、なん
か現実は違うのかなと思ったりしませんでした。
持っていたいなと。それがジレンマだと思うんです。

『
多
重
課
題
演
習
と
実
習
を
結
び
つ
け
た
学
び
』

【受け持ち患者実習と
複数患者を受け持つ
実践の違いの認識】

〔複数患者を受け持つための知
識不足を自覚する〕

〔持ち患者実習のケア範囲の狭
さに気づく〕

・たくさんの患者さんを看るとなるとやっぱり知識
も必要で、全体を通して自分は知識不足だなと感じ
て、もうちょっとちゃんとしなければ、これからもっ
と学んでいかないといけないというきっかけに、す
ごいなりました。

【保護された環境下で
の学びの気づき】

〔教員に保護された手厚い実習
環境を認識する〕

〔原理原則と理論に基づく看護
と実際の状況に基づく生々しい
指導を比較する〕

・先生が常にいらっしゃるので、患者さんの情報が
看護師さんから先生にいって自分たちにというよう
になる。

【看護学生として看護
師に対する消極的姿
勢を反省】

〔看護師の動きが見えていな
かったことへの気づき〕

〔看護師に話しかけるタイミン
グに躊躇し負担を感じていたこ
とを振り返る〕

〔指導者に対する看護学生とし
ての消極的な姿勢を反省する〕

・その患者さんに一緒に入ってくれる指導者さん
（看護師）にとっては、（学生の受け持ち患者に関す
る）一部分だけたずさわっていただけなので、その
人が（看護師が）一日どのようにうごいているのか
は、想像できない。

【看護師から得られた
リアルな学びの振り
返り】

〔指導者から直接教えてもらう
ことで生々しいリアルな看護を
学べたことを振り返る〕

〔看護師の説明を受けることで
実際の患者をケアするリアルな
学びが得られる〕

〔学生の積極的な学びの姿勢により
病棟のリアルな看護ケアを学ぶ〕

・こういう理由でこうゆうふうにやるんだよという
説明が薬のこととかも、薬を見せて頂いて、じゃ何
でやるのとかで、何で起こってるのとか、見るとき
にはどこを見ればいいとか、じゃあどういうことが
起こっているのとか、いろいろ言って、まあすごく
学びが深まる。リアルだから。

【看護師の学生指導に
対する批判的姿勢と
折り合い】

〔指導者の教育背景や看護観に
よって学生への指導内容が異な
ることに気づく〕

〔指導者によって看護の判断基
準や優先順位の思考過程が異な
ることに気づく〕

〔異なる看護観をもつ看護師への
批判的な見方をしつつも自分の
看護観の表現方法を調整する〕

・その方（看護師が）がどのように教育されたかが、
もろに実習生の教育に関わるんじゃないかと個人的
に思ったんですけど。
・（受け持ち患者の）生活背景とかは、今回は絶対
に出してもいい、私がもし思っていても、今回のこ
の病棟では出してはいけないとかは思ってました。
私は結構（病棟の看護師の空気）読む、読みが外れ
ることもあるのですが、読んでいました。

【個々の患者と向き合
う受け持ち患者実習
から得た学びの統合】

〔精一杯受け持ち患者と向き
合った実習であったことを振り
返る〕

〔自分の受け持ち患者を理解する
ための知識は身につき深まって
いると感じる〕

〔自信をもって実践するために知
識と経験による学びの一体感の
必要性がわかる〕

〔自分は受け持ち患者の思いや価
値観を大切にする看護師であろ
うと願う〕

・実習中は受け持ち患者さんと向き合うことが精一
杯で、それ以上のことは考えていなかた気がします。
・目先のことが精一杯で、自分が体感しないと学べ
ないよね。
・やっぱり受け持った疾患、分野については深く
なっています。
・（自分の受け持った患者に対しては）在宅まで意
識して血糖コントロールして、その人の食生活も考
えてそれに適応させて、目の前でやっていることは
血糖を下げることなんですけど、自分のなかではそ
ういう（患者の思いや価値観を大切にする）看護観
というのは、こういう看護をしたいというのは持っ
ていたい。
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この３つのカテゴリーは、看護師として働くことを意識し、遭遇する多重課題を予測し、演習の
学びを現実の看護としてとらえ、卒業後看護師として就職する自分のこととしてとらえようとして
いた。すなわち、『多重課題演習と就職後の自分を結び付けた学び』と意味づけられた。
【受け持ち患者実習と複数患者受け持ちの実践の違いの認識】とは、多重課題演習で４名の患者

を受け持つシュミレーションをしたことによって、自分たちがこれまで経験してきた一人の患者を
受け持つ実習と複数の患者を受け持つことがいかに違うかを認識することである。知識の不足、こ
れまで実習してきたケアの範囲の狭さに気づいていた。
【保護された環境下での学びの気づき】とは、実習では〔教員に保護された手厚い実習環境を認

識する〕ことである。また、〔原理原則と理論に基づく看護と実際の状況に基づく生々しい指導を
比較（する）〕していた。
【看護学生として看護師に対する消極的姿勢を反省】とは、多重課題演習で看護師の動きや現実の

看護師の思考過程をイメージし、忙しく動き回る〔看護師に話しかけるタイミングに躊躇し負担を
感じていたことを振り返る〕、〔指導者に対して看護学生としての消極的な姿勢を反省（する）〕した。
【看護師から得られたリアルな学びの振り返り】とは、多重課題演習で現実の看護師の動きや思

考過程をイメージすることによって、実習で直接看護師から指導を得られた内容を“生々しいリア
ルな看護”と表現し、実習での学びの深まりを振り返った。
【看護師の学生指導に対する批判的姿勢と折り合い】とは、〔指導者の教育背景や看護観によって学

生への指導内容が異なることに気づく〕など、批判的な見方もしていることである。その際は、学生
として直接批判的態度を看護師にぶつけず、状況に応じて自分の看護観との折り合いをつけていた。
【個々の患者と向き合う受け持ち患者実習から得られた学びの統合】とは、〔精一杯受け持ち患者

と向き合った実習であったことを振り返る〕、〔自分は受け持ち患者の思いや価値観を大切にする看
護師であろうと願う〕ことで、自らの看護観を確認し、これまでの学びを統合していた。

これらは、多重課題演習での事例や看護師としての思考展開を、各論実習で受け持った患者や指
導を受けた看護師らの動きや指導内容と結び付け、自分は看護師としてどうありたいかを考えてい
た。すなわち、『多重課題演習と実習を結び付けた学び』と意味づけられた。

各論実習を修了した４年生の多重課題演習の学びとは、就職後の自分という将来を見据えた学びと
受け持ち患者を通して学んだ実習の振り返りを通して得られる学びの統合である。（図２）

２．多重課題演習の学びとICEモデ
ルの活用（表３）

Idea、Connection、Extensionsは、
学びの深さを示していると言われて
いる。これらを枠組みとし、各カテ
ゴリーのコードを３つに分類した。

【多重課題対応を考える意味への気
づき】、【現実の看護の厳しさと自分
の看護観のジレンマの自覚】では新
たな知識や考えを学んでいた。全て
のカテゴリーにおいて、既習の知識図２　多重課題演習で得られ各論実習を修了した４年次生の学び

《多重課題演習と就職後の
自分を結びつけた学び》

《多重課題演習と実習
を結びつけた学び》

学びの
統合

多重課題を考える
意味への気づき

現実の看護の厳しさと
自分の看護観の
ジレンマの自覚

看護師として働く
自覚の芽生え

個々の患者と

向き合う受け持ち
患者実習から得た

学びの統合

看護師の学生指導
に対する批判的
姿勢と折り合い

看護師から得られた
リアルな学びの

振り返り

看護学生として
看護師に対する

消極的姿勢を反省

保護された
環境化での
学びの気づき

受け持ち患者実習
と複数患者を

受け持つ実践の
違いの認識

各論実習後の
多重課題演習

各論実習を修了した４年次生の多重課題演習における学び 
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や体験と関連づける学びをしていた。さらに、【多重課題対応を考える意味への気づき】、【看護師
として働く自覚の芽生え】、【看護師の学生指導に対する批判的姿勢と折り合い】、【個々の患者と向
き合う受け持ち患者実習から得た学びの統合】では、Extensionsと最も深い学びに達し、就職後看
護師として応用する自己のアイデンティティの一部とする学びを得ていた。

Ⅳ．考察

１．各論実習を修了した４年次生が多重課題演習を学ぶことの意味
FGDの内容を分析した結果、各論実習を修了した４年次生は『多重課題演習と就職後の自分を

結び付けた学び』と『多重課題演習と実習を結び付けた学び』を得ていたことが明らかになった。
これらは、実習を経験し、看護師として就職を自覚する４年次生の学びの特徴であると考えられた。
【多重課題対応を考える意味への気づき】において、〔個々の患者のポイントを絞って関わること

の必要性を学ぶ〕、〔限られた時間でケアの優先順位を検討しながら実践するための思考過程を学
ぶ〕、〔複数の受け持ち患者のケア方法を冷静に考える思考力の必要性を自覚する〕が抽出された。
これらは、竹下ら（2008）が報告する「複数患者受け持ちの中での個別性看護の尊重」、江澤ら（2010）
の報告のように「優先順位を決めるときの思考」「落ち着きや冷静さの重要性」、と共通していると
考えられた。さらに、〔実際の看護師の動きをイメージできる〕という知識を得たことで、〔現場で
遭遇するだろう多重課題をあらかじめ予測してケアに当たる〕、〔答えが出るか否かが問題ではなく
多重課題について考えられたことに意味を感じる〕という学びに至っていた。すなわち、学生は【多
重課題対応を考える意味への気づき】によって、“正しい答え”を求めるのではなく、状況や場が
変わっても、その都度対処するために自ら考えることの大切さを学んでいた。

また【看護師として働く自覚の芽生え】は、竹下ら（2008）の報告する多重課題への対応能力の
必要性や看護師業務の複雑さなど今後働くの臨床のイメージが出来たことと共通すると考えられ
た。

一方、【現実の看護の厳しさと自分の看護観のジレンマの自覚】や【個々の患者と向き合う受け
持ち患者実習から得た学びの統合】など『多重課題演習と実習を結び付けた学び』は、先行研究で
は見られなかった。学生は、就職後に直面する現実の看護は、実習で体験した受け持ち患者実習と
は異なる厳しいものであると認識していた。多重課題に対処するために踏んだ思考過程と、受け持
ち患者実習で一人一人の患者に向き合う看護を比較し、結び付けることによって、多重課題の事例
を理解し、個々の患者の思いや価値観を大切にしたいという思いと、限られた時間の中で複数のケ
アに優先順位をつけて行う看護に折り合いをつけなければならないと感じていた。これは、各論実
習と多重課題演習の学びが深められ、統合されたと考えられた。

２．本学における多重課題演習の課題と今後の方向性
本多重課題演習において、学生の『多重課題演習と就職後の自分を結び付けた学び』と『多重課

題演習と実習を結び付けた学び』が明らかになった。深い学びを得るために、多重課題演習の事例
作成が重要であると考える。川西ら（2012）は、新人看護師が困難になる多重課題場面を抽出し【予
定変更】【複数行為での優先度】【複数の人とのかかわりで優先度】【報告・相談】の４点を盛り込
んで作成する必要性を示唆している。本研究では、これらに加えて、【獲得した知識を積み上げる
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ことができない学習上の課題】【疾患・病態・検査・治療の理解不足】を想定した。各領域の実習
内容を共有し、ほとんどの学生が実習で受け持つであろうと想定される疾患（糖尿病）を組み入れ
たり、検査（心臓カテーテル検査）や治療中（持続点滴）の事例を作成することで、事例のリアリ
ティを持たせるとともに獲得した知識の積み上げを意図した。

今後の課題として、グループワークによる事例展開にとどまらず、統合実習との連動性、まとめ
のレポートの作成など事後の課題設定、現場の臨床指導者との協働による教育体制づくりなどが考
えられる。また、多重課題演習・統合実習の担当教員だけでなく、学科全体で多重課題演習・統合
実習で学ぶべき目的と目標を共有していくことが必要である。
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