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卒業を控えた看護系大学生における

「患者急変時の看護に対する認識と困難感」

―テキストマイニングによる自由回答文の解析から―
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*1　公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

*2　県立広島大学保健福祉学部看護学科

抄　録

　卒業を控えた看護系大学生の「患者急変時の看護に対する認識と困難感」の内容を明らかにすることを目的と

して，A 看護系大学の最終学年生 63 名を対象に無記名の自記式質問紙調査を実施し，自由回答文をテキストマ

イニングで分析した。その結果，「患者急変時の看護の認識と困難感」において共通して出現頻度の高い主要語

は『必要』『対応』『命』『知識』『判断力』『看護技術』『経験』であった。主成分分析とクラスター分析による類

型化から「患者急変時の看護に対する認識」では【医師との連携に難しさがある】など 7 つの構成概念が，「患

者急変時の看護に対する困難感」では【責任の重さから頭がパニックになり先輩看護師の指導が必要である】な

ど 6 つの構成概念が抽出された。これらの結果から，卒業を控えた看護系大学生が新人看護師として医師や先輩

看護師と関わる上での課題が浮上し，チーム医療の実践をはじめとした具体的経験の重要性が示唆された。
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1　緒言

わが国の病院では，医療技術の高度化をはじめ，入

院患者の高齢化および在院日数の短縮化などに際し

て，患者の疾病構造は複雑化し，その重症度は高まっ

ている。それゆえ臨床では，医療事故防止のための安

全管理体制が強化され 1），心肺停止という予期せぬ患

者急変事例の救命率向上に資する看護師の救命救急処

置技術をはじめ，その対応能力への期待は，これまで

以上に高まっている 2）。

看護師の救命救急処置技術の教育は，「看護師教育

の技術項目と卒業時の到達度（厚生労働省，2008）3）」

に掲げられて以来，看護基礎教育課程では一次救命処

置（Basic Life Support：BLS）を中心としたシミュレー

ション教育の実践 4,5）を通して，技術到達度や学習内

容が評価・検討されている。しかし，BLS の知識・

技術は，講義・演習の受講後に繰り返し実践しなけれ

ば，数週間以内に衰弱する 6）ともいわれている。事実，

看護学生が一旦獲得した BLS の知識・技術を，臨地

実習などで実際の患者急変事例に活用できるのは極め

て稀で，繰り返し実践することはできない。それゆえ

患者急変時の看護は，就業時の新卒の新人看護師（以

下，新人看護師）の職場適応を困難にする要因 7,8）に

なるほど，難しいものでもある。

これまでに新人看護師や，彼らに近似する卒業を控

えた看護学生を対象とした調査では，看護技術到達度

のなかでも特に救命救急処置技術の到達度は低く 9），

卒業後の困難事例やリアリティショックの一因として

患者急変時の看護が浮かび上がっている 7,8）。しかし，

彼らの「心肺停止という予期せぬ患者急変事例（以下，

患者急変時）の看護に対する認識と困難感」の内容ま

で踏み込んだ報告例はない。そこで本研究では，新人

看護師に近似する卒業を控えた看護学生を対象に「患

者急変時の看護に対する認識と困難感」の内容を明ら

かにした。得られた研究成果は，患者急変事例の開発

をはじめ，就業時の新人看護師の職場適応に資する看

護師養成段階の教育プログラム開発に貢献できると考

える。

2　研究目的

卒業を控えた看護系大学生の「患者急変時の看護に

対する認識と困難感」の内容を明らかにする。

3　研究方法

3-1　対象者

 A 看護系大学の最終学年生 63 名を対象候補者とし，

研究協力への同意が得られた者を対象者とした。なお，

対象候補者となった学生は，専門教育科目に課せられ

た全ての臨地実習を修了し，ICU・救命救急センター

の見学実習（1 日間）を含む急性期看護実習を修めた

者である。

3-2　調査方法

2014 年 8 ～ 9 月に無記名の自記式質問用紙による

調査を行った。調査は，対象候補者が所属する施設管

理者の許可の下で，対象候補者には口頭と文書で本研

究の趣旨を説明し，研究協力を依頼後，自記式質問紙，

依頼文書，および返信用封筒を直接本人に配布した。

記入済みの質問紙の回収は，対象者本人が封筒に入れ

て密封したものを，施設内に設置した回収箱に入れて

もらうように依頼し，留置き法で一括回収した。

3-3　調査内容

本研究では「患者急変時の看護に対する認識と困

難感」を自由回答文で問う無記名の自記式質問紙を作

成し，以下の形式で各々 5 つ程度記述するように求め

た。加えて，対象者の概要（年齢，性別，希望職種，

ICU/ 救命救急センターへの配属希望，救急看護の学

習・経験の有無，患者急変時の看護に対する自信と困

難感の有無）について回答を求めた。

・私が考える，患者急変時の看護とは，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

・私が（新人看護師の立場で）考える，患者急変時の

看護における困難感とは，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

3-4　データ分析

自由回答文の解析は，テキストマイニング（Text 
Mining：TM）で行った。TM を採用した理由は，大

量のテキストデータ（文字データ）から有用な情報

（キーワード）を取り出し，クラスター分析などの多

変量解析が可能であることから「患者急変時の看護

に対する認識と困難感」の内容を客観的に解明でき

ることによる。TM ソフトウェアは SPSS 社の PASW 
Modeler13 および Text Mining for Clementine2.2（TMC）

を用いた。

3-4-1　データクリーニング

本研究では，名詞，形容詞および動詞を分析対象と

して，テキストデータの原文に戻りながら品詞情報と

分かち書き処理・形態素解析の結果を確認した。これ

を基に「AED」などの未知語判定単語を登録し，「心

臓マッサージ」「胸骨圧迫」などの表現が異なる名詞

の同義語を一つの語に変換した。これら一連の作業は

出力された名詞が分析に使用できるまで繰り返し，最

後に条件抽出ノードで，独立した意味をなさない単語

を破棄し，解釈可能な名詞，形容詞，および動詞の
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みを抽出した。なお，TMC では分析対象となる名詞，

形容詞，動詞は，「主要語」として出力され，データ

クリーニング後に「変換後主要語」として出力され

るが，以下の記述では，「変換後主要語」を「主要語」

と表記した。

3-4-2　主要語の分析

本研究では，言及頻度分析 10）による特徴的な主要

語と，クラスター分析による構成概念の抽出を質問毎

に行った。言及頻度分析では，出現頻度が 2 回以上の

主要語を抽出し，出現頻度が高い順に並べ，特徴的な

主要語を明らかにした。次に，主要語をフラグ変数化

（記述の中に該当する語があれば「1」，なければ「0」

というように 2 値に数値化すること）し，これを用い

て主成分分析を行い，得られた成分負荷行列に非階層

型クラスター分析を施した 11）。そして，抽出された

各クラスターを構成する主要語から構成概念を命名し

た。命名にあたっては，TMC に備わるコンコーダン

ス機能（特定のキーワードを含む文だけを抽出する検

索機能）を活用し，主要語を含む原文に戻りながら主

要語と構成概念を解釈した。主成分分析は，成分負荷

量が .30 未満で，合成変数に対して関係の低いものを

除外して行った。

3-4-3　出力結果の信頼性と妥当性

TMC では各クラスターの構成区分の適合性をシル

エット指数で確認することができ，その値が .50 以上

であれば適合度の正当性が判断できる。本研究では，

構成概念の基盤となる各クラスターの構成区分の適合

度を，このシルエット係数で評価した。また，命名し

た各クラスターの構成概念における内容的妥当性を，

Lynn12）の Content Validity Index（CVI）を参考に，対

象者から任意に 10 名選出し，評定法を「1：非常に妥

当ではない」「2：妥当ではない」「3：妥当である」「4：
非常に妥当である」とする自記式質問紙で確認した。

なお，この調査の対象者 10 名は，対象候補者全員が

集う場所で，回答を得た対象者に協力を求め，申し出

の順に選定した。

本研究は，TMC の操作経験を有する者を含む研究

メンバーで行い，出力結果と解釈の妥当性を確保した。

3-5　倫理的配慮

本研究は，県立広島大学研究倫理委員会の承認を受

けて実施した（承認番号：14MH019 号）。対象候補者

には口頭と文書で研究の趣旨を説明し，研究参加に際

して自由意志の尊重と匿名性を厳守し，本研究協力へ

の諾否は学生の評価および成績には一切関与しないこ

とを保証した。そして，無記名の自記式質問紙の返却

をもって研究参加の同意と判断した。

４　結果

回答は，63 名に配布して 45 名から得ることができ

た（回収率71.4％，有効回答率100％）。対象者の概要は，

表 1 に示す通りであった。患者急変時の看護を経験し

た者は 5 名（11.1％）に過ぎず，40 名（88.8％）が困

難感を有していた。

形態素解析の結果，質問毎に自由回答文を総計した

文字数，文数，形態素数，および主要語の概要は，表

2 に示す通りであった。

表１　対象者の概要 (n=45）
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4-1　言及頻分析による特徴的な主要語（表 3）

「患者急変時の看護に対する認識」を示す主要語は

63 種類語が得られ，上位 10 位以内の名詞に着目する

と，『必要』を筆頭に，以下『対応』『大切』『命』『重

要』『迅速』『知識』『看護師』『判断力』『責任感』『大変』

『看護技術』『経験』『一人』『スピード』『パニック』『医

療チーム』『応援』『判断』『臨機応変』『アセスメント』

『状況』『人工呼吸』であった。

次に，「患者急変時の看護に対する困難感」を示す

主要語は 50 種類語が得られ，上位 10 位以内の名詞に

着目すると，『経験』を筆頭に，以下『知識』『看護技

術』『不足』『自分』『判断力』『不安』『自信』『対応』『必

要』『命』『適切』『役割分担』であった。

以上の主要語において「患者急変時の看護に対する

認識と困難感」を示す主要語が一致したのは，『必要』

『対応』『命』『知識』『判断力』『看護技術』『経験』で

あった。

4-2　クラスター分析による構成概念（表 4）

4-2-1　「患者急変時の看護に対する認識」

主成分分析の結果，63 種類の主要語からは，最終

的に 28 種類の主要語が抽出された（抽出後の負荷量

平方和全分散の 54.3％）。第 1 主成分で .6 以上の最大

の負荷量を示す成分（主要語）は，『医師（負荷量 .804，

以下同）』を筆頭に，以下『救う（.683）』『関わる（.680）』

『患者（.633）』『チーム医療（.618）』『難しい（.617）』

であった。

クラスター分析の結果，クラスター 1 は『チーム医

療』『患者』『関わる』『救う』から成り【患者を救う

ためにチーム医療で関わる】と命名した。クラスター

2 は『看護師』『救急カート』『状況』『判断』から成り【看

護師が状況を判断して救急カートを準備する】と命名

した。クラスター 3 は『医療チーム』『重い』『重要』『役

割分担』から成り【医療チームのなかで重要な役割を

担う】と命名した。クラスター 4 は『高い』『責任感』

『大きい』『直結する』『忙しい』『命』から成り【多忙

表２　形態素解析の概要 (n=45）

表３　言及頻度分析による特徴的な主要語 （n=45）
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を極めるなかで命に関わる任務を果たす】と命名した。

クラスター 5 は『看護技術』『迅速』『正しい』『臨機

応変』から成り【臨機応変に迅速かつ正確な看護技術

を遂行する】と命名した。クラスター 6 は『医師』『難

しい』から成り【医師との連携に難しさがある】と命

名した。クラスター 7 は『出来る』『対応』『能力』『必

要』から成り【対応能力が求められる】と命名した。

以上の各クラスターの構成区分の適合性を示すシル

エット係数は .7 で，その正当性が確認できた。さら

に各クラスターの命名（構成概念）について，構成要

素（主要語）と共に，対象者から任意に選出した 10
名に確認したところ，「３：妥当である」もしくは「４：

非常に妥当である」で，その内容的妥当性が確認でき

た（表 5）。

4-2-2　「患者急変時の看護に対する困難感」

主成分分析の結果，50 種類の主要語からは，最終

的に 29 種類の主要語が抽出された （抽出後の負荷量

平方和全分散の 60.6％）。第 1 主成分で .6 以上の最大

表４　クラスター分析（K-Means) による構成概念 （n=45）

表５　クラスター分析（K-Means) による構成概念（命名）の内容的妥当性（n=45）
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の負荷量を示す成分（主要語）は，『重い（.911，以下同）』

『高い（.911）』を筆頭に，以下『責任感（.823）』『可

能性（.818）』『乏しい（.604）』であった。

クラスター分析の結果，クラスター 1 は『パニック』

『可能性』『高い』『思う』『重い』『責任感』『先輩看護

師』『頭』『怖い』『乏しい』から成り【責任の重さか

ら頭がパニックになり先輩の指導が必要になる】と命

名した。クラスター 2 は『結びつく』『焦る』『場面』『分

からなくなる』から成り【実際の患者急変場面では

焦って分からなくなる】と命名した。クラスター 3 は

『看護技術』『困難』『知識』『把握』『不足』『役割分担』

から成り【知識・技術不足により自分の役割が果たせ

ない】と命名した。クラスター 4 は『死』『直結する』

『難しい』から成り【死に直結する看護実践は困難で

ある】と命名した。クラスター 5 は『自分』『出来る』

『判断』『命』から成り【自分で生死に関わる判断がで

きない】と命名した。クラスター 6 は『自信』『無い』

から成り【自信が無い】と命名した。

以上の各クラスターの構成区分の適合性を示すシル

エット係数は .6 で，その正当性が確認できた。さら

に各クラスターの命名（構成概念）について，構成要

素（主要語）と共に，対象者から任意に選出した 10
名に確認したところ，「３：妥当である」もしくは「４：

非常に妥当である」で，その内容的妥当性が確認でき

た（表 5）。

５　考察

本研究では，卒業を控えた看護系大学生（以下，学

生）の「患者急変時の看護に対する認識と困難感」の

内容を示す特徴的な主要語と構成概念が判明した。以

下では，これらを基に考察を加えたい。

5-1　言及頻度分析による特徴的な主要語から

言及頻度分析では，学生の「患者急変時の看護に対

する認識と困難感」として，認識で『必要』が，困難

感で『無い』が最多だったことから，『必要』とされ

るものが『無い』という関係性が見て取れた。さらに，

学生の「患者急変時の看護に対する認識と困難感」で

共に言及頻度が高い共通の主要語として『必要』『対応』

『命』『知識』『判断力』『看護技術』『経験』が抽出さ

れた点に着目すると，学生は，患者の『命』を守るた

めに『対応』『知識』『判断力』『看護技術』『経験』を

『必要』と認識してはいるものの，『対応』『判断力』『看

護技術』を実践するための『知識』『経験』が『無い』

ことが困難感に繋がっていると考えられた。

このように，困難感として『知識』『看護技術』が

浮上したことは，学生に近似する新人看護師の知識

と技術の未熟さが看護実践上の困難となっている現

状 13,14）と一致していた。また，『知識』『看護技術』

と共に『経験』が抽出されたことは，永田ら 15）の先

行研究で新人看護師の看護実践上の困難として「専門

的知識の不足・経験不足による援助技術実施困難」が

見出されている点と一致していた。例えば，患者急変

時の最も基本的な救命処置技術といえる BLS の知識・

技術は，講義・演習の受講後，数週間以内に衰弱する 6）

ことから，BLS を確実に修得するには経験を通して

繰り返さなければならない。したがって，『知識』『技

術』『経験』は，学生の「患者急変時の看護に対する

認識と困難感」を考える上での重要なキーワードにな

ると考えられた。

さらに，『知識』『技術』『経験』と共に『対応』『判

断力』が抽出されたことは，患者急変時の看護を如

実に反映していると考えられた。例えば，心肺停止

（Cardio Pulmonary Arrest：CPA）となった患者の場合，

その生理学的異常症状に事前に気付くこと，すなわち

初期評価を，患者と接する場面の多い看護師が行うこ

とができれば，6~7 割の CPR を防ぐことができる 16）

ことから，看護師による初期評価に資する『判断力』

とそれに基づく『対応』は極めて重要である。しか

し，状況判断力の修得には 3 年以上の実務経験を要す

る 17,18）ため，患者急変時の看護において何かを判断し，

対応するためには職場（臨床）での経験学習 19）が不

可欠である。したがって，学生の「患者急変時の看護

に対する認識と困難感」として，『知識』『技術』『経験』

と共に『対応』『判断力』が抽出されたことは必然と

いえ，学生は，患者急変時の看護に求められるものを

認識した上で，困難感を捉えていると考えられた。

以上から，本研究で抽出された学生の「患者急変

時の看護に対する認識と困難感」の内容として，看護

実践を反映した特徴的な主要語が得られたと考えられ

た。患者急変時の看護実践の修得過程としては，看

護師養成段階で『知識』『技術』のミニマムエッセン

シャルズを修得し，これらを基盤に就業後の具体的経

験 19）を通して『対応』『判断力』を修得することが必

要と考える。したがって，看護師養成段階では，患者

急変時の『対応』『判断力』に資する『知識』『技術』

のミニマムエッセンシャルズを明らかにし，教育しな

ければならないと考えられた。

5-2　クラスター分析による構成概念から

学生の「患者急変時の看護に対する認識と困難感」

の内容として，得られた構成概念は，シルエット係

数と，対象者から任意に選出した 10 名への確認から，

内容的妥当性が確保できたと考えられた。

学生の「患者急変時の看護に対する認識」を示す構

成概念は，【患者を救うためにチーム医療で関わる】【看

護師が状況を判断して救急カートを用意する】【医療

チームの中で重要な役割を担う】【多忙を極める中で

命に関わる任務を果たす】【医師との連携に難しさが
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ある】【対応能力が求められる】であった。これらの内，

【医師との連携に難しさがある】を成す『医師』『難しい』

と，【患者を救うためにチーム医療で関わる】を成す

『患者』『チーム医療』『救う』『関わる』は，主成分分

析の第 1 主成分で .6 以上の最大の負荷量を示した成

分（主要語）であったことから，影響力を有する主成

分と解釈できる。つまり，【医師との連携に難しさが

ある】と【患者を救うためにチーム医療で関わる】は，

学生の「患者急変時の看護に対する認識」において影

響力を有する内容といえる。これらの構成概念が抽出

された背景には，チーム医療のキーパーソンとして看

護師の役割が拡大する 20）なかで，看護師養成段階に

ある学生は，臨地実習において医師をはじめ，看護師

以外のチーム医療のメンバーと関われない現状が影響

していると考えられた。チーム医療 20）とは，「医療に

従事する多種多様な医療スタッフが，各々の高い専門

性を前提に，目的と情報を共有し，業務を分担しつつ

も互いに連携・補完し合い，患者の状態に的確に対応

した医療を提供すること」である。特に，臨床で起こ

りうる患者急変時の看護においては，治療の担い手で

ある医師との連携は不可欠である。したがって，看護

師養成段階では，患者急変事例に医師への報告・連絡・

相談の場面を取り入れるなど，看護師のみならず医師

との連携がイメージ化できるような演習を通して，教

育しなければならないと考えられた。

一方，学生の「患者急変時の看護に対する困難感」

を示す構成概念は，【責任の重さから頭がパニックに

なり先輩の指導が必要になる】【実際の患者急変場面

では焦って分からなくなる】【知識・技術不足により

自分の役割が果たせない】【死に直結する看護実践は

困難である】【自分で生死に関わる判断ができない】【自

信がない】であった。これらの内，【責任の重さから

頭がパニックになり先輩の指導が必要になる】を成す

『重い』『高い』『責任感』『可能性』『乏しい』は，主

成分分析の第 1 主成分で .6 以上の最大の負荷量を示

した成分（主要語）であったことから，影響力を有す

る主成分と解釈できる。つまり，【責任の重さから頭

がパニックになり先輩の指導が必要になる】は，学生

の「患者急変時の看護に対する困難感」において影響

力を有する内容といえる。これらの構成概念が抽出さ

れた背景には，学生の知識・技術不足，メンタル面の

弱さ，先輩への苦手意識という，複数の課題が影響し

ていると考えられた。これらは，新人看護師の社会人

基礎力の課題 21）でもある。したがって，【責任の重さ

から頭がパニックになり先輩の指導が必要になる】は，

患者急変時の看護という枠を超えた複雑な課題と考え

られた。

次に，知識・技術不足に着目して，学生の「患者急

変時の看護に対する認識と困難感」を示す構成概念を

みると，認識で【臨機応変に迅速かつ正確な看護技術

を遂行する】が，困難感で【知識・技術不足により自

分の役割が果たせない】が，看護技術という点で一致

していた。これにより，学生は，患者急変時に【臨機

応変に迅速かつ正確な看護技術を遂行する】と認識し

てはいるものの，【知識・技術不足により自分の役割

が果たせない】ことが困難感に繋がっていると考えら

れた。また，困難感で【知識・技術不足により自分の

役割が果たせない】が抽出された背景には，学生の「患

者急変時の看護に対する認識」として，【患者を救う

ためにチーム医療で関わる】【医療チームの中で重要

な役割を担う】【多忙を極める中で命に関わる任務を

果たす】ことが前提となっていることが考えられた。

そして，知識・技術不足により，チーム医療のなかで

自分の役割を果たせるか否かという不安，すなわちメ

ンタル面の弱さが見て取れた。メンタル面の課題とし

ては，学生の「患者急変時の看護に対する困難感」を

示す【責任の重さから頭がパニックになり先輩の指導

が必要になる】と【実際の患者急変場面では焦って分

からなくなる】にも如実に表れており，これには患者

という人の命に関わる責任の重圧も影響していると考

えられた。

患者急変時の看護は，これを担う看護師に対して，

衝撃と戸惑いという負の感情を喚起させる一方で，こ

うした感情は看護師としての成長を促すものと考えら

れている 22）。それゆえ，看護師としての具体的経験

をもたない学生の「患者急変時の看護に対する認識と

困難感」を示す構成概念にメンタル面の課題が現れる

ことは必然といえる。看護師養成段階で，こうしたメ

ンタル面の課題に備えるためには， 患者という人の命

に関わる責任を果たせるように，病態の知識を備え，

救命救急処置の技術力を高めることはもちろん，臨地

実習では看護師の指導下で自分の能力が発揮できるよ

うに，積極的に看護師や医師と関わる体験が必要であ

る。

しかし，昨今の学生は，臨地実習で指導にあたる看

護師など，自分以外の他者との関わりに苦手意識を抱

く傾向にある。この点に着目して，学生の「患者急変

時の看護に対する認識と困難感」を示す構成概念をみ

ると，認識で【責任の重さから頭がパニックになり先

輩の指導が必要になる】が，困難感で【医師との連携

に難しさがある】が職場における他者との相互関係と

いう点で一致していた。これら 2 つの構成概念は，影

響力を有することから，学生は，職場における自分以

外の他者，すなわち医師，先輩看護師との相互関係に

対して困難感を抱いており，これは患者急変時の看

護に強く影響すると考えられた。この結果は，永田

ら 15）の先行研究で新人看護師の看護実践上の困難と

して「職場の人間関係形成過程・サポート体制への戸

惑い・緊張」が抽出されている点と類似性があり，昨

今の若者が有するコミュニケーション能力の不足が起
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因するものと考えられた。新人看護師が患者急変時の

看護を実践するには，医師や先輩看護師らとの相互関

係が不可欠であり，これにはコミュニケーション能力

が求められる。したがって，医師や先輩看護師らとの

相互関係は，学生の「患者急変時の看護に対する認識

と困難感」を考える上での重要なキーワードになると

考えられた。昨今の大学生は，初対面の人との会話，

年長者との接し方，顔見知り程度の人とのコミュニ

ケーションに苦手意識を抱いている 23）。コミュニケー

ション能力は，ボランティア活動などさまざまな人

と関わる体験をすることで向上する 24）。したがって，

看護師養成段階では，患者急変事例に医師や先輩看護

師への報告，連絡，相談の場面を取り入れ，新人看護

師として医師や先輩看護師に伝えるべき具体的内容を

考えさせるなど，医師や先輩看護師との相互関係がイ

メージ化できるような演習を通して，教育しなければ

ならないと考えられた。

以上から，患者急変時の看護においては，知識・技

術の修得に限らず，メンタル面を鍛え，医師や先輩看

護師らと積極的に関わる具体的経験の重要性が示唆さ

れた。

６　研究の限界と今後の課題

TM は，コンピュータによる手法とはいえ，研究

結果に重要な意味を持つデータクリーニングの段階

で，研究者の主観がデータに影響することは避けられ

ない。本研究の場合，例えば主要語として抽出され

た『チーム医療』と『医療チーム』は，一見同義語に

感じられたが，原文の中で『チーム医療』は「看護職

間での連携の要素が強いもの」として，『医療チーム』

は「他職種間での役割分担，連携の要素が強く示され

ているもの」として，用いられていたことから，本研

究では原文に基づいて区別して用いた。また『判断力』

『判断』『判断できる』も原文と品詞情報に基づき，そ

のまま分析に投入した。TM では，このような判断は，

研究者に委ねられ，対象者が用いた自然言語にも元々

曖昧な特性があることからも，本研究には限界がある。

また，結果の解釈において調査フィールド（施設）

が 1 つの大学に限定していることに起因する研究上の

限界がある。今後の研究では，同じ研究課題で，対象

者の教育機関の拡大はもちろん，教育背景など属性の

違いによる追及が望まれる。そして，患者急変時の看

護に必要な『知識』『技術』のミニマムエッセンシャ

ルを明確にし，患者急変事例の開発をはじめ，就業時

の新人看護師の職場適応に貢献できる教育プログラム

を開発することが今後の課題である。

７　結論

次の結果から，患者急変時の看護においては，知識・

技術の修得に限らず，メンタル面を鍛え，医師や先輩

看護師らと積極的に関わる具体的体験の重要性が示唆

された。

１）患者急変時の看護に対する認識と困難感において

上位 10 位以内の主要語が一致したのは，『必要』『対

応』『命』『知識』『判断力』『看護技術』『経験』であった。

２）「患者急変時の看護に対する認識」を示す構成概

念は，【患者を救うためにチーム医療で関わる】【看

護師が状況を判断して救急カートを用意する】【医

療チームの中で重要な役割を担う】【多忙を極める

中で命に関わる任務を果たす】【医師との連携に難

しさがある】【対応能力が求められる】であった。

この内【医師との連携に難しさがある】【患者を救

うためにチーム医療で関わる】は，影響力を有する

ことが考えられた。

３）「患者急変時の看護に対する困難感」を示す構成

概念は，【責任の重さから頭がパニックになり先輩

の指導が必要になる】【実際の患者急変場面では焦っ

て分からなくなる】【知識・技術不足により自分の

役割が果たせない】【死に直結する看護実践は困難

である】【自分で生死に関わる判断ができない】【自

信がない】であった。この内【責任の重さから頭が

パニックになり，先輩の指導が必要になる】は，影

響力を有することが考えられた。
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Awareness of and diffi culty in nursing for sudden changes 
in patients among nursing college fi nal year students

― Analysis of free answer comments using text mining ― 
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Abstract

[Purpose] This study aimed to clarify the awareness of and diffi culty in nursing for sudden changes in patients among 
nursing college fi nal year students. [Method] Data were collected by paper-based open-ended questionnaires from 63 nursing 
college fi nal year students. Collected data were analyzed by text mining. [Results] The results showed that the most frequent 
words used in awareness of and diffi culty in nursing for sudden changes in patients were “need,” “correspondence,” “life,” 
“knowledge,” “judgment,” “nursing skill,” and “experience”. Using principal component analysis and cluster analysis 
(K-Means), these data were classifi ed into seven categories for awareness, including “there is a diffi culty in collaboration 
with doctors,” and six categories for diffi culty, including “mental panic from the weight of responsibility; there is a need 
for guidance from a senior nurse.” [Discussion] The present fi ndings demonstrate that nursing college fi nal year students 
-namely, newly graduated nursing college students- have issues in their relationships with doctors and senior nurses. As 
primary practice involves team medical care, the importance of specifi c experience has been suggested.
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