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学年進行と共に段階的に進める「看護の統合と実践」
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―各論実習前に実施した統合実習の教育的有用性と課題の検討―
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抄　録

　各論実習前に実施した統合実習の教育的有用性と課題を明らかにした。3 年次生 60 名と指導者 68 名に質問紙

調査を行い，本実習を通して学生に「各論実習で活用できた学習内容」「自分の課題」を，指導者に「各論実習

で（学生に）活用して欲しい学習内容」「学生の課題」を自由回答文で求め，Text Mining で解析した。学生が「各

論実習で活用できた学習内容」と指導者が「各論実習で（学生に）活用して欲しい学習内容」を示す主要語は『報

告』の言及頻度が高く，学生で【チーム医療における看護上の相談・連絡】などが，指導者で【報告，連絡，相

談】などが判明した。学生が考える「自分の課題」と指導者が考える「学生の課題」を示す主要語は『コミュニ

ケーション』『患者』の言及頻度が高く，学生で【知識・技術・態度の向上】などが，指導者で【看護を学ぶ姿

勢として自分の考えを相手に伝えること】などが判明した。
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１　はじめに

　看護基礎教育では一人の受け持ち患者の看護を展開

するのが主流だが，臨床では医療チームの一員として

複数の受け持ち患者の看護を展開する。この看護基礎

教育と臨床との実践内容の違いは，四半世紀以上前

から今日に至るまで継続する看護教育上の課題であ

る 1)。それゆえ，我々教員は臨地実習を通して学生に

は一人の受け持ち患者の看護を展開する中で，看護師

が医療チームの一員として複数の受け持ち患者の看護

を展開する臨床看護の実態を捉え，理解しているもの

と期待している。しかし，学生本人は一人の受け持ち

患者の看護に集中するあまり，実習記録などの学習課

題に追われ，必ずしも臨床看護の実態を捉え，理解し

ているとは限らない 2)。そして，卒業生（つまり，新

人看護師）の中には実際の臨床看護を通して自らの知

識・技術不足を自覚し，リアリティショックや離職願

望を抱える者も存在する 3,4)。ある研究では新人看護

師の 92％は就業時に困難を経験し 5)，就労後 3 ヵ月の

時点で 離職願望を抱く者が約 7 割に達すると報告し

ている 6)。

　以上の背景から，わが国の看護基礎教育では 2009
年実施のカリキュラム改訂を機に，臨床での実践力

を高めることを目的に「統合分野」が新設され 7)，各

教育機関独自の裁量で取り組まれている。「統合分野」

に組み込まれた「看護の統合と実践」は，基礎分野，

専門基礎分野，専門分野Ⅰ，専門分野Ⅱで学習した内

容をより臨床実践に近い形で学習し，知識・技術を統

合する内容とされている 4)。そして，「看護の統合と

実践」における統合実習は，臨床実践の中で必要な基

礎的な知識と技術を統合的に体験するものとされてい

る 4)。看護師等養成所の運営に関する指導要領 8) では，

統合実習は「専門分野での実習を踏まえ，実務に即し

た実習を行う」と明文化されている。そして，現行の

統合実習は既存の知識と技術を統合するための総まと

め的な実習として，専門分野Ⅱの成人・老年看護実習

など，いわゆる各論実習の修了後に実施される傾向に

ある註）。しかし，統合実習を各論実習後に実施した場

合，その学習成果を積み上げるのは卒業後であり，そ

の多くの場は臨床である。ある統合実習の教育的有用

性を評価した報告では，新人看護師の認識では統合実

習の有用性が記されているが 9,10,11)，病棟師長と病棟

教育担当者（つまり，新人看護師の現任教育を担う看

護管理者）の認識では「統合実習を経験していない新

人と目立った違いはない」「統合実習の効果は分から

ない」「実習と勤務が結びついていない」と記されて

いる 11)。これらの報告から，現行の総まとめ的な統合

実習の効果は不明瞭といえる。

　一方，「看護の統合と実践」は最終学年次だけでなく，

学年進行と共に段階的に追究するものでもあり，看護

基礎教育には段階的に看護実践能力を修得できるよう

に創意工夫することが求められている 12)。現在，A 看

護系大学（以下，本学）では基礎看護学実習（専門分

野Ⅰ）で学習したチーム医療における看護師としての

メンバーシップ・リーダーシップをより臨床実践に近

い形，すなわち臨地実習で学習・統合し，各論実習に

積み上げる教育を展開している。本学ではこれを統合

実習として，現行の各論実習の学習成果を強化し，よ

り実践的なものに仕上げたいと考え，3 年次後期の各

論実習直前に実施している。その結果，学生は臨床の

現状を目の当たりにし，一人の受け持ち患者の看護で

は学ぶことができない，医療チームの一員として複数

の受け持ち患者の看護の視点を育み，各論実習に積み

上げ活用することができたと，我々教員は実感してい

る。しかし，臨地実習の学習成果は数多く報告されて

いる中で，統合実習に関するものは希少といえ，学年

進行と共に段階的に進める統合実習の教育的有用性や

課題は明らかにされていない。

　以上から，本研究では各論実習前に実施した統合実

習の教育的有用性と課題を検討するために，①本学に

おける統合実習（以下，本実習）を通して学生が「各

論実習で活用できた学習内容」を明らかにし，指導者

が「各論実習で（学生に）活用してほしい学習内容」

を踏まえて検討した。同時に，②本実習を通して学生

が各論実習時に捉えた「自分の課題」を明らかにし，

指導者が捉えた「学生の課題」を踏まえて検討した。

これにより，学年進行と共に段階的に進める看護実践

能力を修得するための統合実習の教育的意義に関する

知見を得たので報告する。

２　本学における統合実習の概要

　本実習は，基礎看護学実習（専門分野Ⅰ）を終えた

3 年次後期に配置し，各論実習（専門分野Ⅱ）を開始

する 1 週間前に実施した。実習目的・目標を表 1，実

習スケジュールを表 2 に示した。本実習の特徴は，①

専門分野Ⅰでの実習を踏まえ，各論実習直前に実務に

即した看護を学ぶ点，②フィールドワーク形式で病院

実習に臨んだ点，③事前に学内の多重課題演習で実務

に即した事例展開を行った点である。

　病院実習では，看護管理者（師長，副師長，主

任）および日勤のチームリーダーの指導下でフィー

ルドワーク形式によるシャドーイング実習を行った。

フィールドワーク形式とは，病院実習に先駆けて，学

生が学内での多重課題演習（事例検討）を通して複数

患者の優先順位を考えながらグループワークおよび個

人ワークで抽出した疑問点，自己の課題をワークシー

トにまとめ，病院実習を主体的且つ積極的に質問しな

がら進められるように事前準備をして病院実習に臨

み，得られた情報をワークシートにまとめ，考察する
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形式を意味する。また，多重課題演習の事例は実務に

即した臨場感ある内容にしたいと考え，看護管理者お

よび新人看護師を対象とした面接調査 13,14) を基に 4 事

例を作成した 2)。そして，事前に最終学年生 7 名を対

象として事例展開を行い，その学習成果から内容的妥

当性を確認した 2)。

　なお，本実習は，最終学年生を対象に行われる総ま

とめ的な統合実習とは異なり，学年進行と共に段階的

に看護実践能力の礎を確実に修得させる教育方法の一

つの試みである。

３　研究方法

3.1　対象者

　本実習は平成 24 年度のカリキュラム改正に伴い平

成 26 年度に試行された。本研究では本実習を初年度

に履修した 3 年次生 60 名と，病院実習（3 箇所）で

彼らを直接指導した指導者 68 名を対象とした。

3.2　調査方法

　本実習は各論実習前に実施した経緯から，学生全員

が急性期・慢性期・老年看護実習を修了した時期（2015
年 1 ～ 3 月）を選定し，無記名の自記式質問紙による

調査を行った。質問紙（依頼文書および回収用封筒を

含む）は，学生には授業時間外に研究者もしくは研究

協力者が教室で配布し，また指導者には施設管理者に

配布を依頼した。記入後の質問紙の回収は，対象者が

自分で回収用封筒に入れて厳封したものを後日一括回

収した。

　なお，急性期・慢性期・老年看護実習は本実習が修

了した 1 週間後に開始され，学生は実習グループで開

始する実習が異なり，4 クールの間に 1 クールの休み

を挟んで，最終的にこれら 3 つの実習を修了する。本

研究では対象となる学生の学習レディネスを可能な限

り統一し，本実習修了後から調査に至る期間が長期化

しないように調査時期を選定した。

3.3　調査内容

　学生には本実習を通して「各論実習で活用できた学

習内容」を，また指導者には本実習を通して「各論実

習で（学生に）活用してほしい学習内容」を自由回答

文で求めた。同時に，学生には本実習を通して各論実

表１　実習目的および実習目標

表２　実習スケジュール
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習時に捉えた「自分の課題」を，また指導者には本実

習を通して捉えた「学生の課題」を自由回答文で求めた。

3.4　分析方法

　自由回答文はテキストマイニング（Text Mining：

TM）で解析した。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

　異なる複数の人物による記述文にはさまざまな表現

が入り混じっている。本研究では名詞，形容詞，動詞

を分析対象として，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，「チームナーシング」などの未知語判定単語を登

録し，「私」「自身」「自分」などの表現が異なる同義

語を一つの語に変換した。これら一連の作業は，出力

された単語が分析に使用できるまで繰り返した。最

後に，条件抽出ノードで独立した意味を成さない単

語を破棄し，解釈可能な単語のみを抽出した。なお，

TMC では分析対象となる単語は，はじめに「主要語」

として出力（表現）され，データクリーニング後は「変

換後主要語」として出力（表現）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

　言及頻度分析 15) 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，出現頻度が 2 回以上の主要

語を対象者の記述文に該当する語があれば「1」，なけ

れば「0」というようにフラグ変数化し，主成分分析

を行った。そして，得られた成分負荷行列に非階層型

クラスター分析（k-Means）を施し 16)，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。なお，TMC では各クラスターの構

成区分の適合度をシルエット係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。

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（承

認番号 第 14MH040 号）を受けて実施した。各所属施

設の許可の下で，対象者には口頭もしくは文書で本研

究の趣旨を説明し，匿名性を遵守することはもちろん

のこと，例え研究参加が得られなくても，不利益を被

ることは一切ないなど，自由意思の尊重を保証した。

学生には，本研究協力への諾否は成績とは一切無関係

であることを説明した。

４　結果

　学生は 60 名のうち 40 名（回収率 66.7％），指導者

は 68 名のうち 54 名（回収率 79.4％）の研究協力を得

た。自由回答文の有効回答者数は後の表 5 のサンプル

数（n）に示す通りであった。また，指導者の概要と

して看護師総経験年数は 10 年以上が 38 名（80.0％）で，

その内 20 年以上が 24 名（52.0％）と最も多く，師長

/ 副師長 / 主任の役職に就く者は 30 名（60.0％）であっ

た（表 3）。形態素解析の結果，学生と指導者の記述

文を総計した文字数，文数，形態素数，および抽出し

た主要語の概要は表 4 に示す通りであった。

表 3　指導者の属性

表 4　形態素解析の概要
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4.1　学生が本実習を通して「各論実習で活用できた

学習内容」

4.1.1　言及頻度分析による特徴的な主要語（表 5）

　学生が本実習を通して「各論実習で活用できた学習

内容」を示す主要語は 36 種類語で，言及頻度が 5 回

以上の主要語は『報告・報告する』を筆頭に，以下『看

護師』『役割分担』『師長』『優先順位』『タイミング』『忙

しさ・忙しい』『リーダー』『チームナーシング』であっ

た。以上の主要語のうち『師長』『忙しさ・忙しい』は，

指導者と一致した主要語を認めなかった。

4.1.2　主成分分析とクラスター分析による構成概念

（表 6）

　主成分分析の結果，学生の 36 種類語からは最終的

に 27 種類語が抽出され，5 つの主成分が得られた（抽

出後の負荷量平方和は全分散の 60.9％）。5 つの主成

分を成す成分（主要語）のうち最大の負荷量（.60 以上）

を示したのは，第 1 主成分（全分散の 18.8％）の『固

定チームナーシング』『業務』『看護』『行う』であった。

　クラスター分析の結果，クラスター 1 は『1 日』『看

護師』『声』『かける』『良い』『タイミング』『分かる』

表 5　言及頻度分析の結果

表 6　クラスター分析 (K-Means) による構成区分：学生
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から成り【看護師に声をかけるタイミング】と命名し

た。クラスター 2 は『忙しい』『違い』『知る』『理解する』

から成り【看護師が忙しい時とそうでない時の違い】

と命名した。クラスター 3 は『医療チーム』『固定チー

ムナーシング』『看護』『相談』『連絡』から成り【チー

ム医療における看護上の相談・連絡】と命名した。ク

ラスター 4 は『自分』『情報共有』『対応』『する』『大切』

から成り【情報共有下で対応することの大切さ】と命

名した。クラスター 5 は『師長』『リーダー』『業務』『役

割分担』『行う』『必要』から成り【師長・リーダーに

よる業務上の役割分担の必要性】と命名した。以上の

各クラスターの構成区分の適合度を示すシルエット係

数は .60 で，その正当性が確認できた。

4.2　指導者が本実習を通して「各論実習で（学生に）

活用してほしい学習内容」

4.2.1　言及頻度分析による特徴的な主要語（表 5）

　指導者が本実習を通して「各論実習で（学生に）活

用して欲しい学習内容」を示す主要語は 29 種類語で，

言及頻度が 5 回以上の主要語は『報告』を筆頭に，以

下『役割分担』『相談』『連絡』『必要・必要性』『考える』

『リーダー』『看護』『コミュニケーション』『多重課題』

『優先順位』であった。以上の主要語のうち『考える』

『コミュニケーション』『多重課題』は，学生の「各論

実習で活用できた学習内容」では一致した主要語を認

めなかった。

4.2.2　主成分分析とクラスター分析による構成概念

（表 7）

　主成分分析の結果，指導者の 29 種類語からは最終

的に 21 種類語が抽出され，5 つの主成分が得られた（抽

出後の負荷量平方和は全分散の 66.7％）。5 つの主成

分を成す成分（主要語）のうち最大の負荷量（.60 以上）

を示したのは，第 1 主成分（全分散の 19.0％）の『報

告』『連絡』『相談』であった。

　クラスター分析の結果，クラスター 1 は『多重課題』

『直面する』『役割分担』『情報共有』『コミュニケーショ

ン』『考え方』から成り【多重課題に直面した時の役

割分担，情報共有，コミュニケーションの在り方】と

命名した。クラスター 2 は『報告』『連絡』『相談』か

ら成り【報告・連絡・相談】と命名した。クラスター

3 は『患者』『看護師』『職業』『パートナーシップ』『連

携』『理解』から成り【患者をめぐる看護師間の連携】

と命名した。クラスター 4 は『リーダーシップ』『タ

イミング』『必要性』から成り【リーダーシップにお

けるタイミングの必要性】と命名した。クラスター 5
は『チームナーシング』『リーダー』『必要』から成り

【チームナーシングにおけるリーダーの必要性】と命

名した。以上の各クラスターの構成区分の適合度を示

すシルエット係数は .60 で，その正当性が確認できた。

4.3　学生が本実習を通して各論実習時に捉えた「自

分の課題」

4.3.1　言及頻度分析による特徴的な主要語（表 5）

　学生が本実習を通して各論実習時に捉えた「自分の

課題」を示す主要語は 37 種類語で，言及頻度が 5 回

以上の主要語は『コミュニケーション』を筆頭に，以

下『患者』『報告』であった。以上の主要語のうち『報

告』は，指導者の「学生の課題」では一致した主要語

を認めなかった。

4.3.2　主成分分析とクラスター分析による構成概念

（表 6）

　主成分分析の結果，学生の 37 種類語からは最終的

に 19 種類語が抽出され，5 つの主成分が得られた（抽

出後の負荷量平方和は全分散の 70.5％）。5 つの主成

分を成す成分（主要語）のうち最大の負荷量（.60 以上）

を示したのは，第 1 主成分（全分散の 20.3％）の『姿

勢』『患者』『態度』『看護技術』であった。

　クラスター分析の結果，クラスター 1 は『リーダー』

『声』『かける』から成り【リーダーに声をかけること】

と命名した。クラスター 2 は『知識』『看護技術』『態

度』『視野』『向上』から成り【知識・技術・態度の向

上】と命名した。クラスター 3 は『患者』『家族』『看

護ケア』『看護師』『姿勢』『持つ』から成り【患者・

家族の看護に対する姿勢】と命名した。クラスター 4
は『まとめる』『意欲』『力』から成り【意欲とまとめ

る力】と命名した。クラスター 5 は『情報収集』『考

える』から成り【情報収集したことを関連付けて考え

ること】と命名した。以上の各クラスターの構成区分

の適合度を示すシルエット係数は .60 で，その正当性

が確認できた。

表 7　クラスター分析 (K-Means) による構成区分：指導者
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4.4　指導者が本実習を通して捉えた「学生の課題」

4.4.1　言及頻度分析による特徴的な主要語（表 5）

　指導者が本実習を通して捉えた「学生の課題」を示

す主要語は 37 種類語で，言及頻度が 5 回以上の特徴

語は『理解・理解する』を筆頭に，以下『コミュニケー

ション』『姿勢』『患者』『積極性・積極的』であった。

以上の主要語のうち『理解・理解する』『姿勢』『積極

性・積極的』は，学生の「自分の課題」では一致した

主要語を認めなかった。

4.4.2　主成分分析とクラスター分析による構成概念

（表 7）

　主成分分析の結果，学生の 37 種類語からは最終的

に 30 種類語が抽出され，5 つの主成分が得られた（抽

出後の負荷量平方和は全分散の 69.1％）。5 つの主成

分を成す成分（主要語）のうち最大の負荷量（.70 以上）

を示したのは，第 1 主成分（全分散の 30.2％）の『伝

える』『相手』『知識』『考え』『自分』であった。

　クラスター分析の結果，クラスター 1 は『チームナー

シング』『役割分担』『コミュニケーション』『学習する』

『理解』から成り【チームナーシングにおける役割分

担とコミュニケーションの理解】と命名した。クラス

ター 2 は『事前学習』『意欲』『積極性』『持つ』『する』

から成り【事前学習に対する意欲・積極性】と命名した。

クラスター 3 は『看護技術』『姿勢』『学ぶ』『看護』『考え』

『自分』『知識』『伝える』『相手』から成り【看護を学

ぶ姿勢として，自分の考えを相手に伝えること】と命

名した。クラスター 4 は『積極的』『知ろうとする』『態

度』から成り【積極的に知ろうとする態度】と命名し

た。クラスター 5 は『目的』『目標』『患者』『活かす』

『出来る』『理解する』から成り【患者看護に資する実

習展開】と命名した。クラスター 6 は『適切』『言葉

遣い』から成り【適切な言葉遣い】と命名した。以上

の各クラスターの構成区分の適合度を示すシルエット

係数は .60 で，その正当性が確認できた。

５　考察

5.1　学生が本実習を通して「各論実習で活用できた

学習内容」から

5.1.1　特徴的な主要語と構成概念から

　本実習を通して，学生が「各論実習で活用できた学

習内容」と指導者が「各論実習で（学生に）活用して

欲しい学習内容」を示す主要語は共に『報告』の言

及頻度が高い点で一致していた。『報告』は，本実習

の学習成果を考える上で重要なキーワードになるとい

え，これに対応した構成概念は，学生で【チーム医療

における看護上の相談・連絡】，指導者で【報告，連絡，

相談】であった。そして，指導者は【報告，連絡，相

談】を重要視し，それを学生はチーム医療の観点から

各論実習に繋げるという関係性がみて取れた。

　また，指導者で抽出された【報告，連絡，相談】を

成す『報告』『連絡』『相談』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。したがって，【報告，連絡，相談】は指導者が「各

論実習で（学生に）活用して欲しい学習内容」として

重要視していると推察できる。これには，チーム医療

のキーパーソンとして看護師の役割が拡大し 17)，自ず

と【報告，連絡，相談】が重要視される一方で，学生

と同世代の新人看護師は報告が十分にできない現状 18)

を反映していると考えられた。

　チーム医療において【報告，連絡，相談】は，チー

ム内の『役割分担』を理解し，相互に『コミュニケー

ション』を図り，『情報共有』することが前提となる。

それゆえ，構成概念として学生で【情報共有下で対応

することの大切さ】【師長・リーダーによる業務上の

役割分担の必要性】が，指導者で【多重課題に直面し

た時の役割分担・情報共有・コミュニケーションの在

り方】が抽出されたのは必然と考えられた。

　指導者で抽出された【多重課題に直面した時の役割

分担・情報共有・コミュニケーションの在り方】に着

目すると，指導者は『多重課題』という具体的な場面

を想定した幅広い視点で『役割分担』と『情報共有』

を繋げて捉えていると考えられた。一方，学生は学内

で多重課題演習を行っていたにも関わらず，『多重課

題』は主要語として抽出されなかった。その一因とし

て，一人の受け持ち患者の看護を軸とした各論実習で

は『多重課題』を目の当たりにした経験がなかったこ

とが考えられた。今後は，『多重課題』に直面するこ

とが推察される受け持ち看護師の同行をはじめ，複

数の受け持ち患者の看護展開を導入するなど，学生が

『多重課題』という具体的な場面を通して，『情報共有』

と『役割分担』の関係性を考えられるように，教育プ

ログラムを改良することが課題である。

5.1.2　報告，連絡，相談をめぐる主要語と構成概念から

　以上のように，本実習で報告，連絡，相談をめぐる

学習成果が得られたことは，統合実習を各論実習の間

や修了後に行った教育機関の報告 19,20) と一致してい

た。そして，学生は【看護師が忙しい時とそうでな

い時の違い】と【看護師に声をかけるタイミング】を

踏まえて，【チーム医療における看護上の相談・連絡】

の実際を目の当たりにし，師長，リーダー，スタッフ

との相互関係の中で【情報共有下で対応することの大

切さ】と【師長・リーダーによる業務上の役割分担の

必要性】を知り，各論実習に積み上げることができた

と考えられた。

　学生から抽出された 5 つの構成概念のうち【チーム

医療における看護上の相談・連絡】を成す『固定チー

ムナーシング』『看護』と，【師長・リーダーによる業

務上の役割分担の必要性】を成す『業務』『行う』は，
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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。したがって，【チーム医療

における看護上の相談・連絡】と【師長・リーダーに

よる業務上の役割分担の必要性】は，学生が「各論実

習で活用できた学習内容」として重要視していると推

察できる。近年の学生は，指導者や受け持ち患者との

コミュニケーションに対して苦手意識が強い。それゆ

え，学生が【チーム医療における看護上の相談・連絡】

をはじめ，【看護師に声をかけるタイミング】を各論

実習で「活かせた」ことは，本実習で知り得たレベル

から各論実習でアクティブラーニングに繋げられた関

連性がみて取れ，本実習における最大の学習成果と考

えられた。

　一方，指導者は【患者をめぐる看護師間の連携】と

いうように，患者を中心に看護師間の連携を捉え，こ

れを前提に【リーダーシップにおけるタイミングの必

要性】と【チームナーシングにおけるリーダーの必要

性】の理解の下で，チーム医療における【報告，連絡，

相談】と【多重課題に直面した時の役割分担・情報共有・

コミュニケーションの在り方】を学習し，各論実習に

繋げてほしいと学生に望んでいると考えられた。しか

し，学生の構成概念には『患者』を構成要素としたも

のはなかった。これには，本実習が受け持ち患者体制

による実習ではなかったことが影響していると考えら

れた。学生が考える「自分の課題」には『患者』を構

成要素とした【患者・家族の看護に対する姿勢】が抽

出されているところをみると，今後の各論実習で『患

者』を中心とした看護の視点が芽生えることが十分期

待できると考えられた。

5.2　学生が本実習を通して各論実習時に捉えた「自

分の課題」から

　学生で抽出された【知識・技術・態度の向上】を成

す『知識』『看護技術』『態度』と，【患者・家族の看

護に対する姿勢】を成す『患者』『姿勢』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。したがって【知識・技術・態度の

向上】【患者・家族の看護に対する姿勢】は，学生が「自

分の課題」として重要視していると推察できる。しか

し，これらの課題は各論実習の課題として浮上する内

容でもあり，本研究が各論実習後の調査であったこと

が影響していると考えられた。

　また，学生が考える「自分の課題」と指導者が考え

る「学生の課題」を示す主要語は共に『コミュニケー

ション』『患者』の言及頻度が高い点で一致していた。

『コミュニケーション』の課題は，近年の同世代の若

者同様に看護学生のコミュニケーション能力不足 4,21)

を反映していると考えられた。その意味では，『コミュ

ニケーション』は学生の課題を考える上での重要な

キーワードといえるが，各論実習や新人看護師の現任

教育の場で浮上する課題でもある。人の『コミュニケー

ション』能力には内向性や対人不安などの個人特性が

影響し，人には得意・苦手とする対人場面が存在す

る 22)。それゆえ，『コミュニケーション』能力は，本

実習のように短期間の実習では大きく変わらないと推

察され，継続的な指導が必要である。

　『コミュニケーション』をめぐる課題としては，こ

れに対応した構成概念は学生で【リーダーに声をかけ

ること】，指導者で【チームナーシングにおける役割

分担とコミュニケーションの理解】【看護を学ぶ姿勢

として自分の考えを相手に伝えること】であった。そ

して，指導者は『自分』の『考え』を『相手』に『伝

える』ことを「学生の課題」として捉えているのに対

して，学生は『リーダー』に『声』を『かける』こと

を「自分の課題」として捉えており，異なる様相がみ

て取れた。特に，指導者で抽出された【看護を学ぶ姿

勢として自分の考えを相手に伝えること】を成す『考

え』『自分』『知識』『伝える』『相手』は，主成分分析

の第 1 主成分で .7 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。したがって，【看護を学ぶ姿勢として

自分の考えを相手に伝えること】は指導者が「学生の

課題」として重要視していると推察できる。今後の実

習では，本実習の枠を超えて，学生が『自分』の『考

え』『知識』をしかるべき『相手』に『伝える』こと

ができるように，患者に限らず看護師とのコミュニ

ケーション力を強化することが求められた。

　加えて，指導者で言及頻度が高かった『理解・理解

する』『姿勢』『積極性・積極的』に着目すると，指導

者は学生に対して『理解する』レベルの学習成果を求

め，『積極的』な『姿勢』で実習に臨んでほしいと望

んでいると考えられた。これには，近年の同世代の若

者同様に看護学生の基本的な生活能力や常識，学力が

変化してきている現状 4,21) を反映していると考えられ

た。しかし，学生が考える「自分の課題」として『理

解・理解する』『姿勢』は指導者に比べて言及頻度が

低く，『積極性・積極的』においては抽出されなかった。

その理由として，『理解・理解する』『姿勢』『積極性・

積極的』のように基本的な姿勢や態度をめぐる課題は，

当事者である学生には具体的な行動として客観的に捉

え難いことが考えられた。つまり，本実習では学生本

人には認識され難い基本的な姿勢や態度をめぐる課題

が残った。指導者が考える「学生の課題」は全て本実

習に限らず，各論実習や新人看護師教育の場で浮上す

る課題であった。それらの課題解決に向けては，指導

者が考える「学生の課題」を当事者である学生本人に

考えさせるような教育的介入を，本実習に限らず，基

礎看護学実習や各論実習を含め，一連の実習を通して
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継続的に行うことが望まれた。

６　本研究の限界と今後の課題

　今後は，本研究結果を基に，現行の実習指導を強化

し，本実習の枠を超えた継続的な指導が課題となった。

その上で，最終学年生を対象とした，より看護実践能

力向上に資する各論実習修了後の統合実習に繋げるこ

とが課題である。

　また，今回の調査では，学生自身が何のために，ど

のような構えで学修しているのかは不明である。人間

の学習の広がりと高まりは，覚えただけの「丸暗記」

レベルから「新しい一貫性をつくり出す」レベルに至

るまで複数の段階が存在し，これは当事者自身の「学

びの構え」によって異なる 23)。今後の教育プログラム

の評価では，学生自身の「学びの構え」に着目し，学

習の広がりと高まりを追求することが望まれる。さら

に，本実習は各論実習後の調査であったことから，調

査時期が学生の回答に影響していることは本研究の限

界である。

結論

　本実習を通して学生は看護職種間におけるチーム医

療の実際を理解し，各論実習に臨むことで報告の実践

力に繋げるなど，各論実習をより実践的なものに仕上

げることができたと考えられた。残された課題は，コ

ミュニケーションなど，実習全般に関わる内容，もし

くは看護基礎教育全般に関わる長期的な内容であっ

た。

１．本実習を通して，学生が「各論実習で活用できた

学習内容」は【チーム医療における看護上の相談・連

絡】【師長・リーダーによる業務上の役割分担の必要性】

【看護師に声をかけるタイミング】【看護師が忙しい時

とそうでない時の違い】【情報共有下で対応すること

の大切さ】であった。また，指導者が「各論実習で（学

生に）活用して欲しい学習内容」は【多重課題に直面

した時の役割分担，情報共有，コミュニケーションの

在り方】【患者をめぐる看護師間の連携】【リーダーシッ

プにおけるタイミングの必要性】【チームナーシング

におけるリーダーの必要性】であった。

２．本実習を通して，学生が各論実習時に捉えた「自

分の課題」は，【知識・技術・態度の向上】【患者・家

族の看護に対する姿勢】【リーダーに声をかけること】

【意欲とまとめる力】【情報収集したことを関連付けて

考えること】であった。また，指導者が捉えた「学生

の課題」は【チームナーシングにおける役割分担とコ

ミュニケーションの理解】【事前学習に対する意欲・

積極性】【看護を学ぶ姿勢として，自分の考えを相手

に伝えること】【積極的に知ろうとする態度】【患者看

護に資する実習展開】【適切な言葉遣い】であった。
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註）例えば，医学中央雑誌 web.ver5 のキーワードに

よる主題検索（看護 AND 統合実習）で抽出された

2009 年以降の解説を除く既存文献 59 件（ヒット件数

としては 73 件）の報告内容は，大学教育 6 件，短大

教育 4 件，専門学校教育 49 件であった。掲載誌は商

業誌 33 件，紀要 14 件，論文集・研究収録など 12 件

であった。これらの文献で確認できた統合実習の開始

時期は，各論実習後 38 件，各論実習中 4 件，不明 17
件であった（2015.6.12 検索）。
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Study on the integration of learning in nursing science associated 
with grade progression

― Educational usefulness and issues of the newly established integrated
nursing clinical practicum ― 
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Abstract

This study aimed to clarify the educational usefulness and issues of the integrated nursing clinical practicum, newly 
established before the establishment of the clinical practicum of each nursing area in a nursing university. Data were 
collected by paper-based, open-ended questionnaires distributed to 60 third-year students and 68 clinical nursing practice 
supervisors (CNPSs). Collected data were analyzed by text mining. The results showed that the most frequent noun used 
by the students and CNPSs while answering the question about the “learning outcomes of the integrated nursing clinical 
practicum” was the noun “report.” Moreover, using principal component analysis and cluster analysis (k-means), these data 
were “contact and consultation on nursing in team medicine” etc, for the students; and “report, consultation, and contact,” 
for the CNPSs. The results also showed that the most frequent nouns used by the students and CNPSs while answering the 
question about “problems” were “communication” and “patient.” Moreover, using principal component analysis and cluster 
analysis (k-means), these data were “improvement of knowledge, skills, and attitude” etc for the students; “talking to other 
people about their attitude toward studying nursing,” for the CNPSs.

Key words: integrated nursing clinical practicum, learning outcome, issues, text mining
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