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臨床実習での経験に影響をおよぼす他者の検討
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抄 録

臨床実習における効果的な人的環境を検討することを目的とし， H短期大学看護学科の学生46名を対象に H

13年 5月'"'-'12月に質問紙調査を実施した。調査内容は，臨床実習での「良かった経験」と「嫌だった経験J，それ

ぞれの経験に影響をおよぼす他者についてで、ある。分析は内容分析と単純集計で、行った。その結果良かった経

験」に影響をおよぼす他者は，患者・家族とメンバーで、あり嫌だった経験」に影響をおよぼす他者は看護師で

あった。「良かった経験J r嫌だった経験」の両者に影響をおよぼす他者は， 自己と教員であった。効果的な人的

環境のためには，患者とのよい人間関係の調整，ク守ループダイナミクスの活用が重要な要素であることがわかっ

た。
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はじめに

教育環境の構成要素は，物的環境，人的環境等多様

に，かつ複雑に存在している O 看護基礎教育における

臨床実習の意義は，すでに学習した知識・技術・態度

を現実のリアリティの中で活用し，統合・発展させる

ことである O さらに臨床実習は，学校での学生中心の

受動的な学習環境ではなく，学生にとっては，患者・

クライエントを中心にした能動的な学習環境であり，

学生の予想をはるかに超える緊張感と流動的要素が強

く，学生は過度の緊張状態を強いられることになる O

過度の緊張感を持ちながら，学生は臨床実習中に様々

な経験をし，看護を模索・探究し，看護学生としての

知識・技術を深め，また人間的成長もなしとげてし 1く。

すなわち臨床実習は看護基礎教育において，看護学の

統合・発展のみならず学習的態度の育成や人間形成と

いう側面においても非常に重大な意義をもつものであ

るO

以上のように看護基礎教育の中で重要な位置を占め

る臨床実習に関する研究は多く報告されている O それ

らは学校および臨床の指導者に焦点をあてた臨床実習

指導に関するもの，臨床実習と授業内容を関連させた

もの，実習内容に焦点をあてたもの，そして学生に焦

点をあてたものとして，実習中の学生の戸惑い等心理

的なものや学生の実習中の経験に関するものなどがあ

るが，学生に焦点をあてたものは少ないのが現状であ

るO しかし臨床実習を実際，経験するのは学生であり，

学生は実習中に様々な経験をし，学習を深め，人間的

成長をしていく。そこでは学生はどのような経験をし，

その経験をどのように感じ，意味づけしているのだろ

うか。そして実習中の様々な経験に影響をおよぼして

いる他者はだれなのであろうか。経験に影響をおよぼ

す他者を検討することは，教育環境の中の 1つの要素

である人的環境を考える際，重要であろうと思われる。

しかしながら先行研究の中では，実習中の経験に関す

る報告はあっても，その経験に影響をおよぼす他者に

関する研究の報告はみあたらないcそこで本研究では，

臨地実習における「良かった経験」と「嫌だった経験」

のそれぞれの経験に影響をおよぼす他者について検討

し，人的環境にって考察する O

本研究での主要概念である「良かった経験」と「嫌

だった経験」の経験とは，見たり，聞いたり，学習し

たりと学生自身が実際に体験することを意味する O そ

してその経験を良かった，あるいは嫌だったとするの

は，対象者の主観によるものであり，望ましいとか好

ましいという評価，あるいは嬉しい，楽しいという感

情が生じた経験が「良かった経験」であり，望ましく

ない，好ましくないという評価，つらい，あるいは悲

しい，嫌いというような嫌悪感や否定的感情が生じた

ものが「嫌だった経験」である。次に影響をおよぼす

他者とは，実習中の経験を良かった，または嫌だった

と感じた時に存在した他者のことである。すなわち学

生が経験の良し悪しの評価をする時に関与した他者が

影響をおよぼす他者のことであり，必ずしも経験時に

他者が存在するとは限らない。なお他者とは自分以外

の全ての人を指すが， 自分を客体として客観視した場

合の自分自身をも他者に含むものとする O

I 研究目的

学生が臨床実習で経験する「良かった経験」と「嫌

だった経験」の内容の抽出と，それぞれの経験に影響

をおよぼす他者を特定することによって，実習指導に

おける効果的な人的環境について検討することを目的

とする O

E 研究方法

1 調査対象と期日および手続

調査は， H短期大学看護学科に在学する 3年生95名

のうち， 0病院で成人看護学急性期実習(以下，急性

期実習)を行う 46名を対象に調査を実施した。

調査方法は，質問紙調査である。質問紙の内容は，

実習での「良かった経験」と「嫌だった経験」の自由

記述と，実習で出会う他者を予め提示し，それぞれの

経験時に影響をおよぼした他者を印象の強い順に選ぶ

よう回答を求めた。なお，調査は急性期実習前(以下，

実習前)と終了後(以下，実習後)の 2回実施した。

実習前の調査では，急性期実習までに経験した実習で

の「良かった経験」と「嫌だった経験」および影響を

およぼした他者についての回答を求め，実習後の調査

では，急性期実習期間中の「良かった経験」と「嫌だっ

た経験」および影響をおよぼした他者についての回答

を求めた。(資料 1，2) 

調査期間は H短期大学看護学科の実習期間にあわ

せ，平成13年5月から12月の期間に実施した。実習前

の調査は，急性期実習オリエンテーション時に研究の

趣旨を説明後，質問紙を配布し急性期実習開始までに

回収した。さらに実習後にも同様の調査依頼をするこ

とを予告し，実習後の調査は実習最終日に質問紙を配

布し，実習終了後 2'"'-'3日の期間に回収した。その際，

研究への参加は自由意思で、あること，参加・不参加に

よる利益・不利益には無関係であること，秘密の確保

のために無記名とすること，さらに得られた結果は研

究目的以外に使用することはないことを十分説明した

上で，調査研究への協力を依頼した。

2 H短期大学看護学科実習形態と本研究での実習施

設における実習環境

H短期大学看護学科の実習は， 1年次前期 (8月)
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に基礎看護実習 Iとして 1週間 2年次後期 (2月)

に基礎看護実習 Hとして 2週間の臨床実習が実施され

る。そして 3 年次の 5 月 ~12月の期間に，成人・老人

看護実習し II，凹，地域・老人看護実習，小児看護

実習，母性看護実習，精神看護実習の 7領域の実習が

実施される。それぞれの領域での実習期間は， 2~3 

週間であり 5月に実習が開始され，夏季休暇を除き

12月までの約 7ヵ月間にすべて領域をラウンドし実習

を終了する。 1 ク、、ループの学生数は 7~8 名で，それ

ぞれの領域において使用する実習施設は 1~2 ケ所で

ある。なお本研究での急性期実習とは，成人・老人看

護実習 iのことであり 3週間の実習期間である O そ

して実習施設はO病院と H病院の 2ケ所を使用した。

急性期の実習内容は，全身麻酔下での手術適応患者

を術前から術後にかけて 1名受持ち，看護過程を使っ

て看護について学ぶ。実習時間は 9 時~17時までであ

り，その間，患者ケア，病棟スタッフ(看護師)への

報告，カンファレンス，実習記録の整理，および自己

学習等が含まれる。さらに受持ち患者の手術日には，

手術見学も含まれる。学生は自分の当日の行動計画を

チームリーダーである看護師に報告することから 1

日の実習は開始される。

本研究での実習施設であるO病院で，急性期実習を

行う病棟は48床の外科病棟である O 看護方式はチーム

ナーシングで， A. Bチームの 2チームに別れる。実

習指導体制については，学校側からは，専任教員が 1

名配置され， 日々の学習，特に看護過程の展開や患者

ケア実施時の指導および助言にあたる。病院側の指導

体制として，専任指導者はなく，学生の受持ち患者が

所属するチームリーダーである看護師が，学生の行動

計画の報告とケア実施後の報告を受け，術前処置，回

診介助等診療補助行為およびケアの見学等，一時的な

学生指導にあたる。なお， 日々のチームリーダーは固

定されておらず，卒後 2年目の新人看護師から主任看

護師までがその任にあたり，必ずしも学生指導に関す

る教育を受けている者がチームリーダーになるとは限

らない。

3 分析方法

「良かった経験」と「嫌だった経験」の自由記述は，

まず存在する他者ごとにコードを分類し，カテゴリー

化した。また他者が存在しないコードに関しては，経

験内容に視点をおき，意味ある内容を 1コードとして

抜き出した後，内容の類似性に基づきカテゴリー化し

た。それぞれのカテゴリーに分類された具体的コード

を「良かった経験」と「嫌だった経験J，および実習前

と実習後で比較検討した。影響をおよぼす他者に関し

ては，単純集計し，影響をおよぼす他者を特定した。

さらに経験の自由記述に存在した他者と影響をおよぼ
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す他者の関連について検討した。なお，分析は複数の

研究者で行った。

皿結果

質問紙の回収率は98.0%であったが， 6名の無効回

答があり，有効回答数は39名で，有効回答率は84.8%

であった。

「良かった経験」と「嫌だった経験」の記述内容

の分析結果

「良かった経験」と「嫌だった経験J の自由記述を

コード化した結果は，表 1に示すように「良かった経

験」では実習前が61，実習後が98の計159，r嫌だった

経験」では実習前が37，実習後は56の計93の合計252コー

ドが抽出された。抽出されたコードをカテゴリ一分類

した結果，他者が存在するカテゴリーは 6，他者が存

在しないカテゴリーも 6の計12カテゴリーに分類でき

fこ。

表良かった経験」と「嫌だった経験」の

カテゴリーとコード数

良かった経験 嫌だった経敏

コード数 実習前 実習後
E十

実習前 実習後 1 2十

カテゴリー名 コード数 コード数 コード数 コード数

'D患者・家簸の関与 58 33 22 55 3 。 3 

之、看護師の関与 37 4 。 4 6 27 33 

(玄メン1¥ーの関与 28 25 26 。 2 2 

⑨自己の振り返り 26 。 15 15 4 7 11 

、豆、教員の関与 19 3 6 9 6 4 10 

⑤医師の関与 。 。 。 。
⑦知識俣野の広がり 20 7 13 20 。 。 。
'~，達成感 17 13 4 17 。 。 。
(車、学習方法の習得 13 。 13 13 。 。|。
車)学習;混乱 27 。 。 。 16 一十ト子⑮患者の要因 4 。 。 。
iit身体的苦痛 2 。 。 。 。 2 2 

言十 252 61 98 159 37 56 斗 93

抽出されたカテゴリーの意味内容は以下の通りであ

る。

①患者・家族の関与:患者・家族との人間関係や患

者・家族の態度に関するもの。

②メンバーの関与:グループメンバーとの人間関係

やグループメンバーの態度に関するもの。

③自己の振り返り:自分自身の長所・短所に気づい

たことに関すること。

④看護師の関与:看護師との人間関係や看護師の態

度に関するもの。

⑤教員の関与:教員との人間関係や教員の態度に関

するもの。

⑥医師の関与:医師との人間関係や医師の態度に関

するもの。

⑦知識・視野の広がり:経験により知識や視野が広

がったというもの。

⑧達成感:学習や実習したという充実感および実施

したケアに対する充実感。
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⑨学習方法の習得:勉強不足への気づきや学習の仕

方がわかったということ。

⑩学習混乱:援助技術へのとまどいや知識不足によ

る混乱など学習状況に関すること。

⑮患者の要因:患者との人間関係や態度に関する要

因以外の患者に関するもの。

⑫身体的苦痛:自分自身の身体的苦痛に関するもの。

他者が存在するカテゴリーは，前述の①~⑥であり，

コード数が最も多いのは“患者・家族の関与"であり，

次いで“看護師の関与"“メンバーの関与"“自己の振

り返り"“教員の関与"“医師の関与"の順番となって

いる。

分類されたコードが最も多かった“①患者・家族の

関与"の「良かった経験」に分類された具体的コード

は「患者とよい関係が築けたJ r患者からありがとうと

言われたJr患者がケアを待っていてくれた」等，患者・

家族との良好な人間関係に関するものがほとんどであ

る。このカテゴリーは「良かった経験」の実習前後の

両者に多く分類され嫌だった経験」には実習前に 3

コードが分類されたのみである。このことから学生は，

患者・家族との関係の多くをよい経験と認識している

ことがわかる。

2番目に分類されたコード、が多かったものは“②看

護師の関与"である。「良かった経験」では実習前の 4

コードのみで嫌だった経験」では33コードが分類さ

れ，実習前が 6，実習後が27と多くなっている。「嫌だっ

た経験」に分類された具体的コードは質問しづらい」

「報告時，看護師がこわかったJ r忙しそうで話しかけ

てもあまり聞いてくれない気がしたJr言い方が冷たかっ

た」等，看護師の態度に関するものであった。このこ

とから，学生は看護師との関係の多くを嫌な経験とし

て認識している。特に急性期実習後はその傾向が強い

ことが伺える。

3番目に分類されたコード、が多かったものは，“③メ

ンバーの関与"である。このカテゴリーでは良かっ

た経験」に分類された具体的コードはメンバ一間で

情報交換ができたJrグループ内の紳が強またJrグルー

プで学びを共有できた」等，グループのまとまりや知

識の共有に関するもので，いいク守ループダイナミクス

が働いているという内容のものである。「嫌だった経験」

ではメンバーが自己中心的態度をとった等，メンバー

の言動に関する否定的感情に関するものである。分類

されたコード数を「良かった経験J と「嫌だった経験」

で比較してみると良かった経験」には26，r嫌だっ

た経験」では 2であることから，グループメンバーと

の関係の多くをよい経験として認識していることがわ

かる。さらに「良かった経験」に分類されたコード26

のうち， 25が急性期実習後に分類されていることから，

急性期実習後によいグループダイナミクスが働き，メ

ンバーとの関係をよい経験として認識していることが

わかる。

4番目に分類されたコードが多かったものは，“④自

己の振り返り"である。「良かった経験」には15，r嫌

だった経験」には11のコードが分類されており，よい

経験と嫌な経験問において分類されたコード数の差は

少ない。「良かった経験」での具体的コードは自分

の不足や欠点が明らかになった」等，自己を振り返る

ことによって出会った自分自身を肯定的に受け止めて

いる内容のものであるのに対して嫌だった経験』に

分類されたコードは「自分の欠点がわかり'情けなかっ

た」等，自分自身に対して否定的感情を抱いている内

容となっている。つまり学生は自分自身に関しては，

自分自身を肯定的に受け止めた場合はよい経験と認識

し，自分自身に対して否定的感情が生じた場合はいや

な経験として認識していることがわかる。

5番目に分類されたコード、が多かったものは，“⑤教

員の関与"である。このカテゴリーも前述の“自己振

り返り"と同様に「良かった経験」と「嫌だ、った経験」

聞に分類されたコード数に差はほとんどない。「良かっ

た経験」に分類されたコード内容は，教員から認めら

れたことや適切なアドバイスがもらえたことに関する

ものであり嫌だった経験」に分類されたコード内容

は，教員の言動がきつい，教員に叱られた等，教員の

態度に対して否定的感情が生じた内容である。つまり

学生は，教員の態度によって，その関係をよい経験と

いやな経験の両者として認識していることがわかる。

分類されたコードが最も少なかったものは，“⑥医師

の関与"で，当該コードは「嫌だった経験」にのみで

ある。臨床実習において，医師の関与が少ないことが

わかる。

他者が存在しないカテゴリーは，前述の⑦~⑫であ

り，“⑦知識・視野の広がり"“⑧達成感"“⑨学習方法

の習得"の 3カテゴリーは「良かった経験」のみにコー

ドが分類され，“⑩学習混乱"“⑪患者の要因"“⑫身体

的苦痛"の 3カテゴリーは「嫌だった経験」のみにコー

ドが分類されている。「良かった経験」のみに当該コー

ドがあった⑦~⑨は，臨床実習での学習状況に関する

ものであり，知識・技術が向上したことや学習方法を

習得できたという内容である。これらに対して「嫌だっ

た経験」に当該コードがあった“⑩学習混乱"のコー

ド内容は良かった経験」と同じく臨床実習での学習

状況に関するものであるが混乱した中での学習で，

よけいに患者の状態がわからなかったJ 等学習に対す

る混乱に関するものであった。“学習混乱"に分類され

たコードは，安酸1)が臨床実習における学生の「経験」

について調査した結果，学習状況において「何をして

いいのかわからなし、」のカテゴリーに分類されたデー

タとほぼ一致している良かった経験」に分類された
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⑦~⑨に対する不成功体験が“⑩学習混乱"であると

考えられる。すなわち学生は，学習状況における成功

体験はよい経験として認識するが，不成功体験はいや

な経験として認識すると考えることができる。実習環

境に関する“⑪患者の要因"と，自分自身の身体に関

する“⑫身体的苦痛"もわずかではあるが「嫌だった

経験」に分類されたカテゴリーであった。

以上のことから，学生は，患者・家族とグループメ

ンバーを「良かった経験」時に存在する他者として認

識していること。看護師を「嫌だった経験」時に存在

する他者として認識していること。自己と教員は学生

のとらえ方によって「良かった経験」時にも「嫌だった経

験」にも存在する他者として認識していると言える。

2 影響をおよぼした他者の分析結果

影響をおよぼした他者の単純集計結果は表 2に示す

ように良かった経験」で最も多い他者は，実習前は

患者，グループメンバー，教員，看護師の順となって

いる。実習後はクでループメンバー，教員，患者となっ

ている。「嫌だった経験」では，実習前は教員，看護師，

患者の順で，実習後は看護師，教員，患者となってい

る。

以上のことから以下のことが言えよう。①「良かっ

た経験」には，患者，ク、、ループメンバー，教員，看護

師が関与し，患者とグ、ループメンバーは「良かった経

験」での数が多く嫌だった経験」ではごくわずかで

あることから，患者とグループメンバーは実習におい

て良い経験をおよぼす他者である。②看護師と教員は

「良かった経験」と「嫌だった経験」の両者に存在し

ていることから，良い経験と嫌な経験の両者に影響を

およぼす他者である。

3 良かった経験嫌だった経験」と影響をおよぼ

した他者の統合分析結果

第一に，患者とグループメンバーは，経験の記述内

容の分析結果(表 1)と影響をおよぼした他者の分析

結果(表 2)で良かった経験」時に存在する他者と

して， 1位と 2位を占める。このことから患者とグ、ルー

プメンバーはよい経験に影響をおよぼす重要な他者で

あると言える。

表2 影響をおよぼした他者とその人数

良い体験 ;嫌な体験

他者 実習前 実習後 百十 実習前2 実習後2 百十2

患者 33 24 57 5 

メンバー 16 30 46 。
看護師 10 17 6 18 24 

教員 16 25 41 10 6 16 

患者家族 10 10 20 

自分自身 。
医師

言十 90 100 190 27 33 60 
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第二に，看護師は経験の記述内容の分析(表 1)で

は良かった経験」に分類されたコードは少なく嫌

だった経験」に分類されたコードが多い。しかし影響

をおよぼした他者の分析(表 2)では，よい経験と嫌

な経験の両者に存在している他者である。このことか

ら看護師は「良かった経験」と「嫌だった経a験」の両

者に影響をおよぼす他者であり，決して「嫌だった経

験」のみに関与するとは限らないと言える。

第三に，教員は経験の記述内容の分析(表 1)では，

「良かった経験」と「嫌だった経験」の両者に存在し，

さらに教員は影響をおよぼした他者の分析結果(表 2)

では，よい経験に多い。すなわち教員も看護師同様良

かった経験」と「嫌だった経験」の両者に影響をおよ

ぼす他者であると言える。

最後に，自己は経験の記述内容の分析(表 1)では，

「良かった経験」と「嫌だった経験」の両者に存在し

ているが，影響をおよぼした他者の分析(表 2)では，

嫌だった経験にのみ存在している。すなわち自分自身

を肯定的に受けとめることができた場合は，よい体験

として認識できるが，自分自身に否定的感情が生じた

場合は嫌な経験として認識し，自己を他者として認識

するのは嫌な経験時に印象深いと考えることができる。

N 考察

教育環境の構成要素の 1つである人的環境を整える

ことは教員の役割の 1っとして求められるものである。

効果的な人的環境を整えるためには，学生が臨床実習

においてどのような経験をしているのか，またその経

験に影響をおよぼす他者は誰かを明らかにすることが

重要と考え，学生が臨床実習で経験する「良かった経

験」と「嫌だった経験」内容について調査し，それぞ

れの経験に影響をおよぼした他者に焦点をあて分析し

た。

その結果，第一に，学生がよい経験に影響をおよぼ

す他者として認識しているのは患者とグ、ループメンバー

であることがわかった。まず患者が影響をおよぼす他

者として認識していることに関して，布佐2)は看護学生

が臨床実習で判断困難を感じる場面に関して，患者へ

の接し方，看護のあり方，患者との関係の築き方の 3

場面を報告している。この報告から，学生は患者との

人間関係に困難を感じていることがわかる。換言すれ

ば，臨床実習において学生は患者との人間関係に最大

の注意を払っているとも言える。つまり実習において

困難であると感じている患者への接し方や人間関係に

おいて，よい人間関係が成立することは学生にとって

は成功体験であり，成功体験として認識した場合，学

生は患者との関係を良い経験として認識すると考える

ことができる。本研究での「良かった経験」において

患者・家族の関与が最も多く抽出されたのは，学生一
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患者間の関係を学生が成功体験として認識した結果の

反映であると言える。つまり臨床実習において患者と

のよりよい人間関係は良い経験をもたらす重要な要素

であり，成功体験のためのキーパーソンは患者である

と言える。しかし，患者・家族との関係性における経

験が不成功に終わった場合は児にあったケアができ

なかったJ r患者に何ができたのかと思う」等，学習の

混乱という嫌な経験にもなりうる可能性がある O

次にグループメンバーがよい経験に影響をおよぼす

他者として認識していることの理由の 1っとして，急

性期実習の特性が反映されたものと思われる。急性期

実習では，全身麻酔下での手術適応患者が対象となる O

術後急性期は手術や麻酔によって生体に侵襲が加わる

ことによって起こる生体反応を理解したうえで，術後

合併症予防のための観察と援助が必要となってくる O

つまり急性期の対象者は潜在的問題を多く抱えている

という特性がある。潜在的問題をとらえるためには，

看護知識の他に，解剖学，生理学および病態生理学等

の基礎医学知識を基盤とし， 目に見えない看護問題を

模索していかねばならない。そのために，学習内容は

膨大にならざるを得ず，初学者の学生にとっては潜在

的問題はとらえにくいと思われる。加えて手術患者は

日々の変化が早く，個人個人で学習していると患者は

すでに回復し，学生自身が考えた看護援助ができない

ままに実習を終了してしまうことにもなりかねない。

さらに全身麻酔による侵襲は，疾患や患者個人の特性

がある程度違っても，共通する内容が多くあるために，

学生間での知識の共有は学習上有効な手段であると言

える O それら学習目標の達成のためにグループメンバ一

間のまとまりができたことを良い経験として学生は認

識している。また，宮坂ら:3)の医療系大学生の人間関係

の実態に関する研究報告において，親友に対しては自

分の悩みを打ち明けられる者が 9割以上を占めており，

友人関係に精神的なつながりを求めていること，青年

は両親や教師などとの垂直な人間関係ではなく，お互

いが平等であり対等な水平的関係において安定感を回

復しようとしていると報告している O 本研究での「良

かった経験」の実習後に“メンバーの関与"に分類さ

れたコードが最も多かったカテゴリーとして抽出され

た背景の 1つの要因として，グループメンバーという

水平的関係において安定感を求めていることが考えら

れる。臨床実習としづ緊張感をともなう場面では，安

定感を得ょうとするのはある意味，当然のことであろ

う。急性期実習では，安定感を得るための人間関係が

グループメンバーであったと考えることができる O さ

らに急性期実習では，学習遂行のためには他者の支援

が必要であり，実習をやり遂げるという同じ目標を持っ

た水平関係にあるグループメンバーである他者に助け

られたり助けたりすることで，ク、、ループ間での人間関

係の紳を実感できたことが良い経験として認識されて

いるものと思われる。すなわちグループメンバーも良

い経験をもたらす重要な他者であり，かっ学習目標達

成のための学習支援者としても重要な他者であると言

える O さらにグループメンバ一同士で学習支援ができ

るようなク、、ループダイナミクスが働くようになれば，

グループメンバ一同士で学習支援ができるようになり，

「嫌だった経験」として認識されている学習混乱は解

消できるものであると思われる。学習がうまくいくよ

うになると良かった経験」の“学習方法の習得"に

つながり，学習状況を成功体験として認識できると思

われる。

第二に，“看護師の関与"が実習後の嫌だった経験の

一位となっている O 分類された代表的コードは質問

しづらしり「報告時，看護師がこわかった忙しそう

で話しかけてもあまり聞いてくれない気がしたJr言い

方が冷たかった」等であった。これは村島4)が臨床実習

指導者講習会受講生を対象に，学生時代の嫌だった経

験についての質問結果の中に，看護師との関係で意志

疎通がうまくいかなかったこと，十分なかかわりを持っ

てもらえなかったこと，看護師からの否定的な言動を

うけたこと，行動計画を看護師の前で発表する時の緊

張感と不足点の指摘をうけたことなど，看護師の態度

に関するものが含まれている。村島の報告内容と本研

究での「嫌だった経験」での“看護師の関与"に分類

されたコード内容はほぼ一致するものである。このカ

テゴリーは実習前の「良かった経験」には存在するが，

実習後の「良かった経験」には存在しない。また「嫌

だった経験」には33のコードが分類され，そのうち27

コードは実習後に抽出されている。その理由の 1っと

して，本研究の実習施設の指導環境が関与していると

も考えられる O 他の領域実習では，実習施設が専任指

導者をおいているが，本研究の実習施設では専任指導

者はなく，チームリーダーがその任を兼任する形をとっ

ている O チームリーダーが学生の指導を兼任するとい

うことは，患者ケアに対する重大な責務を遂行しなが

ら学生の学習に対しても指導・助言を求められ，かっ

学生の学習プロセスにおけるスタッフ間の連絡・調整

の任にもあたらなければならない。その業務は非常に

複雑多岐にわたることは容易に想像できることである。

加えて外科病棟は毎日の手術患者を抱え，業務も多忙

である。それら複雑な兼任業務と外科病棟という特殊

性が“看護師の関与"に分類されたコードに反映され

ていると思われる。また固定した病院の指導者が存在

しないために，学生は毎日違った指導者と出会い，指

導者の人柄もわからないまま指導・助言を受けなけれ

ばならない。実習上で出会う患者やク?ループメンバー

および担当教員に比べると，看護師と接する時間は短

いのである。接する時間が短いということは，学生-看
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護師のコミュニケーション不足となり，良好な人間関

係が築けない 1つの要素となりうることは十分考えら

れることである。さらに学生指導を兼任している看護

師のチームリーダーとしての責任の重さは容易に想像

できるものである O つまり看護師にいとって優先され

る業務は責任の重い患者ケアであろうと思われる。す

なわち看護師の役割意識は優先度の高い患者ケアに集

中し，学生指導者としての役割意識が希薄となったと

してもしかたのないことだと考えられる。それらの全

ての要因が学生に対する態度に反映された結果，学生

は看護師の態度を「嫌だった経験」として認識したと

考えられる。しかし実習前は“看護師の関与"に分類

されたコード数が 4であるのに対して，実習後は33と

圧倒的に多くのコードが分類されている。これは対象

とした実習施設が 1施設のみであるために，病院側の

専任指導者が存在しないこと以外にも要因があるか否

かについての検討は，本研究の及ばない範囲であるが，

先行研究(村島4))においても嫌だった経験に，看護師

の態度があげられている。つまり本研究での実習環境

による特有のものとは言いがたい。臨床実習では看護

師の関与が経験に影響をおよぼすものとして常に存在

するものであろうと思われる。看護師の関与をよい経

験とするための教員の役割として，学生の特性やレディ

ネス等を十分に伝えることにより，看護師が学生を理

解できるようにすること，さらに患者に対して適切な

ケアを実施している姿がよい看護モデ、ルになりうると

考えられることから，患者ケアを実施する際，看護師

と学生が一緒にケアできる場面を作ることなど，臨床

との連携を取ることが重要であろう。

第三に，“教員の関与"は「良かった経験J r嫌だっ

た経験」の両者に存在している O 教員の言葉がきつい，

認められていない，責められた等，教員の態度が「嫌

だった経験」に含まれている反面，いい教員に出会え

た，いろいろ教えてもらった等「良かった経験」にも

教員の態度が含まれていることから，教員も「良かっ

た経験」と「嫌だった経験」に影響をおよぼす他者で

ある。このことに関して安酸1)は教員の優しいとか厳し

いといった表面的な態度でだけで教員を良い経験や嫌

な経験に位置付けているのではなく，厳しくてもその

結果，できた経験やわかった経験となった場合は良い

経験として位置付けていると報告している。学生が成

功経験を味わえるところまで指導することで，学生は

教員をよい経験に影響をおよぼす他者として認識する

と思われる。つまり学生の学習支援においての教員の

役割は，学生ができた，わかったというところまで助

言・指導することが重要であろう。そして教員も実習

環境の人的環境の 1人として，看護師同様，学生にとっ

てのよい看護モデ、ルとなれるよう努力が必要である。

最後に自分自身に関しては，経験として自己を振り
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返ることは「良かった経験J r嫌だった経験」の両者に

存在する。しかしよい経験に影響をおよぼした他者と

して自己を認識しておらず，嫌な経験では自己を認識

している。自己に対しては，肯定的感情よりも，否定

的感情の方が強く印象づけられるのかもしれない。

以上，臨床実習での「良かった経験」と「嫌だった

経験」を換言すれば，成功体験と不成功体験であると

言える。成功体験は達成感につながり，学生にとって

は学習の動機づけとなるものであると考える。つまり

臨床実習における成功体験を多く体験できるようにす

ること，そしてその成功体験に影響をおよぼす他者を

効果的に活用することこそが臨床実習において，人的

環境を整えることであると言える。

V 研究の限界

今回の研究では，対象者が39名と少ないこと。そし

て調査時期の問題として，急性期実習前と急性期実習

後の 2回実施したが，急性期実習後は実習終了直後に

調査したが，急性期実習前の調査では，前回の実習終

了後からある程度時間が経過していたために，実習後

に比べると実習前の記憶があまり鮮明でないことが考

えられる。また実習前の調査は今まで経験した実習が

複数あったこと。さらに実習後の調査では，急性期実

習の 1施設のみに限定していることなど，サンプルや

調査方法に関して偏りがあった。そのため研究結果を

分析するにあたり，検討できない範囲があった。しか

し今回の研究を臨床実習における経験内容とその経験

に影響をおよぼす他者に関する研究の第一段階とし，

今後一般化できるようサンプル数を増やし，実習施設

も広げていきたい。

おわりに

本研究結果から以下のことがわかった。まず臨床実

習で良い経験に影響をおよぼす他者は，患者とグルー

プメンバーであり，学生一患者間の良好な人間関係は

達成感やケアの充実につながり，さらなる成功体験を

もたらすことになる。そして臨床実習での学習遂行の

ためには，グループメンバーの学習支援が重要である。

次に嫌な経験に影響をおよぼす他者は，看護師であ

り，これは学生が看護師との距離感を感じ，その距離

感が嫌な経験として認識させる要因の 1つであること

が考えられる。教員は，看護師がよい看護モデ、ルとな

れるようにすること，さらに学生と看護師との距離が

少なくなるように臨床との連携をはかることが重要で

ある。

最後に良い経験と嫌な経験の両者に影響をおよぼす

他者は，教員と自己(学生自身)であった。
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[実習前の質問項目}資料 1資料 2 【実習後の質問項目]

l.今までの実習で、良かった経験についてお書きください。

2. 良かった経験に影響をおよぼした人は誰ですか?その人物を下から選び、 Oで囲んで

下さい。なお複数の場合は、印象のつよい順に( )内に 1から番号をつけてください。

( )患者

( )患者の家族

( )看護婦

( )医師

( )実習グループメンバー

( )教員

( )その他(

この急性期実習期間中で、良かった経験についてお書きください。

2. 良かった経験に影響をおよぼした人は誰ですか?その人物を下から選び、 Oで囲んで

下さい。なお複数の場合は、印象のつよい順に( )内に 1から番号をつけてください。

( )患者

( )患者の家族

( )看護婦

( )医師

( )実習グループメンバー

( )教員

( )その他(
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今までの実習で、嫌だった経験についてお書きください。

4. 嫌だ、った経験に影響をおよぼした人は誰ですか?その人物を下から選び、 Oで囲んで

下さい。なお複数の場合は、印象のつよい順に( )内に lから番号をつけてください

( )患者

( )患者の家族

( )看護婦

( )医師

( )実習グループメンバー

( )教員

( )その他(

3 この急性期実習期間中で、嫌だった経験についてお書きください。

4. 嫌だった経験に影響をおよぼした人は誰ですか?その人物を下から選び、。で囲んで

下さい。なお複数の場合は、印象のつよい順に( )内に lから番号をつけてください。

( )患者

( )患者の家族

( )看護婦

( )医師

( )実習グループメンバー

( )教員

( )その他(
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Analysis of others who influence experience 

in nursing practice 

Misuzu Shimada Reilζo Ishino 

Department of Nursing Faculty of Health Sciences Hiroshima Prefectural College of Health 

Sciences 

Abstract 

The aim of this research was to investigative effective human environments in nursing practice. 

Questionnaire data was collected from 46 nursing students at a junior college with regard to“good 

experiences" and “unpleasant experiences"， and others who influence experiences in nursing practice. The 

data was analyzed by means of content analysis and simple calculation. ，九Te found that patients and their 

families and group members influenced “good experiences"， while nurses influenced “unpleasant 

experiences". Otherwise， self and teachers influenced both “good experiences" and “unpleasant 

experiences". For an effective human environment， it turns out that good human relations with the patients 

and group dynamics are of particular importance. 

Key words nursing student， nursingpractice， adult nursing， experience， others who Influence 
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