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臨床実習指導者の学生指導に対する不安内容の検討

一臨床実習指導者と短期大学助手の不安内容の比較から一
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抄 録

本研究の目的は，臨床実習における臨床実習指導者の不安内容を明らかにすることである。学生の学習効果を

上げるためには，教員と実習指導者が不安なく協力して指導を行うことが重要である。臨床実習指導者は，指導

のずれやスタップとの調整に関する不安を助手よりも有意に感じていることが明らかになった。助手だけでなく

実習指導者の不安に対しでも不安をできるだけ軽減する働きかけを行う必要があることが示唆された。具体的方

法としては，授業や実習方法の十分な伝達，常駐する助手との実習内容に関する共通理解，およびスタップ全体

の理解を得ることが臨床実習指導者の不安を軽減するために必要であると考えられた。また，教員が常駐する実

習形態を導入する場合には，本研究で考察された不安の軽減方法は特に重要となると考えられた。
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はじめに

学校教育制度に位置づけられる短期大学や大学にお

ける看護学実習は授業として位置づけられている。そ

のため，実習指導に当たる単位認定者や助手(以下教

員という)を十分確保することは重要なことである1)。

しかし，短期大学や大学の増加によって実習場所は，

遠隔地にある場合も多く，十分な教員数が確保された

としても実習時間さらには実習時間以外に教員が常時

実習場所に行き，詳細な状況把握，継続的な指導は行

いにくい。そのため，教員と臨床実習指導者(以下実

習指導者という)が協力して実習を運営していくとい

う実習形態を取り入れることが，学習効果から必要で

あると考えられる。

これまでの研究から，教員として実習場所に常駐す

る助手は，学生指導に対して不安を感じていることが

明らかになった2)。この調査の中で，ほとんどの実習場

所で実習指導者が決められていることも明らかとなっ

た。実習場所では教員と実習指導者との協働は非常に

重要であり 1)実習指導者も同様に不安なく実習指導を

行えることが望まれる。しかし，助手と同じように実

習指導者にも不安があることは十分予測される。実習

指導者の不安を知り，軽減することは，遠隔地の実習

場所でも詳細な状況把握を行い，学生の学習効果をあ

げるために重要なことである。そこで，実習指導者の

不安に対して，教員が働きかける具体的方法を考察す

るために，実習指導者の感じる不安を助手の不安と比

較し，その特徴を明らかにすることを試みた。

対象および方法

1 .調査対象および調査方法

県庁所在地にある総合病院と全国の看護系短期大学

のうち調査協力の得られた施設の実習指導者と助手を

対象とした。質問紙を施設単位に郵送し，個別に返送

を依頼した。全国の新設短期大学の助手を対象として

行った事前調査の自由記載による回答をもとに，不安

の種類によって『教育技術に関することふ『学生との

関係に関することJ]， [j'教員や看護職員との関係に関す

ることJ]， [j'勤務条件に関すること』の4つのカテゴリー

に分類し，質問17項目を作成した(資料)0 [j'教育技術

に関すること』に属する項目は，具体的には実習目標

の到達度の判断や看護モデ、ルとなれるかといった項目

である。『教員や看護職員との関係に関すること』は，

講義内容や指導内容とのずれに関する不安やスタップ

との調整に関する不安などである。解析対象は，実習

指導者の場合は管理職を除く 363名，助手は115名とし

た。調査期間は， 1998年1月7日から1カ月である。
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2. 解析方法

年齢，看護婦としての勤務年数，指導経験年数といっ

た実習指導者と助手の特性の比較は，平均値を用いて，

ウェルチの t検定を行った。学生指導を行う際に感じる

不安の17項目について，実習指導者の看護婦としての

勤務年数(以下臨床経験年数という)，指導経験年数と

不安との関連性，および実習指導者と助手という2群問

の差を検討した。回答は非常に不安」と「やや不安J

を「不安がある」に「全く不安はない」と「あまり不

安で、ない」を「不安はない」にまとめ不安があるJ，

「どちらともいえないJ，不安はない」という 3つに

まとめた。検定には χ2検定を用い，統計処理はパソコ

ン用ソフト Excel r太閤J を使用した。

結果

1 .対象の特性

実習指導者の所属する施設が実習を引き受けている

指定校の種類は，重複して実習を受けている指定校を

含め，専門学校76.0%，短期大学・大学24.0%である。

実習期間に教員が常駐しているとした実習指導者は，

23.1 % (84名)であり，実習指導を専任としているの
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ごとに図4に示した。不安が最も多いのは「実習目標の

到達度の判断が妥当かどうか不安である J (以下「実習

目標の到達度の判断」という)66.1 % (240名)であっ

た。ついで「学ばせたいことをうまく伝えられるか不

安であるJ(以下「学ばせたいことの伝達Jという)， r適

切な看護モデ、ルを示すことができるか不安であるJ(以

下「適切な看護モデ、ルの提示」という)といった r教

育技術に関すること』で、あった。実習指導者の感じる

不安内容に，臨床経験年数や指導経験年数による有意

な差は認められなかった。

99-104 5(1) 広島県立保健福祉短期大学紀要

は， 18.2 % (66名)である。実習指導者と助手2群の年

齢分布を図 1に示した。実習指導者の平均年齢は33.5

歳であり，助手の平均年齢と有意な差はなかった。臨

床経験年数の実習指導者の平均は， 12年間で，助手に

比べて有意に長い(図2，p <0.01)。実習指導経験年

数(実習指導者の場合は臨床での指導年数，助手の場

合は助手としての勤務年数)は，実習指導者の平均は

4年間であり，助手と有意な差はなかった(図3)。

2.実習指導者が感じる不安

実習指導者が不安があると回答した割合を質問項目
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3.実習指導者と助手の不安内容の比較

実習指導者と助手という立場の違いによる不安の内

容の相違について検討した。実習指導者において不安

を感じる者が有意に多かった項目は実習目標の到達

度の判断J，実習指導内容と講義内容がずれていない

か不安であるJ(以下「指導と講義内容のずれ」という)， 

「学校教員と指導内容が異なっていないか不安で、ある」

(以下「指導内容のずれ」という)， r学生の思い(満

足度)をどの程度優先するか不安であるJ (以下「学生

の思いの優先度」という)， rスタッフとの調整がうま

くできるか不安であるJ (以下「スタップとの調整J)

などの『学生・教員・看護職員との関係』に関するこ

とで、あった(図4Lr学校教員(実習指導者)との役割

分担が不明確で不安であるJ (以下「役割分担の不明確

さJ)も，実習指導者が有意に不安を感じている項目で

あった。

考察

実習指導者が不安を感じていたのは[j'教育技術に関

することJj， [j'学生・教員・看護職員との関係に関する

こと』であった。実習指導者が「学ばせたいことの伝

達J や「適切な看護モデ、ルの提示」という『教育技術

に関すること』に対して不安を感じていることは，助

手と共通で、あった。実習中の実習指導者の関わりは，

日々の実践の中での対象者との具体的行動レベルの関

わりである3)。このことから，実習指導者の場合には日

常的に行っている実践について実習指導者自身が考え

る「ねらい」や「めやす」を整理すること 4)で看護モデ

ルを示すことに対する不安は，軽減すると考えられる。

実習指導者の学生への望ましい働きかけは，学生を支

持，支援するものめであると述べられている。また，実

習指導上の判断とは，自分が行う看護に対する判断で

はなく，学生が適切に判断できるための支援であるこ

とを確認しながら行えたときが，教育的に適切な判断

といえる。実習指導者には，看護婦としての役割に対

する他者と自分の期待する行動様式と，教師あるいは

実習指導者としての役割に対する他者と自分の期待す

る行動様式が絡み合いきわめて複雑な役割期待が構成

されていくと杉森は述べている6)。つまり実習指導者の

教育技術には，看護婦として判断をする場面なのか，

実習指導者として判断をする場面なのか，瞬時に判断

する力が大きく関わっているということである。この

判断を行いやすくするためには，布佐が分類した患者

への接し方，看護のあり方，患者との関係という学生

が判断困難を感じる場面を5)中心に，助手との役割分担

を明確にし，複雑な役割期待を整理する必要がある。

「指導と講義内容のずれ」や「指導内容のずれ」と

いった『学生・教員・看護職員との関係に関すること』

は，実習指導者が助手と比べて有意に不安を感じてい

た。実習指導者と助手の特性は，臨床経験年数におい

て異なっていたが，不安には臨床経験年数による有意

な差が認められなかったことから，不安は実習指導者

と助手という立場のちがいによるものと判断できる。「実

習目標の到達度の判断」や「指導と講義内容のずれJ

これらは，教員が常駐するようになると軽減する可能

性がある。調査時点では，教員が常駐している実習形

態で、指導を行っている実習指導者は少ないため，教員

が常駐するようになれば授業や実習方法をその都度確

認できるようになると考えられる。しかしながら，助

手も単位認定者の意向を伝えられるか不安に感じてい

る2)ことから，単位認定者が確認を行うことが「実習目

標の到達度の判断J，指導と講義内容のずれ」に関す

る不安を軽減する確実な方法である。その他にも授業

を実際に行っている教員が直接授業について伝達する，

実習の構成を具体的にする，事例やケアから学ばせた

いことを具体的に事例等で説明する，という方法が考

えられる。実習指導者に特に多かった「指導内容のず

れ」に対しては，単位認定者の考えを実習指導者と助

手が共通に理解することで，できるだけずれを小さく

する。また，役割分担を明確にすることで，同じ場面

での異なった指導の機会を減少させることができると

考える。「実習指導者との指導内容のずれ」に対して不

安を感じている助手は，実習指導者と比べると少ない。

実習指導者は，助手と指導がずれていないかと不安を

感じているにもかかわらず，助手は，細部にわたる調

整の必要性を感じていなし、かもしれない。助手と実習

指導者の特性は似ているが，立場の違いによって不安

の内容が異なっていることに留意し，実習指導者特有

の不安にも教員は配慮する必要がある。

雄西は，臨床の場での正当なケアを受ける権利を有

する患者の存在と教育の場としてのケアの質の違いを

容認するジレンマについて述べている7) 学生の思い

の優先度一学生が考えていることを大切にするときに

おこる不安一」は，雄西のいうジレンマの状態からケ

アを選択したとき起こると考えられる。多くの実習指

導者が，教育か，ケアか，というこつの立場で悩んで

いることが，数値として明確になった。教育的には，

できるだけ学生にケアを行わせたいところであるが，

ケアの質や倫理的問題から学生にケアを実施させない

場合には，その理由を明確にし，倫理観や職業的責任

観の学習機会とすることを実習指導者に示すことで，

ケアを選択したときに起こる学生に対する不安は軽減

できると考える。

「スタップとの調整」に関する不安に対しては，実

習内容や学校の意図をスタップ全体に広く理解しても

らうことが大切である。スタップが助手や実習指導者

の意図を理解することは，調整を円滑にし，実習指導
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者特有の不安ともいえる「スタップとの調整」に関す

る不安を軽減する働きかけとなる。実習指導者は，実

習場所では年齢的に若いことから先輩のスタップとの

調整に苦慮することも予測されるため，実習指導者が

感じる「スタップとの調整」に関する不安を軽減する

働きかけを，教員も積極的に行う必要がある。調査対

象となった実習施設のほとんどが専門学校の実習施設

であり，教員が常駐している実習形態は少ないことか

ら，教員が常駐する実習形態を導入する場合に，実習

指導者の不安が高まることも予測される。実習指導者

を含めたスタッフ全体に実習形態や実習指導について，

広く理解を求めることが実習を効果的に行うために重

要であることが示唆された。

まとめ

実習指導者が実習指導を行う際に感じる不安は，指

導内容が学校の授業や教員とずれていないか，学生の

思いを施設の方針よりもどの程度優先するのか，スタッ

フとの調整ということに対して，助手と比較して有意

に高いことが明らかとなった。これらのことから，実

習指導者とスタップに対して，授業や実習方法の細か

い伝達と助手との役割分担を明確にすることが不安を

軽減するために必要と考えられた。
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Uneasiness about nursing practice felt by clinical instructors 
-Comparison of uneasiness felt by clinical instructors 
and teaching assistants of nursing junior college-
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*1 Department of Nursing. Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 
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Abstract 
The purposc of the present study is to elucidate the uneasiness that clinical instructors feel in clinical nursing 

practice. Although it is important that teachers and clinical instructors c臼)perativεwithoutuneasiness in order to pro~ 

duce learning effects in students， it becomes clear that clinical instructors markedly felt uneasiness about teacher and 

staff compared with teaching assistants. Their uneasiness were the difference in the views for education and the regu 

lation among staff. It was suggested that uneasiness felt by not only teaching assistants， but also by clinical instruc~ 

tors must be reduced as Quickly as possible. The concrete ways to reduce their uneasiness are that a nursing school 

sufficiently communicates how to teach， that clinical instructors understand the contents of practice with teaching 

assistants， and that all the staff understand the practice. Additionally， the ways of reduction of uneasiness considered 

by the present study are thought to be especially important， as the nursing practice is taken in the way of staying 

teaching assistants at hospital for the first time. 

Key words : clinical instructors， student guidance， uneasiness， teaching assistant 
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