
人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　10（1） 75 － 85 2010

－ 75 －

2009 年 9 月 7 日受付
2009 年 12 月 17 日受理

県立広島大学保健福祉学部看護学科

松森　直美　　中垣　和子　　布施　恵子

現代GPにおけるコミュニケーション・スケール活用の実際

～看護学科における学生のコミュニケーション力の変化～

抄　録

看護学科の 2 年次から 4 年次の実習における学生のコミュニケーション力の変化について学生と教員を対象
とした調査を 3回行った。研究方法は，現代 GP運営委員会における原案をもとに作成した 20 項目のコミュニ
ケーション・スケールの記入による縦断的調査である。その結果，学生の合計点の平均は調査 3 回目が最も高
く，20 項目中 14 項目の点数が調査 3回目において最も高かった。意欲や積極性に関する 6項目は 2回目よりも
3回目に得点が減少していた。また学生と教員との得点差は調査回数ごとに減少しており，教員とより近い客観
的な視点で自己評価できるようになったことが考えられた。記述回答の結果から学生がコミュニケーション力
をさらに向上させるためには，わかりやすく伝える表現力に加えて，他人への配慮ができる余裕をもつために
体力を身につけること，敬語や言葉遣い，社会人としてのマナーを身につけること，緊張せず自分の状況が自
覚できること，積極的になること，成功体験を蓄積することが必要であることが明らかとなった。
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Ⅰ．はじめに

本学は，文部科学省の助成により本学で実施されて
いる平成 19 ～ 21 年度現代的教育ニーズ取組支援プロ
グラム（現代 GP）において，コミュニケーション力，
倫理的思考力，ニーズに気づき行動する力という 3つ
の力に重点をおき，学年進行に合わせた段階的な教育
プログラムの企画・運営を行った。その力点の一つで
あるコミュニケーション力の発達支援は，実際に自己
の能力に不安を持ち，支援を求める学生の存在から本
学現代 GP運営委員により発案された。その背景とし
て，保健福祉事業従事者として社会に貢献したいとい
う強い意志を持ちながら，実際には対象者とどのよう
に接すればよいのかわからないなど，コミュニケーシ
ョンに対する苦手意識を持ち，対象者理解のための行
動が取れない学生が在籍している現状がある。
厚生労働省において看護管理者や看護教育の専門家

たちにより構成されたワーキンググループによって平
成 18 年～平成 19 年に行われた看護基礎教育の充実に
関する検討会では，特に新人看護職員の臨床実践能力
の低下や卒後 1年以内の早期離職率が新人看護職員の
約 9.2 ％（2007 年病院看護実態調査）であることが問
題視され，早急な対応が必要との結果から平成 21 年
度に厚生労働省における保健師助産師看護師学校養成
所指定規則の改正が行われた 1）2）。この改正点の中に
はコミュニケーション能力を強化することも含まれて
おり，先に述べたコミュニケーション力の発達支援と
いう本学における現代 GPの取り組みとも合致してい
る。
そこで，現代 GP運営委員会で考案したコミュニケ

ーションふりかえりシートをもとに作成したコミュニ
ケーション・スケールを用いて，現在の看護学科にお
ける学生のコミュニケーション力は実習を経験してど
のように変化しているのか，2年次から 4 年次にわた
り縦断的に調査を行った。その結果から，学生のコミ
ュニケーション力の現状と課題を明らかにすると同時
に，コミュニケーション力の発達支援に必要な教育課
程や指導方法について検討した。

Ⅱ．用語の定義

「コミュニケーション力」は，患者・家族および関
連他職種との課題解決に向けた協働を進める上で不可
欠な言語的・非言語的な意思疎通を図る技術である。
基本的な対人関係のマナーから専門職者としての情報
収集技術までを含むものとする。

Ⅲ．研究目的

看護学科における学生のコミュニケーション力が実
習を通してどのように変化するかを調査し，現状と課
題を明らかにすることによってコミュニケーション力
の発達支援に必要な教育課程や指導方法について検討
する。

Ⅳ．方法

1. 対象

看護学科平成 19 年度 2年次生 60 名，各時期で実習
指導を担当した教員 23 名（調査１回目 6 名，調査 2
回目 7 名，調査 3 回目 10 名：各調査時期で異なる教
員が記入）

2. 調査方法

１）コミュニケーション・スケールの作成

現代 GP運営委員会におけるワーキンググループの
メンバーが所属する 5学科（理学療法学科，作業療法
学科，コミュニケーション障害学科，人間福祉学科，
看護学科）の臨地実習ですでに実施されているコミュ
ニケーション・スキルの評価の視点を基本的態度，指
導者・スタッフおよび対象者・家族とのコミュニケー
ションの 3つに集約してコミュニケーションふりかえ
りシートを考案した。ワーキンググループのメンバー
間でシートの妥当性を確認し，これをもとに，看護学
科の学生が理解しやすい表現を加えた独自のコミュニ
ケーション・スケール（資料）を作成した。そこで，
看護学科の同一クラスの学生を対象にスケールへの記
入による縦断的調査を実施した。調査は，2～ 4 年次
の教育課程の中でもコミュニケーション技術が段階的
に習得できる各学年の臨地実習終了時に行った。
調査内容は，「時間が守れる」，「適切な言葉遣いが

できる」，「身だしなみに配慮ができる」，「学生にふさ
わしい態度で接することができる」，「実習への意欲が
感じられる」の基本的態度 6 項目，「指導者に積極的
に関わる」，「指示や説明の意図を正確に理解できる」，
「自分の考えを的確に説明できる」，「指導者以外のス
タッフにも積極的に関わる」，「問題点の質問などを積
極的にしている」，「報告・連絡・相談を過不足なく行
う」の指導者・スタッフとのコミュニケーション 6項
目，「共感的，受容的に接することができる」，「身体
的・心理的状態への配慮ができる」，「話をよく聞き，
理解しようと努めている」，「わかりやすい説明ができ
る」，「積極的に関わろうとしている」，「必要な情報を
的確に収集できる」，「状況を適切に理解し行動でき
る」，「場の雰囲気がより良いものとなるよう努める」
の専門職者としてより重点をおいた対象者・家族との
コミュニケーションを 8 項目とした計 20 項目であっ
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た。各項目について 5段階で自己評価し，該当する評
定を選択し記入してもらった。さらに実習指導を担当
した教員にも同じコミュニケーション・スケールを使
用し該当する評定を選択し記入してもらった。

3. 調査期間

平成 20 年 2 月～平成 21 年 8 月に調査を 3 回行い，
1回目は 2 年次基礎看護実習終了時（4月初旬），2回
目は 3 年次成人看護・老年看護実習終了時（1月末），
3 回目は 4 年次精神看護・小児看護・地域看護実習終
了時（7月末）とした。（図 1）
基礎看護実習は，成人患者や老年患者を初めて受け

持つ病棟での実習が 2年次後期に 2週間にわたり行わ
れる。成人看護実習Ⅰ・Ⅱ，老年看護実習は，成人患者
や老年患者をそれぞれ受け持つ実習で，3つの違う病
棟で 3年後期にそれぞれ 3週間ずつ行われる。精神看
護実習は精神神経科の専門病院で，小児看護実習は小
児病棟および障害児施設で 4年次前期に各 3週間ずつ
行われる。地域看護実習は，保健所や訪問看護ステー
ション，小・中学校等で 4年次前期に 5週間行われる。

4. 分析方法

各調査時期の変化を比較するためMicrosoft Excelに

て各項目の平均値と評定の総合点を算出し小数点以下
第 2位を四捨五入して表記した。自由記述については，
質的内容分析を行った。

5. 倫理的配慮

コミュニケーション・スケールは，大学が取り組ん
でいる現代 GPの活動の指標となるものであること，
学内外で結果を公表する場合は，個人が特定されない
ように配慮し，学年全体として集計したものを活用す
ることを明記し，自由参加であることを伝えた上で提
出をもって同意したものと判断した。

Ⅴ．結果

1. 有効回答数

各時期の平均点が比較可能な有効回答は 41 件で有
効回答率は 68.3 ％であった。

2. 各項目の平均値の変化

学生が記入した各項目の平均値を時期別にグラフ化
したものを図 2に示した。
調査 1 回目に比べて，2 回目，3 回目は得点の様相

はほぼ同じ傾向で，すべての項目において調査 1回目
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図１　調査日程

図 2 学生への各調査時期における各項目の平均点の比較



よりも点数が増加していた。20 項目のうち 14 項目に
おいて調査 2回目よりも調査 3回目の点数は増加して
いたが，「6．実習への意欲」，「7．指導者に積極的」，
「8．質問が積極的」，「11．指導者以外に積極的」，「15．
話をよく聞く」，「17．声かけが積極的にできる」の 6
項目は 0.01 ～ 0.25 点のわずかな差であるが 2 回目よ
りも 3回目の得点の方が減少していた。
指導者・スタッフに対して「自分の考えを的確に説

明できる」，「指導者以外のスタッフにも積極的に関わ
る」，患者・家族に対して「わかりやすい説明ができ
る」の項目は，調査１～３回目を通して他の項目より
得点が低かった。

3. 合計点の平均値の変化

各実習段階でのコミュニケーション力がどれくらい
身についたのかを示す指標として「基本的態度」6項
目，「指導者・スタッフとのコミュニケーション」6
項目，「対象者・家族とのコミュニケーション」8 項
目の各得点を合わせた合計点の各時期の平均値と教員
と学生の合計点の差は表 1に示すとおりであった。教
員の合計点は，調査 1回目より 2回目が 4.3 点増加し
たが，調査 3回目は 1.9 点減少していた。学生の合計
点も，調査 1回目より 2回目が 9.1 点と大きく増加し
たが，調査 3回目はわずかに 0.4 点増加しており，学
生の得点は調査 3回目が最も高い得点を示していた。
また，各調査時期とも教員の評価が学生の自己評価

の得点を上回っていた。調査 1回目では，教員との得
点差が 7.6 点と大きかったが，2回目は 2.9 点，3回目

は 0.5 点と時期を経るごとに得点差は少なくなってい
た。

4. 個人得点の変化

個人得点の変化については，表 2に示した通り，90
点以上を取得した人数は調査 1 回目では 2 名（4.9%）
であったが，2 回目，3 回目ともに 13 名（31.7%）と
増えていた。また，個人得点の中で最高点を示した時
期については，調査 1回目が最も高得点であったとい
う学生が 3名（7.3%），2回目が 20 名（48.8%），3回
目が 18 名（43.9%）であった。
段階的に得点が増加した学生は 12 名（29.2%）で，

得点が調査時期を経る毎に減少した学生は 2 名
（4.9%）であった。

5. 記述回答の結果

基本的態度，指導者・スタッフへのコミュニケーシ
ョン，対象者・家族とのコミュニケーションに関する
学生，教員の主な記述回答の内容を表 3にまとめた。
表 3からわかるように，調査回数を経るごとに両者

の記述量は増えており，コミュニケーション力を振り
返る意識や関心の高さが少しずつ増えていったことが
うかがえる結果となった。

１）学生の記述回答

学生の記述回答は，まだ学生が不十分と感じている
「改善が必要な点」，その中でもできていたと考えられ
る「自分なりの努力や対応」について学生が実習での
自分の行動を振り返って記述したと考えられるもの
と，その中から学生が見出した「今後の課題や目標」
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調査 1回目 調査 2回目 調査 3回目

教員 82.4 86.7 84.8

学生 74.8 83.9 84.3

得点差（教員―学生） 7.6 2.9 0.5

表 1 合計点の各平均値と得点差

得点範囲 調査 1回目 調査 2回目 調査 3回目

30～ 49点 2（4.9） 1（2.4） 0（0.0）

50～ 69点 10（24.4） 3（7.3） 2（4.9）

70～ 89点 27（65.9） 24（58.5） 26（63.4）

90～ 100点 2（4.9） 13（31.7） 13（31.7）

各個人得点の中で最も点数が
高かった調査時期の人数 3（7.3） 20（48.8） 18（43.9）

表 2 各調査時期における学生個人の合計点の割合　人(%）
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学生の記述内容 教員の記述内容
調
査
１
回
目

＜改善が必要な点＞
・人への説明が上手くできない
・事前準備を忘れる
＜今後の課題や目標＞
・実習にふさわしい態度で行う
・心に余裕が持てるように早め早めに行動
・自分の考えを分かりやすくまとめて伝える
・積極的に質問することが必要
・積極的に関わることが必要
・度胸をつける

＜現時点での学生の課題＞
・表情が硬く、控えめで場や状況に合う挨拶は難しい
・積極的に質問してこない
・的確に、適切に理解することはこの段階では難しい
＜学生ができていたこと＞
・患者の観察からケアに発展できていた
・患者との関係性の改善を自覚
・患者、指導者に積極的に関わろうとする

調
査
２
回
目

＜改善が必要な点＞
・事前準備をしているつもりで足りていない
・敬語が上手ではない
・コミュニケーションがかなり難しい
・ポイントを押さえ簡潔に伝えることが難しい
＜自分なりの努力や対応＞
・忙しそうな場合は省略して伝えた
・人間関係は築けた
＜今後の課題や目標＞
・自分の考えを上手にまとめ伝えられる
・積極的に関わるようにする

＜現時点での学生の課題＞
・緊張からパニックになる
・他者とのコミュニケーションが苦手
・グループのことを考えた言動ができない
・体力的な限界から他者への配慮が欠ける
・自分をうまく表現できない
・うまく伝わらないとあきらめる
＜学生ができていたこと＞
・コミュニケーションが苦手な事を自覚
・患者には積極的で上手なコミュニケーション
・友人とはよく話す
＜今後の学生の課題＞
・一生懸命さが伝わること
・はつらつさ、笑顔、声に抑揚をつけること
・意識的に発表すること
・体力アップが必要

調
査
３
回
目

＜改善が必要な点＞
・敬語、マナー、文章が苦手
・基本的にコミュニケーションが苦手
・報告が遅いと指摘された
・積極的にと思うが空回りして相手に伝わらない気が
する

・雰囲気を良くしようと頑張るが空気が読めない
・努力とできていることが一致しない
・自分の考えを分かりやすく伝えることが難しい
・情報収集に時間がかかる
・患者の状態に合わせたケアが不十分
・スタッフが忙しそうで遠慮してしまった
・指導者やスタッフへの積極性がなかった
＜自分なりの努力や対応＞
・あいさつはしつこいくらいした
・基本的態度は実習で身に付いてきた
・コミュニケ―ションは苦手だったが少しずつできる
ようになった
・患者とは積極的に関わることができた
・気持ちを考え受容的に患者に関われた
・教員やスタッフに相談し視野が広がった
＜今後の課題や目標＞
・報告相談を積極的に行う
・言葉遣いを注意する
・社会人としての心構えを意識し節度ある態度を身に
つけること
・柔軟に対応できる看護師
・スムーズに話すこと
・今何を一番にすべきか優先順位を判断し行動する
・声かけを工夫する
・自分の考えを分かりやすく伝える
・相手に自分の努力を伝える

＜現時点での学生の課題＞
・事前準備がやや不足
・ＴＰＯに応じた服装、あいさつが十分にできない
・適切な表現方法や文章が苦手
・他者への説明に的確さを欠く
・指示どおりに行動するが疑問がない
・促されれば質問する
・受動的で指示すると行動できる
・積極的な態度になるよう努力が必要
・対象者の立場を考慮することに努力を要する
・就活に気を取られていた
＜学生ができていたこと＞
・自分自身の問題にとらわれると患者へ配慮ができなくなる
ことに気づき問題に感じていた
・基本的態度には問題ない
・決められた役割はきちんと果たす
・リーダシップをとり積極的
・積極的にスタッフに相談できた
・事前学習ができていると積極的に質問できた
・学びを自分の言葉で表現しようと努力した
・受け持ち患者以外とも会話し配慮できた
・課題を具体的に示すと積極的に取り組めた
・常に安定した状態で実習に臨んでいた
・自ら計画的に行動できる
・丁寧な言葉遣いができた
・周囲の状況を配慮して行動できた
・丁寧な言葉遣いで誠実さが伝わった
・連携を深めるよう努力していた
・事例を通して学習を深め理解につながった
・患者の言葉を聞き取る、積極的に話しかける努力していた
・非言語的、言葉にならない部分まで理解できた
・患者に与えた影響を振り返ることができた
・適切な声かけができていた
・対象を理解する努力をしていた
・患者の立場を考えコミュニケーションがとれた

表 3 学生・教員の記述回答の主な内容
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に分類してまとめた。
その結果，調査 1回目で学生が「心に余裕が持てる

ように早め早めに行動」，「度胸をつける」，「積極的に
質問すること」，「積極的に関わること」の必要性を課
題としてあげ，「人への説明が上手くできない」，「ポ
イントを押さえ簡潔に伝えることが難しい」，「自分の
考えを分かりやすく伝えることが難しい」が改善点と
して毎回の調査で記入されていた。調査 3 回目では
「自分の考えを分かりやすく伝える」，「自分の努力を
伝える」ことが目標としてあげられていた。また，調
査 2回目，3回目の記述から，学生が「敬語，マナー，
文章が苦手」，「社会人としての心構えを意識し節度あ
る態度を身につけること」を課題としていた。
調査 1回目，2 回目で学生が「事前準備」を忘れた

り不足したりしたことを改善点としてあげていたが，
調査 3回目でも教員が「事前準備がやや不足」してい
たことを課題として指摘していた。しかし，「事前学
習ができていると積極的に質問できた」，「具体的に課
題を示すと積極的に取り組めた」と指導方法を工夫し
効果的な反応が得られたことも記述されていた。
調査 3 回目で学生は，「患者とは積極的に関わるこ

とができた」，「基本的態度は実習で身についてきた」，
「コミュニケーションは苦手だったが少しずつ身につ
いてきた」，「気持ちを考え受容的に患者に関われた」
と，自分自身が努力してできたことについて記述して
いた。

２）教員の記述回答

教員の記述回答は，教員の視点から「現時点での学
生の課題」と考えられる学生の言動と，行動を評価し
認める内容として「学生ができていたこと」，さらに
もっとこうすればコミュニケーション力が改善すると
考えられる「今後の学生の課題」に分類してまとめ
た。
調査 1 回目では，「表情が硬く，控えめで場や状況

に合う挨拶は難しい」ことや調査 2回目でも「緊張し
てパニックになる」ことを課題としてとらえていた。
その一方，各調査時期で「患者との関係性の改善を自
覚」，「コミュニケーションが苦手な事を自覚」，「自分
自身の問題にとらわれると患者への配慮ができなくな
ることに気づき問題に感じていた」と学生が自分の状
況を自覚していることを評価し認めていた。
調査 2回目の課題として「自分をうまく表現できな

いこと」，「うまく伝わらないとあきらめる」をあげ，
改善策の一つとして「一生懸命さが伝わること」，「意
識的に発表すること」を提案していた。さらに，「体
力的な限界から他者への配慮に欠ける」とコミュニケ
ーション力と同時に「体力アップが必要」との提案も
あった。また，調査 2回目，3 回目の記述から，教員
も学生と同様に「敬語，マナー，文章が苦手」，「社会
人としての心構えを意識し節度ある態度を身につける

こと」を課題としてとらえていた。
調査 3回目の教員の記述においても「指示どおりに

行動するが疑問がない」，「促されれば質問する」，「受
動的で指示されると行動する」，「積極的な態度になる
よう努力が必要」と積極性については調査 1回目から
の継続的な課題として記述していた。しかし，学生の
積極性が不足し，敬語やマナーができていなかったこ
とを指摘する一方で，「患者，スタッフに積極的に関
わろうとしていた」，「丁寧な言葉遣いで誠実さが伝わ
った」，「周囲の状況を配慮して行動できた」ことや
「言葉にならない部分まで理解できた」，「基本的態度
に問題ない」，「患者の立場を考えコミュニケーション
が取れた」，「リーダーシップをとり積極的」など学生
ができていたことを認める内容も多く記述していた。

Ⅵ．考察

１．コミュニケーション・スケールの意義と活用方

法

コミュニケーション・スケールは，学生のコミュニ
ケーション力の変化を把握すると同時に，記入するこ
とによって，求められているコミュニケーション力の
具体的項目とその得点の変化を確認するという意義が
あったと考える。そのため，調査 2回目が終わった時
点で 2回分の結果を学生に返却したことは，自己の成
長や課題を確認し主体的にコミュニケーション力の改
善に取り組むというコミュニケーションふりかえりシ
ートの意義をあらためて学生に伝えることとなったの
ではないだろうか。しかし，記入されたスケールにつ
いてその都度学生個人の綿密な指導に活用することな
ど，指導方法が確立できていないことは今後検討を要
する課題である
記入時期については，いずれの調査時期も実習が終

わった時点での記入となったため，実習前との比較は
できていない。これは，記入項目が実習を想定した内
容となっているため，必然的に実習を経験する前には
評価することができない。実習に限らず，学内でのコ
ミュニケーション力をふりかえる内容について新たに
評価項目を考案することについても検討する必要があ
ると考える。
また，コミュニケーション力について学生自身がふ

りかえることを一義的に考えて活用する場合は，同一
の教員がスケールを記入することや，教員の評価結果
をいつ，どのように伝えるか，あるいはその結果を伝
える意義についても十分検討した上で実施することが
必要であろう。

2. 学生のコミュニケーション力の変化

１）得点の段階的な増加

表 1から教員の合計点は，調査 1回目より 2回目が
4.3 点増加したが，調査 3回目は 1.9 点減少していた。



学生の合計点は，調査 1回目より 2回目が 9.1 点と大
きく増加したが，調査 3回目はわずかに 0.4 点増加し
ていた。このように調査 3回目の合計点が学生で最も
高かったことは，調査 1回目から 3回目の教育課程が
効果的に積み重ねられた結果であると考えられる。ま
た，実習で受け持つ患者が成人患者あるいは老年患者
となる基礎看護実習であった調査 1 回目に継続して，
同様の患者を受け持ち患者とした成人看護実習，老年
看護実習を行ったことが調査 2回目の得点の大幅な増
加につながったと考えられる。しかし，4年次では精
神障害をもつ患者，小児患者を対象とした実習や，病
院の中だけではなく地域住民や在宅での患者を対象と
した看護や保健指導を実践する実習となり，受け持ち
患者の特徴が異なって学習内容がより特殊になること
から今までの対応方法に加えて応用力が求められ，得
点の増加がやや下がったのではないかと考える。
荒添（2002）は，看護場面における人間関係につい

て自作のコミュニケーション・スキル尺度を用いて調
査を行い，看護学生 2年生より 3年生の方が高得点で
あったが，看護師との比較では看護学生の方が高得点
であったことを報告している 3）。また，同様の尺度を
用いた高見らの調査（2003）でも，看護学生の中で職
歴のない学生の方が職歴のある学生より高得点であっ
たことを報告している 4）。この理由として，学生は初
期の関係作りのためのスキルを使いながら教員，指導
者の指導を受けながら患者の協力も得ていたことが高
得点につながったのではないかと考察している。今回
の調査においても，3回目に学生が「社会人としての
心構えを意識し節度ある態度を身につけること」と記
述していたように，卒業間近になって「社会人として
の自分」について考え，自立した援助者として少し厳
しく自己を評価する視点へと変化したことが調査 3回
目の得点増加の過少につながったと考えられる。
それと同時に「報告相談を積極的に行う」などの今

後の課題や目標が明確になったことが得点に反映して
いたと考えられる。教員も「促されれば質問する」，
「受動的で指示すると行動できる」など質問や行動で
きる力を自ら発揮できていない現状から「積極的な態
度になるよう努力が必要」と積極性については調査 1
回目から調査 3回目における継続的な課題となってお
り，改善できていなかった。この要因として「就活
(就職活動)に気を取られていた」と調査 3 回目は就職
活動の時期と重なり，実習に集中できにくい状況も影
響したことが考えられる。これらのことは，「6．実習
への意欲」，「7．指導者に積極的」，「8．質問が積極的」，
「11．指導者以外に積極的」，「15．話をよく聞く」，
「17．声かけが積極的にできる」の 6 項目において 2
回目よりも 3回目に得点が減少していたことにも表れ
ていた。

２）コミュニケーション力が向上した内容

20 項目のうち 14 項目において調査 2回目よりも調
査 3 回目の点数は増加し，調査 1 回目に比べると 2，
3 回目の学生の記述回答では，自分なりの努力や対応
の記述が増えていた。「基本的態度は実習で身につい
てきた」，「コミュニケーションは苦手だったが少しず
つ身についてきた」など実習を体験するごとにコミュ
ニケーション力が向上した手応えを感じていた。また，
「教員やスタッフに相談し視野が広がった」と自分か
ら教員やスタッフに相談して助言をプラスに取り入れ
る姿勢が身についたと考えられる記述もあった。
それを裏付けるように，教員の記述回答においても

「基本的態度に問題ない」，「患者の立場を考えコミュ
ニケーションが取れた」など学生ができていたことを
認める内容が記入されていた。さらに，教員との得点
差が調査を追うごとに縮まっていたことは，教員とよ
り近い客観的な視点で自己評価できるようになったこ
とが考えられる。
３．コミュニケーション力がさらに向上する上で必

要なこと

以上の結果から，社会人としてどのような態度が必
要かを意識して学ぶことができるような教育課程を早
期から行うことや，積極性が身につくような指導方法
の工夫を行うことが課題として明らかとなった。そこ
で，今後さらに学生がコミュニケーション力を向上す
るために何が必要なのかを考察する。

１）わかりやすく伝える表現力（表情・会話・文

章）と体力を身につけること

指導者・スタッフに対して「自分の考えを的確に説
明できる」，患者・家族に対して「わかりやすい説明
ができる」の項目は，調査１～３回目を通して他の項
目より得点が低かった。記述回答の中でも「人への説
明が上手くできない」，「自分の考えを分かりやすく伝
えることが難しい」が学生の改善点として毎回の調査
で記入され，教員も「自分をうまく表現できないこと」，
「うまく伝わらないとあきらめる」を課題としてあげ
ていた。したがって，講義の中でのグループワークの
発表や，講義内容に関する意見や考えを文章にまとめ
るレポート課題などを取り入れることに加え，口頭で
自分の意見を簡潔にまとめ述べること，書いて表現す
ることに慣れ，意識して身につけていくことはコミュ
ニケーション力を向上させるために重要であることを
教員側からも言葉にしてその都度伝えていくことが必
要である。また，体力をつけることは，短期間では身
に付かないものである。体力と気力は一体となってい
るものであり，他者への配慮ができる心理的余裕を生
み出すためには体力がコミュニケーション力にも必要
な事であることを早期から学生に伝え，学生生活の中
から身につけていくよう促していくことが必要であ
る。
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２）敬語や言葉遣い，社会人としてのマナーを身

につけること

基本的態度の 6項目中 5項目の平均点は調査回数ご
とに上昇していたが，学生が「敬語，マナー，文章が
苦手」，「社会人としての心構えを意識し節度ある態度
を身につけること」を課題とし，教員も同様のことを
課題としてとらえていた。平賀ら（2007）が，基礎看
護実習前の事前演習として医療面接およびコミュニケ
ーションに関する演習を導入し，患者とのコミュニ
ケーション場面や基本的姿勢（接遇，マナー）を身に
つける内容を授業に取り入れているように，敬語や言
葉遣い，社会人としてのマナーを身につけることとし
て，接遇や社会人として必要なマナー講習会，キャリ
アセミナーを早期から段階的に取り入れ，専門職とし
て社会に貢献する人材となることを意識できるような
教育内容にすることが必要である 5）。

３）緊張せず自分の状況が自覚できること

調査 1回目で学生が「心に余裕が持てるように早め
早めに行動」，「度胸をつける」ことを課題としてあげ，
教員も「表情が硬く，控えめで場や状況に合う挨拶は
難しい」ことや調査 2回目でも「緊張してパニックに
なる」ことを課題としてとらえていた。その一方，各
調査時期で「患者との関係性の改善を自覚」，「コミュ
ニケーションが苦手な事を自覚」，「自分自身の問題に
とらわれると患者への配慮ができなくなることに気づ
き問題に感じていた」と学生が自分の状況を自覚して
いることを評価し認めていた。
以上のように緊張せず自分の状況が自覚できること

は，提示された課題を達成しなければならないプレッ
シャーを感じることなく心理的な余裕をもつことがで
きることで可能となる。國眼（2007）は，「どうして」，
「なぜ」は学生を理解したいと願う気持ちが伝わらな
いと学生にとってはきつい言葉となることを教員も意
識しておくことや，「安心こそが指導のポイント」と
して，指導者の経験を語ったり，対応の仕方を具体的
にやって見せたりすることや指導者や教員から学生へ
積極的に声をかけ，話を聞くこと，学生の心理的サポ
ートを行いながら実習を行っていくことも必要である
と述べている 6）。したがって，これから行われる実習
をイメージしやすく早めに行動ができるような事前の
オリエンテーションを行うことや，学生に対する理解
や協力を得るような実習場との関係性をもっておくこ
とも必要である。

４）積極的になること

調査 1 回目より学生は「積極的に質問すること」，
「積極的に関わること」の必要性を回答しており，教
員も「受動的で指示されると行動する」，「積極的な態
度になるよう努力が必要」と積極性については調査 1
回目からの継続的な課題として記述されていた。しか
し，「事前学習ができていると積極的に質問できた」，

「具体的に課題を示すと積極的に取り組めた」と指導
方法を工夫し効果的な反応が得られたことも記述され
ていた。したがって，何をどのように準備することが
必要か，事前学習の内容を具体的に示すことや達成可
能な課題を提示し，学生自身が意欲的に取り組んで実
習に臨むことが学生の積極性につながったと考えられ
る。國眼（2007）は，「課題を出す時は，調べ方を確
認・指導することが必要である。」と述べており，鈴
木（2008）も，「意欲を引き出す技」として，かけは
なれた目標の設定はかえってやる気を失うことから，
段階的な目標設定や方向性を示すこと，「具体性こそ
が命」であると述べている 6）, 7）。具体的に何をどのよ
うにすることが必要かを示すことで教員の意図や方向
性が明確に伝わり，双方の理解の乖離を防ぎ積極性に
つながるのではないかと考える。

５）成功体験を蓄積すること

調査 3 回目で学生は，「患者とは積極的に関わるこ
とができた」，「基本的態度は実習で身についてきた」，
「コミュニケーションは苦手だったが少しずつ身につ
いてきた」，「気持ちを考え受容的に患者に関われた」
と，自分自身が努力してできたことについて記述して
いた。教員は学生の積極性が不足し，敬語やマナーが
できていなかったことを指摘する一方で，「丁寧な言
葉遣いで誠実さが伝わった」，「周囲の状況を配慮して
行動できた」ことや「言葉にならない部分まで理解で
きた」，「基本的態度に問題ない」，「患者の立場を考え
コミュニケーションが取れた」，「リーダーシップをと
り積極的」など学生ができていたことを認める内容も
多く記述していた。
國眼（2007）は，「今どきの学生の考え方・育て方」

について，「人間関係に慣れることを第一に考え，『で
きたこと』を認めることから始める。」ことを提案し
ている 6）。鈴木（2008）は，主役にしながら多くの小
さな成功体験を蓄積することの大切さも述べており，
先の「できたことを認める」ことは学生が成功体験を
蓄積することにつながる継続すべき姿勢である。さら
に，結果を指摘するだけでなく，メンタルヘルスまで
しっかり把握し，積極的に言語的支援を行いながら建
設的にフィードバックし，褒めることや自己評価させ
ることも推奨している。したがって，調査結果を学生
に返却し，その際，できていることを教員が認めてい
ることを紙面や口頭で伝えることが次への自信につな
がっていくと考える。また，鈴木（2008）は，代理経
験（他人の様子を見て学ぶ）として教員が意欲的･自
己研鑽的であることも大切であると述べている 7）。し
たがって，教員の姿勢も学生に伝わることを念頭に置
き，指導の実際を私たちも振り返りながら学生のコミ
ュニケーション力の向上を目指した工夫を検討してい
くことも必要であると考える。
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Ⅶ．まとめ

1．学生のコミュニケーション・スケール合計点の
平均は調査 3回目が最も高かった。
2．コミュニケーション・スケール 20 項目中 14 項

目の点数は調査 3回目が最も高かった。
3．「6．実習への意欲」，「7．指導者に積極的」，「8．

質問が積極的」，「11．指導者以外に積極的」，「15．話
をよく聞く」，「17．声かけが積極的にできる」の 6項
は 2回目よりも 3回目に得点が減少していた。
4．学生と教員との得点差は調査回数ごとに減少し

ていた。
5．記述回答の結果から，学生がコミュニケーショ

ン力をさらに向上させるためには，１）わかりやすく
伝える表現力（表情・会話・文章）と体力を身につけ
ること，２）敬語や言葉遣い，社会人としてのマナー
を身につけること，３）緊張せず自分の状況が自覚で
きること，４）積極的になること，５）成功体験を蓄
積することが必要であることが示唆された。
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Application of a communication scale in Modern GP:
Changes in the communication ability of nursing students

Abstract

In the present study, we used a communication scale created based on a draft version developed by the Modern Good

Practice for Educational Needs Steering Committee in Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology grant

to investigate changes in the communication ability of 41 2nd- to 4th-year nursing students. The results showed that the

mean total scores on the communication scale of students were the highest in the third survey, and that scores were the

highest in the third survey for 14 of the 20 items. Scores for the six items related to motivation and aggressiveness decreased

from the second survey to the third survey. In addition, the scores of students became closer to those of teachers with each

survey, suggesting that students became more capable of evaluating themselves from an objective standpoint close to that of

teachers. Based on the responses to descriptive questions, factors necessary for further enhancing the communication ability

of students included the following: learning to express themselves clearly, building stamina, making appropriate use of

words and honorifics, learning manners expected of members of society, becoming able to recognize their own situation

without getting nervous, becoming aggressive, and accumulating successful experiences.

Key words : communication ability, communication scale, university students, modern GP, department of nursing
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