
病棟再編成やダウンサイジングが進む昨今，部署ごとに看護師が習得すべき・したいスキルや知識は多様化しています。全体・集合
教育で院内研修を実施しても限界があり，やはり部署・職場単位で“そこで必要なテーマ”を学習することが求められます。
本特集では，病棟再編成時に質低下を防いだり部署内教育システムを刷新したりした取り組みを紹介すると共に，その部署ならでは
の強みを生かし弱みをカバーするには？ 本当にニーズにマッチさせるには？ 「いやいや感・負担感」のない教育にするには？ など
を学びます。
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“部署内教育を担う�
指導看護師”とは？�
配置の目的，強みは何か？�
� 新岡郁子

指導看護師養成プログラム�
構築の背景

　当院は，高度急性期医療および最先端医

療を提供する特定機能病院です。看護部は

「患者・家族の意思を尊重した看護を実践

する」を理念に，優れた実践力のある看護

師を育成するため，北海道大学大学院保健

科学研究院と協働してキャリアシステムプ

ランに取り組んでいます。2011年度から

そのプログラムの一つとして，部署内教育

および臨地実習指導の質の向上を目的に

「指導看護師養成プログラム」を実施して

います。

　プログラム策定開始時点の部署内教育お

よび臨地実習指導の現状として，次のよう

な課題がありました（図１，P.２）。

・部署の専門性・特殊性があり，集合研修
のみでは部署教育を担いきれない

・体系づけられた教育システムがないため
指導者個々の指導力に格差があり，指導
内容に根拠や裏付けに不足がある

病床再編成・体制変更時の 
部署内スタッフ教育・指導体制

看護部　副看護部長

新岡郁子
1983年北海道大学医学部附
属病院（現・北海道大学病院）
に入職。循環器内科病棟，脳神経外科・神経内
科病棟，内科外科総合外来を経て，1997年副看
護師長となる。放射線科病棟，物流管理，婦人科
病棟を経て2012年看護師長となる。2016年より
現職。看護職キャリアシステムプラン指導看護師
養成コースの企画・運営を担当している。

救急科病棟　副看護師長

岩山陽子
1996年北海道大学病院に入職。放
射線科病棟，内科病棟，脳神経外科
病棟で勤務し，2009年副看護師長となる。2012年院
内認定指導看護師養成コースを受講後，看護部キャリ
ア支援室に異動し新人看護師や２，３年目看護師の支
援を担当。2016年大学院にて基礎看護学を修士課程
修了。ICU・救急部を経て，2018年救急科病棟に異動。
現在も指導看護師として人材育成のため活動している。

循環器・呼吸器外科病棟 
副看護師長

船戸一基
2003年北海道大学病院に
入職。消化器外科Ⅰ病棟，呼吸器内科病棟経
て2016年４月循環器・呼吸器外科病棟へ異
動し，2013年に副看護師長となる。2014年
指導看護師養成プログラムを受講し，2015年
から指導看護師として活動を開始する。

北海道大学病院

病床数：924床

診療科：医科28診療
科，歯科12診療科

平均在院日数：15.0
日

病床稼働率：86.5％

配置基準：特定機能病
院入院基本料７対１

看護職員：約900人

病院概要（2018年度）

病院理念
北大病院は，良質な医療を提供する
と共に優れた医療人を育成し，医療
の発展と地域医療に貢献します
目標
１．患者本位で安心・安全な医療の

提供
２．人間性豊かで有能な医療人の育

成
３．先進的な医療の開発と提供
４．地域医療への貢献

看護部理念
Ⅰ　患者・家族の意思を尊重した看

護を行います
Ⅱ　社会の要請に対応した看護を行

います
Ⅲ　看護の専門性を発揮し，チーム

医療を推進します
方針
Ⅰ　患者参加型看護の実践
Ⅱ　看護職の成長への相互支援体制
Ⅲ　自由な中での新しい看護の創造
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

・教育担当副看護師長が慣行的に指導的役割
を担っており，部署内教育の評価が不十分
である
　そのため，教育担当者として一定能力を保

証し，教育プログラムに裏付けられた指導者

を育成するために，この養成プログラムの構

築に至りました。

　2018年度までに４期生41人を認定し，現在

は28人が自主的な活動を行っています（写真）。

指導看護師養成プログラムの実際

　指導看護師養成コースプログラム研修の目

的は次の３点です。

①他者に対して論理的に説明できる
②基礎教育において講義に参加できる
③部署内の教育を企画・運営・評価できる
　プログラムは，「論理的思考実践科目」「講

義実践科目」「OJT科目２科目（新人教育論，

専門教育論）」の計60時間・４単位で構成さ

れています（表１）。受講要件は「臨地実習

指導者養成コース」（30時間・３単位）の修

了者で，受講期間は８カ月です（図２）。指

導看護師に認定された者は部署内教育のリー

ダーとして，部署内の教育計画を企画・実

践・評価を行う役割を担います（図３）。

　指導看護師は，指導看護師会という自主的

な会を運営し，年に３回程度の意見交換の場

部署内教育の指導者としての一定能力を保証し，教育
プログラムに裏付けられた指導者を育成するために，
教育指導者の養成プログラムを構築した

＊部署の専門性に特化したOJTが必要
＊教育担当指導者の指導力に格差があり，指導内容
に根拠や裏付けが不足

＊教育担当副看護師長が慣行的に指導的役割を担っ
ており，部署内教育の評価が不十分

図１●指導看護師養成プログラム構築の背景

科目群 科目名および単元 時間 単位

表１●指導看護師養成コースプログラム

１．論理的思考
実践科目

２．講義実践
科目

３．OJT科目

特別講義

計

論理的思考論
　１）論理的な文章作成
　２）ディベート
　３）問題解決法

基礎教育実践論
　１）講義の企画
　２）講義の実施
　３）講義の評価

OJT新人教育論
　１）新人教育のOJTの企画
　２）新人教育のOJTの実施
　３）新人教育のOJTの評価

OJT専門教育論
　１）専門領域のOJTの企画
　２）専門領域のOJTの実施
　３）専門領域のOJTの評価

リフレクション

４科目

15

15

15

15

60

１単位

１単位

１単位

１単位

４単位

写真●現在活動中の指導看護師

受講要件：「臨地実習指導者養成コース」を修了した者
受講期間：８カ月
「指導看護師養成コース」を受講し，認定審査に合格した
者を「指導看護師」と称号し，病院長が認定する
認定後は，部署および指導看護師会で自主的な活動を実施

論理的
思考論

基礎教育
実践論

OJT新人
教育論

OJT専門
領域論

認
定
審
査

科目名
月 ７

月
９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

４月
以降

指
導
看
護
師
と
し
て
活
動

図２●指導看護師養成コースの
教育カリキュラムと認定後の活動
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

を設けています。その中で部署の取り組み内

容や強みを共有し，指導看護師間の連携を図

り，各部署の専門性を活用する取り組みを

行っています。また，年度末には各部署の実

践報告会を行い，意見交換や評価の場を設け

ています。

病棟編成で患者層が大きく変化！ 
救急科看護の看護実践能力を目指し�
チームでつくり上げた教育体制� 岩山陽子

救急科病棟の�
病棟再編成後の変化

背景

　当部署は，これまでリハビリ科（整形外科

術後や頭部外傷後高次脳機能障害に対する評

価とリハビリテーションなど），神経内科（診

断と治療），消化器内科（クリニカルパスを

使用した内視鏡検査とレジメンを使用した抗

がん剤治療）を主としてきました。したがっ

て，全身状態の観察やアセスメント力を必要

とする患者は多くありませんでした。しかし，

病棟再編成により，消化器内科から救急科に

変更されることが決定しました（図４，P.４）。

　救急科病棟では急性期を脱した患者を対象

とし，主に，心停止後蘇生後脳症，外傷性や重

症な脳神経・循環器疾患といった患者を受け入

れます。患者の病態は，受傷後から意識障害・

せん妄状態となる患者，認知症や精神疾患を持

つ患者が入院します。そのため，病棟再編成後

の看護師は多岐にわたる看護知識と患者の状

態をアセスメントする能力が求められ，回復へ

と導く日常生活支援の実践が必要となります。

　さらに，高齢の患者や生活・家族背景の複

雑化などの問題を抱える患者も増えているた

め，患者・家族の意向を反映した個別的な看

護が必要と考えました。

スタッフ構成～救急患者への不安

　当部署のラダーレベル別のスタッフ構成

は，図５（P.４）に示すようにⅠチャレンジ

レベルとⅠレベルが64％を占めており，ラ

ダーレベルⅡ以上は36％でした。そのうち，

他部署で経験のあるスタッフは４人で，救急

科の経験者は１人のみでした。人工呼吸器装

着中の患者のケア経験のあるスタッフは他部

署で経験していた２人でした。スタッフから

は「どんな患者が来るのか分からない」「救

急は未経験だが大丈夫か」など，不安な気持

ちを表出する声が多く聞かれました。

　病棟再編後の2018年９月から救急科患者

を受け入れる予定であったため，同年４月に

看護師長指導看護師：部署内教育のリー
ダーとして，部署内の教育計
画を企画・実施・評価を行う 副看護師長

指導看護師

臨地実習指導者

新人

プリセプター

新人

プリセプター プリセプター

新人

臨地実習指導者

学生

実習指導担当者

学生

実習指導担当者 実習指導担当者

学生

図３●部署内教育における指導看護師の位置づけ
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

救急科の経験があり指導看護師である筆者が

当部署に異動となりました。当部署には，も

う１人指導看護師が勤務していたため，指導

看護師２人と看護師長で相談しながら，救急

科看護に関する新しい知識や手技の獲得に向

けた準備を進めました。

病棟の現状分析と課題

　病棟再編成に向けて，スタッフからアン

ケートをとり，看護実践や教育に関しての現

状分析を行いました。

　現状分析は，現状分析シート（資料１）を

活用し行いました。シートの各項目にアンケー

ト調査から得た情報を埋め込んでいくことで，

部署の教育に関する問題から真の問題を明確

にすることができ，部署で取り組むべき課題

と方策のヒントを得ることができました。

　これまで当部署は，クリニカルパスに沿っ

た看護業務を遂行することが主であったた

め，日々の看護を考えてケアを展開すること

はあまりありませんでした。したがって，教

えられる側のスタッフは自ら考えず，教える

側のスタッフに答えを求める，教える側のス

タッフは教えられる側のスタッフに考えさせ

ず，答えを教える傾向にありました。

　以上より真の問題は，①全身状態が安定し

ている患者が殆どであったため，教える側も

フィジカルアセスメントを考える環境ではな

かった，②ルーチンで業務を行うことが多く，

自らの考えや病状をアセスメントし予測性を

持ってケアする力が弱いことだと考えました。

　また，取り組むべき課題は，①教える側と

教えられる側ともにフィジカルアセスメント

能力をつけることが必要である，②チーム全

体が救急科患者に必要な知識や技術を習得し

自信を持って安全に看護できるような体制が

必要であるとしました。

　この課題を解決するための目標は，①救急

科患者に必要な技術やケアを習得する，②人

工呼吸器装着患者の安全な処置が実践でき安

楽なケアを提供できるとしました。

指導看護師の教育的活動�
～�チーム全体・個々に必要な救急科の
スキル獲得に向けた実践計画

他部署研修に向けた準備

　病床再編前の救急科病棟の協力を得て，他

部署研修を企画しました（表２）。他部署研

修に向けて，救急科特有の技術のうち習得す

べき項目を列挙した技術チェックリスト（資

料２，P.６）を作成すると共に，スタッフが

救急病棟研修前後に自己学習すべき学習内容

を提示しました。

　他部署研修に当たり，合同で看護師長・副

看護師長と打ち合わせを行い，作成した技術

チェックリストを使用して研修依頼内容を共

有しました。

ラダーC
14％

ラダーⅠ
50％

ラダーⅡ
４％

ラダーⅢ
23％

副師長
９％

図５●スタッフ構成（ラダーレベル別）

混合病棟32床

★救急科 12床へ
•神経内科 ５床
•麻酔科 ２床
•リハビリ科 12床
•放射線診断科 １床

病棟再編
により

混合病棟40床

★消化器内科　12床
•神経内科 ５床
•麻酔科 ２床
•リハビリ科　20床
•共通床 １床

図４●救急科の病棟再編後の病棟の変化
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

他部署研修開始１カ月後に�
スタッフと指導看護師が面談

　この面談のねらいは，スタッフが研修での

課題を明確にし，積極的に自己発信するこ

と，つまりスタッフにとって学習の動機付け

となることです。面談では，技術チェックリ

ストの自己評価と経験した内容，今後の課題

６月～

７月

７～９月

10月

２～３月

他部署研修に向けて技術チェックリスト
作成（スタッフが自己評価）
自己学習内容作成（ナーシングスキルか
ら列挙）
研修開始後１カ月後に指導看護師と面談

部署内研修の企画の実施

他部署研修と部署内研修終了後の実践状
況についてアンケート
年度末の評価アンケートは，技術の自己
評価だけではなく，チームに対する他者
評価をつけてもらう

救急科特有の技術を主に習得すべき項目をリスト化し課題を明確に
するため（救急病棟へ依頼）
他部署研修前，研修で経験後にも復習すべき項目を明確にするため

•スタッフが研修後の自己評価し現状と今後の研修での課題を明確
にし，学習の動機付けのため
•研修指導者へ自己の課題（習得したい技術や知識）を自己発信し
習得に向け行動するため
講師はスタッフから希望を募ることで経験した技術や知識を活かし
つつ，講師を通じて学習を深めるため
実践の評価結果を基に，実践能力向上に向けた課題と取り組みを明
確にするため
技術の自己評価だけではなく，チームに対する他者評価をしてもら
うことで，チーム全体が努力して救急看護や呼吸器管理をできるよ
うになったと認め合える機会となるため

表２●チーム全体・個々に必要な救急科のスキル獲得に向けた実践計画

取り組みの意図工夫した具体的取り組み

【今何をどうしたら解決できるか】
病棟再編前（９月までに）に

すること
１．各スタッフは救急科患者に多

い疾患，技術に関する知識を
つけるためにナーシングスキ
ルで自己学習をする

２．他部署研修や部署内研修に参
加したスタッフの伝達講習を
実施する

３．各スタッフの学習や研修での
学びの状況を把握し，不足部
分について，学習会を実施す
る。指導看護師は６月末に研
修での経験を把握し，評価す
る
病棟再編成後（９月以降）に

すること
１．実践場面で救急科経験看護師

が中心になり，ベッドサイド
で一緒に見て触れて考える機
会をつくる

２．教えられる側が自ら見て触れ
て考えた結果を表現し，判断
し実践できるように指導する
体制をつくる

３．学習会では，聴講するだけで
なく，参加型にして一緒に考
えるなどの工夫をする。指導
看護師は講師に講義内容を助
言する

４．学習内容はスタッフから希望
を募り，実施する内容によっ
て，講師や講義内容を検討す
る

スタッフを育てるために
自部署で大切にしていること

•振り返りをしてフィードバックをしっか
りする。１年目スタッフなどの考えを
しっかり聞く。うまくいったこと，失敗
したこと，なぜうまくできなかったか，
どうしたらうまくできたかなど，一緒に
振り返る

•根拠を持って考えるきっかけをつくる
•患者の安全安楽を考えるために看護技術
の手技の自立や患者を主に考えた業務や
ケアを実施する

【教えられる側の実態】
新人・既卒採用者など

•ラダー別の構成および経験年数ごとの構成
•報告時は，主な症状とバイタルサインを
伝え，先輩に答えを求める傾向にある

•ケアを考えるより業務基準に沿って進める
ことに慣れてしまっている。フィジカルア
セスメントを考える環境が希薄である

【教える側の背景と実態】
•リーダー業務可能者および割合
•自部署経験や他部署経験者の構成とキャ
リアなど経験状況

•フィジカルアセスメントを指導できるス
タッフの有無と状況

•短時間勤務者のスタッフ構成
•指導看護師の有無
•病棟再編；救急科や呼吸器経験者など；
•教えられる側のスタッフから報告相談さ
れると，考えを聞くことなく対処を教え
る傾向にある。フィジカルアセスメント
を教える体制が十分とは言えない

【今起こっている自部署の問題】
●①フィジカルアセスメント力が弱い
●②教えられる側は教える側に答えを
求める傾向にあり，考えることが
少ない
●③患者の全身を看る力が弱い傾向に
ある。患者全体を看てケアを提供
できていない
●④９月より病棟再編成で消化器から
救急科に変更。救急科や呼吸器経
験がないスタッフがほとんどで，
安全・安楽な看護実践ができるか
スタッフ皆が不安を持っている

【問題が起こっているのはなぜか】
●①これまでの対象は全身状態が安定
している患者がほとんどだった
●②指導に当たるスタッフも，部署の
みの経験者が多くフィジカルアセ
スメントを教育されていない
●①●②より，ルーチンの業務を行うこ
とが多く，病状をアセスメントし予
測性を持ってケアする機会が少な
かった

【課題は何か】
★教育する側・教育される側ともに
フィジカルアセスメント能力をつ
けるための教育体制が必要である
★救急科患者を担当するに当たって
チーム全体が救急科（人工呼吸
器）に必要な知識や技術を習得
し，自信を持って看護できるよう
にする必要がある

【　　　　　　　　　　　　】
資料１●2018年度　自部署の現状分析シート（２－２病棟）
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

を個々のスタッフと整理しました。

部署内研修の実施

　部署内研修の項目は，スタッフと指導看護

師との面談で学びたい内容などを把握し，学

習委員と相談して決定しました。

　講師は，スタッフが他部署研修で経験でき

た内容や学習を深めたい内容，これまでの経

験を活かせる内容など，個々のスタッフから

希望を募り決定しました。また，指導看護師

やラダーレベルⅢ以上のスタッフをオブザー

バーとし，講義内容や資料作成に関して助言

する体制をつくり，講師の負担を最小限にし

て実施しました。

OJTでの指導実践内容

　必要な救急科のスキル獲得に向けた日常業

務の中でのOJTでの指導実践内容（表３）の

取り組みを説明します。

資料２●技術チェックリスト
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

●ベッドサイドで一緒に見て触れて考える
　救急科看護の実践力強化のため，救急科経

験者と一緒にベッドサイドケアを行い，どの

ように観察を行うのかを言語化し，観察した

結果をどのように判断してケアにつなげるか

を考え，学ぶ機会をつくりました。救急科経

験者には，ケアの方法だけでなく，根拠も含

めた説明を依頼しました。

●カンファレンスの場で考える
　事例検討の場を活用し，ケア内容の検討だ

けではなく，見て触れて考えたフィジカルア

セスメントの過程に沿った考え方を共有する

場を設け，共有しました。疑問に感じたこと

は，教える側のスタッフも教えられる側のス

タッフもそのままにせず，救急科経験者や医

師に確認してチームで共有しました。

●リーダーや医師に報告することで学ぶ
　各勤務帯の報告場面においては，メンバー

は事実だけでなく，ISBAR＊に沿って判断を含

めた内容を意識して報告できるように，リー

ダーはスタッフからアセスメントを引き出す

ようなかかわりをするよう依頼しました。ま

た，リーダーも自分の考えを言葉にすること，

一緒に考える場をつくることを共有しました。

●リーダー会で教育体制を共有
　リーダー会では，前述した取り組み内容を

共有し，チームの協力と学び合える環境づく

りについて共有し，チーム全体で行動化でき

るようにしました。

他部署研修と実践後の�
取り組み・成果～評価の工夫

病棟再編成６カ月後の�
評価アンケート

　評価アンケートは，救急看護に関する技術

の習得状況を研修チェックリストに沿って４

段階評価で自己評価し，提出してもらいまし

た。また，自己評価だけではなく，救急科看

護の経験がほとんどなかったチーム全体の変

化についても他者評価をしてもらい，チーム

全体が救急看護や呼吸器管理をできるように

成長できたことを認め合える機会としました。

　日々の実践場面に関する設問では，①見て

触れて考えるフィジカルアセスメントの過程

に沿って看護ができたか，②それを報告でき

たか，③疑問をそのままにせず，確認して実

施できたかなど，実践場面で意図的に投げか

けてきたことをスタッフが意識して取り組め

たかを確認しました（表４，P.８）。

数値評価

　次のデータの集計を活用し，数値評価とし

•経験取得状況をチェックリストに記載し，チームで共
有する。経験回数を増やせるように業務を分担する。

•救急経験者より指導を受けながら救急患者の受け入れ
を経験し自立に向ける。

•呼吸器患者のアラーム時の観察や対応，ケアの疑問に
ついて，ベッドサイドで指導を受け，フィジカルアセ
スメント力をつける。

•見て触れて考えたフィジカルアセスメントの過程に
沿った考え方を共有する。

•教える側も教えられる側も疑問はそのままにせず，医
師や先輩に確認することを意識し，チーム内で声に出
して行動する。

•ISBARに沿った報告内容を事例を使って練習する。

•報告時，患者の病態生理や根拠からケアや処置の実施
を考える。

•事実だけでなく，ISBARに沿って判断を含めた内容を
意識する。

•ISBARの資料をナースステーションに貼り出す。
•できる限りベッドサイドで一緒に見て触れて考えた
フィジカルアセスメントの過程に沿った報告をする。

•リーダー会で教育方針について共有し，チーム全体が
行動できるようにする。

•リーダーはスタッフからアセスメントを引き出すかか
わりをする。

•先輩も自分の考えを言葉にすること，一緒に考える場
をつくることなどを共有する。

場面 OJTでの指導実践内容

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

リ
ー
ダ
ー
・

医
師
へ
の
報
告

リ
ー
ダ
ー
会
で

共
有

ベ
ッ
ド
サ
イ
ド

表３●OJTでの指導内容

＊ISBAR　Ｉ：Identify（報告と患者の固定），Ｓ：Situa
tion（患者状態），Ｂ：Background（患者背景・臨床経過），
Ａ：Assessment（アセスメント），Ｒ：Recommenda
tion（提案・要請）
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

てスタッフに示しました。

・インシデントの件数（転倒転落やルート事
故抜管などのインシデント件数）
・カンファレンスや学習会の実施状況
・合併症の件数（褥瘡・肺炎・無気肺などの
発生や悪化）

病棟再編後６カ月の�
評価アンケートの結果

　その結果，３年目以上のスタッフ全員が人

工呼吸器装着中の患者を担当できるようにな

りました。また，６カ月後には，２年目のス

タッフも部署内研修を実施し，指導を受けな

がら人工呼吸器装着患者を担当しています。

今後の課題
　今後，さらに安全・安楽な看護を提供する

ために，フィジカルアセスメント能力の向上

を目指し，見て触れて考える習慣をつけるよ

う継続した取り組みが必要です。また，技術

や知識の学びを実践場面での経験と重ね，ス

タッフが自信を持って安全に救急看護を提供で

きるような体制を整えていきたいと思います。

参考文献
１）新里久美他：I-SBAR-Cの有効活用を目指した取り組

みの評価，第46回（平成27年度）日本看護学会論文
集 看護管理，P.22 ～24，2016.

病棟が違う２チームが同じ病棟に再編！ 
両チームの強みを生かした教育システムを再構築� 船戸一基
病棟再編成後の状況�
～SWOT分析から

背景

　当部署は，それまで異なる病棟であった循

環器・呼吸器外科と循環器内科が2018年５月

に統一され，新たな部署となりました（図６）。

もともと病床数24を持つ循環器・呼吸器外

科は８－２病棟にありAチームが担当し，病

床数40を持つ循環器内科は12－１病棟にあ

りＢチームが担当していました。この２チー

ムが病棟再編成により同じ病棟で一緒に働く

ことになりました（図７）。なお，両チーム

には指導看護師が１人ずつ在籍していました。

見て触れて考えたフィジカルア
セスメントの過程に沿って看護
できたか？

疑問について，医師や先輩に確
認し実践できたか？

研修後に実践で活かしたことは
あるか？

救急患者の看護実践で，できる
ようになったと思うことは？

人工呼吸器患者の吸引場面で患者の胸部に触れながら痰の有無や場所を確認した。
吸引後痰貯留音だけでなく，胸部に触れた時の振動からも痰が取り切れたか考えた。

これまでは肺音聴取する機会が少なかったが呼吸状態の観察が日常的になった。

呼吸器装着中の患者で分時換気量の低下や上昇アラームが頻回になった時，救急病棟経
験者にアセスメント内容を確認し対応を相談した。

ドレーンの固定や廃棄方法などの管理は，ベッドサイドに来てもらい学んだ。

気管切開チューブの事故抜去時の対応について担当し，実践で生かしたこととしては，
まず誤抜去しないようしっかり固定すること。体位変換など抜去のリスクがあるため，
気管チューブから目を離さないようにしている。

①呼吸器装着中の患者に関すること，②熱傷処置，③不穏の対応，④患者の体に合わせ
た体位変換や口腔ケアと呼吸器患者への排泄ケアや不穏患者への対応，⑤吸引，⑥家族
へのかかわり（ケアへの希望や心配ごとを聴取する），⑦呼吸状況の観察（聴取音など）

設問 回答内容

表４●取り組みと成果～評価アンケート（病棟再編成６カ月後）
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

　部署によって使用物品とその配置，使用機

器や管理方法，業務上のルール・取り決め・

マニュアル，内服・注射薬の管理方法，部署

内教育などに違いがあったため，働きやすい

環境をつくっていくには，これらの違いを把

握した上で，チームが協力し，さまざまな取

り組み・工夫を行っていくことが必要でした。

新たな教育体制

　部署が統一されることに伴って，それまで

の両チームの教育体制を融合していくため

に，新たな教育体制をどのように統一してい

くべきか検討し，明文化しました（表５）。

SWOT分析で今後のあり方を�
見つける

　病棟再編成の取り組みに向けて全スタッフ

から意見を募り，SWOT分析を行いました。

その中で教育に関する内容として表６（P.10）

に示した内容が挙げられました。

　これらの分析から，互いのチームの看護や業

務を理解し，循環器看護の専門性や質を高め，

業務の効率化を進めることができるように部署

内教育を整えていく必要があると考えました。

指導看護師の教育的活動�
～統一した教育システム再構築ビジョン

現状分析～�チームで異なる�
教育システムを統一する

　病棟再編成前の部署内教育は，それぞれの

部署で両チームそれぞれの教育システムにて行

われていました。そのため，病棟再編成後の

教育システムをどのようにしていくべきか，別

病棟であったＡチームの指導看護師である筆者

とＢチームの指導看護師で検討を重ねました。

　Ａチームの部署教育において大切にしてい

たことは，教育方針にある「チーム全体で支

援する」ということでした。そのため，「段

階的教育表」（資料３，P.11）「ステップアッ

プ表」（資料４，P.12）「新人教育フォローノー

ト」というツールを使用して指導者が指導内

容や課題などを共有し，継続した指導を行っ

ていました。その中で，「チーム全体で支援

する」こと，「指導者が指導内容や課題など

を共有し，継続した指導を行っていくこと」

の２点は継続したいと考えました。

　また，SWOT分析（表６）の中の意見で挙

げられた「積極的攻撃」の項目を考慮すると，

旧８－２病棟　Aチーム
循環器・呼吸器外科24床

看護師18人

旧12－１病棟　Bチーム
循環器内科40床
看護師22人

新８－２病棟

Aチーム
循環器・呼吸器外科24床

看護師20人

Bチーム
循環器内科35床
看護師20人

図６●病棟体制

ラダーC
５％

図７●スタッフ構成（ラダーレベル別）

ラダーⅠ
32％

ラダーⅡ
21％

ラダーⅢ
26％

ラダーⅣ
８％

副師長
８％

１．目的
スタッフが職場に適応でき心身共に健全な状態を保てる。
スタッフが個別に合わせた効果的な指導を受けられる。
スタッフが部署の専門的な患者看護や看護技術を安全に行える。
スタッフが経験に応じた看護を実践できる。
スタッフが自己のラダー達成に向けての具体的目標を設定し，達
成に向けて取り組める。

２．教育方針
スタッフが当部署の特徴を理解し疾患や看
護を学び，成長できるようにチーム全体で
支援する。
スタッフが当部署の業務体制や教育体制な
どを理解し，チームメンバーとして役割が
果たせるようにチーム全体で支援する。

表５●８－２病棟の教育体制
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

教育システムにおいて可能な部分

を統一することは部署全体での指

導をより円滑にし，効率化の向上

やモチベーションの向上にもつな

がると考えました。

　さらに，長期的な目標として，

両チーム・両診療科，双方で対応

できるチーム育成を考えており，

どちらのチームに属していても，

互いの教育や指導を理解し，相互

で成長の支援ができるように教育

システムを構築していく必要があ

ると考えました。

　以上のことから，各チームの良い部分を生

かして部署内教育を融合すること，可能な限

り両チームの教育体制を統一化し，互換性を

高めることを目指し「部署の教育システムの

統一化」を図ることとしました（図８）。統

一化のメリットとしては，「部署内異動の円

滑化」「部署全体で客観的にスタッフの成長

を把握し支援できる」「長期的には両診療科

に対応できるチーム育成のための礎になる」

ことが考えられます。

ナースステーション

スタッフ看護師

プリセプター会議

１年目プリセプター

看護師長

教育担当副看護師長
（指導看護師）
業務担当副看護師長

新人看護師 ２年目看護師 ３年目看護師

リーダー会

リーダー

図８●８－２指導体制組織図

強み

•内科と外科が合同の病棟
になったことで循環器の
専門性が高められる

•外科・内科で継続看護が
できる

•看護の質の向上につなが
り患者・看護師双方にメ
リットがある

弱み

•チーム間での看護実践が
見えず，両チームで同じ
患者を看ていても，情報
共有する場がなくメリッ
トが生かされていない

•チーム間での教育方法や
ルールが違う

機会

•外科と内科が一緒になったことで心疾患患者
の治療の一連の流れが分かる

•病棟再編により業務や制度の見直しができる
機会となる

•協力して学習会が幅広くできる

積極的攻撃

•チーム間の情報交換・情報共有・互いに学び
合うことを発展させることで看護の質向上，
業務の効率化を進めることができる

•使用機器，業務内容の互換性を高め業務を効
率化できる

•新たな環境や看護管理の変更により，モチ
ベーション向上につながる

弱点克服

•チーム間でマニュアルの整備，業務の協力体
制，ルールの統一を行うことで業務の効率
化，マンパワー不足の解消，リスク回避につ
なげることができる

•３年目やラダーⅠのスタッフを中心に患者参
加型看護やフィジカルアセスメント能力を高
めるための教育体制を整えることができる

脅威

•互いの文化の理解が不十分である
•病棟再編により業務に支障・混乱がある
•病棟編成間もなく，組織内のルールや物
品の場所が定着していない，把握できて
いない
•今までやってきたことの違いがある

差別化戦略

業務改善または撤退

•業務改善によりスタッフの疲弊，モチ
ベーション低下を防ぐことができる
•チーム間でマニュアルの整備，業務の協
力体制，ルールの統一を行うことで業務
の効率化，マンパワー不足の解消，リス
ク回避につなげることができる

表６●病棟編成後のSWOT
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

資料３●段階的教育計画表
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

計画立案

　部署の教育システムの統一化を図るために

新たに段階的育成計画一覧表（資料５）を作

成しました。この一覧表に沿ってスタッフの

段階的な育成を行っていくこととし，これを

段階的育成計画と呼ぶことにしました。

　段階的育成計画の目的は，次の２つです。

①スタッフが個別に合わせた効果的な指導を
受けられ，自主性を持って部署の専門的な
患者看護や看護技術を段階的に学び成長で
きるように支援する

②３年目終了時に当科の全患者を受け持てる
ことを目標に個々の達成度と課題を明確に
する
　新人から３年目までのスタッフの指導者は

日々代わりますが，継続した指導が必要で

す。そのため，指導した内容や達成状況，課

題を共有することが必要で，この段階的育成

計画には，それらを把握するツールとしての

意義があります。また，指導者が新人から３

年目までのスタッフに技術・担当患者・業務

を経験させていく上での目安になるツールで

もあります。

　運用方法としては，年に４回開催される

リーダー会の際に，段階的育成計画一覧表上

の達成状況，提出された課題レポートを確認

します。それらを基に検討を行い，今後経験

させたい技術や受け持たせたい疾患・業務内

容，看護実践上の課題を把握し，共有します。

さまざまな教育システム・�
ルール・ツールを統一！

取り組みの成果

　段階的育成計画一覧表の作成に併せ，各

チームで活用していた教育計画や使用媒体に

ついての名称，運用方法を統一しました。プ

リセプターの支援体制も各チームで違ってい

ましたが，プリセプター会議の概要を明確化

し，両チーム合同で実施できるようにしまし

た。また，新人を対象とした学習会を，両

チーム合同としました。

　2019年４月から，新たに作成された段階

的育成計画一覧表に沿って，段階的育成計画

を実践しています。実践に際しては，スタッ

フ全員に段階的育成計画一覧表の活用方法を

説明しました（資料６，P.14）。病院情報シ

ステム端末の共有フォルダ内にデータを作成

し，指導を受けるスタッフが随時書き込み，

最新情報に更新するようにしました。それに

資料４●ステップアップ表
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

資料５●段階的育成計画一覧表
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特集１ 各部署の教育・研修・学習会の実践スキルと工夫

１．目的
１）スタッフが個別に合わせた効果的な指導を受けられ，自主性を持って部署の専門的な患者看護や看護技術を段

階的に学び成長できるように支援する。
２）３年目終了時に当科の全患者を受け持てることを目標に個々の達成度と課題を明確にする。

２．段階的育成計画対象者：チャレンジレベル，ラダーⅠ～Ⅱにおける第７段階未達成のスタッフ。
３．段階的育成計画一覧表の運用方法

•『段階的育成計画一覧表』は共有フォルダ内
•『段階的育成計画一覧表』は対象者各自で更新・入力する。
•一覧表内の□項目は自立になったら■にする。各段階はリーダー会で評価し自立となったら■にする。

４．評価方法　対象者は原則３カ月ごと（６・９・12・２月）に評価する。
チャレンジレベル対象者 
１）対象者は『新人到達目標評価表』『７段階育成計画一覧表』『新人レポート』を記載し，プリセプターと共に評

価する（新人レポート原本は共有フォルダ「2019年度Ａチーム教育」，ステーションPC「Ａチーム７段階育
成計画」フォルダ内にあり）。

２）プリセプターは対象者の『新人レポート』が要約して記載されているか内容を確認する。
３）対象者はプリセプターとの評価後，『新人レポート』『新人到達目標評価表』『７段階育成計画一覧表』を提出

日までに３部コピーして，看護師長と副看護師長２人に提出する。
（提出期限：６月１日・９月１日・12月１日・２月１日）

４）リーダー会にて段階の評価を得る。

ラダーレベルⅠ～Ⅱ対象者 
１）対象者は『段階的育成計画レポート』『７段階育成計画一覧表』を期限までに記載する。
２）プリセプターがいる対象者は，『７段階育成計画一覧表』を基にプリセプターと段階評価し『段階的育成計画

レポート』もプリセプターに見てもらう。
３）『段階的育成計画レポート』，『７段階育成計画一覧表』を提出日までに３部コピーして，看護師長と看護副師

長２人に提出する。（提出期限：６月１日・９月１日・12月１日・２月１日）
４）リーダー会にて段階の評価を得る。

５．リーダー会評価
•６月，９月，12月，２月に対象者全員の段階的育成計画の評価をリーダースタッフと共有する。
•話し合われた内容は議事録にまとめ，教育副看護師長は対象者（とプリセプター）に口頭で伝え，達成段階の記
載を行う。

2019年３月作成

資料６●段階的育成計画説明

より指導者はタイムリーにスタッフの進捗状

況を把握できるようになりました。2019年

６月には第１回のリーダー会を開催し，段階

的育成計画一覧表を基にスタッフの進捗状況

の共有と今後の課題，指導方針について検討

を行いました。

教育の評価

　新たな教育システムを実際に運用してみて，

指導を受けるスタッフ（１～３年目，ロー

テーター）の技術習得の進捗状況と受け持ち

患者の把握が容易になりました。日々の指導

状況の把握と運用を行うリーダーは，段階的

育成計画一覧表を随時確認しながらその日の

課題と指導内容を把握した上で必要なスタッ

フ支援を検討し，指導上の采配を振るうこと

ができるようになりました。

　合同学習会では，両チームの新人スタッフ

が疑問点などを互いに質問し，それぞれが気

づけていない点を学ぶことができました。し

かし，チームによって各技術の実践時期が違

うため，まだ実践できていない項目について

の学習会ではイメージが図れなかったとの意

見がありました。今後は，優先順位や実践時
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期の違いを理解した上での学習会運営が必要

です。

課題

　病棟再編成後，統一した段階的育成計画の

実践を開始し，リーダー会を１回開催すると

ころまで取り組むことができました。今後は

この教育システムの運用状況を評価し，課題

を見つけていきたいと考えます。また今回は，

指導看護師が主体となって取り組みましたが，

今後は病棟全体で，指導する側もされる側も

主体的に実践・評価ができるような取り組み

方法を検討していきたいと考えています。

まとめ� 新岡郁子�
～�病棟再編成でも看護の質を保てたのは
高いスキルを持つ部署内教育担当が�
いたからこそ！

　2018年度に，当院では初めての病床再編

を行いました。看護スタッフの不安や混乱は

大きなものでしたが，本稿で紹介した２つの

病棟のように，指導看護師が部署の実情に即

した教育計画を立て，準備性を持って部署内

教育を進められたことは大きな成果でした。

　指導看護師の強みは，OJT教育です。OJT

教育では，「その場の判断の正しさ」や「判

断に基づく行動の適切さ」を伝え，「適時適

切に具体的で建設的なフィードバックを返す

こと」が重要となります。その実践の中で指

導看護師は，PDCAサイクルを回し，看護師

長と共に部署内教育の指導者としてリーダー

シップを発揮しています。

　課題としては，活動中の指導看護師のほと

んどが副看護師長であるため，多忙な業務や

管理的役割を持ちながらの活動時間の確保が

困難であることです。今後は，長期的な視点

で継続性のある指導看護師の養成を目指して

プログラムの見直しを図る予定です。

参考文献
１）佐藤ひとみ監修・執筆：看護現場のOJT事例 部署内

の教育・研修の進め方，P.６～22，58 ～85，日総研
出版，2017.

【心理テスト】NSI（看護職ストレッサーインベントリー）の体験ができる

中村 有氏

東京
20年 1/18（土）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

［時間］10：00～16：00

東邦大学医療センター 大橋病院 
職員健康相談室 公認心理師

本誌購読者 16,000円
　　　一般    19,000円

参加料
税込

プログラム
１．今どきの若者を知る
●ゆとり世代とさとり世代 ―いわゆる“今どきの若者”像を理解する
●環境要因 ―環境要因を理解することの重要性を知る　ほか

２．今どきの若者の特徴とその対応方法について考える
●若者をタイプ別に分けてみる  演習形式
※事例紹介→選択クイズ→原因・対応方法→説明の流れに沿って進めていきます
Case１　すぐ心が折れてしまう　　Case２　相手の表情が読めない
Case３　教えたことを忘れてしまう
Case４　指導された場面を“パワハラ”と受け止めてしまう　ほか

３．信頼関係を築いていくために必要なOJT指導法とは
●コミュニケーション不良の原因について考える　　●傾聴の有効性 
●新人・スタッフへの心理的な支援方法　　●適切な言葉の選び方
●毎日のアプローチ方法を意識して変える  演習形式　ほか

４．公認心理師・臨床心理士・専門健康心理士として
病院職員のメンタルヘルスに携わった経験から
●医療現場の疑問を心理学の立場から紐解く
●看護職が抱えるストレスへの上手な向き合い方と緩和方法
●看護職が抱えるストレスとは―NSI（看護職ストレッサーインベントリー）
の体験と説明、職域別・年代別の職業性ストレスと、そのメンタルヘル
スの方法を理解する  演習形式日総研 14893学習のねらいは 検索

今どきの若者への対応と
OJT指導で活用できる
有効なアプローチ方法

ケース別で考える演習形式
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特集 3 いまどき学生が“興味・関心を示す”教材をつくろう！

　本学の母性看護学実習では，教員と実習先
の臨床スタッフと作成した新生児蘇生ビデオ
を活用した “出生直後の新生児ケア” を実践
的に学ぶ機会を設けています。本稿では，オ
リジナルビデオの作成に至った経緯や意図，
その学習効果について紹介します。

オリジナルビデオの 
作成に至った背景
　近年の少子化によって対象である母児が減
少しており，どの養成機関も母性看護学実習
の目的・目標を達成するための授業方略に苦
労していると思います。そのような状況の
中，厚生労働省は2015年９月，「母性看護
学実習及び小児看護学実習における臨地実習
について」において「病院以外の施設も実習
施設に含めることができるということや，臨
地実習を充実させるために実践活動の場以外
で行う学習の時間を臨地実習に含めて差し支
えない」１）と通達を出しました。また，実践
活動外の学内実習の例として，「紙上事例を
用いたシミュレーション実習で，周産期にお
ける看護と看護技術を学ぶ」１）としています。
　しかし，現在の学生はデジタルネイティブ
と言われる世代です。パソコンやスマート
フォンを使いこなし，動画や絵文字，スタン

プなどでコミュニケーションをとります。分
からないことはすぐに検索し，分かったつも
りになります。紙上事例のような文字情報で
はなかなか実際の対象をイメージしにくい傾
向にあります。そのため，より視覚的で，体
を動かしながら体験し，実践的な学内演習で
臨地実習目的が達成できるような方法が必要
でした。
●見学実習の学生はお客さん！？
　実習でお世話になっているNICUの看護師
長から「見学だけではねぇ，学生に手を動か
してほしい」と教員に声をかけてくださり，
病棟が所有する新生児蘇生人形を使っての演
習を提案してくださいました。実習中にお客
さんのようにおとなしく見ているだけの学生
に対し（いつもではありませんが，そのよう
な状態に目がいきます…），自ら行おう，積
極的に学ぼうという意欲のなさを感じられた
のだと思います。
　そこで，さっそく新生児蘇生人形を使った
演習を実習に取り入れました。
●心躍る要素を求めて
　子宮内から子宮外の生活へと移行する出生
時の新生児には，呼吸・循環の大きな変化が
あるため，スムーズに子宮外生活に適応させ
ることが非常に重要なケアとなります。しか

「わくわく」「ドキドキ」「できた！」
母性看護学実習にオリジナルビデオを

活用した演習を取り入れて
京都府立医科大学　医学部　看護学科

京都府立看護学校　校長　吉田裕子
1992年京都府立医科大学附属病院に助産師として入
職，2015年より京都府立医科大学医学部看護学科教
員になる。「二十数年にわたる助産師としての臨床経
験をいかに学生に分かりやすく伝え，興味を持って学んでもらえるようにな
るか」をテーマに看護基礎教育現場で日々奮闘中。2019年４月より現職。

京都府立医科大学附属病院 
NICU副看護師長

新生児集中ケア認定看護師　
中島輝美　

京都府立医科大学　医学部　看護学科　吉岡友香子
京都府立医科大学　医学部　看護学科　中島奈美　
京都府立医科大学　医学部　看護学科　松岡知子　
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し学内演習では，現場のような緊張感が出な
い，学生の達成度にばらつきがあるなどの問
題点がありました。心が躍る要素がなかった
のです。新しいことにチャレンジするわくわ
く感，臨床と同じようなドキドキする緊張感，
そして，「できたっ！」という達成感を味わ
える工夫が必要だったのです。
　そこで，臨場感が出るように分娩室のイン
ファントウォーマーを使用させてもらい，学
生が新生児蘇生法（NCPR）のアルゴリズム
に沿ったケアを意識できるようにと取り組み
ました。看護者としての自己判断や働きかけ
の重要性を感じる機会になれば…との期待も
ありました。新生児にとって出生直後の呼吸
確立の重要性，母体環境や在胎週数，分娩様
式の影響についての学習を振り返る機会にな
りました。

オリジナルビデオ作成の経緯
　数グループの演習を行ってみると，学生は
声を出したり学生間で声を掛け合い協働した
りするのが難しいと分かりました。メンバー
シップやリーダーシップの重要性は知識とし
て持っているものの対象者のためにメンバー
シップやリーダーシップを発揮する機会が乏
しかったのでしょう。こうして，指導者と教
員には「視覚的教材があれば」と共通の認識
が芽生えました。
　既存の教材ビデオは手順や知識確認が中心
で臨場感がなく，インターネット配信されて
いる出産場面の動画は臨場感はあるものの手
元が見えないなど，演習で活用するには難し
かったため，学生が自分で行うイメージを持
てるようオリジナルビデオを自作することに
しました。シナリオは，新生児蘇生で判断す
るポイントを習得できるように，学生自身が
一連の内容を確認しながら学習を進めること
に重点を置きました。新生児蘇生法の適切性

さらに手元を詳しく…

37週正期産
弱々しい啼泣
筋緊張正常

心拍110回/分
陥没呼吸あり

中心性チアノーゼあり

写真●新生児蘇生法のビデオ撮影
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は，同インストラクターの資格を持つNICU
副看護師長が評価してくださいました。臨床
スタッフ向けの新生児蘇生法の講習会を主催
されている方の協力があったおかげで，心強
く感じながら作成を進められました。
　ビデオ教材づくりは初めてのことであり，
当然，専用のスタジオや機材はありません。
NICUの一角をお借りして家庭用ビデオカメ
ラ２台を使い，全体撮影と手元を中心に撮影
を行いました（写真）。データの編集は同僚
教員の家族が引き受けてくださいました。
　また，どの教員が担当しても同じようにで
きるようにシナリオフリップ（資料１）も作
成しました。

演習の実際（図，P.92） 
～失敗できる練習環境の保障
　事前学習のグループワークでは，出生直後
ケアでの迅速な呼吸確立の重要性と新生児蘇
生法との関連を確認すると共に，新生児蘇生
法の教本を提示しケアの根拠と方法を説明し
ます。さらに，オリジナルビデオを視聴して，
イメージづくりを行ってもらいます。その上

で「はい，やってみましょう！」と，すぐに
３人１組になって，シミュレーションをやっ
てもらいます。
　オリジナルビデオ内のケア展開はスムーズ
ですから，学生は「できる」と思って取り掛
かりますが，実際に行ってみるとあたふたす
るだけで，あっという間に１分が過ぎます。
演習なので何度失敗してもよいのです。その
うち，３人で同じことをするのではなく役割
分担が必要ということや，声をかけ合うこ
と，アイコンタクトなどの非言語的コミュニ
ケーションを活用した意思疎通を図ることの
必要性を学んでいきます。知識を得ただけで
は役に立たないと悟り，自分たちで取り組も
うとします。
　すぐにできそうな中にもさまざまな要素が
入っていて，自分の役割を深く考えながら行
動すること，自分の働きかけの影響を感じて，
必要なものをつかみ取っていきます。一度シ
ミュレーションをして終わりではなく，何度
も失敗しながら学生自身で考えることで演習
の効果が高まります。
　その後，学内から臨床（分娩室）へと場所

資料１●新生児蘇生シミュレーション
シナリオフリップ（一部抜粋）

91看護人材育成 Vol.16 No.４



を移動し，スタッフに見守られながらシミュ
レーションを行います。そして，スタッフに
手技を確認してもらい，できているところ，
今後さらに上達が望めるところをアドバイス
してもらいます（資料２）。臨床のスタッフ

の視点は，学生が赤ちゃんを大切に思えてい
るか，助けたいという気持ちが行動につな
がっているかです。学生は，スタッフのコメ
ントから，スタッフはいつも赤ちゃんとご家
族のことを考えてケアに当たっておられるの

　新生児にとって出生時は，胎児から新生児へと呼吸循環
動態が劇的に変化し胎外生活へ適応する重要な時期であ
り，命の誕生の瞬間でもあります。新生児医療に携わる者
として，学生には出生時の適応過程や，命の誕生の場面か
ら学びを深めてほしいという思いがあります。
　新生児蘇生法の講習会でもシナリオ実習でトレーニング
を積みます。「知っている」と知識があるのと実際に「で
きる」とは異なるため，シミュレーション学習の意義は大
きいと考えます。
　ビデオ教材作成に当たっては，シナリオの内容を学生の
レベルに合わせて作成することが必要であると考えまし
た。一方で，蘇生場面におけるスピード感や手技の正確性
は重要であり，ビデオ教材でも伝えたいポイントでした。
　実際に演習に参加すると，学生たちの“ドキドキ”緊張
感が伝わってきました。実際は，その何倍もの緊張感の中

で出生に立ち会うため，学生の感じるドキドキ感はとても
貴重な体験であると思います。ビデオ教材を基に事前に何
度もシミュレーションをして演習に臨んでいることがよく
分かります。しかし，実際は緊張からかうまくできないこ
ともあります。「正しくできること」も大切ですが，実際
の分娩室というよりリアルな環境の中で，見学ではなく学
生自身が体感することで得られる学びは大きいと思います。
　演習後の振り返りでは，個人の技術や判断だけではな
く，どうすればチームで協力できたか，自分の役割は何か
などチームワークを意識した気づきや学びを述べることが
できています。事前学習の段階から目標を持ってグループ
で取り組んできたからこその成果ではないでしょうか。
　人形での演習ですが，出生の場面では「おめでとうござ
います」と声をかけている学生の姿に，真剣さと命と向き
合う真摯な姿勢を感じ，うれしく思いました。

京都府立医科大学附属病院　NICU副看護師長／新生児集中ケア認定看護師　中島輝美

資料２●臨床スタッフからのコメント

臨地実習開始前の全体オリエンテーションで，事前学習内容・ｅラーニングについて説明する。
新生児に関する内容抜粋
　●新生児出生直後ケア　　　　　　　　●胎児循環から新生児循環への移行
　●出生直後の児の状態評価・蘇生法　　●出生直後の新生児のルーチンケア内容・留意点
　●帝王切開出生新生児の観察点

１グループ12人程度
　●病棟（産褥期・新生児）
　●外来（妊婦健診・１カ月健診・母親教室）
　　•分娩見学　　•NICU見学
初日のオリエンテーション時，演習内容について説明する。

演習日は分娩状況により変更になることもあるが，実習期間中に0.5日行っている。

まずは基礎知識を確認する。
　●出生直後の新生児の呼吸循環動態について　●経腟分娩と帝王切開術での違い
　●出生直後の新生児の状態の評価　　　　　　●『新生児蘇生法アルゴリズム2015』について
　●出生直後の児のケアに必要なもの

オリジナルビデオ教材を視聴してイメージづくりを行う。

学内実習室にて３人１組になって繰り返しビデオを見ながら練習する。
教員による確認，アドバイスを行う。

スタッフが来る前に，最終確認をする。
ここでビデオを確認することもできる。

スタッフが見守る中，シミュレーションを行う。

終了後すぐに，スタッフより演習について気づいた点や細かい技術についてアドバイスをもらう。

事前学習

母性看護学実習開始

演習の目的・目標
再確認

グループワーク

ビデオ視聴

基本的手技の
練習・確認

病棟で準備・練習

病棟スタッフと共に
シミュレーション

病棟スタッフと
共に振り返り・評価

図●演習方法
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だと感じるようです。また，スタッフからの
コメントを読み，素直に喜び，演習の振り返
りを行うと共に，スタッフに感謝し，チーム
メンバーに感謝をしています。緊張した中で
シミュレーション学習を行いますが，最後は
グループでやり遂げた達成感があるようです。
　ちなみに，このビデオ教材を活用した演習
を考える上で参考にしたのが，ガニェの９教
授事象（表）です。授業や教材の展開を考え
る際に，学習者にしっかり身につけてもらう
構成とするための指針として活用できます２）。

おわりに～ビデオ教材を活用した 
演習を行って良かった点
　この演習で学んでほしい内容に絞ったオリ
ジナルビデオ教材を作成したことで，学生は
これから行うことの具体例が分かり，どのよ
うに行動すればよいのか，何ができるように
なればよいのかが明確になり，ビデオ教材を
見ながら納得いくまで練習を繰り返すなど，
主体的に学びを深めている様子が見られまし
た。また，一通りできるようになると，「応
用問題に挑戦したい」と学生から声が挙がる
ほど，この演習に興味・関心を示してくれる
ようになりました。演習のゴール（スタッフ

と共にシミュレーションを行うこ
と）がはっきりしているため，グ
ループワークで行う知識確認も真
剣です。
　学内での練習では時折笑顔も見
られますが，病棟に行くとピリリ
としまった表情になります。臨地実習中の学
内演習なので，学内で完結する演習ではな
く，臨床スタッフにも協力していただいて，
より実際に近づけた演習を組み立てる重要性
を実感しました。
　新しいことにチャレンジするわくわく感，
臨床でスタッフと共にシミュレーションを行
うドキドキ感，チームで協力してできた！　
という達成感を味わうことができる，より効果
的な演習を今後も考えていきたいと思います。
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９つの働きかけ

１．学習者の注意を獲得する

２．授業の目標を知らせる

３．前提条件を思い出させる

４．新しい事項を提示する

５．学習の指針を与える

６．練習の機会をつくる

７．フィードバックを与える

８．学習の成果を評価する

９．保持と転移を高める

ビデオ教材を活用した演習場面

実習初日のオリエンテーションにおいて，演習について知らせる。
演習のゴールは病棟でのシミュレーション！

初日のオリエンテーション，演習日に再度伝える。

これまでの実習内容や事前学習の内容を確認する。

出生直後の児の看護で大切な呼吸と循環について，それが必要な根拠を伝える。

なぜアルゴリズムなのか，最後は病棟でスタッフに見てもらいながらシミュレー
ションを行うことを説明する。

ビデオ教材を見ながら手技を確認し，何度も繰り返し練習をする。

学生の様子を見ながら，良い点・悪い点などを教員がアドバイスする。

最後に病棟でスタッフの前で練習の成果を見せ，その場で評価をもらう。

実際の児の出生場面は見学のみであるが，演習後に分娩に立ち会えればさらに学
習が深まる。

表●ガニェの９教授事象
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