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１ 新しい時代変化に対応できる看護管理者の育成・教育・研修

問題を解決できる人と組織をつくる

ノンテクニカルスキル研修を基盤とした
「問題解決型リーダー」育成への取り組み
群馬県病院局
看護人材支援専門官

総務課

北爪明子

群馬県職員として，県立前橋病院（現・県立心臓血管センター）に
配属。県立看護学校，県医務課（看護教員養成担当），県立県民健
康科学大学を経て，2014年に看護人材支援専門官として病院局総
務課勤務となり，現在に至る。
人材育成で大切にしていること： ともに支え合い 成長すること

群馬県立精神医療センター
看護部長

茂木百合子

群馬県職員として，県立がんセンター東毛病院（現・県立がんセンター）
に配属。医療安全管理者を経て，県立精神医療センター勤務。副看護
部長を経て，2017年から2021年３月まで看護部長として勤務。
看護部長として大切にしていること：チャレンジ精神

群馬県立小児医療センター
看護部長

清水奈保

群馬県職員として，県立小児医療センターに配属。副看護部長を経
て，2017年に看護部長に就任し，現在に至る。認定看護管理者。
看護部長として大切にしていること：顧客第一

群馬県には，心臓血管センター，がんセン
ター，精神医療センター，小児医療センター
の４つの県立病院があり，それぞれ心疾患，
がん，精神，周産期を含む小児の各分野にお
ける専門病院として高度専門医療を提供して

群馬県病院局 総務課看護主監
群馬県立がんセンター 看護部長

清水栄子

群馬県職員として，県立がんセンター東毛
病院（現・県立がんセンター）に配属。県立循環器 病セン
ター（現・県立心臓血管センター）勤務を経て，県立がんセン
ター勤務。医療安全管理者，副看護部長を経て，2019年か
ら2021年３月まで看護部長として勤務。2020年から2021
年３月まで病院局総務課看護主監を兼務。
看護部長として大切にしていること：相手の成長を願う気持
ちと速やかな決定

群馬県立心臓血管センター
看護部長

田中玲子

群馬県職員として，県立前橋 病院（現・県
立心臓血管センター）に配属。県立小児医
療センター勤務を経て，県立心臓血管セン
ター勤務。医療安全管理者を経て，2020年に看護部長に
就任し，現在に至る。集中ケア認定看護師。
看護部長として大切にしていること：患者・家族を第一に考
える
※執筆者の所属・役職は，いずれも2021年３月時点のものです。

ノンテクニカルスキル研修を
導入するまでの道のり
県立４病院に共通する
人材育成の課題

います。これらの４病院を統括する総務課と

2014年から病院局総務課には看護人材支

４病院を併せて，群馬県病院局を組織してい

援専門官が配属され，“ともにめざす県立病

ます。

院の看護” をスローガンに，県立４病院の看

本稿では，この病院局組織で2015年から

護部と連携して共通する看護職員の教育や研

６年間継続して取り組んできた，ノンテクニ

修体制の課題に取り組んできました。特に，

カルスキル研修を基盤とした「問題解決型

喫緊の課題である次世代の管理を担うリー

リーダー」育成への取り組みを紹介します。

ダーの育成では，
「中堅看護職員にもっと力
をつけたい」という思いがありました。
そこで，まず，この課題に対して各病院の
クリニカルラダーに加え，県立４病院に共通
するマネジメントラダーの開発に取り組み，
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図１ ノンテクニカルスキル研修を導入した経緯
専門病院として高度専門医療を提供
病院・教育の特徴

病院ごとに
教育計画の充実

一方では
現状
問題提起

これらの問題を
解決する
ためには

テクニカルスキル（専門技術）専門的な看護技術の習得
専門性に対応できる看護を提供するために必要な技術

さまざまな組織の問題を解決しなければならない現状

繰り返されるヒヤリハット，職場の人間関係（ハラスメント），
看護職員の離職，時間外勤務など

ノンテクニカルスキル（非専門技術）の習得

人と組織が直面するさまざまな問題を解決するために必要な技術

ノンテクニカルスキ
ルを身につけた問題
解決型リーダーの育
成の必要性

個人の学習ではなく
組織で学習し，共通言語を使い
同じ方向で問題解決に取り組める
組織の空気をつくる

そのためには

主体的に
問題解決に取り組める組織にする

問題解決型リーダーの育成が必須

「問題解決型リーダー」
ノンテクニカルスキルを身につけ，
自ら問題解決に向けて行動できる人材
問題解決能力を身につける
４病院共通の体系的な教育プログラムが必要

2015年からマネジメントラダーの運用を開

一方，医療現場では，コミュニケーション

始しました。部署や組織の管理を担う副看護

エラーなどにより繰り返されるヒヤリハット，

師長，看護師長，副看護部長，看護部長まで

内的報酬となる承認行動の不足や指導の厳し

の看護管理実践能力評価は，次世代のリー

さなど人間関係を理由とした看護職員の離

ダーがめざす「あるべき姿」を可視化した共

職，時間外勤務など組織における管理上の解

通する人材育成のツールとなりました。

決しなければならないさまざまな問題も発生

なぜ，ノンテクニカルスキルを
身につけた問題解決型リーダーの
育成が必要なのか

していました。これらの問題を解決するため

マネジメントラダー開発後の次の課題は，

には，専門性に対応するテクニカルスキルの
習得だけでは対応できません。
リーダーの育成は，人や組織が直面するさ

県立病院の使命を果たせる次世代リーダーの

まざまな問題を解決できる力が基盤となりま

「あるべき姿」に近づけるため，県立４病院

す。そこで，テクニカルスキル以外の，一人

に共通する「看護管理研修」の基盤となる教

ひとりが直面する問題を解決するために必要

育プログラムの構築でした。

な非専門技術（ノンテクニカルスキル）を繰

県立病院は，４つの専門分野に特化してお

り返し学習し，自ら問題解決に向けて行動で

り，専門性に対応できる看護を提供するため

きる「問題解決型リーダー」の育成が必要と

に必要な専門技術（テクニカルスキル）の習

考えました。

得は必須です。その教育計画は，病院ごとに
年々充実してきました。

図１はノンテクニカルスキル研修を導入し
た経緯です。
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図２ 問題解決能力を身につける４病院共通の体系的な教育プログラム
問題解決能力：あるべき姿を考え状況の変化や課題に対し解決に向けて実践できる力
問題解決の考え方を学ぶ
問題解決の枠組みを共有する

共通言語を
使う

全員が問題解決能力を身につけ，
問題解決に向けて実践できる

一人ひとりが
直面する問題を解決できる
問題解決型リーダーになる

ノンテクニカルスキルの４つのチカラを組織で学習

「考えるチカラ」
「伝えるチカラ」
「決めるチカラ」
「動かすチカラ」
新人から管理職まで段階的に学習する教育プログラム
問題解決に取り組める学習する組織の空気をつくる

【４病院共通研修】ノンテクニカルスキル研修を基盤とした，新人から管理職まで一貫した教育をめざす
【ノンテクニカルスキルの医療現場での使い方】

【新人編】
2018年〜

【基礎編】
2015年〜

組織で学ぶ空気をつくるために，
まず管理職が自ら学ぶ姿勢を見せる
ノンテクニカルスキルは，新人でも看護部
長でも，どんな職種でも，どんな場面でも使
える問題解決スキルです。
「問題解決型リーダーには，
『考
佐藤１）は，
えるチカラ』
『伝えるチカラ』
『決めるチカラ』

2016年〜

【管理職編】
2020年〜

新人から管理職までが学べる
教育研修をめざす
「問題解決型リーダー」を
育成するための教育プログラム
表１は，新人から管理職までが一貫して学
べるノンテクニカルスキル研修の概要の一覧

『動かすチカラ』が必要になる」と述べてい

です。県立４病院の看護職員が同じ問題解決

ます。今後ますます多職種の連携が求められ

の考え方を学びます。看護職員個々の状態や

る時代に必要なこれらの力を学ぶノンテクニ

立場に見合った問題解決能力を身につけるた

カルスキル研修を，４病院に共通する体系的

めに，不足している知識・技術を補い，現場

な教育としたプログラムの構築に取り組みま

の問題解決につなげる【新人編】
【基礎編】

した（図２）。
主体的に問題解決に取り組める組織にする

【実践編】
【管理職編】と段階的な教育プログ
ラムとして構築しました。

ためには，個人の学習ではなく，組織で学習

そして，2015年にノンテクニカルスキル

し，共通言語を使い，同じ考えで組織の空気

の基本と活用方法を学び，管理に必要な組織

をつくることが必要です。

で問題解決するためのファシリテーター型

組織で学習する空気をつくるために，まず

リーダーシップを学ぶ「ノンテクニカルスキ

は，所属および部署のマネジメントを担う管

ル【基礎編】研修」
（以下，
【基礎編】
）を開

理職である看護部長，副看護部長，看護師長，

講しました。

副看護師長が率先垂範で自ら学ぶ姿勢を見せ
るところから始めました。
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【実践編】
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続いて，2016年に【基礎編】を修了し，
部署の問題解決に取り組んでいるリーダーク

表１ 「問題解決型リーダー」を育成するための教育プログラム
看護職員個々の状態や立場に見合った問題解決能力を身につけるために不足している知識・技術を補い，
現場の問題解決につなげる段階的な教育プログラム

研修目的

新人編（2018年〜）

基礎編（2015年〜）

実践編（2016年〜）

管理職編（2020年〜）

病院局組織の一員である
ことの自覚を深める
県立４病院に同期入職し
た看護職員と３か月間に
おける経験や情報などを
共有し，自ら問題解決で
きる技術を習得する

自己および部署の問題解決
に向けて実践できる知識・
技術を習得する

リーダー的存在として，各
県立病院（部署）の組織の
問題解決に向けて実践でき
る知識・技術を習得する

管理職に求められる人材マ
ネジメントの仕組みを理解
し，各県立病院（自組織）
の人材マネジメントに関す
る問題解決に向けて実践で
きる知識・技術を習得する

ノンテクニカルスキルの基 課題解決に必要なノンテク 人材育成マネジメントに必
本的な考え方と医療現場で ニカルスキルの活用の実際 要な仕組みと問題解決【管
の使い方【基礎編】
【実践編】
理職編】
管理に必要な組織で問題解 管理に必要な問題解決と組 「採用・配置・評価・報酬・
決するためのファシリテー 織変革の実践と難所の乗り 育成・退職」の６つの仕組
ター型リーダーシップ
越え方
み

内容

組織の一員として役割を果
たすために，自分が抱えて
いる問題と自ら解決したい
問題に焦点を当てて，問題
解決を行う

ノンテクニカルスキルの基
本的な考え方と活用方法を
学ぶ

グループで取り組んでいる
問題解決プランの実施状況
を 共 有 す る。発 表 内 容 を
ディスカッションし，問題
解決の難所の，その乗り越
え方を見つけ出す

自組織の「あるべきスタッ
フ像（看護職員像）
」を明
確にし，自組織の６つの仕
組みにおいて，問題解決す
べき仕組みを取り上げ，問
題解決を行う

マネジメントラダーレベ
ルⅠ〜Ⅳのうち，本研修
未受講者
部署における教育的役割
を持つ者

組織（部署を含む）の課
題解決の取り組みを実践
している者
課題解決の取り組みをす
る中で，講師によるアド
バイスを希望する者
※【基礎編】修了者

各県立病院（自組織）のマ
ネジメントを担う看護部
長，副看護部長，看護師長

研修対象

研修テーマ

ノンテクニカルスキルの基
本的な考え方と医療現場で
の使い方【新人編】
新人が抱えている問題を自
ら解決するための技術

新規採用職員

ラス以上を対象に，
「ノンテクニカルスキル

看護師長以上の職を対象とし，人材マネジメ

【実践編】研修（以下，【実践編】）を開講し

ントに必要な仕組みを理解し，問題解決を看

ました。これは，グループで取り組んでいる

護管理者として実践できるための研修です。

部署の問題解決の実践過程を通し，管理に必
要な組織変革の実践と難所の乗り越え方を議
論しながらノンテクニカルスキルの活用の実
際を学ぶ研修です。
2018年には，
「ノンテクニカルスキル【新
人編】研修（以下，
【新人編】
）を開講しまし

ノンテクニカルスキル研修の
企画～実施プロセス
研修を「やりっ放し」に
しないための仕組みづくり

た。新人の離職が続く中，県立４病院の新人

体系的な研修にするためには，研修前後に

同士が入職３か月経過後の互いの経験を共有

おける支援と評価が必要です。
「研修で学ん

し，新人が抱えている問題を自ら解決するた

だはずなのに，現場で生かされていない」

めの研修です。新人であっても看護管理は必

――このような問題を解決するための仕組み

要であることから，看護管理基礎研修として

づくりです。研修での学びが臨床現場におい

位置付けました。

て行動レベルで実践できるようにするまでを

ノンテクニカルスキル【管理職編】研修（以

研修の範囲と考え，支援体制（P.33）と研修

下，
【管理職編】
）は，
2020年に開講しました。

プログラムを整備しました。また，現場での
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図３ 組織学習と問題解決の考え方
一人ひとりが直面する問題を解決できる問題解決型リーダーになる
組織学習と
共通言語づくり
研修
講義・演習

不足している
知識・技術の習得

問題解決の
ための手段

組織で学習を深め合う

【各病院すべての研修

現場の実行と見える化

問題解決プラン作成シートの活用，
行動レベルの実行計画

院内・院外研修】

【臨床現場における獲得した知識・技術の実践】

OJT

Off-JT

各病院の教育計画に基づく研修（学習ニード・教育ニードを反映）

学習する組織の
空気をつくる

研修の受講だけでは，
問題解決能力は身につかない！
現場のOJTが重要！

【４病院共通研修】ノンテクニカルスキルの医療現場での使い方
【新人編】新人が抱えている問題を自ら解決する技術
【基礎編】管理に必要な組織で問題解決するためのファシリテーター型
リーダーシップ
【実践編】管理に必要な問題解決と組織変革の実践と難所の乗り越え方
【管理職編】人材のマネジメントに必要な仕組みと問題解決
実感と意欲 問題設定型の新たな課題への取り組み

実践（OJT）

看護実践
日常的な問題や部署の役割に関連する
問題に対して繰り返し実践
あるべき姿を考え，状況の変化や課題
に 対 し，問 題 解 決 の2W1H（What
〈問題〉
・Why〈原因〉
・How〈対策〉
）
の考え方を活用し解決に向けて実践

評価（OJT）

問題解決実践状況の報告
問題解決の達成状況の共有

ポジティブフィードバック
スモールウィン（小さな成功）

佐藤和弘：ノンテクニカルスキル実務編 問題解決型リーダーになる４つのチカラ，P.126，日総研出版，2016.を基に筆者作成

OJTによる実践と評価を含めて，自ら問題解決

クシートとして活用し，実践レベルの実行計

に向けて行動できる「問題解決型リーダー」の

画につなげます。

育成を組織で学習する考え方を整理しました。

組織学習と問題解決の考え方

り，問題の現状とあるべき姿を考え，状況の

「問題解決型リーダー」になるための，組織

変化や課題に対し解決に向けて実践すること

学習と問題解決の考え方を図３に示しました。

が重要です。問題解決に対する実践状況の報

らが開発した学習ニード，教育ニー

告や達成状況を共有し，ポジティブフィード

ドアセスメントツールに基づき立案した各病

バックにより，小さな成功体験であるスモー

院の教育プログラムに加え，ノンテクニカル

ルウィンを増やし，成功を実感しさらなる意

スキル研修を４病院共通研修に位置付けまし

欲を感じる経験が必要です。

舟島

２）

織学習することにより，共通言語を使い，問

「あるべき姿」を研修生と共有する
具体的な研修計画

題解決に取り組めるようになります。研修あ

ノンテクニカルスキル研修の具体的な研修

りきの考え方から抜け出し，研修を現場での

計画を「実施要領」として定めています。直

問題を解決するための手段としてとらえ，研

近の【基礎編】の実施要領を資料１（P.34）

修での学びを共有し，実践現場のOJTを通し

に示します。

た。ノンテクニカルスキルを県立４病院で組

て，問題解決の行動変容につなげる支援を組
織で取り組むことが重要です。
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現場における経験を通じて学ぶOJTによ

「実施要領」は，研修目的，目標，研修内容，
研修評価を明確にし，研修前から研修生が主

県立４病院で同じ研修を受講し，問題解決

体的に研修に参加できるために事前配布しま

のステップ（現状，あるべき姿，What〈問題〉
，

す。事前学習を経て，各ノンテクニカルスキ

Why〈原因〉
，How〈対策〉
）を取り入れた「問

ル研修の基本的な考え方と医療現場での使い

題解決プラン作成シート」を，共通するワー

方を外部講師による研修で学びます。ノンテ
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クニカルスキルの「研修導入編」から始まり，
「研修理論編」で問題解決に必要なレシピを
学び，最後の「研修実践編」で，問題解決の
思考を行動レベルまで掘り下げていきます。
現状とあるべき姿を概念として言葉だけで伝
えるのではなく，ロールプレイを研修の中で

実践につなげる評価の仕組みです。研修報告

実践します。なぜなら，動画でイメージでき

書は，重要と思った内容をキーワードで記載

ないことは行動レベルに移せないからです。

し，業務に生かす内容を具体的行動で表記す

ノンテクニカルスキル研修前後の
支援体制

る様式です。
また，
【新人編】
【基礎編】
【実践編】は，問

表２（P.36）に，研修前後の問題解決の支

題解決のステップ５項目（現状，あるべき姿，

援の概要を示しました。問題解決の力をつけ

What〈問題〉
，Why〈原因〉
，How〈対策〉）

るためには，PDCAサイクルを回し，問題解

が表記された「問題解決プラン作成シート2.0」

決の質を高める支援が重要です。そこでま

を使用し，
【管理職編】は，2.0の５項目に加

ず，研修受講前から研修目標と内容を研修生

え，
「目的」を追加した「問題解決プラン作

と部署の看護師長で共有します。さらに看護

成シート3.0」を使用します。

師長は，研修生に期待する内容を伝え動機付
けを行います。

この問題解決に必要な2W1Hの考え方を繰
り返し現場で実践することが重要です。

外部講師による研修終了後は，研修での学
びを実践するための具体的な行動を自らが考
え報告書に記載し可視化します。
看護師長を始めとする支援者は，看護実践

ノンテクニカルスキル研修を
継続して取り組んできた成果

問題解決の実践行動を共有し，支援する際に

研修導入時期は
「正しく伝える」スキルが身についた

承認行動を意識したアドバイスが必要です。

現場でのコミュニケーションでは，あいま

これらの研修前から研修終了後までの継続

いな言葉が多くあります。例えば「なるべく

を含む日常的な問題や部署の役割に関連する

的な支援体制の整備は，県立４病院の看護部

早く」
「できるだけ訪室して確認する」など，

長，副看護部長，教育担当看護師長と看護人

話し手と受け手が違った解釈になってしまう

材支援専門官とで構成するそれぞれの看護部

表現です。これらあいまいな言葉を「ビッグ

会議で議論し，４病院共通した体制で取り組

ワード」と共通言語で表し，ビッグワードを

んでいます。

使用することで発生してしまう警報など，
「伝

実践に生かすための評価の仕組み

えるチカラ」を学習しました。

研修の成果は，業務に貢献する問題解決に

研修導入時期は，一番シンプルな論理的思

つなげられるようになることです。そこで，

考である「具体的には」の用語を使用しビッ

実践に生かすための研修報告書（資料２，

グワードを具体化することや，
「結論から先

P.37）を作成しました。

に言う」など，身近なことから，
「正しく伝

図４（P.38）は，研修での学びを可視化し，

える」スキルが浸透しはじめました。
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１ 新しい時代変化に対応できる看護管理者の育成・教育・研修

資料１ 病院局看護職員研修【ノンテクニカルスキル研修基礎編】実施要領（看護管理研修）
１．目的

自己および部署の問題解決に向けて実践できる知識・技術を習得する。

２．目標
１．ノンテクニカルスキルの基本的な考え方と活用方法を理解する。
１−①
「ノンテクニカルスキル」の考え方を述べる。
１−②
「問題」の定義を述べる。
１−③
「問題解決」の定義を述べる。
１−④
「問題発見型」と「問題設定型」の２つの問題解決の違いを説明する。
１−⑤問題解決は，2W1Hで考えることを述べる。
１−⑥2W1Hの正しい使い方を説明する。
１−⑦普段使用しているビッグワードを述べる。
１−⑧ビッグワードを使うと起こる２つの現象を説明する。
１−⑨ビッグワードを使わない伝え方を述べる。
１−⑩
「論点」とは何かを定義する。
１−⑪論点思考の３つのステップを説明する。
１−⑫実践可能な問題解決プランにするためのポイントを説明する。
１−⑬看護過程は，問題解決過程と同じであることに気づきを示す。
１−⑭問題解決プラン作成シートの活用方法を説明する。
１−⑮共通言語を使い議論する空気をつくることの重要性を説明する。
２．研修で学んだ内容を組織の一員として自分がかかわるスタッフと共有し，問題解決に取り組む。
２−①ノンテクニカルスキル研修で学んだ内容を自分がかかわるスタッフに伝達する。
２−②問題解決プラン作成シートを活用し，問題解決過程を反復訓練する。
２−③復命書に記載した「業務に生かす内容」と「具体的な活用方法」を実践し評価する。

３．テーマ 「ノンテクニカルスキルの基本的な考え方と医療現場での使い方」
〜管理に必要な組織で問題解決するためのファシリテーター型リーダーシップ〜
withコロナ時代における問題解決
講師：佐藤和弘氏

メディカルアートディレクター

４．対象 （１）または（２）に該当する看護職員

※各看護部でオンライン対応できる人数

（１）マネジメントラダーレベルⅠ〜Ⅳのうち本研修未修了者
（２）部署における教育的役割を持つ者
５．日時
６．研修方法
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双方向型オンライン研修（分散ハイブリッド型）

７．会場

各県立病院の会場

８．担当

看護部

病院局総務課
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➡続きは本誌をご覧ください
資料１の続き
９．日程
時間

研修内容

９：00 〜 ９：20

20分

オンラインテスト
オリエンテーション

９：20 〜 ９：30

10分

あいさつ

９：30 〜 16：30

360分
（昼食）
60分

講師紹介

講義・グループワーク

担当
専門官（進行）
総務課・看護部
看護部長
講師

【導入編】
能力は学習×練習
ノンテクとは組織で問題解決する技術
問題解決は「あるべき姿と現状のギャップを埋める」こと
【理論編】
問題解決は2W1Hで考える
現場での問題解決の典型的な間違い
問題があることは悪いことか？
２種類の問題解決
ビッグワードとは何か？
ビッグワードを使うと２つのことが起こる
ビッグワード警報・注意報
会話からビッグワードを探してみる
業務でどんなビッグワードを使っているか？
ビッグワードを使わないための魔法の言葉
論点思考は議論の質を高める重要な技術
論点を制する者はコミュニケーションを制する
論点とは「意見が答えとなる問い」のこと
意見から論点を見つけてみる
論点思考３本ノック
意見ばかりに注目するとどうなるか？
論点を見失うと迷子になる
論点思考を使ってみる
論点思考の３つのステップ
【実践編】
実際に問題解決プランを作ってみる
問題解決プランを絵に描いた餅から食べられる餅に変える
ために
問題解決する上でのさまざまな落とし穴を理解する
【集結編】
単なる勉強のための学習から現場を変えるための学習へ
空気の支配の恐ろしさを知る

16：30 〜 16：50

20分

研修のまとめ
看護部あいさつ
今後の部署における取り組み計画

16：50 〜 17：00

10分

事務連絡

講師
看護部
専門官

10．その他
研修報告書の提出について
以下の①〜③の報告書を各看護部に２部提出。 提出期限：○月○日（○）
①復命書（問題解決プラン作成シート入り）
（報告書１）［資料２，P.37］
②問題解決プラン作成シート2.0（報告書２）
［図４，P.38］
③
【ノンテクニカルスキル研修】受講直後 調査票（報告書３）
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特集

臨床判断能力＝
アセスメント力の向上を目指した
教育・指導の工夫［前編］

近 年 の 高 度 医 療 化 ，早 期 在 宅 復 帰 の 推 進を背 景
に，看護基礎教育をはじめ，看護師の臨床判断能力の
向上が求められるようになりました。本特集では，今号
と次号にわたって，
そうした背景を踏まえつつ，
フィジカ
ルアセスメントを代表とするアセスメント力の向上を目
指すため，現場で実際にどのように教育・指導を行って
いるのか，
取り組みの実践例を具体的にご紹介します。

先輩看護師が知っている“なぜ？”と“経験知”が身につく！

臨床判断につながる
フィジカルアセスメント研修
群馬大学医学部附属病院

宇佐美知里

寺島俊太

集中治療部 副看護師長
2 0 0 4 年群馬大学医学部
附属病院集中治療部入職。
2009年日本看護協会看護研修学校認定看
護師教育課程修了。2010年集中ケア認定
看護師資格取得。2014年より現職。

救命・総合医療センター 副看護師長
2004年群馬大学医学部附属病院入職。
HCU・ICU・救急外来・血管造影室勤務を
経て，2014年に呼吸器外科・救急科病棟副看護師長。2021
年より現職。日本DMAT隊員，AHA-BLSインストラクター，
ICLSインストラクター，PUSHインストラクター資格を取得
し，院内・院外の救命講習会の講師を担当。

技術を習得していても
アセスメントは苦手

冨丘洋子

新人教育担当看護師長
1993年群馬大学医学部附属病
院入職。20 05年整形外科病棟
副看護師長。2013年ゼネラルリスクマネージャー
（GRM）として医療の質・安全管理部勤務。2018
年より現職。院内の教育活動や群馬県看護協会主
催の新人看護職員研修事業の講師を担当。

られています。しかし，新人看護師（以下，
新人）は，フィジカルアセスメントの技術を
習得していても，患者の訴えや症状を解釈

群馬大学医学部附属病院は731床を有する

し，何らかの臨床判断に結び付けるまでには

急性期病院で，毎年80人前後の新人看護職

至っていません。その要因として，実際の患

員を受け入れています。当院では，厚生労働

者は，より複雑で状態が目まぐるしく変化す

省の「新人看護職員研修ガイドライン【改訂

ること，業務に不慣れで時間に追われ立ち止

版】」を基に自施設に合わせた研修計画を立

まってゆっくりと考えられないこと，経験が

案しており，研修プログラムの策定・企画・

少ないため一つひとつの兆候を統合して判断

運営・実施・評価に当たっては，教育担当副

するのが困難であることなどが考えられま

看護部長１人・教育専従看護師長２人・教育

す。経験年数による臨床判断の相違点として，

専従スタッフ２人が中心となり，部署看護師

「熟練看護師は多くの推論をもっているが，

長数人・部署教育担当副看護師長数人で構成

新人看護師は推論が限定され，看護行為の選

されるキャリア開発支援委員会で検討してい

択肢の幅が少ないとされ，また新人看護師は

ます。

観察した事実から何か変だ，気にかかると

フィジカルアセスメントの教育は，近年の

いった『気づき』が少なく，患者のニーズが

医療の高度化に対応する看護師の実践能力の

受け止められず柔軟に対応できない」１）と言

育成には欠かせないものとなっています。臨

われています。そのため，
「医師の指示が変

床で働く看護師にはその知識や技術を実践の

更されたが，なぜだか分からない」
「追加の

場面で患者アセスメントに生かすことが求め

処置や検査に対応できない」
「業務をこなす
看護人材育成 Vol.18 No.１
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臨床判断能力＝アセスメント力の向上を目指した教育・指導の工夫［前編］

ことに精いっぱいで，実施している看護行為

図１ どのような料理を連想しますか？

の根拠があいまいになっている」
「頭では何
となく分かっていても，言語化した報告がで
きない」などといった状況が生まれており，
この部分を教育する必要があると考えられま
した。
そこで，当院では５月に “フィジカルアセ
スメント１” として基本的な知識や技術（バ
イタルサインの正常値や身体診察の方法など）
を学び，その学んだ知識を臨床現場での実践
に生かせるよう10月に “フィジカルアセスメ

系・消化器系）の講義で学びます。

ント２” として研修を行っています。本稿で

2019年度までの研修内容の工夫

は，これまでの具体的な取り組みと2020年
度の工夫や変更点を紹介します。

突然ですが，
「牛肉，じゃがいも，玉ねぎ，
人参を使った料理は何？」と尋ねられたら，
あなたはどのような料理を連想しますか？

基本を学ぶ
“フィジカルアセスメント１”研修

のではないでしょうか。ちょっと上級者とな
ると肉じゃがかもしれませんし，さらには意

研修のねらい

表をついてポトフを想像するなんて人もいる

・フィジカルアセスメントの概要を理解する

かもしれません（図１）
。これまでの経験の

“フィジカルアセスメント１” では，症状や

中での「牛肉」
「じゃがいも」
「人参」
「玉ねぎ」

兆候から情報を収集し，患者の状態を推測し

というキーワードを関連づけて，料理を想像

ます。そして，推測したものが確かなのかある

することができます。このように，私たちは

いは否定しておきたい状態があるのかを検討

日々の生活の中での経験知を情報として蓄

し，それらについて，さらに症状と兆候から患

え，キーワードからその情報を関連づけなが

者状態を評価していく思考過程を理解します。

ら，日常の場面においてさまざまなことを連

・生命維持に必要な要素および患者アプロー

想しています。つまり，私たちは経験から得

チ方法を習得する

られた情報により「体系化された知識」をつ

ABCDEアプローチの概念を基に，生命を

くり上げることで，日常的にアセスメントを

維持するための仕組みを理解し，バイタルサ
インにおける呼吸・循環・意識を観察するこ
との重要性を伝えます。また，生理学的視点
と解剖学的視点を意識した患者アプローチ方

50

大抵の人が，シチューやカレーを想像する

行っているのです。
これを踏まえて，看護実践の場面で考えて
みます。
患者からナースコールがありました。
「胸

法を身につけます。

が痛いです」と言われたあなたは，どのよう

・系統別フィジカルアセスメントを習得する

な行動をとりますか？

正常か異常かを見極めるための基本的な知

一例として，
「心筋梗塞からくる胸痛かも

識を系統別（呼吸器系・循環器系・脳神経

しれない」→
「心電図ではSTが上昇している
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図２ どのような行動をとりますか？

図３ 「体系化された知識」の理解
日常における
「体系化された知識」
牛肉

看護実践における
「体系化された知識」

じゃがいも

胸痛

カレー
玉ねぎ

ST上昇
心筋梗塞

人参

胸部絞扼感

既往歴
虚血性心疾患

図４ 患者対応ステップ
かもしれない」→「だから12誘導心電図をと

STEP

第一印象

る」という発想にたどり着いた人がいるかも
しれません（図２）。逆に言えば，心筋梗塞
は胸痛とST上昇が見られるという知識がな

１

STEP

第一印象
患者の状態を数秒間で見て，評価する

２ 初期アセスメント

バイタルサイン

ければ12誘導心電図のイメージが湧かない

ABCDEアプローチ

こととなります。喫煙歴や高脂血症，高血圧
症，虚血性心疾患などの既往歴があれば，さ
らに心筋梗塞のイメージが高まります。
このように，フィジカルアセスメントで

気道（Ａ） 呼吸（Ｂ） 循環（Ｃ）
中枢神経（Ｄ） 体温（Ｅ）
→生理学的な視点

STEP

３ 二次アセスメント

主訴・症状・疾患に焦点を絞った問診・観察
→解剖学的な視点

体系化された知識

は，患者背景や疾患，症状，兆候などの情報
を関連づけながら，
「体系化された知識」を
概念として構築していくことが重要です。

常的なアセスメントを対比することで，フィ

しかし，経験の浅い看護師は，以前経験し

ジカルアセスメントにおける「体系化された

た体験を現在直面している場面に関連づけ，

知識」の理解へとつなげています（図３）
。

応用して臨床判断が行えていない傾向にある

この「体系化された知識」は，冒頭の日常

と言われています２）。そのため，新人が患者

生活から得た料理の知識と同様，日々の臨床

の主訴から看護実践につなげるために何が必要

経験からつくり上げられていき，日々の看護

な情報かを瞬時に連想することは，容易ではあ

実践でなぜそうなったか，症例から学んだこ

りません。それは，経験による「体系化された

とを振り返ることが重要であることを伝えて

知識」がつくり上げられていないからです。

います。

また，一般的な教科書では疾患から症候を

また，
「体系化された知識」の獲得を目指

想起しますが，臨床においては疾患と症候の

すことに加え，日々の看護実践として検温時

双方から関連させて想起していく必要があり

のフィジカルアセスメントを患者対応ステッ

ます。そのため，まずはフィジカルアセスメ

プ（図４）ごとに学び，計測・観察したこと

ントに興味・関心を持てるように，多くの人

を記録する検温表（図５，P.52）と関連させ

が日々活用しているツールを用いてフィジカ

て学習していきます。新人は日々の業務をこ

ルアセスメントがイメージしやすいように工

なすことで精いっぱいで，せっかく観察した

夫しています。さらに，看護実践の場面と日

ことが検温表に入力するだけの業務となって
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図５ 検温表

体験することができなかった」という
声が聞かれた一方，
「動画を見てポイ
初期アセスメント：生理学的な視点

ントを学ぶことができた」
「的確なフィ
ジカルアセスメントを行うことで円滑
な治療やケアを患者に提供できること
を学んだ」という意見もあり，８割以
上の受講者が「研修の学びを職場で生
かすことができる」と回答しており，
一定の学びが得られたと考えられまし

二次アセスメント：解剖学的な視点

た。また，
「肺雑音の聞き分けが苦手
なのでスキルラボセンター＊を活用し
て練習し，現場で生かせる努力をする

いることも少なくありません。

必要がある」という意見も聞かれ，受講者の

そこで研修では，看護実践と関連した講義

前向きな姿勢を引き出すことができました。

内容にすることで自身が観察した症状や兆候

これまでの新人を対象とした研修では，受

は何を意味するのかを知り，「根拠」や「目

け身の人が多く見られましたが，演習が中止

的」のあるフィジカルアセスメントの実践に

となったことで自ら学習しなければいけない

つなげることができると考えます。

という主体的な考えを持つことにつながった

このように本研修では，フィジカルアセス

と考えられます。

メントにおける概念に始まり，生命維持に必
要な要素と患者対応ステップを看護実践の中
に生かせるよう工夫しています。そして，呼
吸器系・循環器系・脳神経系・消化器系と

実践力を磨く
“フィジカルアセスメント２”研修

いった系統別フィジカルアセスメントの講義

研修内容については，看護部KIDUKIワー

を通じて，「体系化された知識」の獲得への

キンググループ（以下，KIDUKI WG）で検討

支援としています。

を行っています。KIDUKI WGメンバーは，教

2020年度の研修内容の工夫

育担当副看護部長１人，集中ケア認定看護師

2019年度までは，講義後にシミュレータ

１人，救急看護認定看護師１人，慢性心不全

を使用してフィジカルアセスメントの基本技

看護認定看護師１人，KIDUKIインストラク

術を学ぶ演習を行っていましたが，2020年

ターである部署副師長２人と部署スタッフ２

度はコロナ禍での研修ということで密を避け

人で構成されています。

るために研修内容の変更が迫られました。講

〈当院におけるKIDUKI WGの取り組み〉

義は事前に撮影した動画を視聴することと

「重篤な有害事象や院内の予期せぬ死亡は

し，演習は中止としました。そして，理解度

突然発生するのではなく，60 ～70％の症例

の確認のため，知識確認問題を実施しました。
研修後のアンケートでは，
「動画視聴であっ
たため，ケアのポイントや注意事項を実際に
52
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＊スキルラボセンター：群馬県のすべての医療従事者と本学
の学生のためのシミュレーション教育施設。豊富なシミュ
レーターを保有し，新人を対象とした研修でも利用してい
る。

では心肺停止の６～８時間前に急変の前兆
（呼吸，循環，意識の異常・悪化）が認めら
れる」３）と言われています。実際に当院にお
ける院内緊急コールの内容を分析した調査で

④情報を統合し，アセスメントの結果を看護
実践に結び付けることができる

2019年度までの研修内容の工夫
研修は，講義，グループワーク（以下，GW）
，

も，院内心肺停止症例の約60％において，酸

演習を織り交ぜながら，できるだけ受講者が

素飽和度低下などの前兆が認められました。

主体的に取り組むことができるように配慮し

患者のベッドサイドに24時間寄り添う看護

ています（表１，P.54）
。

師には，患者の状態変化を鋭敏にとらえる能

新人は，１年を通してさまざまな新人研修

力が求められています。患者急変の前兆に「気

を受講し，各研修においてもGWを行ってい

づく」アセスメント力の育成を目的に，
「群馬

るため，活発な意見交換が期待できます。動

大学患者急変対応コース 臨床推論＆KIDUKI」

画を使用した患者アセスメントの経験や，模

という研修（以下，KIDUKI研修）を行って

擬患者の事例展開では，配属先の異なる受講

います。この研修は，医療教授システム学会

者でグループを構成するようにしています。

の「患者急変対応KIDUKIプロバイダー／ファ

それにより，各受講者がこれまで看護を経験

シリテーターコース」を受講したスタッフで

したことのある疾患を想起し，診療科ごとの

構成するKIDUKI WGのメンバーが運営してい

特徴的なアセスメントを共有することができ

ます。気づき能力向上のためには，基本的な

るので，多角的な視点を学ぶことができます。

フィジカルアセスメント力や臨床判断能力を

前述したKIDUKI WGメンバーがファシリ

身につけることが必要ですので，新人研修の

テーターとして参加し，各グループが円滑に

プログラムの中にもKIDUKI研修の要素を組

研修を進めることができるように支援してい

み込んでおり，KIDUKI WGのメンバーが講師

ます。

としてかかわっています。

2020年度の研修内容

研修のねらい

2020年度は新型コロナウイルス感染症の感

・「臨床推論」というキーワードを用いて，

染拡大により，密を回避するためGWを取り

患者の全体像をとらえるアセスメントの視

止め，講義や個人ワーク中心の内容に変更し

点や仮説演繹法による思考の整理法，また

ました（表２，P.54）
。SBARを使った報告の

推論結果を言語化し他者に伝える報告の方

演習に関しては，講義のみではなく研修の中

法などを学ぶ。

で経験する方が学習効果が高いと考えられた

・適切な臨床判断に基づく，根拠のある看護
実践の重要性が分かる。
・研修での学びを臨床場面で生かし，臨床判
断能力向上に努めることの必要性が分かる。
〈研修目的〉
①臨床推論の考え方が分かる
②患者状態のアセスメントのため，目的を
持って情報収集することができる
③報告の必要性と方法（SBAR）が分かる

ため，マスクを装着し距離を保つことに配慮
した上で実施しました。研修内容の変更に際
しては，看護部教育担当者とKIDUKI WGメン
バーで，コロナ禍において実践可能な研修の
スタイルや研修目的および内容について検討
し，研修内容を見直す良い機会になりました。
これまでの研修後アンケートを振り返ると，
「臨床推論の必要性が分かった」
「患者アセス
メントの方法（ABCDEアプローチなど）が
看護人材育成 Vol.18 No.１
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表１

フィジカルアセスメント２

研修プログラム 2019年度まで

時間
60分

内容
臨床推論とは何か，思考の整理と患者アセスメント方法の具体策（初期評価と
ABCDEアプローチ）を学ぶ。

講義

休憩

10分
80分

グループワーク

ある症状を呈する患者の動画を視聴し，患者アセスメント（初期評価とABCDE
アプローチ）を経験する。

10分
40分

休憩
効果的な報告の方法（SBAR）を学び，グループワークでアセスメントした患者
について，推論結果を他者に報告する。
報告を受けるロールプレイを経験することで，伝わりやすい報告とは何か考える
ことができる。

演習

昼休憩

60分
90分

グループワーク

「臨床推論事例展開」
呼吸苦を訴える患者（心不全症例）の臨床推論を経験する。
問診，全体像の把握，患者状態のアセスメント，仮説形成と意図的な追加の情報
収集，推論結果の絞り込みなど。

10分

休憩

20分

発表

60分

グループワーク

20分

発表

臨床推論結果およびSBARの内容について，他グループと学びを共有する。
「看護計画の立案」
適切な臨床判断に基づく最良の看護行為（看護師として何ができるか，診療の補
助・療養上の世話の視点で）を考える。
立案した看護計画について，他グループと学びを共有する。
まとめ

10分

表２

フィジカルアセスメント２

研修プログラム 2020年度

時間

内容

30分

講義

60分

個人ワーク

適切な臨床判断に基づく看護実践について
患者の状態変化を見抜くアセスメントの方法について
ある症状を呈する患者の動画を視聴し，患者アセスメント（初期評価とABCDEアプ
ローチ）を経験する。
先輩看護師の視点を学ぶ（同じ動画を使用して実施したラダーレベルⅡ以上対象の院
内KIDUKI研修時の患者アセスメント結果を提示）。

10分

休憩

60分

個人ワーク

模擬症例（アナフィラキシー，尿量減少，呼吸苦など）の患者アセスメントを経験す
る。ワーク後に講師が解説を行う。

20分

演習

効果的な報告の方法（SBAR）を学び，個人ワークの推論結果を他者に報告する。
報告を受けるロールプレイを経験することで，伝わりやすい報告とは何か考えること
ができる。

10分

54

まとめ

分かった」
「SBARを使った報告の仕方を臨床

ていると感じた」など難易度が高いという感

で実践したい」などの感想が多くあり，研修

想もあり，新人のレディネスと研修内容に乖

目的は妥当であると考えられました。一方

離があることが示唆されました。

で，「難しかった」
「医学的知識がないとアセ

また，これまでの研修は，複雑な病態にあ

スメントできないので，自分は知識が不足し

る患者の事例展開に半日もの時間をかけてい
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表３ 群馬大学患者急変対応コース 臨床推論＆KIDUKI研修プログラム
時間
45分

内容
講義

臨床推論について
休憩

10分
120分

グループワーク

臨床推論事例展開
身体診察や問診結果，検査データ，画像所見などの追加情報をファシリテーター
がグループごとに議論の進行状況を踏まえて提示し，診断を絞り込んでいく。
グループごとに適宜休憩を交えながら，受講生が主体的に進められるように配慮
している。
臨床推論の過程について，発表を通して他グループと学びを共有する。
休憩

60分
30分

講義

60分

グループワーク

コースオリエンテーション
事前学習内容に関するクイズ
キラーシンプトム（急変に結び付く可能性のある危険な兆候）について
急変への気づき能力の習得
ある症状を呈する患者の動画を視聴し，ケースディスカッションを行う。
休憩

10分
30分

演習

80分

シミュレーション

10分

まとめ

評価に基づく報告「SBAR」
応援が到着するまでの救急処置能力の習得
シミュレーターを用いて，患者急変対応場面のさまざまなシナリオをチームで複
数回経験する。
修了証授与，アンケート記入

ましたが，内容を吟味し，研修時間を終
日から半日へと短縮しました。事例展開
は，臨床で遭遇し得るいくつかの場面を
設定し，個人ワークで患者状態をアセス
メントし，その後講師が「先輩看護師の
思考過程」を言語化して受講者に伝える
ようにしました。
GWを廃止したことで，多角的な視点
を学ぶことや，受講者同士で学びを共有
することが難しくなりました。しかし，

資料 臨床推論＆KIDUKI研修の案内
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GWを継続していたとしても，2020年度
の新人に対しては「研修では密を避け，
できるだけ会話しない」ように教育して
きたため，受講者が戸惑い活発な議論は
期待できなかったかも知れません。今
後，感染予防と効果的な学習が両立でき
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るような研修方法を模索していく必要が
あると考えます。
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今後の課題
新人が２つのフィジカルアセスメントの研

現在は，ラダーレベルⅡ以上の看護師（希
望者）を対象に「群馬大学患者急変対応コー
ス 臨 床 推 論 ＆KIDUKI研 修 中 級 編 」
（ 表 ３，

修を通して臨床判断能力を獲得する過程にお

資料，
P.55）を行っていますが，今後はラダー

いては，実践の中で先輩看護師が自身の思考

レベル必須研修に組み込み，ラダーレベルに

過程を言語化し具体的に「伝える」ことが効

応じた臨床判断能力向上のための取り組みを

果的であると考えます。先輩看護師が「なぜ

検討していきたいと考えています。

そう考えたのか」を言葉にすることが新人の
リフレクションにつながり，経験知として身
についていきます。その結果，同じような状
況になった時に，過去の経験から臨床判断の
根拠を導き出し，目の前にいる患者のアセス
メントに生かすことができるようになってい
くのだと考えます。そのため，新人に臨床判
断の根拠を「伝える」ことができる人材を育
成することが今後の課題です。
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何を教える？
め
じ
は
と
こ
用
活
画
動
デザインの分野では，
「大事なのはツールを使うこと
ではなく，現実を変えることである」という格言があり

動画で
効果的な学びを
デザイン！

学習教材の
「作成の工夫」と
「効果的な活用」

ます。
オンライン授業や研修で使われる教材には，テキスト
教材をはじめ，PowerPointで作成した教材，ICレコー
ダーで収録した音声教材，スマートフォンやビデオカメ
ラで撮影した動画教材があります。そして，それらを統
合する学習環境として，WebサイトやLMS（ｅラーニン
グに必要な学習管理システム）があります。
こういった教材や学習環境は，すべてツールです。大
事なのはツールを使うことではなく，現実を変えるこ

C O V I D - 1 9により，
さまざまな制 限 下で授
業を行う必要が出てきました。中でも，学習効
果と学生たちの意欲を維持・向上させるため
にはこれまで以 上の工 夫が 求められます。そ

と。ツールありきではなく，学習活動を充実させるため
にツールを選ぶのが本筋と言えるでしょう。

の 一 つが ，動 画を活 用した 教 材 ではないで

私自身，教材開発のプロセスにおいて，無意識にツー

しょうか。そこで本特集では，動画教材に焦点

ルありきの罠にはまっていることがあります。そのた

を当て，動 画の作 成するポイントや授 業への
取り入れ方，
また，動画を活用した指導方法に

め，開発の節目で原点に立ち戻り，何を実現するために

ついて，
基本的なノウハウと取り組みの実践例

ツールを使うのかを自問自答するようにしています。動

を具体的にご紹介します。

画教材の活用でも同じことが言えます。
そこで本稿では，学習者に教えたい事柄を明確にした
上で，学習活動に必要な動画を準備し，活用するための
考え方を紹介します。先ほど，動画を「制作する」ので

北海道大学

オープンエデュケーションセンター
博士研究員
STUDIO MEMBRANE
デザイナー

田中宏明

2018年京都芸術大学通信制大学院修士課程（芸術教
育）修了。2008年多摩美術大学プロダクトデザイン専
攻卒業。専門はデザイン。2014年より，北海道大学オー
プンエデュケーションセンターで教材制作・広報物のデ
ザインに従事。自らの作品制作を通じ，デザインの考え
方を教育に応用する方法を探求している。

はなく，
「準備する」と述べました。これには理由があ
ります。例えば，熟達者がベッドメイキングを実施する
様子をスマートフォンで撮影したとします。この動画は，
そのままでは教材にならないでしょうか。そんなことは
ありません。素材そのままであっても，うまく学習活動
に組み込めば魅力的な教材になるはずです。そのため，
本稿では動画編集のテクニックについては扱いません。
それでは，学習活動を踏まえて動画を活用するための
思考法を，３つのプロセス（表１）に沿って考えていき
ましょう。
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表１ 動画を活用する
ための思考法
①教えたい事柄を整
理する

②どのような授業・
研修にしたいかを
整理する

③動画の活用方法を
検討する

表２ ガニェの学習成果の５分類
学習成果

成果の性質

成果を表現する動詞

言語情報

名前や年号などの与えられた情報を記述／説
明して再生できる

記述する／説明する

知的技能

分類方法や計算方法などの約束事を学び，そ
れを未知の例に適用できる

区別する／確認する
分類する／例証する

認知的方略

自分の学びをより効果的にするために戦略的
に知的技能を応用できる

採用する／応用する
工夫する／改善する

運動技能

筋肉を使って体をコントロールすることで一
定の課題を成し遂げられる

実行する／実演する

態度

ある物事や状況を選ぼう／避けようとする気
持ち

選択する

教えたい事柄を整理する
初めに，学習者に何を教えたいのか，どの
ような学習成果を望んでいるのかを改めて確
認します。学習成果を検討するには，教育分
野で参照されている「ガニェの学習成果の５
分類」（表２）が役立ちます。教えたい事柄
を，ぜひこの５分類で整理してみてください。
授業や研修でスポットライトを当てるべき事柄
を体系的に把握でき，学習者に到達してもらい
たい学習成果をイメージしやすくなります。
では，「学生がベッドメイキングを習得す
る授業」を例に，学習成果の５分類を具体化
してみましょう。皆さんは，どのような基準
でベッドメイキングを習得したと評価するで
しょうか。学生は，何ができるようになるべ
きでしょうか。それは，５分類のどこに分類
されるでしょうか。

鈴木克明：放送利用からの授業デザイナー入門〜若い先生へのメッセージ〜，
日本放送教育協会，1995.を参考に筆者作成

表３ 「ベッドメイキングを習得する授業」で望む
学習成果
言語情報（指定されたものを覚えること）

ベッドメイキングに必要な道具を説明できる
ベッドメイキングの手順を知識として説明できる
ベッドメイキングのポイントを知識として説明できる
ボディメカニクスのポイントを知識として説明できる

知的技能（規則を未知の事例に適用する力）

患者がいる場合といない場合の違いを区別できる
シーツにシワができる原因を例証できる
角の折り込みが正確な三角にならない場合の原因を例
証できる
ボディメカニクスの考え方を介護やスポーツに応用で
きる

認知的方略（自分の学習過程を効果的にする力）
実技テストのチェック項目を参考に，学習方法を工夫
できる
看護教員の実演と比較して，自身のベッドメイキング
を改善できる
同級生と比較して，自身のベッドメイキングを改善で
きる

運動技能（筋肉を使って体を動かす／コントロー
ルする力）
ボディメカニクスを活用して，シワのないベッドメイ
キングが実演できる

態度（ある物事や状況を選ぼう／避けようとす
る気持ち）
患者の安全・安楽に配慮することを選択できる

私は看護技術については素人ですが，教材
開発の専門家としてベッドメイキングの動画

のかを，自己省察することができます。この

教材を開発したことがあります。開発にあた

例では，ベッドメイキングやボディメカニク

り，熟達者にベッドメイキングのコツを教わ

スに関する「言語情報」と「知的技能」，実

り，失敗を重ねながらノウハウを体得しまし

技テストに向けて自ら学び方を工夫できる

た。当時の経験を基に，学習成果を表３のよ

「認知的方略」
，実際にボディメカニクスを活

うに整理してみます（皆さんも個々に考えな

用してシワのないベッドメイキングができる

がら読み進めていただけると幸いです）
。
こうしてみると，授業で何を伝えたいの
か，学生にどのような学習成果を望んでいる

「運動技能」
，患者の安全・安楽に配慮する
「態度」
，これらの育成に力を注ぐことになる
でしょう。
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動画で効果的な学びをデザイン！ 学習教材の
﹁作成の工夫﹂
と
﹁効果的な活用﹂

では，どのような学習活動が効果的なので

はお手本を観察して気づいたことをメモしま

しょうか。そして，どのように動画を活用で

す。その後，学生はグループに分かれ，発見

きるのでしょうか。

したノウハウをシェアします。そして，前提
知識なしにベッドメイキングに取り組み，グ

どのような授業，
研修にしたいかを整理する
教えたい事柄を整理できたら，授業や研修

ループ内で演者と観察者のどちらの立場も経
験します。最後に，すべてのグループが同じ
場所に集まって，発見したノウハウをシェア
し，ディスカッションします。

でどのような学習活動を実施するかを考えま

あくまで仮定の話ですが，このような授業

す。この段階では，動画を使うかどうかは不

であれば，学生が運動技能と言語情報を相互

問です。

に結びつけて学び合うプロセスを実現できる

ここでも，学生がベッドメイキングを習得
する授業を例に考えていきます。授業のゴー
ルは，「ボディメカニクスを活用してシワの

かもしれません。
さて，これでようやく動画の活用について
検討する準備ができました。

ないベッドメイキングを行う」という「運動
技能」の習得です。
ところで，ベッドメイキングのような「運
動技能」は，「言語情報」「知的技能」「認知

動画は，イメージトレーニングなどの「シ

的方略」「態度」のすべてが結びついた結果，

ミュレーション」
「観察」
，良し悪しの「評価」

実践知として身につくのかもしれません。手

を促す活動で効果を発揮します。時間軸があ

技を体で覚えていても，なぜそのような手順

る視聴覚資料なので，ベッドメイキングなど

を踏むのかといった仕組みや原理を知らなけ

のプロセスをまるごと伝えることができま

れば，問題が起こった時に対処できません。

す。熟達者による手技のお手本や，よくある

反対に，知識偏重で体が動かないのも困って

失敗例を示すのに最適です。

しまいます。どちらもバランス良く習得すべ

しかし，動画を見たところで「運動技能」

きです。そう考えると，「運動技能と言語情

が身につくわけではありません。動画はあくま

報」「運動技能と知的技能」
「運動技能と認知

でも，運動技能を身につけるための道具にすぎ

的方略」
「運動技能と態度」というように，

ません。当たり前のことですが，このことを意

運動技能とその他の領域を結びつけながら学

識して動画を活用する必要があるでしょう。

ぶ授業が望ましいでしょう。

さて，ここでもう一度，
「大事なのはツー

例として，運動技能と言語情報を結びつけ

ルを使うことではなく，現実を変えることで

る授業を考えてみます。ベッドメイキング

ある」という格言に立ち戻りましょう。動画

（＝運動技能）を実践し，学生が自ら発見し

を使うことではなく，学習者の学びの質を変

たノウハウ（＝言語情報）をシェアする授業

えることが本来の目的でした。したがって，

を想像する方もいるのではないでしょうか。

学習者に身につけてほしいことを基準に，動

もう少し具体化してみます。まず，学生に
教員のお手本を一度見せます。その際，学生
86

動画の活用方法を検討する
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画を活用する方法を検討すべきです。
動画は，学習者にとって未知の体験をシミュ

➡続きは本誌をご覧ください

