
1 研究背景

小児看護学実習において、看護学生は子どもや家族

とのコミュニケーション、小児特有のケア、小児との

遊びなど、様々な困難に直面する。さらに、不慣れな

環境への適応や実習記録など、複数の課題にチャレン

ジしなければならない。看護学生の主な不安として、

実習前は子どもや家族との接し方で、実習中は実習記

録であるとされ、実習期間や実習環境に合致した到達

目標かどうか見直す必要があるといわれている１）。保

健看護学科の３年次～４年次に開講される小児看護学

実習は、共通した到達目標と課題を設定しているが、

本学の看護学生数が一学年約120名である現状から、

一つの実習施設のみで臨地実習をおこなうことは困難

な状況にある。結果的に、学生によって実習施設が異

なり、受け持ち事例も、呼吸器疾患や胃腸炎などの短

期入院加療が必要な疾患から、ネフローゼ症候群など

の慢性疾患、小手術目的の入院、さらには気管内吸引

や経管栄養といった医療的ケアが必要な重症心身障が

い児など、多岐にわたる。看護学生の臨地実習におけ

る困難感や学びのプロセスは、実習施設それぞれで異

なったものであることが考えられるため、教員はそれ

ぞれの実習施設の特徴に合わせた効果的な教育支援を

することが求められる。先行研究においては、小児看

護学実習における受け持ち実習での学生の困難感や学

びには着目されているが、その中でも重症心身障がい

児を対象とした実習についてはあまり報告がされてい

ない。重症心身障がい児を受け持つことは、学生にとっ

ても不安やストレスが多いことが予測されるため、学

生の困難感や学びのプロセスを踏まえた柔軟な教育的

支援が求められる。

小児看護学実習の概要

小児看護学実習は既修の小児看護学や小児看護学演

習といった学内での学習を基盤として、あらゆる健康

レベルにある子どもとその家族への看護を習得するこ

とを目指す臨地実習科目である。本学科の小児看護学

実習は、健康な子どもと必要な養護の理解を目指す保

育園実習（２日）、保育園のまとめと病院実習準備と

しての学内実習（２日）、健康障がいをもつ子どもと

家族の理解や看護援助の習得を目指す病院実習（８日）

３週間の実習で構成されている。

2 目的

本研究の目的は、心身障がい児を多く受け入れてい

る病院で小児看護学実習をおこなった学生が抱く不安

や困難感、学びに影響する要因を明らかにし、学生の

学びを深めるための有効な教育的支援・方略について

検討することである。

3 研究方法

3.1 対象

本学科４年生のうち、心身障がい児を多く受け入れ

ている病院での小児看護学実習を終えた学生44名を対

象に調査へのリクルートをおこない、同意の得られた

５名を研究対象者とした。

3.2 データ収集方法

本研究メンバーのうち対象学生の実習指導を直接担

当しなかった１名が司会者、１名が観察者及び録音担

当者となり、１回60分程度のフォーカスグループイン

タビューを計３回おこない、データ収集をおこなった。

グループの人数は、インタビュー時間内にメンバーが

十分に意見を言えるよう１グループ２～５名の学生と

した。インタビューの実施場所は、本学の教室とした。

インタビューの内容は研究協力者の了解を得て録音し、

逐語録として文字化し、データとした。

インタビューでは、実習開始前から実習終了後にお

ける不安や困難と感じたこと、それをどのように克服

していったのかについて対象者に自由に語ってもらっ

た。

3.3 データ分析方法

本研究では質的帰納的にデータ分析をおこなった。

まず、逐語録を精読し、研究の問いを意識しながら文

章・段落を切片化し、その意味を損ねないよう圧縮し

コード化した後、事例ごとに実習での困難がどのよう

な学びとなったかについて、構造図を作成し特徴を把

握した。次に、全事例それぞれのコードについて類似

―9―

中部大学教育研究 №12（2012） 9－18

小児看護学実習における看護学生の実習困難感と学びの実際

－心身障がい児とその家族とのかかわりを通しての学び－

清水 いづみ・畑中 めぐみ・大村 政生・山田 恵子

石井 真・山田 知子・石黒 彩子



性・相違性を検討しながら類型化し、サブカテゴリー・

カテゴリーへと抽象化をおこなった。分析にあたって

は、研究者間でコード・サブカテゴリー・カテゴリー

の合意が得られるまで繰り返し討議することで、分析

の確証性の確保に努めた。

3.4 倫理的配慮

本研究は、本学の倫理審査委員会での承認を得てお

こなった。研究協力を依頼するにあたり、研究の目的、

方法、自由意志の尊重、参加拒否の権利(実習評価や

その後の教育に一切影響しないこと)、研究途中での

不参加の保証、匿名性の保持、記録の保管と処分方法

について文書と口頭で説明し、同意書への署名の得ら

れた者を研究対象とした。

4 結果

対象者５名の受け持ち患児の概要は（表１）に示し

た。また、心身障がい児を多く受け入れている病院で

小児看護学実習をおこなった学生が抱く困難の実際、

学びに関連する要因そして、学びの実際に関する概念

については（表２）に示した。以下、結果を述べるに

あたり、カテゴリーを【 】、カテゴリーを説明する

サブカテゴリーを＜ ＞と示す。さらに会話の一部を

挿入する際には斜字で示し、会話に補足が必要な場合

には（ ）で補った。また、挿入の最後には事例番号

を示した。

4.1 困難の実際

心身障がい児が多く入院する病院で小児看護学実習

をおこなった学生が抱く不安や困難感としては、【受

け持ち患児との言語的コミュニケーションやかかわり

への困難】【家族とのコミュニケーションに関する困

難】【看護技術やアセスメントへの自信のなさ】【生

命への影響が大きいと感じるケアへの不安】【指導体

制や同一でない指導内容への困難】の5つのカテゴリー

が形成された。

1） 受け持ち患児との言語的コミュニケーショ

ンやかかわりへの困難

学生は心身障がい児との対面で、【受け持ち患児と

の言語的コミュニケーションやかかわりへの困難】を

感じていた。学生は心身に障がいがある受け持ち患児

の吃音障がいや言語中枢の障がいにより＜言語的コミュ

ニケーションをとおしたかかわりが持てない＞ことや

障がいにより表情などから＜患児の反応や感情の読み

取りの難しさ＞を感じていた。

言葉はまず喋れなくて、目も合わない感じで、何か

ずっと上見てて、表情がなくて、笑うとか泣くとか

なくて。苦しいときだけ体がのけ反ったりとかする

子で、（中略）何か全然わかってあげられないって

いうのがあって。（事例Ａ）

クリスマス会で、何て言うんだろう。反応っていう

のかな、患児の反応があんまり、音とかそういうも

のに関してあまり反応がないから、こっちも何か楽

しんでるのか、ま、泣いてないからまあ楽しそうな

のかなって思ったりとかちょっと、いわゆるその子

の感情が何か読み取れない部分が多かったので。

（事例Ｄ）

また、これまでの実習では成人期や老年期の患者を

対象に実習をおこなっているが、小児看護学実習では

対象が小児期であるという特性上、＜泣かれることへ

の戸惑い＞や、＜リハビリテーションに患児の気持ち

を向けることへの難しさ＞を感じていた。
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何かやっぱ、やりたくない時はやりたくないし、や

りたいって時は装具つけずにベッドに立ったりとか。

看護師さんが見てないと１人で立つ。私が介助で立っ

ても危ないと思って。（事例Ｂ）

2） 家族とのコミュニケーションに関する困難

小児看護学実習では家族とのかかわりが重要になっ

てくるが、学生は【家族とのコミュニケーションに関

する困難】を感じていた。家族の面会が少ない児を受

け持った学生は＜母親不在で情報収集ができず患児と

のコミュニケーションが不安＞と感じていた。

情報収集するときに、親からの情報が収集したいっ

て思ってたんですけど両親もなかなか来なくて、２

週間の実習中の最後に初めて両親とお会いしたんで

すけど、それでなかなか情報も取れなくて、初日は

すごい『これから2週間どうやってコミュニケーショ

ンとってったらいいんだろう』って（思った）。（事

例Ｃ）

また、双子で入院している一方を受け持った学生は

受け持ち患児だけでなく、きょうだいともコミュニケー

ションをとらなければ、受け持ち患児への看護にも影

響を及ぼすことを理解してはいるものの、＜きょうだ

い双方にかかわる難しさ＞を感じていた。

今までの実習だったら１人を受け持って、１人を援

助するとか、そういったところがあったんですけど。

今回は双子を受け持ったので、一緒にみないといけ

ないんですけど、最初はすごい一生懸命、病態とか

状況とか把握しようと思って、受け持ちさんばっか

りの看護ばっかりになってしまって、きょうだい関

係にうまく一緒に入り込めなかったというのもあっ

て。（事例Ｂ）

3） 看護技術やアセスメントへの自信のなさ

学生は【看護技術やアセスメントへの自信のなさ】

を感じていた。学生は患児への看護技術の提供やアセ

スメントに関して事前学習や臨地での指導を得ている

ものの、＜患児情報の少なさ＞の中でアセスメントし

てかかわることを大変に思ったり、患児に術後の痛み

がある中で看護を提供しなければならない＜小児の術

後看護への戸惑い＞を感じていた。

Ｒ病院では、小さいころからずっと何年も（利用し

ている）っていう子が多いんですけど、ちょうどこ

の子は受け持った時に入院したばっかの子で、担当

の看護師さんも、まだあんまり情報がうまく取れて

ない子だったので。（中略）いろいろ、その、看護

師さんのかかわりとか、そのお母さんがどんなふう

にかかわってるとかを見ていくうちに、こうしたら

いいのかなっていう考え方で、何とかちょっと探り

探りで。（事例Ｄ）

（患児が）術後で陰洗（陰部洗浄）をする機会があっ

て、その時に足を少しでも動かすとすっごい痛いっ

ていうので、陰洗は、今まで（の応用実習で）は

（股関節を）開けてやってたんですけど、それがで

きなくて（大変だった）。（事例Ｅ）

4） 生命への影響が大きいと感じるケアへの

不安

さらに学生は、重度の障がいをもつ受け持ち患児が

必要とする【生命への影響が大きいと感じるケアへの

不安】を感じていた。突然起こる＜てんかん発作時の

対応の不明さ＞に苦慮したり、筋緊張や関節拘縮によ

る姿勢異常や骨折のリスクを考慮した清潔ケアや抱っ

こなどの日常生活援助をおこなうことは学生にとって

は、＜高い技術を求められるケアを実施することへの

怖さ＞につながっていた。

受け持ち患児はてんかんももってて、１回普通に見

たときに、ちょうど眼振（眼球が無意識に動く現象）

があって、突然起こるので、どうしたらいいんだろっ

て感覚になってて。（事例Ｄ）

怖いっていうのは、この子が骨折しやすいとか、姿

勢異常とか気管切開とかチューブが出てたりとかい

ろいろしてて、ケアをするときに清拭も怖かったし、

シャワー浴も怖かったし、ケアがすごく怖いって感

じました。（事例Ａ）

5） 指導体制や同一でない指導内容への困難

複数の病棟を1人の教員が指導に当たっていたため、

教員が不在になることや、教員－指導者間や指導者同

士で指導内容に違いが生じると【指導体制や同一でな

い指導内容への困難】を学生は感じていた。具体的に

は病棟を移動する教員をみて＜多忙な教員への声のか

けづらさ＞を感じたり、術後の患児への清潔ケアにお

いて、学生は教員と指導者で指導内容が異なっている

ように感じ、＜指導者と教員のケア方法の違いへの困

難感＞を感じていた。

（陰部洗浄の方法を）教えてもらうのは学校の先生

なんですけど、実際に現場につくのはR病院の人だ

と思うんで、やる場面で必要物品の時点で食い違い
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が生じていて、どっちも正しいと思うんだけど、どっ

ちにやってけばいいのかなと思って、どうしたらい

いですかねっていうのを相談して、先生と私と３人

でどういうふうがいいのかなっていうのを話し合っ

てやっと決まった。（中略）（実習施設での方法を教

員に）説明したんですけど分かってもらえなかった

のがちょっと一番しんどかったですね。（事例Ｅ）

4.2 学びに関連する要因

学びに関連する要因としては、外的要因と学生自身

の内的要因に分けられた。外的要因としては【学生の

不安な心情に寄り添う教員や指導者】【教員や指導者

に相談することへの躊躇】【指導者や教員の実際的な

サポート】【肯定的なフィードバック】【学生同士で

共有しあえる状況】【学生同士で共有しにくい状況】

の６つのカテゴリー、また学生自身の内的要因として

は【障がい児の母親の気持ちを知りたいという思いと

患児への寄り添いの気持ち】【自分を否定される怖さ

と回避】【自分の力で困難に対応する】【望ましい看

護師像】の4つのカテゴリーが形成された。

外的要因

1） 学生の不安な心情に寄り添う教員や指導

者

学生は、＜受容的なかかわり＞の指導者や教員の存

在を認識すると、＜気持ちを打ち明けやすい心理的な

距離＞にいると感じ、受け持ち患児とかかわる際の怖

いという気持ちを表出することができていた。

先生とか、指導者さんが「そのときどう思ったの」

とか、何かそうやって、気持ちを振り返って言って

くれたりとか、どう感じてても、受容っていうか、

「ああ、そう思ったんだね」とか言ってくれたから、

たぶん「怖い」っていうことも言えたし。（事例Ａ）

2） 教員や指導者に相談することへの躊躇

複数の病棟で実習している学生の指導にあたる教員

の姿を見ていた学生は＜忙しそうな教員へのサポート

や指導への遠慮＞をしたり、＜教員とのかかわりのな

さ＞を実感していた。また学生は＜口数が少ない指導

者＞には不安な気持ちは相談しにくく相談することを

躊躇していた。

病院に１人しか先生がいなくって、先生が大変そう

で受け持ちの患者さんを理解してくれてないわけじゃ

ないんですけど、深く先生が１人ずつの情報を持っ

ているというわけじゃたぶんなくって、病棟にいる

時間も少なくって、病棟来てくれてちょっと記録を

見てみたいな感じだったので（中略）タイミングと

か、なんか聞きにくくって。（事例Ｃ）

指導者さんも何も指導してくれなかったわけじゃな

いんですけど、ただ、ちょっと口数が少ない指導者

さんな感じだったので（中略）でも処置のときとか

は一緒に横に立ってくれて、一緒に手順も教えてく

れてしたので、技術面でとかではそんなに困ってな

いんですけど、一番困ったのではコミュニケーショ

ンだったので。（事例Ｃ）

3） 指導者や教員の実際的なサポート

学生は様々なケアを経験する機会を与えられ、指導

者から適切な情報提供を受けたり、共にケアに取り組

んでもらい技術面のサポートを受けたりすることによっ

てケアが怖いという思いが軽減されていた。また、指

導者や教員が＜役割モデルとなって患児の示すサイン

の読み取りを助ける＞ことで、学生自身もその感覚を

つかむことができていた。

本当にどこからこの子の感情を読み取っていいのかっ

ていうのが最初全然わかんなかったんですけど。指

導者さんとか先生とかも、積極的に看護にかかわっ

てたので「あ、今痛いね」とか、何か、あの「サチュ

レーション上がってきてるから、今は楽なんだね」

とか。何かそういうことを、あのフィードバックし

てる部分を直接見せてくれたので、「あっ、こうい

うことから読み取ってけばいいんだ」っていうのが

分かって。そこからは何か感覚をつかめたっていう

か、っていう感じでした。（事例Ａ）

4） 肯定的なフィードバック

学生は＜教員からの肯定的なフィードバック＞を受

けると、学びの意欲が促進させられていた。また学生

は＜自分のかかわりで泣き止む患児＞という、患児へ

のかかわりに対して患児から肯定的なフィードバック

を受けることでも学習意欲が促進されていた。

ほんとにそれがその子に合ったケアなのかってこと

とかも考えると、やっぱり何か、ただ指摘だけじゃ

なくて、でもこの子にはこういう状況があるから、

ここはよかったよっていうふうに言ってもらった方

が、やっぱり初めてのことなので、何かよかった、

この考え方はよかったんだなって思えるので。（事

例Ｄ）

5） 学生同士で共有しあえる状況

学生は、＜これまでの実習で築いた仲間との関係や、
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患児の状態を分かりあえる友人＞とは、実習での困難

を分かち合うことができると考えていた。

学生間は、今までの積み重ねももちろんあるんです

けど、病棟のメンバーとの結びつきが、強いかなっ

て思ったんですけど。ケア度が高かったので、お互

いにケアを一緒に手伝ったりすることで、患者さん

を一緒に見てるっていうか分かっているのね、どう

いう子か。だから、「こういうことがあってさあ」っ

ていうのがとても言いやすかったですね。（事例Ａ）

6） 学生同士で共有しにくい状況

一方で、１つの病棟における学生の人数は２～３名

と少人数であるため、＜学生が２名だけでカンファレ

ンスにならない＞と感じる学生もいた。また、自分よ

り＜大変そうな他学生への相談の躊躇＞を認識してい

た。

１人の意見しかもらえないから、あんまり自分的な

知識それでいいのかなとか（自分の知識が正しいの

かなという）、不安のほうがなんか、強かった。逆

に質問するとこで不安のほうが強かった気がします。

解決っていうよりか。（事例Ｂ）

何か、（他の学生は）大変だしなってって思っちゃっ

て、何か自分の方は、ある程度安定してる子だった

ので、なので、何かなあって、ちょっと大変だし、

変に何かこっちの悩みとか言うのもなって思っちゃ

う部分があって。（事例Ｄ）

内的要因

7） 障がい児の母親の気持ちを知りたいとい

う思いと患児への寄り添いの気持ち

学生は、障がいをもつ母親は大変そうであるという

思いや、母子は親密な関係というイメージを実習前に

もっていた。そして、実習が始まると＜大変な状況で

も子どもを可愛がる障がい児の母親＞の存在を目の当

たりにし、＜障がい児の母親の気持ちを知りたい＞と

望んでいた。

カルテのところに、その胃ろうの造設のことがあっ

て、少し、指導者さんからも胃ろうの造設に関して、

いろんな、何回か説明があった上で、胃ろう造設に

至ったんだよって話を聞いてたので、ちょっと（お

母さんに）聞いてみたくなったんですよ。私も。やっ

ぱり、実際どうなのかなって。その、やる前は確か

にすごく体重もすごく軽い子だったので、やっぱり

口から物も食べれないしっていうふうで、すごいな

んか、栄養がすごく大事っていう部分があったので、

（母親が）「じゃあ、いいです（了承します）」って

言った後に、実際それ（胃ろう）を見るっていうの

があるので、同意はしてても見るとどうなのかなっ

ていうのはあったので。（事例Ｄ）

また、実習前のイメージとは逆に、面会に来ない母

親に対しては＜自分の母子イメージと実際とのギャッ

プによる葛藤と子どもへの同情＞を感じていた。さら

に学生は、母親の気持ちを考えることで、障がいをも

つ患児に対する母親の自責の念を感じ取り、その上で

患児に寄り添いたいという＜母親の心情の理解と患児

への寄り添いの気持ち＞をもって実習に取り組んでい

た。

もう全然（お母さんが）来なくって、で、ある服し

か着れなくって、もうそれはもうめっちゃ小っちゃ

くって、もうそれでもそういう、子どもがどんどん

大きくなってきて、そのサイズに合った服を買わな

いっていうのもなんか。（中略）無責任だなあって

ちょっと思っちゃいました。（事例Ｃ）

お母さんの立場になって考えたら、もしかしたら、

その、自責の念みたいのもあるかもしれないし、心

がついていかない状況なのかもしれないし、そのど

んどん悪化してくっていうか、いろいろチューブと

かつながっていく姿を見て、つらいかなとか（中略）

子どもの気持ち、お母さんへの、甘えたいという気

持ちはたぶんあるって思ってたので、子どもだから、

だから、そこを、満たしてあげたいけど、自分では

お母さんの代わりはできないので、どうしたらうま

く、満たせてあげるのかなあっていう部分は、どう

しよう、どうしようって（考えた）。（事例Ａ）

8） 自分を否定される怖さと回避

学生は、＜教員に怒られたり否定されたりするのが

嫌＞と感じており、それまでの実習ではそうならない

ように指導者と教員でケア方法が違った時には、その

場でどちらかの指導に合わせていた。

１日目は、その、指導者さんがメインで清拭をやっ

て、で、次の日は私が計画を立てて、それを指導者

さんに見せて、で、先生と一緒にやったんですけど、

先生にそこで、「そのやり方は違うでしょう」って

言われて。（中略）また指導者さんと次入ったとき

にはそのやり方でやったら、また言われて、何かそ

れをすごい嫌でした（笑）（中略）その時は、その

人の。入った先生とかにもう合わせるしかない。言
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われるのも嫌だし。（事例Ｂ）

9） 自分の力で困難に対応する

学生は、知らないことをたくさん知りたいという思

いや、負けず嫌いで何度も挑戦する姿勢をもっていた。

そして、＜分からないことは自分で調べる＞行動をとっ

たり、困難に対しては＜教員・指導者へのサポート要

請＞を自らおこなうなどの主体性のある行動が見られ

た。

肺の音聞くとかでも、指導者さんに「あ、こんな音

聞こえるでしょ」って言われても、自分は聞き取れ

なくても、何かそれ、何か。指導者さんに聞こえて

るから、私に聞こえないわけないから。（中略）聞

こえるまで挑戦するみたいな。（事例Ｃ）

10） 望ましい看護師像

学生は、＜看護師はこうあるべきとか、献身的に看

護するイメージがある＞といった望ましい看護師像を

抱いており、＜看護学生は障がい者に対してマイナス

な感情を抱いてはいけないという思い＞があった。

何か「看護師ってこうあるべき」みたいなのとかが

多分あったりとか。（中略）何か、そのかかわりと

か実際に見れて、指導者さんとか、あの、先生とか。

（中略）「きっとそんなこと（生きるって何だろうと

か）思ってないんだろうな」って思ったし、先生た

ちは。（事例Ａ）

4.3 小児看護学実習での学び

小児看護学実習をとおした学びとしては、【患児が

発する非言語的サインを読み取る重要性】【子どもの

気持ちや発達段階を理解した看護の重要性】【看護技

術への自信】【母親の思いと母親の存在の大きさへの

気づき】【障がい児の生きる意味についての考えが深

まる】の５つのカテゴリーが形成された。

1） 患児が発する非言語的サインを読み取る

重要性

学生は患児との言語的コミュニケーションがとれな

いことに困難感を抱きながらも、患児に寄り添いなが

ら観察をつづけることで、患児の表情や目や手の動き、

バイタルサインの安定など非言語的サインを読みとる

ことができ、＜患児の示す小さなサインから介入の喜

びを見つける＞ことができていた。

遊びのかかわりをした時に、コミュニケーションが

とれないっていうとこで悩んでたんですけど、楽し

いとか嬉しいとかいう気持ちを共感できたかなって

（中略）「今日、何描くんだっけ」って言うと「あ、

あ」とかって発語がみられて。バイタルサインも安

定して、酸素（SpO2：経皮動脈血酸素飽和度）も

上がったり、表情も笑った顔になって、それでとっ

ても嬉しかったです。（事例Ａ）

また学生は、非言語的サインの細かな変化を読み取

ることができるようになると、＜目の動きとSpO2の

変化で反応が分かり、自分の存在を認めてくれている

ことを実感する＞という経験を通して達成感を得るこ

とができていた。

酸素（SpO2）が上がって、状態が安定してるから

不快ではないんだろうなって感じでした。で、自分

がベッドサイドに行くと、自分に反応示してくれて

目が動いたりして、私の存在をちゃんと認めてくれ

ているんだなって思って、それに達成感がありまし

た。（事例Ｃ）

2） 子どもの気持ちや発達段階を理解した看

護の重要性

学生は、実習当初は患児ばかりにかかわっていたこ

とに怒った双子のきょうだいや、リハビリへの気分に

ムラがある幼児期前期の児へのかかわりに困難感を抱

いていた。しかし、患児やその家族とのかかわりを通

して＜患児の気持ちに添って、リハビリ意欲を引き出

す大切さ＞を学びとしていた。

お姉ちゃんが居ることで、妹（患児）が精神安定し

てる部分もあったので、そこで上手く一緒にかかわ

りを見ていくことで、患児の歩けるっていうかその

リハ（リハビリテーション）の目的が向上っていう

か。（事例Ｂ）

また、学童期の児を受け持った学生は、＜発達段階

を考慮した個別性のある看護の理解＞ができていた。

やっぱり小児だと勉強もやらなきゃいけないし、運

動とか、学校のことも考えるっていうのがすごい新

しいなって思いました。（事例Ｅ）

3） 看護技術への自信

受け持ち患児には異常姿勢があり骨折しやすく、気

管切開部のケアなど生命への影響が大きいと感じるケ

アを提供する必要性があることへの怖さを感じていた

学生は、前述した＜学生の心情に寄り添う教員や指導

者の存在＞＜学生の主体的な学びを助ける教員や指導
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者のかかわり＞といった要因によって＜ケアに対する

自信をつける＞ことができていた。

指導者さんが、「じゃあどこが怖いか、何が怖いん

だろう」って一緒に振り返ってくれて（中略）で、

手順を書いてきたら、ちゃんと指導者さんが見てく

れて、ケアに臨む時に、不安が完全に払拭されたわ

けではないんですけど、当初感じてたよりも、自信

をもってできたかなって思います。（事例Ａ）

4） 母親の思いと母親の存在の大きさへの気

づき

実習中に直接受け持ち患児の母親と会う機会のなかっ

た学生は、指導者からの母親の面会状況に関する情報

提供や、実際に他の入院児が母親と面会する際に示す

言動を通して、＜母子の絆と母親の強さを実感＞して

いた。また、同様に、母親の疲労感から付き添い入院

の大変さを実感しつつ、一方で母親が付き添いケアを

おこなうことによる患児の安心感を学び取り、＜入院

中の母子関係の理解＞を深めていた。

さらに、受け持ち患児の小さな体につくられた胃ろ

うに衝撃を受け、子どもにとってその理由が理解でき

ないまま受けた胃ろう造設に「すごく心が痛む」と何

度も語っていた。そういった学生自身の気持ちを母親

の気持ちと重ね合わせ、母親の胃ろう造設を受容した

思いをカルテから知り、母親にも直接その思いを尋ね

たいという積極的な傾聴をとるようになっていた。そ

ういったなかで、学生は、＜母親の思いを考慮してか

かわることの大切さへの気づき＞ができていた。

やっぱり医者とか看護師さんとかもその人の気持ち

になって、その人が何を不安に思ってるのかをしっ

かりと理解した上で説明を加えていくことで、その

お母さんが（胃ろう造設を）受け入れるに至ったん

だなと、そのお母さんの話から思いました。（事例

Ｄ）

5） 障がい児の生きる意味についての考えが

深まる

心身障がい児が多く入院している病院での実習を通

して、学生は【障がい児の生きる意味についての考え

が深まる】という学びを得ていた。学生は、実習前の

障がい児とのかかわりの経験値や障がい児に抱くイメー

ジをもとに、実際のかかわりや他学生の経験を共有す

るなかで、＜障がい児への理解を深める＞ことができ

ていた。そして、＜障がい児の生きる意味について悩

みつつも答えを見つける＞といった、実習終了後にも

引き続き障がい児の生きる意味について答えを見つけ

ようとし、実習後の講義での話から自分なりに看護の

意味を見出すことができていた。

看護の手が何もなくなってしまったら（患児は）亡

くなってしまうんじゃないかとかっていろいろ考え

てしまいました。（中略）実習の時は、（患児の）反

応をちょっと引き出せて、嬉しいと思ってくれたか

らその生きていることに意味がある、輝きがあって

よかって自己解決したんですけど、腑に落ちないで

いた。（実習後の先生の話で）その初めてストンと

落ちて、自分がかかわった看護が、その子の人生に

とって少しでも意味があったのかなって思った。

（事例Ａ）

また同様に学生は、実際に児とかかわって、障がい

をもって生きることについて＜障がいがあってもでき

ることがある、生かされているだけではないという考

え＞に至っていた。

一番最後に行きついたのは、障がいも個性、しょう

がない（中略）テレビとか見て、障がいがあるから

何もできないんじゃないんだなって。あの子にも夢

があるんだなって思った。（事例Ｃ）

5 考察

心身障がい児を多く受け入れている病院で小児看護

学実習をおこなった学生が抱いた困難には、外的要因

と内的要因が学びに影響し、学びにつながっていたこ

とが明らかとなった。本章では、学生が認識した実習

での困難感のうち、コミュニケーションへの困難や生

命への影響が大きいと感じるケアをどのように学びへ

とつなげていくか、また学生の障がい児・者への認識

と学びのプロセスについて考察する。

5.1 患児とのコミュニケーションの困難

患者とのコミュニケーションがうまくとれるかどう

かは、学生の実習に対する大きな不安のひとつである

が２）、本研究においてもインタビューに答えた学生５

名のうち４名がコミュニケーションの困難を挙げてい

た。学生は患児や家族との言語的コミュニケーション

を主たる手段として看護上のニーズを把握し、必要な

看護を見出していく。そのため、今回の実習のように

患児との言語的コミュニケーションからニーズが知り

得ないことは、学生の実習困難感を高める要因となり

得る。また、コミュニケーションに対する困難感を抱

く要因として、「患児のことを解りたい」という対象

との相互作用への学生の前向きな気持ちが困難へと向

かわせていたと考えられる。学生は、言語的コミュニ
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ケーションが難しい患児とのかかわりに不安な気持ち

を抱きながらも、患児に寄り添い根気よくかかわるこ

とを続けることによって患児の示すわずかな表情の変

化や反応に気付き、その学びを起点として患児の捉え

方に変化を生じさせていた。河内ら３）は、実習でのい

い経験ができたという満足感や達成感は、評価される

存在としての学生自身の自己評価を高めることになり、

実習そのものに対する意欲を引き出し、反応に呼応す

ることになると述べている。今回のインタビューにお

いても、重度の脳性麻痺児を受け持った学生は、学生

の遊びの介入によりほとんど発語がみられない患児が

嬉しそうな表情をし、言葉にならない声を出すといっ

た患児の変化を捉えられたことに、喜びと達成感を感

じていた。また、患児の状態の安定した様子や目の動

きといったわずかな変化から、自分の存在を認めてく

れたと実感することによって達成感を得ていた学生も

いた。これらのことから、患児が発する非言語的サイ

ンを読み取ることは、学生のコミュニケーションがと

れないという困難を乗り越えるための重要な要因であ

ると考えられた。西田ら４）は、学生が体験している小

児看護学実習への不安や戸惑いを教員が察知し心理的

な援助をすること、そして必要に応じてモデルを示し

一緒におこなうということで、学生の困難感を減少さ

せ、小児看護学実習をより有効にする方法であると述

べている。このように、教員や指導者が学生と共にケ

アを実施し、児の反応を読み取り、学生に意味付けし

ながらフィードバックすることは、障がい児と接する

経験が少ない学生にとっては有効であるといえる。

5.2 生命への影響が大きいと考えるケアに対

する困難感

学生はてんかん発作時の観察や、異常姿勢や骨折の

リスクを考慮した清拭、気管切開部のケアなどの生命

に与える影響が大きいと感じる看護技術を実施する機

会を与えられるが、自身の未熟なアセスメントや看護

技術に不安を抱えながら、さらに高い個別性を求めら

れる状況に困難を感じていることが明らかとなった。

西田ら４）は、基本的援助技術が、子どもの泣きや拒否

などという成長発達における特徴的な反応により実施

できない援助技術の未遂行による落胆から、実習活動

の停滞を引き起こしていると述べている。重度の脳性

麻痺児に対して看護ケアを実践する場合、前述した子

どもの泣きや拒否といった子ども自身が示す反応は少

ないかもしれないが、実習開始後の早い段階で、侵襲

度の高いケアを実施する必要があるため学生の心理的

負担は大きいと考えられた。

また、学習者が目標を達成するにあたって、目標の

立て方と能力に対する自信が左右すると言われてい

る５）。つまり、能力を伸ばすことを目標とする行動パ

ターンと、能力が低いと判断されるのを避けようとす

る行動パターンである。今回の学生は困難な課題に挑

戦し、失敗を成功の情報源とみなすことができる前者

の行動パターンであったと考えられる。しかし、後者

の行動パターンで自信の低い人は、失敗は低い能力の

証拠と判断されるために、無力感になりやすいとされ

る。よって学生に何をどこまでさせるかは、学生の行

動パターンをよく把握し、教員と指導者で十分検討す

べきである。そして２週間という短い実習期間のなか

で、教員は学生のレディネスを十分に確認しながら、

学生が個々の患児に合ったケアを実施できるよう支援

する必要がある。

一方、ケアは患者の安全、安楽を第一優先とするた

め、侵襲度の高いケアは主として看護師がおこなうこ

とが必須であるが、そのケアの一部に学生が参加する

ことで、「自分は何もできない」という学生の落胆を

防ぐことができる。例えば、気管切開部の吸引は看護

師がおこなうが、患児の口元を拭いたりタッチングで

患児をなだめたりするという行為は学生がおこなえる

ケアの一部である。このように何か1つでも学生に主

体的なかかわりを保証することにより、学生はケアの

主体者として患者との関係を構築することができ、そ

れがあって初めて、患者からの反応を自分のケアの結

果として認知できるとされており６）、学生の経験の機

会を保証することが重要であると考えられた。

5.3 学生の障がいに対する認識の深まり

学生は、講義等を通して障がいや望ましい看護師像

に対して何らかのイメージをもって実習に臨んでいた。

光楽２）は、障がい児に対する学生のイメージに関する

調査において、２日間と短い見学実習であっても学生

は障がい児をネガティブからポジティブなイメージに

捉え直しをしていたと述べていた。学生時代は、自身

の価値観を構築する重要な時期であり、様々な学習機

会を通して障がいや看護観について深く考えることが

できるといえる。本調査においても、学生は実習中だ

けでなく、実習後も生きる意味の模索を続け最終的に

自分なりの答えを見つけていた。このように、実習中

に完結することなく考え続けるという行為が学びをよ

り深めるのではないかと考えられた。しかし、今回は

学生の抱く【望ましい看護師像】が、ネガティブなイ

メージをもつ自身の気持ちに対して、教員や指導者に

相談することを躊躇させる要因となっていた。教員は、

そういった感情が学生の心の中にあるということを認

識しておく必要がある。教育的支援として、病院実習

の前週に実施する学内実習等で、学生の障がいに対す

る考えを受容し自由に発言できる機会を設けることや、
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実習期間を問わずいつでも学生が実習に携わる人達と

意見交換できる環境を整えることが有効であると考え

られた。また、臨地実習を積み重ねていくことによっ

て学生の知識や経験は統合されていくため、教員は全

ての疑問を実習中に解決しなければならないと考える

のではなく、実習中に学生が様々なことに興味を持て

るきっかけを与えることが大切である。後にそれが布

石となり学びにつながり、学生自身の考える力を培う

ことができると考えられた。

本研究の限界と今後の課題

今回、インタビューに応じた学生は、小児看護に対

して問題意識をもって参加したといえ、他の学生はど

のように感じていたかは不明であり、一般化するには

限界がある。今後の課題として、今回明らかとなった

5つの困難のカテゴリーのうち、患児とのコミュニケー

ションの困難と、生命への影響が大きいと考えるケア

に対する困難感を生じさせる頻度の高い患児の特徴を

限定して学生を選択し、事例数を増やしていくことで

より焦点化した学びのプロセスを明らかにしていきた

い。また、本学科の小児看護学実習は2週間の受け持

ち実習であることを強みとして、臨床側と連携しなが

ら教育方法を検討し、学生の体験を有意義なものにし

ていきたい。

本研究は平成23年度特別研究費（CP）教育研究の

助成を受けておこなったものである。
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