
1 はじめに

看護基礎教育は、看護学の専門的知識・技術を習得

し、看護専門職の受験資格を得るための教育である。

文部科学省の“大学における看護系人材養成の在り方

に関する検討会”では、学士課程における看護系人材

養成について、専門職として能力開発に努め、あらゆ

る健康レベルの利用者のニーズに対応し、保健、医療、

福祉等に貢献できる応用力のある国際性豊かな人材養

成を目指す。そして、看護を取り巻く幅広い知識体系

を学び、自己理解や創造的思考力育成のための教養教

育を前提に、健康の保持増進・疾病予防を含めた看護

師等の基礎となる教育を充実していく必要が述べられ

ている１）。

これらを受けて中部大学保健看護学科では、基礎教

育科目の中で成人期の人々を対象とした、生命の危機

状況並びに疾病の急性期にある人への救命及び治療過

程における援助方法を習得する成人急性期看護学Ⅰ

（以下、急性Ⅰ）を必修科目として設定している。

2014年度春学期は、担当教員が分担して講義を行って

きたが、学生の反応から講義内容の理解が不十分では

ないかと感じていた。担当教員は以前より、本学が魅

力ある授業づくりの取り組みとして行っている、授業

時間中に受講生がスマートフォン等から回答してその

集計結果をリアルタイムで閲覧できるクリッカー：

Cumoc （キューモ：Chubu University Mobile

Clicker）を使用している。Cumocを使用した急性Ⅰ

の授業時間内での学生のアンケートで予習を行ってい

るか、復習を行っているかを聞いた結果、学生の半数

は予習や復習を行っていないと回答していた。このこ

とから、講義内容の理解が不十分である要因の一つに、

学生は予習・復習の習慣がない傾向にあり、既習の知

識が定着していないことが窺われた。そこで、2014年

度急性Ⅰの講義では、予習を定着させ、講義内容の理

解を促す一つの手段として“わからない用語調べ”を

事前学習課題（以下、事前課題）として学生に課した。

“わからない用語調べ”は当初、担当教員が他の講

義科目で考案したものである。学生が授業中に既に学

習したはずなのに忘れている用語を指定の用紙に書き

出して、復習することを目的とした。看護に限らず医

療の世界には様々な専門用語が存在する。学生はその

用語を一つ一つ理解しなければ、講義内容を理解する

ことは難しい。学生は入学当初から、様々な講義を通

して、専門用語を理解するための努力を重ねている。

しかし、次々と行われる講義の中で、一つ一つの用語

を自らが説明できるまでに学習を深めているとは考え

にくい。そこでまずは、わからない用語と理解できる

用語を区別することが、講義内容を理解する第一歩と

なると考えた。また、事前課題として課すことで、そ

の用語が初めて学ぶわからない用語なのか、既習の講

義内容で、すでに学習されていた用語なのか、またそ

れはどの既習科目でどのように学習した用語なのかの

復習のきっかけになるとともに、予習を行うことによ

り講義内容の理解が深まるのではないかと考えた。

本論文は、急性Ⅰの第９回から第11回の講義の事前

課題において、学生の記述した“わからない用語”を

分析して学生の傾向や授業方法における今後の課題を

見出すことを目的とした。

2 授業概要

本学科における急性Ⅰは、カリキュラムの中では学

科専門科目に位置付けられる。成人期（主に18歳から

64歳）にある人々を対象とした看護介入科目であり、

生命の危機状況並びに疾病により全身状態が急激に変

化する状況にある人々への救命及び治療過程における

援助方法を習得する（資料１）。本学科２年次生が春

学期に履修をする必修科目で、実習を含んだ30時間２

単位の科目である。全12回にわたり講義及び実習を行

い、３回のグループワークを経て単位認定試験となる

（資料２）。2014年度は93名が受講をした。

講義資料については、ライブラリ機能を利用して授

業の約５日前に次回の講義資料としてパワーポイント

の配布資料をウェブ上にアップしている。講義資料を

アップした際は学生に通知を行っており、担当教員が

各回で必要と考える事前課題及びその他の資料を講義

資料と共にアップしている。
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資料１ 成人急性期看護学Ⅰ授業概要

この科目では、生命危機状態の人への看護、主と

して救急看護と集中治療室における看護を学ぶ。救

急看護では、主として病院に運ばれる前のケア（プ

レ・ホスピタルケア）と病院搬送後の医療とを、臨

床の専門家を招いて学びを深め、二次救命処置や集

中治療に伴う看護について学ぶ。また、心筋梗塞、

広範囲熱傷、くも膜下出血、外傷などの事例をもと

に具体的な対応及び必要な援助について考える。

資料２ 成人急性期看護学Ⅰ授業計画

2.1 調査回の授業概要

今回、調査を行ったのは急性Ⅰのうち、第９回「救

急外来と集中治療室における看護」、第10回「人工呼

吸器を装着した患者の看護」、第11回「くも膜下出血

を発症した患者の看護」である。

第９回「救急外来と集中治療室における看護」では、

救急外来ならびに集中治療室で治療を受ける患者の身

体的・心理的特徴と看護師の役割、家族への援助、倫

理的問題等について教授する内容である。第３回で学

習している緊張性気胸（外傷等の理由で、陰圧である

胸腔内に空気が貯留することで胸腔内圧が高度に上昇

してしまい、肺が虚脱し正常に換気ができなくなり低

酸素状態に陥る）の患者の症例を用いて講義を行った。

第10回「人工呼吸器を装着した患者の看護」では、

人工呼吸器装着の適応、人工呼吸器のモード、危険性

と合併症、人工呼吸器装着中の観察、身体的・心理的

援助、家族への援助等について教授した。

第11回「くも膜下出血を発症した患者の看護」では、

くも膜下出血の病態と行われる検査、治療、合併症、

予防、くも膜下出血を起こした患者への観察と身体的・

心理的援助について教授した。

3 方法

3.1 対象者と期間

対象者は、2013年度保健看護学科入学生で、急性Ⅰ

を履修した93名である。春学期15回のうち、３回の講

義を分析対象とした。

3.2 調査方法と内容

第９回から11回までの講義では、講義資料と共にわ

からない用語とその意味を調べることができる用紙を

事前課題としてウェブ上にアップした。課題内容は、

学生に講義資料を一読し、講義資料および関連するテ

キスト頁の中から自分がわからないと思った用語を五

つ書き出して所定の用紙に記入させた。さらに、学生

がわからない用語に対して、意味を調べて記述するこ

とを求めた。講義開始前に担当教員は一通り講義室を

回り、学生のわからない用語についての傾向を把握し

たのちに講義を行い、講義終了後に用紙の回収を行っ

た。

3.3 分析方法

学生がわからない用語として挙げた用語を、毎回の

講義終了後に集計した。集計した結果は、客観的にコー

ド化して視覚化できるIBM SPSSTextAnalytics

forSurvey（TAfS）を用いて分析した。TAfSでは、

各回のわからない用語の頻度分析および共起を確認し

た。共起関係とは、ある単語と他の単語が同一文章中

に出現する確率であり、本研究においては、一人の学

生が同時にわからない用語として挙げてくる確率が高

い関係を示す。

4 結果

4.1 頻度分析

講義資料を読んだ上で、学生が挙げたわからない用

語と頻度分析の結果を表１に示した。以下、用語を

“ ”で示し、（ ）には出現頻度を示した。

「救急外来と集中治療室における看護」についての

わからない用語として、91の用語が挙げられた。上位

10位と頻度は、“トリアージ”（43）、“IABP”（38）、

“胸腔ドレナージ”（34）、“除脳硬直”（31）、“平坦脳

波”（23）、“ファシリテーター”（22）、“ICU”(20)、

“穿孔”（13）、“ドレナージ”（11）、“デブリードマン”

（9）であった。「人工呼吸器を装着した患者の看護」

については、73の用語が挙げられた。上位10位と頻度
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は、“ファイティング”（41）、“SIMV”（39）、“PEE

P”(29)、“CPAP”（28）、“VAP”（23）、“経鼻カヌラ”

（23）、“カプノメータ”（22）、“過鎮静”（22）、“NPP

V”（18）、“バイオフィルム”（17）であった。「くも

膜下出血を発症した患者の看護」については、121の

用語が挙げられた。上位10位と頻度は、“キサントク

ロミー”（33）、“ヘマトクリット”（24）、“脳ヘルニア”

（17）、“もやもや病”（16）、“ウイリス動脈輪”（14）、

“GCS”（12）、“クッシング現象”（11）、“水頭症”

（10）、“血餅”（10）、“鼻水”（10）であった（表１）。

これらの用語のうち、すでに１年次に受講した解剖

学や生理学、疾病病態学、疾病治療学概論等で学習し

ていると考えられる用語は、“除脳硬直”（31）、“バイ

オフィルム”（17）、“もやもや病”（16）、“ウイリス動

脈輪”（14）、“GCS”（12）、“水頭症”（10）、“血餅”

（10）等であり、表１に下線で示した（表１）。前回ま

での急性Ⅰの講義の中ですでに教授した用語と考えら

れる用語は、“トリアージ”（43）、“IABP”（38）、

“胸腔ドレナージ”（34）、“緊張性気胸”（9）、“経鼻

カヌラ”（23）等であり、表１に２重下線で示した

（表１）。

「救急外来と集中治療室における看護」についての

わからない用語上位15位のうち、すでに講義を終えて

学習したと考えられる用語は、上位４位を占めており

９語であった。「人工呼吸器を装着した患者の看護」

については、上位15位のうち３語であった。「くも膜

下出血を発症した患者の看護」では、上位15位のうち

９語であった。

4.2 共起関係

講義ごとで挙げられたわからない用語で、同一の学

生が挙げた単語同士を視覚化するために共起関係のグ

ラフとして図示した。共起関係とは、ある単語と他の

単語が同時に出現する確率である。グラフは、回答者

が多いほど●が相対的に大きく表現され、共通性が強

いほど線が相対的に太く表現される。

第９回「救急外来と集中治療室における看護」にお

いて、出現頻度が高かった15のわからない用語につい

ての共起関係をみた（図１）。この講義で新しく学習

する“平坦脳波”は、“除脳硬直”と強く共起してい

た。第９回の講義では、第３回の講義で学習した“緊

張性気胸”を発症した患者の症例を用いて、救急外来

での看護師の判断および役割を講義する。そのため、

緊張性気胸とはどこがどのように障害されて、患者は

どのような症状が生じているのか、看護師の判断とし

て必要な知識や必要となる技術に話が及ぶ。緊張性気

胸が理解できていないと、救急外来での看護師の判断

と役割について理解し難くなる。この“緊張性気胸”

を中心語としてみてみると、“胸腔ドレナージ”や

“トリアージ”と強く共起していた（図２）。
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表１ 各授業におけるわからない用語と出現頻度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 41 33

IABP 38 SIMV 39 24

34 PEEP 29 17

31 CPAP 28 16

23 VAP 23 14

22 23 GCS 12

ICU 20 22 11

13 22 10

11 NPPV 18 10

9 17 10

9 15 9

8 12 8

8 12 8

8 VC 11 8

8 11 8



図１ 第９回講義出現頻度上位15位の共起関係

図２ 緊張性気胸を中心とした共起関係

第10回「人工呼吸器を装着した患者の看護」におい

て、出現頻度が高かった15のわからない用語について

の共起関係をみた（図３）。この講義では、SIMVや

CPAPなど略語の多い人工呼吸器の作動モードを説明

する。“SIMV”は、同様の作動モードである“CPA

P”や“PEEP”と強く共起していた。また、この講

義で新しく学習する人工呼吸器関連肺炎“VAP”は、

看護師の介入で予防することも可能である。“VAP”

は、新しく学習する“ファイティング”“ウイニング”

と強く共起していた（図４）。

図３ 第10回講義出現頻度上位15位の共起関係

図４ VAPを中心語とした共起関係

第11回「くも膜下出血を発症した患者の看護」にお

いて、出現頻度が高かった15のわからない用語につい

ての共起関係をみた（図５）。この講義で新しく学習

する“脳ヘルニア”は、“キサントクロミー”“ヘマ

トクリット”と強く共起し、“クッシング現象”“ウ

イリス動脈輪”と比較的強く共起していた。また、こ

の講義で新しく学習するくも膜下出血後に起こる症状

の一つである“脳血管攣縮”を中心語としてみている

と、“キサントクロミー”、“腰椎穿刺”と強く共起し

ていた（図６）。

図５ 第11回講義出現頻度上位15位の共起関係

図６ 脳血管攣縮を中心語とした共起関係
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5 考察

5.1 頻度分析および共起関係について

本研究の結果から、本学科の学生は、除脳硬直や平

坦脳波など漢字の並ぶ用語、IABPやSIMVなどの略

語や用語、トリアージやヘマトクリットなどのカタカ

ナの並ぶ用語についてわからないと感じる傾向が明ら

かになった。また、ウイリス動脈輪や前交通動脈など、

すでに既習の解剖学や生理学、疾病治療論で学習した

と考えられる用語も、わからない用語として多く挙げ

られていた。さらに、トリアージやIABPなど急性Ⅰ

で教員が近々に講義した内容の用語でさえも、わから

ない用語として挙げられていたことが明らかになった。

「救急外来と集中治療室における看護」では、“ト

リアージ”の出現頻度は43であった。受講者のうち約

46％が“トリアージ”という用語をわからないと挙げ

たが、“トリアージ”は第１回の講義の範疇でテキス

トにも出てきている。つまり、講義で説明して講義中

に何度か使われた用語であっても、約半数の学生の記

憶にとどまっていない用語といえる。また、“IABP”

の出現頻度は38であった。この用語は、第８回の講義

で説明をしているものである。IABPとは、重症心不

全患者の治療の一つとして行われる大動脈バルンパン

ピングという治療の略語であるが、約40％の学生にとっ

ては、わからない用語であったといえる。「人工呼吸

器を装着した患者の看護」では、“経鼻カヌラ”の出

現頻度は23であった。“経鼻カヌラ”は、軽度の低酸

素状態にある患者に対して、酸素を経鼻的にチューブ

で投与する場合に使用する。第５回、第６回の学内実

習の際に、実物を見せて触れているものである。しか

し、今回の結果から学生は見て触れたものですら、そ

れが何であるかを認識できないこともあるといえる。

「くも膜下出血を発症した患者の看護」では、病態を

解剖学的に説明し、発症による症状や検査、治療、必

要な看護援助について講義を行うが、“ウイリス動脈

輪”“前交通動脈”“血餅”など、解剖学で学習した

はずの内容が挙げられており、記憶の定着がなされて

いないといえる。

共起関係についてみてみると、第９回「救急外来と

集中治療室における看護」の講義の中で症例患者の疾

患である“緊張性気胸”を中心語としたときに“胸腔

ドレナージ”や“トリアージ”と強く共起していた。

緊張性気胸は、第３回の講義で出てきている疾患であ

り、その治療としての胸腔ドレナージについても既習

である。“緊張性気胸”がわからない学生は、前後で

出てくる治療法の“胸腔ドレナージ”もわからなかっ

た。また、“IABP”も、“除脳硬直”や“トリアージ”

と強く共起していた。つまり、すでに学習したと考え

られる用語を挙げた学生は、同様に既に学習した内容

の用語を挙げる傾向にあった。しかし、「人工呼吸器

を装着した患者の看護」「くも膜下出血を発症した患

者の看護」では、新しく学習する用語同士での共起も

強かった。このことから、学生は新しい用語に関心を

持ち、わからない用語として挙げて取り組もうとして

いることが推察できる。

以上のことから、本学科の学生は、予習として講義

資料を一読して関心を示す一方で、解剖学や生理学、

疾病や治療に関する既習の知識が定着できていないま

まに次の講義を受けている傾向があると言える。また、

漢字・カタカナの並ぶ用語や略語について、とくに理

解ができずに記憶にとどまっていないことが示唆され

た。

5.2 急性Ⅰにおける講義への取り組み
先行研究では、看護系大学生に対する教育活動を行

う上で問題となる学生の状況として、知識や理解、思

考力についての基礎学力の低さが挙げられており２）、

まさに本学科の学生の問題点とも重なっている。林ら

は、学生の解剖学や生理学の知識が定着していない現

状を指摘しており、教育方法や内容の検討の必要性を

述べている３）。今回のわからない用語の中でも、解剖

学や生理学での学習した内容が出てきており、本学科

の学生もこの傾向にあることは容易に推測できる。現

在、大学・短期大学への志願者総数に対する入学者総

数の割合は92％に達しており、社会では大学全入時代

が到来したと言われている。こうした中で、大学教育

全体の大きな課題として、目的意識の希薄化、学習意

欲の低下等が進行しており、多様な学生への対応と併

せて学士課程で学生が身に付けるべき学習成果を明確

化していくことが求められている１）。看護学科という

職業と直結する学科においても同様である。

看護実践には疾患の知識も必要であるために、看護

を教授する教員は、疾病病態学や疾病治療論の内容を

ある程度把握し、既習科目のテキストを使用すること

で学生に想起させた上で、看護に必要な新しい知識を

教授することが有効であると考える。今回の結果をふ

まえて、急性Ⅰの事前課題では、解剖学や生理学的な

知識を想起できるような予習内容を課題として求め、

“以前に学習した”ことを意識づけさせる必要がある。

学生は課題に対して、安易にインターネットで検索し

て終わらせる現状は否めない。そのため、既習科目の

テキストも含めたテキストを活用した課題を考えるこ

とが必要である。講義では、前回講義の復習や想起が

できるような導入を行い、学生が苦手とする傾向の用

語をわかりやすい言葉で説明することが必要である。

さらに、略語や漢字が並ぶ用語については、学生にイ

メージしやすいような動画や映像などの資料を用いる
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ことで、学生の印象に残し、理解を促すことが重要で

ある。学生の略語のイメージ化をはかるために、教員

は略す前の単語に戻って説明することも必要である。

また、自分の考えをアウトプットすることで知識の定

着につながることから、授業時間内には教員が一方的

に講義をして学生は講義を聴くだけという授業形態に

とどまることなく、学生の認識や知識を表現させる時

間と機会を与えることも重要である。３年次秋学期か

らは、急性Ⅰの授業を基盤とした成人急性期看護学臨

地実習が開始になる。授業を直接担当していない実習

指導の教員にも学生の傾向を伝えるなど、教員間の情

報共有を行い、臨地実習においては講義資料を活用さ

せて見学や経験の機会を積極的に与えることで、急性

Ⅰで学習した内容を再現させることも学生の理解を促

すことに有益ではないかと考える。

現在、高等学校の生徒の国語では漢字を読み、書く

力が十分に身についておらず、思考力・判断力・表現

力など知識を活用する力と共に基礎的・基本的な知識

や技能の定着が重要であるとされており４）大学入学以

前からの問題が、本学科でも顕著化しているともいえ

る。荒川らは、高等学校において基礎・基本が定着し

ない理由として、単調で機械的な繰り返しの学習活動

が多いこと、覚えた知識を再現する機会が少ないこと、

学習した内容を他の単元やほかの教科等で振り返る場

面が少ないこと、自宅学習の習慣が身についていない

こと、を明らかにしている。そして、基礎・基本の定

着を図るための方策としては、ペアワークやグループ

ワーク等授業形態の工夫や、基礎・基本の活用する学

習活動が提案されている４）。ペアワークやグループワー

クの学習活動の方法も考慮する必要があることから、

安 永 ら の 提 案 す る LTD （Learning through

Discussion）話し合い学習法５）も有用かもしれない。

LTD話し合い学習法は学生の読む力、考える力、話

す力を育てる学習モデルで、記憶中心の学習ではなく、

他の知識や自己との関連付けを通して理解を深める学

習方法である。ここでは、各自が予習を行ったうえで、

仲間との話し合いを通じて学習課題の理解を深めるこ

とが狙いとされている。

看護系大学では、学士としての看護専門職者を育成

する義務がある。高齢化が進み医療が発展する中で、

急性Ⅰの内容は、現在の医療現場で行われている治療

内容や必要不可欠な看護が含まれている。国家試験に

おける出題頻度も高い。学生は急性Ⅰを基盤として、

より複雑でより難解な知識と技術を身につけていく。

そのため、急性Ⅰにおける学生の知識の定着は、必須

である。教員は“教えたい”ばかりに目が向き、詰め

込み式の講義になってしまいがちであるが、前述の学

生の傾向をふまえた講義内容や授業形態の改善の必要

性が示唆された。また、講義を担当する教員間の情報

共有だけでなく、科目を超えた情報交換、授業内容の

改善や検討も必要と考える。

6 既習の知識の定着に向けて

今回の結果から、すでに既習したと考える用語がわ

からない用語として多く挙げられていたことが明らか

になった。このことから、既習の知識が定着していな

いと考えられる。また、学生は略語や漢字の並ぶ看護・

医療用語、カタカナの並ぶ用語についてわからないと

感じる傾向であった。以上のことから、今後の急性Ⅰ

の講義においては、

・事前課題では、既習科目や急性Ⅰで使用するテキス

トを用いた内容の工夫

・講義では、前回までの講義内容や用語を想起できる

ような導入や振り返り

・特に略語や漢字が並ぶ用語については、学生にイメー

ジしやすいような説明と動画・資料の工夫

・学生が認識や知識を表現することで共有したり、さ

らなる疑問や理解の深まりを促すことができるよう

な授業形態の工夫

・担当講義や科目を超えた教員間の情報交換の充実

などの取り組みの必要性が示唆された。
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