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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、看護系大学の臨地実習における教育上の調整を多面的・構造的に検
討し、相互理解や組織的支援構造の促進のためのFD・SDプログラムを開発することである。プログラムは、3つ
の基礎的研究（文献検討、質的研究、質問紙調査）と専門家会議を踏まえ、14施設・団体のプログラム実施状況
を合わせて開発した。
プログラムは3段階とし、レベルⅠは関連する知識・情報提供、レベルⅡはワールドカフェによる事例検討、レ
ベルⅢはグループワークで組織的支援を検討する方法とした。又、5つの要素（関連概念・基本的知識の習得、
学生支援の方針、学生の経験の積み重ね、学生の専門職としてのキャリア形成、組織的支援）で構成した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to examine educational adjustments in clinical 
practice at nursing educational institutions from a multifaceted and structural perspective, and to 
develop an FD / SD program to promote mutual understanding and an organizational support structure. 
The program was developed based on three basic studies (a literature review, qualitative study, and 
questionnaire survey) and expert meetings, together with the program implementation status of 14 
facilities and groups.
　The program consists of three stages. Level I is a lecture on related knowledge and information, 
Level II is a case study by World Cafe, and Level III is group work on organizational support. In 
addition, the program consists of five elements (acquisition of related concepts and basic 
knowledge, student support policy, accumulation of student experience, career development of 
students as professionals, and organizational support).

研究分野： 看護学

キーワード： 看護学　看護教育　合理的配慮　Faculty Development　臨地実習
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　臨地実習は看護教育において重要な教育手法であり、多面的で深い学習になることが指摘されている。その実
現のためには教員と臨床指導者の連携による学習環境の整備と適切な教育が不可欠となる。本研究のFD・SDプロ
グラムは、この実現の基盤構築に効果することが期待できる。更に、臨地実習の学習環境のための教育機関独自
の組織的支援が構築されることになる。プログラム活動の発展は、看護教育の質の保証や更なる発展に寄与す
る。延いては、安全な医療の提供や医療体制の整備につながることが期待できる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 看護系大学は 20 年で 20 倍という急激な増加の一途をたどり、283 校まで増加した。看護基
礎教育は過渡期と言われ、教育の質保証が課題となっている。このような看護学の状況に加えて、
日本学生支援機構の高等教育機関における障害のある学生の修学支援に関する実態調査では、
障害学生数は年々増加し、2019 年には 37,647 人（全学生数の 1.17％）となった１）。また、2016
年には障害者差別解消法により教育機関では合理的配慮の体制整備が求められるようになった。
障害のある学生の増加は、看護系大学においても同様の傾向が想定される。看護は、コミュニケ
ーションを基盤とし、対象に関心をよせ、対象の健康と生活を守り、ケアへの責任も伴う。よっ
て、看護基礎教育では専門的知識の修得だけでなく、対象に安全に確実に医療を提供することを
教育しなければならない。従って、看護基礎教育における合理的配慮のあり方や体制整備は重要
課題と言える。 
看護基礎教育は、主に講義、演習、臨地実習という 3 つの教育手法から成る。医療を提供する

臨地に赴き、実践的な学習となる臨地実習では、医療の安全を保ちつつ教育の質を保証すること
に多様な困難が生じやすい。既存の研究でも、臨地実習を担当する看護教員は困難さがより複雑
化し、対応策への苦慮がより高まることが報告されている２）。そのため看護系大学の臨地実習に
おける修学支援のあり方を検討することとした。 
また、既存研究では、障害のある学生への直接的な支援内容を報告する症例報告はあるが、組

織の支援体制を含めた見解からとらえた研究はほとんどない。そのため、本研究では教員の相談
体制、臨床指導者との連携、キャリア支援なども含めた組織的・包括的・個別的な支援を視座に
修学支援のあり方を検討することとした。更には、この修学支援の実現に向けて、指導教員をは
じめ組織全体への啓発活動が重要と考え、その実現のための FD・SD プログラムを開発する必
要があると考えた。 
 
２．研究の目的 
本研究では、看護系大学の臨地実習における合理的配慮の現状をふまえて多面的・構造的に検

討し、相互理解や組織的支援構造の促進のための FD・SD プログラム開発をすることを目的と
した。 
 
３．研究の方法 
（１）～（６）までの研究活動と（７）のプログラム開発は同時進行的に行った。（１）～（６）
の研究成果は（７）のプログラム改善に反映させた。 
（１）看護基礎教育における合理的配慮に関する文献検討 
リサーチクエスチョン（RQ）を 3 つ設定した。RQ１「臨地実習において障害のある学生にど

のような支援をしているのか」RQ2「臨地実習で配慮が必要な学生にどのような支援をしている
のか」RQ3「障害のある学生にどのような組織的な支援をしているか」とした。 
医中誌 web にて、看護、臨地実習、発達障害・聴覚障害・気分障害・精神障害などを and 検

索した。実習ストレスや学生の精神状態調査など本研究との関連が低い文献を削除し、最終的に
12 文献を分析の対象とした。 
（２）「臨地実習担当教員が配慮が必要な学生に対して抱く困難とその対処」の質的研究 
目的：看護教員が臨地実習指導に困難を伴った「学生の特徴と言動」と「教員の関わり」を明ら

かにし、看護学実習における合理的配慮に関わる因子と関連性を検討する。 
対象：看護系大学で臨地実習指導経験を 5 年以上有し、現在指導に携わる教員 10 名程度 
研究デザイン：半構造化面接による質的因子探索型研究 
研究期間：2016 年 10 月～2017 年 3 月 
データ収集方法：インタビューガイドを活用し、事例を挙げて経験を語り、学生の状況、教員の

関わり、周囲からの支援、必要だと思う支援をインタビューした。 
分析：インタビューデータを逐語録にし、「学生の特徴と言動」「教員の関わり」「支援の実際」

に関する内容を抽出し、類似性と相違性に焦点を当てて内容分析した。 
倫理的配慮：研究者所属の研究倫理審査委員会の承認を得て行った。対象者に自由意志を尊重す

ることを保証し、同意書への署名をもって同意とみなした。また、同意撤回書を配布したが、
提出した対象者はいなかった。 

（３）「臨地実習における教育上の調整に関する看護系大学の全国調査」の質問紙調査 
目的：全国の看護系大学の臨地実習における教育上の調整の組織的支援の実態を明らかにする

こと。 
研究デザイン：横断的無記名自記式質問紙調査 
対象：看護系大学協議会の会員校の看護学領域代表者（学部長、学科長、コース長など）277 名

（2018 年 8 月時点） 
データ収集内容：大学の修学支援体制、修学支援に関する FD 活動、教育上の調整を必要とする

学生の在籍人数、教育上の調整を行った人数、教育上の調整に関する認識を調査した。 
データ収集方法：対象者に研究協力依頼書と質問紙を郵送した。回答は研究代表者宛の返信とし、

投函をもって同意とみなした。2018 年 9 月～10 月で調査した。 
倫理的配慮：研究者所属施設の研究倫理審査委員会の承認を得て行った。 
（４）専門家会議 



 看護系大学を卒業し、臨床で活躍する障害のある看護師に、看護学生当時の修学支援の実際を
インタビューした。また、構築した FD・SD プログラムの構造及び具体的内容について意見交
換を行った。更に、FD・SD 活動の啓発活動のあり方についても検討した。 
（５）学生支援センター・発達障害支援センターなどへの視察調査 
 筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター（DAC センター）および千
葉県発達障害者支援センター（CAS）に視察調査を行った。 
センターの組織体制や機能、関連部署との連携方法、具体的な修学支援のプロセス、キャリア

支援や受療支援についてインタビューした。 
（６）15 の看護系大学の全教員を対象とした教育上の調査に関する質問紙調査 
目的：看護系大学の臨地実習における教育上の調整に関する教員の実態と認識を明らかにする

こと。  
対象：看護系大学協議会の会員校 277 校のうち本研究への協力意向が得られた 15 の看護系大学

の全看護教員（500 名程度） 
研究デザイン：横断的無記名自記式質問紙調査 
データ収集内容：質問紙には、看護学部・学科・コース等の修学支援体制、修学支援に関する研

修会の参加状況、臨地実習における教育上の調整に対する認識、臨地実習における教育上の
調整の課題に対する認識、対象者の特性を含めた。 

データ収集方法：研究協力意向があった 15 大学の看護領域の代表者（看護学部長・看護学科長・
看護学専攻長）に研究依頼書、質問紙を郵送した。代表者には看護教員全員に研究協力書と
質問紙を配布するよう依頼した。返信は研究責任者宛てに郵送し、質問紙の返送をもって同
意とみなした。2019 年 7 月～12 月で調査した。 

分析：質問項目の記述統計量を算出した。 
倫理的配慮：研究者所属施設の研究倫理審査委員会の承認を得て行った。 
（７）FD・SD プログラム開発と実施 
 上記の研究成果を踏まえて、FD・SD プログラムを開発した。また、看護教員や臨床指導者を
対象として FD・SD プログラムを実施した。実施後のアンケート調査結果を FD・SD プログラ
ム改善に反映した。 
 
４．研究成果 
（１）看護基礎教育における合理的配慮に関する文献検討 
文献検討や研究会議を重ねる中で、看護系大学では、障害の特徴を一部有する学生が入学する

機会が多く、障害のある学生を対象とする合理的配慮だけで本研究を進行することに限界を感
じた。そのため、合理的配慮を内包する「教育上の調整」の概念で研究を進めることとした。本
研究において、教育上の調整は、「看護基礎教育の臨地実習において、障害のある学生もしくは
障害の特徴を有する学生に、教育上必要となる修学支援」を指すこととした。 
 RQ1：障害特性に応じた支援、臨地実習前と実習中の役割、継続的な支援、専門家への移行支
援が示されていた。RQ2：状況の把握、対処法の検討、生活支援、専門家への移行支援が示され
ていた。RQ3：担任制、学生相談室、カウンセラー、保健センターなど、複数の支援体制を整備
していた。教員間連携は比較的とれているが、カウンセラーや医療機関などの外部との連携には
課題が残っていた。 
（２）「臨地実習担当教員が配慮が必要な学生に対して抱く困難とその対処」の質的研究 
 看護系大学の教員 10 名にインタビューを行った。対象者の所属領域は、成人看護学 5 名、在
宅看護学 2 名、老年看護学 1 名、小児看護学 1 名、母性看護学 1 名だった。臨床経験年数は平
均 9.9 年であり、教育経験年数は平均 10.4 年だった。分析に用いたラベルは 157 枚で、最終的
に 7 枚に集約された。 
配慮が必要な学生を担当する看護教員は，＜「通じない」学生との出会いともがき：教育力の

無さに直面することにより心身の疲弊＞を体験することで，教員個人の中にゆらぎが生じる．ゆ
らぎは個人の内面に抱える葛藤や迷いから生じ，＜看護観のゆらぎ：学生の学ぶ権利の保障と患
者の安全の保障との間の葛藤＞＜教育観のゆらぎ：学生を庇護したい気持ちと教員としての責
任感との間の葛藤＞＜自分への信頼のゆらぎ：学生の将来にかかわる判断を自分一人でしてし
まうことへの迷い＞である．この３つのゆらぎは，それぞれのゆらぎ同士も影響しあっている」
そして，このゆらぎの中で看護教員は，＜「ゆらぎ」の折り合い：対人援助が難しい学生を迎え
入れることの抵抗と期待＞を見出す．3つのゆらぎと「ゆらぎ」の折り合いは，相俟って相互に
関係しあう．これらは，＜実習環境の現状：影響する要因の多さと判断基準の曖昧さ＞に立脚し
ており，それゆえに＜教育組織としての準備：事前情報の教育と教育の必要性＞が求められ，こ
の組織的対応は教員の内面に生じたゆらぎにも影響するし，「ゆらぎ」との折り合い方にも影響
する，という結果が浮かび上がった． 
（３）「臨地実習における教育上の調整に関する看護系大学の全国調査」の質問紙調査 

93 部の質問紙を回収した（回収率 33.6％）。国立大学 16％、公立大学 18％、私立大学 65％
の割合だった。6 割は学部長・学科長が回答した。全体の 6 割は修学支援を検討する委員会を有
しており、9 割は相談窓口を設置していた。修学支援に関するガイドラインを有していたのは 3
割だけであった。年間に 1～2 名程度の障害のある学生の修学支援について委員会で検討されて
いた。教育上の調整を必要とする学生は、自閉症スペクトラム障害が最も多く、次いで、抑うつ



症候群と糖尿病などの内部障害だった。教育上の調整に関する認識では、教員の関心は NRS
（Numerical Rating Scale）で平均 8 点以上と高く、教員間の話し合いも 7 点以上と高い結果
となった。一方、組織的支援は 6 点代とやや低い結果となった。 
以上から、看護系大学の体制としては、委員会などにより修学支援に関する検討が行われてい

ることが明らかになった。また、教員の認識としては、教育上の調整は概ね行えている認識だっ
たが、組織的支援には課題が残っていると感じていた。 
（４） 専門家会議 
 看護学生だった当時の合理的配慮のプロセスを説明いただいた後、FD・SD プログラムの内
容や修学支援に関する意見交換を通して、以下のことが明らかになった。 
 ・発達障害だけでなく多様な障害を取り上げた研修にした方が良い。 
・教員が感じる困難さと、当該学生が感じる困難さには乖離があること。 
・実習前の事前相談が重要となる。また、実習の体験の振り返りやフォローが重要となる。 
・入学前からの支援体制やキャリア支援の体制を整備することが今後の課題となる。 
・学生の強みに焦点を当てた教育が大切である。 

（５） 学生支援センター・発達障害支援センターなどへの視察調査 
筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター（DAC センター）への視察

調査では、DAC センター職員との面接を通して、DAC センターの機能や体制について理解を深
めた。特に、障害学生支援の実施体制について、学生支援関連組織との連携や、学部や科目責任
者との連携などについて、具体例を挙げて教えていただいた。看護の事例はなかったが、医学部
の事例を通して、各部門との連携方法の具体的方法に関する示唆が得られた。カウンセリングの
技術の必要性などを改めて実感した。 
千葉県発達障害者支援センター（CAS）への視察調査では、センターに相談することは、当該

学生や大学関係者は、課題や今後の支援方法に関する情報を整理することにつながること、CAS
センターのような支援センターは、第三者的・中立的な立場での支援に加えて、家族支援につい
ても期待できることが分かった。 
（６）15 の看護系大学の全教員を対象とした教育上の調査に関する質問紙調査 
 15 大学には 517 部の質問紙を配布し、102 部回収した（回収率 19.7％）。所属は、国立大学
18.6％、公立大学 5.9＆、私立大学 74.5％だった。91.2％が直接臨地実習の学生指導を行ってい
た。所属領域は、基礎看護学 17.6％、成人看護学 21.6％、老年看護学 11.8％、小児看護学 12.7％、
母性看護学 10.8％、精神看護学 5.9％、在宅看護学 3.9％、地域・公衆衛生看護学 8.8％だった。 
 障害があるもしくは障害の特徴を有する学生の修学支援については、75.5％が検討する委員会
や担当者がいると回答した。具体的には、教務に関する委員会、学生支援に関する委員会、実習
に関する委員会、学科会議などで検討されていた。学内研修では、学生支援全般、障害に関する
知識、臨地実習の支援に関する研修会に参加していた。 
 臨地実習の教育上の調整に関する認識では、実習担当教員間で情報と対応策を共有すること
は NRS で 7 点以上となり、比較的実施できていることが伺えた。一方、臨床の実習指導者との
情報や対応策の共有は 6 点代で、比較すると低い傾向があった。臨地実習における教育上の調
整に関する課題については、直接担当している教員の実習指導能力の向上、指導的立場にある教
員のマネジメントの向上、管理的立場にある教員の組織的管理能力の向上が比較的高い得点と
なった。 
（７）FD・SD プログラム開発と実施 
 FD・SD プログラムは 3 段階で構成した。レベルⅠは合理的配慮・教育上の調整や障害に関
する知識・情報提供で構成した。レベルⅡは、ワールドカフェを活用した事例検討とし、教育上
の調整の具体的内容の実践的理解を深めるよう構成した。レベルⅢはグループワークで事例を
用いて組織的な取り組みの検討するよう構成した。レベルⅠとⅡのプログラムは 14 の教育機関
（看護系大学、看護専門学校）や団体（看護協会など）で展開できた。レベルⅢは、2019 年の
台風到来と重複したことによりプログラムが中断となり、実施できていない。また、レベルⅠと
Ⅱのプログラムも、新型コロナウイルス感染拡大のために中止になった教育機関があった。 
 レベルⅠとⅡのプログラム参加者にアンケート調査を行った。プログラムに対する満足度と
役立ち度は、両者ともに NRS で平均 8 点代であり、高い評価であった。 
 
（８）研究成果の国内外における位置づけと今後の展望 
 看護基礎教育における修学支援に関する研究は、発達障害の学生や、学生への直接的指導に焦
点があてられる傾向にある。本研究は、障害のある学生だけでなくその特徴を有する学生を含め
て「教育上の調整」という概念を用いて、学生への直接的指導だけでなく組織的支援を含めたた
め、より包括的な見解から修学支援を捉えている。 
本研究で開発した FD・SD プログラムは、レベルⅠとⅡの実現可能性は確保されたと考える。

一方で、系統的なプログラムであるため、全てのプログラム実施には比較的多くの時間と労力を
必要とする。今後は、プログラムの質を保ちつつ簡便化を検討することも必要と考える。また、
本研究では看護系大学の教員を主な対象として FD・SD プログラムを構築していたが、実際の
プログラムを受講者には多くの臨床指導者が含まれた。教員と臨床指導者の両者を協働できる
ようなプログラムの改定と、両者の連携を強化する内容を含めることなども今後の課題となる。 
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