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研究成果の概要（和文）： 本研究の目的は、看護技術教育における教員と学生の「教え-学ぶ」の様相を省察をとおし
て明らかにすることである。研究方法は、リフレクションに基づく質的記述的分析を用いた。看護技術の演習場面にお
いて、教員は、＜学生の上手くいかない経験に分け入る＞、＜個別の問題状況を探りながら、上手くいくように手立て
を試す＞という関わりをしていた。その中で＜新たなポイントを発見し、意味づける＞ことがなされるという、「教え
-学ぶ」の様相が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Objective : To enhance understanding of the “teaching-learning” phase among 
teachers and students in nursing skills education based on reflection. Method: A qualitative descriptive 
method based on reflection. Results : The “teaching-learning” phase are as follows. The teachers 
<attempted to understand problems faced by the students>, ＜tried to ways to improve their skills while 
understanding an individual problem＞, and <discovered new points in the skill and that’s mean>.

研究分野： 看護学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
高度化・複雑化する医療、患者の高齢化・

重症化、在院日数の短縮など、医療を取り巻
く環境は大きく変化し、看護師には非常に高
度な看護実践能力が求められるようになっ
てきた。このような状況の中、看護基礎教育
における、看護実践能力の育成と看護技術教
育の重要性が提言され、課題となっている。
そこで我々は、学生の看護実践能力を高める
ための効果的な看護技術教育の方法につい
て検討してきた。また、授業の実施にあたっ
ては、学生の気づきを深めたり、次の授業に
生かしてくために教員間で授業前、授業後に
ディスカッションを行い、授業内容や効果的
な指導方法についての検討を行ってきた。 
その検討プロセスの中で見えてきたことは、
教員は「何をどのように教えるか」というこ
とに注意を払い、学生はその内容に耳を傾け
看護を理解する、という教授・学習を二項と
して捉えることが多い。しかし、教員と学生
のそれぞれの経験は、相互を教授・学習で二
項として切り離すことはできず、一体化した
一つの状況として成り立っている（前川，
2009）ということである。我々の研究グルー
プは、このような視点で、実習での「教え-
学ぶ」の様相を明らかにした。その際、研究
の発展の方向性として、看護技術の授業にお
いても、同様に、教授・学習を二項として切
り離して捉える構図を超える、新たな捉え方
が必要であると考えた。このような立場で、
看護技術学習における「教え-学ぶ」の様相を
明らかにしていく際に、Donald A. Schön の
主張する「リフレクション」の概念が参考に
なるのではないかと考えた。 
 
２．研究の目的 
本研究では、看護技術の授業を中核とした

学生と教員のリフレクティブな実践の中で、
状況や対象者とのやりとりをとおして生起
する、教員と学生の「教え-学ぶ」の深化の様
相を明らかにすることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
1）研究デザイン：質的記述的デザイン 
2）データ収集期間：2011 年 5月～2012 年 12
月 
3）研究参加者：基礎看護技術の演習を担当
する教員、基礎看護技術の授業を受講する看
護学科１年生 108 名（2011 年度）、95名（2012
年度）。 
4）データ収集方法：授業前～授業後におい
て看護技術学習・教育が深化していく過程を
明らかにするために、【第 1 段階】授業の準
備、【第 2段階】授業の実施、【第 3段階】授
業後に希望者と実施するリフレクション学
習の場面、【第 4 段階】その間に随時実施し
た先輩教員とのリフレクションという4段階
の省察を行った(図 1)。それぞれの場面を IC
レコーダーと VTR に録音、録画した。また、
授業実践者である研究者が、授業前～授業後 

 
において気になった場面とそれについての
考えをディスカッションカードに書き留め
た。学生には授業後と、リフレクション学習
の後に感想カードを書いてもらった。 
5）分析方法：逐語録を作成し、「教え- 学ぶ」
の中で、新たな気づきが生じた場面に着目し、
分析対象として抽出した。抽出した実践場面
の逐語録と、それに対応するディスカッショ
ンカードを何度も読み返し、実践者である研
究者自身がその時に感じていたこと、考えて
いたこと（行為の中の省察）を記述した。そ
の際、場面を思い返すために、VTR を見直し
た。また、その記述をしながら生じた、新た
な気づきや考え（行為についての省察）を記
述した。その際、研究者自身が、その時何を
感じ、何を考えていたか、どんな特徴に気付
いたのか、このような判断、行為をしたのは
なぜだったのだろう、その判断、行為には何
が影響していたのだろうかということに注
目した。これらの記述（省察）とおして、「教
え-学ぶ」の様相について考察した。 
6）信頼性と妥当性：分析の信頼性と妥当性
を得るために、研究者間で検討を行いながら
進めた。 
7）倫理的配慮 
倫理委員会の審査を経て、研究参加者に対

して、研究の主旨、成績の評価には関係ない
ことを口頭で説明し、同意書により同意を得
た。 
 

４．研究成果 
 ここでは、【第 2 段階】授業の実施場面の

図 1 本研究のプロセス 



省察を中心に結果を示す。 
この日の演習で学習した看護技術は、ベッ

ドに仰臥位で臥床している患者が長座位に
なることを助ける、「起き上がりを助ける援
助」であった。学生たちは、教員によるデモ
ンストレーションを見た後、4 人 1 組のグル
ープで、看護師役、患者役、観察者役の役割
をとりながら練習を行っている。看護技術の
演習の1場面における教員と学生のやりとり
のプロトコルを示し、それについての省察を
記述した。 
教員は自分が担当するグループの学生の

様子を見ながら、一つのグループに対して、
「どう？できた？」と声をかけた。すると、
学生 Aが「上半身を持ち上げるときの所がよ
く分からない」と言った。教員は「やってみ
て」と、学生 Aに援助を実施するように促し
た。私に促され、学生 Aが起き上がりの援助
を行ってみせた。ベッドに仰向けになってい
る患者役 B を起こすことはできたが、B の上
半身を持ち上げようとしているように見え
た。無理やり力任せに起き上がらせているな
と感じた。 
 
場面１ 
学生 A なんか無理やりになっちゃって 
教員 （A さんは）ここ（腕）で起こしてる
もんね＜学生 Aの動きを真似て、腕に力を入
れ、学生 C の身体を起こした＞。私は（C さ
んの身体を）一回自分に近づいてもらってる
んだ＜患者の上半身を半側臥位にして、学生
Cの身体を自分に近づけた＞。（Aさんは）こ
う＜C さんの身体を持ち上げるようにまっす
ぐ＞起こしているような気がする。そんな感
じ？ 
学生 C はい。 
教員 そのまままっすぐきてるから、ここ
（腕）の力で抱えてるような感じがしない？ 
学生 A はい 
教員 私はね、腕の力は使ってないです。自
分の肘を支点にして、患者さんの身体をこう
近づける。そして次はどこかというと、ここ、
患者さんの肘が支点になって、患者を起きあ
がらせる。＜一つ一つの動きを解説しながら
援助を見せた＞ 
学生 AB お～お 
学生 A すごい 
 
学生 Aの様子を注意深く見ていると、患者

役の学生Cの身体を無理やり持ち上げようと
しているのが分かった。この場面で見られた、
患者の身体を「持ち上げようとする」傾向は、
教員間の事前の打ち合わせの中でも挙がっ
ており、予測していたとおりであった。教員
は援助をやって見せながら、学生 Aの動きを
真似たり、教員の動きとどこが違うのかを明
らかにしたりしながら、教員間での事前打ち
合わせで確認していたことを説明した。その
後、再び学生 Aに援助をやってみるように促
した。 

場面 2 
教員 A さん、もう一回やってみて。 
学生 A ＜援助を行う。学生 C の身体を持ち
上げるような動きになっている＞ 
教員 持ちあげなくていいから、もう一回、
確認して。 
学生 A ＜もう一度援助を行うが、やはり、
学生Cの身体を持ち上げるような動きになっ
てしまっている＞ 
教員 あっ、こうひいているんだ、分かった、
分かった。そこ引かなくていいから。次ここ
（自分に近い方の患者の肘）支点にしてみて。 
学生 A ＜私に言われたとおり、学生 C の肘
の位置を意識しようとしている＞ 
教員 あ、足の位置がなんか違う気がする。
足の位置はどこが目印かというと、何かここ。
肘が自分の真ん中ぐらいにあってこう。＜次
に、Aの立ち位置にずれて立ってみた。＞今、
ここ（肘よりも足元側）にいるから、こうし
かならない（持ち上げる動きしかできない）。 
学生 AB あ～ なるほど。 
教員 立つ位置。 
 
学生 A が再びチャレンジするが、やはり、

学生Cの身体を持ち上げるような動きになっ
てしまう。なぜそのような動きになってしま
うのかと考えながら、教員は Aの動きをよく
観察していた。その時、教員は Aの立ち位置
に違和感を覚えた。立ち位置が違うことに気
づいたのだ。そして、自分はどこに立つかと
いうことをイメージしてみると、患者の肘を
目印にして立ち位置を決めているというこ
とを発見した。これまでこのことを自覚した
ことはなかった。学生 Aが立っていた位置に
ズレて援助をしてみると、肘を支点にできな
い。自分の身体の中心と、患者の肘の位置が
離れているからである。肘を支点とした回転
軸を作ることができないので、学生 Aの動き
と同じように、患者の上半身を持ち上げる動
きになってしまった。その説明をしながら
「なるほど」と、教員も学生も納得した。 
 
場面 3 
学生 A ちょっと、やってみる。＜立ち位置
をこれまでとは変えて援助を実施＞なんか
ちょっと違う。 
教員 う～ん、もうちょっと違うね。一回近
づいてもらいます。＜A が C を半側臥位にす
るのを学生 Cの肩を支えて手助けする＞。じ
ゃ、次ここ（患者の肘）、ここ（患者の肘）
中心に回転するようなイメージ。せーの。 
学生 A ＜援助を実施＞ 
教員 どう？ 
学生 A すごく楽になった。 
教員 あまり腕の力じゃなくなった気がす
る。 
（中略） 

学生 A ＜援助を実施すると患者がスッと起
き上がった＞ 
教員 今のよかったんじゃない？ よかっ



たよね。 
学生 BCD うん。うん＜うなずく＞ 
学生 A うん、けっこう（自分と患者の）距
離が近い<驚くように言う> 
教員 うん、距離が変わったでしょ。よくな
った。 
学生 ABCD ありがとうございます。 
 
患者の肘が自分の身体の中心にくるよう

に立ち位置を修正して、学生 Aは再び援助を
実施した。しかし、それだけでは上手くいか
なかった。何か違うということを学生 A自身
も感じていた。教員はもう一度、「患者を自
分に近づける」「患者の肘を支点にする」と
いうように、学生 Aの身体の動きを助けなが
ら一つ一つポイントを押さえていった。 
口頭で説明するだけではなく、例えば、患者
を自分に近づけるという場面では、自分の感
覚ではもっと患者の身体を近づける。学生 A
は近づけ足りないなと感じ、学生 Cの肩を支
えながら学生 Aが学生 Cを半側臥位にするの
を手助けした。自分が実際に援助をしている
ようなイメージをしており、「次はここ（肘）
が支点、ここ（患者の肘）中心に回転する」
そして、「せーの」と掛け声までかけていた。
まず、立ち位置が変わることで学生 Aの動き
は少し変わった。学生 A自身もそれを自覚で
きているようであり、「楽になった」と言っ
た。身体全体を使った動きというのは、なか
なか一度でコツをつかむことは難しいよう
であったが、何度か繰り返すうちに、患者が
スッと起き上がったように見えた。とてもス
ムーズな援助だった。観察者の学生 B、D も
患者役の学生Cも「うんうん」とうなずいた。
学生 Aは「結構（自分と患者の）距離が近い」
と言った。自分の動きに合わせて患者が付い
てくるというような自然な援助ができるた
めには、看護師と患者の重心を近づけること、
つまり、学生 Aが言うように距離が近いこと
がポイントとなる。しかし、「患者の身体を
近づける」ということは、学生にとっては、
他者とここまで近づくということを日常生
活では経験することがないため、「どこまで
近づくのか」「どこまで近づけていいのか」
「こんなに近づくのか」と戸惑ったり、驚い
たりすることも当然だと思う。今、振り返り
をしながら改めて学生Aの言葉に注目してみ
ることによって、このことに気づいた。 
 
【考察】 
看護技術の演習場面において、教員は、学

生が言う「よく分からない」というところを
関わりの糸口としていた。そして、学生の身
体の使い方や感覚を注意深く観察していた。
これは、自分が持っている知識を一方向的に
教えるのではなく、何が、どのように、なぜ
困っているのかを知ることから始める、＜学
生の上手くいかない経験に分け入る＞とい
う関わり方であると言える。そうしていく中
で、教員は、学生 Aの身体の使い方を自分の

身体の使い方に重ねてイメージし、違いを見
つけながら、学生 Aの個別の問題状況を探っ
ていた。それと同時に、学生 Aの援助が上手
くいくにはどうしたらよいのか、どう修正し
たらよいのかを考えながら、学生に援助を見
せたり、ポイントを説明したり、身体の使い
方を修正したりするなど、援助が上手くいく
ように、あれこれと手立てを試すことがなさ
れていた。このように、＜個別の問題状況を
探りながら、上手くいくように手立てを試す
＞関わりが見られた。教員と学生のこのよう
な関わりの中で、教員が違和感を覚えた場面
があった。この違和感は、看護技術の新たな
探求の糸口となり、学生と援助を思考錯誤し
ていく中で、教員もこれまで全く意識してい
なかった「立ち位置」という新たなポイント
の発見と、なぜその立ち位置でなければなら
ないのかという理由が見出された。このよう
に、教員と学生が、援助が上手くいくように
あれこれと手立てを試す中で、＜新たなポイ
ントを発見し、意味づける＞ことがなされる
という「教え-学ぶ」の様相がみられた。 
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