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京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻紀要
健康科学　第11巻　2015年

背　　　　　景

　看護学教育はその実践学的性格上，従来より座学に
よる学習の他に演習や臨地実習を通して看護実践を体
験させながら学ばせるという教授方法を重視してきた
（吾妻・藤原・池川，2010）。臨地実習は，学内で学
んだ看護を患者の問題を解決するために実践する極め
て重要な機会である。しかし，臨地実習において，看
護学生は新しい環境に適応していく中で，患者や家
族，看護師や医師などと多様な人間関係を維持しなが
ら，患者に既習の知識や技術を提供していかなければ
ならず，通常の学生生活とは異なったストレスに直面
する（広瀬・峰岸・瀬戸・坂田・古屋，1996）。様々
なストレスを感じながらも，学生には積極的に臨地実
習という学習過程を通して，看護実践を学んでいくこ
とが求められる。学生が積極的に臨地実習に取り組め
る環境を教員と臨床看護師が提供し，学生自身もより
積極的に臨地実習に取り組めるようにするためには，
学生の臨地実習へのモチベーションが何によって左右
されていたかを明らかにしていく必要がある。そこで
本研究では，看護学生が積極的に臨地実習に取り組め
る一助になるように，臨地実習を終了した看護学生に
臨地実習の体験についてのインタビューを行い，臨地
実習へのモチベーションに関わる要因を明らかにする
ことにした。

方　　　　　法

1．研究デザイン
　個別インタビューによる質的記述的研究である。
2．研究対象者
　A大学に在籍する看護学生 4回生で，統合実習を除
く臨床実習をすべて履修し，参加した者で，かつ，助
産師課程を選択しておらず，過去に留年したことがな
い者の中から，研究の目的と倫理的配慮を口頭及び文
書で説明し，研究への協力の同意を得られた者とした。
3．調査期間
　2013年 8月から11月の間に行った。
4．データ収集
　対象者にとって都合の良い時間と場所において 1

時間程度の半構造化面接を行った。主要な質問項目は
以下である。①実習を通しての体験はどのようなもの
であったか，②実習中に達成感のあったこと，嬉し
かったことはどのような場面であり，それは臨地実習
へのモチベーションにどう関わっていたか，③実習で
辛かったことや悲しかったことはどのようなことで
あったか。それは臨地実習へのモチベーションにどう
関わっていたか。
　その内容を ICレコーダーで録音し，逐語録に起こ
し，分析した。また，対象者の年齢，性別，入学時の
進路希望，将来の希望進路についてはアンケート用紙
を用いて面接終了後に実施した。
5．用語の操作的定義
　本研究では，「モチベーション」について，「人をあ
る行動，行為に至らしめる意識的または無意識的原因
または誘因」と定義する。
6．分析方法
　インタビュー内容の逐語録を作成し，逐語録に繰り
返し目を通し，文脈に留意しつつモチベーションに関
わる要因を表している部分に絞り，意味の読み取れる
重要発言として抽出した。それを抽象化させ，次に類
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似性・相違性を検討しながら，テーマとした。各テー
マを検討し，クラスターに分類した。クラスターをさ
らに吟味しカテゴリとしてまとめた。インタビューの
分析には NVivo9日本語版を用いた。
7．倫理的配慮
　対象者には口頭と書面にて説明を行い，書面による
同意を得た。本研究への参加は自由意思で決めること
ができ，不参加であっても何の不利益もないことを説
明した。いつでも参加の取り消しができ，たとえ参加
を拒否したり途中で参加を撤回したりしても，今後の
学業成績には全く影響がないこと，部分的に答えたく
ない場合も回答を強要しないことを伝えた。拒否の機
会を提供し，対象者が拒否した場合にはデータを削除
することとした。本研究は京都大学大学院医学研究
科・医学部及び医学部附属病院医の倫理委員会の承認
を得て実施した。（承認番号　1057）

結　　　　　果

　対象は A大学看護学専攻 4回生 6名であった。全
員が女性で，年齢は21歳から23歳であった。入学当
時に希望していた進路は看護師が 2名，保健師が 1

名，看護職以外が 1名，まだ決めていないが 2名と
様々であった。今後の進路については， 4名が看護
師， 1名が保健師， 1名が大学院進学であった。イン
タビューは平均52分，最長68分，最短42分であった。
分析の結果，看護学生における臨地実習へのモチベー
ションに関わる要因として，382の重要発言から48の
テーマ，16のクラスター， 5のカテゴリが抽出され
た（表 1）。以下，カテゴリには【 】，クラスターに
は《 》，テーマには〈 〉の括弧を用い，臨地実習に
ついては実習と記載した。学生の実習へのモチベー
ションを高めた経験として，【実習で得られた達成
感】，【学生を支える人と実習環境】，【職業選択肢の増
加】が得られた。逆に実習へのモチベーションを低下
させた経験として，【困難を感じる指導者，患者との
関係と実習環境】，【実習に対するネガティブな感情】
が得られた。
1．【実習で得られた達成感】
　学生は，実習を《人としての成長の機会》ととらえ
ていた。受持ち患者との関わりを通して〈命や人生に
ついて考えさせられる体験があった〉と感じていた。
そして，実習体験を語る中で〈実習を振り返り，語る
ことの意味〉を見出し，挨拶や報告，丁寧な言葉遣い
をするなど，〈実習で社会的スキルが身についた〉，〈実
習中は辛くともやりがいを感じ，成長できたという実
感〉を抱いていた。
「今から考えると実習は辛かったけど，プラスになっ
てるのかな」
「得るものは沢山あった実習やったなと思います。多

分一生忘れないなと思う」
　また，看護ケアを提供できたこと，患者からの感謝
の言葉を《患者と関わる中でのうれしい体験》として，
モチベーションを高めていた。
「患者さんと関わるのは，上手くいくと本当に楽しい
ことやな，と思った」
「それまでは（実習を）やらなきゃいけないこと，と
思ってまあ仕方ないみたいな感じでやっていたけど，
なんか看護学生でも変えられる可能性，ってあるじゃ
ないですか。」
　実習中は，自分なりの目標を持つ，物事をポジティ
ブに捉えるなど，それぞれに〈実習を続けるために必
要な気持ちの持ち方がわかる〉ようになっていった。
また，休日に楽しい予定を入れるなど〈実習中にリフ
レッシュするための工夫ができる〉ようになり，実習
を継続させることができ，達成感を高めることができ
た。
「月から金ずっと実習やから土日のどっちかは遊ぶか
バイトするかして，こう違う集団の所でなんか過ごす
時間を作って，そこでなんかリフレッシュしてた」
「ストレス発散方法は要るなーって実習中に思いまし
た。泣く，とかでも，あるし，うん，なんか，ため込
み続けると，だんだん，日ごとにしんどくなってくる」
2．【学生を支える周囲の人と実習環境】
　〈実習生を気にかけてくれる看護師〉がおり，臨床
看護師や教員から〈丁寧で熱心な指導〉を受けること
は，学生のモチベーションの向上につながっていた。
また，親身になって自分の話を聞いてくれるなどの体
験を通して，実習指導者や教員，グループメンバーが
自分を支えてくれるという実感を得て，安心して自信
を持って実習に取り組めていた。
「学生のために時間割いてくれたり，して。で，多分，
大変なことをやってくれてるんやな，って思って，そ
れ，すごく，モチベーションにつながったと思います。」
「『あれはなんでだと思う？』とか，聞いてくれはった
り，なんか，毎日宿題をくれたり，とか。あと，『こ
の人の 1番の問題はなんだと思う』って，なんか，考
えさせてくれたり，色々視点が結構ちがうな，という
ような経験をしました。看護師の視点と私の見てるも
のは違うな，って」
3．【職業選択肢の増加】
　実習は，学生にとって臨床で働く看護師に出会う場
でもある。学生は〈誇りをもって働く看護師たちとの
出会い〉を通して，〈目標とする看護師像の具体化〉
がなされ，実習へのモチベーションを高めていた。
「病棟の看護師さんに接して，指導してもらったりす
るうちに，『あ，現場の人ってこんなに看護職に誇り
をもってやってるんや』っていうのは，すごく感じ
た，かな。」
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表１：学生が実習でモチベーションに関わったと感じている体験
カテゴリ クラスター テーマ

実習で得られ

た達成感（4）

人としての成長の機会（5）

実習中は辛くともやりがいを感じ，成長できたという実感（13）
実習体験を振り返り，語ることの意味（12）
普段接する機会の少ない対象と出会える（10）
実習で社会的スキルが身についた（4）
命や人生について考えさせられる体験があった（4）

患者と関わる中でのうれしい体験（4）

患者と関わることの楽しさ（8）
患者に認識されていることの嬉しさ（8）
患者からの感謝の言葉（7）
看護ケアを提供できた喜び（6）

実習という学習過程を体得し，達成感を得

る（2）
知識や経験が増えると実習が面白くなる（12）
実習でのタスクに慣れる（9）

実習中のストレスへの対処方法の獲得し実

習をやり遂げる（2）
実習を続けるために必要な気持ちの持ち方がわかる（11）
実習中にリフレッシュするための工夫ができる（5）

学生を支える

周囲の人と実

習環境（3）

学生が指導を受けやすい看護師像（3）
実習生を気にかけてくれる看護師（13）
丁寧で熱心な指導（12）
学生のために時間を割いてくれる（5）

実習しやすい病棟の指導体制（3）
実習担当者が決まっている安心感（11）
実習しやすい病棟の環境，雰囲気を整えてもらえる（8）
病棟の指導体制が実習のしやすさに関わるという実感（5）

他者からの理解（4）

教員やグループメンバーが自分を理解し支えてくれる（15）
指導者，教員が学生を理解し指導してくれるという実感（6）
家族などからの支援（7）
体験を共有する友人の存在（10）

職業選択肢の

増加 （2）

看護師としてのアイデンティティが形成さ

れ始める（4）

看護師としての自分の未来につながっているという思い（10）
誇りを持って働く看護師たちとの出会い（8）
目標とする看護師像の具体化（6）
看護師になることへの自覚（5）

将来働きたい職業選択の機会になっている

（2）
実習を通して看護師をやってみようと思える（11）
将来働きたい領域の選択肢を増やせる（6）

困難を感じる

指導者，患者

との関係と実

習環境（3）

看護師や教員からの望ましくない指導（3）
学生に無関心な看護師（7）
看護師からの威圧的な指導（5）
教員に理解されていないと感じる指導（5）

うまくいかない患者との関係（4）

患者とのコミュニケーションの難しさ（11）
ケアを提供した実感がもてない（4）
学生の思いと患者が望むことのずれ（4）
受け持ち患者の変更（2）

学生が実習をしにくいと感じる病棟の様子

（3）

臨床現場での緊張感（8）
病棟に居場所がない感じ（5）
担当看護師が毎日変わる負担感（5）

実習に対する

ネガティブな

感情（4）

実習で表面化した学生の気持ち（2）
クラスメイトと自分を比較してしまう（9）
看護師を目指していないという思い（4）

自分の殻に閉じこもる（2）
世間と隔絶された感じ（7）
実習で嬉しかったことは人に話していない（7）
実習を経験していない人にはわかってもらえない（6）

実習前の実習に対するイメージ（2）
先輩から聞く実習の良くないイメージ（14）
実習前のイメージとは異なっていた（8）

実習への準備不足を感じる（3）
知識や技術の不十分さ（10）
寝不足などの身体的な疲労（7）
最初は実習のやり方がわからなかった（7）
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「将来，こういう風に患者さんと話せるようになった
らいいなーというのが目に留まったりして…。こうい
う風にできる看護師さん素敵だなーとか，働く，こう
自分が働くとしてのイメージを持ちながら…。」
　さらに，実習を通して学生の中では〈看護師になる
ことへの自覚〉が芽生えていた。〈実習を通して看護
師をやってみようと思える〉ようになり，さらに，ど
のような施設や領域で働きたいかなど〈将来働きたい
領域の選択肢を増やせる〉機会となっていた。
「…心の準備というか，覚悟とか気合いみたいなもの
が改めて充填される，感じかな。現場をみると。…甘
い考えを持っていたらあかんなって再認識させられる」
「なんか実習が終わるにつれて，やっぱり看護師にな
りたいんやなーっていうのが何となくやけど，思え
て，…。」
4．【困難を感じる指導者，患者との関係と実習環境】
　学生は，〈患者とのコミュニケーションの難しさ〉
を感じ，〈ケアを提供した実感がもてないこと〉，〈受
け持ち患者の変更〉によりモチベーションが下ってい
た。
「患者さんと上手くコミュニケーションが取れないこ
とも，結構，自分の中ではしんどいなー，という風に
は思いました」
「こっちがしたことが，その，うまくいかなくて，相
手は嫌がったり，拒否されたり。なんか，それがすご
く…うん，ショックだったんですけど」
　「達成感はあんまりなかったかもしれない。…だっ
て何もできなかった」
　「患者さんが， 2週間あったうちの 1週目の金曜日
の夜に退院しちゃったみたいで，いろいろ考えて月曜
日に行ったのに患者さんがいいひん，ていうことも
あって…」
　また，指導者から無関心あるいは威圧的に接せられ
ることは，学生にとって苦痛である。《教員や看護師
からの望ましくない指導》は実習へのモチベーション
を低めていた。
　「聞いてもあんまり答えてくれなかったりとか，そ
ういうのがあったら，次の日も辛くなる」
　「温罨法ってあるじゃないですか。それ，学校で
やってるやり方と全然違って，それとか足浴もこれ
じゃないとか言われて，なんか『学校で何してた
の？』とか言われたけど…」
　学生は実習で独特の〈臨床現場の緊張感〉を感じ，
さらに病棟が狭い，看護師が忙しそうといった状況か
ら〈病棟に居場所がない感じ〉を抱いていた。実習場
所によっては〈毎日担当看護師が変わってしまう負担
感〉も加わり，《学生が実習をしにくいと感じる病棟
の様子》となっていた。
「 8人ぐらいが一つの病棟にいっぺんに行ってた，か

ら，やっぱり忙しい中，ステーション中うろうろして
たら，そら邪魔やろうし…。でも，他に居場所がない
から，うろうろするしかないし…。あー，私すごい邪
魔って思うのが心苦しかった」
「毎回，担当の看護師さんが変わると，やっぱりちょっ
と話しかけづらいよな，ていうのは」
5 .【実習に対するネガティブな感情】
　学生はコミュニケーションをとりにくい患者を受け
持ったり，ケアがうまくいかなかったりすると，〈ク
ラスメイトと自分を比較してしまう〉ことがある。人
によっては，自分は〈看護師を目指していないという
思い〉が頭をもたげることもある。このような気持ち
は実習への困難感を増強する。
「他の人が，めっちゃいい結果残してたり，なんか，
順調にいってたりすると，なんか言いづらかったりす
るから，（実習が）終わった後になんか実は私はこう
だった，みたいなことは言ったけど，その時は全然な
んか…（中略）劣等感まではいかないけど，なんだろ，
そう，あんまり…本当につらいことは言わなかったか
なー。」
「私，看護師でも嫌なのに，なんで保健師まで取らな
あかんの，みたいな。いや，免許，べつにいらんのに，
みたいな。強いられてるやん，みたいな。卒業せなあ
かんから，とりあえずやるけど，みたいな。それが辛
かった。本当に辛かった。」
　実習中は忙しく，親や友人などとの関わりを持たな
いようにしたり，世間のニュースに構っていられない
気持ちになっており，〈世間から隔絶された感じ〉を
抱いていた。実習後も実習のことは〈実習を経験して
いない人にはわかってもらえない〉と感じ，看護学生
同士で話すときにも〈実習で嬉しかったことは人に話
していない〉状況にあり，さらに実習に対するネガ
ティブな感情を増強させていた。
「ほかの学生，学部生にはわからない，ことじゃない
ですか。すごい特殊やし。」
「実習思い出したりしても，悪い方ばっかりの話を今
までしてきた気はします」
「後輩とかにも，どうでした？って言われたら，いや，
しんどいよ，って言うし。なんか，あんまり，患者さ
んがこうでね，みたいな話をする機会が中々ないので」
　実習前に耳にする実習の話は，看護師が怖い，記録
が大変，睡眠が十分に取れないなどの話が多く，〈先
輩から聞く実習の良くないイメージ〉になっていた。
「もう，先輩の話からも聞いていたし，やっぱ，看護
師さんのイメージとして，怖いし，寝られへんイメー
ジでした」
「すっごい悪いイメージで， 2か月半，どうやって生
き残ろうかって思ってて」
　またそもそも〈最初は実習のやり方がわからなかっ
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た〉こともあり，実習に取り組む中で〈知識や技術の
不十分さ〉を感じていた。このことも実習へのモチ
ベーションを低めていたと考えられる。
　「実習ってどういうものかわかってなかったから，
学生は，学生控室に居といたらいいんかなって」
　しかし，ネガティブなイメージを持って実習に望ん
だ学生の中には，患者との出会いなどを通し，大変な
中にも自分の成長や実習の意義を見出し，〈実習はイ
メージしたものと違った〉という印象を持っていた。
「先輩が，寝る暇ないとか，なんか，看護師さんにな
んかされるとか，すごいそういう噂を聞いてたけど，
全然大したことないやんみたいな。いっぱい寝れる
し，別にそんな理不尽に怒られることはないし，（イ
メージが）変わったから，別に，最初のイメージより
は別に普通やなーっていう」

考　　　　　察

　実習において学生は，患者や臨床看護師との関わり
によってモチベーションが高まっていた。患者からの
感謝の言葉をうけたり，熱心な指導をしてくれる看護
師と関わったりすることが，学生なりにも 1人の看護
スタッフとして，承認されていることを感じさせたの
であろう。
　実習に取り組む中で学生は，「将来，こういう風に
患者さんと話せるようになったらいいなー」，「こうい
う風にできる看護師さん素敵だなー」と思えるロール
モデルに出会い，看護師となる自覚が芽生えていた。
看護実践において学びの対象は新たな科学的知識や技
能を身につけることだけでなく，患者の心情への共感
や職業的倫理に基づいた看護師としての振る舞いであ
る（鍋田・水田・山田・松田，2015）。ロールモデル
を獲得する重要性については，看護学生が看護師を
ロールモデルとすることで実習における自己効力感が
高まる（松井・佐藤，2001），看護師が熟練した看護
師をロールモデルにすることで，看護師が成長してい
く上で具体的な目標設定の手段になり得る（多崎・稲
垣・松井・村角，2007）と考察されている。このよ
うな機会を学内演習で提供することは難しく，臨地実
習ならではの効果といえるだろう。
　実習は学生にとって，看護師になるためのアイデン
ティティ形成への第一歩となり，《将来働きたい職業
選択の機会になっている》ことが分かった。その実習
をどれだけ有意義に過ごせるかは，学生にとってその
後の看護職としての人生に大きな影響を及ぼすと考え
られる。実習内容を充実させることは，今後の看護界
を担う人材育成につながり，ひいては今後の看護界の
発展に関わる。しかし，臨床現場で実習を受入れるこ
とは，学生ならではの看護の提供がある，指導者に
とっても勉強になる，看護を振り返る機会を提供する

などのプラス面がある一方で，患者選択などの受入れ
準備，指導のための勤務変更，指導者が指導中の業務
代行などの様々な負担が発生する（牛久保，2015；
畠山，2010）。今回，熱心に指導をしてくれる指導者
がいる一方で，学生からは不適切と感じる指導者がい
ることが語られた。実習指導者の時間の確保や，実習
生への効果的な指導をできる指導者の育成，臨床と教
育機関のより密接な連携が重要な課題といえる。
　学生は〈ケアを提供した実感が持てない〉，〈受持ち
患者の変更〉など患者との関係でモチベーションを低
めていた。その背景には，医療の高度化や入院患者の
高齢化，患者の安全の確保や権利意識の向上，在院日
数の短縮等に伴い入院患者に占める重症患者の割合の
増加（日本看護系大学協議会，2010）により受持ち
患者の選定が難しく，無資格者である学生が体験でき
る技術がかなり制限されている状況がある。臨床現場
を取り巻く変化により，臨地実習において知識や技術
を統合し，実践能力を習得することが難しくなってい
る。また，実習で学生は〈患者とのコミュニケーショ
ンの難しさ〉を感じ，〈学生の思いと患者が望むこと
のずれ〉が生じていた。小西は，学生の特徴として，
生活体験が乏しいこと，また幅広い世代との関わりが
少なく，コミュニケーション能力が低下していること
を指摘している（小西，2013）。それらの課題を克服
する手段の一つとして，臨地実習では実践できない場
面を再現し，類似した環境下での経験学習を促進する
シミュレーション教育の有効性が期待されている（小
西，2013；Lee，2010）。
　実習という学習形態への理解不足や実習に臨む態度
がわからなかったという《実習への準備不足を感じ
る》，〈先輩から聞く実習のよくないイメージ〉に関し
ては，実習前のオリエンテーション以外に，実習を終
えた先輩学生からの情報提供も有効であると考える。
教員からでは伝えきれない，実習のちょっとしたコツ
も提供されるとよいのではないだろうか。こういった
スキルが先輩学生から，後輩学生へ伝達されていくこ
とも，これから実習を行う学生にとって，実習への準
備を整え，実習に取り組みやすくなる可能性がある。
また，〈実習で嬉しかったことは人に話していない〉
〈実習を経験していない人にはわかってもらえない〉
といった《自分の殻に閉じこもる》ような体験も，実
習体験を語る場所があることで，思いが表出されネガ
ティブな実習体験が良い体験として変化していく可能
性がある。牧原らは，看護学生 3学年で情報交換会を
行い，先輩からの情報は学習意欲を高めるために有効
であり，先輩から情報を得た学生が 3年次になると後
輩に伝えたいという役割意識が高くなったと報告して
いる（牧原・山田・城野・今井・大石・児玉，2010）。
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結　　　　　論

　実習は学生にとって，成長の機会，職業選択の機会
となり，理想の看護師像が明確になり，看護師として
の一歩を踏み出すきっかけになっていた。一方で，そ
ういった良い体験を表出できる機会がなく，辛い体験
ばかりが印象に残っているため，後輩に実習体験を辛
いものとして伝える傾向があることもわかった。実習
へのイメージ作りを行うためにも学年を越えた情報交
換が有効である可能性がある。また，臨床指導者，教
員の適切な指導・助言があること，実習環境がととの
えられていることも学生のモチベーションに大きく関
与していた。
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