
Essay
　精神看護学実習は、学生にとって未知の世界に足を踏み
入れるような緊張感を伴うことが多い。私が出会ったAさん
もその一人であった。
　実習初日、Aさんは他の学生とコミュニケーションを取る
こともなく、一点を見つめとても硬い表情で座っていた。
私はAさんに「昨日は眠れた？」と声をかけると「先生、私
コミュニケーションが苦手なので、患者さんと信頼関係を
築けるかとても不安です」と質問の回答とは異なるAさんの
思いを伝えてくれた。
　Aさんの受け持ち患者さんは統合失調症の女性で自閉
傾向のある方であった。私は、実習期間中にAさんは患者
さんとコミュニケーションを取ることすら難しいかもしれない、
Aさんはこの実習でさらに自信を失うかもしれないと少し

心配になった。しかし、私の心配は杞憂に終わった。コミュニ
ケーションが苦手なAさんは、患者さんとの距離の取り方
が絶妙であった。周囲からみると消極的に映ったかもしれ
ない。しかし、少しずつ患者さんに歩み寄る関わりが患者
さんを安心させ、少しずつAさんに心を開くようになった。
実習終了時にはAさんに手紙を渡し、握手を求めた。Aさん
は最高の笑顔で「精神看護って楽しいですね！」と話し、
今では精神科のナースとして活躍している。
　学生の欠点に見える部分も個性として生かすことで、その
人にしかできない素敵な看護になる、それを改めて教えて
くれた学生である。私はこれからも学生の個性を看護に
生かせるサポートをしていきたいと思っている。

─ 学生の個性を大切にした支援 ─ 東京慈恵会医科大学　医学部看護学科　山下 真裕子

　朝ドラ「おかえりモネ」をここ半年録画して見ていました。
朝ドラは登場人物のあたたかさに元気を頂けますよね。
そろそろ最終回と思うと、なんだかさびしいです。このドラマ
のヒロイン百音と良い関係である菅波医師の言葉「あなたの
痛みは僕にはわかりません。でも、わかりたいと思っていま
す」＊1をきいて、「コンパッションだ！」と思いました。
　思いやりは実は２種類あります。１つはエンパシーでもう
１つはコンパッションです。
　エンパシーは、人の苦しみや痛みを目のあたりにして、
その苦しみや痛みをあたかも自分のことのように感じること
です。人の痛みを感じることは、ケアをする看護師にとって
一見良い資質のように見えますが、痛みを感じてしまっては
人に適切なケアをすることはできません。
　一方、コンパッションは、人の苦しみや痛みを理解しよう
としても、それが自分の苦しみや痛みとならず、むしろ、その
苦しみや痛みをなんとかして和らげようと、努力したり行動
を起こすのです。学生たちが受け持ち患者さんのために

何とかしたいと思って、知識を得たり、スキルを磨いたり
することは、まさにコンパッションですよね。
　エンパシーだけで仕事をしていると、疲れ切って共感疲労を
おこしやすくなります。そうならないためにも、私たちには
エネルギーチャージが必要です。そのエネルギーチャージと
なるのがラポール7号でお話しした、セルフ・コンパッションです。
自分が思いやりで満たされると、思いやりを他者に向ける
ことができます。ですから、患者さんによいケアをしたいと
思うからこそ、自分に思いやりをもって、自分のケアができる
よう、学生に「セルフケア」の大切さを教えてあげてください。
　菅波医師にコンパッションを与えられた百音も、菅波医
師が過去のことで苦しんでいるときに、なんとかその苦しみ
を和らげたいと、黙って彼の背中に手をあてていました。

「手当てだ！」と思いました。なかなかコンパッションについて
考えさせられるドラマでした。

学生が笑顔になる

Positive心理学

看護師になる夢に向かって
まっしぐら、でも時にくじけ
ることも。そんな学生に寄
り添い、一緒にがんばりた
いと、日々奮闘される先生
方にぜひ役立ててほしい
「心理学のチカラ」をお話
しいただきます。

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科
秋山 美紀
Prof ile

コンパッション（思いやり）を考える

もともと落ち込みやすく生きづらさを感じてましたが、
ポジティブ心理学との出会いで救われました。私の
ように悩んでいる人に寄り添って、なんとか日々の小さな
喜びを共に見つけていこうと研究しています。

ポジティブ
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＊1　連続テレビ小説「おかえりモネ」第16週「若き者たち」,日本放送協会,2021年8月
30日～9月3日（テレビ番組）
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『ラポール』とは「心が通い合っている、信じ合う関係」という意味があります。看護教育に関するさまざまな知見・情報・感動を
本誌より発信させていただき、看護教育に携わる先生方とより良く、より強くつながっていきたいと願っております。

【ラポールWEB版もぜひご覧ください！】 メディカ　ラポール

　第31回は昨年に続き、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴い、2021年8月18日（水）～ 9月17日（金）までのオンラ
イン開催となった。第31回のテーマは、「COVID-19危機
から学ぶ看護学教育のグローバルイノベーション」で、さま
ざまなシンポジウムや交流セッションなどが配信されてい
た。オンライン開催では演者や参加者と直接会って話をす
ることはできないが、今回、チャット機能を使い、気軽に
発表者に質問ができるようにしたり、一部の一般演題の発
表に「いいね」で視聴者投票する企画を行ったり、オンライ
ンならではの交流の仕方を工夫しており、新しい時代に向
かって前を向いて進んでいる印象を受けた。
　開会式で、本学術集会の会長、池松 裕子先生（名古屋
大学大学院医学系研究科総合保健学専攻 教授）は、昨年
から続く混乱をふりかえり、看護教育で何ができて、何が
できていないかを検証し、これからの新しい世界に求めら
れる看護職の能力や、明日の看護学教育について考えて
いこう、などと述べ、本学術集会をスタートした。
　シンポジウム1では、「パンデミック時代の看護職に求め
られる能力」をテーマに、①急性期看護師、②高齢者施設で
働く看護師、③保健師、④助産師、⑤VUCA時代の看護職に
求められる能力について、各シンポジストが経験をもとに
発表した。共通して今回の新型コロナウイルス感染症のよ

うな新興感染症に罹患した患者さんへの対応など、想定外
のことに対応するためには、「根拠に基づくケアを実現する
能力」、また、そのための「情報収集能力」が必要であると
述べた。いまでも教育の場でこういった能力のほか、コ
ミュニケーション能力やリーダーシップ、マネジメント力
など学ぶ機会を提供しているかとは思うが、今まで以上
に、実践できるレベルに高めていかなければいけないと、
小松 万喜子座長（中部大学 生命健康科学部 保健看護学
科）が発言して終了となった。
　シンポジウム2では、「COVID-19危機下の看護学教育
には何が起きていたか」をテーマに、①４年制大学、②看護
専門学校、③２年課程（通信制）、④母性・助産学教育の立
場から、いままでの取り組みの共有、そして、これからを
乗り越えるための方向性を各シンポジストが発表した。①4
年制大学については、西村 ユミ先生（東京都立大学 健康
福祉学部 看護学科 教授）が発言。2020年の4年生の総合
臨地実習は、オンライン実習に切り替え、オンライン演劇
ワークショップによる看護過程の展開や、オンラインカン
ファレンスを行うなどの工夫を紹介した。受け入れが再開
した際も、実習先での更衣室の時差活用、黙食など、感染
対策を徹底していた。学生の集中力は高まったが、一方、
報告・相談などのコミュニケーションが難しいと感じた

学生も多かったようだ。新型コロナウイルス感染者数の状
況により、実習は開始直前などに方法変更を余儀なくされ
る場合があったが、学生・教員ともに変更のプロセスに関
わり、それ自体を学ぶ機会としつつ、そういった状況に対
して柔軟でいられる態度を育むことが求められ、実践した
とのこと。また、対面できないことで、学生は心身のバラ
ンスをくずす可能性があったため、フォロー体制の強化が
必要だったなど、ふりかえっていた。②看護専門学校につい
ては、出石 敬子先生（愛知県立総合看護専門学校学校長）
が発言。インターネット環境がなく、遠隔授業の整備に時
間がかかったが、ポケットWi-Fiをいくつか契約して、環境
を整え、それに並行して分散登校なども検討し、対応して
いった。状況を判断しながら、学生同士が学びあえる環境
を構築していったため、学校側は何が必要であるかを見極
める能力や柔軟な対応が必要だったとふりかえっていた。
③2年過程（通信制）については、結城 厚子先生（弥富看
護学校 校長）が発言。学生は病院勤務や子育て世代も多
いため、急な日程変更の調整には苦労した。病院見学実
習の学内実習への切り替え、DVDや教員自作の映像活用
や、ペーパーペイシェントの強化などを実施していた。④母
性・助産学については、遠藤 俊子先生（関西国際大学 保
健医療学部 学部長・教授）が発言。試験もオンラインで実
施するにあたり、不正の懸念があったので、はじめから教
材持ち込みを可能とするが、持ち込んだものを見られる暇
がないくらいに設問数を増やして対応したり、学生同士で

回答を共有できないように、問題を個別にランダムに送信
するシステムを導入したりするなど行った。また、授業で
は、密にならないようにロールプレイを広角カメラで映し、
各自はパソコンからその映像を見ながら確認するなどのハ
イブリット授業も実施。看護・助産技術のシミュレーター、
VR、インタラクティブコミュニケーションによる演習・実習
の開発（DX）などが必要であると述べていた。
　シンポジストの先生方はみな共通して、今回の経験を通
して、やはりオンラインでは学べないことがある、と改めて
実感していた。対面を重視しながら、オンラインをうまく活
用していくことが大事であり、また試して終わりではなく、
評価しながら次につなげていくことが必要であると締めく
くった。
　今回取材して、教育の場では大変な状況にいる中で、
試行錯誤しながら、先生方が一丸となって精力的に取り組
んでいることを改めて感じたと同時に、情報収集能力や、
オンラインなどのＩＣＴの活用がこれからますます必要に
なっていくと実感した。
　学会で先生方の活躍を拝見し、当社からはエビデンス
に基づいた最新情報のいち早い提供や、デジタル教科
書、e-LearningなどからICT教育をサポートするなど、新
しい時代の中で、看護教員や学生のみなさまに少しでもお
役に立てるよう、今後一層精進しなくてはと考える。

［稲田 美香／メディカ出版 基礎教育営業課］

一般社団法人日本看護学教育学会
第31回学術集会（オンライン開催）を
取材してきました！
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授業の
　アイデア

岐阜聖徳学園大学
看護学部

岡本 華枝

「学び続けられる看護師
を育てたい」という思い
から生まれた、「できる」
看護師の頭の中を可視
化した看護実践モデル
である「GOLDメソッド」。
それを活かした「看護教
育」について、研究・実践
を進めている岡本華枝
先生に、理論の考え方な
どの詳しい解説から、実
際に行ってきた実践例を
紹介していただきます。
ぜひ貴校の教育のご参考
にしてください。

Prof ile
看護基礎教育の教授方法を模索中にインストラクショナルデザイン

（ID）理論と出合い、患者安全と臨床現場の看護実践につながる
効果的・効率的・魅力的な授業・研修を目指し、教材開発や
デザイン研究に取り組んでいます。卒前卒後がつながる学びを支え、
医療職が活き活きと過ごせる日々が続くように支援する教育研究
活動をおこなっています。

　教育工学の研究知見を医療に応用して開発されたゴール達
成型学習デザイン（以下、GOLDメソッド）は、ベテラン看護
師の臨床判断（患者の小さな変化を見逃さず急変させないた
めの基本的な考え方とその実践方法）を、看護実践を通して
経験学習するための教授法（教え方・学び方）が含まれていま
す＊1。GOLDメソッドはベテラン看護師の思考過程が6段階の
ステップ※で構成されています。今回はこのステップの中の
第1段階をご紹介します。
　第1段階はベテラン看護師が患者の病室に行く前に、ナー
スステーションで無意識に行っている考え方です。ベテラン
看護師は、患者情報から勤務時間内に患者に起こりそうな最
悪の事態を予測し、対処行動も想定内にしておくことが習慣
になっています。さらに、その患者にとって起こりそうな最
初の変化を予測しておきます。患者は時間の経過の中に存在
すること、そして、いつも同じ状況ではないことを念頭にお
いて、起こりそうな状況を予測し、その時の対処方法を頭の
中でリハーサルしています。
　この第1段階での演習場面を例にあげます。まずは、ナー
スステーションと病室を見立てた場所を設定します。学生は
ナースステーションで患者訪室前に、いざという時に慌てな
いための頭作りをするために、声に出してリハーサルをしま
す。看護師役の学生は、指導者役に、患者訪室の目的を宣言
します。症状の変化がある場合の最初の変化を予測して伝え
ます。例えば、「〇〇さんは低酸素血症が起こる可能性があ
るので最初の変化は呼吸が早くなり息づかいが荒くなりそう
です。」のように伝えます。
　そして、患者の状態が安定し、前回と比べて変化がない場
合の看護ケア（プランA）と最悪の事態と対処法まで想定した
看護ケア（プランB）を言語化するリハーサルの場をつくりま
す。例えば、「〇〇さんは〇〇が起こる可能性があるので、〇
〇の時は〇〇〇と声かけをしながら〇〇をおこないます。」の
ように伝えます。
　演習場面での観察者役は、その状況をホワイトボードに記
述します。ホワイトボードを縦に三分割し、①左：第1段階

（ナースステーション）、②中：第2・３・4段階（病室）、第5段
階（報告・記録）、③右：第6段階（ふりかえり）を記述します。
私は演習や実習場面で必ず学生と共にリハーサルを行ってい
ます。皆さんもいかがでしょうか。

　演習場面での事例作りのポイントは、学生が患者をイメー
ジできるように、患者の名前を「A氏」、「聖徳さん」のような
架空の人物ではなく、実在しそうな名前にします。例えば、

「後藤のりこさん」とリアルな名前を設定し、演習用の患者事
例に命を吹き込みます。
　学生が繰り返し交代しながら練習する場があれば時間経過
の中で、リアルな臨床現場をイメージできるように時間経過
で場面を設定します。ストーリーの中で学生が主人公とな
り、その主人公としての役割（患者の安全を保障する看護を
提供する）を達成することがミッションとして成立します。そ
の事例患者の時間経過の中で学ぶことができます。例えば、
同じ患者設定で1人目の学生は「10時の訪室」、2人目の学生は

「13時の訪室」とします。同じ患者でも、訪室時間が変われ
ば、訪室の目的が異なり、時間に応じた声掛けや観察の視点
も違ってきます｡患者役の状況は、最初は症状等の変化がな
い状態（安定している状態）、そして徐々に足場掛けを外して
いくように、患者の状況に変化を演出していきます。

　次回以降もGOLDメソッドの具体的な活用の仕方を紹介し
ていきます。

「これからの看護教育」を育むためのNSLR
Nursing Student Learning Recommendations 看護学生の学習に関する提言
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　第31回は昨年に続き、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴い、2021年8月18日（水）～ 9月17日（金）までのオンラ
イン開催となった。第31回のテーマは、「COVID-19危機
から学ぶ看護学教育のグローバルイノベーション」で、さま
ざまなシンポジウムや交流セッションなどが配信されてい
た。オンライン開催では演者や参加者と直接会って話をす
ることはできないが、今回、チャット機能を使い、気軽に
発表者に質問ができるようにしたり、一部の一般演題の発
表に「いいね」で視聴者投票する企画を行ったり、オンライ
ンならではの交流の仕方を工夫しており、新しい時代に向
かって前を向いて進んでいる印象を受けた。
　開会式で、本学術集会の会長、池松 裕子先生（名古屋
大学大学院医学系研究科総合保健学専攻 教授）は、昨年
から続く混乱をふりかえり、看護教育で何ができて、何が
できていないかを検証し、これからの新しい世界に求めら
れる看護職の能力や、明日の看護学教育について考えて
いこう、などと述べ、本学術集会をスタートした。
　シンポジウム1では、「パンデミック時代の看護職に求め
られる能力」をテーマに、①急性期看護師、②高齢者施設で
働く看護師、③保健師、④助産師、⑤VUCA時代の看護職に
求められる能力について、各シンポジストが経験をもとに
発表した。共通して今回の新型コロナウイルス感染症のよ

うな新興感染症に罹患した患者さんへの対応など、想定外
のことに対応するためには、「根拠に基づくケアを実現する
能力」、また、そのための「情報収集能力」が必要であると
述べた。いまでも教育の場でこういった能力のほか、コ
ミュニケーション能力やリーダーシップ、マネジメント力
など学ぶ機会を提供しているかとは思うが、今まで以上
に、実践できるレベルに高めていかなければいけないと、
小松 万喜子座長（中部大学 生命健康科学部 保健看護学
科）が発言して終了となった。
　シンポジウム2では、「COVID-19危機下の看護学教育
には何が起きていたか」をテーマに、①４年制大学、②看護
専門学校、③２年課程（通信制）、④母性・助産学教育の立
場から、いままでの取り組みの共有、そして、これからを
乗り越えるための方向性を各シンポジストが発表した。①4
年制大学については、西村 ユミ先生（東京都立大学 健康
福祉学部 看護学科 教授）が発言。2020年の4年生の総合
臨地実習は、オンライン実習に切り替え、オンライン演劇
ワークショップによる看護過程の展開や、オンラインカン
ファレンスを行うなどの工夫を紹介した。受け入れが再開
した際も、実習先での更衣室の時差活用、黙食など、感染
対策を徹底していた。学生の集中力は高まったが、一方、
報告・相談などのコミュニケーションが難しいと感じた

学生も多かったようだ。新型コロナウイルス感染者数の状
況により、実習は開始直前などに方法変更を余儀なくされ
る場合があったが、学生・教員ともに変更のプロセスに関
わり、それ自体を学ぶ機会としつつ、そういった状況に対
して柔軟でいられる態度を育むことが求められ、実践した
とのこと。また、対面できないことで、学生は心身のバラ
ンスをくずす可能性があったため、フォロー体制の強化が
必要だったなど、ふりかえっていた。②看護専門学校につい
ては、出石 敬子先生（愛知県立総合看護専門学校学校長）
が発言。インターネット環境がなく、遠隔授業の整備に時
間がかかったが、ポケットWi-Fiをいくつか契約して、環境
を整え、それに並行して分散登校なども検討し、対応して
いった。状況を判断しながら、学生同士が学びあえる環境
を構築していったため、学校側は何が必要であるかを見極
める能力や柔軟な対応が必要だったとふりかえっていた。
③2年過程（通信制）については、結城 厚子先生（弥富看
護学校 校長）が発言。学生は病院勤務や子育て世代も多
いため、急な日程変更の調整には苦労した。病院見学実
習の学内実習への切り替え、DVDや教員自作の映像活用
や、ペーパーペイシェントの強化などを実施していた。④母
性・助産学については、遠藤 俊子先生（関西国際大学 保
健医療学部 学部長・教授）が発言。試験もオンラインで実
施するにあたり、不正の懸念があったので、はじめから教
材持ち込みを可能とするが、持ち込んだものを見られる暇
がないくらいに設問数を増やして対応したり、学生同士で

回答を共有できないように、問題を個別にランダムに送信
するシステムを導入したりするなど行った。また、授業で
は、密にならないようにロールプレイを広角カメラで映し、
各自はパソコンからその映像を見ながら確認するなどのハ
イブリット授業も実施。看護・助産技術のシミュレーター、
VR、インタラクティブコミュニケーションによる演習・実習
の開発（DX）などが必要であると述べていた。
　シンポジストの先生方はみな共通して、今回の経験を通
して、やはりオンラインでは学べないことがある、と改めて
実感していた。対面を重視しながら、オンラインをうまく活
用していくことが大事であり、また試して終わりではなく、
評価しながら次につなげていくことが必要であると締めく
くった。
　今回取材して、教育の場では大変な状況にいる中で、
試行錯誤しながら、先生方が一丸となって精力的に取り組
んでいることを改めて感じたと同時に、情報収集能力や、
オンラインなどのＩＣＴの活用がこれからますます必要に
なっていくと実感した。
　学会で先生方の活躍を拝見し、当社からはエビデンス
に基づいた最新情報のいち早い提供や、デジタル教科
書、e-LearningなどからICT教育をサポートするなど、新
しい時代の中で、看護教員や学生のみなさまに少しでもお
役に立てるよう、今後一層精進しなくてはと考える。

［稲田 美香／メディカ出版 基礎教育営業課］

「GOLDメソッド」を活用した
リアルな臨床現場を学ぶための演習とは
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第2回

withコロナ時代に対応！遠隔授業や自宅での自己学習に！

デジタル看護教科書®
『デジタル ナーシング・グラフィカ』

看護学生のための個別学習
e-Learning『BeNs.（ビーナス）』

●当社看護基礎教育テキスト『ナーシング・グラフィカ』
全52巻が1台に！

●動画425点／
　国試対策問題約3,200題
●学生の成績管理機能

●スマートフォンやパソコン1つで学習できる　　　　
オンライン教材

●アダプティブ（学生個人別）に学習内容を提案
●学習進捗の「見える

化」で個別指導をサ
ポート

●臨床の実際や実践
知識も学べ、実習や
卒後にも活かせる！

オフライン
でも 

教科書や動画を

閲覧可能です！

第１段階：ナースステーションで頭を整える【患者訪室前】

看護教員サービス ラポール

※６段階のステップは、ラポール８号 「これからの看護教育を育むためのNSLR」第１回
にて紹介しております。　　　WEB閲覧：https://ml.medica.co.jp/rapport/#rapport

どんな目的で何のため
に何を実践するのか
宣言する
患者情報のポイント（年
齢による合併症リスク、
慢性疾患の有無、急性症
状の有無・経過）

1
患者に起こりそうな
最初の変化を予測する
例：「◯◯さんは低酸素
血症が起こる可能性が
あるので最初の変化は
呼吸が早くなり息づかい
が荒くなりそうです。」

2
プランＡとプランＢの
状況をリハーサルする
プランＡ：患者の状態が
安定し、前回と比べて変
化がない場合
プランＢ：最悪の事態と
対処法まで想定した場合

3

1．  患者の状況に応じた看護を
 可能にするためのリハーサル

2．  ストーリーの中で学生が主人公となる、
 効果的・効率的・魅力的な演習作りポイント

•患者の名前はリアルにする
•時間経過に応じた場面を設定する
•患者の症状の変化は徐々にステップアップする

演習作りの
ポイント 



授業の
　アイデア

岐阜聖徳学園大学
看護学部

岡本 華枝

「学び続けられる看護師
を育てたい」という思い
から生まれた、「できる」
看護師の頭の中を可視
化した看護実践モデル
である「GOLDメソッド」。
それを活かした「看護教
育」について、研究・実践
を進めている岡本華枝
先生に、理論の考え方な
どの詳しい解説から、実
際に行ってきた実践例を
紹介していただきます。
ぜひ貴校の教育のご参考
にしてください。

Prof ile
看護基礎教育の教授方法を模索中にインストラクショナルデザイン

（ID）理論と出合い、患者安全と臨床現場の看護実践につながる
効果的・効率的・魅力的な授業・研修を目指し、教材開発や
デザイン研究に取り組んでいます。卒前卒後がつながる学びを支え、
医療職が活き活きと過ごせる日々が続くように支援する教育研究
活動をおこなっています。

　教育工学の研究知見を医療に応用して開発されたゴール達
成型学習デザイン（以下、GOLDメソッド）は、ベテラン看護
師の臨床判断（患者の小さな変化を見逃さず急変させないた
めの基本的な考え方とその実践方法）を、看護実践を通して
経験学習するための教授法（教え方・学び方）が含まれていま
す＊1。GOLDメソッドはベテラン看護師の思考過程が6段階の
ステップ※で構成されています。今回はこのステップの中の
第1段階をご紹介します。
　第1段階はベテラン看護師が患者の病室に行く前に、ナー
スステーションで無意識に行っている考え方です。ベテラン
看護師は、患者情報から勤務時間内に患者に起こりそうな最
悪の事態を予測し、対処行動も想定内にしておくことが習慣
になっています。さらに、その患者にとって起こりそうな最
初の変化を予測しておきます。患者は時間の経過の中に存在
すること、そして、いつも同じ状況ではないことを念頭にお
いて、起こりそうな状況を予測し、その時の対処方法を頭の
中でリハーサルしています。
　この第1段階での演習場面を例にあげます。まずは、ナー
スステーションと病室を見立てた場所を設定します。学生は
ナースステーションで患者訪室前に、いざという時に慌てな
いための頭作りをするために、声に出してリハーサルをしま
す。看護師役の学生は、指導者役に、患者訪室の目的を宣言
します。症状の変化がある場合の最初の変化を予測して伝え
ます。例えば、「〇〇さんは低酸素血症が起こる可能性があ
るので最初の変化は呼吸が早くなり息づかいが荒くなりそう
です。」のように伝えます。
　そして、患者の状態が安定し、前回と比べて変化がない場
合の看護ケア（プランA）と最悪の事態と対処法まで想定した
看護ケア（プランB）を言語化するリハーサルの場をつくりま
す。例えば、「〇〇さんは〇〇が起こる可能性があるので、〇
〇の時は〇〇〇と声かけをしながら〇〇をおこないます。」の
ように伝えます。
　演習場面での観察者役は、その状況をホワイトボードに記
述します。ホワイトボードを縦に三分割し、①左：第1段階

（ナースステーション）、②中：第2・３・4段階（病室）、第5段
階（報告・記録）、③右：第6段階（ふりかえり）を記述します。
私は演習や実習場面で必ず学生と共にリハーサルを行ってい
ます。皆さんもいかがでしょうか。

　演習場面での事例作りのポイントは、学生が患者をイメー
ジできるように、患者の名前を「A氏」、「聖徳さん」のような
架空の人物ではなく、実在しそうな名前にします。例えば、

「後藤のりこさん」とリアルな名前を設定し、演習用の患者事
例に命を吹き込みます。
　学生が繰り返し交代しながら練習する場があれば時間経過
の中で、リアルな臨床現場をイメージできるように時間経過
で場面を設定します。ストーリーの中で学生が主人公とな
り、その主人公としての役割（患者の安全を保障する看護を
提供する）を達成することがミッションとして成立します。そ
の事例患者の時間経過の中で学ぶことができます。例えば、
同じ患者設定で1人目の学生は「10時の訪室」、2人目の学生は

「13時の訪室」とします。同じ患者でも、訪室時間が変われ
ば、訪室の目的が異なり、時間に応じた声掛けや観察の視点
も違ってきます｡患者役の状況は、最初は症状等の変化がな
い状態（安定している状態）、そして徐々に足場掛けを外して
いくように、患者の状況に変化を演出していきます。

　次回以降もGOLDメソッドの具体的な活用の仕方を紹介し
ていきます。

「これからの看護教育」を育むためのNSLR
Nursing Student Learning Recommendations 看護学生の学習に関する提言
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デジタル看護教科書®
『デジタル ナーシング・グラフィカ』

看護学生のための個別学習
e-Learning『BeNs.（ビーナス）』

●当社看護基礎教育テキスト『ナーシング・グラフィカ』
全52巻が1台に！

●動画425点／
　国試対策問題約3,200題
●学生の成績管理機能

●スマートフォンやパソコン1つで学習できる　　　　
オンライン教材

●アダプティブ（学生個人別）に学習内容を提案
●学習進捗の「見える

化」で個別指導をサ
ポート

●臨床の実際や実践
知識も学べ、実習や
卒後にも活かせる！

オフライン
でも 

教科書や動画を

閲覧可能です！

第１段階：ナースステーションで頭を整える【患者訪室前】

看護教員サービス ラポール

※６段階のステップは、ラポール８号 「これからの看護教育を育むためのNSLR」第１回
にて紹介しております。　　　WEB閲覧：https://ml.medica.co.jp/rapport/#rapport

どんな目的で何のため
に何を実践するのか
宣言する
患者情報のポイント（年
齢による合併症リスク、
慢性疾患の有無、急性症
状の有無・経過）

1
患者に起こりそうな
最初の変化を予測する
例：「◯◯さんは低酸素
血症が起こる可能性が
あるので最初の変化は
呼吸が早くなり息づかい
が荒くなりそうです。」

2
プランＡとプランＢの
状況をリハーサルする
プランＡ：患者の状態が
安定し、前回と比べて変
化がない場合
プランＢ：最悪の事態と
対処法まで想定した場合

3

1．  患者の状況に応じた看護を
 可能にするためのリハーサル

2．  ストーリーの中で学生が主人公となる、
 効果的・効率的・魅力的な演習作りポイント

•患者の名前はリアルにする
•時間経過に応じた場面を設定する
•患者の症状の変化は徐々にステップアップする

演習作りの
ポイント 



Essay
　精神看護学実習は、学生にとって未知の世界に足を踏み
入れるような緊張感を伴うことが多い。私が出会ったAさん
もその一人であった。
　実習初日、Aさんは他の学生とコミュニケーションを取る
こともなく、一点を見つめとても硬い表情で座っていた。
私はAさんに「昨日は眠れた？」と声をかけると「先生、私
コミュニケーションが苦手なので、患者さんと信頼関係を
築けるかとても不安です」と質問の回答とは異なるAさんの
思いを伝えてくれた。
　Aさんの受け持ち患者さんは統合失調症の女性で自閉
傾向のある方であった。私は、実習期間中にAさんは患者
さんとコミュニケーションを取ることすら難しいかもしれない、
Aさんはこの実習でさらに自信を失うかもしれないと少し

心配になった。しかし、私の心配は杞憂に終わった。コミュニ
ケーションが苦手なAさんは、患者さんとの距離の取り方
が絶妙であった。周囲からみると消極的に映ったかもしれ
ない。しかし、少しずつ患者さんに歩み寄る関わりが患者
さんを安心させ、少しずつAさんに心を開くようになった。
実習終了時にはAさんに手紙を渡し、握手を求めた。Aさん
は最高の笑顔で「精神看護って楽しいですね！」と話し、
今では精神科のナースとして活躍している。
　学生の欠点に見える部分も個性として生かすことで、その
人にしかできない素敵な看護になる、それを改めて教えて
くれた学生である。私はこれからも学生の個性を看護に
生かせるサポートをしていきたいと思っている。

─ 学生の個性を大切にした支援 ─ 東京慈恵会医科大学　医学部看護学科　山下 真裕子

　朝ドラ「おかえりモネ」をここ半年録画して見ていました。
朝ドラは登場人物のあたたかさに元気を頂けますよね。
そろそろ最終回と思うと、なんだかさびしいです。このドラマ
のヒロイン百音と良い関係である菅波医師の言葉「あなたの
痛みは僕にはわかりません。でも、わかりたいと思っていま
す」＊1をきいて、「コンパッションだ！」と思いました。
　思いやりは実は２種類あります。１つはエンパシーでもう
１つはコンパッションです。
　エンパシーは、人の苦しみや痛みを目のあたりにして、
その苦しみや痛みをあたかも自分のことのように感じること
です。人の痛みを感じることは、ケアをする看護師にとって
一見良い資質のように見えますが、痛みを感じてしまっては
人に適切なケアをすることはできません。
　一方、コンパッションは、人の苦しみや痛みを理解しよう
としても、それが自分の苦しみや痛みとならず、むしろ、その
苦しみや痛みをなんとかして和らげようと、努力したり行動
を起こすのです。学生たちが受け持ち患者さんのために

何とかしたいと思って、知識を得たり、スキルを磨いたり
することは、まさにコンパッションですよね。
　エンパシーだけで仕事をしていると、疲れ切って共感疲労を
おこしやすくなります。そうならないためにも、私たちには
エネルギーチャージが必要です。そのエネルギーチャージと
なるのがラポール7号でお話しした、セルフ・コンパッションです。
自分が思いやりで満たされると、思いやりを他者に向ける
ことができます。ですから、患者さんによいケアをしたいと
思うからこそ、自分に思いやりをもって、自分のケアができる
よう、学生に「セルフケア」の大切さを教えてあげてください。
　菅波医師にコンパッションを与えられた百音も、菅波医
師が過去のことで苦しんでいるときに、なんとかその苦しみ
を和らげたいと、黙って彼の背中に手をあてていました。

「手当てだ！」と思いました。なかなかコンパッションについて
考えさせられるドラマでした。

学生が笑顔になる

Positive心理学

看護師になる夢に向かって
まっしぐら、でも時にくじけ
ることも。そんな学生に寄
り添い、一緒にがんばりた
いと、日々奮闘される先生
方にぜひ役立ててほしい
「心理学のチカラ」をお話
しいただきます。

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科
秋山 美紀
Prof ile

コンパッション（思いやり）を考える

もともと落ち込みやすく生きづらさを感じてましたが、
ポジティブ心理学との出会いで救われました。私の
ように悩んでいる人に寄り添って、なんとか日々の小さな
喜びを共に見つけていこうと研究しています。

ポジティブ

【参考文献】
＊1　連続テレビ小説「おかえりモネ」第16週「若き者たち」,日本放送協会,2021年8月
30日～9月3日（テレビ番組）

ご回覧
ください
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『ラポール』とは「心が通い合っている、信じ合う関係」という意味があります。看護教育に関するさまざまな知見・情報・感動を
本誌より発信させていただき、看護教育に携わる先生方とより良く、より強くつながっていきたいと願っております。

【ラポールWEB版もぜひご覧ください！】 メディカ　ラポール

　第31回は昨年に続き、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴い、2021年8月18日（水）～ 9月17日（金）までのオンラ
イン開催となった。第31回のテーマは、「COVID-19危機
から学ぶ看護学教育のグローバルイノベーション」で、さま
ざまなシンポジウムや交流セッションなどが配信されてい
た。オンライン開催では演者や参加者と直接会って話をす
ることはできないが、今回、チャット機能を使い、気軽に
発表者に質問ができるようにしたり、一部の一般演題の発
表に「いいね」で視聴者投票する企画を行ったり、オンライ
ンならではの交流の仕方を工夫しており、新しい時代に向
かって前を向いて進んでいる印象を受けた。
　開会式で、本学術集会の会長、池松 裕子先生（名古屋
大学大学院医学系研究科総合保健学専攻 教授）は、昨年
から続く混乱をふりかえり、看護教育で何ができて、何が
できていないかを検証し、これからの新しい世界に求めら
れる看護職の能力や、明日の看護学教育について考えて
いこう、などと述べ、本学術集会をスタートした。
　シンポジウム1では、「パンデミック時代の看護職に求め
られる能力」をテーマに、①急性期看護師、②高齢者施設で
働く看護師、③保健師、④助産師、⑤VUCA時代の看護職に
求められる能力について、各シンポジストが経験をもとに
発表した。共通して今回の新型コロナウイルス感染症のよ

うな新興感染症に罹患した患者さんへの対応など、想定外
のことに対応するためには、「根拠に基づくケアを実現する
能力」、また、そのための「情報収集能力」が必要であると
述べた。いまでも教育の場でこういった能力のほか、コ
ミュニケーション能力やリーダーシップ、マネジメント力
など学ぶ機会を提供しているかとは思うが、今まで以上
に、実践できるレベルに高めていかなければいけないと、
小松 万喜子座長（中部大学 生命健康科学部 保健看護学
科）が発言して終了となった。
　シンポジウム2では、「COVID-19危機下の看護学教育
には何が起きていたか」をテーマに、①４年制大学、②看護
専門学校、③２年課程（通信制）、④母性・助産学教育の立
場から、いままでの取り組みの共有、そして、これからを
乗り越えるための方向性を各シンポジストが発表した。①4
年制大学については、西村 ユミ先生（東京都立大学 健康
福祉学部 看護学科 教授）が発言。2020年の4年生の総合
臨地実習は、オンライン実習に切り替え、オンライン演劇
ワークショップによる看護過程の展開や、オンラインカン
ファレンスを行うなどの工夫を紹介した。受け入れが再開
した際も、実習先での更衣室の時差活用、黙食など、感染
対策を徹底していた。学生の集中力は高まったが、一方、
報告・相談などのコミュニケーションが難しいと感じた

学生も多かったようだ。新型コロナウイルス感染者数の状
況により、実習は開始直前などに方法変更を余儀なくされ
る場合があったが、学生・教員ともに変更のプロセスに関
わり、それ自体を学ぶ機会としつつ、そういった状況に対
して柔軟でいられる態度を育むことが求められ、実践した
とのこと。また、対面できないことで、学生は心身のバラ
ンスをくずす可能性があったため、フォロー体制の強化が
必要だったなど、ふりかえっていた。②看護専門学校につい
ては、出石 敬子先生（愛知県立総合看護専門学校学校長）
が発言。インターネット環境がなく、遠隔授業の整備に時
間がかかったが、ポケットWi-Fiをいくつか契約して、環境
を整え、それに並行して分散登校なども検討し、対応して
いった。状況を判断しながら、学生同士が学びあえる環境
を構築していったため、学校側は何が必要であるかを見極
める能力や柔軟な対応が必要だったとふりかえっていた。
③2年過程（通信制）については、結城 厚子先生（弥富看
護学校 校長）が発言。学生は病院勤務や子育て世代も多
いため、急な日程変更の調整には苦労した。病院見学実
習の学内実習への切り替え、DVDや教員自作の映像活用
や、ペーパーペイシェントの強化などを実施していた。④母
性・助産学については、遠藤 俊子先生（関西国際大学 保
健医療学部 学部長・教授）が発言。試験もオンラインで実
施するにあたり、不正の懸念があったので、はじめから教
材持ち込みを可能とするが、持ち込んだものを見られる暇
がないくらいに設問数を増やして対応したり、学生同士で

回答を共有できないように、問題を個別にランダムに送信
するシステムを導入したりするなど行った。また、授業で
は、密にならないようにロールプレイを広角カメラで映し、
各自はパソコンからその映像を見ながら確認するなどのハ
イブリット授業も実施。看護・助産技術のシミュレーター、
VR、インタラクティブコミュニケーションによる演習・実習
の開発（DX）などが必要であると述べていた。
　シンポジストの先生方はみな共通して、今回の経験を通
して、やはりオンラインでは学べないことがある、と改めて
実感していた。対面を重視しながら、オンラインをうまく活
用していくことが大事であり、また試して終わりではなく、
評価しながら次につなげていくことが必要であると締めく
くった。
　今回取材して、教育の場では大変な状況にいる中で、
試行錯誤しながら、先生方が一丸となって精力的に取り組
んでいることを改めて感じたと同時に、情報収集能力や、
オンラインなどのＩＣＴの活用がこれからますます必要に
なっていくと実感した。
　学会で先生方の活躍を拝見し、当社からはエビデンス
に基づいた最新情報のいち早い提供や、デジタル教科
書、e-LearningなどからICT教育をサポートするなど、新
しい時代の中で、看護教員や学生のみなさまに少しでもお
役に立てるよう、今後一層精進しなくてはと考える。

［稲田 美香／メディカ出版 基礎教育営業課］

一般社団法人日本看護学教育学会
第31回学術集会（オンライン開催）を
取材してきました！

TOPICS

ももね


