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　精神看護において対象理解は重要です。なかでも、対象
がどう思い、どう感じているか推し量る感性的理解は大切
なものになります。しかし、自身の体験の引き出しが十分
でない学生にとって相手の思いを推し量ることは非常に困難
を伴います。
　もうずいぶん前になりますが、こんな学生がいました。
男子学生のAさんは同年代の統合失調症の患者Bさんを
受け持ちました。Bさんは自閉傾向が強く、一日の大半を
布団の中で過ごしていました。学生はBさんの思いを理解
するために頻回に訪室しました。
　ある日、病院内の中庭へ散歩に行った時に、雨上がり
でカタツムリが数匹いたそうです。Bさんはカタツムリを
捕まえて、おもむろに口へ放り込みました。すぐにスタッフ

が取り除き事無きを得ましたが、それを見たAさんは同じ
ように自分の口にカタツムリを放り込んだというのです。
　こんなこともありました。学生Aさんが、見守り入浴のBさん
に付き添うことになりました。スタッフが様子を見に行くと、
なんとAさんとBさんが並んで浴槽に浸かっていたのです。
その後、Aさんがスタッフに厳しく注意されたのは言うまで
もありません。
　学生がしたことは、いずれも看護職としては正しいこと
ではありません。しかし、何とか対象を理解したいという
強い思いがそこにありました。それは学生だからこそもつ
ことができる真っ直ぐな思いだと思います。
　ただ、ここまで真っ直ぐな学生に出会うことは、幸か不
幸かあれから一度もありません。

─ 真っ直ぐな思い ─ 滋賀県立大学 人間看護学部　甘佐 京子

　昨年はなかなか臨地で実習することができなかった教育
機関が多いと思いますが、今年はどんな状況ですか。実習
病院・施設では、対象者のケアだけでも大変なのに、学生
を受け入れることをお願いするのは、本当に心苦しい思い
です。でも、そんな中でも現場の方々は、コロナ禍において
も看護教育を絶やしてはいけないと、学生をできるだけ受
け入れる方向で親身に相談に乗っていただき、本当にありが
たいと思います。たとえ受け入れができなくても、最後の最
後まで可能性を探っていただいて、その気持ちに感謝したい
ですね。
　感謝は、「個人に何かよいことが起きた時、そこで得られた
利益は他の存在のおかげであると、個人が気づくことで生じ
る感情」＊1と定義されています。近年では、感謝は人の身体的
健康、精神的健康、人間関係によい影響を与えると言われて
います。
　私たちが臨床にいたころは患者さんの「ありがとう」の言葉
がとても嬉しかったと思います。ポジティブ心理学のゼミを

行っている時、現場で働きながら参加している卒業生からすご
くよい反応をもらえるのは「感謝」の項目です。また、私はある
病院で毎年新人研修を行っていますが、新人看護師の直属の
先輩に「感謝のカード」を書いていただき、それを最後にお渡し
しています。新人看護師は、カードを見て、嬉しそうに歓声を
あげて、涙を見せる人もいます。「自分は叱られてばかりで、
自分がいることが病棟にとって迷惑だと思っていたが、見守って
応援してくれて嬉しい」と、ちょっぴり元気になってもらえたよう
です。
　感謝は当たり前のこと、と思われがちですが、コロナ禍で
当たり前のことが奪われた今、当たり前のことは当たり前では
なかったのだと、気づいた人が多いと思います。当たり前と
思われることの一つ一つを大事に研究しているのが、ポジティブ
心理学です。「当たり前のことを当たり前と思わずに味わい
感謝する」ことがウェルビーイングにつながるのだと思います。

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

感謝を大切に

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。
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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

　「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」および「看
護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」が改正さ
れ、看護師３年課程は2022年度入学生から、看護師２年
課程は2023年度入学生から適用されます。
　看護師における主な教育内容の見直しのポイントは以下
です。

　今回は、上記の教育内容の見直しポイント❸と❹に注目
し、小社看護基礎教育テキストシリーズ『ナーシング・グラ
フィカ』の特長と主な改訂予定巻について紹介いたします。
　まず、❸❹のポイントの背景にあるのは、国が2025年を
目途に構築を目指している地域包括ケアシステムです。今
後ますます少子高齢化が進み、ケアの対象となる可能性

が高い高齢者が増え、医療を支える世代の人口が減って
いきます。これまでの病気や障害をもった方々の看護だけ
ではなく、健康増進や病気の予防の観点から、病気や障
害を持っていない方々、地域で暮らす方々までを対象とし
た看護が求められています。このような状況を踏まえ看護
基礎教育においても、変化が求められています。
　下記に紹介いたします『ナーシング・グラフィカ』の『EX 
疾患と看護』は既に刊行しており、年々ご採用が増えると
ともに、お問い合わせも多数いただいております。『基礎
看護学』『地域・在宅看護論※』につきましては、2021年11
月上旬に見本刊行予定です。
※現在刊行している『在宅看護論』から書名が変更になります。

　「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」「成
人看護学」に対応するテキストです。
　最大の特長は、まず第１部「構造と機能、症候、検査・
処置」で専門基礎科目で学習してきた押さえるべき知識を
ふりかえります。これにより知識の確認はもとより、定着も
図ることができます。また、複数の教科書から必要該当箇
所を探す時間も省くことができ、効率的かつスピーディに
学習を進めることができます。

　そして第２部では、病態と診断・治療・看護の基本につ
いて、基礎教育で必ず学んでおきたい厳選された疾患を
学習します。また、章ごとに「臨床場面で考えてみよう」を
掲載し、「臨床判断能力」を養います。
　最後の第３部で、「看護事例」を通して、実際のアセスメ
ントやケアを学び、カリキュラム改正で求められている「臨
床判断能力」につなげていきます。
　全９巻において図解やイラストを3,500点以上掲載。視
覚と感覚に訴え、印象に残る学習を進めることができま
す。また、講義数が少ない器官・系統を複数まとめて一
冊にするなど、使い勝手・コスト面でも配慮した構成に
なっています。

　基礎看護学と並行して学ぶ『地域・在宅看護論』を意識
し、大幅な刷新を行います。
　初めに学ぶ『看護学概論』では、１章「看護の導入」にお
いて地域包括ケアシステムに関する記述を追加し、今後の
療養環境が病院や施設から地域・在宅に移行していく看
護の全体の流れを学習します。また、第10章の「保健・医
療・福祉システム」において、法律や制度などを具体的に
学び、11章の「看護の展開と継続性」においても、退院支
援・退院調整、多職種連携・協働など、居宅を意識した
看護の役割について理解を深めます。
　また、これまで『ヘルスアセスメント』『基礎看護技術』で
構成していた基礎看護技術を大幅に見直し、『基礎看護技
術Ⅰ（仮）』『基礎看護技術Ⅱ（仮）』※として新たに刊行しま
す。コミュニケーションや看護の展開、フィジカルアセス
メントなど、看護の基盤となる知識や考え方、態度を『基
礎看護技術Ⅰ（仮）』で学び、それらを活用した実践を『基
礎看護技術Ⅱ（仮）』で展開します。代表的なアセスメント
理論を押さえたうえで、事例を通して統合的なアセスメント

を学び、居宅を含めた実践につなげます。
※書名は変更予定です。

　今回のカリキュラム改正の最大のポイントは、専門分野
Ⅰ・Ⅱ、統合分野という区分がなくなり、専門科目として一
つにまとめられるとともに、「地域・在宅看護論」が基礎看
護学の次に位置づけられたことです。
　今回の改訂ではこの流れをいち早く取り入れ、『地域療
養を支えるケア』では１章１節に「地域と暮らし」を新規追加
します。具体的には地域包括ケアシステムを理解するため
の社会的背景、地域・生活を見ていくための概念的・理
論的な事柄、「自助・互助」を推進していくための基礎知
識が展開されます。
　また、３章１節でも新規追加として「地域診断」を取り上
げます。具体的には地域・生活をみていく具体論・方法
論を展開します。また、「地域・在宅看護論」と「公衆衛生
看護学」の視点の違いについても触れていきます。
　『在宅療養を支える技術』では、在宅におけるヘルスアセ
スメントを充実させ、フィジカルアセスメントよりも大きな視
点でのアセスメントを展開します。また、事例についても最
新の情報・内容に更新し、ブラッシュアップを図ります。

［大川 博史／メディカ出版 基礎教育営業課］

2022年度カリキュラム改正による
教育内容の見直しポイントと
小社看護基礎教育テキストシリーズ

『ナーシング・グラフィカ』の特長

TOPICS

EX 疾患と看護（全９巻） 

❶総単位数を97単位から102単位に充実（総時間数は
削除）

❷情報通信技術（ICT）を活用するための基礎的能力や
コミュニケーション能力の強化に関する内容を充実

❸臨床判断能力等に必要な基礎的能力の強化のため
解剖生理学等の内容を充実

❹対象や療養の場の多様化に対応できるよう｢在宅看護
論｣を｢地域･在宅看護論｣に名称変更し、内容を充実

❺各養成所の裁量で領域ごとの実習単位数を一定程度
自由に設定できるよう、臨地実習の単位数を設定



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。

1．想定内の出来事を広げて看護に活かす

　ベテラン看護師が、どのような状況下でも慌てることなく
患者さんの対応ができるのはなぜでしょうか。読者の皆さん
も、まるで何が起こるかを知っていたかのように看護をテキ
パキとこなす先輩看護師にあこがれた、新人のころの記憶が
少なからずあるのではないでしょうか。そして経験を重ねる
うちに気付けば、どんな状況が起きても、当たり前のように
慌てず看護を行えるようになっている自分がいたのではない
でしょうか。
　看護に限らず、日常生活においても過去の経験から状況を
評価し判断することで、想定内の出来事を広げて、誰もが慌
てず対応することができるようになります。想定外の出来事
が起きる可能性が高い新人・若手看護師のころから想定内を
広げることで、リスクを事前に防いだり、イレギュラーに対
応できる力を身につけ、ベテラン看護師と同じような看護を
提供することができれば、患者さんに看護師の経験に左右さ
れない看護を提供することができます。それが可能になる方
略のひとつであるインストラクショナルデザインを医療分野
に応用して開発されたGOLDメソッドについて、この連載で
ご紹介していきます。

２．「できる」看護師に育つプロセス

　GOLDメソッド（Goal-Oriented Learning Design Method ：
ゴール達成型学習デザイン）＊1は、“「できる」看護師の頭の中
を可視化した看護実践モデル”として、医療教育、看護教育・
実践に活用するために開発されました。GOLDメソッドは、

「できる」看護師に育つプロセスがデザインされています。具
体的な看護実践を通して経験学習するモデルであり、学び方

（学習方略）・教え方（教授法）が含まれています＊2。看護基礎
教育での授業や演習・シミュレーションは、言語情報などの
看護実践に必要な知識や運動技能のような技術を修得する場
ですが、GOLDメソッドを活用することで、これらに加え、
看護実践能力を高めるための「認知機能：評価・判断力」を向
上する場を増やしていくことが可能となります。
　GOLDメソッドは、ベテラン看護師の思考過程・看護実践
能力を６段階のステップ（頭を整える～ふりかえり）で可視化
したところに特徴があります（表１）。段階毎に「評価→選択

→行動」の考え方（基準）があり、各段階に目標（定性的）が定
義されています。私は、このGOLDメソッドを授業・演習・
実習に活用しています。授業では授業内容をGOLDメソッド
のフレームと対応付けて説明、演習ではGOLDメソッドの第
２段階から第４段階を中心に事例を用いて看護ケアの評価や
判断を実施、実習ではさらに第５・６段階を口述・記述し、
看護実践を毎日ふりかえる、というように活用しています。
具体的な活用の仕方については次回以降掲載します。

３．GOLDメソッドの５つの活用メリット

　GOLDメソッドを活用することで私が実感している活用の
メリットは５つあります。
✔　GOLDメソッドを活用することで、学習支援の方略が明

確になります。
✔　各学生のゴールが状況に合わせて可視化することができ

学生と共有ができます。
✔　具体的な学生の行動変容を目指した学習支援をおこなう

ことができます。
✔　学生の自己成長・成長過程が具体的に見えるようになり

ます。
✔　卒後も臨床現場の看護について対話が可能となる学習支

援につながります。

「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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　「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」および「看
護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」が改正さ
れ、看護師３年課程は2022年度入学生から、看護師２年
課程は2023年度入学生から適用されます。
　看護師における主な教育内容の見直しのポイントは以下
です。

　今回は、上記の教育内容の見直しポイント❸と❹に注目
し、小社看護基礎教育テキストシリーズ『ナーシング・グラ
フィカ』の特長と主な改訂予定巻について紹介いたします。
　まず、❸❹のポイントの背景にあるのは、国が2025年を
目途に構築を目指している地域包括ケアシステムです。今
後ますます少子高齢化が進み、ケアの対象となる可能性

が高い高齢者が増え、医療を支える世代の人口が減って
いきます。これまでの病気や障害をもった方々の看護だけ
ではなく、健康増進や病気の予防の観点から、病気や障
害を持っていない方々、地域で暮らす方々までを対象とし
た看護が求められています。このような状況を踏まえ看護
基礎教育においても、変化が求められています。
　下記に紹介いたします『ナーシング・グラフィカ』の『EX 
疾患と看護』は既に刊行しており、年々ご採用が増えると
ともに、お問い合わせも多数いただいております。『基礎
看護学』『地域・在宅看護論※』につきましては、2021年11
月上旬に見本刊行予定です。
※現在刊行している『在宅看護論』から書名が変更になります。

　「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」「成
人看護学」に対応するテキストです。
　最大の特長は、まず第１部「構造と機能、症候、検査・
処置」で専門基礎科目で学習してきた押さえるべき知識を
ふりかえります。これにより知識の確認はもとより、定着も
図ることができます。また、複数の教科書から必要該当箇
所を探す時間も省くことができ、効率的かつスピーディに
学習を進めることができます。

　そして第２部では、病態と診断・治療・看護の基本につ
いて、基礎教育で必ず学んでおきたい厳選された疾患を
学習します。また、章ごとに「臨床場面で考えてみよう」を
掲載し、「臨床判断能力」を養います。
　最後の第３部で、「看護事例」を通して、実際のアセスメ
ントやケアを学び、カリキュラム改正で求められている「臨
床判断能力」につなげていきます。
　全９巻において図解やイラストを3,500点以上掲載。視
覚と感覚に訴え、印象に残る学習を進めることができま
す。また、講義数が少ない器官・系統を複数まとめて一
冊にするなど、使い勝手・コスト面でも配慮した構成に
なっています。

　基礎看護学と並行して学ぶ『地域・在宅看護論』を意識
し、大幅な刷新を行います。
　初めに学ぶ『看護学概論』では、１章「看護の導入」にお
いて地域包括ケアシステムに関する記述を追加し、今後の
療養環境が病院や施設から地域・在宅に移行していく看
護の全体の流れを学習します。また、第10章の「保健・医
療・福祉システム」において、法律や制度などを具体的に
学び、11章の「看護の展開と継続性」においても、退院支
援・退院調整、多職種連携・協働など、居宅を意識した
看護の役割について理解を深めます。
　また、これまで『ヘルスアセスメント』『基礎看護技術』で
構成していた基礎看護技術を大幅に見直し、『基礎看護技
術Ⅰ（仮）』『基礎看護技術Ⅱ（仮）』※として新たに刊行しま
す。コミュニケーションや看護の展開、フィジカルアセス
メントなど、看護の基盤となる知識や考え方、態度を『基
礎看護技術Ⅰ（仮）』で学び、それらを活用した実践を『基
礎看護技術Ⅱ（仮）』で展開します。代表的なアセスメント
理論を押さえたうえで、事例を通して統合的なアセスメント

を学び、居宅を含めた実践につなげます。
※書名は変更予定です。

　今回のカリキュラム改正の最大のポイントは、専門分野
Ⅰ・Ⅱ、統合分野という区分がなくなり、専門科目として一
つにまとめられるとともに、「地域・在宅看護論」が基礎看
護学の次に位置づけられたことです。
　今回の改訂ではこの流れをいち早く取り入れ、『地域療
養を支えるケア』では１章１節に「地域と暮らし」を新規追加
します。具体的には地域包括ケアシステムを理解するため
の社会的背景、地域・生活を見ていくための概念的・理
論的な事柄、「自助・互助」を推進していくための基礎知
識が展開されます。
　また、３章１節でも新規追加として「地域診断」を取り上
げます。具体的には地域・生活をみていく具体論・方法
論を展開します。また、「地域・在宅看護論」と「公衆衛生
看護学」の視点の違いについても触れていきます。
　『在宅療養を支える技術』では、在宅におけるヘルスアセ
スメントを充実させ、フィジカルアセスメントよりも大きな視
点でのアセスメントを展開します。また、事例についても最
新の情報・内容に更新し、ブラッシュアップを図ります。

［大川 博史／メディカ出版 基礎教育営業課］

基礎看護学

地域・在宅看護論

　このほか、『ナーシング・グラフィカ』におきましては、
昨年度からカリキュラム改正を見据えた改訂を順次行っ
ております。今後にもご期待ください。
　カリキュラム構築に向け、さらなる情報が必要な方は、
小社の基礎教育営業課までお問い合わせください。

メディカ出版　基礎教育営業課
TEL：06-6398-5039　Mail：kiso@medica.co.jp

Rep�t

　2021年６月２日（水）にオンラインにて開催された本鼎談は、「日本看護学校協議会50年の歩みとこれからの看護師等養成所のめざすべき方向
性」をテーマにお話しされました。
　18歳の人口も減り、募集定員充足率も減少傾向の時代の中で、「養成校は、地域に役立つ看護師を養成するだけでなく、地域に愛される養成
所、卒業しても教育のためにもどれる養成所、地域の人たちのために役に立つ養成所になるべきだ」とし、看護基礎教育の充実や、キャリア形成
を支援する継続教育、養成所の地域における存在価値と役割拡大などについて具体的に述べられました。

【一般社団法人 日本看護学校協議会】　http://www.nihonkango.org/

「日本看護学校協議会 創立50周年記念事業「鼎談」」が
オンラインで開催されました！

座　長：星 北斗先生（一般社団法人日本看護学校協議会 副会長）
発言者：島田 陽子先生（厚生労働省医政局看護課 課長)、釡萢 敏先生（公益社団法人日本医師会 常任理事）、池西 静江先生（一般社団法人日本看護学校協議会 会長）

「できる」看護師の頭の中を可視化した
看護実践モデル「GOLDメソッド」とは

【参考文献】
＊1　池上敬一．第 4 章医療シミュレーションと教育工学．中山実・鈴木克明（編著），日本
教育工学会（監修）．職業人教育と教育工学（教育工学選書 Ⅱ－15）．ミネルヴァ書房，
2016，p.639-89.
＊2 　池上敬一．急変させない患者観察テクニック～小さな変化を見逃さない！できる看
護師のみかた・考え方，羊土社，2018．

表１．GOLDメソッド：看護実践スクリプト

第６段階 ふりかえり

第５段階 看護記録・報告

第４段階 選択した看護を実践する

第３段階 患者に接する（初期評価）

第２段階 患者のところに行く（パッと見判断・全体観察）

第１段階 ナースステーションで頭を整える（リハーサル）

第１回
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「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。
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パキとこなす先輩看護師にあこがれた、新人のころの記憶が
少なからずあるのではないでしょうか。そして経験を重ねる
うちに気付けば、どんな状況が起きても、当たり前のように
慌てず看護を行えるようになっている自分がいたのではない
でしょうか。
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ご紹介していきます。
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体的な看護実践を通して経験学習するモデルであり、学び方

（学習方略）・教え方（教授法）が含まれています＊2。看護基礎
教育での授業や演習・シミュレーションは、言語情報などの
看護実践に必要な知識や運動技能のような技術を修得する場
ですが、GOLDメソッドを活用することで、これらに加え、
看護実践能力を高めるための「認知機能：評価・判断力」を向
上する場を増やしていくことが可能となります。
　GOLDメソッドは、ベテラン看護師の思考過程・看護実践
能力を６段階のステップ（頭を整える～ふりかえり）で可視化
したところに特徴があります（表１）。段階毎に「評価→選択

→行動」の考え方（基準）があり、各段階に目標（定性的）が定
義されています。私は、このGOLDメソッドを授業・演習・
実習に活用しています。授業では授業内容をGOLDメソッド
のフレームと対応付けて説明、演習ではGOLDメソッドの第
２段階から第４段階を中心に事例を用いて看護ケアの評価や
判断を実施、実習ではさらに第５・６段階を口述・記述し、
看護実践を毎日ふりかえる、というように活用しています。
具体的な活用の仕方については次回以降掲載します。
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　GOLDメソッドを活用することで私が実感している活用の
メリットは５つあります。
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確になります。
✔　各学生のゴールが状況に合わせて可視化することができ

学生と共有ができます。
✔　具体的な学生の行動変容を目指した学習支援をおこなう

ことができます。
✔　学生の自己成長・成長過程が具体的に見えるようになり

ます。
✔　卒後も臨床現場の看護について対話が可能となる学習支

援につながります。
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第１段階 ナースステーションで頭を整える（リハーサル）

第１回



Essay
　精神看護において対象理解は重要です。なかでも、対象
がどう思い、どう感じているか推し量る感性的理解は大切
なものになります。しかし、自身の体験の引き出しが十分
でない学生にとって相手の思いを推し量ることは非常に困難
を伴います。
　もうずいぶん前になりますが、こんな学生がいました。
男子学生のAさんは同年代の統合失調症の患者Bさんを
受け持ちました。Bさんは自閉傾向が強く、一日の大半を
布団の中で過ごしていました。学生はBさんの思いを理解
するために頻回に訪室しました。
　ある日、病院内の中庭へ散歩に行った時に、雨上がり
でカタツムリが数匹いたそうです。Bさんはカタツムリを
捕まえて、おもむろに口へ放り込みました。すぐにスタッフ

が取り除き事無きを得ましたが、それを見たAさんは同じ
ように自分の口にカタツムリを放り込んだというのです。
　こんなこともありました。学生Aさんが、見守り入浴のBさん
に付き添うことになりました。スタッフが様子を見に行くと、
なんとAさんとBさんが並んで浴槽に浸かっていたのです。
その後、Aさんがスタッフに厳しく注意されたのは言うまで
もありません。
　学生がしたことは、いずれも看護職としては正しいこと
ではありません。しかし、何とか対象を理解したいという
強い思いがそこにありました。それは学生だからこそもつ
ことができる真っ直ぐな思いだと思います。
　ただ、ここまで真っ直ぐな学生に出会うことは、幸か不
幸かあれから一度もありません。

─ 真っ直ぐな思い ─ 滋賀県立大学 人間看護学部　甘佐 京子

　昨年はなかなか臨地で実習することができなかった教育
機関が多いと思いますが、今年はどんな状況ですか。実習
病院・施設では、対象者のケアだけでも大変なのに、学生
を受け入れることをお願いするのは、本当に心苦しい思い
です。でも、そんな中でも現場の方々は、コロナ禍において
も看護教育を絶やしてはいけないと、学生をできるだけ受
け入れる方向で親身に相談に乗っていただき、本当にありが
たいと思います。たとえ受け入れができなくても、最後の最
後まで可能性を探っていただいて、その気持ちに感謝したい
ですね。
　感謝は、「個人に何かよいことが起きた時、そこで得られた
利益は他の存在のおかげであると、個人が気づくことで生じ
る感情」＊1と定義されています。近年では、感謝は人の身体的
健康、精神的健康、人間関係によい影響を与えると言われて
います。
　私たちが臨床にいたころは患者さんの「ありがとう」の言葉
がとても嬉しかったと思います。ポジティブ心理学のゼミを

行っている時、現場で働きながら参加している卒業生からすご
くよい反応をもらえるのは「感謝」の項目です。また、私はある
病院で毎年新人研修を行っていますが、新人看護師の直属の
先輩に「感謝のカード」を書いていただき、それを最後にお渡し
しています。新人看護師は、カードを見て、嬉しそうに歓声を
あげて、涙を見せる人もいます。「自分は叱られてばかりで、
自分がいることが病棟にとって迷惑だと思っていたが、見守って
応援してくれて嬉しい」と、ちょっぴり元気になってもらえたよう
です。
　感謝は当たり前のこと、と思われがちですが、コロナ禍で
当たり前のことが奪われた今、当たり前のことは当たり前では
なかったのだと、気づいた人が多いと思います。当たり前と
思われることの一つ一つを大事に研究しているのが、ポジティブ
心理学です。「当たり前のことを当たり前と思わずに味わい
感謝する」ことがウェルビーイングにつながるのだと思います。

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

感謝を大切に

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　Watkins, P. C. （2007）. Gratitude. In R. Baumeister & K. Vohs（Eds.）, Encyclopedia 
of social psychology（pp.383-384）. Thousand Oaks, CA: Sage.
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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

　「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」および「看
護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」が改正さ
れ、看護師３年課程は2022年度入学生から、看護師２年
課程は2023年度入学生から適用されます。
　看護師における主な教育内容の見直しのポイントは以下
です。

　今回は、上記の教育内容の見直しポイント❸と❹に注目
し、小社看護基礎教育テキストシリーズ『ナーシング・グラ
フィカ』の特長と主な改訂予定巻について紹介いたします。
　まず、❸❹のポイントの背景にあるのは、国が2025年を
目途に構築を目指している地域包括ケアシステムです。今
後ますます少子高齢化が進み、ケアの対象となる可能性

が高い高齢者が増え、医療を支える世代の人口が減って
いきます。これまでの病気や障害をもった方々の看護だけ
ではなく、健康増進や病気の予防の観点から、病気や障
害を持っていない方々、地域で暮らす方々までを対象とし
た看護が求められています。このような状況を踏まえ看護
基礎教育においても、変化が求められています。
　下記に紹介いたします『ナーシング・グラフィカ』の『EX 
疾患と看護』は既に刊行しており、年々ご採用が増えると
ともに、お問い合わせも多数いただいております。『基礎
看護学』『地域・在宅看護論※』につきましては、2021年11
月上旬に見本刊行予定です。
※現在刊行している『在宅看護論』から書名が変更になります。

　「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」「成
人看護学」に対応するテキストです。
　最大の特長は、まず第１部「構造と機能、症候、検査・
処置」で専門基礎科目で学習してきた押さえるべき知識を
ふりかえります。これにより知識の確認はもとより、定着も
図ることができます。また、複数の教科書から必要該当箇
所を探す時間も省くことができ、効率的かつスピーディに
学習を進めることができます。

　そして第２部では、病態と診断・治療・看護の基本につ
いて、基礎教育で必ず学んでおきたい厳選された疾患を
学習します。また、章ごとに「臨床場面で考えてみよう」を
掲載し、「臨床判断能力」を養います。
　最後の第３部で、「看護事例」を通して、実際のアセスメ
ントやケアを学び、カリキュラム改正で求められている「臨
床判断能力」につなげていきます。
　全９巻において図解やイラストを3,500点以上掲載。視
覚と感覚に訴え、印象に残る学習を進めることができま
す。また、講義数が少ない器官・系統を複数まとめて一
冊にするなど、使い勝手・コスト面でも配慮した構成に
なっています。

　基礎看護学と並行して学ぶ『地域・在宅看護論』を意識
し、大幅な刷新を行います。
　初めに学ぶ『看護学概論』では、１章「看護の導入」にお
いて地域包括ケアシステムに関する記述を追加し、今後の
療養環境が病院や施設から地域・在宅に移行していく看
護の全体の流れを学習します。また、第10章の「保健・医
療・福祉システム」において、法律や制度などを具体的に
学び、11章の「看護の展開と継続性」においても、退院支
援・退院調整、多職種連携・協働など、居宅を意識した
看護の役割について理解を深めます。
　また、これまで『ヘルスアセスメント』『基礎看護技術』で
構成していた基礎看護技術を大幅に見直し、『基礎看護技
術Ⅰ（仮）』『基礎看護技術Ⅱ（仮）』※として新たに刊行しま
す。コミュニケーションや看護の展開、フィジカルアセス
メントなど、看護の基盤となる知識や考え方、態度を『基
礎看護技術Ⅰ（仮）』で学び、それらを活用した実践を『基
礎看護技術Ⅱ（仮）』で展開します。代表的なアセスメント
理論を押さえたうえで、事例を通して統合的なアセスメント

を学び、居宅を含めた実践につなげます。
※書名は変更予定です。

　今回のカリキュラム改正の最大のポイントは、専門分野
Ⅰ・Ⅱ、統合分野という区分がなくなり、専門科目として一
つにまとめられるとともに、「地域・在宅看護論」が基礎看
護学の次に位置づけられたことです。
　今回の改訂ではこの流れをいち早く取り入れ、『地域療
養を支えるケア』では１章１節に「地域と暮らし」を新規追加
します。具体的には地域包括ケアシステムを理解するため
の社会的背景、地域・生活を見ていくための概念的・理
論的な事柄、「自助・互助」を推進していくための基礎知
識が展開されます。
　また、３章１節でも新規追加として「地域診断」を取り上
げます。具体的には地域・生活をみていく具体論・方法
論を展開します。また、「地域・在宅看護論」と「公衆衛生
看護学」の視点の違いについても触れていきます。
　『在宅療養を支える技術』では、在宅におけるヘルスアセ
スメントを充実させ、フィジカルアセスメントよりも大きな視
点でのアセスメントを展開します。また、事例についても最
新の情報・内容に更新し、ブラッシュアップを図ります。

［大川 博史／メディカ出版 基礎教育営業課］

2022年度カリキュラム改正による
教育内容の見直しポイントと
小社看護基礎教育テキストシリーズ

『ナーシング・グラフィカ』の特長

TOPICS

EX 疾患と看護（全９巻） 

❶総単位数を97単位から102単位に充実（総時間数は
削除）

❷情報通信技術（ICT）を活用するための基礎的能力や
コミュニケーション能力の強化に関する内容を充実

❸臨床判断能力等に必要な基礎的能力の強化のため
解剖生理学等の内容を充実

❹対象や療養の場の多様化に対応できるよう｢在宅看護
論｣を｢地域･在宅看護論｣に名称変更し、内容を充実

❺各養成所の裁量で領域ごとの実習単位数を一定程度
自由に設定できるよう、臨地実習の単位数を設定


