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　臨地実習で担当した学生Aさんは、記録や呼び出しの
期限を守らず、少しおっちょこちょいでケアレスミスも多く、
お世辞にも出来が良い学生とは言えませんでした。しかし、
注意してもふてくされたり反発などは全くなく、「えへへ、
すみません」と愛嬌のある笑顔で全てなかったことのよう
にしてしまいます。その人懐っこさから、臨床でも患者様、
同僚や先輩達からきっと可愛がられて成長するだろうな、
と思っていました。
　Aさんは、消化器の開腹手術を受ける前後の患者Bさん
の担当でした。実習中のある日遅くに、突然私の研究室を
訪ねて来ました。実習がつらい、看護師に向いてない……
と退学等の相談かな、と私は思い巡らせながら「どうした
の？」と尋ねると、Aさんは「先生、『アルプスの少女ハイジ』

でクララが立った時、ハイジが喜んだのがやっとわかりまし
た」と言うのです。私はさっぱり理解できず、よくよく聞い
てみると「今日Bさんが初めて重湯を食べたのを見た時、と
ても嬉しかった」とのこと。臨地実習ならではの感動を、わざ
わざ伝えに来てくれたのです。このことは、看護師を目指す
学生にとって臨地実習は素晴らしく、とても重要だと改めて
私に気づかせてくれました。
　昨今、コロナ禍で臨地実習が実施困難な状況を見聞き
しますが、これ程までに看護師という職業が社会で必要と
され、注目されたことが過去にあったでしょうか。将来の医療
現場を担う「21世紀のナイチンゲール」を育てる、そんな思
いを胸に、日々学生と向き合い、教育に携わっていきたい
と思います。

─ 21世紀のナイチンゲールを育てる ─ 日本医療大学保健医療学部看護学科　高橋 美和

　今年は、昨年に比べると少しずつ臨地実習に行けるよう
になりました。コロナ禍以前は当たり前の風景でしたが、
それが奪われて初めて、当たり前であることの大切さを
感じます。
　実習はいかがですか。ずっとオンラインだったせいか、
学生がカンファレンスで話すことも、どこかあまり慣れて
いないですよね。そんな時は例年以上に「心理的安全性」
について気を配る必要があります。
　心理的安全性とは、エドモンドソン（Edmondson）に
よれば、みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分
らしくいられる文化＊1のことです。そういうと、なあなあの
緩いカンファレンスになるのではないかと危惧される方も
いらっしゃると思います。実はそうではありません。たとえば、
教員がカンファレンスで怖い雰囲気を出している様子を想像
してください。「波風を立てないほうが良い」と思い、事を
荒立てることをしたくないので、学生は従順になり、自分
の意見を言わなくなるでしょう。
　医療事故は、誰かが「おかしい」と感じた時にそれが言え

なかったばかりに起こるケースもあります。「なんであの時
に言わなかったの」と追及しても「だって、言えば怒られる
と思ったから」という意見が返ってくることも少なくないで
しょう＊2。心理的安全性の少ない臨地実習では、学生は言
いたいことも言えず、結果的に患者に不利益をもたらし
ているかもしれないのです。
　心理的安全性とは、むしろ学生が「波風を立てたとして
も私の意見は尊重される」と理解し、対人関係の不安を最
小限に抑えて自分の意見を言える環境なのです。その環
境下で学生が最大限のパフォーマンスを発揮できれば、教
員にとって、心理的安全性のある環境を作る努力を行った
甲斐があると言えるのではないでしょうか。
　心理的安全性とは決して甘く、緩いものではありません。
それでも、学生の創造性とパフォーマンスを最大限に伸ば
す、教員としてはチャレンジする甲斐のある課題です。

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

心理的安全性は、チャレンジする甲斐のある課題

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！】 看護教員サービス　ラポール

―コロナ禍での取り組みで大変だったことなどを
お聞かせください。

　2020年にコロナ禍が始まった時、
１学年が120名以上いることから

「校内での学年間の接触をなるべ
く避ける」ということで分散登校を
実施したのですが、限られた登校
日に配布するプリントの種類と量
がかなり増えたことで、学生が管理できなくなってしまいま

した。もちろん、教員もプリント制作の手間が増えていた
こともあり、学習を進めていく上で、デジタル導入でプリ
ント配布を減らせればと考えていました。
　また、コロナ感染対策のために図書室の利用ができなく
なって、自宅でも図書室代わりに使えるようなデジタルコ
ンテンツがあれば、自分で調べて学習を進められるのでな
いかと考えました。ただし、インターネットでの正しい情報
を選んで学ぶということはまだ十分にできないと思われた
ため、学校から的確なデジタルコンテンツを提供すること

が大切だとも感じていました。
　次第に実習にも行けなくなって、その不足を学内で補わ
なければならないことも考えると、やはり早めにデジタル
導入を進めていかねば……となりました。

―デジタル導入・ICT推進の結果、　　　　　　　
実感されたメリットなどはありましたか？

　まず、学生の学習進捗がある程度「見える化」できたのは
メリットだと感じています。当初は本校教員の授業のほと
んどを、学研メディカルサポートのeラーニングシステムを
使った動画配信の形式で行いました。「学生が授業の時間
に該当動画を視聴しているか」「該当動画の視聴回数が多
いことから、この授業内容が苦手なのか」など、教員とし
ては学生に直接会わなくても個々の学習状況・傾向が把
握できるのはよかったです。学生からも「対面授業と違って、
授業の動画をくり返し再生できるのはよかった」との声もあ
り、学生にとってもメリットだったと感じています。
　また、授業動画を作ることは「教員同士で授業内容を見
ることができる」という、教員側のメリットもありました。動
画の収録時に参加して、授業内容はもちろん、スケッチ
ブックを使ったり、臨場感を出すために板書したりといった
積み重ねがあり、教援方法の内容・工夫点をその場で見
て学べるという機会が得られました。現在は、外部講師・
本校教員ともにマイクロソフトのTeamsを使ったオンライン
授業を実施しています。

―現在の取り組みについて、お話しいただけますか。
　現在は、2023年４月入学の１年生からいよいよ始まる、
メディカ出版の電子教科書「デジタル ナーシング・グラフィ
カ」の導入・使用を見据えて、学内のICT委員会で情報管
理等のしくみや電子教科書の運用ルールづくりに取り組ん
でいます。
　また、国試対策については、２年生の時から意識を向け
させたいと考えて、2021年４月からメディカ出版のeラーニ
ング「看護学生のための個別学習サポート BeNs.（以下、
ビーナス）」の利用を始めました。早い時期での導入を決め
たのは、ゴールデンウイーク期間中にビーナスを利用した
自己学習を実施したかったからです。
　ビーナスは「国試対策で何から手を付けていいのかわから
ない」という学生にとっては、国試過去問題が解ける、領域ご
との構成で学びやすい、教科書とも連動している、短時間の
動画解説で読解力を補完できる、スマートフォンで利用できる
といったことが、また、教員にとっては、学年・学生ごとに
ビーナスでの学習進捗が見えることで、ビーナスのシステム
や学生面談を通じてサポートできることがよいと思います。
　２年生は学習に行き詰まると気持ちが折れる学生が多い
ので、当校では学習のモチベーション向上のために、「日々
の学習」での学習進捗状況を把握した上で、学年ベスト
５名を校内掲示板で発表したりしています。この取り組み
は、２年生のがんばりを目の当たりにした３年生にも、結
果的にいい刺激になっています。

TOPICS

ウィズコロナ時代の“学び”継続と進化のために

デジタル導入・ICT化推進を図る
看護教育の現場の取り組みについて

戸田中央看護専門学校／宝塚大学取材協力

2020年から今も続いているコロナ禍の中で、多くの看護学校ではデジタル化の潮流に対応するために、さまざまな取り
組みを続けられています。今号では、現在デジタル導入・ICT化推進に取り組まれている2つの看護学校にご協力いただき、
お話しを聞かせていただきました。

■CASE① 戸田中央看護専門学校

1977年開校の戸田中央看護専門学校は埼玉県戸田市にあり、全国の看護
師養成所の中でも1学年120名超と規模が大きいことで知られています。
実習は戸田中央総合病院を中心とする戸田中央メディカルケアグループ
の施設で行っています。

基礎看護学ご担当
八反田 希望 先生

読後アンケートに
ご協力ください！
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―コロナ禍での取り組みで大変だったことなどを
お聞かせください。

　2020年にコロナ禍が始まった時、
１学年が120名以上いることから

「校内での学年間の接触をなるべ
く避ける」ということで分散登校を
実施したのですが、限られた登校
日に配布するプリントの種類と量
がかなり増えたことで、学生が管理できなくなってしまいま

した。もちろん、教員もプリント制作の手間が増えていた
こともあり、学習を進めていく上で、デジタル導入でプリ
ント配布を減らせればと考えていました。
　また、コロナ感染対策のために図書室の利用ができなく
なって、自宅でも図書室代わりに使えるようなデジタルコ
ンテンツがあれば、自分で調べて学習を進められるのでな
いかと考えました。ただし、インターネットでの正しい情報
を選んで学ぶということはまだ十分にできないと思われた
ため、学校から的確なデジタルコンテンツを提供すること

が大切だとも感じていました。
　次第に実習にも行けなくなって、その不足を学内で補わ
なければならないことも考えると、やはり早めにデジタル
導入を進めていかねば……となりました。

―デジタル導入・ICT推進の結果、　　　　　　　
実感されたメリットなどはありましたか？

　まず、学生の学習進捗がある程度「見える化」できたのは
メリットだと感じています。当初は本校教員の授業のほと
んどを、学研メディカルサポートのeラーニングシステムを
使った動画配信の形式で行いました。「学生が授業の時間
に該当動画を視聴しているか」「該当動画の視聴回数が多
いことから、この授業内容が苦手なのか」など、教員とし
ては学生に直接会わなくても個々の学習状況・傾向が把
握できるのはよかったです。学生からも「対面授業と違って、
授業の動画をくり返し再生できるのはよかった」との声もあ
り、学生にとってもメリットだったと感じています。
　また、授業動画を作ることは「教員同士で授業内容を見
ることができる」という、教員側のメリットもありました。動
画の収録時に参加して、授業内容はもちろん、スケッチ
ブックを使ったり、臨場感を出すために板書したりといった
積み重ねがあり、教援方法の内容・工夫点をその場で見
て学べるという機会が得られました。現在は、外部講師・
本校教員ともにマイクロソフトのTeamsを使ったオンライン
授業を実施しています。

―現在の取り組みについて、お話しいただけますか。
　現在は、2023年４月入学の１年生からいよいよ始まる、
メディカ出版の電子教科書「デジタル ナーシング・グラフィ
カ」の導入・使用を見据えて、学内のICT委員会で情報管
理等のしくみや電子教科書の運用ルールづくりに取り組ん
でいます。
　また、国試対策については、２年生の時から意識を向け
させたいと考えて、2021年４月からメディカ出版のeラーニ
ング「看護学生のための個別学習サポート BeNs.（以下、
ビーナス）」の利用を始めました。早い時期での導入を決め
たのは、ゴールデンウイーク期間中にビーナスを利用した
自己学習を実施したかったからです。
　ビーナスは「国試対策で何から手を付けていいのかわから
ない」という学生にとっては、国試過去問題が解ける、領域ご
との構成で学びやすい、教科書とも連動している、短時間の
動画解説で読解力を補完できる、スマートフォンで利用できる
といったことが、また、教員にとっては、学年・学生ごとに
ビーナスでの学習進捗が見えることで、ビーナスのシステム
や学生面談を通じてサポートできることがよいと思います。
　２年生は学習に行き詰まると気持ちが折れる学生が多い
ので、当校では学習のモチベーション向上のために、「日々
の学習」での学習進捗状況を把握した上で、学年ベスト
５名を校内掲示板で発表したりしています。この取り組み
は、２年生のがんばりを目の当たりにした３年生にも、結
果的にいい刺激になっています。

―デジタル導入・ICT推進の結果、　　　　　　　
実感されたメリットなどはありましたか？

　配信した授業動画を学生が何度もくり返して視聴する形
で、振り返り学習がしやすくなったことは、学生の主体的な
学習の向上にもつながったと感じています。本学での学修
動向調査でも、ここ数年学生が学習に向き合う時間が、コ
ロナ禍前との比較で増えています。また、通学に時間がか
かっていた学生も、その時間を使って在宅で学習できます
し、授業にも参加しやすくなったのもメリットだと思います。
　主要なコミュニケーションのためのデジタルツールとして
は、マイクロソフトのTeamsを全学的に使用しつつ、リア
ルタイムの遠隔授業・動画同時配信ではZoomを使用する
ことが多いです。その遠隔授業について、学生への満足
度調査では実施当初と比べて現在はよい結果を得られるよ
うになりました。一方で、遠隔授業実施の結果、トータル
として学生に課題提出を求めることが多くなってしまったた
め、先生方とも相談しつつ、全体のバランス調整・最適化
にこれからも取り組む必要はあります。
　また、教職員ともにペーパーレス化はかなり進みました。
現在では、教員によるすべての会議はペーパーレスになっ
ています。

―現在の取り組みについて、お話しいただけますか。
　以前から、低学年次から使用できて、学生個々の状況・
能力・理解度に合わせて最適化された学習を提供してくれ
るデジタルツールがほしいと考えていましたが、本学では
昨年より全学年でメディカ出版の「看護学生のための個別
学習サポート BeNs.（ビーナス）」を利用しています。上記

のことに加えて、教職員にも学生個々の学習進捗状況が
把握できて、困っている学生にも早めにサポートできると
ころがやはり大きいと思います。また、スマートフォンで
使えるのは、今の学生にとっては特にメリットが大きいと捉
えています。
　また、文部科学省の「ウィズコロナ時代の新たな医療に
対応できる医療人材養成事業」の補助金対象大学として認
められましたので、その補助金を活用して、この６月に京
都科学の多職種連携ハイブリッドシミュレータ「SCENARIO

（シナリオ）」とデブリーフィング＆データ管理システムSkills 
Album「ふりかえ朗」を導入しました。実習に行く前の技術
の確認や臨床判断能力を試すことにも使えますし、最新シ
ミュレータならではの機能を使った学習もできます。万一コ
ロナ禍で対面による実習・演習ができなくなった場合でも、
自分たちで制作・蓄積したコンテンツを使って振り返り学
習もできます。病院と協働して遠隔実習ができるシミュレー
タとしてさらに活用できれば……とも考えています。これ
らのデジタルツールやシステムを、いかに学生本位の学
習に活かしていくのか、運用方法等も合わせて、先生方
とも協議を重ねているところです。
　近々、本学の教学システムを抜本的に変更・刷新する
予定ですが、eポートフォリオを新たに構築して学生個々に
学習関連の情報を開示しつつ、さらにフィードバックして
役立ててもらうことができればと考えています。デジタル
導入・ICT化推進により、教職員および学生のデジタル
スキルとリテラシー向上を図りつつ、より学生に向き合える
環境づくりを、大学としてさらに進めていきたいです。

［取材：向濱 寿信／メディカ出版 基礎教育営業課］
■CASE② 宝塚大学

1967年に関西女子学園短期大学として創設されてから53年という長い
歴史を有する宝塚大学は、看護学部が開設された2010年に現在の名称に
なりました。大阪府大阪市の中心に位置する梅田駅すぐそばにある、都
市型キャンパスの大学です。

―コロナ禍での取り組みで大変だったことなどを
お聞かせください。

　本学ではDX・ICT推進について
計画を策定して進めていた矢先に、
このコロナ禍の影響で前倒ししな
ければならなくなりました。学生
の学びを継続する大学の責任とし
て、パソコンやWi-Fi環境がない
学生には機器類を買い揃えて貸与した上で機器操作の
レクチャーを実施しましたし、演習・実習の授業でもリア

ルタイムのオンライン遠隔授業やオンデマンド配信、コ
ミュニケーションツールを使って双方向で密に学生への関
わり・サポートができるようにするためのプラットフォーム
構築を急遽進めなければなりませんでした。
　また、コロナ禍では授業以外の交流にも制限があり、学
生同士の交友関係、特に１年次生へのサポートにも苦労しま
した。今年度は、教職員が協働して１・２年次生の懇親会を
実施したり、本学の学修支援室が中心となって大学の先輩
と話をする機会を設けたりして、学生が孤立しないように多
重的な取り組みで支援することを、現在も続けています。

広報・社会連携室 室長
会田 洋介 様

看護学生のための個別学習サポート
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―コロナ禍での取り組みで大変だったことなどを
お聞かせください。

　2020年にコロナ禍が始まった時、
１学年が120名以上いることから

「校内での学年間の接触をなるべ
く避ける」ということで分散登校を
実施したのですが、限られた登校
日に配布するプリントの種類と量
がかなり増えたことで、学生が管理できなくなってしまいま

した。もちろん、教員もプリント制作の手間が増えていた
こともあり、学習を進めていく上で、デジタル導入でプリ
ント配布を減らせればと考えていました。
　また、コロナ感染対策のために図書室の利用ができなく
なって、自宅でも図書室代わりに使えるようなデジタルコ
ンテンツがあれば、自分で調べて学習を進められるのでな
いかと考えました。ただし、インターネットでの正しい情報
を選んで学ぶということはまだ十分にできないと思われた
ため、学校から的確なデジタルコンテンツを提供すること

が大切だとも感じていました。
　次第に実習にも行けなくなって、その不足を学内で補わ
なければならないことも考えると、やはり早めにデジタル
導入を進めていかねば……となりました。

―デジタル導入・ICT推進の結果、　　　　　　　
実感されたメリットなどはありましたか？

　まず、学生の学習進捗がある程度「見える化」できたのは
メリットだと感じています。当初は本校教員の授業のほと
んどを、学研メディカルサポートのeラーニングシステムを
使った動画配信の形式で行いました。「学生が授業の時間
に該当動画を視聴しているか」「該当動画の視聴回数が多
いことから、この授業内容が苦手なのか」など、教員とし
ては学生に直接会わなくても個々の学習状況・傾向が把
握できるのはよかったです。学生からも「対面授業と違って、
授業の動画をくり返し再生できるのはよかった」との声もあ
り、学生にとってもメリットだったと感じています。
　また、授業動画を作ることは「教員同士で授業内容を見
ることができる」という、教員側のメリットもありました。動
画の収録時に参加して、授業内容はもちろん、スケッチ
ブックを使ったり、臨場感を出すために板書したりといった
積み重ねがあり、教援方法の内容・工夫点をその場で見
て学べるという機会が得られました。現在は、外部講師・
本校教員ともにマイクロソフトのTeamsを使ったオンライン
授業を実施しています。

―現在の取り組みについて、お話しいただけますか。
　現在は、2023年４月入学の１年生からいよいよ始まる、
メディカ出版の電子教科書「デジタル ナーシング・グラフィ
カ」の導入・使用を見据えて、学内のICT委員会で情報管
理等のしくみや電子教科書の運用ルールづくりに取り組ん
でいます。
　また、国試対策については、２年生の時から意識を向け
させたいと考えて、2021年４月からメディカ出版のeラーニ
ング「看護学生のための個別学習サポート BeNs.（以下、
ビーナス）」の利用を始めました。早い時期での導入を決め
たのは、ゴールデンウイーク期間中にビーナスを利用した
自己学習を実施したかったからです。
　ビーナスは「国試対策で何から手を付けていいのかわから
ない」という学生にとっては、国試過去問題が解ける、領域ご
との構成で学びやすい、教科書とも連動している、短時間の
動画解説で読解力を補完できる、スマートフォンで利用できる
といったことが、また、教員にとっては、学年・学生ごとに
ビーナスでの学習進捗が見えることで、ビーナスのシステム
や学生面談を通じてサポートできることがよいと思います。
　２年生は学習に行き詰まると気持ちが折れる学生が多い
ので、当校では学習のモチベーション向上のために、「日々
の学習」での学習進捗状況を把握した上で、学年ベスト
５名を校内掲示板で発表したりしています。この取り組み
は、２年生のがんばりを目の当たりにした３年生にも、結
果的にいい刺激になっています。

―デジタル導入・ICT推進の結果、　　　　　　　
実感されたメリットなどはありましたか？

　配信した授業動画を学生が何度もくり返して視聴する形
で、振り返り学習がしやすくなったことは、学生の主体的な
学習の向上にもつながったと感じています。本学での学修
動向調査でも、ここ数年学生が学習に向き合う時間が、コ
ロナ禍前との比較で増えています。また、通学に時間がか
かっていた学生も、その時間を使って在宅で学習できます
し、授業にも参加しやすくなったのもメリットだと思います。
　主要なコミュニケーションのためのデジタルツールとして
は、マイクロソフトのTeamsを全学的に使用しつつ、リア
ルタイムの遠隔授業・動画同時配信ではZoomを使用する
ことが多いです。その遠隔授業について、学生への満足
度調査では実施当初と比べて現在はよい結果を得られるよ
うになりました。一方で、遠隔授業実施の結果、トータル
として学生に課題提出を求めることが多くなってしまったた
め、先生方とも相談しつつ、全体のバランス調整・最適化
にこれからも取り組む必要はあります。
　また、教職員ともにペーパーレス化はかなり進みました。
現在では、教員によるすべての会議はペーパーレスになっ
ています。

―現在の取り組みについて、お話しいただけますか。
　以前から、低学年次から使用できて、学生個々の状況・
能力・理解度に合わせて最適化された学習を提供してくれ
るデジタルツールがほしいと考えていましたが、本学では
昨年より全学年でメディカ出版の「看護学生のための個別
学習サポート BeNs.（ビーナス）」を利用しています。上記

のことに加えて、教職員にも学生個々の学習進捗状況が
把握できて、困っている学生にも早めにサポートできると
ころがやはり大きいと思います。また、スマートフォンで
使えるのは、今の学生にとっては特にメリットが大きいと捉
えています。
　また、文部科学省の「ウィズコロナ時代の新たな医療に
対応できる医療人材養成事業」の補助金対象大学として認
められましたので、その補助金を活用して、この６月に京
都科学の多職種連携ハイブリッドシミュレータ「SCENARIO

（シナリオ）」とデブリーフィング＆データ管理システムSkills 
Album「ふりかえ朗」を導入しました。実習に行く前の技術
の確認や臨床判断能力を試すことにも使えますし、最新シ
ミュレータならではの機能を使った学習もできます。万一コ
ロナ禍で対面による実習・演習ができなくなった場合でも、
自分たちで制作・蓄積したコンテンツを使って振り返り学
習もできます。病院と協働して遠隔実習ができるシミュレー
タとしてさらに活用できれば……とも考えています。これ
らのデジタルツールやシステムを、いかに学生本位の学
習に活かしていくのか、運用方法等も合わせて、先生方
とも協議を重ねているところです。
　近々、本学の教学システムを抜本的に変更・刷新する
予定ですが、eポートフォリオを新たに構築して学生個々に
学習関連の情報を開示しつつ、さらにフィードバックして
役立ててもらうことができればと考えています。デジタル
導入・ICT化推進により、教職員および学生のデジタル
スキルとリテラシー向上を図りつつ、より学生に向き合える
環境づくりを、大学としてさらに進めていきたいです。

［取材：向濱 寿信／メディカ出版 基礎教育営業課］
■CASE② 宝塚大学

1967年に関西女子学園短期大学として創設されてから53年という長い
歴史を有する宝塚大学は、看護学部が開設された2010年に現在の名称に
なりました。大阪府大阪市の中心に位置する梅田駅すぐそばにある、都
市型キャンパスの大学です。

―コロナ禍での取り組みで大変だったことなどを
お聞かせください。

　本学ではDX・ICT推進について
計画を策定して進めていた矢先に、
このコロナ禍の影響で前倒ししな
ければならなくなりました。学生
の学びを継続する大学の責任とし
て、パソコンやWi-Fi環境がない
学生には機器類を買い揃えて貸与した上で機器操作の
レクチャーを実施しましたし、演習・実習の授業でもリア

ルタイムのオンライン遠隔授業やオンデマンド配信、コ
ミュニケーションツールを使って双方向で密に学生への関
わり・サポートができるようにするためのプラットフォーム
構築を急遽進めなければなりませんでした。
　また、コロナ禍では授業以外の交流にも制限があり、学
生同士の交友関係、特に１年次生へのサポートにも苦労しま
した。今年度は、教職員が協働して１・２年次生の懇親会を
実施したり、本学の学修支援室が中心となって大学の先輩
と話をする機会を設けたりして、学生が孤立しないように多
重的な取り組みで支援することを、現在も続けています。

広報・社会連携室 室長
会田 洋介 様

看護学生のための個別学習サポート



Rep�t
第24回日本母性看護学会学術集会が開催されました！

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
活動を行っています。

1．目的を持って報告をする
　看護師が主治医やリーダー看護師に行う報告は、「情報提
供」「指示受け」「応援要請」の目的に分けることができます。患
者さんの変化を見逃さないために、最初に起こりそうな変化
を予測し、異常の有無を判断しながら、選択した看護を行っ
た後に、目的を持って報告することが重要です。何のために
報告をしているのかを明確にして、確実に伝える効果的な報
告の仕方が「I-SBAR-C」です。
　以前、実習の際に学生から「もっと早く報告の仕方を知りた
かった」と言われたことがあります。それ以来、学生が実習で
活用できるレベルを目指して、実習が始まる前の授業や演習
に、「I-SBAR-C」を用いた報告の仕方を取り入れるようにしま
した。授業では、報告の目的や仕方について説明した上で、
時間軸のシチュエーションも設定した具体的な事例を提示し
ながら、該当する画像や映像を用いて、GOLDメソッドの第
１段階から第5段階の一連の流れに沿って練習を行っています。

■「患者安全信号機」◆2のプラン緑（予定された看護）と
　判断した時の「情報提供」の場面

　心不全治療中の山田さんが入浴できるかどうかを判断する
ために、病室を訪れました。
　もしかすると、呼吸の変化や胸部症状があるかもしれない
と予測していましたが、実際の全体観察（６項目）では、変化
がなく自覚症状がないことを確認しました。バイタルサイン
も異常がないため、予定の入浴を行うことができると判断し、
ナースステーションに戻り、臨床指導者に予定の入浴介助を
実施することを「I-SBAR-C」で報告しました。

■「患者安全信号機」◆2のプラン黄色（変化の懸念への対応）と
　判断した時の「指示受け」の場面

　昼食後、午後の予定を確認するために山田さんの病室に訪
れると、全体観察（６項目）では、いつもなら穏やかな表情の
山田さんが険しい顔つきで、呼吸回数がいつもより早く、頻
呼吸が見られました。起坐呼吸で、喘鳴もあるため、呼吸を
整えるように促してもSpO2 91％（酸素2L）から改善が見られ
ないため、ナースステーションに戻り、臨床指導者に指示を
もらうために「I-SBAR-C」で報告しました（下表参照）。

2． 報告の仕方をくり返し練習する
　シミュレーション教育では、セッションの最後に（実習では
病室から戻った時）、ナースステーションを想定して報告がで
きる場を設定しています。ナースステーションで、学生は、
報告の目的を明確にし、「I-SBAR-C」に沿って臨床指導者役の
教員に報告します。
　患者観察や看護ケアにはすべて目的があり、患者の変化を
予測し、その状態を想定しながら行うため、目的を持った報
告につながるということを学生に伝えながら、実際に練習を
行っています。この結果、シミュレーション教育でくり返し
練習することで、実習での報告がスムーズになることを、教
員も学生も感じています。
　バイタルサインの数値を血圧から順番にまず報告するとい
う目的のない報告ではなく、「I-SBAR-C」を学生と一緒に活用
することをおすすめします。
　次回は、GOLDメソッドの第６段階「振り返り」です。

「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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シミュレーション教育や実習で活用できる
報告の仕方第5回

看護教員専門の情報コミュニティ

当社が持つさまざまな
最新情報・お役に立つ情報を
無償でお届けします！

週に１回、特別情報ペーパーを配信！

登録無料!　LINE 公式アカウント『ラポールコミュニティ』は、双方向のコミュニ
ケーション コミュニティです。
　当社がいち早く発信する最新情報・ノウハウをお役立ていただき、
先生方同士のコミュニケーションの場に発展できればと考えております。
　ぜひこの機会にご登録ください。

　今回は、臨床現場で実際に用いられている報告の仕方「I-SBAR-C」をご紹介します。「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、ゴール達成型学習デザイン（GOLDメソッド）の第５段階です◆1。

看護教員サービス ラポール
WEB閲覧：http://ml.medica.co.jp/rapport/♯rapport

【Ｉ-ＳＢＡＲ-Ｃ 報告の仕方の具体例】 ※この表内の「具体例」は、上記解説にあわせています

上から 順番に 

I

S

B

A

R

C

Identify 

Situation 

Background 

Assessment 

Request 

Confirm 

項目 報告内容 具体例

報告者と患者の同定 報告者（自分の名前）と患者（病室番号・名前等） 看護学生の山本です。201号室の山田さんの報告です。

患者の状態 何が起こっているか結論を伝える。
もっとも重要視される患者の状態・主訴 昼食後から呼吸困難があり、SpO2が低値で改善しません。

患者背景、臨床経過 疾患名、入院経過、現状に至るまでの経過、
身体所見等、バイタルサイン

心不全治療中10日目の患者さんです。起坐呼吸で、喘鳴もあり、
呼吸回数２6回/分（頻呼吸）、酸素2LでSpO2 9１％、脈拍100回/分でした。

状況評価の結論 緊急性・重症性、変化の予測
どんなことが考えられるか 昼食の労作に伴う、肺うっ血によるガス交換障害が起きていると考えます。

提言または
具体的な要望・要請 対処方法、指示等、具体的に依頼・提案 クッションや枕を使い起坐位を促し、呼吸困難に対する体位の工夫を

継続します。
指示受け内容の
口頭確認 指示内容の復唱 呼吸状態の改善がなければ、午後からの入浴は中止ということですね。

◆1　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回にてご紹介しています。
◆2　「患者安全信号機」は、ラポール11号「これからの看護教育を育むためのNSLR」第４回にてご紹介しています。

開催概要 ┃ライブ配信：2022年６月26日／オンデマンド配信：７月１日～７月31日　テーマ「パンデミックからのメッセージ～母性看護へのヒント～」

［坂田 果織・渥美 量子・宇田 望・出射 さよ／メディカ出版 教科書・副読本編集課］

　加齢によって筋、特に速筋は萎縮する。一方、年齢・
性別を問わず適切な運動刺激を与えると筋は発達する。筋
の発達には、筋に負荷をかけるレジスタンストレーニング

（RT）が効果的である。谷本先生は、筋トレの効果の科学
的な解説と効率的なＲＴを紹介した後、テーブルを使った
腕立て伏せとスクワットを実演した。「筋トレはやるか、す
ぐやるか！」というメッセージは、会場を大いに沸かせた。

今からでも間に合う100歳まで歩ける
体力づくり　コロナ禍の人々への影響とサポート

順天堂大学先任准教授
谷本 道哉 先生

　パンデミックは社会・家族・暮らし・働き方にさまざまな
影響を与え、それぞれの価値観や研究の在り方を見直す
契機となった。母性看護でも、看護教育のDX化をはじめ
新たなシステムやケアが生み出されている。佐々木先生
は、パンデミックから得た経験、システム、ケアの知見を、
これからの母性看護に生かしてほしいと述べた。

パンデミックからのメッセージと
母性看護
大阪医科薬科大学教授・第24回大会長
佐々木 綾子 先生

　パンデミックにより、サイバー空間の利用など非接触の
日常が加速度的に進んだ。しかし、環境の影響を強く受け
て脳を発達させる段階にある子ども達に何が起こっている
かについては、まだ科学的視点からは調べられていない。
明和先生によると、乳幼児期は、授乳や身体接触により身
体内部に心地よさ（内受容感覚）を高め、そのタイミング
でいつも経験する相手の表情や声（外受容感覚）とを結
びつけて記憶、学習していく時期であるという。これが愛
着（アタッチメント）形成の土台であり、その対象は母親、
血縁者である必要はない。
　さらに、ヒトは共同養育により進化してきた生物であると
説明し、母親のみに負担が集中する現在の子育ては、ヒト
にとって不自然であると訴えた。ポストコロナ社会を見据
え、ヒトの脳の発達には他者との身体接触が不可欠である
ことを、今こそ認識すべきであると締めくくった。

発達科学の視点から、
今こそ人の育ちにとって大切なこと
京都大学大学院教授
明和 政子 先生

　法律による強い行動規制をかけられない日本では、感
染拡大防止のため人々にどう呼びかけるかが重要な問題と
なる。行動経済学的には、「〇〇を控えてください」という
表現を「〇〇ならできますよ」と利益を感じさせる表現に
変えることで、人々の意欲的な行動変容を引き出すことが
できる。他にも、選択肢を絞って提示する、誘導したい方
向にデフォルトを設定するなど、行動経済学に基づいた保
健指導へのヒントを示した。

大阪大学感染症総合教育研究拠点特任教授
大竹 文雄 先生

妊産婦の保健指導に役立つ
行動経済学からみたコロナ禍の人々への影響と
行動変容支援

　妊婦・褥婦の自殺や児童虐待がなぜ起こるのか？を考え
る上で、妊娠・出産に伴う内分泌の変化、特に、オキシト
シンが鍵になっており、育児行動や社会性に関与している
ことがわかってきた。そこで、虐待をする人（子育て失調
の人）をオキシトシンの受容体や分泌が少ない人ととらえ、
周りが母親をサポートし、子どもに愛情を注ぐ必要がある。
　生物学的にも社会的にも未知の分野である生殖に携わ
る我々は、まさに “奇跡” の傍で仕事をしているのだと締
めくくった。

動物の子育てから見た児童虐待
社会的リスクを抱えた妊婦を見守るヒント

りんくう総合医療センター産婦人科部長
荻田 和秀 先生



Rep�t
第24回日本母性看護学会学術集会が開催されました！

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
活動を行っています。

1．目的を持って報告をする
　看護師が主治医やリーダー看護師に行う報告は、「情報提
供」「指示受け」「応援要請」の目的に分けることができます。患
者さんの変化を見逃さないために、最初に起こりそうな変化
を予測し、異常の有無を判断しながら、選択した看護を行っ
た後に、目的を持って報告することが重要です。何のために
報告をしているのかを明確にして、確実に伝える効果的な報
告の仕方が「I-SBAR-C」です。
　以前、実習の際に学生から「もっと早く報告の仕方を知りた
かった」と言われたことがあります。それ以来、学生が実習で
活用できるレベルを目指して、実習が始まる前の授業や演習
に、「I-SBAR-C」を用いた報告の仕方を取り入れるようにしま
した。授業では、報告の目的や仕方について説明した上で、
時間軸のシチュエーションも設定した具体的な事例を提示し
ながら、該当する画像や映像を用いて、GOLDメソッドの第
１段階から第5段階の一連の流れに沿って練習を行っています。

■「患者安全信号機」◆2のプラン緑（予定された看護）と
　判断した時の「情報提供」の場面

　心不全治療中の山田さんが入浴できるかどうかを判断する
ために、病室を訪れました。
　もしかすると、呼吸の変化や胸部症状があるかもしれない
と予測していましたが、実際の全体観察（６項目）では、変化
がなく自覚症状がないことを確認しました。バイタルサイン
も異常がないため、予定の入浴を行うことができると判断し、
ナースステーションに戻り、臨床指導者に予定の入浴介助を
実施することを「I-SBAR-C」で報告しました。

■「患者安全信号機」◆2のプラン黄色（変化の懸念への対応）と
　判断した時の「指示受け」の場面

　昼食後、午後の予定を確認するために山田さんの病室に訪
れると、全体観察（６項目）では、いつもなら穏やかな表情の
山田さんが険しい顔つきで、呼吸回数がいつもより早く、頻
呼吸が見られました。起坐呼吸で、喘鳴もあるため、呼吸を
整えるように促してもSpO2 91％（酸素2L）から改善が見られ
ないため、ナースステーションに戻り、臨床指導者に指示を
もらうために「I-SBAR-C」で報告しました（下表参照）。

2． 報告の仕方をくり返し練習する
　シミュレーション教育では、セッションの最後に（実習では
病室から戻った時）、ナースステーションを想定して報告がで
きる場を設定しています。ナースステーションで、学生は、
報告の目的を明確にし、「I-SBAR-C」に沿って臨床指導者役の
教員に報告します。
　患者観察や看護ケアにはすべて目的があり、患者の変化を
予測し、その状態を想定しながら行うため、目的を持った報
告につながるということを学生に伝えながら、実際に練習を
行っています。この結果、シミュレーション教育でくり返し
練習することで、実習での報告がスムーズになることを、教
員も学生も感じています。
　バイタルサインの数値を血圧から順番にまず報告するとい
う目的のない報告ではなく、「I-SBAR-C」を学生と一緒に活用
することをおすすめします。
　次回は、GOLDメソッドの第６段階「振り返り」です。

「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

No.12No.12

P4 P5

シミュレーション教育や実習で活用できる
報告の仕方第5回

看護教員専門の情報コミュニティ

当社が持つさまざまな
最新情報・お役に立つ情報を
無償でお届けします！

週に１回、特別情報ペーパーを配信！

登録無料!　LINE 公式アカウント『ラポールコミュニティ』は、双方向のコミュニ
ケーション コミュニティです。
　当社がいち早く発信する最新情報・ノウハウをお役立ていただき、
先生方同士のコミュニケーションの場に発展できればと考えております。
　ぜひこの機会にご登録ください。

　今回は、臨床現場で実際に用いられている報告の仕方「I-SBAR-C」をご紹介します。「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、ゴール達成型学習デザイン（GOLDメソッド）の第５段階です◆1。

看護教員サービス ラポール
WEB閲覧：http://ml.medica.co.jp/rapport/♯rapport

【Ｉ-ＳＢＡＲ-Ｃ 報告の仕方の具体例】 ※この表内の「具体例」は、上記解説にあわせています
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項目 報告内容 具体例

報告者と患者の同定 報告者（自分の名前）と患者（病室番号・名前等） 看護学生の山本です。201号室の山田さんの報告です。

患者の状態 何が起こっているか結論を伝える。
もっとも重要視される患者の状態・主訴 昼食後から呼吸困難があり、SpO2が低値で改善しません。

患者背景、臨床経過 疾患名、入院経過、現状に至るまでの経過、
身体所見等、バイタルサイン

心不全治療中10日目の患者さんです。起坐呼吸で、喘鳴もあり、
呼吸回数２6回/分（頻呼吸）、酸素2LでSpO2 9１％、脈拍100回/分でした。

状況評価の結論 緊急性・重症性、変化の予測
どんなことが考えられるか 昼食の労作に伴う、肺うっ血によるガス交換障害が起きていると考えます。

提言または
具体的な要望・要請 対処方法、指示等、具体的に依頼・提案 クッションや枕を使い起坐位を促し、呼吸困難に対する体位の工夫を

継続します。
指示受け内容の
口頭確認 指示内容の復唱 呼吸状態の改善がなければ、午後からの入浴は中止ということですね。

◆1　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回にてご紹介しています。
◆2　「患者安全信号機」は、ラポール11号「これからの看護教育を育むためのNSLR」第４回にてご紹介しています。

開催概要 ┃ライブ配信：2022年６月26日／オンデマンド配信：７月１日～７月31日　テーマ「パンデミックからのメッセージ～母性看護へのヒント～」

［坂田 果織・渥美 量子・宇田 望・出射 さよ／メディカ出版 教科書・副読本編集課］

　加齢によって筋、特に速筋は萎縮する。一方、年齢・
性別を問わず適切な運動刺激を与えると筋は発達する。筋
の発達には、筋に負荷をかけるレジスタンストレーニング

（RT）が効果的である。谷本先生は、筋トレの効果の科学
的な解説と効率的なＲＴを紹介した後、テーブルを使った
腕立て伏せとスクワットを実演した。「筋トレはやるか、す
ぐやるか！」というメッセージは、会場を大いに沸かせた。

今からでも間に合う100歳まで歩ける
体力づくり　コロナ禍の人々への影響とサポート

順天堂大学先任准教授
谷本 道哉 先生

　パンデミックは社会・家族・暮らし・働き方にさまざまな
影響を与え、それぞれの価値観や研究の在り方を見直す
契機となった。母性看護でも、看護教育のDX化をはじめ
新たなシステムやケアが生み出されている。佐々木先生
は、パンデミックから得た経験、システム、ケアの知見を、
これからの母性看護に生かしてほしいと述べた。

パンデミックからのメッセージと
母性看護
大阪医科薬科大学教授・第24回大会長
佐々木 綾子 先生

　パンデミックにより、サイバー空間の利用など非接触の
日常が加速度的に進んだ。しかし、環境の影響を強く受け
て脳を発達させる段階にある子ども達に何が起こっている
かについては、まだ科学的視点からは調べられていない。
明和先生によると、乳幼児期は、授乳や身体接触により身
体内部に心地よさ（内受容感覚）を高め、そのタイミング
でいつも経験する相手の表情や声（外受容感覚）とを結
びつけて記憶、学習していく時期であるという。これが愛
着（アタッチメント）形成の土台であり、その対象は母親、
血縁者である必要はない。
　さらに、ヒトは共同養育により進化してきた生物であると
説明し、母親のみに負担が集中する現在の子育ては、ヒト
にとって不自然であると訴えた。ポストコロナ社会を見据
え、ヒトの脳の発達には他者との身体接触が不可欠である
ことを、今こそ認識すべきであると締めくくった。

発達科学の視点から、
今こそ人の育ちにとって大切なこと
京都大学大学院教授
明和 政子 先生

　法律による強い行動規制をかけられない日本では、感
染拡大防止のため人々にどう呼びかけるかが重要な問題と
なる。行動経済学的には、「〇〇を控えてください」という
表現を「〇〇ならできますよ」と利益を感じさせる表現に
変えることで、人々の意欲的な行動変容を引き出すことが
できる。他にも、選択肢を絞って提示する、誘導したい方
向にデフォルトを設定するなど、行動経済学に基づいた保
健指導へのヒントを示した。

大阪大学感染症総合教育研究拠点特任教授
大竹 文雄 先生

妊産婦の保健指導に役立つ
行動経済学からみたコロナ禍の人々への影響と
行動変容支援

　妊婦・褥婦の自殺や児童虐待がなぜ起こるのか？を考え
る上で、妊娠・出産に伴う内分泌の変化、特に、オキシト
シンが鍵になっており、育児行動や社会性に関与している
ことがわかってきた。そこで、虐待をする人（子育て失調
の人）をオキシトシンの受容体や分泌が少ない人ととらえ、
周りが母親をサポートし、子どもに愛情を注ぐ必要がある。
　生物学的にも社会的にも未知の分野である生殖に携わ
る我々は、まさに “奇跡” の傍で仕事をしているのだと締
めくくった。

動物の子育てから見た児童虐待
社会的リスクを抱えた妊婦を見守るヒント

りんくう総合医療センター産婦人科部長
荻田 和秀 先生



Essay
　臨地実習で担当した学生Aさんは、記録や呼び出しの
期限を守らず、少しおっちょこちょいでケアレスミスも多く、
お世辞にも出来が良い学生とは言えませんでした。しかし、
注意してもふてくされたり反発などは全くなく、「えへへ、
すみません」と愛嬌のある笑顔で全てなかったことのよう
にしてしまいます。その人懐っこさから、臨床でも患者様、
同僚や先輩達からきっと可愛がられて成長するだろうな、
と思っていました。
　Aさんは、消化器の開腹手術を受ける前後の患者Bさん
の担当でした。実習中のある日遅くに、突然私の研究室を
訪ねて来ました。実習がつらい、看護師に向いてない……
と退学等の相談かな、と私は思い巡らせながら「どうした
の？」と尋ねると、Aさんは「先生、『アルプスの少女ハイジ』

でクララが立った時、ハイジが喜んだのがやっとわかりまし
た」と言うのです。私はさっぱり理解できず、よくよく聞い
てみると「今日Bさんが初めて重湯を食べたのを見た時、と
ても嬉しかった」とのこと。臨地実習ならではの感動を、わざ
わざ伝えに来てくれたのです。このことは、看護師を目指す
学生にとって臨地実習は素晴らしく、とても重要だと改めて
私に気づかせてくれました。
　昨今、コロナ禍で臨地実習が実施困難な状況を見聞き
しますが、これ程までに看護師という職業が社会で必要と
され、注目されたことが過去にあったでしょうか。将来の医療
現場を担う「21世紀のナイチンゲール」を育てる、そんな思
いを胸に、日々学生と向き合い、教育に携わっていきたい
と思います。

─ 21世紀のナイチンゲールを育てる ─ 日本医療大学保健医療学部看護学科　高橋 美和

　今年は、昨年に比べると少しずつ臨地実習に行けるよう
になりました。コロナ禍以前は当たり前の風景でしたが、
それが奪われて初めて、当たり前であることの大切さを
感じます。
　実習はいかがですか。ずっとオンラインだったせいか、
学生がカンファレンスで話すことも、どこかあまり慣れて
いないですよね。そんな時は例年以上に「心理的安全性」
について気を配る必要があります。
　心理的安全性とは、エドモンドソン（Edmondson）に
よれば、みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分
らしくいられる文化＊1のことです。そういうと、なあなあの
緩いカンファレンスになるのではないかと危惧される方も
いらっしゃると思います。実はそうではありません。たとえば、
教員がカンファレンスで怖い雰囲気を出している様子を想像
してください。「波風を立てないほうが良い」と思い、事を
荒立てることをしたくないので、学生は従順になり、自分
の意見を言わなくなるでしょう。
　医療事故は、誰かが「おかしい」と感じた時にそれが言え

なかったばかりに起こるケースもあります。「なんであの時
に言わなかったの」と追及しても「だって、言えば怒られる
と思ったから」という意見が返ってくることも少なくないで
しょう＊2。心理的安全性の少ない臨地実習では、学生は言
いたいことも言えず、結果的に患者に不利益をもたらし
ているかもしれないのです。
　心理的安全性とは、むしろ学生が「波風を立てたとして
も私の意見は尊重される」と理解し、対人関係の不安を最
小限に抑えて自分の意見を言える環境なのです。その環
境下で学生が最大限のパフォーマンスを発揮できれば、教
員にとって、心理的安全性のある環境を作る努力を行った
甲斐があると言えるのではないでしょうか。
　心理的安全性とは決して甘く、緩いものではありません。
それでも、学生の創造性とパフォーマンスを最大限に伸ば
す、教員としてはチャレンジする甲斐のある課題です。

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

心理的安全性は、チャレンジする甲斐のある課題

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 エイミー・Ｃ・エドモンドソン著, 野津智子訳, 村瀬俊朗解説：恐れのない組織「心

理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす,p14-18, 英知出版, 2021.
＊2 秋山美紀,モチベーションを高めポジティブな職場を作るための管理者の役割, 
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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！】 看護教員サービス　ラポール

―コロナ禍での取り組みで大変だったことなどを
お聞かせください。

　2020年にコロナ禍が始まった時、
１学年が120名以上いることから

「校内での学年間の接触をなるべ
く避ける」ということで分散登校を
実施したのですが、限られた登校
日に配布するプリントの種類と量
がかなり増えたことで、学生が管理できなくなってしまいま

した。もちろん、教員もプリント制作の手間が増えていた
こともあり、学習を進めていく上で、デジタル導入でプリ
ント配布を減らせればと考えていました。
　また、コロナ感染対策のために図書室の利用ができなく
なって、自宅でも図書室代わりに使えるようなデジタルコ
ンテンツがあれば、自分で調べて学習を進められるのでな
いかと考えました。ただし、インターネットでの正しい情報
を選んで学ぶということはまだ十分にできないと思われた
ため、学校から的確なデジタルコンテンツを提供すること

が大切だとも感じていました。
　次第に実習にも行けなくなって、その不足を学内で補わ
なければならないことも考えると、やはり早めにデジタル
導入を進めていかねば……となりました。

―デジタル導入・ICT推進の結果、　　　　　　　
実感されたメリットなどはありましたか？

　まず、学生の学習進捗がある程度「見える化」できたのは
メリットだと感じています。当初は本校教員の授業のほと
んどを、学研メディカルサポートのeラーニングシステムを
使った動画配信の形式で行いました。「学生が授業の時間
に該当動画を視聴しているか」「該当動画の視聴回数が多
いことから、この授業内容が苦手なのか」など、教員とし
ては学生に直接会わなくても個々の学習状況・傾向が把
握できるのはよかったです。学生からも「対面授業と違って、
授業の動画をくり返し再生できるのはよかった」との声もあ
り、学生にとってもメリットだったと感じています。
　また、授業動画を作ることは「教員同士で授業内容を見
ることができる」という、教員側のメリットもありました。動
画の収録時に参加して、授業内容はもちろん、スケッチ
ブックを使ったり、臨場感を出すために板書したりといった
積み重ねがあり、教援方法の内容・工夫点をその場で見
て学べるという機会が得られました。現在は、外部講師・
本校教員ともにマイクロソフトのTeamsを使ったオンライン
授業を実施しています。

―現在の取り組みについて、お話しいただけますか。
　現在は、2023年４月入学の１年生からいよいよ始まる、
メディカ出版の電子教科書「デジタル ナーシング・グラフィ
カ」の導入・使用を見据えて、学内のICT委員会で情報管
理等のしくみや電子教科書の運用ルールづくりに取り組ん
でいます。
　また、国試対策については、２年生の時から意識を向け
させたいと考えて、2021年４月からメディカ出版のeラーニ
ング「看護学生のための個別学習サポート BeNs.（以下、
ビーナス）」の利用を始めました。早い時期での導入を決め
たのは、ゴールデンウイーク期間中にビーナスを利用した
自己学習を実施したかったからです。
　ビーナスは「国試対策で何から手を付けていいのかわから
ない」という学生にとっては、国試過去問題が解ける、領域ご
との構成で学びやすい、教科書とも連動している、短時間の
動画解説で読解力を補完できる、スマートフォンで利用できる
といったことが、また、教員にとっては、学年・学生ごとに
ビーナスでの学習進捗が見えることで、ビーナスのシステム
や学生面談を通じてサポートできることがよいと思います。
　２年生は学習に行き詰まると気持ちが折れる学生が多い
ので、当校では学習のモチベーション向上のために、「日々
の学習」での学習進捗状況を把握した上で、学年ベスト
５名を校内掲示板で発表したりしています。この取り組み
は、２年生のがんばりを目の当たりにした３年生にも、結
果的にいい刺激になっています。

TOPICS

ウィズコロナ時代の“学び”継続と進化のために

デジタル導入・ICT化推進を図る
看護教育の現場の取り組みについて

戸田中央看護専門学校／宝塚大学取材協力

2020年から今も続いているコロナ禍の中で、多くの看護学校ではデジタル化の潮流に対応するために、さまざまな取り
組みを続けられています。今号では、現在デジタル導入・ICT化推進に取り組まれている2つの看護学校にご協力いただき、
お話しを聞かせていただきました。

■CASE① 戸田中央看護専門学校

1977年開校の戸田中央看護専門学校は埼玉県戸田市にあり、全国の看護
師養成所の中でも1学年120名超と規模が大きいことで知られています。
実習は戸田中央総合病院を中心とする戸田中央メディカルケアグループ
の施設で行っています。

基礎看護学ご担当
八反田 希望 先生

読後アンケートに
ご協力ください！


