
実習のニガテ

機能的
健康パターン 情　報 アセスメント

胃がん患者のアセスメント

健康知覚

健康管理

ネコナース
直伝！

「血小板数が低値」という情報から、医学の
視点で「疾患名」をつけるのではなく、看護の
視点で「血小板数が低値」→「出血傾向」→「止
血しづらい」と、生活上でどのような影響が考
えられるかということをアセスメントします。

Sは主観的情報なので、
患者さん本人の発言を記
載します。「落ち込んでい
る様子」という情報は、
観察者からみたときの客
観的情報です。

Sは主観的情報（患者さん
の発言）、Oは客観的情報
（観察・カルテから得られ
た事実）！ 混同してしまう
人は、「S＝さ行→主観的」
と覚えておきましょう。
　　S：Subjective dataの略。
　　O：Objective dataの略。

P o i n t P o i n t

P o i n t

誰もが一度は悩む、実習記録の書き方。がんばって書
いて提出しても、先生からは赤字ばかり…ということ
はありませんか？ 以下の例で、注意すべき点をチェッ
クしましょう。を見直そう！
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意識 克服!
実習記録って
何のために
書くの？

免許取得後に、看護記録を書く練習や準備のためです。看護記録は、看護過程を言語化
したもので、患者さんの状態とともに、専門職としての看護師の行為の目的や必要性、
実施した内容を記します。①医療・看護の継続性・安全性を図ること、②診療情報を医
療従事者間で共有すること、③看護の内容を評価することという3つの役割があります。
ときには、なんと裁判の証拠資料として使われることもあるんですよ。学生のうちにきち
んと練習して、慣れておきましょう！

看護診断

看護計画・実施・評価

期待される
結果 具体的な援助計画 実施・評価

不安と出血傾向では、どちらが生命にかか
わる優先度の高い問題でしょうか。出血傾
向ですね。基本的には、1生命にかかわる
重大な問題→2すでに起こっている問題→ 
3リスク状態という順番で記載しましょう。

看護計画はOP（観察
計画）、TP（実施計画）
またはCP（ケア計画）、
EP（指導計画）に分け
て、看護問題ごとに記
載します。看護師が行
うケアについての計画
は、OPではなくTP（ま
たはCP）です。

このような記載では、なぜ「異常なし」と結論づけたのか、他者
に伝えることができていません。「末梢血液データ：血小板数が
15万/μＬと改善傾向、尿・便の潜血反応：（－）、バイタルサイン：
体温36.5℃、血圧120/80…、皮膚・粘膜の出血班：（－）で
あるため異常なし」というように、根拠をきちんと記載しましょう。

特集

P o i n t

P o i n t

P o i n t
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実習お悩み相談室
病棟で長時間を過ごす実習。指

導ナース、教員、患者さんや家族
、

グループメンバーとの関わりのな
かで、ざまざまな悩みを抱えてい

る人も多いはず。

そんな皆さんのお悩みに、ネコナ
ースが答えます！

実習お悩み実習お悩み

受け持ったのは、高齢の女性患者さん。実習を通してよい信頼関係を築くことができ、「本当の孫みたい」と可愛がっ
てくれていました。ある日、その患者さんを訪室すると、「一緒にこのお菓子、食べない？」とお誘いが。実習中に
飲食するのはあまりよくないと思い、やんわり断ると「それじゃ、いつもよくしてくれているから、代わりにこれで
何か買ってね」と、5,000円をポケットに入れてきました。このようなときは、どうすればよいのでしょうか？

実習お悩み実習お悩み

きて…

患者さんが

このように、感謝の気持ちを込めて看護学生にお菓子や現金などを渡そうとする患
者さんはいますが、現金や物品を受け取ってはいけません。患者さんの気持ちに感
謝を示しつつ、「学生という立場のため、受け取ることができません。お気持ちだけ
頂戴します」と、お断りの理由を丁寧に説明しましょう。それでもうまく伝わらない
場合は、指導ナースや教員に付き添ってもらいましょう。一方で、お手紙や手作りの
プレゼントなど、受け取らないと失礼になってしまう状況もあるので、指導ナースや
教員にきちんとホウレンソウ（報告・連絡・相談）を行って、対応しましょう。

コレで解決！
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母性看護学の実習で新生児のバイタルサインを測定しようとすると、いつも大声で泣かれてしまって…
うまく測定できません！ どうすればスムーズに測定することができますか？

毎日、教員とグループメンバーで反省会をしています。でもメンバーのなかで少し気の強い子がいて…
「それは違うと思う、私は○○だと思う」と発言してきて、少しやりづらいです。どうすればうまくいきますか？

新生児のバイタルサインはきわめて不安定で、環境や測定時の条件
により変動してしまいます。突然、新生児の身体に触れたり、聴診
器をあてたりすると、驚いて泣きだしてしまうので、まずは触れなくて
も測定することのできる「呼吸」を観察しましょう。その後、新生児
に優しく声をかけながら、手際よく体温計を脇にはさみ「体温」を測
定し、最後に手の平で温めておいた聴診器をあて、「心音」を測定し
ます。「呼吸」→「体温」→「心音」という順番は、新生児をはじめ
とする小児のバイタルサイン測定の基本なので、覚えておきましょう！

母性看護学の実習で新生児のバイタルサインを測定しようとすると、

が測れない…！

コレで解決！

とうまくいかない…！

人間同士なので、どうしても意見の相違や相性はあります。こ
れは、学生同士だけでなく、指導ナースや教員との関わりの
なかでも、同じことがいえます。「自分の意見が絶対正解」と
思わず、自分の考えとは異なる意見も受け止めるマインドをもつ
こと、そのうえでさらに自分の考えを述べられるようになると、
円滑なコミュニケーションができるようになります。せっかく
の学習の機会なので、積極的な議論の場としましょう。

コレで解決！

572017 Spring/Summer



学生さんから、「忙しそうで指導ナースに話しかけるタイミングがわからない…」という悩みをよく聞きます。でも、あ
くまでも学生さんから声をかけるようにしてください。これも実践的な訓練のひとつです！ ただ、基本的に常に忙し
いので、いつ声をかけられても同じかも…（笑）。ポイントは、まず「××さん、○○について報告したいので、少々お時
間いただいてもよろしいですか？」と一声かけること。本当に忙しいときは「あと5 分、待って！」と答えられますし、
こちらも「話を聞こう」と、気持ちを切り替えることができるので！

「ずっと病室にいると、患者さんに迷惑かも…」と
心配する看護学生さんは多いのでは？ でも、せっ
かくの機会なので、積極的に患者さんにかかわり、
患者さんから学ぶ姿勢をもちましょう。看護師にな
ると、学生時代のように時間をかけて１人の患者さ
んにかかわることが難しくなります。もちろん事例
検討で１人の患者さんについて深く学ぶこともあり
ますが、ほかの業務もたくさんありますし、多くの
患者さんを同時に受け持つので、患者さんとお話で
きるのは、バイタルサイン測定の時間だけになって
しまうことも…。学生時代の実習という貴重な機会
に、患者さんときちんと向き合っておきましょうね！

３ポイントアドバイス
指導ナースからの評価 UP！

指導ナースのY.Mさんに、看護学生さんへの㊙ア
ドバイスを聞きました！

実践すれば、ほかの学生さんに差をつけられるか
も！

学生さんはよく、「陰洗（陰部洗浄）やりたいです！」などと、朝の目標発表時に伝え
てくれます。でも、それだけでは正直、指導者側は困ってしまいます。まず第一に、“や
りたい”ではなく“患者さんに必要か”が大切です。目標を伝えるときは、右のような
順番で伝えましょう。また、たった一つのケアでも、患者さんのご都合や職員側で時
間を調整しなければならないこともあります。教員ではなく、患者さんをよく知る病
棟の看護師が付き添ったほうがよいこともあります。いろいろと調整する必要があるの
で、前もって計画しているケア内容は、朝のうちに伝えてください！

1自分が見学したもの・
　経験したもの
2そのうえで自分が
　できることは何か
3やるべきケアは何か

３ポイントアドバイス３ポイントアドバイス

指導ナースに指導ナースに
評価up

p oi n t1

評価up

p oi n t2

だけでは困ります！

患者さんに
かかわりましょう

評価up

p oi n t3
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先輩の
実習エピソード
教えて！
ハードな実習を通して、
心が折れそうになることも、
やりがいを感じる嬉しいときも
ありますよね。先輩たちも同じように、
いろいろな経験をしています。
ここでは、先輩たちの印象的な
実習エピソードをご紹介します。

＼心の栄養　／
「意識がなくても…」
ICUで実習していたとき、男性の患者さんを受
け持ちました。患者さんは、腎臓がんの手術中
に大出血、昏睡状態で鎮静薬・鎮痛薬を投与し
ているという危険な状況でした。「意識がない患
者さんに何ができるだろう？」と看護ケアについ
て悩んでいましたが、指導ナースのアドバイスで
ケアのときは声かけをしたり、空いた時間に手を
握ったりしていました。無事に意識レベルが上がっ
て話ができるようになったとき、患者さんは私を
見るなり「いつも声をかけてくれて、手を握ってく
れて、ありがとうね」と話してくれました。一見、
意識がなさそうでも、患者さんがきちんと認識し
てくれていることがわかり、感動しました。

（大学 4年 C.Kさん）

件名：★わたしの実習エピソード★
本文：●患者さんの性別・年齢・疾患（教えていただける範囲でOK）　●印象的だったエピソードの内容
 ●お住まいの地域　●学年・職業　●ニックネーム（イニシャル可）

メディックメディアでは、みなさんの実習エピソードを募集しています！
メールの件名・本文に以下の内容を記入して、kango@medicmedia.comまでご応募ください！
『INFORMA』に掲載された方には、図書カード3,000 円分をプレゼント！

実習
エピソード
募集！

「患者さんとの大泣き」
30歳代の難病の患者さんを受け持ちました。友好的な関係性だっ
たと思います。受け持ち始めてから2週間たったある日、突然、患
者さんが「なんで私は、この病気になってしまったのかな…」とポツリ、
ポツリと話し始めてくれたんです。「少し前に、同じ病気の知人が亡
くなってしまって、正直に話すとね、死ぬのが怖いのよ」と。その話
を聞いているうちに、私も「どうして、よりによってこの人が病気に
なってしまったの…？」と、ただただ悔しくなりました。必死に泣く
のを我慢していると、それが伝わったのか、患者さんも涙がポロリ
…。結局、2人でワンワン泣いてしまいました。その後、「ありがとう。
あなたに打ち明けられたおかげで、スッキリした」と言ってくれたと
きの患者さんの笑顔は、きっと一生忘れないと思います。その患者
さんは、最後に「あなたの夢を聞かせて。これから何年先でも、ずっ
と応援していたいの」と言ってくれました。もう患者さんに会うこと
はできず、状況もわからないのですが、数年経った今でもときどき、
空を見上げて患者さんのことを思い出しています。

（看護師 E.Hさん）

実習エピソード実習エピソード
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