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すべての先生方、必見！

看護過程指導の

秘訣

「看護過程の指導」で悩みを抱えてい
る先生は多いのではないでしょうか。
看護過程の指導や実習指導におけるコ
ツを知りたい、ほかの学校ではどんな
ふうに教えているのか知りたい…。そん
な先生方のご要望に応え、今回は上智
大学総合人間科学部看護学科の石川
ふみよ先生にお話を伺ってきました。

——貴校での看護過程に関する授業や実
習内容の特徴を教えてください。

上智大学 総合人間科学部 看護学科
成人看護学 教授
ています。
また、看護過程の基礎に関する授業は、こ

最初の基 礎 看護 実習（２年次）では、

れまで２年次に行っていましたが、疾患の知

ゴードンの枠組みを使って、11あるパター

識が身につかないまま看護過程を学ぶと、ど

ンのどこかに焦点をしぼってアセスメント

うしても実習でうまく看護過程を展開でき

をさせます。２週間で看護過程を展開する

ないという状況が生じました。そのため、来

となると、患者さんの変化に追いつけない

年度から３年次に変更する予定です。

学生もいる。そのため初めての実習では、

——上智大学の看護過程の授業で使用して

介入可能なところに限定してアセスメント

いる看護理論やツールを教えてください。

するよう指導しています。
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基礎看護学と成人看護学の授業では、

３年次後期の成人看護学実習は４週間

アセスメントの枠組みとしてゴードンの機

通しで行い、そのなかで２、３事例を担当

能的健康パターンを使っています。看護問

し、看 護 課 程を展 開するようにしていま

題は原則NANDA-Iを用いますが、診断ラ

す。実習期間が２週間だと、学生はうまく

ベルに限界があるため、学生自身の言葉

看護が行えなくても逃げ切れてしまう…。

を使って表現させることもあります。看護

でも、４週間という長い期間であれば複数

介入にNOC、NICのリンケージを使うこ

の事例に向き合わざるを得ない。こうする

とは勧めていませんが、アウトカム（成果）

ことで、学生が患者さんの経過や個別性

の設定にはNOCを参考にすることはあり

を知り、看護を知る機会を持てるようにし

ます。ちなみに、私個人の意見ですが、ヘン
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ダーソンを使うのは非常に難しいと感じて
います。ヘンダーソンは、基本的欲求に対し
て行う看護を提示していますが、アセスメ
ントの枠組みを示してはいません。つまり、
看護にたどり着くための具体的なアセスメ
ントの視点は教員が検討する必要がありま
す。そういった理由からも、ゴードンが使い
やすいと感じています。
——ここからは、石川先 生が学生を指導
されるなかで、学 生がつまずきやすいこ

理パターン”の「自分（患者さん）の健康状
態を正しく認識しているか」です。この問い
の答えを出すために、情報収集してアセス

とや指 導ポイントについて、看護 過 程の

メントをするのだと。

ステップ順にお伺いしていきます。まず、

——アセスメント不足を学生に指摘する教

患者さんの情報収集についてはいかがで

員が多いですが（p.42 表1）、先生はどのよう

しょうか。

に指導していますか。

やはり、患者さんからどういう情報を収

まず、検査データのアセスメントがネッ

集してきたらいいのか分からない学生が多

クでしょうか。1つのデータから1つの解釈

いですね。そんなときは“まず枠組みから入

や分析しかできないことが多いです。たと

る”ということを強調しています。枠組みか

えば、患者さんの術後ヘモグロビン値が低

ら入ることで、
“純粋な気持ち”でみえると

かった場合、
「貧血である」だけではなく、

ころがなくなってしまうかもしれませんが、

手術前・手術中はどうだったか、といった視

やはり学生は初学者。
“入れもの”がない状

点も重要ですよね。情報を深掘りできるか

態で情報収集することは難しいのです。だ

否かは、学生によってさまざま。深掘りが

からまずはゴードンの枠組みをしっかり教

苦手な学生に関しては、学生が書いたアセ

えてあげることを意識しています。

スメント用紙に赤ペンで疑問を投げかけま

それと同時に教 員がすべきなのは、ま

す。答えを書いてしまうのではなく、
「これ

ずゴードンの著書を読み、各パターンの定

はどういう意味？」
「これはどうして？」など

義と内容を徹 底 的に学ぶこと。そしてそ

と、学生が自分で考えられるように問いか

れを各疾患に応用させていくことです。た

けることが大切です。これを積み重ねてい

とえば、骨折した患者さんと糖尿病患者

くことで学生に“アセスメントする”ことを

さんとでは生活管理の期間がまったく異

学んでほしいと思っています。

なりますよね。そうすると情報の解釈や判

——教員がどのように問いかけるか、は学

断、フォーカスすべき点も違ってくる。学生

生が今後どう学んでいくかに大きく影響

を指 導するためには、対 象の疾 患、治療

すると思います。

法、発達段階を理解し、各疾患に応用でき

重要なことは２つ。１つは学生が考えた

る能力も求められると思います。

アセスメントを指導するとき、患者さんの

——次に、情報を解釈・分析してアセスメ

何を判断するために、どういう情報が必要

ントする際の指導として、気をつけている

か、事前に教 員自身が 理解していなけれ

ことはなんですか。

ばならないこと。もう１つは、学生それぞ

アセスメントとは「問い」を設定して「答

れの得手不得手や、学習段階のどこにい

え」を出すことだ、と学生に説明していま

るのかを見極めていくこと。ただ均一的な

す。
「問い」とは、たとえばゴードンの機能

アドバイスをするだけでは、一定のレベル

的健康パターンにある“健康知覚-健康管

に到達していない学生にとっては無意味
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になってしまいます。たとえば資料を探せ
ない学生には、
「この本のここに疑問点の
答えが載っているよ」と文献の該当箇所を
直接見せることが必要なときもあります。

います。
——看護問題の優先順位をつけることに
関してはいかがでしょうか。
看護診断のラベルを決めることはでき
ても、危険因子・関連因子をふまえて看護
問題を表したり、優先順位をつけたりする
ことが 苦手な学生が多いですね。特に急
性期の場合は、患者さんの状態が日々変
わるなかで、今日の優先順位は何かを考え
るのが難しい。それを考えるのが苦手な学
生には、患者さんやそのご家族と、どこを

—— 弊 社 が 9 59 名の 看 護 学 生に 対して
行った「看護過程のレポートを作成する際
に大変なことは？」というアンケート（表2）
では、
「参考文献の入手」という答えが２
番目に多い回答でした。
やはり多いんですね。実は、参考文献を
探す練習も授業で行うようにしています。
疾患に関する知識や看護、検査値など目
的に応じて必要な情報が得られる本はどれ
か、またその本のどこを見たらいいのかと
いうことも学習するように、と学生には伝
えています。
——次に看護問 題の抽出に関しては、い
かがでしょうか。
当校では、ゴードンの各パターンでアセ
スメントして、それぞれ考えられる看護問
題を一旦抽出させます。その後、統合アセ
スメントで、その問題を本当に取り扱うの
か、問 題 同士を合体させることが できる
か、などを判断させるという流れで行いま
す。慣れればパターンごとに看護問題を抽
出せずとも統合できるようになりますが、
初学者の場合は、まずパターンごとに行っ
たほうが理解しやすいと思います。
その際、関連図も書かせます。関連図の
理想は、病態と生活が合体していること。
「生活背景→原因→現在の患者さんの状
態→成り行き」をベースとして作る。疾患
のことだけになってしまう場合は、意識的
に心理面・社会面を盛り込むよう指導して
42

I N F O R M A for Teacher

目指すのか話し合うよう伝えますね。ゴー
ルがどこなのか、そこに到達するために何
が今問題なのか…、先を見て逆算させたう
えで優先順位をつけるよう指導します。
——看護介入の計画については、どのように
学生をアシストしていらっしゃいますか。
まず、NANDA-Iの基本である３つの型
（問題焦点型、リスク型、ヘルスプロモー
ション型）をしっかり理解してもらいます。
今、健康な状態か否か、今後リスクがある
状態か否か、より健康的に良い状態にな
りたいか否か…、これらの型に応じてその
原因に介入する、というのが看護介入の基
本です。この仕組みを理解しないままに看
護計画を立てようとすると、看護問題と成
表１

Q.実習、あるいは看護過程の展開の授業で、
学生に対してよく指導・注意することは？
（複数回答可）
１位 情報のアセスメント不足

87 人

２位 情報整理、必要な情報の抽出ができない

54 人

３位 解剖生理や病態に関する知識不足

30 人

４位 個別性がない

26 人

５位 患者のニーズや強みを把握していない

15 人

（メディックメディア調べ、看護教員158名回答）

表2
Q.授業や実習で、看護過程の展開をレポートに
書くときに1番大変なことは？（複数回答可）
１位 関連図をかくこと

220 人

２位 参考文献の入手

202 人

３位 適切にアセスメントすること

157 人

４位 レポートに時間がかかること

109 人

５位 看護介入の立案

91 人

（メディックメディア調べ、看護学生959名回答）

果がずれたり介入がずれたりしてしまいま
す。でも、仕組みが頭に入っていれば、どん
な問題にも対応できる。実際、学生に、本
質である看護問題と計画・成果目標の連
動を伝えると、しっかり修正できるように
なります。教員側も、この基本を常に頭に
入れて学生を指導することが大切だと思
います。
—— 看護計画に個別性を盛り込むことが
できない学生への指導に悩む教員が少な
くありませんが、そのあたりについてはい
かがでしょうか。
私としては、学生の立てた看護計画に対
して最初から“個別性”を求めるのは酷だ
と感じています。似たような疾患の患者さ
んを何度か受け持って初めて、患者さんの
個別性が分かるものです。そのため当校で
は、できる限り似た疾患の患者さんを２度
受け持たせるようにしています。それが難
しい場合は、似た疾患の患者を受け持っ
た学生の体験を話し合わせて、個別性を
学ぶ機会を与えています。このような比べ
る機会を与えて初めて、生 活背景や心 理
面、機能の状態によって生じるリスクの有
無などが理解できるようになっていくもの
です。
——実習を終えたとき、学生さんがどうい
う状態であることを目指していらっしゃい
ますか。
文科省が提示している到達目標を達成

いと教員が判断するのは早いこともあり
ます。実習で自分の課題に気付いた学生
が、数年後看護師になり成長した姿を見
せてくれると、学生の時点では成長の途中
だったんだなと実感しますね。教員はそれ
ぞれの学生が、学習段階だけでなく成長
段階としても今どの段階にいるか見極める
ことが大切だと思っています。
——ありがとうございます。それでは最後
に看護教 員の方々へメッセージをいただ
けますでしょうか。
これまでも何度かお話しましたが、まず
は教員が基本をおさえること。それを大事
にすれば、看護 過程の指導は決して難し
いことではありません。私がベースにして
いたのはアルファロの著書「看護過程と看
護診断」です。これを1度しっかりと勉強す
るとよいのではないでしょうか。どういう
ツールを使えば看護過程を展開できるの
か、自分で一度やってみる。そうして教員
側がしっかりと理解できればきっと大 丈
夫だと思います。これからも看護教員とし
て一緒にがんばっていきましょう。
（聞き手・撮影

できることが第一ですが、さらに学生が実
習の現場を経て自分自身をどう意味づけ
したかを大事にしています。学生それぞれ
が自分の課題に気づけるか、ということが
重要なのです。ここでいう課題に、学習能
力の向上は含まれません。
看護は対人関係が重要ですが、そこに
課 題を抱えている学生は少なくありませ
ん。成人看護学実習にいたっては、4週間
を崩すことすらある。学生はまだ成長段階
ですから、このときに看護師に向いていな
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院医学系研究科保健学専攻単位取得後退学。埼玉県立衛生短
期大学助手、東京都立医療技術短期大学助手、東京都立保健
科学大学講師、茨城キリスト教大学准教授、東京工科大学教授
を経て、2014年より現職。

主な著書

行うわけですから、ここに悩む学生は体調

編集部）

・看護過程の解体新書（学研メディカル秀潤社）
・アセスメント力がつく！臨床実践に役立つ看護過程
（学研メディカル秀潤社）
・高次脳機能障害をもつ人へのナーシングアプローチ
（医歯薬出版）
・リハビリテーション看護（学研メディカル秀潤社）ほか
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