
 
 

「シンセサイザーの教育実践への活用」 
 

領域名：基礎看護 
報告者：山川 和歌子 

教育及び実践の課題 
 モバイルテクノロジーの発展により、いつでも、どこでも、情報を検索することが可能とな

っている。加えて、ICT の活用により、学習者が能動的に知識を構築することができ、より積

極的な学習を可能にしている。COVID-19 の影響により本学でも遠隔授業が導入され、ICT 活

用が急激に進んだ。今後、効果的に ICT を活用し、学生の積極的な学びを促進したいと考え、

看護基礎教育における ICT 活用に関連する文献を選択した。 
活用した論文の概要 
 臨床環境での学生の学習を支援するためのスマートモバイル技術の導入に関する研究であ

る。臨床での指導教員による iPad の試用には、実現要因として〔リソースとテクノロジー〕〔管

理と技術サポート〕、制約要因として〔臨床スタッフの関与〕〔技術に関する指導教員の経験〕、

両方の要因に含まれるものとして〔学生の関与と学習〕〔接続性〕であった。iPad のようなモバ

イルデバイスの活用は臨床現場での指導を強化することができるが、そのようなデバイスを臨

床指導にうまく組み込むためには、専門的な開発や適切なリソース、技術サポートを考慮する

必要がある。 
教育及び実践への活用 
 COVID-19 の影響により、基礎看護の看護技術の演習も遠隔授業となった。その際、業者が

販売しているオンライン映像教材や、これまで実習室内のみで視聴可能だった映像をオンライ

ン化し、学生が ICT を活用して、いつでも、どこでも、映像教材を視聴できるようにした。ま

た、新たに看護技術のデモンストレーション映像を作成し、学生へオンライン配信した。学生

たちは、遠隔授業になっても、映像を視聴することで看護技術のイメージ化ができていた。ま

た、自分の好きな時間に映像視聴が可能であるため、時間を有効活用できている様子だった。

オンライン映像教材の活用はこれまでも行っていたが、“いつでも視聴可能である”という特徴

を活かした授業への活用を検討することで、学生の能動的な学習が可能となると考える。その

活用について検討していく。 
 さらに、学内実習においては、ICT を活用し、わからない専門用語や疾患が出た場合、その

場で調べることを行った。学生は疑問を抱えたまま実習時間を過ごすことがなかったため、対

象理解が比較的スムーズに行えていた。今回は、学内実習での ICT 活用だったため、教員間の

申し合わせのみで対応が可能となったが、臨地実習での活用の際には、実習施設へ説明し承諾

を得る必要がある。今後は、対象への看護の質向上のために、ICT 活用について実習施設と調

整を行っていきたいと考える。そのために、実習時の ICT 活用ルールの検討や、学生の情報リ

テラシーの向上に関して取り組んでいきたい。 
参考文献  
Mackay B.J., Anderson J, Harding T. (2017). Mobile technology in clinical teaching. Nurse Education in 

Practice, 22, 1-6. 



「シンセサイザーの教育実践への活用」 
 

領域名：精神保健看護 
報告者：大川 嶺子 

教育及び実践の課題   
 知的障害を持つ人はストレス対処能力に課題があるため、日常生活への適応において

困難を感じる場面が重なると精神障害を続発することがあり、知的障害と精神疾患を併

せ持つ患者は精神科臨床では珍しくない。ところが、看護基礎教育に知的障害を持つ人に

関する学習が組み込まれて来なかったため、精神科看護師の多くは、知的障害に充分な対

応ができない状況が持続している。また、本学でも知的障害の特徴や対応について取り上

げてこなかったため、学生が精神科実習において出会う知的障害を併せ持つ精神障害者

への対応は困難であった。 

活用した論文の概要 
著者らは、知的障害を持つ人の緊急入院時の重症化割合、および長期入院割合が高い 

という研究報告から、知的障害を持つ人の医療ニーズが満たされていないことを懸念し

た。そこで、知的障害を持つ人の特徴と対応について文献検討を行って看護師対象のプ

ログラム学習教材を開発・実施し、プログラムの有効性を確認した。プログラムの内容

は、コミュニケーションの特徴、コミュニケーションに影響を与える環境条件、ニーズ

が満たされないときに示される問題行動、ケア提供者への支援であった。 

教育及び実践への活用 
 上記論文で作成された教育プログラムに加えて、知的障害者教育分野で情報収集を行

って、知的障害の特徴の一覧を作成した。講義では作成した一覧と事例を用いて知的障害

の評価方法及び対応方法を教授し、演習では事例を提示して知的障害の評価および対応

方法を検討させた。実習では受け持ち患者が知的障害を併発している場合に、通常使用し

ている精神機能評価に加えて、知的障害の評価を行わせた。学生は、患者理解においてこ

れまでの精神症状・障害面に加えて知的障害面を意識するようになり、患者のセルフケア

への影響をこの二面から理解しようとする姿勢ができた。今後の教育上の課題としては、

知的障害の評価内容の洗練と、対応方法をより具体的に学べる演習教材の開発である。 
また、実践上の課題としては、精神科臨床看護師に、学生実習を通して知的障害の特徴

および知的障害を持つ人への対応方法を伝えることである。 

参考文献  
Tanya F, Sarah A. （2015）. Specific Standards of Care for Adults with Intellectual Disabilities. 

Nursing Management, 22 (1), 32-37.  

                     



「シンセサイザーの教育実践への活用」 

領域名：地域保健看護 

報告者：知念 真樹 
教育及び実践の課題 

本領域では、特定保健指導の OSCE を、4 年次の地域保健看護演習の中で実施している。毎

年、対象者である学生の振り返りなどをもとに OSCE の実施に関する評価を行ってはいるが、

OSCE 全体の評価はこれまで実施したことがなく、課題となっている。 

活用した論文の概要 

この論文の実施フレームワークのアウトラインは、3 つの異なる看護（修士課程の離島・へ

き地看護、学部の周産期看護、学部の看護）のプログラムの横断的なトライアルのフィード

バックから作られたものであり、OSCE で教育者を補助するためにデザインされている。 

フレームワークは、4 つの O（Opportunity（機会）, Organization(組織), Oversight（監

督）, Outcomes（評価））で、このフレームワークが使用されるのは、新しいプログラムのた

めに、既存のカリキュラムが審査されている時、またはカリキュラムが開発されている時で

ある。Opportunity は、OSCE がカリキュラムに取り入れられる機会やタイミングのことであ

る。Organization では、最適な実践ガイドラインに基づいて、概念的および論理的な課題を

決定し、望ましい知識、態度、技術の習熟と直接調和する方法で構造化され提供される。

Oversight は、OSCE が固有のエピソードや結果を学んだり、アセスメントしたりすることが

効果的である場合に重要であり、学術的指導を行う監督者が必要であることを意味してい

る。Outcome では、OSCE が重視すべきことを提示している。それは、知識、行動及び技術

は、安全な患者中心のケアの提供に直接的に関係していること。支持的環境が保証された中

での統合された医療的アセスメントや介入技術の継続した実践や学びが考慮されており、そ

れが、学生の発達や継続したリフレクションをガイドするための適切でタイムリーなフィー

ドバックとともに実施されることである。 

課題としては、期待された学生の評価に到達するために、資源の賢明な使い方を保証され

たヘルスケアカリキュラムの中で、OSCE の使用を体系立てて確保することである。 

教育及び実践への活用 

 本領域では、この文献のフレームワークに沿って、現行の OSCE の内容、評価を整理し、学生

にとってより効果的な学びとなっているか検討した。Opportunity は、本領域は既にその機会

を得ており、Organization は、望ましい知識、態度、技術を得ることができるよう、統合され

た内容となっていると考える。Oversight では、学生が技術を統合して実施できるよう教員が

指導を行っているが、改善の余地がある。Outcome では、支持的環境の保障や介入技術の継続

した実践という部分では、本領域の OSCE は十分ではないと考える。この研究でのフレームワ

ークは、修士課程の離島・へき地看護、学部の助産を含めた全看護分野で実施した OSCE のフィ

ードバックをもとに作成されたものではあったが、公衆衛生でも活用可能だと考えられる。 

参考文献            

Amanda H, Duncan D. N, Marion L. M. (2013). An implementation framework for using OSCEs in 

nursing curricula, Nurse Education Today, 33, 1459-1461. 



 
 

「シンセサイザーの教育実践への活用」 
 

領域名：母性保健看護 
報告者：當間 みゆき 

教育及び実践の課題  
妊婦が母親になるための心理的支援の具体的な実践を学ぶ機会は少ない。母性保健看護領域

では、実習において妊婦の身体に直接触れるため、より実践的な看護技術の習得が必要とされ

る。そのため演習においては技術獲得の練習に力を注ぐ為、母体や、胎児に対し、学生の関心

が薄れがちである。看護技術習得も重要ではあるが、母体に触れる事の意味付け（妊婦の心身

に関する変化を考える、胎児に対しての愛着等）が乏しい状態であり、特に胎児の存在をどの

ように指導するのが課題であった。 
活用した論文の概要  

Celik ら（2019）はレオポルド触診（第 1 段、第 2 段の手技）を使用した看護介入による妊

婦の出生前の愛着への影響を明らかにすることを目的として、介入研究を実施した。妊娠 28

週に胎児の発育、レオポルド触診第 1 段、第 2 段の手技に関する情報を提供し、レオポルド触

診および胎児心音の聴取を妊婦自身に実施させた。同様な介入を妊娠 32週と 36週にも実施し

ている。その結果、介入群では、対象群と比較し妊娠 32 週時点と 36週時点において、出生前

愛着尺度（Prenatal Attachment Inventory；PAI）と胎児位置認識尺度（Fetal Position Awareness 

Scale；FPAS）のスコアが有意に上昇しており、妊娠期の愛着に介入が効果的であった。この

結果から研究者らは、すべての妊婦に対し胎児に触れる事や胎動を感知することを医療従事者

が教える事を推奨している。 
教育及び実践への活用 
論文より妊婦がレオポルド触診を指導され、自身の腹部を触診することで、妊婦の胎児に対

する愛着が形成される事が解った。この結果を受け周産期保健看護Ⅰの演習や実習（学内実習）

において、技術指導だけで無く愛着形成への側面も学生に伝えるようにしている。演習ではモ

デル人形でのレオポルド触診の技術練習を実施させているが、指導の際には実際に胎児が存在

しているイメージを抱かせ、妊娠している母親の気持ちに共感する言葉かけを行った。周産期

保健看護Ⅱの演習や実習では、産後の子宮を触診する際に、「胎児が今までそこに存在し育んで

いた。」という事を、新生児を観察しながらイメージさせた。特に助産学生においては、これか

ら分娩介助という助産技術の実践に伴い、技術の獲得だけではなく、自ら分娩介助を行うとい

う責任感も表出する。学生は母親と同じく胎児を確認し、愛着を共感していくが、それ以上に

命を大切に扱う責任感をも抱かせる教育につながった。 
参考文献  
Celik M, Ergin A. (2020). The effect on pregnant women's prenatal attachment of a nursing practice 

using the first and second Leopold's maneuvers. Japan journal of nursing science : JJNS, 17(2) e12297. 

https://doi.org/10.1111/jjns.12297 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31762185/ 

（令和 2 年 10 月 12 日現在） 

               



 
 

             「シンセサイザーの教育実践への活用」 
 

領域名：小児保健看護 
報告者：上原 和代 

教育及び実践の課題 
筆者は日本新生児看護学会の国際交流委員会のメンバーとして Global Call to Action for 

Newborn Care（GLANCE, EFCNI,2019）の翻訳の機会があった。日本は周産期医療が最も充実し

た国の一つであるが私たちの専門とする保健・看護においてはどうだろうか。この世界的なメ

ッセージを受け、日本、沖縄の現状を考えたく、本学の教員有志で意見交換した。日本の周産

期におけるスタンダードケアの強みは、妊娠から出産までの公費負担や母子健康手帳などに支

えられた「2.健康的な妊娠生活」「3.安全で尊厳ある出産」。弱みは、近年の産後うつの増加や育

児期の家族への支援不足から「5.両親へのエンパワメント」、また産科・NICU・小児病棟におけ

る面会制限から、家族分離ゼロ（Zero Separation）を含む「4.養育ケア」と考えられた。 
活用した論文の概要 
新生児ケア国際同盟（Global Alliance for Newborn Care）とヨーロッパ新生児ケア財団

（European Foundation for the Care of Newborn Infants）は早産児、低体重児、病気の乳児とその

家族へのケア改善を目的として 2019 年、世界早産児ディ（11 月 17 日）に合わせ同声明を発

信した。8つのアクションは、1．少女および女性のリプロダクティブヘルス、2．健康的な妊

娠生活、3．安全で尊厳ある出産、4．養育ケア、5．両親へのエンパワメント、 

6．退院後のフォローアップと産後ケア、7．研究とデータ収集、8．体制と戦略、である。 

教育及び実践への活用 
同声明では、4．養育ケアに含まれる“家族分離ゼロ”について、「病院の方針を確立し、家

族にやさしい設備を提供しましょう」、5．両親へのエンパワメントについては「赤ちゃんのケ

アに両親が中心的に関わるように支援･･･」と提案されている。小児保健看護において「家族中

心のケア」の概念は重要で例年、学部 2 年次で子どもの権利に加えて、家族アセスメント、家

族理論を、3 年次では病院のこども憲章（病院のこどもヨーロッパ協会,1988）などを学習する。

また 3 年次後期の小児病棟実習では、臨床で遭遇した子どもと家族の権利が脅かされているか

もしれない場面を学生間で出し合い議論している。例えばよく話題になる、「小児病棟での付き

添い入院」について、入院中の子どもと親は家族分離ゼロであるが、そのきょうだいや他の家

族とは分離となってしまうことに気づき、学生は子どもと家族それぞれの権利を守ることの難

しさを実感する。世界的な COVID-19 のパンデミックで、患者の家族であっても容易に医療施設

に立ち入れない状況が継続している。先を見通せない状況ではあるが、子どもと家族の権利の

擁護者として、ケアを創意工夫できるような看護人材を育てていきたいと考える。 
参考文献  
Global Alliance for Newborn Care, European Foundation for the Care of Newborn Infants. 

(2019). Global Call to Act for Newborn Care 11/2019．  

www.glance-network.org/resources-and-materials/call-to-action-material/（2021 年 9月 23 日現在） 

                       



 
 

 
「シンセサイザーの教育実践への活用」 

 
領域名：成人保健看護 
報告者：大城 真理子 

教育及び実践の課題 
臨床実習において、学生は患者を受け持ち、ケアを行う。しかし、初学者である学生にとっ

て、患者の収集すべき情報に優先順位をつけることは難しいことが先行研究でも明らかにされ

ている。また、世界的にみても、近年の臨床環境は、在院日数の短縮化や、実習での患者確保

が困難な状況があり、患者が深刻な疾患であった場合や、複雑なケアニーズを有している場合、

数多くの側面からの深い知識が求められる。 
活用した論文の概要 
看護教育において、実習環境は学生の学習を促す理想的な環境である。コンセプトを基盤と

した学習活動は学生個々およびグループに対して、臨床問題に特化した情報の収集、患者アセ

スメント、知見の解釈、反応に対して結論づけること、看護ケアの効果を評価すること、経験

をリフレクションする機会を提供する。学生は一人の患者をケアするよりも、数名の患者の特

定の看護問題を明らかにし、観察することができるため、広がりのある経験が出来る。そして、

患者ケアの主となるコンセプトを追究することで、基礎的な知識が将来の看護ケアに統合し発

展される。今回、活用した論文では、学生が看護ケアを理解するためのアプローチとして、臨

床判断モデルが“コンセプトを基盤とした学習活動”の中に組み込まれており、学習者は、考

えをリフレクションすることで、経験について精通し、各要素がお互いにどう関連するのかに

ついて考える機会になっていた。臨床判断モデルは、学生が将来の看護にも実行できる特定の

臨床状況に関して考える枠組みを提供することが示された。 
教育及び実践への活用 
 クリティカル緩和ケア演習では、2018 年度から、ジグソー法を用いてペーパーペイシェント

での看護展開を行っている。学生は１つのコンセプトをエキスパート活動で深めた後、ホーム

グループに戻り、グループメンバーとそれぞれのエキスパート活動で得られた学びを共有する。

2020 年度に実施した学生からの講義評価では、ジグソー法により、患者の情報を整理し、学び

を深めることが出来たとの意見がいくつか挙げられた。以上のことからも、コンセプトを基盤

とした学習活動は学生の学びを深める上で有効な方法であると言えよう。 
 今後も引き続き、ジグソー法を用いた演習を行い、適宜、学生からの評価と照らし合わせな

がら演習を展開していく。 

参考文献  
Nielsen A. (2009). Concept-Based Learning Activities Using the Clinical Judgment Model as a Foundation 

for Clinical Learning. Journal of Nursing Education, 48(6), 350-354. 

                         

 

 



「シンセサイザーの教育実践への活用」 
 

領域名：老年保健看護 
報告者：光来出 由利子  

教育及び実践の課題 
 老年保健看護の講義・演習では、高齢者には強みがあり、自らの人生をコントロールするこ

とができるため、コミュニケーションをとりながら高齢者の思いを表出させ、支持することで

気持ちが醸成することを見守る必要性を伝えている。このように、高齢者のモチベーションを

高めるための支持や見守りについては伝えているが、本論で述べられているモチベーションの

段階から行動段階につなぐための介入方法の具体化には至っていないことが課題であると考え

た。 

活用した論文の概要 
ACE は、社会参加していない高齢者が外出を増やし、自信を高め、地域社会との関わりを深

めることを支援するための介入である。本論文は、ピアボランティアによるアクティブ・エイ

ジングを促進する介入（ACE）の実現可能性と受容性を立証することを目的に 2 群間無作為比

較試験を行った。介入群では、モチベーションの段階、行動段階、維持段階を経て習慣化する

という行動変容のプロセスモデル（PLMBC）を用いたピアボランティアによる介入が行われ

た。その結果、ピアボランティアによる介入は、一緒に行動してお互いに楽しむなどで、モチ

ベーションを高めつつ、双方の身体面・精神面・社会面に効果をもたらしており、実現可能な

介入であることが明らかになった。 

教育及び実践への活用 
高齢者を社会資源として発掘し、高齢者の力を活かして看護を展開するためには、高齢者のモ

チベーションを高め、行動につなげる援助技術を習得していく必要がある。 
そこで、今回、老年保健看護演習において、要介護高齢者のモチベーションを高める支援につ

いて、シュミュレーションを用いた体験型学習に取り組んだ。事例は、過去の実習で出逢った『ケ

アに対する不信感の解消が必要な事例』や、実習施設の紹介を受けて、『退院後の生活の場の自

己決定が必要な事例』から模擬事例を作成した。演習で使用する教材作成に当たっては、学生が

実践に対する対象の反応を、より現実に近い形で、根拠を踏まえながら予測し再現できるまで情

報収集を行った。演習を通して、学生は、リハビリにやる気の無い状態から、思いの共感により

信頼感を醸成し、一緒に取り組むことで自ら離床しようとするモチベーションを高めるケアや、

専門職主導の退院支援から本人と一緒に課題を解決するプロセスを通してモチベーションを高

めるケアを提案、体験していた。 
今回の取り組みは、高齢者の言動の背景にある思いを“強み”と捉え直し、社会資源としてケ

アに活用することで、専門職だけでは組み立てられない、高齢者の力を発揮させるケアを体験す

る機会になったと考えられた。 
参考文献  
Afroditi S, Janet W, Janice L T, et al. (2020). Feasibility trial Evaluation of a Peer Volunteering Active 

Aging Intervention:ACE(Active,Connected,Engaged). Gerontologist, 60(3), 571-582. 



「シンセサイザーの教育・実践への活用」 

領域名：教養科目・専門関連科目 

報告者：金城 芳秀 

教育及び実践の課題 

2020 年の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、オンライン

授業あるいは分散登校・授業が継続されている。県内の COVID-19 の感染状況では、学内

施設の使用制限、課外活動の禁止、Web 会議（Zoom）への切り替えなど、やむを得ない感

染拡大防止対策により、学生も教職員もストレス環境に置かれている。とくに、コミュニ

ケーションの不足は、学生の不安感や疲労感を増大させるリスクである。 

活用した論文の概要 

Patel & Chrisman (2020)は、ロジャースの革新的方法を用いたインシビリティの概念

分析から、先行要件はインシビリティの文化と権威の勾配（power gradient）であり、属

性は個人を中傷する、見下す、排除するなど、言語または非言語の行動であり、その帰結

は心理社会的苦痛と生理学的苦痛（うつ、胸痛、血圧上昇など）と報告した。この概念を

表すモデルケースとして、臨地実習で学生が看護師から受ける負の体験、例えば、看護師

が学生を無視する、助言を求める学生に侮蔑的で見下す態度をとる、学生を患者ケアから

外すなどが含まれた。このようなインシビリティは学生に心理社会的苦痛（不安、自信あ

るいは自尊感情の低下など）を与え、進路選択を含めて学生の専門職人生へ悪影響を及ぼ

すとの指摘である。 

教育及び実践への活用 

COVID-19 のパンデミックが収まらないなか、学生とのコミュニケーションには PAAIL

戦略（Clark＆Fey, 2020）を意識した。例えば、「保健医療情報演習」では、［正確には知

らないこと］で演習ノートの不足を補った。その際、演習課題（データ解析）に対する「自

信がない」「苦手意識」「分からない」を Forms（MS 社 Office365）で収集後、学生の学術

的負荷の軽減を意図する、個人あるいはクラス全体へのフィードバックを行った。また、

オンラインのグループワークとなった「疫学と保健医療情報」と「ゼミナールⅠ」は、コ

ミュニケーション不足が想定されたため、Zoom ブレイクアウトルーム利用（授業時間内

外）、オフィスアワー・Zoom ウィーク（2 時間／日）を設定した。利用実績は、それぞれ

1～3チーム／日、1～2 人／日であり、教員との対話の機会として積極的に活用した学生

は少数であった。自宅の学習環境に制約がある学生は一定数いることから、一定数の学内

Zoom ブースを設けること、個人の貢献が把握しやすい課題内容や成績の評価方法など、

さらに工夫が必要である。 

参考文献  

Patel S.E., Chrisman M. (2020). Incivility through the continuum of nursing: A concept analysis. 

Nurse Forum. 55(2), 267-274. 

 (再掲) Clark C.M., Fey M.K. (2020). Fostering Civility in Learning Conversations: Introducing 
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