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チームの一員としての自覚と状況判断能力
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医療の高度化や平均在院日数の短縮化、国民
の意識の変化などに伴い、看護職には高度で多
種多様なニーズに対応することが求められてい
る。一方、卒業後すぐにその状況に身を置く新
人看護師が、基礎教育で学んだことと臨床現場
で求められることのギャップに悩み、それが早
期退職へとつながることが問題視されている。
この問題を解決するために、臨床現場では「基
礎教育では学ぶことのできない看護実践の基礎
を、主に職場内教育（On the Job Training：
OJT）により修得することを目的とした新人看
護職員臨床研修」1）が導入され、基礎教育と現
場との乖離を埋める努力がなされ、一方、基礎
教育では2009年に看護実践能力の向上に主眼
を置いたカリキュラム改正が行われ、統合実習
が設定された。

2011年度、さいたま市立病院（以下、当院）
では、看護専門学校 3年次の統合実習を初めて
受け入れた。本稿では、看護師として巣立つ前
の学生に期待したいことや、統合実習を生かし
て基礎教育と臨床現場との乖離を縮めるための
課題について、統合実習指導を受け入れた臨床
側の視点から述べる。

実習受け入れ病院としての 
当院の概要
1. 実習の受け入れ状況および 

受け入れ体制
当院では看護大学3校と看護専門学校3校の
実習を受け入れている。各部署では、実習担当
責任者である看護師長と実習担当者である臨床
指導員を中心に、それぞれの実習目的・目標に
合わせた調整を行う。日々の実習は、臨床指導
員を中心に、可能な限り専任の担当者による指
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② 看護チームのリーダーシップ・メンバーシッ
プが理解できる　

③夜間の療養環境と看護業務の実際を知る
④ 看護師に必要な態度と自己の課題を明らかに
する

2. 実習受け入れのための 
学校側との調整

1）実習調整会議

当院では、資料1に示したように、実習受け
入れのため目的に応じた様々な会議・調整を行
っている。今回の統合実習についても、病院と
学校が双方の方針・抱負などを話し合って連携
を深める年度当初の全体会議に、看護部長・副
看護部長・各部署の看護師長（実習担当責任者）
と臨床指導員（実習担当者）が参加し、統合実
習の方針などが説明された。初めて行う実習で
あるため、従来の実習であれば病棟別の会議で
行われる具体的な実習目的・目標・展開方法な
どの確認・意見交換を、統合実習受け入れ病棟
全体で行った。

2）実習調整の要点

統合実習を受け入れる部署の臨床指導員と担
当教員で、実習目標の確認および受け入れ体制
について話し合い、以下の2点を臨床側の危惧
としてあげた。

①実習期間中の受持ち患者数の問題

6名 1グループの実習では、最大12名の患者
選択を行うことになる。在院日数が短縮化して
いるなかで、3週間の実習をとおして受け持つ
ことのできる患者を12名も選択することの困
難が予想される。しかし、複数受持ちによるタ
イムマネジメントなどの管理的視点を養うこと

導ができるよう配慮した体制を整えている。

2. 専任指導体制

1）目 標

①一貫性のある指導ができる
② 指導をとおして看護師としてのモデルを示す
ことができる

2）方 法

① 指導者は実習期間中に学生を継続的に担当し、
日々の指導やアドバイスを行う

② 臨床指導員は、実習のポイントとなる病棟オ
リエンテーション、中間カンファレンス、反
省会でのアドバイスや指導を行う

3. 臨床指導員の役割

① 3～5日継続して担当できるよう看護師長と
相談し、業務上の調整をする
② スタッフとの間で学生のレディネス、実習目
的、目標の共有をする

③必要時、教員との調整を行う

統合実習の実際
ここでは、S市立高等看護学院における統合
実習について述べる。

1. 統合実習のねらいと内容

1）目 的 2）

看護チームの一員としての役割を理解し、看
護が実践できる

2）目 標 2）

① 複数の患者を受け持ち、優先順位・時間管理・
安全を考慮して援助できる
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3. 具体的な実習内容と方法

実習は 3年次に行われ、具体的な実習内容は
資料2のとおりである。6名 1グループになり、
資料3に示すスケジュールで毎週5日間連続、
3週間にわたって行われた。
看護の多重課題を学ぶための複数患者の受持
ち方法として、はじめに 1名の患者を受け持ち、
学生の状況を教員が判断して、実習4日目前後
に複数の患者を受け持つようにした。
チームの一員としての報告・連絡・相談のあ
り方を学ぶために、3週目の病棟実習最後の日
には、複数患者受持ちをしながら病院の日勤帯
の時間に合わせた 1勤務帯をとおして実習し、
チームリーダー看護師への申し送りを行う。そ
して、看護チームに対する理解を深めるために、
受持ち患者のカンファレンスや安全カンファレ
ンス、退院調整や嚥下評価などの認定看護師や
他職種を交えたカンファレンス、NSTのチーム

カンファレンスへ参加する。
看護管理の業務を知るための管理実習では、

2名の学生が看護師長と行動を共にし、看護部
の方針、病棟の管理方針などの説明を受け、看

が統合実習の目的の一つであることを重視し、
臨床側中心に努力していくこととした。

②夜間実習における問題

夜間実習の調整では、患者および学生の安全
確保を中心として、実習方法と実習時間中の教
員のフォロー体制について検討した。
実習方法について、当初は学生によるケアの
実施を考えていたが、看護師の人数が少ないな
かで食事介助などを安全に行える体制をとるの
は難しいという臨床側の意見から、夜間実習は
見学実習に統一するよう修正した。
教員のフォロー体制は、教員の人数の問題も
あり、臨床側が安心できるような方策は見つか
らなかった。しかし、臨床側の不安は、少ない
人数で学生および患者の安全にかかわる状況が
生じたときにどう対処するかということである
ため、連絡・相談が必要な場合の連携がスムー
ズに行えるよう、教員のラウンド時間と待機場
所が明らかであればよいという方向で双方の意
見が一致した。

資料 1　実習調整会議

代表者会議

全体会議

担当者合同会議

病棟別会議

調整者会議

＊学校側：実習目的・目標の明確化とその周知を図り、実習指導上必要な情報の提供と、学校として実習に期待し学ばせた
いこと・どのような看護師を育てたいか・そのために実習指導に望むこと、などの基本方針を示す

＊臨床側：可能な限り学校の意図をくむ方向で実習環境を整え、その目的・目標に合った指導ができるようにする

各々の会議で吸い上げられた問題をもとに、実習の活性
化に向けての検討をする

病院と学校の連携を深め、交流を図る実習指導者や教員
などの紹介や、双方の方針・抱負などを話し合う

各々の病棟から出された問題のなかから、共通する問題
について話し合う

各々の実習目的・目標・展開方法・学生が行う諸記録の
方法・学科の進度について意見交換をする

全体会議などの会議が
円滑に運営できるよう
調整を図る
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できるようになった。「複数の患者ケアを行う
際に、患者の情報収集だけにとらわれ、治療・
処置・検査を考慮して日常生活ケアを考えるこ
とができていなかったため、自分中心の計画に
なってしまった」と振り返る学生もおり、優先
順位を判断してタイムマネジメントすることの
大切さを実感できていた。
たとえば、患者の状態把握のためのバイタル
サイン測定を目的とした訪室でも、同時に異常
の早期発見や安全な環境整備など様々なことに
目を向ける必要があると気づいている。また、
清拭と体重測定を組み合わせるなど、ケアを組
み合わせることで患者の負担が軽減し、業務の
効率性も上がる。時間を活用するための工夫が
自己の課題であるという学びにつながっていた。
夜間実習では、日中より少ない人数の看護師
が多くの患者の対応をする状況を目の当たりに
して、患者の状況からケアの優先度を決めて迅

護師長の管理の実際を見学をとおして理解した。
夜間実習では、前日に実習病棟における夜間
業務のタイムスケジュールを把握したうえで、
学生 1名・看護師 1名のペアで、 1日2組が見
学実習を行った。

統合実習をとおした学生の
学びと臨床側の気づき
実習の学びの会での学生の振り返りと、学校
側との反省会、各部署の実習担当者の意見から、
多くの学びと課題が見いだせた。

1. 学生の学び

1） タイムマネジメントとケアの優先順位を 

考える

学生は、複数の患者の援助をとおして自己を
振り返り、評価しながら計画立案・時間管理が

資料 2　実習目標と実習内容

実習目標 実習内容

1． 複数の患者を受け持ち、優先順位・時間
管理・安全を考慮して援助できる

①担当看護師の指示・監督のもとに１～2名の患者を受け持つ
②制限された時間内での対象の身体的問題の把握
③患者の特性や状況に応じた看護技術の選択
④一日のスケジュールの作成・実施
⑤チームの一員としての報告・連絡・相談
⑥患者の経済的負担を考慮し、物品を適切に扱う
⑦プライバシーを保護して医療情報や記録物を取り扱う
⑧施設の感染管理の方法の理解と実施
⑨病棟の安全カンファレンスに参加して意見を述べる
⑩ 1勤務帯をとおした実習の報告を日勤チームリーダーに実施する

2． 看護チームのリーダーシップ・メンバー
シップが理解できる

①看護部・病棟の組織目標を理解する
②看護師長と行動を共にすることで、看護管理の実際の業務を知る
③医師・看護師・ほかの医療従事者とのコミュニケーションをもつ
④ 1勤務帯を実習する（日勤）
⑤看護チームのリーダーとメンバーのあり方について考える
⑥NSTやWOCなどのカンファレンスに参加する
⑦病棟のケースカンファレンスに参加する

3． 夜間の療養環境と看護業務の実際を知る ①準夜勤務の時間から20：30までの間、夜勤の看護師と共に行動する
②夜勤の看護実践でのチームワークの方法を知る
③夜間の患者の安全管理について知る
④夜間の療養環境について知る

4． 看護師に必要な態度と自己の課題を明ら
かにする

①実習をとおして、看護師としての自己の課題を明確化する
②実習の学びの会で、看護師に必要な態度は何かを発表する
③卒後、臨床の看護師になるために、現時点での自己の課題は何かを発表する

（さいたま市立高等看護学院：2011年度統合実習要綱．より引用）
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含めた情報共有の大切さ、チームワークの重要
性を学ぶことができた。
ある学生は、自立度の異なる2名の患者を受
け持ち、スケジュールを調整してもケアが重な
ってしまうという状況のもとで、グループのメ
ンバーや教員・看護師と相談し、協力し合うこ
とで患者へのケアをスムーズに行うことができ
た。その経験をとおして、報告・連絡・相談と、
チームとして協力し合うことの大切さを学んで
いる。
夜間実習は、看護師の人数が少ないからこそ
チームで情報を共有し、お互いの状況を確認し
合い、協力し合うことが患者の安全につながる

速に対応することの必要性を感じ取ることがで
きていた。
また、「今まで優先順位を考えながら行うこ
とを意識していなかったが、実習中の援助に限
らず、日常生活のなかでもあらゆることに優先
順位がある」という看護だけにとどまらない視
点での気づきも見られた。

2）チームで働くことの意味

複数患者の受持ちや夜間実習、カンファレン
スの経験のなかで、タイムマネジメントやケア
の優先順位の判断を学ぶとともにチームで働く
ことを実感していた。同僚や他職種との連携を

資料 3　実習のスケジュールと方法

ねらい 実習日数 曜日 学生A
学生B

学生C
学生D

学生E
学生F 方 法

1
週
目

多
重
課
題
の
な
か
で
看
護
を
判
断
し
、
安
全
に
配
慮
し
、
個
別
性
の
ニ
ー
ド
を
重
視
し
て
実
施
す
る

1日目 月 病棟オリエンテーション 病棟実習　8：30～15：30
1． オリエンテーション 
実習初日に病棟の構造・物品の位置およ
び病棟の特殊性・看護体制・日課などの
説明、職員・患者などの紹介

2． 原則として2名の患者を受け持ち、病棟
の患者スケジュール・看護計画に沿って
実習する

3． 第3週目の1日、8：30～17：15までの1
勤務帯をとおした実習の報告を日勤チー
ムリーダーに実施する

4． 受持ち患者の援助計画を立てて進め、病
棟カンファレンスでは自己の考えが述べ
られるように積極的に参加する

5． スタッフやリーダーに積極的に報告・連
絡・相談を行う

6． 受持ち患者の診療補助業務は原則として
見学する

管理実習　8：30～15：30
1． オリエンテーション 
病棟師長より看護部の方針・病棟の管理
方針・夜間管理などの説明を受ける

2． 学生2名が看護師長と行動を共にし、看
護管理の実践を見学する

3． 「病棟の看護管理についてどのように考
えたか」をレポートする

夜間実習　13：30～20：30
（病棟実習　16：30～20：30）
1． オリエンテーション 
前日に夜間業務のタイムスケジュールを
把握する

2． 実施 
1名の学生が1名の看護師について見学
実習を行う 
1日につき2組のペアが実施する

2日目 火 患者1名
受持ち

患者1名
受持ち

患者1名
受持ち

3日目 水

木 祝　　日

4日目 金 1～2名
受持ち

1～2名
受持ち

1～2名
受持ち

2
週
目

組
織
と
看
護
管
理
・
夜
間
管
理
の

視
点
か
ら
の
看
護
安
全
を
理
解
す
る

5日目 月

6日目 火 管理実習 患者2名
受持ち

患者2名
受持ち

7日目 水 夜間実習 管理実習

8日目 木 学内 夜間実習 管理実習

9日目 金 患者2名
受持ち 学内 夜間実習

3
週
目

10日目 月 患者2名
受持ち 学内

11日目 火 患者2名
受持ち

12日目 水 1勤務帯をとおした実習

13日目 木 学内・病棟でのまとめ

14日目 金 記録のまとめ・評価面接

（さいたま市立高等看護学院：2011年度統合実習要綱．より引用）
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銘を受けていた。

2. 臨床側から見た統合実習への気づき

1）複数患者を受け持つことについて

学生は、複数患者への援助をとおしてタイム
マネジメントや優先順位を考えることができる
ようになった。臨床側としても、現場に即した
学びを期待しているため、複数患者受持ちの意
義は大きいと感じている。その反面、学生の受
け持つ患者数が全体として多くなることで、朝
の行動計画発表や報告に時間を要するなどの問
題が生じ、そのための工夫が必要となった。
ある部署では、6名の学生が患者12名の行動
計画の確認や報告をするのに約 1時間を要した
こともあった。しかし、前日の情報を生かした
行動計画の発表やウォーキングカンファレンス
での確認など、それぞれの部署内における工夫
はできていたので、今後はそれを部署間で共有
して改善していくことが課題となった。
患者選択では、学生やスタッフの混乱を防ぐ
ために、同じチームのなかでの患者選択を行う
という方向で教員との調整を行った。実習プロ
グラムが進行するなかで、管理実習や夜間実習
を行っている学生の受持ち患者をほかの学生が
カバーする方法を取り入れた部署では、情報の
共有がされているので導入がスムーズであり、
患者側からも良い評価が得られた。このことを
含め、学生が受け持つ患者をチームとして考え
て実習を展開していくことは、情報の共有やメ
ンバーシップについて考えることにつながる効
果的な方法ではないかとの意見が出された。

2）夜間実習について

夜間実習は、実習前に懸念された学生および
患者の安全に関する問題が生じることなく順調

という学びに結びついている。
また、実習後半には、自分の受持ち患者の状
況に応じて、ほかの学生の受持ち患者のケアを
一緒に行い、学生間で「ありがとう」「助かった」
という声をかけ合うことで、チームの一員とし
ての役割を感じることもできた。
患者のケースカンファレンスや安全カンファ
レンス、退院調整のための他職種を交えたカン
ファレンスへの参加をとおして、一人の患者の
ケアに関して個々が意見を述べ合い、チームと
して問題解決に向けて考えることの大切さを学
んでいる。そして、自分自身の態度や行動を振
り返り、「自分の意見を相手に伝えられないこ
とや、報告・連絡・相談がうまく行えないこと
があるので、言葉や態度の表現方法に気をつけ、
チーム内で良好な人間関係を築き、チームの一
員としての役割が発揮できるようにすることが
今後の課題」と、チームの一員として求められ
る役割を果たすための課題を見いだすことがで
きていた。

3）看護管理に求められるもの

看護管理の業務を知るため、2名の学生が看
護師長と 1日行動を共にした。学生は看護師長
が短時間に多くの業務を行っていることに驚き
ながら、業務をスピーディーに処理する能力や、
他職種とのかかわりのなかで相手の立場や業務
内容を理解し、情報を短時間にわかりやすく伝
え、必要な情報を受け取るためのコミュニケー
ション能力が求められることを学んだ。
看護師長は、意図的に看護管理室への報告や
他部署とのかかわりを見せることで、学生が組
織横断的なチームを意識できるように配慮した。
それをとおして学生は、チームとして働くこと
の理解を深めると同時に、看護師長の接遇に感
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看護実践能力には、看護職員として必要な「基
本的姿勢」「技術的側面」「管理的側面」があり、
これらを統合した看護ケアの提供が求められる。
統合実習の振り返りから、「学生は当日の行動
計画の援助をこなすことで精一杯になり、優先
順位・時間管理・安全を考慮した援助ができな
いことが多かった」という教員の評価や、難し
いと感じた学生の声も多かった。このような教
員の評価や学生の感想と、臨床側の気づきから
見いだされるのは、“タイムマネジメント”“優
先順位を考える”“チームとして看護する”、と
いう行為に共通して必要となる「管理的側面」
の不足であると考える。
医療の高度化・専門分野からの変化に伴い、
看護師は自立して判断し、行動することが求め
られている。タイムマネジメントや優先順位の
判断は臨床現場で求められる大きな要素であり、
そのためには領域別実習で蓄えた既習の知識・
技術を、様々な場面をとおして意味づけ、つな
げることが必要になる。
看護基礎教育のあり方について、「いかなる
状況に対しても、知識、思考、行動というステ
ップを踏み最善な看護を提供できる人材として
成長していく基盤となるような教育を提供する
ことが不可欠となる」との見解が示されている3）。
このような力を身につけ、適切な状況判断を下
せるようにするためには、学生はどのように学
習し、教員・指導者はどのように教育すればよ
いのだろうか。
ある看護師長は、「看護師の申し送りやカン
ファレンスなどをとおして、様々な場面を見せ
る、体験させる。そして、その場面を学生とと
もに考えることが大切」と考え、実習全体をと
おして申し送りやカンファレンスに学生を積極
的に引き込み、学生の知識を意味づけることに

に行うことができた。臨床側では、少ない人数
のなかで学生の実習を引き受けることに不安が
あったが、「食事介助は見学だが、洗面介助は実
施」などというようにケアにより実習方法を変
化させるのではなく、見学実習をとおして学べ
るようにかかわればよいという見方もしている。
学生は、日中とは違う患者を取り巻く環境の変
化や安全管理に関する気づきができたことで、
就職後の現場のイメージにつながり、リアリテ
ィショックの軽減に役立つだろうと評価してい
る。

3）実習全般からみえたこと

“看護チームのリーダーシップ・メンバーシ
ップが理解できる”、“夜間の療養環境と看護業
務の実際を知る”という目標は、複数患者への
援助や管理実習・夜間実習をとおした学生の反
応から、達成されたと感じることができた。
しかし、「優先順位を考えられるような助言
をしても黙って聞いているので、どう理解され
たかわかりにくい」「受持ち患者の内服薬が変
更になったという情報を得ても、なぜそうなっ
たか、変更された薬はどのようなものか、など
を調べる行動につながらず、こちらから“調べ
てみよう”という言葉かけが必要な状況であっ
た」という意見も聞かれ、入職後の新人看護師
に必要なかかわり方が見えてきた。

統合実習をとおして見えた課題
“学生の看護実践能力の強化”を主眼に置いた
統合実習は、基礎教育で積み重ねてきた知識を
活用し、次のステップである就職後の臨床現場
へつなげるための架け橋となる意味が大きいと
とらえている。新人看護師として身につけたい
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の発展に有効であると考えられる。そのための
評価指標の作成については課題が残った。

おわりに

統合実習をとおして、タイムマネジメントや
優先順位を考えてケアをすることや、情報の活
用という課題が見えてきた。統合実習の学びを
生かすためには、統合実習の終了後から卒業ま
でに多重課題に対する学習の機会や臨床での見
学の機会を設けるなど、教育と臨床の現場で工
夫することが必要だと考える。
看護実践能力の向上を目指す統合実習が基礎
教育と臨床の乖離を縮め、学生が進む臨床現場
への道しるべとしての役割を果たすことを期待
している。統合実習の本来のねらいである「既
習の知識・技術を総動員して統合し、患者を総
合的にとらえ、一人ひとりの患者のニーズに合
った看護を提供できる基礎的能力を身につけさ
せる」4）ことの意味を教員・臨床側双方で確認・
理解し、協働しながら、未来の看護を担う自立し
て判断できる看護師の育成を目指していきたい。
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努力したと話していた。学生の体験を増やし、
学生が自分の判断について「これでよかった」
と思う成功体験につなげることができたら、情
報と知識、技術をつなぎ合わせて考えながら看
護を提供することの意義を実感として受け止め
るきっかけになるだろう。
教育する立場としての臨床指導者の力は、大
きな影響要因である。学生にとって身近な目指
すべきお手本であることを意識して、個々の臨
床実践能力と同時に伝える力を高めることも必
要である。そして学生に「これが知識と技術を
結びつけること」「これならできる！」という実
感をもたせ、看護のやりがいを伝えていくこと
が臨床指導者の役割である。
基礎教育と臨床をつなげる実習であるために
は、状況判断能力を高めるとともに、医療チー
ムに身を置くことの意味を考えることも大切で
ある。学生は、チームワークや報告・連絡・相
談、コミュニケーションの大切さを認識し、
個々の課題に結びつけることができていた。こ
こで意識してほしいのは、専門職業人として生
涯研鑽

さん

し続けることと、個人のありようがチー
ムに影響を及ぼすことである。そして、実習全
体をとおして魅力ある看護師像を示すことを臨
床側が強く意識することも必要かもしれない。
統合実習の評価として、それぞれの学びや理
解度を確認すると同時に、目標への到達度を客
観的に評価していくことが大切である。真の評
価は、経験した学生が臨床現場に立って振り返
ったときに初めてできるものであるが、実習終
了後に学生・教員・臨床側が実習の経験を振り
返り、同じ尺度で到達度を評価することも実習


