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小児看護学実習をとおして学生が学んだ継続看護
Students’Learning about Continuous Nursing Care to Children and Their Families
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ケアや福祉用品のレンタル・購買に対する援助も不十分
であり、慢性疾患や障害をもった子どもが在宅で生活す

本研究は、4 年次の小児看護学実習で、学生が小児看護

ることは容易ではない 1）。退院後も医療的ケアを継続する

領域における継続看護についてどのような学びを得てい

子どもの家族は、特殊な知識や技術を習得しなければな

るのかを明らかにし、今後の実習指導への示唆を得るこ

らないため不安や負担はきわめて大きく 2）3）、また家族の

とを目的とした。小児病棟あるいは療育施設で実習した 9

支援ニーズは、医療・看護の質の向上、病気・疾患に関

名の学生の継続看護に関するレポートを質的帰納的に分

する情報入手の簡便化、社会資源の手続きの一本化、医療・

析した。その結果、学生の学びは、【地域で療養生活を送

福祉施設の拡充、学校での医療的ケアの実施など多岐に

ることができるための支援】
【子どもと家族を尊重した生

わたっている 4）。

活の支援】
【他職種あるいは病棟・外来間での連携の必要

子どもの権利条約では、調和のとれた発達のため、子ど

性】
【発達段階に合わせた継続的な支援】の 4 カテゴリー

もは家庭環境のもとで幸福、愛情、理解のある雰囲気のな

で構成された。これらは、入院中から在宅への移行期、

かで成長するべきであると謳われている 5）。医療的ケアを

そして療養生活の継続期において重要な支援であると考

継続する子どもが、安全と安楽を保障されながら、家族の

えられる。しかし、実習施設や受持ち患児により学生が

一員として親やきょうだいとの相互作用の繰り返しの中で

体験できる内容が異なるため、実習体験や学びを共有す

ケアが提供され成長発達の過程を歩んでいけることは子ど

ることにより、子どもと家族への支援を継続した一連の

もにとっての基本的権利であり、在宅医療であるからこそ

プロセスとして学生が捉えられるような実習指導のあり

実現できるものである。また、家族にとっても子どもへの

方が示唆された。

愛情を実感し、親としての意向を実現できる生活となり、
Ⅰ．はじめに

近年、在院日数の短縮化や医療技術の進歩、ノーマラ

子どもと家族の QOL の向上につながる 6）7）。このような
子どもと家族にとっての基本的な権利を保障する生活の
実現こそが小児の在宅療養の意義である。

イゼーションや QOL といった理念の浸透により、慢性疾

在宅療養が推進されることにより、以前にも増して患

患や障害をもちながら在宅で生活する子どもが増加して

者を生活者として捉え、地域を視野に入れた在宅医療や

いる。しかし小児在宅医療においては、介護保険制度上

退院後の生活を意識した看護の実践が求められている。

でのケアマネジャーに相当する役職はなく、訪問入浴・

看護基礎教育においては、在宅看護論による退院支援の

訪問看護などの日常生活の援助はもちろん、レスパイト

必要性や具体的知識の教授と同時に、各看護学領域にお
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ける退院にむけた看護や在宅支援の看護を意識した教育
8）

小児の入院環境、②小児看護における倫理的課題、③子

の必要性が指摘されている 。子どもと家族を支える在宅

ども虐待と看護、④継続看護などをテーマにゼミナール

ケアの充実は社会的な要請でもあり、限られたカリキュ

形式の学習を行っている。継続看護について学生が発表・

ラムの時間内での効果的な教育方法の検討が必要である。

討議した主な内容は、家族の意思決定への支援、退院・

これまでには、「療養生活」や「在宅への移行期」の看護

復学支援、外来看護の意義と役割、チーム医療と連携、

に関して、成人や高齢者を対象とした実習における学生

訪問看護、子どものセルフケア、キャリーオーバーする

の学びが報告されている
山縣ら

12）

9）
10）
11）

。小児看護領域においては、

の、小児外来実習による病棟看護からの継続に
13）

小児への継続看護などであった。
「小児看護学実習Ⅲ」は、「小児看護学Ⅲ」の学習と連

の、家庭・学校・保育園

動させており、実習の目的は、
「小児の健康上の問題を課

訪問による慢性疾患患児とその家族への看護援助に関す

題として取りあげ、これまでに習得した基礎的看護能力

る学生の学びの報告はあるが、入院中から療養生活の継

を活用し、看護を実践する中で、総合的な視野を持って

続期までの一連のプロセスにおける実習での学びは報告

小児・家族を理解し、問題を分析、解決する能力を習得

されていない。

する」ことである。実習先は大学病院の小児病棟、また

関する学生の学びや、栗林ら

A 大学では 4 年次に開講する小児看護学の選択実習にお

は療育施設であり、学生が自らの関心や課題にあわせて

いて、子どもと家族への継続的な看護の理解を目標のひと

どちらか一方を選択する。大学病院の小児病棟は、新生

つとして掲げており、在宅で療養生活を送る子どもと家族

児から 15 歳までの全診療科の小児を対象としており、学

への望ましい支援のあり方や、支援における看護師の役割

生の実習指導は、教員と患児の受持ち看護師が行ってい

や視点などについて具体的に学ぶことができる重要な実習

る。療育施設では 18 歳以下の肢体不自由児を対象とした

と位置づけている。実習後に提出されたレポートからは、

病棟での実習に加えて、外来・通園部門・在宅支援部門（訪

学生が小児看護領域における継続看護について実習体験に

問看護）での見学実習も行っている。実習指導は各セク

基づく学びを得ていることがうかがわれたため、内容を分

ションの看護師が担当し、教員は実習中に数日施設に赴

析し学生の学びを明らかにすることで、今後の実習指導へ

き、学生の実習状況の把握と助言を行っている。

の示唆を得たいと考え、本研究に着手した。
Ⅱ．A 大学における小児看護学の概要

「小児看護学実習Ⅲ」では、日々の実習記録のほかに、
「自己の課題、子ども観・看護観についての学び」のレポー
トを必須課題としている。これに加え選択課題として、

1．必修科目・実習について

①小児にとって望ましい入院環境、②小児と家族の権利・

A 大学では、2 年次に必修科目として「小児看護学概論

最善の利益を守るための看護の役割、③小児看護領域に

（1 単位）」「小児看護学Ⅰ（1 単位）
」
「小児看護学実習Ⅰ

おける継続看護の中から 2 つを選びレポートを提出する

（1 単位）」を開講しており、小児看護の理念・役割や、小

こととしている。なお、科目名・構成に関しては、今回

児の成長・発達過程、発達各期の特徴やそれに合わせた

の研究対象である学生が履修したカリキュラムに基づく

生活援助、子どもと家族の権利や最善の利益を守るため

ものである。

の看護などを学ぶ。3 年次には、健康障害をもつ子どもと

Ⅲ．研究目的

家族に対する看護の基本となる考え方や視点の理解、小
児看護を実践するための基礎的な能力の習得を目的とし、

小児看護学選択実習において、学生が継続看護につい

「小児看護学Ⅱ（1 単位）
」
「小児看護学実習Ⅱ（2 単位）
」

てどのような学びを得ているのかを明らかにし、今後の

の必修科目を開講している。

実習指導への示唆を得る。

2．選択必修科目・実習について

Ⅳ．研究方法

小児看護に関心をもち、さらに学びを深めたい学生を
対象に、4 年次に「小児看護学Ⅲ（2 単位）
」
「小児看護学

1．研究デザイン

実習Ⅲ（2 単位）
」を選択必修科目として開講しており、

小児看護学選択実習における継続看護に関する学びを、

小児の健康にかかわる課題について多角的に捉え、総合

学生が記述したレポートから明らかにする質的記述的研

的な視野を持って小児看護を実践するための態度や方法

究である。

を学ぶことを目的としている。
「小児看護学Ⅲ」では、①
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2．分析対象

た。9 名分のレポートからは学びを表す 40 コードが抽出

2010 年度に小児看護学選択実習を履修した 4 年生 13 名

され、学生 1 人あたり 1 ～ 6 コードであった。抽出され

のうち、9 名が提出した継続看護に関するレポートを分析

た内容を分析した結果、4 カテゴリー【地域で療養生活を

対象とした。それぞれの学生が提出したレポートは、A4

送ることができるための支援】【子どもと家族を尊重した

サイズ 1 枚で 1600 字程度である。

生活の支援】【他職種あるいは外来・病棟での連携の必要

3．分析方法

性】【発達段階に合わせた継続的な支援】、11 サブカテゴ

質的帰納的分析の手法を用いた。学生の学びは、それに

リーが抽出された（表 1）。以下、カテゴリーを【

関連する場面や学生の感情なども含めたまとまりのある文

ブカテゴリーを［

】、サ

］とする。

章として記述されていたため、レポートを繰り返し読み込

1．【地域で療養生活を送ることができるための支援】

み、学生自身の気づきや捉え方を損なわないように学びに

学生は、退院後に療養生活を送る子どもと家族への支

相当する文章を抽出しコード化した。つぎに、コード同士

援について、
「子どもの疾患だけではなく、子どもや家族

を見比べ、相違点、共通点ごとにまとめ、まとめられたコー

の生活や環境、疾患に対する理解、療養に対する思いな

ドに共通する名前をつけサブカテゴリーとした。さらに、

ど様々なことを考慮し、子どもや家族にとって必要な看

サブカテゴリー同士を比較・分類しカテゴリー化を行った。

護は何かを入院中から考えることが大切」であることや、

サブカテゴリーにひとりの学生のコードが 2 つ以上含まれ

子どもと家族が安心して退院できるように「入院時から

ていた場合、①記述の焦点が同じものは 1 つのコードとみ

退院後の生活や退院後に必要となるケアは何かを考え、

なし、②焦点が異なっているものはそれぞれを 1 コードと

子どもや家族にも積極的にケアに参加してもらう」など

した。分析の信頼性・妥当性を高めるために、小児看護学

［入院中から在宅での生活を見据えたかかわり］を行って

の教育経験が 5 年から 30 年以上の教員 5 名で合意が得ら
れるまで繰り返し検討した。

いくことが重要であると述べていた。
また、退院後にも打撲や外傷を防ぐ必要がある子ども

4．倫理的配慮

に対して、「子どもは年齢や発達から自ら安全に留意して

本研究は、研究協力の依頼者が実習指導教員であり、対

生活を送ることは難しいため、家族が生活上の留意点を

象者に強制力が働きやすい立場での依頼となったため、以

理解して退院できるように援助することが必要である」

下のことに配慮して行った。実習評価終了後に、学生全員

と［退院後の留意点を家族に伝える必要性］について述

が集まった場で研究の趣旨を伝え、研究への協力は任意で

べていた。

あり強制ではないこと、協力の有無は実習評価に一切関係

さらに、退院後にもリハビリの継続が必要な幼児の通

しないこと、個人が特定できないよう十分に配慮すること、

園や、活動制限がある学童期の子どもの復学について学

同意した後でも、いつでも同意の取り消しができ、その際

生は、
「子どもの疾患について母親から保育士に伝え、サ

にも一切不利益を被らないこと、レポートの記述から受持

ポートしてもらえるような環境を作ることができるよう

ち患児が特定されないようにすること、結果を学会等で公

に助言することが必要である」「スムーズに生活ができる

表することなどを書面と口頭で説明し研究への協力を依頼

ように学校とも情報共有し、子どもが健全な成長発達を

した。書面には研究代表者の連絡先を記し、同意の撤回な

遂げられるよう援助する必要がある」と［保育園（幼稚園）
・

どの際に個別に連絡が可能であることを伝えた。研究協力

学校との連携］について述べ、学校側に理解してもらい

に承諾が得られた学生からは「同意書」を用いて同意を得

たい内容は何か、どのように伝えるかなどを事前に子ど

た。レポートには学生とかかわりのない番号をつけ、匿名

もや家族と相談しておく必要があると記述していた。

化してから分析に用いた。また、レポートそのものと分析

在宅で人工呼吸器を使用している障害児への訪問看護

用に匿名化したデータは別々に保管し、ふたつを照合して

に同行した学生は、
「定期的に子どもを預けられる環境（レ

学生を識別できないようにした。

スパイト）があることで、家族も休む時間ができ、子ど

Ⅴ．結

果

もと家族双方の QOL を高めていけるのではないか」「親
には身体的にも精神的にも大きな負担がかかっているた

継続看護に関するレポートを提出した 9 名の学生全員

め、外来や通園（部門）などで家族をサポートしていく

から同意が得られた。9 名のうち、大学病院で実習を行っ

ことが大切である」など、子どもと家族が［在宅で生活

た学生は 6 名、療育施設で実習を行った学生は 3 名であっ

が送れるための体制］について述べていた。
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表 1 小児看護領域における継続看護に関する学生の学び
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また、在宅療養をしている子どもが外来受診した際に

頼し合い目標を持った繋がりがある中で役割を果たすこ

は、「家庭や保育園での子どもの様子や家族の思いを傾聴

と」と、
［他職種との連携の必要性とそのあり方］につい

したり、子どもや家族が抱えている不安を把握し、対処

て述べていた。また、看護師は治療や処置だけではなく

方法を一緒に考える」
「家族の不安を具体的に明らかに

生活に密接にかかわり、子どもと家族の普段の生活や思

し、必要な情報を提供して児の健康管理ができるようフォ

いを把握しやすいため、「子どもと家族のニーズを受け止

ローしていく」など、［子どもと家族を主体とした生活の

めチームに発信していくこと」が役割のひとつであると

支援］について述べていた。

述べていた。

2．
【子どもと家族を尊重した生活の支援】

外来では短時間のかかわりの中で子どもと家族のニー

学生は、通園部門での看護師と家族のかかわりの場面

ズに合わせた対応が求められるため、「退院時には病棟か

から、
「現在のケア方法を真っ向から否定するのではなく、

ら外来へ子どもの身体的情報だけではなく、家族の精神

母親の方法を基にしてよりよい方向に導いていけるように

的状態も含め情報を共有し連携を深めていくことで、対

かかわっていた」と、母親の自信を喪失させない看護師の

象に合わせた言葉かけや指導が行われ継続看護に繋がる」

意図的なかかわりを捉えていた。また、気管切開をしてい

「外来は子どもの日常生活を把握する機会となり、また子

る子どもの訪問看護に同行した学生は、日中は両親が仕事

どもにとっては悩みや不安を相談できる重要な機会とな

のため不在であり、祖母とふたりで過ごしている様子を知

るため、病棟と情報交換することで、その子どもにあっ

り、
「それぞれの家庭にそれぞれの生活があり、その生活

た支援ができる」と、
［病棟・外来間での情報共有］の重

に合わせた支援をしていくことが大切」であることを実感

要性について述べていた。

していた。そして、在宅療養中の子どもが入院した際には、

4．【発達段階に合わせた継続的な支援】

「自宅での生活とできるだけ同様の生活を送っていくこと

学生は、「子どものライフステージごとに生じやすい問

が、子どもだけでなく親のストレス軽減にもつながるため

題を医療者が継続して見守り援助を行うことで、障害児

重要である」と述べ、
［家族の生活形態やケア方法を尊重

であってもその子どもなりの成長発達の段階を踏める」

したかかわり］の重要性を実感していた。

「疾患にかかわらず子どもらしく生活する権利があるた

さらに学生は、子どもと家族のニーズは一定とは限ら

め、成長発達が妨げられないよう外来で継続的にフォロー

ず変化していくものであると述べ、子どもと家族が中心

していくことが大切」と、子どもの［成長発達に合わせ

となるケアの実現のためには「ニーズの変化に合わせて

た支援］の重要性について述べていた。とくに在宅療養

必要な支援を対象者（子どもと家族）が選択できるよう

している障害児が入院したりレスパイトを利用したりす

な体制を整えていくことが必要」
「これまでの成長発達を

る際には、「在宅でのケアとの違いをなくすことで成長発

把握したうえで子どもや家族がどのような生活を望んで

達を妨げない」ように、訪問看護、病棟、外来、通園部

いるのかを知り、そのためにはどのような援助が必要か

門で情報を詳細に共有することが大切だと述べていた。

を推測していくことが必要」と、［変化するニーズに合わ

また、親から子どもへのセルフケアの移行について、

せた支援の必要性］について述べていた。また学生は、ケー

「
（服薬の必要性について）子どもがどのくらい理解して

スカンファレンスの記録などから、
「医師、看護師、保健師、

おり、どうすれば自分で管理できるようになるか、押し

栄養士、作業療法士、理学療法士、ソーシャルワーカー、

つけるのではなく積極的に参加してもらえるよう説明す

学校関係者など様々な職種によるサポートが可能である

るにはどうしたらよいか等を考え、継続してかかわって

が、その存在を子どもや家族が知らないと活用しきれな

いく必要がある」「親から子どもへのセルフケアの移行を

いのではないか」と感じ、他職種の存在と役割を伝える

サポートすることも医療者の役割である」など、子ども

ことが看護師の役割のひとつであると述べていた。

の［セルフケア確立にむけての援助］について述べていた。

3．
【他職種あるいは病棟・外来間での連携の必要性】
学生は、訪問看護への同行や外来での実習から、
「地域

Ⅵ．考

察

の中でよりその人らしい生活を継続させるためには他職

本研究では、小児看護学における選択実習で学生が継

種との連携が必要不可欠である」と実感し、
「多職種連携

続看護についてどのような学びを得ているのかを、提出

は子どもと家族へ行うケアの基本であり、それぞれの役

されたレポートをもとに検討した。学生は、それぞれの

割を持ってチームとして活動すべき」
「協働の意味は、信

受持ちの子どもの看護をとおして、病院から在宅への移
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行における継続看護や、在宅療養中の子どもと家族に対
する継続看護について述べており、学びとして、
【地域で

かになった。
【他職種あるいは病棟・外来間での連携の必要性】では、

療養生活を送ることができるための支援】
【子どもと家族

子どもと家族への質の高いケアの提供や地域でのその人

を尊重した生活の支援】
【他職種あるいは病棟・外来間で

らしい生活を支援するためには、多職種連携が基本であ

の連携の必要性】【発達段階に合わせた継続的な支援】の

ると捉えていた。学生は、療養生活を送る子どもと家族

4 つのカテゴリーが抽出された。以下では、学生の学びと、

の支援ニーズが多岐にわたることを実感し、多職種が連

入院から療養生活継続までの一連の過程における支援の

携する意義やチームにおける看護師の役割や専門性につ

特徴との関係、および今後の実習指導への示唆について

いて考えを深めていることが推察された。このことから、

考察する。

入院から療養生活の継続までの全ての過程で、子どもと

1．入院中から在宅療養継続期までの一連の過程におけ
る子どもと家族への支援
【地域で療養生活を送ることができるための支援】では、

家族を中心とした継続的な支援のための多職種連携が重
要であることを学んでいたことが明らかになった。
【発達段階に合わせた継続的な支援】では、障害をもっ

入院から在宅への移行においては特に、家族のケア能力

ていてもその子どもなりの成長発達のペースがあること

の向上のための支援や療養生活を支える体制の整備など、

を理解し、子どもや家族のライフステージを継続的に見

退院後の子どもと家族の生活を見据えた支援が重要であ

守りながら成長発達への支援を行うことが、子どもらし

ることを学んでいた。記述からは学生が、入院前の子ど

く生活する権利の保障につながると捉えていた。また、

もの生活に関する事柄や現在の病状、必要なケア、家族

セルフケアの確立・獲得にむけた支援においては、子ど

の状況や思いなど様々な情報を統合して退院後の生活を

もの発達段階や関心・希望に合わせた介入や、個別的・

イメージすることで、受持ち患児への個別的な支援を見

継続的な支援の重要性を学んでいた。

出していることがうかがわれた。また、訪問看護への同

療養生活を送る子どもの成長発達への支援は、社会や

行では、在宅療養中の子どもと家族の現状を知り、家族

家族のなかで生きる子どもの生活の質を向上させる重要

を支援することの重要性や療養生活の継続を可能にする

な看護の役割であり 15）、日常的に子どもの生活にかかわ

ための支援について考えることができていた。金泉 14）は、

る看護師が遊びやリハビリに積極的にかかわることが期

在宅療養を可能にするための条件として、家族が子ども

待されている 14）。成長発達への継続的な支援の重要性は、

の状態を受け入れること、在宅での生活をイメージでき

山縣ら 12）の小児外来実習での学びや、栗林ら 13）の慢性疾

ること、子どもを看る自信をつけること、在宅での支援

患をもつ子どもへの家庭・学校訪問での学びでは報告さ

体制を整えることを挙げている。今回抽出された学生の

れていないものであった。今回学生がそのことを学んで

学びには同様の視点が含まれており、在宅への移行期に

いた要因として、①小児看護学実習を選択した 4 年次の

はとくに、地域での生活を基盤とし、子どもと家族が主

学生が対象であり、小児看護への関心が高く、小児看護

体的に療養生活を送ることができるような支援が重要で

の基本的な考え方に対する認識が十分にあったこと、②

あることを学んでいることが明らかになった。

小児看護領域における継続看護について学習してから実

【子どもと家族を尊重した生活の支援】では、通園部門

習に臨んだこと、③小児病棟、療育施設、外来、通園部

での実習や訪問看護への同行から、家族が在宅療養に対

門、在宅支援部門など様々なフィールドでの実習が、健

する自信を失わないような支援のあり方や、それぞれの

康レベルや発達段階の異なる子どもと家族への継続的な

家族のニーズや生活スタイルに合わせた支援、子どもと

支援や看護の役割、専門性を具体的に学ぶ、あるいは探

家族が自ら必要な支援を選択できるような体制が必要で

求する機会となったこと、④ひとりの患児を 2 週間継続

あることを学んでいた。学生は、看護師のかかわりに込

して受け持つ実習であったため、過去から現在までの子

められた意図を解釈・意味づけしたり、子どもと家族の

どもの成長発達を詳細に捉えることができ、さらに子ど

将来を見通すことにより、家族らしい生活の実現や再構

もの今後の成長を具体的に思い描くことにつながったこ

築のための支援を探求していたと推察される。これらの

となどが考えられる。また、療育施設での実習においては、

ことから学生は、療養生活の継続においては、その家族

通園部門での多彩な保育活動を通して、障害をもつ子ど

らしい生活の保障が大切であり、子どもと家族を尊重し

もの成長発達を支援することの意味やその重要性をより

た生活の支援が重要であることを学んでいることが明ら

実感できる機会となっていたと推測される。
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【発達段階に合わせた継続的な支援】という 4 つのカ

子どもが病院から退院し、家族とともに生活していく

テゴリーで構成された。

過程は、①退院前に外泊を繰り返し在宅生活を準備する

2．学生は、入院中から在宅への移行時には特に、地域で

段階、②在宅へ移行したばかりの時期、③在宅療養を継

の生活を基盤として、子どもと家族が主体的に療養生

続する時期に分けられ

16）17）

、それぞれの時期の子どもと

活を送ることができる支援が重要であることを学んで

家族の生活や心理的な特徴に応じた支援が重要である。

いた。また、療養生活の継続期には、子どもと家族の

今回明らかになった学生の学びは、この一連の過程に対

生活や意向を尊重した支援が重要であることを学んで

応するものであり、学生にとってこの実習は、療養生活

いた。そして、入院から療養生活の継続までの全ての

を送る子どもと家族への理解を深め、望ましい支援のあ

過程において、子どもの発達段階に合わせた継続的な

り方や小児看護領域における継続看護について具体的に

支援、子どもと家族を中心とした多職種連携が重要で

学ぶことができる重要な機会となっていた。しかし、ひと

あることを学んでいた。

りの学生が全てを体験しているわけではなく、小児病棟に

3．今後の実習指導においては、入院中から療養生活の継

入院中の子どもや療育施設に入所中の子ども、在宅療養中

続期までの支援を一連のプロセスとして捉えることに

の子どもなど、健康レベルや生活の場が異なる子どもを対

より、子どもと家族への継続的な看護について学生の

象に実習や見学を行っているため、入院中から在宅療養継

理解がさらに深まるよう指導していくことと、具体的

続までの流れのなかの、ある特定の時期の子どもと家族へ

な支援が子どもと家族双方にとってもつ意味を考察

の支援について学んでいる。したがって実習中には、学生

し、子どもと家族にとっての最善の利益を探求できる

がそれぞれの時期の子どもと家族の特徴を理解し、どのよ

よう指導することが、実習をより有効にする一助であ

うな時期にある子どもと家族への支援なのかを自覚できる

ることが示唆された。

ようなかかわりが必要である。また、実習施設により学生

Ⅷ．研究の限界と今後の課題

の体験できることが異なっているため、実習後のカンファ
レンスでは、学生同士が実習体験や学びを共有し知識を補

本研究は、実習終了後に提出された選択課題のレポー

完し合うことで、子どもと家族への支援を継続した一連の

トを分析したため、継続看護に関する学生の学びを全て

プロセスとして捉えることができるようなカンファレンス

掬い上げているわけではない。例えば、日々の実習記録

の運営に留意する必要がある。

には表現されているが、レポートには記述されなかった

また学生は、地域で療養生活を送る子どもと家族への

学生の学び・気づきもあると思われる。また、今回明ら

支援のあり方や看護師の役割については学んでいたが、

かになった学びがこの実習による体験のみから得られた

なぜそのような援助が必要なのか、それは子どもや家族

と判断することはできず、小児看護学以外の領域での学

にとってどのような意味をもつのかまでは言及していな

びが影響していることも考えられる。今後は、複数年度

い記述も見うけられた。例えば、子どもがセルフケアを

にわたるレポートの分析やレポート以外の実習記録の分

獲得していく過程では、子どもへの働きかけだけではな

析によって、学生の学びを詳細に掬いあげ、よりよい実

く、それが家族にとって持つ意味を考え家族内の相互作

習指導のあり方についてさらに検討を重ねることと、今

用に着目したかかわりも重要となる。記述の有無が直接

回得られた示唆をいかした実習指導によって、学生の学

的に学生の学びや思考を反映するものではないが、具体

びがどのように変化するのかを明らかにしていくことが

的な支援が子どもと家族にとってどのような意味をもつ

課題である。

のかを学生が意識的に考え、子どもと家族にとっての最
善の利益の探求を促すようなかかわりが必要である。
Ⅶ．結

論

本研究の一部は、東邦看護学会第 11 回学術集会にて発
表した。

1．小児看護学選択実習における継続看護に関する学生の
学びが明らかとなり、【地域で療養生活を送ることが
できるための支援】
【子どもと家族を尊重した生活の
支援】
【他職種あるいは病棟・外来間での連携の必要性】
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