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【研究報告】

学生の経験に基づく夜間実習の成果と課題の検討
The Efficacy and Problems of Nighttime Practice Experienced by Students
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1）

旨

目的：夜間実習を履修した学生の経験内容に基づき、実習の成果および課題を検討することを目的とした。
方法：A 大学 4 年生で 2009 年度精神科病棟夜間実習を履修した学生のうち、同意の得られた 4 名を対象にフォーカスグルー
プインタビューを実施し、逐語録を質的に分析した。
結果：2 段階の抽象化を経て、8 カテゴリー【目的、目標の受け止め】
【実習の設定に対する評価】
【シャドウイングという実
習方法への評価】
【担当看護師との関係性】
【振り返りのための時間と手段】
【実習後に残る不全感】
【看護師の実践に対する
洞察的な理解】
【夜勤業務に対する感覚的な理解】が生成された。
結論：夜間実習の成果として、学生は的確に業務を遂行するための条件を認識し自らの課題を見出せたこと、昼夜の患者の
状態の違いに関心を持てたこと、チームで関わる大切さを学べたことが明らかとなった。課題としては、実習目標の具体化
と学生自身の目標設定の明確化を促すこと、オリエンテーションや振り返りの内容をさらに充実させること、臨床側と教育
側とが条件整備を継続して行う必要があることが明らかとなった。
キーワード：夜間実習

学生の経験

実習の成果
本的看護技術不足の認識があり、医療事故への不安が看

Ⅰ．はじめに

護職を続けていく上での大きな不安要素となっている 2）。

我が国の看護をめぐる環境は、急速な少子高齢化の進

これらの現状を踏まえ、2007 年に看護基礎教育のカリキュ

展、医療技術の進歩等大きく変化してきており、看護職

ラム改正を伴う保健師助産師看護師学校養成所指定規則

員にはより患者の視点に立った質の高い看護の提供が求

改正が行われた。この改正では、より臨床実践に近い形

められている。一方で、看護技術の複雑・多様化、国民

で学習し、知識・技術を統合させることを目的として統

の医療安全に関する意識の向上等の中で、従来、患者を

合分野が新設され、統合分野の臨地実習においては、「複

対象として実施されてきた学生が行う看護技術の実習の

数の患者を受け持ち、一勤務帯を通した実習を行うこと、

1）

範囲や機会が限定される傾向にある 。また、養成所等卒

また、夜間の実習も可能な範囲で実践するなど、臨床実

業直後の看護師の技術能力と臨床現場が期待している能

践の中で必要な基礎的な知識と技術を統合的に体験する

力との間の乖離が大きくなってきており、安全で適切な

こと」と多様な形態での臨地実習の実施が求められてい

看護・医療の提供への影響も懸念されてきている現状が

る 1）。

ある。さらに、新卒看護職員にも専門的知識・技術、基
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間実習を導入・計画していると考えられるが、2006 年の
3）

た。実習形態は、履修学生を 1 回の夜間実習につき 3 名

によると、すべての領域において夜

以下のグループに分け、16 時から 22 時までの準夜勤帯に、

間実習を導入している学校は 5％以下であり、夜間実習の

看護師 1 名に対し学生 1 ～ 2 名が業務に同行し見学（以下、

導入には、臨床側の受け入れ態勢の問題や学生の安全確

シャドウイング）を行うものとした。実習中は、担当教

保の問題など様々な困難があるといわれている。そのた

員が病棟に常駐した。振り返りは、全履修学生が夜間実

め実践例は少なく、夜間ならではの学習成果や望ましい

習を終了した後に、日を改めて機会を設け、病棟の実習

実習形態については未だ模索段階である。

指導看護師を交えて実施した。

看護教育基礎調査

A 大学では 2008 年度より 4 年次に開講される精神看護

Ⅲ．研究方法

学の選択科目の臨地実習の一つとして精神科病棟での準
夜勤帯の実習（以下、夜間実習）を実施している。本研

1．研究デザイン

究では、夜間実習を履修した学生の経験内容を明らかに

精神科病棟夜間実習における学生の経験を、発言の内

することにより、実習の成果及び課題を検討することを

容から明らかにするための質的記述的研究である。

目的とした。

2．対象

Ⅱ．A 大学における 2009 年度夜間実習の概要
夜間実習は精神科クリニックデイケア実習や精神障害
者作業所見学ツアーとともに 4 年次後期開講の選択科目

A 大学 4 年生で、2009 年度精神看護学実習Ⅱを履修し、
精神科病棟夜間実習に参加した学生のうち、研究参加へ
の同意の得られた 4 名を対象とした。
3．データ収集方法

「精神看護学実習Ⅱ（1 単位）
」の中で実施され（表 1）
、

2009 年 12 月に A 大学内の一室で約 120 分間のフォー

履修学生は 9 名であった。夜間実習の目標は、①夜間の

カスグループインタビューを実施した。フォーカスグルー

看護活動の流れを部分的に体験し夜勤を担うために自ら

プインタビューでは、短時間で多くの人の見解を得られ

に必要な条件を考える、②夜間の患者の状態を把握し必

ること、グループダイナミックスにより豊かな意見の表

要な看護を考える、③日勤看護師・夜勤看護師間の引き

出が期待できることから、本研究において有用な方法で

継ぎ、夜勤看護師間の連携はどうあるべきか考える、と

あると判断した。具体的には研究者 2 名がファシリテー

した。実習を行った精神科病棟は、準開放病棟 18 床、閉

ターを務め、インタビューガイドに基づき、夜間実習の

鎖病棟 18 床計 36 床であり、看護師人員配置 13 対 1、変

設定に関する意見、経験したこと、実習での学びや感想

則 2 交代の勤務体制で、夜勤看護師は 3 名（準開放病棟 1

について尋ねた。なお、インタビューの内容は、対象者

名、閉鎖病棟 1 名、フリー 1 名）であった。まず履修学

に了解を得た上で録音し、終了後に逐語録とした。

生全員に対し、実習前に師長よりオリエンテーションと

4．データ分析方法

して病棟の概要および夜間業務の説明と病棟見学を行っ
表1

作成した逐語録を精読し、意味ごとに区切りコード化

精神看護学実習Ⅱスケジュール

第 1 週目
精神科クリニック・デイケア実習に向けてのガイダンス
精神障害者作業所見学ツアーに向けてのガイダンス
精神科病棟夜間実習に向けてのガイダンス
第 2・3 週目
精神科クリニック・デイケア実習

2 日間

精神障害者作業所見学ツアー

半日間

精神科病棟夜間実習

半日間

第 4 週目
精神科クリニック・デイケア実習および精神障害者作業所見学ツアーの報告会
精神科病棟夜間実習の振り返り

半日間

半日間
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し、類似性と相違性に着目し分類してコード名を付け、2

〔日勤と夜勤の連携は十分見れた〕と、部分的には達成す

段階にわたる抽象化によりカテゴリーを生成した。抽象

ることができたと受け止めていた。加えて〔1 年生とは受

化の各段階において、データとコード名、ザブカテゴリー

け方や実習への臨み方は変わってきているんじゃないか〕

名、カテゴリー名に齟齬がないことを確認し、研究者全

〔4 年生の今の時期だからこそ、3 年生とはまた違った部

員が合意に至るまで検討を行うことにより妥当性の確保

分が出てくるんじゃないか〕と考えて、すべての領域実

に努めた。

習を終え実習経験を積んできた＜ 4 年生としての臨み方

5．倫理的配慮

を自覚する＞ことができており、〔見たいことがあれば自

履修学生に研究参加を募る際には、本研究への参加の

分なりに実習の目標にすればいい〕
〔
（実習目標の）抽象

任意性、自発性を確保するために、当該科目の成績評価

度を上げて自分なりの疑問を持って実習した方が学びが

公表終了後に、研究者が書面および口頭で研究の目的、

ある〕と提示された実習目標を学生なりに解釈し＜自分

調査方法の説明、協力依頼を行い、参加応諾の回答は所

なりの目標を持っていた＞。

定のボックスに提出を依頼した。また、参加応諾者への

2．【実習の設定に対する評価】

フォーカスグループインタビュー実施の際には、成績評

夜間実習の実施時期は、2009 年 10 月中旬であったが、

価には一切影響しないこと、学業に支障のない時間帯と

学生は〔看護師になる卒業半年前でちょうどよい〕と実

場所を確保し、調査協力時間がカリキュラム外となるこ

際に現場に出る半年前という時期で＜夜間実習の時期は

と、学生である対象者が、教員、実習指導者に対する評

良く＞、22 時までという実習時間についても〔次の日が

価にかかわるコメントを発することでの心理的負担感に

なければ（22 時以降も）やってみたい〕が〔時間的に 22

配慮し、発言内容の自発性、発言者の匿名性の確保、グ

時が限界〕という評価をしていた。実習実施施設につい

ループで話されたことは研究以外の目的では使用しない

て、A 大学では精神領域臨地実習を他病院にて実施した

ことを事前に書面および口頭で説明し、同意を得た後に

学生もいるため、〔当該実習病棟での精神科実習が初めて

は、研究の過程においてこれを遵守した。なお、本研究

の人もいた〕ので〔当該実習病棟で実習経験のない学生

は東邦大学医学部倫理審査委員会の承認を得て実施した。

は時間的に不十分だったと思う〕と＜当該実習病棟が初

Ⅳ．結

めての学生は戸惑う＞ことがあったが、それでも＜教員

果

が一緒だと安心する＞と教員が夜間実習中、当該病棟に

夜間実習を履修した学生の経験内容として、225 コード

常駐していたことで安心感が得られていた。加えて〔夜

から 45 サブカテゴリーが抽出され、
次の 8 カテゴリー【目

間業務スケジュールの資料でイメージできたのですごく

的、目標の受け止め】
【実習の設定に対する評価】【シャ

良かった〕〔基本的にやる流れがはじめにわかっているの

ドウイングという実習方法への評価】
【担当看護師との関

で、ここ（夜間業務スケジュールの資料）で書いてある

係性】【振り返りのための時間と手段】
【実習後に残る不

時間は何やってるんだろうとか見ながらできた〕と＜夜

全感】【看護師の実践に対する洞察的な理解】
【夜勤業務

間業務内容とスケジュールが事前に理解できた＞として、

に対する感覚的な理解】が生成された（表 2）
。以下、カ

夜勤看護師の業務内容について事前にオリエンテーショ

テゴリーを【

ンをしたことで夜勤業務のイメージ化につながっていた。

】
、
サブカテゴリーを＜

＞、
コードを〔

〕

でそれぞれ示す。なお、
（ ）は研究者が補足した部分で

さらに、学生の意欲が窺えた内容として〔あらかじめ患

ある。

者の情報をちょっとでも知り、自分で気になる人につい

1．
【目的、目標の受け止め】

てみたい〕〔気になる患者がいたが、早くから知っていれ

学生は、初めて夜勤帯で実習をすることに対し、
〔当日

ばさらに観察できたのではないか〕〔日勤をやって夜間実

になって実習目的がわからなくなった〕ので＜目的を明

習をやるともっと充実したものになるんじゃないか〕
〔夜

確に示してほしい＞や〔1 日でこれ全部は考えられない〕

勤に入る前に日勤帯を見れたら患者の変化が見れた〕と

〔1 日しか見ていない〕ので＜目標達成には時間が短い＞、

＜事前に患者の情報が欲しい＞という要望があり、＜日

〔シャドウイングの苦労があり、
（目標は）すべて不十分〕

勤の後に夜勤をやりたい＞と考えていた。また、2 階構造

だったので＜実習目標の達成は不十分だった＞と 3 つか

になっている病棟の〔違う階を見れば比較できる〕
〔両方

らなる実習目標を十分に踏まえた上で目標達成に向けて

の階を見れるともっと良い〕と＜異なるフロアも見たい

実習することは困難であったと受け止めていた。しかし、

＞や〔22 時以降、眠れない患者さんの対応を見てみたい〕

18
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夜間実習における学生の経験

カテゴリー

サブカテゴリー

コード（代表例）

目的を明確に示してほしい

当日になって実習目的がわからなくなった

目標達成には時間が短い
実習目標の達成は不十分だった

目的、目標の
連携は十分見れた
受け止め

4年生としての臨み方を自覚する
自分なりの目標を持っていた
夜間実習の時期は良い
実習終了時間は良い
当該実習病棟が初めての学生は
戸惑う
教員が一緒だと安心する
夜間業務内容とスケジュールが
事前に理解できた

実習の設定に
対する評価

事前に患者の情報が欲しい
日勤の後に夜勤をやりたい
異なるフロアも見たい
22時以降も経験したい
休憩時間の過ごし方と受け止め
担当看護師への伝達が不十分に
感じられた
これまでの実習経験との比較に
基づく肯定的な受け止め

シャドウイングは１対１がよい
シャドウイン
グという実習
方法への評価 シャドウイングは1対２でよい

1日でこれ全部は考えられない
1日しか見ていない
シャドウイングの苦労があり不十分
日勤と夜勤の連携は十分見れた
1年生とは受け方や実習への臨み方は変わってきているんじゃないか
4年生の今の時期だからこそ、3年生とはまた違った部分が出てくるんじゃないか
見たいことがあれば自分なりに実習の目標にすればいい
抽象度を上げて自分なりの疑問を持って実習した方が学びがある
看護師になる卒業半年前でちょうどよい
次の日がなければやってみたい
時間的に22時が限界
当該実習病棟での精神科実習が初めての人もいた
当該実習病棟で実習経験のない学生は時間的に不十分だったと思う
教員がいて安心して実習できた
夜間業務スケジュールの資料でイメージできたのですごく良かった
基本的にやる流れがはじめにわかっているので、ここで書いてある時間は何やっ
てるんだろうとか見ながらできた
あらかじめ患者の情報をちょっとでも知り、自分で気になる人についてみたい
気になる患者がいたが、早くから知っていればさらに観察できたのではないか
夜勤に入る前に日勤帯を見れたら患者の変化が見れた
日勤をやって夜間実習をやるともっと充実したものになるんじゃないか
違う階を見れば比較できる
両方の階を見れるともっと良い
22時以降、眠れない患者さんの対応を見てみたい
もっと見れてもよかったと欲が出る
休憩場所が使えなくて、移動して看護師と一緒に入っていた
休憩時間は個別に持ったほうがよい
師長さんはいろいろ学生のことを知っているかもしれないが、担当看護師さんに
きちんと伝わっているのかなという印象を受けた
病棟と学校側の打ち合わせはしっかりなされているのかなと思った
日勤実習も看護師についていたかった
いろいろな患者をみる経験が面白かった
学生が2人だと難しいかなと思う
看護師も1対1の方が気が楽ではないか
学生が2人ついていて、看護師に聞くまでもないことを学生同士で聞けるのはす
ごく楽だった
学生同士で共有し、話すことができるので2人でよかった

シャドウイングは不慣れなので
難しい
看護師の負担になっていると
感じる
担当看護師と
看護師の配慮を察知する
の関係性

あまり経験のないことだったので、不慣れですごく難しい
どこまで看護師にぴったりくっついていいのかわからない
ドアの開け閉めや施錠が気になり、看護師にどこまで付いていったらよいのか、
距離をとるのが難しかった
夜勤の看護師は人数が少ないので、忙しい中で邪魔になっていると感じた
忙しい中でも答えてくれようとする姿勢が感じとれた

看護師への親しみを感じる

問いかけや気になったことが答えてもらえる環境だった
看護師同士の親しげな会話で親しみを感じた

看護師に落ち着きを感じる
看護師に尊敬の念を抱く

つかせていただいた看護師は落ち着いていた
尊敬の念を感じた

記録用紙のスペースが小さい

実習記録用紙の中で看護師さんへ自分の思いを伝えるスペースが小さかった
気づいたことをそのまま文章にすると長くなる

記録として書く内容に戸惑う
振り返りのた
レポートを書く時間が足りない
めの時間と手
当日終了時に振り返る時間が
段
あった方が良い
振り返りや記録を書くことで
経験を追認する
経験を普遍化できない
看護師が何をしているのかわか
実習後に残る らない
不全感
忙しさの内実がわからない
不消化感が残る

メッセージ、問いかけ、思ったことを書いた
レポート提出までに時間が短かった
実習終了時に振り返りの時間を持った方がよい
実習中に聞けていたけれど、それでも最後にあった方がよい
振り返りで（目標達成に）近づけた
感想を書くことで言いたいことがまとまる
経験の受け止め方は人によっても違う
このひとつを見てできるとはいえない
看護師が何をしているのかわからない
忙しいのはわかるが、原因や状況がわからなかった
忙しさの種類というか、忙しいって何だろう
いろいろなことを吸収したのにまとめられずにもったいない
消化しきれない部分があった
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表 2（つづき） 夜間実習における学生の経験
カテゴリー

サブカテゴリー

看護師の患者を把握する様子を
直に知る
看護師の実践
に対する洞察 看護師の予測し要所を押さえた
的な理解
行動を理解する
業務を分かち合うことの大切さ
を知る
看護師としての自己像が具体化
する
夜間の物音の響きを実感する
施錠管理をすることに対して
敏感になる
忙しさが漠然とわかる
夜勤業務に対
する感覚的な 夜勤に臨む際の身体感覚を
理解
味わう
学生という立場だから気づいた
と自覚する

夜勤のイメージを得る

コード（代表例）
1人で多くの患者さんをどういう風に見ていくのかを中心に見れた
自分たち実習生にはニコニコ接してくれているように見えたが、看護師には具合
が悪そうと見えており、なるほどという印象を持った
業務をこなす中で、患者の動きを判断しているところを見れた
看護師はものすごくセンサーが働いていると思った
要所で押さえなければいけない部分を見ているのがわかって勉強になった
今できることをすることで、事故防止やあわてずに対処できることを知った
何か予測してすることが大事だと学べた
ちょっとした情報共有がすごく大切だとわかった
自分にできないところはフリーに任せる大切さを知る
自分が看護師になった時、自分もやっていけたらいい
ベテラン看護師のように出来ればという理想に近づけるよう頑張れそうだ
結構鍵の音も響く
ドアの音が夜間だとびっくりするほど響く
鍵を落とすかもしれないので、学生が鍵を管理するのはちょっと怖い
鍵を閉めずその間もし何かあったらどうしよう
慣れば大丈夫だが、施錠は気になった
夜勤は人が少なくて大変ということはわかった
フリーさんが1階を手伝っている姿を見て、2階も忙しかったんだろうなと思った
緊張して眠れない気がする
業務を背負っていない状態があるからこそ気づけた点があった
学生という立場で見ることができた
自分が患者さんを受け持ってからだと気づけない
見れたのでイメージがついた
夜勤を見れてイメージがついたので少しは恐怖心が和らいだ
今イメージがついた上で、また教えてもらえば安心して臨める

〔（22 時以降も）もっと見れてもよかったと欲が出る〕な

くまでもないことを学生同士で聞けるのはすごく楽だっ

ど＜ 22 時以降も経験したい＞とも考えていた。一方で〔休

た〕
〔学生同士で（情報を）共有し、話すことができるの

憩場所が使えなくて、移動して看護師と一緒に入ってい

で 2 人でよかった〕という＜シャドウイングは 1 対 2 で

た〕
〔休憩時間は個別に（看護師とは別に）持ったほうが

よい＞という意見が両方あったが、どちらもシャドウイ

よい〕と＜休憩時間の過ごし方を受け止め＞ており、〔師

ングという実習方法そのものに関しては良かったという

長さんはいろいろ学生のことを知っているかもしれない

評価をしていた。ただし、学生は〔あまり経験のないこ

が、担当看護師さんにきちんと伝わっているのかなとい

とだったので、不慣れですごく難しい〕〔どこまで看護師

う印象を受けた〕〔病棟と学校側の打ち合わせはしっかり

にぴったりくっついていいのかわからない〕と＜シャド

なされているのかなと思った〕と＜担当看護師への伝達

ウイングは不慣れなので難しい＞と訴えていた。

が不十分に感じられた＞など、実習の設定方法の今後の

4．【担当看護師との関係性】

課題も見出された。
3．
【シャドウイングという実習方法への評価】

精神科病棟では多くの扉に施錠管理が必要なため〔ド
アの開け閉めや施錠が気になり、看護師にどこまで付い

シャドウイングという実習方法に関しては〔日勤実習

ていったらよいのか、距離をとるのが難しかった〕
〔夜勤

も看護師についていたかった〕
〔いろいろな患者をみる経

の看護師は人数が少ないので、忙しい中で邪魔になって

験が面白かった〕と＜これまでの実習経験との比較に基

いると感じた〕と学生は＜看護師の負担になっていると

づく肯定的な受け止め＞をしていた。具体的には〔学生

感じる＞という気持ちを抱いていた。しかし、同時に〔忙

が 2 人だと難しいかなと思う〕
〔看護師も 1 対 1 の方が気

しい中でも（質問に）答えてくれようとする姿勢が感じ

が楽ではないか〕という＜シャドウイングは 1 対 1 がよ

とれた〕〔問いかけや気になったことが答えてもらえる環

い＞という意見と〔学生が 2 人ついていて、看護師に聞

境だった〕
〔看護師同士の親しげな会話で親しみを感じた〕
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など、＜看護師の配慮を察知する＞ことができて＜看護

ニコニコ接してくれているように見えたが、看護師には

師への親しみを感じる＞という気持ちも抱いていた。さ

具合が悪そうと見えており、なるほどという印象を持っ

らに、
〔つかせていただいた看護師は落ち着いていた〕
〔（看

た〕〔業務をこなす中で、患者の動きを判断しているとこ

護師に対して）尊敬の念を感じた〕という＜看護師に落

ろを見れた〕〔看護師はものすごくセンサーが働いている

ち着きを感じ＞、＜看護師に対する尊敬の念を抱く＞よ

と思った〕と＜看護師の患者を把握する様子を直に知る

うな関係性を築くことができていた。

＞ことができていた。さらに、
〔要所で押さえなければい

5．【振り返りのための時間と手段】

けない部分を見ているのがわかって勉強になった〕〔今で

夜間実習の記録用紙に、実際に行ったことと担当看護

きることをすることで、事故防止やあわてずに対処でき

師への質問や思いを書く欄を設けたが、
〔実習記録用紙

ることを知った〕〔何か予測してすることが大事だと学べ

の中で看護師さんへ自分の思いを伝えるスペースが小さ

た〕と＜看護師の予測し要所を押さえた行動を理解する

かった〕
〔気づいたことをそのまま文章にすると長くなる〕

＞ことができていた。また、
〔ちょっとした情報共有がす

〔
（看護師への）メッセージ、問いかけ、思ったことを書

ごく大切だとわかった〕〔自分にできないところはフリー

いた〕と＜記録用紙のスペースが小さい＞と感じること

に任せる大切さを知る〕など、＜業務を分かち合うこと

や＜（実習）記録として書く内容に戸惑う＞ことがあり、

の大切さを知る＞ことができており、〔自分が看護師に

それは改善すべき課題となった。また、振り返りのレポー

なった時、自分も（予測して行動できるように）やって

トの提出を課していたが〔レポート提出までに時間が短

いけたらいい〕〔ベテラン看護師のように出来ればという

かった〕と＜レポートを書く時間が足りない＞と訴えて

理想に近づけるよう頑張れそうだ〕と＜看護師としての

いた。振り返りの時間の持ち方に関して、夜間実習終了

自己像が具体化する＞ことにもつながっていた。

直後は担当看護師はまだ勤務中なのでその場での振り返

8．【夜勤業務に対する感覚的な理解】

りの時間は設定していなかったが、
〔実習終了時に振り返

学生は初めて夜間の病棟に身を置くことで、〔結構鍵の

りの時間を持った方がよい〕
〔実習中に（わからないこと

音も響く〕
〔ドアの音が夜間だとびっくりするほど響く〕

は）聞けていたけれど、それでも最後に（振り返りの時

など＜夜間の物音の響きを実感する＞様子や、〔鍵を落と

間は）あった方がよい〕と学生は＜当日終了時に振り返

すかもしれないので、学生が鍵を管理するのはちょっと

る時間があった方が良い＞と感じていた。それは〔振り

怖い〕
〔鍵を閉めずその間もし何かあったらどうしよう〕

返りで（目標達成に）近づけた〕
〔感想を書くことで言い

〔慣れれば大丈夫だが、施錠は気になった〕と＜施錠管理

たいことがまとまる〕と＜振り返りや記録を書くことで

をすることに対して敏感になる＞様子が見られた。その

経験を追認する＞ことによって実習の完結につながって

他、
〔夜勤は人が少なくて大変ということはわかった〕
〔フ

いたためであった。

リーさんが 1 階を手伝っている姿を見て、2 階も忙しかっ

6．【実習後に残る不全感】

たんだろうなと思った〕など＜忙しさが漠然とわかる＞

学生は夜間実習で吸収したことは大きいと感じながら

経験、〔緊張して眠れない気がする〕と＜夜勤に臨む際の

も〔（夜間実習の）経験の受け止め方は人によっても違う〕

身体感覚を味わう＞経験をしていた。また、
〔業務を背負っ

〔このひとつを見て（夜勤が）できるとはいえない〕と＜

ていない状態があるからこそ気づけた点があった〕〔学生

経験を普遍化できない＞と感じていた。さらに、＜看護

という立場で見ることができた〕〔自分が患者さんを受け

師が何をしているのかわからない＞ことがあったり、〔忙

持ってからだと気づけない〕と＜学生という立場だから

しいのはわかるが、
（その）原因や状況がわからなかった〕

気づいたと自覚する＞、
〔（夜勤業務を）見れたのでイメー

〔忙しさの種類というか、忙しいって何だろう〕と＜忙し

ジがついた〕〔夜勤を見れてイメージがついたので少しは

さの内実がわからない＞と理解できないまま終わってし

恐怖心が和らいだ〕
〔今（夜勤の）イメージがついた上で、

まったこともあった。そのことから〔いろいろなことを

また（新人の際に）教えてもらえば安心して（夜勤に）

吸収したのにまとめられずにもったいない〕
〔消化しきれ

臨める〕と感覚的に＜夜勤のイメージを得る＞ことはで

ない部分があった〕と＜不消化感が残る＞と感じていた。

きていた。

7．【看護師の実践に対する洞察的な理解】
学生は〔1 人で多くの患者さんをどういう風に見ていく
のかを中心に見れた〕
〔自分たち実習生には（患者さんは）

Ⅴ．考

察

夜間実習に関するフォーカスグループインタビューの
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分析結果に基づき、夜間実習の成果と今後の課題を検討

携はどうあるべきかを考える」ということについては、

する。

引き継ぎや連携の場面が見学できるよう、実習時間の設

1．夜間実習の成果

定や担当看護師の選別を意図的に行ったこともあり、些

夜間実習の目標は、①夜間の看護活動の流れを部分的

細な事柄も情報共有することが患者の安全・安楽を守る

に体験し夜勤を担うために自らに必要な条件を考える、

ことにつながり、それこそが夜間の看護において大切な

②夜間の患者の状態を把握し必要な看護を考える、③日

ことであると学生は学べていた。さらに、勤務者が少な

勤看護師・夜勤看護師間の引き継ぎ、夜勤看護師間の連

い中で、多くの患者を担当するためには、自分にできな

携はどうあるべきか考える、の 3 点であった。

いところは同僚に任せるなど、日勤以上に業務を分かち

①の目標は、夜間実習という体験を通して、自らを振

合いチームで関わる大切さを学べていた。これは、統合

り返り、卒業後看護師として独り立ちしていく時に、自

分野における教育内容 1） の中の「チーム医療及び多職種

己にどのような課題があるのかを見出すことを意味して

との協働の中で、看護師としてのメンバーシップ及びリー

いる。今回、夜勤看護師 1 名に対し学生 1 名もしくは 2

ダーシップを理解する内容」に準じるものであると解釈

名がついて業務に同行し見学するシャドウイングという

でき、今後、統合分野の臨地実習に位置づけられる夜間

方法で実習を行い、学生は夜間における看護を間近に見

実習の成果として有益なものであったといえる。

ることによって、看護師の常に一歩先を予測し、要所を

実習目標に基づく成果以外にも、初めて夜間の病棟に

押さえた行動を洞察的に理解していた。このことに対す

身を置くことで、日中には気にかけなかった生活音に気

る学生の反応は、自分が看護師になった時も、同じよう

づくという新たな発見をしたり、漠然とではあるが実際

に常に先を予測して行動できるようになりたいというも

の夜勤業務に対するイメージができたり、夜勤に臨む緊

のであった。「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関す

張感を体験するなど、現実を知ったことで、臨床現場に

4）

る検討会報告書」 でも看護基礎教育における臨地実習の

出てからのリアリティショック軽減の効果もあったので

課題として、多重課題の優先度を考えながら時間内に業

はないかと考えられる。新人看護師の早期離職の要因に

務を実施するなどの能力を、基礎教育の中で身につける

臨床現場と基礎教育との乖離がリアリティショックを招

ことは極めて困難であると指摘しているように、既存の

いていることが挙げられ 2）、統合分野が新設された背景も

臨床実習では、学生はこうした能力の必要性に気づく機

その問題の解消にあることを考えると、その点でも夜間

会を十分には得られていなかったと考えられる。今回の

実習の成果はあったといえる。また、先輩看護師に親し

学生は夜間実習の中で、複数の患者を受け持つ看護師の

みを覚えながら、その仕事ぶりを間近で見ることにより、

行動の意図や思考に実際に触れたことによって、的確に

よきモデルとして学生にとらえられたことも、成果であっ

業務を遂行するための条件を認識し、自らの課題を見出

たといえる。

すことにつながった。このことは、夜間実習の成果であ

2．夜間実習継続実施の課題

るといえる。

夜間実習における多くの成果がある一方で、今後継続

また、実習目標の②については、学生と看護師による

して実施していく上での課題も見出された。まず、実習

患者の状態把握の違いを実感したり、夜間における患者

目標の設定に関して、学生はそれまでの実習経験を踏ま

の状態把握への意思や意欲はあったものの、それを実施

えて、提示された目標を自分なりに解釈し学生自身の目

するには学生自身の能力不足や実習設定に工夫が必要で

標設定をしてはいたが、目標のわかりにくさや達成には

あったことが明らかとなった。したがって、学生自身が

物理的な時間も短いという意見があったことを考えると、

個々の患者に対する具体的に「必要な看護を考える」と

更なる検討が必要であると考えられる。夜間実習を導入

ころまでは至らなかったといえる。しかし、看護師に同

している他校の実習目標を概観すると、夜勤帯の患者の

行して夜間に患者のもとを訪れ、様子を観察する中で、

様子や環境を知るという対象理解に関するもの、患者へ

看護師としての視点の持ち方を学び、日中と夜間の患者

の看護を通して夜勤体制の業務内容を知る、夜勤の看護

の状態の違いに関心を持つことができたことは、夜間実

師の仕事について理解を深めることができるという夜間

習を経験しなければ想起しなかったであろうと考えられ

の看護師の役割に関するもの、看護師が患者の安全・安

るため、その観点からは成果があったといえる。

楽を守るためどのように連携しているかを知るという看

③の「日勤と夜勤間の引き継ぎや夜勤看護師同士の連

護の継続性に関するものに主眼を置いたものがほとんど
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であった 5）6）7）8）。A 大学の実習目標も、他校と同様の趣

Ⅶ．研究の限界と今後の課題

旨のものであるといえるが、表現をもっと具体的にするな
ど工夫したり、夜間実習に臨むにあたっての目標設定を、

本研究は、夜間実習を履修した学生のうち、研究参加

学生各自で明確化させてから実習を行うことが必要である

に応諾した学生の経験に基づいたものであり、すべての

と考えられる。

履修学生の経験を反映したものではない点が限界である。

実習の振り返りについては、勤務体制や業務の都合上、
実習終了のその場での実施は難しい現状があるため、実

また、それぞれのカテゴリーの関連までは捉えられてお
らず、経験内容の構造化には至っていない。

習前のオリエンテーション及び実習終了後の振り返りの

複数年度にわたりより多くの学生の経験を基に明らか

内容を見直し、充実させていくことが必要であると考え

にすること、そのために研究参加がしやすいデータ収集

られる。

方法を考慮すること、さらに、どのような経験がどのよ

夜間実習を担当した看護師側は、業務と指導を両立す
ることへの負担感や戸惑いを感じていることが明らかに
9）

なっている 。今後も夜間実習が円滑に効果的に実施され
るためには、実習場所である臨床側と基礎教育を担う学

うな成果につながっているのかを明らかにすることが課
題である。
なお、本研究は、2011 年の第 11 回東邦看護学会学術集
会にて発表した。

校側とが、夜間実習の意義や実習を実施する際、懸念さ
れる事柄や担当看護師の負担感軽減についての対応策な

研究協力いただきました学生の皆様、ならびに夜間実

どを、常に連絡を取り合いながら、十分に話し合い、条

習実施にあたりご協力いただきました実習施設の皆様に

件整備を継続して行っていく必要があると考えられる。

深謝いたします。

Ⅵ．結

論

夜間実習を履修した学生の経験内容に基づき、実習の
成果及び課題を検討した。実習の成果として、学生は的
確に業務を遂行するための条件を認識し自らの課題を見
出せたこと、日中と夜間の患者の状態の違いに関心を持
てたこと、日勤以上に業務を分かち合いチームで関わる
大切さを学べたことが明らかとなった。さらに、実務に
ついてからのリアリティショックの軽減が期待できるこ
とや先輩看護師を良きモデルとしてとらえられたことは
付加的な成果であった。一方、課題としては、実習目標
の具体化と学生自身の目標設定の明確化を促すこと、オ
リエンテーションや振り返りの内容をさらに充実させる
こと、臨床側と教育側とが条件整備を継続して行う必要
があることが明らかとなった。
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