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原著論文

看護過程の理論的枠組みと実践の統合を目指した帰納的教授方略の効果

矢野理香、森下節子、岩本幹子、中津貴代、良村貞子

(北海道大学医学部保健学科看護学専攻)

Effects of lnductive Learning Strategy in lntegrating the Theoretical Framework of Nursing 

Process and Practice 

Rika YANO， Setsuko MORISHITA， Mikiko IWAMOTO， Takayo NAKAZAWA， 

Sadako YOSHIMURA 

(Division ofNursing， Department ofHealth Sciences， School ofMedicine， Hokkaido University) 

要旨

本研究の目的は、看護過程の理論的枠組みと実践の統合を目指した帰納的な教授方略の効果を明らか

にすることである。授業の展開;1年次、学生は右半身麻症のある事例に、技術を実践して、ローノレプ

レイをし、 VTRを作成した。また技術が対象者にとって安全・安楽であったかを客観的に評価した。2

年次、学生はこの学習を想起し、看護過程の理論的枠組みについてグループ。ワークをした。研究対象，

本看護学科 2年次の学生 80名。研究方法;授業評価アンケートを実施し、度数分布を算出した。また

学生に、授業から理解できたことについてレポートを記述してもらった。その内容を類似する内容に分

類してカテゴリを抽出した。結果・考察，アンケートの結果、 80%以上の学生が授業は有益で、あったと

回答していた。レポートでは、【実践をもとにした理論の理解][看護過程と各理論の関連性][理論を

もとにした実践の評価]【看護過程と相互作用・コミュニケーションの関連性]の 4つのカテゴリが抽

出された。以上から、帰納的な教授方略は、理論と実践の統合を深める点で有効であったと考えられた。

キーワード:看護理論、実践、看護過程、学習効果、看護教育

I.はじめに

看護基礎教育においては、「看護生涯学習の基

盤を創ることが大切であるJ1)と言われ、各大学

においてコア・カリキュラムを構築することが

重要な課題となっている。このコア・カリキュ

ラムは、「大学教育を効果的に行うためには、最

低限必要な教育内容(ミニマム・エッセンシヤ

ルズ)を明確化し、さらに各大学がその理念と

目標に向けて、その特徴をつくる教育内容とな

るもの等を明らかにし効果的な教育方法を開発

していく必要があるJ2)という考えを基本とし、

構築されるものである。

より効果的な教育課程を編成するには、学習

の転移を考慮する必要がある。学習の転移とは、

前に行われた学習(先行学習)が、後で行われ

る学習(後続学習)に影響を及ぼすことである。

そして、先行学習が後続学習の学習を促進させ

る場合を正の転移(積極的転移)という 3)。 こ

の正の転移をより効果的に進める教授方略とし

て、筆者らは具体的事象から理論などの抽象概

念を理解する帰納的な教授方略と、抽象概念か

ら具体的事象を理解する演躍的な教授方略があ
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ると考える。

本看護学科の基礎看護学の講義・演習におい

ては、具体的事象から理論などの抽象概念を理

解するプロセス(帰納的な教授方略)を通して、

効果的な学習の転移を意図したいと考えている。

筆者らは、その具体的な教育方法のーっとして、

1年次における右上下肢の麻症のある事例に対

する看護技術の実践(以下、実践は、学生の看

護技術の実践を意味することとする。)での学び

をもとに、 2年次は看護過程の理論的枠組みの

理解を深め、理論と実践の統合を目指した授業

を展開している。

本研究の目的は、 1、2年次の学生による授

業評価アンケートの結果及びレポートの記述内

容から授業の評価を行い、看護過程の理論的枠

組みと実践の統合を目指した帰納的な教授方略

の効果を明らかにすることである。

1I.授業展開の実際

1 .授業全体の展開

科目「療養看護論」は表 1に示すような目的・

目標で、 1年次後期に 1単位 30時間で、展開さ

れている(表1)。学生は、右上下肢麻庫のある

事例に対する 5つの生活援助場面(食事、排世、

清潔(頭髪)、清潔(身体)、更衣)について、

具体的な援助の方法をグループ。ワークで検討し、

計画を立案する。その計画をもとにした実践場

面について互いに公開デモンストレーションを

し、相互に意見交換、評価を行っている。さら

に、この評価を活用し、ロールプレイを行い、

その内容をビデオ撮影し、発表をする。

平成 16年度の「看護過程の理論的枠組み」に

関する授業は、科目「看護学概論llJ2年次前

期 1単位 30時間のうち 10時間(講義 2時間、

グループ。ワーク 4時間、グループワークの発表

2時間、テストとまとめ 2時間)で展開された

(表 2)。この授業は、①看護過程の概念と、歴

史的変遷や問題解決との関連を理解すること、

②人間関係形成過程と問題解決過程の相互作用

を理解することなどを、 1年次科目「療養看護

論Jで検討した事例に対する実践における学び

と関連して理解することを目標としている。そ

のため、グループ。ワークの中で、具体的事象(療

養看護論で展開した実践)と理論との統合を意

表1 科目「療養看護論Jの展開

概要，健康障害のある個人や家族の理解を前提に、既習の援助技術をグループワークと演習及び他者
への指導を通じて深め、生活援助の回復や生活の質を高めるための看護の役割と援助方法について
学ぶ。

一般目標

1.健康障害が対象及び家族に与える影響を理解する。

2.対象の持つ健康上の問題に対する科学的な解決過程の基本的な考え方と構成要素を理解する。

3.対象の健康機能の回復や生活の質を高めるための看護の方法を習得する。

4.対象を取り巻く人々への看護技術の指導を展開する方法を学ぶ。

行動目標

1.健康障害が対象及び家族に与える影響を理解する。

2.対象に必要とされる援助方法を決定する視点を説明できる。

3.問題解決者としての看護者の役割と問題解決過程の概要を説明できる。

4. 可哀(J)夜i5ri三富弓E著護あ芳)芸苔支官最古志南:ヲ.'j[;二ヲヲ二ラ'-E~量習友fJ.厄肴ス百肩車茎逼T:.-f-
深めることができる。

5.援助技術の基本と応用、評価の視点について説明できる。

6.基本的な援助技術に関して、安全・安楽・経済性を考慮した方法で実践で、きる。

7.他者への看護技術指導における有効な方法について考え、実施できる。
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表2 看護過程の理論的枠組みに関する授業10時間の展開(2年前期)

進行 授業の展開

1回目 講義90分
(2時間)
2回目 講義20分・グループワーク
(2時間)
3回目 講義20分・グループワーク
(2時間)
4回目 グループワーク発表
(2時間)
5回目 テストとまとめ
(2時間)

図しながら、理論で述べられている内容が具体

的事象をもとに説明できるように教員が助言を

加えた。

2. 使用教材

「看護過程の理論的枠組みj の理解について

は、教材として、 H.Yura. M.Walshが 1986年

に出版している「看護過程一ナーシングプロセ

ス アセスメン ト・計画立案・実施・評価第

2版」の一部分である pp.94"-'175を使用した。

この著書では「看護過程の理論的枠組みJとし

て、一般システム理論、人間ニーズ理論、知覚

理論、情報理論とコミュニケーション理論、意

思決定理論と問題解決理論が取り上げられ、記

述されている。

3.グループワークの具体的展開

グテループ数は 10グループ。 1年次に行われ

た科目「療養看護論」において構成されたグル

ープと閉じメンバーで、実施した。

「看護過程の理論的枠組み」として、一般シ

ステム理論、人間ニーズ理論、知覚理論、情報

理論とコミュニケーション理論、意思決定理論

と問題解決理論を取り上げているが、一般シス

テム論については全てのグループが共通して討

議するように指示した。その他の理論について

は、各グ、ルーフ。の希望をもとに、 1つの理論に

対して 2グルーフ。が担当するように配置した。

4. 指導体制

教員 2名は、授業時間内、各グノレーフ。を巡回

し、質問に答えながら、 目標達成に向けて、具

体的事象(療養看護論で展開した技術実践)と

講義の具体的内容

問題解決過程、看護過程、科学的方法について

看護理論と看護過程の展開

人間関係形成過程と問題解決過程の展開について

-5-

理論との統合を促すことを意図した助言を随時

千子っfこ。

E 研究方法

1 .研究対象:本短期大学看護学科 2年次学生

80名

2.研究方法:r看護過程の理論的枠組みJに関

する授業評価を行うために、 1)授業評価アン

ケートを行い、また、学生の学びの実際を質的

に分析するために、 2) 学生が授業最終日に記

述したレポートの分析を行った。

1 )授業評価アンケートについて:授業最終

日の終了時にアンケートを配布し、授業終了後、

講義室外に設置された回収箱に投函してもらっ

た。なお、アンケートは、無記名とし、(1)授

業の進行(2)難易度(3 )既習の科目との関

連性 (4)ク守ループワークの運営 (5 )主体的

な学習の取り組み(6 )教員の指導(7)授業

の有益性:①看護過程の意義と概念の変遷 ② 

看護理論と看護過程の関連の説明 ③人間関係

形成過程と問題解決過程の説明 ④看護理論と

実践の統合についてなどで構成した 23項目で

ある。また各質問項目は、 5段階尺度 (5"-'1

点)5. 非常にあてはまる、 4. かなりあてはま

る、 3. 大体あてはまる、 2. あまりあてはまら

ない、 1. 全くあてはまらない、とした。

2) レポート内容の分析について:下記設問

に対して学生が授業最終日に記述したレポート

をデータとして使用した。なお、レポートは、

まとめの時間内に記述してもらい、時間内に回
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収した。

<設問>看護過程の理論的枠組みの説明に療

養看護論で学習してきた事例を用いたことで、

新たに気づかされたこと、理解できたこと等に

ついて記述してください。

3.倫理的配慮:授業終了後に、研究協力の依

頼を口頭及び書面で行い、プライパシーの保護、

参加か否かは自由意思であること、承諾の有無

等が成績に一切関与しないことを説明し、同意

を得た上でデータとして使用した。また、研究

結果を学会等で公表する予定であることを説明

した。データはすべて個人が特定されないよう

にコード化し、取り扱った。

4.分析方法:授業評価アンケートの結果から

各質問項目の度数分布を算出した。また、レポ

ート内容のデータは、 1内容 1要素となるよう

に文章を分け、コード化し、記述内容の意味内

容が類似している表現を整理し、カテゴリを抽

出し、分類した。意味内容が捉えにくい場合に

は前後の文脈から解釈した。アンケート結果及

びレポート内容から抽出された学びの内容を比

較検討し、授業評価を総合的に行った。内容分

析の信頼性を確保するために、研究者 1名が実

施したコーディング作業について、基礎看護学

における講義・演習に精通したスーパーパイザ

ーによる検討及び指導を受けた。

N.結果

1 .授業評価アンケー ト結果

回答は 62名より得られた。有効回答率 77.5%

(配布 80名)。

授業の進行について(図1)は、「学習内容に

対して授業時間は適当であったJは、 5 (非常

にあてはまる)もしくは4 (かなりあてはまる)

と回答していた学生は、 13名 (21.0%)で、 21

名 (33.9%)の学生が 2 (あまりあてはまらな

し、)もしくは 1 (全くあてはまらない)と回答

していた。 「授業の流れは、 )1慎序良く整理された」

としづ進行の順序性は、 5もしくは 4と回答し

ていた学生は、 45名 (72.6%)で、 2もしくは
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1と回答している学生はいなかった。

授業の難易度(図 2)は、「授業は複雑すぎず、

分かりやすい展開であった」は、 5もしくは4

と回答していた学生は 28名 (45.2%)であった

が、 2もしくは 1と回答していた学生は 9名

(14.5%)で、あった。

既習の科目との関連性(図 3) は、「授業は、

今後の学習に活かすことができる内容であっ

たJr授業はこれまで学んだ知識との関連がわか

る内容であった」という設問のどちらにおいて

も、 2もしくは 1と回答した学生はいなかった。

グループワークの運営(図 4) は、 4もしく

は5と回答していた学生は、 「学生間で十分話し

合いながら進められたJでは 60名 (96.8%)、

「学生間で協力しながら進められたj では 58

名 (93.5%)で、あった。

主体的な学習の取り組み(図 5)は、 56名

(90.3%)の学生が 4もしくは 5と回答してい

た。教員の指導は、 「教員は、学生の主体性を尊

重していたJは 58名 (93.5%)の学生が4もし

くは 5と回答していたが、「必要なときはいつで

も教員に質問できるようになっていたJに対し

て4もしくは 5と回答していた学生は、 44名

(71.0%)にとどまった。

①看護過程の意義と概念の変遷、②看護理論

と看護過程の関連の説明、③人間関係形成過程

と問題解決過程の説明、④看護理論と実践の統

合などに対しての授業に対する有益性(図 6)

については、特に 「新しい知識、考え方を得る

ことが出来る授業であった」は、 56名 (90.3%)

の学生が 4もしくは 5と回答し、 2と回答した

学生は 1名のみで、あった。②「看護理論と看護

過程の関連の説明をする上で、有益だ、った」とい

う質問には、 55名 (88.7%)の学生が 4もしく

は5と回答し、 2もしくは 1と回答した学生は

いなかった。その他①③④についても同様の傾

向であった。
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流れは順序よく整理されていた

目的が分かりやすい展開であった

進み方は、早すぎることも遅すぎることもなかった

学習内容に対して授業時聞は適当であった

0% 20'見

わかりやすい展開であった

難しすぎることもやさしすぎることもなかった

40'見 60也 80弘

図1 授業の進行について

E非常にあてはまる

・かなりあてはまる

・大体当てはまる

ロあまりあてはまらない

回全〈当てはまらない

100'見

-非常にあてはまる

・かなりあてはまる

・大体当てはまる

ロあまりあてはまらない

ロ全く当てはまらない

0弛 10弛 20覧 30% 40% 50弘 60弘 70% 80% 90弘 100%

これまで学んだ知識との関連がわかる内容であった

授業は今後の学習に活かすことができる内容であった

0覧

図2 授業の難易度

20% 40% 60也

図3 他の科目との関連性

80弛

-非常にあてはまる

・かなりあてはまる

園大体当てはまる

ロあまりあてはまらない

回全〈当てはまらない

100覧
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学生聞で協力できた

圃非常にあてはまる

・かなりあてはまる

園大体当てはまる

ロあまりあてはまらない

ロ全く当てはまらない

考えたことをわかりやすく伝えることができた

グループの中で役割を果たせた

学生聞で十分話し合えた

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

図4 グループ運営

積極的に授業に取り組んだ

質問に対して適切に答えていた

必要なときいつでも質問できた

学生が考えながら行動できるように関わっていた

学生の主体性を尊重していた

教員は授業の目標や方向性がわかるように指導していた

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

図5 教員の指導及び学習の取り組み

新しい知識、考え方を得る上で有益だった

看護理論と実践の統合の理解をする上で有益だった

人間関係形成過程と問題解決過程の説明をする上で有益
だっTニ

看護理論と看護過程の関連の説明をする上で有益だった

看護過程と概念の変遷の理解をする上で有益だった

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

図6 授業の有益性
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2. レポート内容の分析結果

学生が記述したレポート内容を分析した結果、

コード化された学生の記述数は 138で、表 3の

ように{実践をもとにした理論の理解】[看護過

程と各理論の関連性][理論をもとにした実践の

評価][看護過程と相互作用・コミュニケーショ

ンの関連性]の 4カテゴリ、 11サブカテゴリに

分類できた(表 3)。

[実践をもとにした理論の理解]は、<実践

と理論のつながりの実感><理論を理解し、実

践することの意義><実践をもとに理論を理解

することの有効性>の 3つのサブカテゴリに分

けられた。これらは、「気づいたことは自分たち

も知らず知らずのうちに理論を使いながら、看

護計画を立て、アセスメントをし、実施してい

たことである。J、「療養看護論では、理論的枠組

みを考えずに行ったことで、患者のニードや情

報がわからず、そしてコミュニケーションもあ

まり行わなかったことで、問題を解決していく

のにすごく時聞がかかった。しかし、理論的枠

組みを考えることで、早く評価・修正ができ、

問題解決へと導くことができた。」、「難解で、あっ

た理論も、実際の事例を用いることで非常にわ

かりやすくなった。教科書を読むだけでなく、

実践も並行して行うのはとても有効である。」と

いった記述から抽出された。

[看護過程と各理論の関連性]は、<看護過

程の理解の深まり><看護過程の循環と理論と

の関連性>の 2つのサプカテゴリに分けられた。

これらのカテゴリ・サブカテゴリは、「理論的枠

組みについて学ぶことにより、ニードの階層性

や看護過程がどのような理論に基づいて展開さ

れているかが理解できた。」、「看護過程はアセス

メント、計画立案、実施、評価・修正が循環し

ており、理論を活用することでより良い看護を

生み出す。J、「ニードを把握し、充足すること、

コミュニケーションをとること等それぞれが独

立したものであるととらえていた。しかし今回

の学習によって、独立していた全てのことが一

つの目標を達成するために相互密接に関わり 、
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相互関係を持っていることが理解できた。Jとい

う記述等から抽出された。

[理論をもとにした実践の評価]は、<実践

したことの評価・反省><実践の根拠の気づき

><知識と経験の必要性>の 3つのサブカテゴ

リに分けられた。これらは、「療養看護論では、

患者のニードを正しく知覚し、ズレのないよう

認識できていたのだろうか。患者の意思決定の

もとに看護していたとはいえないのではないだ

ろうかと考えた。」、「療養看護論では、患者のニ

ードを考え、患者のためを思い、援助計画を作

成したつもりでいたが、意思決定の点からみる

と患者ではなく、看護者中心のものになってい

ることに気づいた。J、「更衣の援助でも多くの試

行錯誤を行ったが、自分の経験量や知識量が増

えると、よりスムーズに少ない試行錯誤で効果

的な方法を選択できるようになることを理解で

きた。j としづ記述等から抽出された。

[看護過程と相互作用・コミュニケーション

の関連性】は、<相互作用の大切さ><コミュ

ニケーションの理解の深まりと看護><看護過

程の循環と信頼関係形成>の 3つのサブカテゴ

リに分けられた。これらは、「一人の患者との相

互関係において、これほど多くの理論が展開さ

れているということに、人間と人間の関わりの

大切さを知った。J、「よりよい選択を行うために、

患者とのダイナミックな相互作用が大事だと思

った。」、「看護過程は全体としてコミュニケーシ

ョン過程であるが、コミュニケーションにはク

ライエントの態度や表情は読み取りづらい性質

があるので、誤って解釈することがある。それ

をなくすために、看護師は知覚を敏感にして、

変化を感じなければならない。J等の記述から抽

出された。

また今回、カテゴリとしては整理できなかっ

たが、「私たち医療従事者は、物事の結果に重点

を置きがちだが、それに向かっていくためのプ

ロセスがあるということを忘れてはいけないこ

とを学んだ。」という記述がみられた。
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表3 レポート内容分析結果
(n=80) 

カテゴリ サブカテゴリ(11) 学生の記述

実践と理論のつながりの実
看護というのは援助行為のすべてが理論に基づいていると実感した

感 自分たちも知らず知らずのうちに理論を使いながら、 看護計画を立て、アセスメントをし、 実施
していたことに気付いた

理論とは、理論を理解したよで、初めて実施する」とによって本質的なものが見え、正しく用い
られ、実施でき、有意義なものになりうる

実践をもとにした理論 理論を理解し、実践すること
理論を学習することで、どの過程が問題かがわかり、早〈評価・修正ができ、効率的に看護が

の理解 の意義
できることに気付いた

理論を用いることで、理論的な推測に基づいた、より効率的なケアを提供できると気付いた

難解であった理論も、実践したことをもとに考えることでわかりやすくなった

実践をもとに理論を理解す
実践をもとに理論を理解することで、知識が統合され、有益な学習であった

ることの有効性

理論と実践の相互の理解が深まった

援助計画の意義や効果を理解できた

計画を立案する際には、考えられる援助方法を全て考え、その中で最も患者にとって有効なも
のを検討し、実施することが大切である

看護過程の理解の深まり 看護過程がどのような理論に基づいて展開されているのかが理解できた

看護過程と各理論の 常に患者の状態を知覚し、どうすればよりよい看護が提供できるか、再アセスメントを重ねて
関連性 いくことが大切である

フィードI~';Jク機構が働くことで、看護は限界のないものになっているのだと理解できた

看護過程の循環と理論との
看護過程はアセスメント、計画立案、実施、評価・修正が循環しており、理論を活用すること
で、より良い看護を生み出す

関係性
看護過程で‘は全ての理論がフィードパック機構によって成立していることを理解できた

援助計画立案時は、 コミュニケーションの重要性を深く考えずに行っていたことに気付いた

理論を考えずに実践したことで、患者のニードや情報がわからず、問題を解決することに時間
がかかったことに気付いた

今までは何についても根拠がなく、ばらばらに考えていた

この理論を用いていれば、問題が生じたときも、過程の中のー要素の問題としてとらえること
ができ、予想が可能であり、 驚き困ることはなかったはずである

実践したことの評価・反省
一番初めに、問題を明確にすることで、評価の基準の設定にも役立ち、より良い解決策が選
択されることに気付いた

自分が事例に対して行いたかったことは何だったのかわかった

患者のニードを正しく知覚し、認識し、 患者の意志決定のもとに看護していたとはいえないと考

理論をもとにした実践 えた

の評価
実践では何が欠けていたのかが理論的に理解することができて、これからの自分の課題とな
ることがわかった

援助することを表面的なことばかりで捉えていたことに気付いた

看護師はどのような方法、 JI頂序に従って媛助を進めていくのか、根拠含めて理解することがで

実践の根拠の気づき きた

実践したことの理由・根拠に気付いた

看護過程を実施することにおいて、沢山の知識・経験を持って取り組むことが必要なのである

知識と経験の必要性 過去の経験を用いることで、 素早く適切な反応ができることがわかった

自分の経験量や知識量が増えると、よりスムーズに効果的な方法を選択できるようになること
を理解できた

一人の患者との相互関係において、 これほど多くの理論が展開されるということに、人間と人
聞の関わりの大切さを知った

相互作用の大切さ 常に対象のニードを感じ取ることが重要で、このためには相互作用やコミュニケーションを充
実させる必要があると思った

看護過程と相互作用・
よりよい選択を行うために、患者とのダイナミックな相互作用が大事だと思った

コミュニケーションの関 看護過程においてコミュニケーション理論は非常に重要であると気付いた
連性

コミュニケーションの理解の 看護過程はコミュニケーション過程であると気付いた
深まりと看護

コミュニケーションをとる中で、対象の変化を適切に感じ取り、 看護する」とが必要であると気
{寸いfニ

看護過程の循環と信頼関 看護援助において新たに生じたニーズなどを適確に捉え、充足させる』とで信頼関係がより深
係形成 く形成される

看護総合科学研究会誌 Vo1.8，No.2， Oct. 2005 -10-



看護過程の理論的枠組みと実践の統合を目指した帰納的教授方IU各の効果

V.考 察

1 .看護過程の理論的枠組みと実践の統合

アンケートの結果、授業の有益性に関する質

問項目の 5項目全てで 80%以上の学生が 5もし

くは4と回答していた。また、表 3に示したよ

うに、学生のレポートの内容分析の結果から[実

践をもとにした理論の理解][看護過程と各理論

の関連性】[理論をもとにした実践の評価}【看

護過程と相互作用・コミュニケーションの関連

性]の 4つのカテゴリが抽出された。

看護過程は、多くの理論と関連しているが、

授業の中で学生が学習した理論について、

H.Yura . M.Walsh4
)は、「これらの理論は、看

護過程を分析・応用するうえでの枠組を提供す

るとともに、これらの理論から選び出された理

論によって、ナースの行動とクライエントの行

動には裏づけが与えられる。」と理論を学ぶ意味

を言及している。今回の授業においても学生は、

「看護過程の理論的枠組み」の学習を通して自

らの実践を振り返り、「看護というのは援助行為

の全てが理論に基づいているものなのだと実感

した。また、フィ ー ド、パック機構が働くことで、

看護は限界のないものになっているのだと理解

できた。J["看護師はどのような方法で、またど

のような順序に従って援助を進めていかなけれ

ばならないのかということを根拠含めて理解す

ることができた。Jという記述につながっており、

前述した理論を学ぶ意味との一致が見られた。

このように評価してみると、今回学習した理

論的枠組みは、 J.Fawcettらが述べている概念

モデ、ノレに該当していたと考えられる。すなわち、

「概念モデ、ルはまた、活動のための体系的構造

と理論的根拠を提供する。更に、概念モデ、ルは、

現象に関連のある疑問を追及するための方向を

与え、実際の問題の解決方法を示してくれる。 5)J

とされている。したがって、学生は「この理論

を用いれば、問題が生じたときもハプニングと

して捉えるのではなく、過程の中のー要素の問

題として捉えることができ、予想が可能であり、

驚き困ることはなかったはずである。 問題に直
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面し、理論のどの位置で生じ、過程がとだえて

いるかがわかり、効率的に看護ができることに

気付いた。」、また「療養看護論では、理論的枠

組みを考えずに行ったことで、患者のニードや

情報がわからず、問題を解決していくのにすご

く時間がかかった。しかし、理論的枠組みを考

えることで、早く評価・修正ができ、問題解決

へと導くことができた。Jと記述しており、概念

モデルを通して現象を捉え、理論が問題解決し

ていく上での準拠枠となることを学んでいると

考えられた。

また、「療養看護論では、患者のニードを正し

く知覚し、ズレのないよう認識できていたのだ

ろうか。患者の意思決定のもとに看護していた

とはいえないのではないかと考えた。J["自分が

事例の患者に対して、行いたかったことは何な

のかということが少しわかった。Jという記述に

みられるように、学生は、理論を学習すること

を通して、実践体験を患者の視点から客観的に

とらえ評価している。この点に関して波多野は、

知的能力の変化と情意的能力の変化の聞には、

密接な関係があるとした上で、「看護についての

幾多の知識やその理由をもつことなしには、看

護に対する価値観も、その知識を対象に適切に

用いようとする傾向も出てこない。J6) と述べ

ている。実践をもとに理論を学習することは、

知的側面での学習にとどまらず、対象者の視点

から価値判断をするという情意的側面の学習効

果をもたらしていると考えられた。

W.J .Mckeachie 7)は、「複雑な学習の異なった

3つのプロセスを、 (1)付着 (accretion) (2) 

再構成 (restructuring)(3)調整 (finetuning) 

としている。付着とは、既存の認知構造に知識

を加えることを意味する。再構成とは、知識を

新しいパターンの中に整理しなおすこと、ある

いは既にあるパターンの聞の関係を結ひ、つけた

り、拡大したりすることである。また調整は認

知構造を状況に適合させるプロセスを意味し、

それによって認知構造を特定の目的に向けてよ

り効率的にそして適切に活用することができる
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と考えられる。Jと述べている。今回の授業は、

看護理論や看護過程などの知識を自己学習及び

グループワークによって付着させ、これをもと

に療養看護論での具体的事例への展開を知識と

組み合わせ、再構成し、調整し、技術実践との

統合を促したと考える。つまり、理論の学習が

先行ではなく、実践体験後、理論によって実践

を裏付ける帰納的教授方略をとることで、学生

は自分の具体的体験に理論を引き寄せて学び、

理論を統合させることができたと考えられる。

この学習後、 2年次後期に基礎看護学臨地実

習が開始される。この実習の中で、学生は実際

の患者との看護過程の実践と理論とを統合させ、

生じている現象の根拠や意味づけを行い、より

よい看護を追求していくことが期待される。教

員は、このような学習の転移及び統合が促され

るような教育的関わりを、授業から実習へ向け

て継続して行っていくことが必要であり、この

積み重ねが実践能力の育成につながると考える。

2 授業全体の運営及び組み立てについて

アンケー トの結果から、グループワークが有

効に作用していたと考えられた。しかし、その

一方、授業の難易度については、適切ではない

と判断している割合が他の質問項目に比較して

多く、授業の進行については、「学習内容に対し

て授業時間は適当で、あったJという質問項目に

は、21名 (33.9%)の学生が 2 (あまりあては

まらなし、)もしくは 1 (全くあてはまらなし¥)

と否定的に回答した。

これらの評価の要因として、グループ。ワーク

の人数が 7'"'-'8人と多く、意見や学びの共有をす

るにはやや大きい集団であったこと、各理論の

難易度、 1年次後期の体験を想起することその

ものに時間を要したことなどが考えられ、やや

時聞が不足した結果で、あったと推察する。本学

の3年課程のカリキュラムでは、 1年次後期に

療養看護論、 2年次前期に看護過程と理論の授

業という組み立てになっている。この利点は、

時間的隔たりにより、客観的に技術実践を振り

返ることが可能であることと考える。しかし、
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よりタイムリ ーな振り返りと理論との統合を図

るには、技術実践の科目と理論との統合をねら

いとした科目の展開を、連続的に展開すること

も1つの改善策として検討する必要性がある。

しかし、授業内容の難しさはあったが、授業

に対する有益性の結果で、は学生の評価は高かっ

たことから、学習成果に対しての満足感・達成

感は高いと考えられ、学生のレベルに合った授

業構成であったと考える。

また、この結果をもたらした要因として、学

生の主体的な学習の取り組みが大きく影響して

いると考える。今回のアンケートの結果でも「積

極的に授業に取り組んだJ、「教員は学生の主体

性を尊重していた」は 90%以上の学生が 5もし

くは4と回答し、学生は主体的に、 自己学習及

び、グループρワークに取り組んだために満足度が

高まったと考えられる。このことは 1年次から

の主体性を重んじた学習を促す 「学生の内面で

生じるプロセスに目を向け、自己教育力育成に

努力していきたいJ8) とする基礎看護学領域の

教育方針も背景として影響していると考える。

羽.結論

1.授業評価アンケートの結果、①看護過程の

意義と概念の変遷、②看護理論と看護過程の関

連の説明、③人間関係形成過程と問題解決過程

の説明、④看護理論と実践の統合など、授業に

対する有益性については、 5項目全てで 80%以

上が有益で、あったと 回答していた。また学生の

レポー トの内容分析結果から【実践をもとにし

た理論の理解】[看護過程と各理論の関連性】[理

論をもとにした実践の評価][看護過程と相互作

用・コミュニケーションの関連性]の 4つのカ

テゴリが抽出された。

2.グループワークでは、 80%以上の学生が主

体的に学習に取り組み、協力しながら十分話し

合い、役割を果たせたと考えており、グツレープ

ワークは有効であったと考える。

3.授業評価の結果から、看護技術の実践体験

後、理論によって実践を裏付ける帰納的教授方



看護過程の理論的枠組みと実践の統合を目指した帰納的教授方略の効果

略をとることで、学生は自分の体験に理論を引

き寄せて学び、統合させることができたと考え

られた。

四.本研究の限界と今後の課題

本研究は、学生自身がとらえる学習効果の視

点からの評価と分析であり、学生にどの程度期

待された学習効果があったかを客観的に評価し

たものではない。また、ケーススタディを展開

した 1年次の時点での学習成果を測定し、今回

の 2年次に行われた看護過程の理論的枠組みの

学習成果を縦断的に測定したものではない。今

後、学生の主観的評価と共に客観的評価を縦断

的に測定し、検討していくことが必要である。

研究の要旨は、第 23回 ICN大会 (2005)、

第 8回看護総合科学研究会学術集会 (2004) に

おいて報告した。
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Effects of Inductive Leaming Strategy in Integrating the Theoretical Framework of 

Nursing Process and Practice 
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Sadako YOSHIMURA 
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Abstract 

Purpose 

The pu中oseof this study is to c1arify the effect of the inductive leaming strategy that aims at the 

integration of the theoretical framework for nursing process and practice. 

Class structure 

First-year nursing students role-played simulations involving a case of right hemicorpus paralysis. 

They practiced skills they had already leamed and taped their group's demonstrations， then evaluated them 

objectively. In second year they continued their studies into the theoretical framework of nursing process 

through group work. 

Methods 

The sample consisted of 80 second-grade nursing students from a junior college. The students 

reported their understanding obtained through the c1ass. Those contents were c1assified by similarities of 

contents and categorized. The authors reviewed the c1ass evaluation questionnaire and ca1culated the 

frequency distr均utionof each Item. 

Results and discussion 

From the contents of the reports， the following four categories were obtained. 1.Relation between 

nursing process and each theory， 2.Understanding of theory based on practice， 3.Evaluation of practice 

based on theory， 4.Relation between nursing process， interaction and communication. In the questionnaire， 

more than 80 percent of the students answered that the c1ass was useful. The authors therefore consider 

that the inductive leaming strategy was effective in deepening integration between theory and practice. 

Keywords: nursing theory， practice， nursing process， leaming outcome， nursing education 
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