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母性看護教育におけるマルチメディアCAIの評価
宮田

久枝

Anevaluation of computeraided instruction
system using multimedia for
maternaland neonatalnursing education

We have developed CAI system of education in nursing with the recognition that CAI
(Computer Aidied lstruction) is an effective tool to bring about more substantial nursing
education. This time, We employed multimedia techniques for CAI development. The subject
of the newly developed education systemis the maternal and neonatal nursing, especially the

neonatal nursing, which is one of the most difficult subject to comprehend in the field. We ap‑
plied thiseducation system to the students of school of nursig ; and evaluated its effectiveness
based on the result of the preliminary application.

The result confirms ;

･ The CAI system is useful to confirm the knowlege from lectures and to prepare or to review
the practical training,

･ Employment of multimedia encourages the learners to acquire accuate knowlege,

･ The CAI system could equip students with high motivation, helping them more involved
and aggressive to their learning,

･ Therefore, the CAI system is so contrived that students could learn any subject they wish at
their own pace at any time.
In the meantime, it was clearly con五med that CAI education system wouldnot replace

either lectures or practical trainings and that, if integrated with the other two, it could bring
about effective nursing education.

Rey Words :
Computer Aided Instruction (コンピュータ支援による教育) , Maternal and neonatal nursing
education (母性看護学) , MultimediaCAI (マルチメディアCAI) , Systematic education (組

み合わせによる教育)

信州大学医療技術短期大学部看護学科; MIYATA Hisae, Shinshu Univ. °ept. of Nursing, School of Allied Medi‑

cal Sciences.
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はじめに
急速に発達していく医療と複雑に変容して

また,看護教育は理論と基礎的知識を｢講
義｣で行い｢臨床実習｣ではその実際を習得
するという,大きく分けると二本立てで行っ

いく社会に対応して,看護教育で教授する内

ている.しかし,講義の時間枠は制限され,

容はますます増加してきている.また,学生

その上臨床実習では患者を介しての学習であ

個人は社会における学習経験の減少より｢人

るために,患者への様々なストレスが存在

間｣を理解することが難しくなってきている

し,臨床実習に適する症例への巡り合わせ

傾向にあると,言われている1).このような

は,余程の幸運でない限り有り得ないと言っ

状況の中で看護は｢人が人を看る｣ことであ

ても過言ではない.

り,専門職であることから,カリキュラムで

の様々な工夫がなされてきている.

そして,このような状況は独立して存在し
ているのではなく,社会の看護に対する要望

教材としてのComputerAsistedlnstruc‑

と期待によるカリキュラムの過密･過多,請

tion (以下, CAIとする)が講義･臨床実習

義･臨床実習の困難そして看護学生にとって

を補完するものとして有用であるという考え

の対象の理解の困難が,相互に関係し合って

のもとにCAIの開発に着手し,多機能･高

悪循環になっているのが現状である.

性能なマルチメディアを採用したシステムの

2, CA】採用の目的

開発に至った2).本研究では,母性看護学の

これらの現状を踏まえ,看護に必要な知

中の,新生児看護を中心としたコースウェア

識･技術を系統的に撞示,統合するために

の評価を行った.

CAIを採用し,コースウェアの開発に着手

CAI採用への構想
1.看護教育の現状

した.講義･CAI･臨床実習の組み合わせに
より看護に必要な1)観察能力, 2)情報収
集能力, 3)判断能力, 4)問題解決能

近年の医療科学の急激な発達は,看護学に

力, 5)展開能力,について学習者の意欲を

大きな要望と期待を求めた.看護は専門職で

引き起こしながら包括的に習得させることを

あり,その教育には,膨大な知識･技術を詰

目的とした.

め込んいる.また,ゆとりを求めた教育カリ

3. CA】の位置づけ

キュラムの改正は,逆に過密･過多を生ん
だ.現在では｢人が人を看ること｣の重要さ
を語る余裕はないと考える.
一方,家族を基本とする近代社会は大きく

講義,臨床実習, CAIの関係を以下のよ
うに考えた.

それぞれの.段階は,その特性を活かし,学

習者のニーズに応じた段階の｢のぼりお

変容してきており,人の生活そのもの(出

り3)｣の繰り返しによってによって学習者の

産･育児･介護等)や世代間での交流も希薄

成長が期待される.

化してきている.それにともなって看護学生
の｢人｣への理解は浅い.従って看護学生が

第一次段階:講義.正常異常を含む総合的
な理論･知識技術の学習.

看護の対象である人への理解･認識を行い関

第二次段階: CAI.臨床実習の再実現や臨

係を築き看護を展開することは容易なことで

床実習で遭遇できなかった症例･経験できな

はない.

かった項目の疑似体験.
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第三次段階:臨床実習.実践的な講義の確
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的レベルだけではなく心理的･社会的レベル

を長期にわたって捉える必要がある.しか

認と応用.

これは,学習者に相互に働いてやがて主体

的に行動ができる看護婦の成長がみられる.

し,その教授時間数は不十分であり,臨床実
習においては出生数の低下,学生にとっては

理解しにくいことから見学実習の程度に留
正常な症例を中心とした学習

実習による実践的技術の取得

まっていることがしばしばである4).

多くの学生は,分娩そのものの感動や産婦
と共に達成感を抱いているが,それは感性に

臨床では遭遇しにくい症例の学習
知識の取得､模擬訓練など
連な対応を迫られる症例の学習
知識の取得､模擬訓練など

訴えるものに留まっているのが現状である.

また,母体と同様新生児の看護も必要で,学
生が‑症例の分娩を通じて習得すべき知識,

正常も異常も含め全症例の学習
一般知識､判断内容の学習

技術は膨大な量になる.そこに,オリエン

テーション的臨床実習に終始してしまう教育
図1

CAlの位置づけ

の傾向が存在している.
今回は,出生直後の新生児の外界適応につ
いてのコースウェアの開発を行った.これ

は,正常分娩に遭遇することにかなりの努力
を要すること,母子共に経過が進行すること

により教育項目が膨大であること,また新生
児の生理が難解であること.それに対して近
年のコンピュータの高性能化･高機能化によ
り,従来よりリアルな映像･画質･高度な図
形･アニメーション情報(マルチメディア)

の実現が臨床実習の再現をより可能にしたか
らである.
図2

CAlの教育効果

一各教育方法の積み重ねによって
徐々に効果が高まっていく‑

表1
Hardware

ハードウエア/ソフトウエア環境
Power Macintosh
Macintosh Qadra

7100/66 AV
8401 AV

母性看護CAJ

一新生児看護を中心として‑の試用

Softwar e

Macromedia Director

4. 0

Strata STUDIO Pro 1. 5 ∫

1.母性看護学へのCAI採用の意図

母性看護学は発達段階だけでは分類しきれ

AdobePhotoshop
AdobePremiere
AldusSuperPaint

2.5J
4.0
3.5J

ないリプロダクションを中心とした領域を取
り扱っている.妊娠･分娩･産樽各期および
胎児･新生児という最もダイナミックな生理

的変化を中心に展開されている.また,身体

2,母性看護学CA)のコースウェアの概要

今回のCAIは,正常分娩のビデオと並行
して展開されるようになっている.内容は,
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(開始画面)

1
(メニュー画面)

*システム利用学習のインストラクション等

*分娩
*新生児の状況
*家族

から選択

*その他

1
*映像表示〔芸翌/PE慧芸過

ビテサ画面から
クリノクで選択

〔軍書こ説明

図3

新生児看護教育コースウエアの概要

コンピュータ･マウスの操作についてのオリ
エンテーション画面から開始している. ｢リ

ンゴをドラッグしてサルの持っている篭に運
ぶ｣というウオーミングアップを行わせた.

これはコンピュータゲームなどの実生活面で
のコンピュータの取り込みができていても,

まだまだコンピュータ操作の経験が不十分な

学習者には必要と思われ設定した.次にコー
スウェアの扉としての画面.続いてメニュー
図5

画面で7種類のコースの選択を可能にし

画面例:コース選択

た5･6).これは,各単元が終了するとまたこ

の画面に戻るようにしてあり,学習の終了や

続行も学習者の意図に応じられるようになっ

ている.

各コースは,出生直後の新生児のビデオ画

像の経過に沿って看護の経過を提示し,項目
の知識の解説･問題集･回答･回答の解説を
組み込んでいる7).

3.母性看護学CAJの試用

1)対象:母性看護学臨床実習終了後の当
短期期大学部看護学科3年生30名.
2)方法:パーソナルコンピュータ,スタ

ンドアロンによる個別学習.

コンピュータを解放し,放課後等自由時間
を活用した.
図4

画面例:マウスの練習

3)調査内容:CAI後に質問紙による.
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表2

段階 項目 在 倡h*B

CAJ学習後の使用感. 5段階評価

少し思う

5

x+

.x,h.

h,

"

2

少し思わない 倡h.ﾘ,

茶S

R

(16.7)

茶c

5

茶

釘

2

(13.4)

③画面内容の 展開は分かりや すかつたn=30

3.90

(16.7)

4.17
茶2

"

茶b縒

ll 迭

6)図.アニメー

茶#偵"

(20.8)

とによってよく 理解できたn=26 茶Cb

(30.8) 茶

(釘能率的に学習
できたn‑26

茶2繧

5

(19.2)

茶3

⑦もう一度学習
したいn‑26

茶32

茶#

澱

(46.6)

茶

"

8

R紕

(7.7) 茶

迭

b縒

釘

4.15

2.73

0

3.93

茶b縒

5

(16.7)

3.70

茶

(彰もう一皮学習したい.

想を以下の8項目について｢思う｣ ｢少し思

(参自己学習に適していた.

｢思わない｣の5段階評価とその理由を求め

4.17

2

内容は, CAIの経験の有無の他, CAIの感

う｣ ｢どちらとも言えない｣ ｢少し思わない｣

1

茶r縒

澱

(0.0)

14

7 迭

10

(38.5)

茶#

4.10

(0.0)

唐

繧

12

(40.0)

(む自己学習に適
しているn‑30

茶B

ションを見るこ

2

(0.0)

(彰ビデオや写真 を見ることによ って問題や解説 がよく理僻でき たn‑24 免ﾂ

(45.8)

平均

茶b縒

4

茶b縒

茶3b縒

4

(13.3)

5

(16.7)

(40.0)

"

1

(参楽しく学習
できたn‑30

ﾋ

釘

(丑マウス操作は
簡単だったn=30
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また,講義･臨床実習との比較についても
尋ねた.

た.

4)結果

(丑マウス操作は簡単だった.

CAIについて,知っていた25名83.3%,

②楽しく学習できた.

知らなかった5名16.7%,であった. CAI

(参画面内容の展開は分かりやすかった,

経験者は1名3.3%であり,学習の所要時間

(彰ビデオや写真を見ることによって問題や解

は平均40分間であった.

説がよく理解できた.
i)図･アニメーションを見ることによってよ

く理解できた.

⑥能率的に学習できた.

(ヨマウス操作は簡単だった.
｢思う｣15名50. 0%, ｢少し思う｣ 5名16. 7%,

｢どちらとも言えない｣ 4名13.3%, ｢少し
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思わない｣ 4名13.3%, ｢思わない｣ 2名

であった.平均4.15であった.肯定的での理

6.7%であった.平均3.90であった.

由はなく,否定的では｢動きが遅いのでイラ

理由は肯定的では｢キーボードをたたくより

イラする｣等機能面での意見があった.

は楽｣ ｢操作したことがある｣否定的では
｢めんどうくさい｣ ｢うまく動かなかった｣

等であった.

②楽しく学習できた.

(釘能率的に学習できた.
｢思う｣ 1名3.8%, ｢少し思う｣ 5名19.2%,

｢どちらとも言えない｣ 8名30.8%, ｢少し
思わない｣10名38. 5%, ｢思わない｣ 2名7. 7%

｢思う｣18名60. 0%, ｢少し思う｣ 5名16. 7%,

であった.平均2.73であった.

｢どちらとも言えない｣ 2名6.7%, ｢少し思

理由は｢ポイントが絞ってあるのでわかりや

わない｣ 4名13.4%, ｢思わない｣ 1名3.3%

すい｣ ｢見るべき項目が系統立てているので

であった.平均4.17であった.理由は｢図が

学習しやすいが,その分限られている｣ ｢操

出ておもしろかった｣ ｢画面がきれい｣否定

作が不慣れ｣等肯定･否定が混在していた.

では｢実習で疲れていた｣等であった.

③画面内容の展開は分かりやすかった.
｢思う｣ 12名40. 0%, ｢少し思う｣ 11名36. 7%,

｢どちらとも言えない｣ 5名16.7%, ｢少し

(かもう一度学習したい.
｢思う｣ 10名33. 3%, ｢少し思う｣ 12名40. 0%,

｢どちらとも言えない｣ 6名20.0%, ｢少し
思わない｣ 0名0.0%, ｢思わない｣ 2名6.7%

思わない｣ 2名6. 7%, ｢思わない｣ 0名, 0. 0%

であった.平均3.93であった.

であった.平均4.10であった.

理由は肯定的では｢楽しく学習できる｣

理由は肯定的なものでは｢確認‑テスト‑確

｢もっといろんな教科で慕い｣,否定的では

認の形式でわかりやすかった｣ ｢見やすい｣

｢面倒に思える｣ ｢実習のほうが実践的｣で

｢復習という形でわかりやすかった｣,否定
では｢見ていくうちにわからなくなってき
た｣等であった.

(彰ビデオや写真を見ることによって問題や
解説がよく理解できた.
｢思う｣11名45. 8%, ｢少し思う｣ 7名29. 2%,

あった.

⑧自己学習に適している.
｢思う｣ 6名20. 0%, ｢少し思う｣14名46. 6%,

｢どちらとも言えない｣ 5名16.7%, ｢少し
思わない｣ 5名16. 7%, ｢思わない｣ 0,0.0%

であった.平均3.70であった.理由は肯定的

｢どちらとも言えない｣ 5名20.8%, ｢少し
思わない｣ 1名4.2%, ｢思わない｣ 0名0.0%

であった.平均4.17であった.

理由は肯定的では｢映像があると頭に残る｣
｢イメージしやすい｣,否定的では｢特に理

解が促されたとは思わない｣等であった.
(9図･アニメーションを見ることによって

よく理解できた.
｢思う｣ 12名46. 2%, ｢少し思う｣ 8名30. 8%,

｢どちらとも言えない｣ 4名15.4%, ｢少し
思わない｣ 2名7.7%, ｢思わない｣ 0名0.0%

図6

画面例:頭部計測の手順(ビデオ)
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表3
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質問項目①〜⑥の評価合計との関係
Ⅹ2=9.3

･｢もう一度学習したい｣ 儷ygｹ

B

思わない

思う

釘

18.5

24.6

Ⅹ2‑3.3

･｢自己学習に適している｣ 儷ygｹ
釘

どちらとも言えない
思う

p<0.01

20.5

どちらとも言えない

思わない

df‑2

評価平均

b

B

df‑2

NS

評価平均

20.8

釘

21.8

24.2

に映し出されることで｢目で確かめることが
できる｣ ｢何度も確認できる｣ ｢自分のペース
で学習できる｣があり, ｢質問ができない｣

｢教科書以外の話が開けない｣等が欠点とし
て挙げられていた.

臨床実習との比較では,利点として｢実習
を思い出せる｣ ｢落ち着いて見ることができ
る｣ ｢繰り返し学べる｣,欠点として｢実際に

経験する方がやはり強い｣ ｢様々な症例を経
図7

画面例:頭部計測､問題(3D)

験できない｣｣等が挙げられていた.
5)考察

なものでは｢楽しくでき,わかりやすい｣

｢何度でも繰り返しできる｣,否定では｢こ

れだけでは不十分｣等であった.

印象に残った画面では,頭蓋骨3Dよる

マルチメディアCAIは,より高度なKR8)

を載せることが可能であり,母性看護臨床実
習においての受け持ち症例･臨床実習時間等
に関する問題を解消するための修得教材9)と

新生児の頭蓋骨や体の各部の表示･ビデオの

して有用であるという仮説の下に今回のコー

順で挙げられていた.

スウェアの開発にあった.このコースウェア

また,対象者は少ないが,質問項目の⑦も

の評価を, CAIの基本的な考え方である｢個

う一度学習したい, ⑧自己学習に適してい

別学習に適している10)｣ということを, CAI

る,を学習者の総括的意見として捉え質問項

で｢一人で学べる｣ ･ ｢学習意欲がわく｣と言

目の①〜⑥の評価合計との関係をみてみた.

う視点より考察してみる.

⑦もう一度学習したい,と評価合計の間に

まず｢一人で学べる｣は,操作性の質問項

Xz‑9.3の関係があった.一方, (参自己学習

目の①マウス操作は簡単だった,からみてみ

に適している,は関係がなかった.

る. ｢思う｣ ｢少し思う｣が66.7%であり,支

講義との比較では,利点として実際を画面

持理由として｢操作したことがある｣ ｢単純
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表4

母性看護CA】と講義･臨床実習との比較､自由記載
∩‑30

利点

･講義との比較

俯

(名)

佇y5

n(*ｨ,X*ｸ,

"

日で確かめることができる(6)
ポイントがしぼつである(4) 仆8怦

決､ ,ﾉ (*ｨ､ｨ* , "

ﾝｸ,佝 ﾋ +x.兩ｸ*ｩZｨ*

(+x*" 2
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作業だから｣ ｢キーボードをたたくより楽｣

分かる･画面の見やすさの3つをを満たして

であり,否定理由として｢めんどくさい｣

いることと考える.そこで,質問項目の③画

｢思うように動かない｣を挙げていた.これ

面内容の展開は分かりやすかった, ④ビデオ

は,コンピュータ操作をマウスのみで設計し

や写真を見ることによって問題や解説がよく

たことに対する支持ではあるが,コンピュー

理解できた, ⑤図･アニメーションを見るこ

タ操作を困難と感じていたこと,コンピュー

とによってよく理解できた,でみてみる.ま

タに手が出にくい傾向であったこと11)を示

ず, ③画面内容の展開は分かりやすかった,

す.これは,平均3.90と8項目中6番目であ

では｢思う｣ ｢少し思う｣が76.7%であり平

ることからも考えられる.将来生活の中での

均4.10と質問項目内では4番目であった.普

コンピュータの益々の普及や情報教育によっ

た, ④ビデオや写真を見ることによって問題

て解消される項目であると考える.また,質

や解説がよく理解できた,は｢思う｣ ｢少し

問項目の②楽しく学習できた,の支持理由に

思う｣が75.0%であった. ⑤図･アニメー

マウス操作に対するウオーミングアップ画面

ションを見ることによってよく理解できた,

が挙げられていた.コンピュータ操作への抵

では｢思う｣ ｢少し思う｣が77.0%であっ

抗の解消の一つにゲームの導入が有効である

た.質問項目の④･⑤は共に平均が高く画面

ことを確認した.しかし,質問項目の(㊧能率

の見やすさを支持していた.しかし,画面展

的に学習できた,は平均2.37と一番低かっ

開の遅さやアニメーションの動きのぎこちな

た.その理由に｢コンピュータに慣れていな

さを指摘していたものもあった.これらよ

い｣ことが多く挙がっており,一人で学べる

り,画面精度を上げていくことはもとより,

には,コンピュータ環境の整備の必要性も伺

限られたコンピュータの容量をふまえ,マル

われた.

チメディアの特性を駆使し,コンピュータで

次に｢学習意欲がわく｣は,何を学習して

しかできない表現の工夫つまり｢何をどのよ

いるかが分かることであり,要件としてコー

うに,どのような方法｣で画面提示するか

スウェアの展開が分かる･学習の提示内容が

が,コースウェア作成上の課題であることが
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明らかになった.その上,学習者のニーズに

ビュータ機能を駆使したことより臨床実習に

応じた学習目標の妥当性の検討12)が必要であ

近い臨場感,疑似体験,詳細な解説を伴った

ると考えた.

内容で｢臨床実習より丁寧で分かりやすく｣

また,質問項目の(参楽しく学習できた,は

を目的としていたが,学習者の意見は,臨床

｢思う｣ ｢少し思う｣が76.7%であり,平均

実習場面が,患者個人の問題･患者と家族･

は項日中1位であった.支持理由は興味をそ

友人･医療従事者等の人間関係･疾病の状態

そられているのではなく,画面精度に対する

等の統合された,奥の深い計り知れない真剣

ものであった.また, ③能率的に学習でき

勝負の場面であることを示していた.つま

た,では｢思う｣ ｢少し思う｣が23.0%であ

り,どれだけコンピュータ技術が発達して

り,平均2.73の最下位であった.

ち,単に見るのと肌で感じるとでは見え方が

質問項目の⑦もう一度学習したい,は｢思
う｣ ｢少し思う｣が73.3%で平均は5位で
あった.この理由にコンピュータそのものへ

違う16)のでありCAIが臨床実習に取って替
わるものではないことを再確認した.

また,講義との比較でも,実際を画面に映

の抵抗や,マウスの｢操作の不慣れ｣ ｢画面

し出されることで｢日で確かめることができ

展開が遅い｣ ｢同じコースを繰り返した｣ ｢深

る｣ ｢何度も確認できる｣ ｢自分のペースで学

く考える時間がない｣等,コンピュータの不

習できる｣がありCAIの利点である個別学

慣れから起きていると考えられた.

また,質問項目の⑧自己学習に適してい

習の効果が,受け止められていたが, ｢質問
ができない｣ ｢教科書以外の話が開けない｣

る,は｢思う｣ ｢少し思う｣は66.6%であり

があった.ここでもやはりCAIが,講義に

平均3.70で7位であった.支持理由から,繰

取って替わるものではなく,講義では知識･

り返すことが不可能な症例の経過や緊張感が

技術の教授以外に,その基となり得る役割が

強い臨床実習場面での学習項目には, CAI

ある17)ことを再確認した.

の採用が適していると考えられた.しかし,

この内容だけでは不十分,時間がかかる等の
否定理由よりここでも,コースウェア作成に

まとめ
マルチメディアCAIの試用により以下の

おいて設計としての情報提示のフェーズと反

ことが明らかとなった.

応制御のフェーズの予測13‑1∠l)されたものと,

1.マルチメディアCAIによって,知識･

学習者が飽きることなく学習できるような学
習者のニーズの把握が必要であると考える.

技術の確認ができる.
2.マルチメディアCAIは学習者により正

しかし,評価合計との関係より自己学習には

確に知識を与えることができる.

不十分と考えられるが,一人当たりのCAI

3.マルチメディアCAIは,学習意欲を盛

の学習時問が平均40分間であること15)より,

り上げることができる.

全く否定できるものではなく,むしろ質問項

4.これらより,マルチメディアCAIによっ

目の⑦もう一度学習したい,と評価合計の関

て,より個別学習が可能である.

係より,学習意欲を盛り上げることで,個別

学習が可能であると考える.
次に,臨床実習との比較であるが,コン

さらに,講義･臨床実習･CAIの組み合

わされ互いに補完した教育が重要である.
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ことを可能とし,学習者の主体性を生む結果と

おわりに
急速に発達していく社会に対応するために
効果的な母性看護教育を目指し,高度になっ
たコンピュータ環境よりCAIを開発･試用

なる.開平直子他,第10回医療情報学連合体会
論文集, 519‑520, 1990. CAIによる助産婦教

育,に報告している.

6)コースウェアを学習目的別に,例えば国家

試験にはドリル型を,系統的な患者理解にはシ

した.これまでのCAIの開発は,どちらか

ミュレーション型,と使い分けることが教育効

と言えばコンピュータのメディアの制約も

果を上げる.宮田久枝他,日本助産学会誌,

あって試みに終わっている傾向にある.本研

(1) :28‑34, 1989. CAI助産婦教育システム

究でもコースウェアの評価を情意的調査で

の評価,に報告している.

行っており,また対象者も少ない.今後認知

7)コースウェアに解説･ヒント･即時回答機

的評価を多くの対象者に行うことが課題であ

能･を設定することが,学習の意欲をもり立て
る.また,正しい知識の習得に有効である,莱

る.

田昌代他:第63回医療情報システム研究会,

本研究にあたりコースウェアを作成頂まし

た鈴鹿医療科学技術大学河村徹郎先生をはじ

No.63.1990.助産婦教育CAI,に報告してい
る,

め平成7年度卒業生の方々,御指導頂ました

8) KnowlegeofResultの略.教師が学生に対

諸先生に感謝致します.

してまず説明や発間および指示を行う.学生が
それに反応する.そして,教師から学生の反応
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