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3週間の精神科看護実習における体験過程
‑学生の自己評価からみた患者･自己･関わり方の理解の変化‑
近藤浩子1),内藤哲雄2),麻原きよみ1),大柴弘子3)
Stlldy of the learning process in three weeks of psychiatric n一lrSing practice: students'

self‑evalllatioI1 0f level of understanding in the areas of self‑awal.eness,patient behavior
and the therapelltic relationship.

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the improvement of students'level of

understanding during the three weeks of psychiatric nursing practice. Weekly eighty
students evaluated themselves on their self‑awareness, their comprehension of patient

behavior and the quality of the therapeutic relationship.

As a result of this self･evaluation system, according to the students, their level of
understanding improved in all three areas after three weeks. T‑test comparisons of
students'level of understanding after the three weeks indicated significant differences.

However, the rate and degree of improvement varied.

We concluded as follows; (1) students'self‑awareness developed from the initial
self‑Conscious stage to a greater awareness of others'perception of their behavior, and then
on to an objective, professional attitude and performance, (2) the comprehension of
patient behavior evolved from a superficial observation of the patient to a more empathetic
awareness of the patient's values, motivation, and the nature of the patient's illness, and
(3) the quality of the therapeutic relationship changed from concern about the patients'
feelings in general, to a more constructive approach to create a comfortable atomosphere,
responding to each patient's needs.

キーワード:精神科看護実習,患者理解,自己理解,関わり方の理解,プロセス
Key Words: psychiatric nursing practice, patient understanding, self‑awareness, under‑
standing of therapeutic relationships, Process
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神科看護実習における理解の変化を分析した
は

じ

め

に

結果についてはすでに報告した2)｡この結果

精神科看護実習では,患者一看護者関係を

からは,学生の患者･自己理解がまだ表面的

理解することが重要な目的になっている｡そ

なレベルにとどまっており,看護者としての

れは精神科看護そのものが,人間関係を基盤

役割を意識化し,意図的･積極的な関わりを

に成り立つものだからである｡ペプロウ1)に

持つのは困難であることが明らかになった｡

よれば,看護とは有意義な,治療的な,対人

またこの尺度を用いた自己評価の意義として

的プロセスであるという｡そして看護婦と患

紘,学生に内省の機会ができる,評価項目が

者が,お互いを同等ではあるがまったく異な

学生に意識づけられ実践に生かされる,理解

る人間として,また問題の解決にともにあず

の深まりや態度の変化を視覚的に見られる,

かる人間として,知り合い尊敬しあうように

という3点が明らかになった3)0

なるとき,看護のプロセスは教育的･治療的
なものになるという｡

精神科看護実習の体験によって,学生に理
解の変化がみられることについては,過去に

ところが学生にとって,患者と人間関係を

もいくつかの報告がある4‑6)o Lかしその内容

築くことは容易ではない｡実習当初には多く

は主に精神障害者に対するイメージの変化で

の学生が,精神疾患をもつ患者と1対1で接

あり,患者‑看護者関係の理解の変化につい

することに不安や緊張感を持っている｡患者

ては言及していない｡

と何を話したらよいかとあらかじめあれこれ

当校では,学生が自己洞察をしながら患者

考えて,苦労しながら関わりを持ち始める｡

理解を深め,看護者としての治療的関わり方

やがて､実習が進むに連れ,日常生活の援助

を学ぶことを目標にして, 1989年度から精神

をしたり,一緒にレクリエーションを楽しむ

科看護実習をこれまでの2週間から3週間に

ことを通して,学生は患者の様々な面を知る｡

変更した｡それは,学生が患者と信頼関係を

そして患者を,患者としてというより1人の

築く過程を大事にしながら看護を実践するに

人として認めるようになると,不安や緊張が

紘, 2週間という実習期間は短かすぎるため

和らいで関わり方も変化してくる｡実習の終

である｡そこで今回は, 3週間の精神科看護

わり頃には,学生自身がありのままに接する

実習における学生の理解の変化を,患者･自

ことが,患者にとっても負担が少なく,安心

己･関わり方の3側面から分析したので,そ

して話せる関係なのだということに気づき,

の結果を報告する｡

自然な接し方ができるようになる｡

研究目的

したがって精神科看護実習において,上述
のような患者一看護者関係を,学生自身に意

3週間の精神科看護実習において,内藤

識化させながら促進することが,教育的にみ

ら2)による｢患者･自己･関わり方の理解に関

て有効であるといえよう｡そこで内藤ら2)紘,

する尺度｣を使用し,毎週学生に自己評価さ

学生に患者一看護者関係を意識づける教育方

せた｡その結果を, ㊤患者理解, ⑧自己理解,

法の1つとして,学生の自己記入方式による

⑥関わり方の理解の3つのカテゴ1)一に整理

｢患者･自己･関わり方の理解に関する尺度｣
を作成した｡この尺度を使用し, 2週間の精

し,実習1週臥

2週目, 3週目それぞれの

評定値を評価項目毎に比故検討する｡また評
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また評価項目の内容による理解の深まり方の

患者の表情や行動を認知し,患者の言動の

違いを明らかにし,理解の深まるプロセスに

意味を考え,そこに含まれる欲求や価値観を

ついて考察する｡

理解しようとする態度のことである｡また疾

患理解や病状把握も含む｡
方

法

1.対象者
1991年度精神科看護実習学生80名｡

2.評価の手続き
実習1週目, 2週目, 3週目の各金曜日(実

習5日目)の実習プログラム終了後,評価用

2. ｢⑧自己理解｣

自分の言動を意識的に捉え,言動の背後に

ある欲求や価値観に気づくことである｡また
自分の性格について関心を持ち,新たな自分
を発見することも目指すものである｡
3. ｢⑥関わり方の理解｣

紙を配布し,その場で学生に評定させて回収

患者一看護者関係を理解する一助として,

した｡所要時間は約15分である｡実習3週目

自分の言動が患者に与える影響を振り返りな

には,評定終了後に3週間分の評価用紙を学

がら,意図的･意識的･積極的な関わり方を

生各自に返し, 3週間の自分の変化を振り返

する態度のことである｡これには,患者に応

らせた｡

じた関わり,話しやすい雰囲気作り,相手の

3.評価項目の内容

気持ちの配慮,患者のニーズの把櫨など,看

評価尺度は内藤ら2)の｢患者･自己･関わり

方の理解に関する尺度｣を使用した｡これは
｢④患者理解｣に関するもの, ｢⑧自己理解｣
に関するもの, ｢⑥関わり方の理解｣に関する

護者としての役割の理解に関するものも含
む｡

実習プログラムの概要

ものから構成され,それぞれが8項目ずつ含

当校では,大学病院の精神神経科病棟にお

まれている｡実際の評価用紙には,この24項

いて,学生10人づつのグループ単位で, 3週

目が順不同に並べてある｡評定方法は, ｢全く

間(遇5日間)の精神科看護実習を行ってい

そうは思わない｣から｢非常にそう思う｣の

る｡実習目標は, 1.精神障害を持つ患者‑

7段階評定(図1,図2,図3参照)で,そ

の理解を深める, 2.援助方法を学ぶ, 3.

れぞれ該当する位置に学生が○印をつけるよ

患者との相互関係の中で自己洞察する, 4.

うになっている｡

チーム医療を理解する, 5.社会資源の活用

4.集計方法

方法を知るの5つである｡

学生80人の評定を, 1点から7点の得点で

実習方法は,学生2名が1組のペアになり

表し, 1週目, 2週目, 3週目それぞれにつ

各病室を担当する｡担当病室の中から1名の

いて評価項目別に平均値を算出した｡この週

患者を,各学生の受け持ち患者として決める｡

別項目別の平均値を,対応のある場合のt検

これは病棟スタッフと学生の了解事項であ

定で検討し,実習経過にともなう評定の推移

り,患者には伝えていない｡学生は,日常生
活の援助,散歩やベッドサイドでの会話,ス

をみた｡

各尺度の定義と機能
1. ｢⑧患者理解｣

ポーツやトランプ等のゲームを行いながら

個々の患者と関わる｡また週1回の病棟レク
リエーションに参加し,このうち実習2週目
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のレクリエーションについては学生が企画,

立場または相手(患者)の立場に立って,ち

実施,評価を行う｡

し自分がこの場面にいるとしたら,相手の言

カンファレンスは週3回行い,その主な内

動をどのように受けとめ,またどう反応する

容は以下の通りである｡ 1週目は個々の患者

かという課題にもとづいてディカッショソを

の生育歴や病歴の紹介,観察や看護のポイン

行う｡

ト,薬物療法の知識などについて行う｡ 2週
結

日は,学生が関心を持った事例を上げて,患

果

者の生育歴や家族関係,症状の捉え方と援助

項目別週別に算出した評定の平均値を｢④

方法などのテーマについて医師から講義を受

患者理解｣ ｢⑧自己理解｣ ｢⑥関わり方の理解｣

ける｡ 3週目は実習で体験したことや感想に

の3カテゴリーに分けて図1,図2,図3に

ついて話し合う｡またプロセスレコードを用

示した｡図中に示した評価項目の順序は, 1

いたカンファレンスを毎週1回行う｡これに

週目の平均値が高いものから順に並べ変えて

は学生全員が必ず事例提出者としての体験を

ある｡また項目別に各週毎の平均値の差を検

する｡方法としては,事例を捷出した学生の

定し,その結果を表1,表2,表3に示した｡

全‑そうは思わない ‑

かなりそうは思わない 2

や そうは思わない 3

どちらともいえない 4

かなりそう思う 6

や そう思う 5

A｣.それぞれの患者の態度や行動の違いに
関心を持つようになった｡
A‑2.患者の表情やしぐさ､またその変化に
注意が向くようになった｡

○

A‑3.患者の言動の意味を､より深く考える
ようになった｡

A‑4.患者の立場に立って理解しようとする
姿勢が強まった｡

A‑5.患者l人l人の価値観や物の考え方を
理解しようとするようになった｡

A‑6.患者の言動を通じて相手の欲求を読み
とろうとするようになった｡

A‑7.患者の言動を通じて､病気の状態を考
えるようになった｡

A‑8.患者自身が気づいていない欲求につい
○

剪

ても考えられるようになった｡
〇･‑‑l週目

●‑‑･2週目

◎‑‑3週目

図l ｢④患者理解｣に関する各項目の平均値およびその変化

非常にそう思う 7
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う思う)という突出して高いレベルに,表情

(1) 3週間の平均値の推移

やしぐさの変化への注意(A‑2)があった｡ま

図1に明らかなように, 3週間の平均値は

た2週目にわずかな変化しかみられなかっ

J型に並んでおり,これは1週目から3週日

た,患者の立場に立つ(A‑4), 1人1人の価

までほぼ同型のまま右に移行していた｡ 8項

値観や考え方を理解する(A‑5)の2項目が伸

目の中ではA‑8がかなり低いレベルにあっ

びて, A‑2以外の項目とほぼ同レベルに並ん

た｡またA‑2とA‑8の平均値が1週日から3

だ｡さらに,ずっと低いレベルにあった患者

週日にかけて大きく伸びているのが目立っ

自身が気づかない欲求を考える(A‑8)も4点

た｡

を越え,肯定的評価になった｡

(2)週別項目別の平均値のレベル

(3)項目別にみた3週間の変化

図1の1週日をみると,すでに5点(やや

表1に示すように, 1週日の平均値と3週

そう思う)を越えた高いレベルに,患者個々

目の平均値の差の検定では, 8項目すべてに

の態度や行動の違いへの関心(A‑1)があっ

有意差が認められた｡また1週目と2週目の

た｡一万, 3点(ややそうは思わない)に達

検定では7項目に, 2週目と3週日の検定で

しないかなり低いレベルに,患者自身が気づ

は6項目に有意差が認められた｡

かない欲求を考える(A‑8)があった｡ 2週目

図1および表1の結果から,変化のパター

をみると高いレベルにあったのは, A‑1およ

ンを以下の3群に大別し,各項目を整理した｡

び表情やしぐさの変化への注意(A‑2),言動

第1群は実習全期間を通して継続的かつ比較

の意味を深く考える(A‑3)の3項目であり,

的大きな変化がみられたもので,表情やしぐ

続いて言動から欲求を読みとる(A‑6),言動

さへの注意(A‑2)と,患者自身が気かない欲

から病気の状態を考える(A‑7)の2項目が高

求(A‑8)の2項目が含まれた｡また大きな変

くなっていた｡ 3週目では, 6点(かなりそ

化ではないが,病気の状態を考える(A‑7)ち

表l : ｢④患者理解｣に関する項目別週別の平均値の差

患者理解に関する項目内容

平均値の差の検定
&ﾈ,ﾈﾛx,ﾈﾉ . 平均値の差の検定
Imｨ,c8 Imｨ,ﾂ兌ﾘｼ
1週目と2週日の
Imｨ,c8 Imｨ,ﾂ
t値

悠&ﾂ

A‑1.患者個々の態度や行動への関心 釘繝R｢｢｢
A‑2.表情やしぐさの変化への注意 唐纉r｢｢｢
A‑3.言動の意味を深く考える
A‑4.患者の立場に立つ

B｢｢｢

A‑5.1人1人の価値観や考え方
A‑6.言動から欲求を読みとる

迭

A‑7.言動から病気の状態を考える 澱
A‑8.患者自身の気づかない欲求

3.56***

ｳs2｢｢｢

4.38***
2.43%

繝r"｢
R｢｢｢

｢｢｢

澱經r｢｢｢

經r

7.04*… 滴

釘縱2&

迭

t値

r

纉R｢｢｢

1.43

3.78***

紊弔"
紊2｢

3.26ささ
4.17***
書P<.05

經B｢
緜B｢｢｢

*串P<.01

ささネP<.001
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継続的な変化をしていた｡第2群は主として

すると2週目はジグザクになっており, 3週

実習前半に変化がみられたもので,個々の態

目は傾きが垂直に近づいていた｡またB‑6･

度や行動の違いへの関心(A‑1),言動の深い

B‑7･B‑8の1週目の平均値は目立って低い

意味(A‑3),欲求の読みとり(A‑6)の3項

が,これらの項目は大きく伸びて, 3週目に

目が含まれた｡第3群は主として実習後半の

は他の項目とほぼ同レベルになっていた｡

変化がみられたもので,患者の立場に立つ(A

(2)遇別項目別の平均値レベル

‑4),価値観や考え方を理解する(A‑5)の2

図2をみると, 1週目の平均値がすでに5

項目が含まれる｡これらはいずれも有意に変

点以上の高いレベルにあった項目は,自分の

化していた｡

言動の受けとめられ方に注意する(B‑1)で

2. ｢⑧自己理解｣に関する項目

あった｡その一方で, 4点に達しない否定的

(1) 3週間の平均値の推移

評価に,新たな自分の発見(B‑8)があった｡

図2に明らかなように, 3週間の平均値は

2週目の高いレベルには, ち‑1および関わり

やや左下がり型を示し,全項目が週の経過に

を通じ自分自身を意識する(B‑2),自分の性

ともなって右に移行していた｡ 1週目と比較

格を知ろうと思う(B‑3)の3項目があり,吹

全‑そうは思わない ‑

かなりそつは思わない 2

や そうは思わない 3

や そう思う 5

どちらともいえない 4

かなりそう思う 6

B‑J.自分の言動を相手がどう受けとめるか
について注意するようになった｡
B‑2.患者との関わりを通じて自分自身につ
いて意識するようになった｡
B‑3.自分の性格についてもっと知ろうと思
うようになった｡

8‑4,患者の治療･看護の成果は､自分のあ

り方(価値観､態度等)が影響すると

●｢

考えるようになった｡

B‑5.自分の価値観や偏見について意識する
ようになった｡

B‑6.自分自身が意識していない自分の言動
に気づくようになった｡
良‑7.自分の言動の背後にある欲求について
考えるようになった｡

B‑8.今まで気づかなかった自分自身を発見
できた｡
○‑‑l週目

●‑‑2週目

◎‑‑3週日

図2 ｢⑧自己理解｣に関する各項目の平均値およびその変化

非常にそう思う 7
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いで自分の言動の背後にある欲求を考える

の3項目が含まれた｡また自分の性格を知る

(B‑7)が高くなっていた｡また意識してない

(B‑3)紘,大きくはないが継続的な変化をし

自分の言動に気づく(B‑6),新たな自分の発

ていた｡第2群は主に実習前半の変化が大き

見(B‑8)も大きく伸びて他の項目に近いレベ

いもので,自分の言動の背後にある欲求を考

ルになった｡一方, B‑1･B‑4･B‑5はほとん

える(B‑7)が含まれた｡第3群は主に実習後

ど同じ値であった｡ 3週目では,各項目間の

半に変化が生じたもので,自分の言動の受け

平均値の差が縮まり, 8項目とも高いレベル

とめられ方(ち‑1)と,価値観や態度の看護へ

になった｡また2週日に変化のみられなかっ

の影響(ち‑4),価値観や偏見の自覚(B‑5)

た,価値観や偏見に関する項目(B‑4･B‑5)

の3項目が含まれた｡これらはいずれも有意

が伸びていた｡

に変化していた｡
3. ｢⑥関わり方の理解｣に関する項目

(3)項目別にみた3週間の変化

(1) 3週間の平均値の推移

表2に示すように, 1週目と3週目の平均

値の差の検定では, 8項目すべてに有意差が

図3に明らかなように, 3週間の平均値は

認められた｡また1週目と2週目の検定では

ゆるやかなJ型を示しており,週の経過とと

5項目に, 2週目と3週目の検定では7項目

もに右に移行していた｡ 2週目は他の週と比

に有意差が認められた｡

較するとC‑6が右に突出していた｡またC

図2および表2の結果から,変化のパター

‑7･C‑8は, 3週間を通じて他の項目よりレベ

ンを以下の3群に大別し,各項目を整理した｡

ルが低かった｡しかしC‑8はC‑6と同様に, 1

第1群は実習全期間を通して継続的かつ比較

週目から3週目にかけて伸びが目立った｡

的大きなな変化がみられたもので,自分自身

(2)週別項目別の平均値レベル

を意識する(B‑2),意識してない自分の言動

図3の1週目をみると,平均値が高いのは

関わりを意図的･意識的にしなければならな

に気づく(B‑6),新たな自分の発見(ち‑8)

表2 : ｢(診自己理解｣に関する項目別週別の平均値の差

自己理解に関する項目内容

平均値の差の検定
&ﾈ,ﾈﾛx,ﾈﾉ . 平均値の差の検定
Imｨ,c8 Imｨ,ﾂ兌ﾘｼ
1週目と2週目の
Imｨ,c8 Imｨ,ﾂ
t値

悠&ﾂ

B‑1.自分の言動の受けとめられ方

R｢｢

t値

1.02

緜r｢｢

B‑2.関わりを通じて自分を意識する 途縱

｢｢｢

B‑3.自分の性格を知ろうと思う

｢

2.05*

"｢｢

0.22

纉

B‑4.価値観や態度の看護への影響

ち‑5.自分の価値観や偏見を自覚する 釘繝r｢｢｢
B‑6.自分の無意識な言動に気づく

澱

B‑7.自分の言動の背後にある欲求

澱

B‑8.新たな自分の発見

途經B｢｢｢

｢｢｢
弔｢｢

4̲72*" 釘縱

｢"

R｢

緜"｢｢｢

1.10 釘紊b｢｢｢
2.69**

緜

5.48***

4.76孝串*
*P<.05

釘

"P<.01

｢｢｢

R
弔｢｢
"*P<.001
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全‑そうは思わない ー

かなりそうは思わない 2

ややそうは思わない 3

どちらともいえない 4

かなりそう思う 6

や そう思う 5

非常にそう思う 7

C｣.患者との関わりを意図的･意識的にし
なければならないと思うようになっ
た｡

○

C‑2.もっと積極的に患者と関わろうと思う
ようになった｡

C‑3,自分の言動が患者にどのような影響を
与えるか振り返れるようになった｡
C‑4.それぞれの患者に応じた関わりをもと
うとするようになった｡
C‑5 ,患者の話しやすい雰囲気を作ろうとす
るようになった｡

C‑6.患者の気持ちを配慮して､関われるよ
○

うになった｡

C‑7.看護者としての役割を考えて関わろう
とするようになった｡
C‑8.患者のニーズに応じられるようになっ

O i

凵｡

た｡

○‑‑I週目

●‑‑2週目

◎‑‑3週目

図3 ｢(臣関わり方理解｣に関する各項目の平均値およびその変化

い(C‑1),積極的に関わろうと思う(C‑2)の

いレベルではあるが, 3週目に初めて4点を

2項目であった｡次に自分の言動の影響を振

越え肯定的評価になった｡

り返る(C‑3)と,個々の患者に応じて関わる

(3)項目別にみた3週間の変化

(C‑4)が続いていた｡しかし4点に至らない

表3に示すように, 1週目と3週目の平均

否定的に評価に,看護者としての役割を考え

値の差の検定では, 8項目すべてに有意差が

る(C‑7),患者のニーズに応じられる(C‑8)

認められた｡また1週目と2週目の検定では

があった｡ 2週目は1週目の上位5項目がほ

4項巨=こ, 2週目と3週目の検定では8項目

とんど同じ値のままであったのに対し,患者

に有意差が認められた｡

の気持ちの配慮(C‑6)が大きく伸びて,上位

図3および衰3の結果から,変化のパター

5項目と並んだ｡患者のニーズ(C‑8)も平均

ンを以下の3群に大別し,各項目を整理した｡

値がかなり上がったが,まだ否定的評価で

第1群に含まれる,実習全期間を通して継続

あった｡ 3週目は, C‑2･C‑3･C‑4･C‑5の4

的かつ比較的大きな変化がみられた項目はな

項目の平均値が上がり,上位6項目がほぼ並

かった｡しかし看護者としての役割(C‑7)は,

んだ｡患者のニーズに応じられる(C‑8)は低

小さいながら継続的な変化がみられた｡第2

3週間の精神科看護実習における体験過程
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表3 : ｢⑥関わり方理解｣に関する項員別週別の平均値の差

兌ﾘｼ1週目と2週目の
&ﾈ,ﾈﾛx,ﾈﾉ . 平均値の差の検定
関わり方の理解に関する項目内容 平均値の差の検定
Imｨ,c8 Imｨ,ﾂ
Imｨ,c8 Imｨ,ﾂ
t値

C‑1,意図的.意識的関わりの必要性

悠&ﾂ

縱"｢｢｢

C‑2.積極的に関わろうと思う

繝r｢｢｢

C‑3.自分の言動の影響を振り返る
C‑4.個々の患者に応じて関わる

唐

弔｢

釘紊"｢｢｢

C‑7.看護者としての役割を考える
C‑8.患者のニーズに応じられる

B｢｢｢

1.92

0.99
1.57

R｢｢｢

經"｢
釘縱

2,29*

2.89**
8.32***

*P<.05

｢
｢｢

5.44***

釘繝"｢｢｢

紊

0.66

C‑5.患者の話しやすい芳田気を作る 迭ﾃヲ｢｢｢
C‑6.患者の気持ちを配慮する

t値

｢｢｢

纉b｢｢｢
紊い
貳

ﾞR

紊い｢

**P<.01

***P<.001

群は実習前半に比較的大きな変化が生じた項

患者1人ひとりの態度や行動の違いであっ

目で,患者の気持ちの配慮(C‑6),患者のニー

た｡実習2週目には患者の個人差に加え,患

ズに応じられる(C‑8)の2項目が含まれた｡

者の表情やしぐさに注意が向いた｡また言動

第3群は主に実習後半に比較的大きな変化が

の意味を深く考えて,欲求を読みとったり病

生じた項目で,個々の患者に応じた関わり(C

状を考えたりするようになった｡実習3週目

‑4),話しやすい雰囲気を作り(C‑5)の2項

には,患者の立場に立ち,患者1人1人の価

目が含まれた｡また,関わりを意図的･意識

値観や考え方を理解しようとする変化がみら

的にする必要性(C‑1),積極的に関わる(C
‑2),自分の言動の影響を振り返る(C‑3)の

れた｡しかし3週間に延長された実習期間に

3項目も実習後半に変化が生じていた｡これ

る,という無意識レベルでの力動的理解を肯

らはいずれも有意に変化していた｡

定的に体験するまでには至らなかった｡

おいても,患者自身が気づかない欲求を考え

これらの変化を総合すると,まず実習初期
考

察

以上の結果から｢患者理解｣ ｢自己理解｣ ｢関

の患者理解は,患者の行動･表情･しぐさな
ど表面に見えやすいものを手ががりにしてい

わり方の理解｣の3カテゴリーについて, 1.

る｡次いで,患者の言動の意味する欲求や病

理解内容の継時的変化, 2.理解の質的レベ

状との関連性を考えるようになり,さらに患

ルの変化, 3.総合的な体験過程の3視点か

者の立場に立って価値観や考え方を理解する

ら考察する｡

ようになった｡他者への深い共感的理解の体

1.理解内容の継時的変化

験ができることの大切な要素は,ちがった価

(1) ｢患者理解｣の継時的変化

値体系に対して開かれていることである7)と

患者理解の実習経過にともなう変化をみ

いう｡したがって,ここでみられた患者理解

る｡実習1週目に学生の関心が高かったほ,

の変化は,表面的理解の段階から,共感的理
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解7)に近い段階まで変化したといえよう｡

ロセスであるともいえよう｡

(2) ｢自己理解｣の継時的変化

(3) ｢関わり方の理解｣の灘崎的変化

自己理解の実習経過にともなう変化をみ

関わり方の理解について,実習経過にとも

る｡実習1週目の自己理解は,自分の言動が

なう変化をみる｡実習1過日には,看護者と

患者にどう受けとめられるかに注意が集中し

しての役割を考え,患者のニーズに応じられ

ていた.実習2週目には自分自身を意識する

るという項目が否定的評価であった｡それに

ようになり,自分の無意識の言動や欲求に気

対し,関わりを意図的･意識的･積極的にも

づいていた｡実習3週目には,自分の価値観

とうと思うの項目が高い値であったo

や偏見を意識し,それが看護に及ぼす影響を

とは意図的･積極的に関わる必要性があると

考えるようになった｡またこの変化の過程に

いう抽象的な知的レベルでの理解はされたも

おいて,自分の性格について関心を持つよう

のの,具体的にどう関わったらよいのかとい

になり,新たな自分を発見していた｡

う:方法を理解していないことを示していると

このこ

上述のように実習初期の学生には,自分の

思われる｡実習2週目には,患者の気持ちを

言動が患者に与える影響を過度に意識してい

配慮して関わるという態度が理解された｡こ

る傾向が認められる｡これは実習1週目の感

の変化により初めて実習3週目に,患者に応

想で,自分の一言が患者を傷つけたり,病状

じて話しやすい雰囲気を作るという具体的な

を悪化させてしまうのではないかと不安を訴

行動レベルでの理解が深まったのではないか

える学生が多いことと関連があると推測され

と考える｡また,この具体的な看護方法の発

る｡こうした自分自身の言動に対する関心の

見と関連して,自分の言動を振り返ることが

高まりに支えられて,実習前半には人と関わ

できる,意図的･意識的･積極的に関わろう

るときの自分を意識するようになる｡これが

と思うという変化が生じたと考える｡一方,

自分の言動を意識し,言動に含まれる無意識

看護者としての役割を考え患者のニーズに応

の欲求を考えるという,自己に対する内省的

じられるという項目も,肯定的かつ大きな変

理解の芽生えにつながっているのではないか

化をしていた｡しかしながら,これは学生全

と思われる｡実習後半には自分の価値観や偏

体の平均化された理解度をみると,実習終了

見が看護に及ぼす影響を考えるようになっ

時にも理解が深まったという段階にまでは至

た｡この価値観や偏見の自覚と同時に,再び

らなかった｡

自分の言動の受けとめられ方に対する関心が

これらの変化を総合的に捉えると,個創の

高まりがみられた｡しかしながら,これは実

患者に実際にどのように関わるかという関わ

習初期にみられた自己に対する過剰意識とは

り方の理解は実習全体を通して深まったとい

異なり,自分の言動を客観的に捉えて評価し

える｡しかし,それが最終的に看護者として

ようとする変化であると考えられる｡

の役割を自覚し,患者のニーズに対応できる

以上のことから,人との関わりを通じて自

という精神科看護の総合的な理解を得るには

分自身を意識することが自己理解の契機であ

至らないという特徴に集約されよう｡これは

り,それによって自分の無意識の言動,欲求,

今後,精神科看護における実習プログラムや

価値観に気づくようになるといえよう｡また

指導方法を検討する際の大きな問題提起とも

この変化の過程が,新たな自分を発見するプ

いえる｡
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者の行動の違い‑の関心,言動の意味やそこ

ここで患者,自己,関わり方の3側面を統

に含まれる欲求を考える,患者の気持ちを配

合し,実習過程と理解内容の質的レベルの変

慮して関わるであった｡したがって,これら

化について述べる｡

は学生がと患者と知り合う段階に理解される

(1)短期間で理解された内容

内容であるといえよう｡また実習後半に変化

実習初期において,すでに学生の理解度が

が片寄っていたのは,患者や自分の価値観に

高かったのは以下の内容である｡ ｢患者理解｣

気づく,患者に応じて話しやすい雰囲気を作

については,患者1人ひとりの態度や行動の

ることなどであった｡したがって,これらは

違いに関心をもつことであった｡ ｢自己理解｣

学生が患者と人間関係を築き,深めていく段

については,自分の言動の受けとめられ方に

階になってから理解される内容であるといえ

注意することであった｡ ｢関わり方の理解｣に

よう｡

ついては,関わりを意識的･意図的･積極的
にする必要性を知ることであった｡

さらに,実習全期間をとおして継続的に変
化したのは,患者の表情･しぐさの観察と無

換言すると実習初期の学生は,患者を表面

意識レベルにある欲求の洞察,および自分の

に見えやすい部分から観察し,自分の言動が

言動を意識化し新たな自己を発見することで

患者に与える影響を過度に意識しながら関

あった｡これは表情やしぐさを注意深く観察

わっているといえる｡また意図的･積極的に

することにより,非言語的コミュニケーショ

関わらなければならないことはわかったが,

ンを理解し,無意識レベルにある欲求へ接近

具体的にはどうしたらよいかわからないとい

することであると言い換えることができよ

う状態であるといえよう｡つまり教科書や授

う｡そのためには,患者と関わる自己の性質

業等の知識に支えられた,どちらかというと
一般的,抽象的なレベルの理解である｡した

を,自分自身で十分把撞していることが必要

がって,短期間で理解された内容は,実習開

分の言動を意識化し新たな自己を発見すると

始にともなう準備状態を反映していると考え

いう,自己理解の深まりが継続的に生じたこ

られる｡

とは,コミュニケーションを深めるためにも

(2)継続的に理解が深まった内容

である｡よって,実習全期間をとおして,自

重要な意味を持っていると考えられる｡

実習3週間をとおして,継続的に理解の深

換言すれば,継続的に変化がみられた内容

まりがみられたのは以下の内容である｡｢患者

は,非言語的コミュニケーションの理解と無

理解｣については,表情やしぐさの観察と無

意識レベルにある欲求の理解である｡これは

意識の欲求の洞察であったo ｢自己理解｣につ

精神科看護において終わることのない繰り返

いては,自分の言動の意識化と新たな自己の

しの作業である｡そしてここに,人間理解と

発見であった｡ ｢関わり方の理解｣については

いう精神科看護の面白さがあると思う｡

継続的変化は認めらず,変化が認められたの

ところで実習前半と実習後半の変化を比べ

紘,主に実習後半であった｡このように,継

ると,関連性があると考えられる内容があっ

続的変化は示さず,実習前半あるいは実習後

た｡たとえば,前半には言動の深い意味内容

半に主な変化が生じた内容があった｡まず実

を考えるという変化が起こり,後半には患者

習前半に変化が片寄っていたのほ,個々の患

と自分の価値観を理解するという変化が起
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こった｡これは患者と自分の相互の言動を洞

理解と無意識レベルにある欲求への接近は,

察することにより,患者と自分の価値観の相

実習全過程を通して深まり続け,それととも

違に気づいたと言えるのではないか｡価値観

に新たな自己を発見があった｡

の相違に気づくことは,学生が必要と考えた

今回の分析の中で, ｢患者理解｣ ｢自己理解｣

主観的な援助から,患者にとって必要な援助

｢関わり方の理解｣の変化を比亘鮫すると,深

を考えるという変化にもつながると考えられ

まり方に差がみられた｡まず｢患者理解｣は

る｡これらの変化は,実習プログラムにおい

実習前半に有意差の見られた項目がやや多

て,プロセスレコードを用いたカンファレン

かったのに対して, ｢自己理解｣および｢関わ

スを行う目的と一致するものである｡つまり,

り方の理解｣は実習後半に有意差の見られた

プロセスレコードを事例としたカンファレン

項目が多かった｡特に｢関わり方の理解｣は

スの中で,自分自身の言動を意識化し,他者

後半の変化が著しかった｡また｢自己理解｣

から助言を受けて様々な角度から患者をみた

に関する項目は,すべて3週間で5点以上に

り,客観的に自己を評価しながら洞察を深め

なり,無意識レベルまで連した｡しかし｢患

ることの教育的効果が,ここに現れていると

者理解｣ ｢関わり方の理解｣は深いレベルまで

思オっれるo

ほ到達しなかった｡これは非常に興味深い

(3)実習終了時に理解が不十分な内容

テーマであると思う｡つまり表面的には患者

実習終了時の理解のレベルにおいて,患者

の理解が,自己や関わり方の理解に先行した｡

の無意識の欲求を考える,看護者としての役

しかし深いレベルにおいては,まず自己に関

割を自覚しながら患者のニーズに応じる等は

する理解が生じ,その後で患者や関わり方の

大きな変化がみられたものの, 5点には達し

深い理解が生じるのではないかと思う｡

ておらず,十分理解されたはいえなかった｡

トラベルピー8)によれば患者と看護者の関

この内容は,力動的な視点から精神症状を

係には信頼と誠実が必要であるという｡また

捉えること,また精神科看護としての専門性

D. L Collins9)紘,誠実であるためには人は自

を追求することであり,今後の精神科看護の

分自身をよく知り,認識し,受け入れ,そし

教育方法を検討する上で重要な課題である｡

て自分の個別性をよくも悪くも全面的に尊重

3.患者･自己･関わり方の理解の総合的な

することであると述べている｡このように,

体験過程

人間関係を築くために自己理解が必要である

3週間の精神科看護実習における学生の体

ことは多くの人が述べている｡しかし実習の

験過程は,患者の視覚的･表面的理解と自己

車では,自分自身について深く考えている学

に対する過剰な意識から始まった｡そして実

生が,必ずしもそれを患者との関わりに生か

習前半に,まず自分自身を意識し,患者およ

せているとはいえない｡果たして実習の段階

び自己の言動の意味内容を深く考えるという

において,学生の自己理解の深まりほ患者理

変化がみられた｡さらに実習後半には患者と

解や関わり方の理解の深まりに,影響してい

自分の持つ価値観の違いに気づき,患者に応

るのであろうか｡また影響しているとすれば,

じた関わり方,話しやすい雰囲気作りなどの

どのような関連性があるのであろうか｡

具体的援助を実践するようになった｡この過

この患者･自己･関わり方の理解がどのよ

程において,非言語的コミュニケーションの

うに関連しながら深まっているかを明らかに

3週間の精神科看護実習における体験過程

することは,今後の課題としたいo
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