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はじめに

小児看護学実習では，著しい成長発達過程にあ

uniform

持ったまま実習を終了する場合があることを取り
上げている5）。

る小児を理解するともに小児やその家族と関わ

このため，2〜3週間という短期間の小児看護学

り，必要とする看護援助を実践しながら学ぶこと

実習では，小児と看護学生との関係を深める効果

が求められている。しかし，少子化社会にある現

的な実習指導のあり方や技術演習の工夫が求めら

代の看護学生は小児と接する機会が乏しいため，

れている4）。それらに向けた取り組みとして，江

小児看護学実習においては成長発達段階に応じて

本らは実習の事前学習に「おもちゃ作り」を導入

異なる表現を示す小児と看護学生との関わりが困

し6｝，岡村らは小児と看護学生のコミュニケー

難となっている。特に，小児とのコミュニケー

ションに関する振り返りの強化を試みている7）。

ションや遊びを含む援助方法などに関する看護学

また，小児看護学実習における看護学生と小児と

生の不安や困難が，教育上の課題として指摘され

のコミュニケ・一ション場面や援助場面の関わりを

ている1

分析し，看護学生に対する指導方法を検討した報

21314）。太田らは，受け持ち三児の反応など

些細な動機によって，小児に対する否定的認識を

告もある8

9）。しかし，小児看護学実習において，

小児石弓学実習における看護学ノ｛のキャフクターエプロン着用の試み
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具体的な対策を試みた報告は少ない。

このような現状から，本研究では小児と看護学

軽減と入院環境への適応に貢献できることを指摘
しているBi。さらに，小児の好む色彩は，年齢に

生との円滑な関わりを目指し，看護学生の被服を

よって多少変化するが，ピンク色を最も好む色彩

小児との関わりに影響する一つの要因として捉

であることが明らかにされている

え，キャラクターエプロン（以下エプロンと略す。）

4h。

小児との不慣れな関わりを中心とした小児看護

着用による小児看護学実習を試みたので報告す

学実習は，看護学生と小児の両者にとって容易な

る。

ことではない。好感や安心感を小児にもたらす被
服の視覚的情報は，お互いを知覚し認識するとと

皿

エプロン導入までの過程

1）看護学生・小児と被服
被服や外見は視覚的なシンボルであり，自己及

もに，親密性を増す手がかりになるものといえる。

そこで，被服の持つ社会相互作用的機能に着眼
し，エプロンを小児看護学実習に取り入れた。

び他者との相互作用に影響を与えるIo〕。また，そ
れらには，1）他者に何かを伝える「情報伝達」，

2）エプロンの準備過程

2）自分自身を確認し強め，あるいは変える「自

小児看護学実習に臨む看護学生2年生78名を対

己の確認・強化・変容」，3）他者との行為のやり

象に，エプロンについて質問紙による事前調査を

とりを規定する「社会的相互作用の促進・抑制」

行った（有効回答54名69．2％）。その結果，エプロ

の3つの機能がある11，。

ン着用について，小児看護学実習で着用したいと

看護学生は，青少年期の発達段階として自己に

回答した看護学生は44名（81．5％）であり，着用し

適切な外観と行動を意識化するという特徴があ

たいエプロンの色は，ピンク色が44名（81．5％）で

り，自己概念の確立過程にある。単なる身体的保

あった。また，看護学生が好むキャラクターとし

護のみならず，被服のもつ「自己の確認・強化・

て，「ポケットモンスター」「キティーちゃん」な

変容」の機能は，自己の明確な認識に何らかの変

どが自由記述に記載されていた。これらの結果と

化を与えるものであり，特に看護学生の被服と深

幼児雑誌に関する調査を参考151に，本研究に使用

い関わりがあるといえる。

するエプロンの色はピンク色とし，キャラクター

臨地実習に使用されている看護学生の被服は，

は，「ピカチュー」「アンパンマン」「キティー

教官側の意向や看護学生の嗜好を取り入れて活用

ちゃん」「ミッキーマウス」の4種類を選択した

されているが，それのみならず，これらの被服は

（図1）。それらの使用に際しては，各制作会社の

看護学生としての役割や臨地実習に向けた自覚へ

了承を得た。

の影響もあると思われる12｝。また，小児看護学実

習に向けて様々な不安や困難を呈している看護学
生にとって，「自己の確認・強化・変容」という
機能をもつ被服は，役立つものと考える。

一方，小児の成長・発達過程には外的環境から
の感覚や運動が影響し，特に認知や社会化の発達

過程において重要といわれている。小澤らは，
「乳幼児期の認知発達では，対象の認識のきっか
けはまず視覚であり，思考を支配しているのは論
理よりも知覚で，その場で目立っているものに目
が奪われる」とし，看護者の白衣にピンク色エプ
ロンや絵柄のワッペンを導入している。それらは，

小児に親しまれる色彩や絵柄であり，幼児の不安
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地実習を行っている。）

本研究では，研究1．臨地実習における看護学

3）調査内容（表1）

生の不安に関する調査と研究2．エプロンに対す

質問項目は，Spielberger，C．D．（1980）が作成し

る看護学生・小児・母親の意見調査を行った。両

たテスト態度に関する検査項目を，荒木が訳して

研究の研究期間は，平成12年4月17日〜11月22日

日本独自のものに開発した青年版テスト態度検査

であった。倫理的配慮として，本研究の目的，調

（TAI）16）

査方法，秘密の保持を看護学生と受け持ち小児の

究者らが実習態度におきかえて改変し，全20項目

家族に文書と口頭で説明し，調査への協力と承諾

とした。作成した質問内容は，臨地実習の経験が

を得た。

ある看護学生10名に予備調査を行った後，修正し

7118）を参考にした。この質問項目を，本研

た。回答は，質問内容に関する気持ちがほとんど
なかった「1」からほとんどいつもあった「4」の4段

研究1

階評定方式とした。

1）研究の目的

4）調査方法

看護学生は不安を抱きながら各発達領域の臨地
実習に臨んでおり，このような不安は患者と看護

小児看護学と成人・老年看護学の実習前後（実

学生のコミュニケーションを困難にする要因の一

習前日のオリエンテーション時と3週間後の実習

つと考える。そこで，小児看護学実習におけるエ

最終日）に，不安尺度質問項目表を配布し，実習

プロン着用の効果を，着用しない成人・老年看護

グループごとに実施した。

学実習と比較し，臨地実習における不安の視点か

5）分析方法
小児看護学と成人・老年看護学の実習前後の不

ら検討する。

安を，t検定を用いて比較した。また，質問項目

2）対象

を，情動性に関連する8項目と認知的懸念に関連

平成12年度小児看護i学実習と成人・老年看護看
護学実習を経験した看護学生3年生78名。（当短期

する8項目に分け，それぞれの不安を比較した。

大学部では10名を1グループ編成とした領域別臨

分析は，統計ソフトStat

表1

Viewを使用した。

不安尺度質問項目

実習後）

（実習前）

①今回の実轡は，気楽に取り組むことができないと思う

今回の実習は，気楽1こ取り組むことができなかった

②今回の実習は，心配で落ち着かない気分でいる

今回の実習は，心配で落ち着かない気分だった

笠今回の実習は，患者の反応が気になって専念できないと思う

今回の実習は，患者の反応が気になって専念できなかった

㊧実習が始まるとコチコチになってしまうと思う

実習になるとコチコチになってしまった

⑤今回の実習はずっと失敗するのではないかと思う

今回の実習はずっと

⑤今回の実習は，患者とどう対応すればよいのかわからなくなると思う

今回の実習は，患者ヒどう対応すればよいのかわからなくなった

⑦患者の反応が良くないと思うと，実習に集中できなくなりそうだ

患者の反応が良くないと思うと，実習に集中できなかった

k嘱するという気持らでいっぱいだった

今回の実習はとても落ち着かなかった

笠今回の実習はとても落ち着かないと思う

②実習のf習をしていてもその場になると冷静できなかった

⑨実習の∫；習をしてもその場になると冷静にできないと思う

1⑩今回の実習はずっと不安な気持らでいっぱいだった
i⑪今回の実習はず・と緊張した

⑩今回の実習はずっと不安な気持ちが続くと思う
⑪今回の実習はずっと緊張すると思う
⑫今回の実習に対してこんなに悩まずにおれたらいいのにと思う

i⑫今回の実習のことをこんなに悩まずにおれたらいいのにと思った

⑬今回の実習は緊張のため胃腸の調壬が悪くなると思う

i⑬今回破習は緊張のため胃腸a）調t

⑭実習が始まると自分はダメな人だなと思うだろう

｛⑭実習中は自分はダメな人だなと思った

I

が悪くな・た

⑮今同の実；習は気が滅入ってしまう

⑮今回の実習は気が滅人ってしまった

⑯実習が始まるまでアレコレと思いわずらうと思う

⑯実習が始まるまでア〆コレと思いわずらった

⑰実習が始まると，うまくいかなかった後のことをクヨクヨ悩むと思う

⑰実習を行いながら，うまくいかなかった後のことをクヨクヨ悩んだ

⑱今回の実習中は心臓がドキドキしつぱなしであると思う

⑱今回の実習中は心臓がドキドキしつぱなしであった

⑲今回の実習が終わっても，悩んでしまうと思う

⑲今回の実習が終わった今も悩んでしまうと思う

⑳今回の実習中は神経質になり，知っていることでも思い出せないと思う

⑳今回の実習中は神経質になり，知っていることでも思い1｛世なかった

回答

1．ほとんど思わない

4．ほとんどいつも思う

2。ときどき思う

3．しばしば思う

回答

1。ほとんどなかった

2．ときどきあった

4．ほとんどいつもあった

3．しばしばあった
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あり，実習前後に有意差を認めた（P＜O．Ol）。認知

6）結果
質問表の有効回答率は，小児看護学実習前後と

的懸念不安尺度の平均値は実習前18．6（±5。19），

もに96．2％，成人・老年看護学実習前97．4％，実習

実習後16．9（±5．23）であり，実習前後に有意差を

後95．5％であった。

認めた（P＜0．01）。情動性と認知的懸念2半間の比

較では，実習前後ともに有意差を認めなかった。

小児看護学実習前の不安尺度の平均値は

（表3）

42．7（±12．06），実習後は38。3（±12．36）であり，

実習前後に有意差を認めた（p＜0．05）。成人・老年

看護i学理習弊の不安尺度の平均値は47．2（±

研究2
1）研究目的

12．8），実習後は42．8（±12。78）であり，実習前後

看護学生，小児，母親を対象に，小児看護実習

に有意差を認めた（p〈0．01）。また，実習前及び実

習後では，小児看護学と成人・老年看護学の比較

におけるエプロンの活用状況を明らかにする。

において有意差を認めた（p＜0．05）。（表2）

2）対象と調査方法

小児看護学の情動性不安尺度の平均値は，実習

調査対象を（a）平成12年度小児看護i学実習を経

前16．8（±5．17），実習後15．3（±5．2）であり，実習

験した看護学生78名中エプロンを着用した看護学

前後に有意差を認めなかった。認知的懸念不安尺

生77名，（b）5歳以上の受け持ち小児13名，（c）受

度の平均値は実習前17．7（±4．89），実習後15．7（±

け持ち小児の母親24名とした。

5．09）であり，実習前後に有意差を認めた（p〈0．05）。

（a）では，自由記述式及び一部選択法の質問紙

情動性と認知的懸念2群間の比較では，実習前後

による留め置き調査法を実習最終日に実施した。

ともに有意差を認めなかった。また，情動性不安

選択式項目はエプロン着用時の気持ちと小児や母

尺度では，実習前後の小児看護学と成人・老年看

親とのコミュニケーションに関する内容で複数回

護i学の比較において有意差を認めた（実習前

答とした。

p＜0．01，実習後p＜0．05）。認知的懸念不安尺度で

（b）では，キャラクターの好みや看護学生の着

は，実習前後の領域別比較において有意差を認め

用しているエプロンの印象について構成的質問紙

なかった。

による面接聞き取り調査法を実習最終日に実施し

成人・老年看護学の情動性不安尺度の平均値

た。

は，実習前19．1（±5．45），実習後17．2（±5．45）で

（c）では小児の表情や言動，エプロンを着用し

表2．小児看護学と成人・老看護学実習前後の不安尺度
実習前
n

小児看護学

高?ａｎ±SD

75

ｬ人・老年看護学

実習後
n

高?ａｎ±SD

75

！；：；111：『］・

P52

灘：ll］・

＊＊＊

P49
＊pく0．05

＊＊p＜0．Ol

表3．小児看護学と成人・老年看護学実習前後の情動性不安尺度と認知的懸念不安尺度
実習前
n

小児看護学

成人・老年看護学

情動性

認知的懸念

実習後
n

mean±SD
75

16．8±5．17

75

17．7±4．89

情動性

152

認知的懸念

152

mean±SD
75

15．3±5．2

75

15．7±5．09

19．1±5。45

149

17．2±5．45

＊＊

18．6±5．19

149

16．9±5．23

＊＊

＊

＊

＊p〈0．05

＊

＊＊pく0．Ol
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た看護学生の印象について，自由記述式の質問紙

に関する記述があった。コミュニケーションに役

による留め置き調査法を実習最終日に実施した。

立つとした具体的記述内容は，受け持ち児以外の

3）分析方法

小児とのコミュニケーション，話や遊びのきっか

（a）の選択式項目の回答は単純集計を行った。

けを作る，処置で哺泣している小児に対しては，

（a）（c）の自由記述式項目と（b）の回答は，コミュ

キャラクターへ気を引くなどであった。看護学生

ニケーションへの影響を視点とした分析を行っ

が捉えた小児の反応に関する記述は98件であっ

た。

た。内容は，キャラクターの名前を言う，キャラ

4）結果

クターを見る・追視する，小児から話かける，小
児が近づく，小児が指を指すであった。

（a）エプロン着用に関する看護学生の意見

調査の有効回答率は87％であった。受け持った

（b）エプロンに対する小児の意見

小児延べ67例の年齢は，2か月〜18歳，コミュニ

小児の13毒中9名はエプロンが好きと回答した。

ケーションに影響する精神発達遅滞を伴う疾患は

感想は，かわいい，キャラクターが付いているほ

7例（lO．4％）であった。エプロン着用による看護学

うが良い，何も思わない，などであった。

生の気持ちは，楽しい71．6％，うれしい47．8％で

（c）エプロンに対する母親の意見

あった（図2）。エプロンの活用内容を看護学生と

エプロンを着用している看護学生を見た小児の

小児との関わり場面からみると，話のきっかけに

反応について，母親の意見は，喜んでいた，話か

なる79．1％，小児の関心を知る58．2％，話題が広

けていた，中学生なので特に気づかないなどで

がる，スキンシップがとりやすい50．7％であった

あった。看護学生に対する印象は，小児科らしい，

（図3−1）。母親との関わりでは，話のきっかけに

親しみがある，好感が持てる，恐怖心が和らぐ，

なる50．7％，話題が広がる25．4％，情報収集が容

男女や年齢の違いを考え着用してほしい，などで

易6％であった（図3−2）。

あった。

自由記述では総数166件のコミュニケーション
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致するものであり，実習への不安があることが確

このような話のきっかけとともに，看護i学生は

認された。このような実習に対する不安の軽減に

小児との遊びにおいてエプロンを活用していた。

向けて，小児との直接的な関わりを促進できる教

小児にとって遊びは本質的なものであり，小児の

材開発の必要性は高いといえる。

喜びや安心感をもたらし，親近感へとつながる。

小児看護学実習に対する看護学生の不安は，成

エプロンは，看護i学生との単なる挨拶のみならず，

人・老年看護学実習と比べて低く，小児や成人と

会話を発展させ，小児との関係構築に一層役立つ

いう対象の相違がもたらす不安への影響は少ない

と考える。

と考える。小児看護i学実習で看護学生に生じる不

また，処置で喘泣している小児に対しは，キャ

安やストレスの要因は，家族や指導者との関わり

ラクターへ気を引きエプロンを活用していた。エ

あるいは実習記録，看護技術など学習課題に関す

プロンは，小児と家族に対する相互関係をつくる

る多くのことが含まれており3・21），少子化社会に

きっかけとして役立つのみならず，実際の看護活

おける小児との関わりの少なさを，不安の要因と

動の手段としても活用できることが示唆された、，

して特定できないと考える。

看護学生が捉えた小児の反応に関する記述は，

小児看護学実習と成人・老年看護学実習の情動

全記述件数の59％を占めており，小児から話かけ

性不安尺度によると，看護学生の小児看護学実習

る，近づくなどのエプロンへの関心から看護学生

に対する落ち着かないあるいは緊張するという情

に接近する記述があった。小児にとって馴染み深

動に関わる不安の低さが明らかになった。また，

いキャラクターは，看護学生を好意的に受けとめ，

小児看護学実習前では，情動性の不安は，認知的

このように接近する小児からの行為は，看護学生

懸念の不安と比較して低い。エプロン使用に関す

のコミュニケーションの困難さに役立つと考え

る事前調査の結果では，その着用に対する看護学

る。さらに，視線の動きなど小児の細かい反応の

生の期待が含まれていた。このような期待が，実

記述もあり，看護学生はキャラクターを通じて小

習前の看護学生の不安に影響したのではないかと

児を観察し，言語による表現が未熟な小児の反応

考える。

を捉えていることが伺えた。

本研究では，前述してきた不安尺度による変化

しかし，小児の成長・発達に関する情報収集が

とエプロンとの関係を捉えることはできないが，

容易であるという回答はわずか7．5％であった。

明るい気持ちで着用していたという記述内容か

エプロンの着用は，小児と母親との話のきっかけ

ら，エプロンは看護学生の情緒面に肯定的影響を

として活用されてはいるが，コミュニケーション

与えていたと考える。

の媒体として発展させ，看護実践の手がかりを得

エプロンを着用した看護学生は，小児や母親と

る手段としては活用されていない，，

話をするきっかけとしてエプロンを活用してい

それとともに，小児の発達段階や疾病によって

た。統一された看護学生の実習衣の着用には，集

は，エプロンの持つ情報伝達が困難な臨床状況も

団意識を高めるなどの利点があるが，複雑な成

あり，また，小児が興味を示さないあるいは小児

長・発達過程にある小児あるいは見知らぬ家族と

の年齢を考慮したキャラクターを取り入れてほし

初めて話をする上で，個々の看護学生の自己表現

いという意見もあった。小児の発達段階や個別性

に役立つものとはいい難い。看護学生自身が選択

を考慮したキャラクターの選択と活用も今後必要

した今回のキャラクターには，小児と家族に対す

と考える。

る話題の共通性が含まれており，会話を意識的に

引き出すことができる手がかりになったと考え

V［まとめ

る。このことから，実習における看護学生の不安

小児看護学実習において，当短期大学部看護i学

の要因でもある小児や母親とのコミュニケーショ

生のエプロン着用が，看護学生と小児・母親との

ンに影響する可能性がエプロンにあるといえる。

関わりに与える影響について，不安尺度及びエプ
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