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資　　料

看護教育者の倫理問題の認識と倫理教育との関連性

中尾久子

Nursing educators' recognition of ethical issues and 
its relationship to ethical education

NAKAO  Hisako

Abstract

Enrichment of ethical education is a current issue for nursing educators. However, many of 

nursing educators in charge of such education received relevant training after ethical education 

ceased to be an independent course due to the revision of the specified regulations. Thus a study was 

conducted on the recognition of ethical issues, the current situation of ethical education, and previous 

ethical education of the nursing educators who participated in an educational seminar.  The results 

indicated that （1） the nursing educators' recognition of ethical issues has more to do with ethical 

situations they “faced" than those they “worried about," （2） much of ethical education consisted 

of lectures and clinical practice conferences offered by full-time nursing educators, （3） over 80% of 

the nursing educators felt distressed over ethical education, and （4） there is no significant relevance 

between the recognitioin  level of ethical issues and the number of cases providing ethical education. 

The nursing educators held a long career and thus had a high level of recognition of ethical issues and 

had been working on ethical education. However, many of them felt distressed over ethical education 

because they did not possess adequate educational methods, materials or information. Ethical 

education forms the foundation of nursing education; therefore, discussions should be held on ethical 

education for both individual nursing educators and the entire educational institution.

Specified regulations： Joint ordinances by the Ministry of Health and Welfare and the Ministry of 

Education. Nursing curriclula are formed in accordance with these regulations.

Keywords： nursing educator, ethical issues, ethical education, nursing education, educational 

curriculum

和文抄録
現在、倫理教育の充実は看護教育者にとって課題となっている。一方、倫理教育を担当し

ている看護教育者の多くが指定規則改正により倫理教育が独立科目ではなくなった後の教育
を受けている。今回、教育研修会に参加した看護教育者を対象に、倫理問題の認識、倫理教

１）九州大学医学部保健学科看護学専攻
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育の現状、過去の倫理教育について調査した。その結果、1.看護教育者の倫理問題の認識は
「悩む」より「直面した」場面が高い　 2.現在取組んでいる倫理教育は、専任の看護教育者の
講義と実習カンファレンスが多い　 3.倫理教育に悩む看護教育者の割合は 80％以上　 4.倫理
問題の認識の高さと現在の倫理教育の取組み数には関連がみられないことが明らかになった。
以上から、看護教育者は職業キャリアが長く直面した倫理問題の認識を高く持ち倫理教育に
取組んでいるが、十分な教育方法や教材や情報を持っていないため、倫理教育について悩み
を持つものが多い可能性が考えられた。倫理教育は看護教育の基盤となるものであるため、
看護教育者個々人だけでなく、教育施設全体における倫理教育に対する話合いの必要性が示
唆された。
＊ 　指定規則：厚生労働省と文部科学省の合同省令・・・看護教育カリキュラムはこれに
沿って構成されている

日本語キーワード：看護教育者、倫理問題、倫理教育、看護教育、教育課程

はじめに

現在、医療の場で医療従事者の倫理的対応が求
められる状況に関連して、看護教育の場でも倫理
教育の充実が課題となってきている。学生の教育
には教育を担当する者の価値観が反映される。そ
の価値観の基盤として教育者の受けた教育、体験、
研究が大きく影響している可能性がある。看護教
育機関では看護論や看護技術をはじめとする様々
な看護教育が行われているが、倫理教育もまた看
護の基盤をなす内容であり、看護教育者の教育、
臨地での体験が影響している事が考えられる。
看護倫理教育は、教育改革による指定規則の変
更により、「看護史および看護倫理（1945）」や「看
護倫理（1951）」として規定されていたが、1967

年の改正で「看護概論」に吸収され、以降は学科
目としての規定は無くなった1）。1996年の改正時
に看護学全体を網羅する基盤として教育の必要性
が述べられているが、教育観や教育施設の違いに
より教育内容や方法の相違が考えられる。現在、
看護倫理教育に関する研究は徐々に進められてい
る2～6）。しかし、医療技術の進歩や社会の変化と
ともに幅広い領域が含まれ、多様な価値観により
答が見出しにくく、法制度に関連する知識が必要
とされる倫理教育で、教育者の教育実態や悩みを
調査したものは見当たらない。今回、看護教育者

を対象として倫理問題の認識と倫理教育の現状を
明らかにし、看護教育者が行っている倫理教育と
倫理問題の認識の関連について検討したので報告
する。

方法

対象：看護教育研修会に参加した看護基礎教育に
携わっている看護教育者を対象として自記式無記
名の質問紙調査を行った。
調査内容：倫理問題への認識を知るために、
Thompson JE, Thompsom, HO7）の「倫理問題を明
確化するための分類の方法」をもとに岡谷ら 8）が
作成した「看護職者が認識する看護倫理上の問
題」を使用した。質問紙の内容は、①看護倫理上
の問題となる 17の看護場面への認識（1.倫理原
則に関する問題、2.倫理的に認められる個人の
権利に関する問題、3.医療者が果たすべき役割
に関する義務と責務に関する問題、4.倫理的忠
誠に関する問題、5.生命と生殖に関する問題の 5

つのカテゴリーに分類される）、②倫理教育に対
する悩み（有無、内容）、③現在行っている倫理
教育（教育方法、内容）、④過去の倫理に関する
学習体験（学校教育、現任教育の体験の有無、機
会）、⑤倫理上の問題に関する自由記載とした。
分析方法：記述統計を行い、群間の比較にはχ 2
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検定を用い、5％未満を有意とした。倫理問題の
認識では「悩む・悩んだ」および「直面した」場面
の回答数をスコア化して 3段階に分けて、程度の
強さとして検討した。
研究における倫理的配慮：調査票は自記式無記名
とし、事前に研修会開催責任者に調査目的、方法
の説明を行って協力を依頼した。対象者には目的・
方法・倫理的配慮について口頭および文章で説明
を加えて質問紙と返信用封筒を個別配布し、同意
を得られた対象者から後日の調査票の返送を依頼
した。
結果

調査に同意した看護教育者45名から回答が得
られた（回収率41.3％）。うち40名を分析の対象
とした（有効回答率37.0％）。対象者の平均年

齢は45.4±6.9歳、臨地および教育の通算年数は
23.8±8.3年、教育者の経験年数は8.2±6.8年で
あった。
看護上の問題となる問題場面で、「悩む・悩ん

だ」は、「最善でないと感じる医師の指示に従う」
が50％で最も高く、「能力を超える仕事」48％、
「ターミナルケア」45％と続いていた。問題場面
で「直面した」は、「偽薬の使用」が63％と最も高く、
「対象者間のニーズの相反」「同僚へ指摘できない」
「学生の援助が患者の負担になる」55％、「最善で
ないと感じる医師の指示に従う」53％、「不公平
な待遇」50％と続いていた（図1）。倫理問題の認
識について「悩む」と「直面した」の回答率を項
目別にみると、「悩む」の平均回答率29.3％、「直
面した」の平均回答率41.1％であった。

図１　看護教育者の倫理問題への認識

図２　現在、行っている倫理教育
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図３　倫理教育の悩みの程度

図４　倫理教育に対する悩み

図５　倫理教育を受けた機関・機会
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看護教育者が現在行っている倫理教育は、専任
教員の講義75％、実習カンファレンス・グループ
討議55％であり、事例検討、専任講師以外の講義、
学外講師の講演と続いていた（図2）。
倫理教育に対する悩みは、悩みがあるが82.5％

であり、全く悩みがない者はなかった（図3）。
教育の悩みの内容としては、教育方法が68％と

最も多く、教材の不足、倫理教育の情報不足、教
育担当者と続いていた（図4）。過去の倫理教育の
体験は教育機関では看護師養成機関が45％と最も
多く、助産師養成機関で15％、保健師養成機関は
3％と少なかった。卒業後の機会では職場以外の
研修会が45％と多く、職場の研修会が33％であっ
た。（図5）。「倫理教育」に関する自由記載では、
「どこまで教えるのか」「感性をどう育てるか」「時
間のやりくり」「学内の話合いの欠如」などの内
容が記載されていた（表1）。
倫理問題の認識と現在行っている倫理教育との

関連では、倫理問題に悩む・悩んだ程度と倫理教
育の取り組み数（p=0.537）、倫理問題に直面した
程度と倫理教育の取り組み数（p=0.531）で、倫
理問題の認識と倫理教育の取り組み数に関連はな
かった。倫理問題の認識の程度と現在の倫理教育
の悩みの程度についても、同様に関連性は見出せ
なかった。
倫理問題の認識と過去の倫理教育との関連で
は、教育機関の体験と倫理問題に悩む・悩んだ程
度（p＝0.768）、教育機関の体験と直面した程度
（p=0.427）では関連がみられなかったが、卒業後
の研修会などの教育体験と倫理問題の認識で、
悩む・悩んだ程度（p=0.109）、卒業後の教育体験
と直面した程度（p=0.064）と、教育を受けたほ
うが認識が高い傾向であった。

表１　「倫理教育」に関する自由記載

倫理に関する問題には日常の小さな事例が多くあり、それらを看護師が意識できるかどうかがまず問題になる
と思う。看護師の感性を磨くためにどうしたらよいのか、日常の事例を挙げて伝えるようにしているが、うま
く伝わっているかどうか悩む。

人材及び教材と時間の不足

科目設定がないため教員各自の考えで指導している。教育目標には沿っているが教員間で倫理教育について共
通理解、認識がなく、どこまで指導したらよいか、また効果的な指導法などを学びたいと思っている。

時間数と押さえなければならない内容、特に学生への意識の改革のための時間確保

准看護師の教育機関なので、どんな事例をどのようにして展開していくかが難しい

まだ倫理教育に携わったことがないため、実際に行う場合どうしてよいか分からない

学生の限られた実習体験の中でいかにしたら効果的に現実的な問題として認識させうるかが難しい

学生にどこまで教えるべきなのか

倫理については正解がなく、教育する側の価値観や考えをしっかり持っていなくてはいけない。自分は力不足
だと思う。

学校の教育目標には拡大解釈すれば倫理を踏まえた面もあるが、カリキュラムの中では各科目は担当者の判断
に任せている。明確にどの科目で何を教えるかまでの全体での話し合いはない。

教員自身の姿勢の低さ（常日頃の意識への配慮のなさ、学生には厳しく自分には甘い）

感性の部分がだんだん変化している学生にどのような方法がうまくいくか

難しいことと捉えがちであるが、身近にあることから考えられるようにしていくためにはどうしたらよいか。

実習経験のない１年生へどのように講義すると理解してもらえるか（看護倫理の基本的知識の習得を目標とし
ている）、学生の気もちにどこまで訴えるか（感受性を高める講義内容ではない）
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考察

１．看護教育者が認識した倫理上の問題

看護教育者を対象とした調査において、倫理
問題の認識は、「悩む・悩んだ」で、「最善でな
いと感じる医師の指示に従う」「能力を超える仕
事」「ターミナルケア」が40％以上と高く、「直面
した」は「偽薬の使用」、「対象者間のニーズの相
反」「同僚へ指摘できない」「学生の援助が患者の
負担になる」、「最善でないと感じる医師の指示に
従う」「不公平な待遇」で50％を超えていた。倫
理問題の認識では、「悩む・悩んだ」より「直面
した」と回答した者の割合が多いことが特徴的で
あった。先行研究9～11）では、直面する倫理問題よ
り悩む倫理問題の割合が高い傾向が見られている
が、今回の対象者では、対象者の平均年齢が45歳
と看護職としてのキャリアが長いこと、認識とし
て過去の体験を含めて聞いたこと、また現在の所
属が教育機関で患者の倫理問題に接する機会が少
ないことが影響していると考えられた。

２．現在取り組んでいる倫理教育

現在行っている倫理教育では、専任教員の講
義75％、実習カンファレンス・グループ討議が
55％と多く取り組まれており、事例検討、専任教
員以外の講義、医療職以外の学外講師の講演が20

～30％を占めていた。倫理教育は学際的で多くの
テーマが含まれており、倫理問題の理解や対処に
は複眼的な視点と知識が必要とされる。専任教員
の講義を主として、カンファレンス、医療従事者
以外の講師等の講義を取り入れる等の取り組みは
学生の教育に効果的であると考えられた。
倫理教育に関する悩みでは、看護教育者の

82.5％が「悩みがある」と回答しており、悩みな
がら倫理教育を行っている現状が窺えた。倫理教
育に関する悩みの内容では、「教育方法」、「教材
の不足・選択」、「倫理教育の情報不足」が主要な
問題としてあがり、悩みの自由記載からは倫理教
育の範囲、感性の育て方、教育課程における位置
付けに悩む教育者の姿が推察できた。倫理教育に
ついて、教育者個人の取り組みだけでなく、学校

組織全体でどのように考え、組み立てるか、全体
としての検討の必要性が示唆された。

３．倫理問題の認識と倫理教育との関連性

倫理問題の認識と現在行っている倫理教育との
関連では、倫理問題に悩む・悩んだ程度および直
面した程度と倫理教育の取り組み数との間に関連
はなかった。倫理教育の取り組み数が必ずしも倫
理教育に対する熱意を反映しているとは言えない
が、倫理教育は、講義だけでなく、事例検討、視
聴覚教材の使用、グループワーク、体験レポート
など様々な取り組みが行われ、演習や実習の中
で展開することができる9～21）ことが報告されてい
る。倫理問題の認識が高い場合、倫理教育にも関
心が高く教育方法の取り組みの数にも反映される
ことが予測されたが、倫理問題に対する認識が高
いことが必ずしも看護教育の取組みに関連してい
るとはいえない結果であった。この結果は、倫理
問題への認識が高い者が必ずしも看護教育者とし
て十分な教育方法や情報を持っているとはいえな
い可能性を示唆していると考えられた。

４．看護教育における倫理教育の課題

倫理教育は、看護教育課程全体の中での倫理教
育に対する考え方が教育施設によって違いがある
こと、倫理教育の方法・内容について学校組織の
教育者個々人で意見が異なり、教育者間で十分に
協議されていない可能性がある。今回の調査では、
実際に看護学生の教育を担当している者が対象で
あったが、教育者自身の教育における倫理教育の
体験の回答では看護師養成機関が45%と最も多く、
助産師養成機関、保健師養成機関は少数であった。
アメリカの看護倫理教育では、過去の倫理教育
は看護者として期待されるエチケットや美徳、病
院や医師に対する被用者としての職務規程や責務
を焦点を当てて教えられてきた22）と述べられて
いる。国や文化背景は異なっていても、医療の場
において伝統的に看護教育に求められた内容は共
通していることが考えられる。教育を受けた体験
が曖昧であり、「受けた」と回答できない状況には、
「看護倫理」としてではなく、異なった視点で捉
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えた倫理の内容を教えられていた可能性があり、
このことが、現在の倫理教育に対する悩みの多さ
に影響を与えている可能性がある。
また「自分は倫理教育を担当していない」とい
う回答があり、倫理教育が特殊な教育内容である
と認識している看護教育者の存在が窺えた。しか
し、倫理教育はあらゆる看護教育の基盤となるこ
とが1996年の看護カリキュラム改正1）で述べられ
ており、看護倫理教育の課題として、看護者の倫
理の概念、看護教育の目的を看護学生の教育に関
与する人々が共通理解すること、看護基礎教育に
携わる全ての教育者が学習過程の様々な場面で看
護者としての倫理観や対処方法の基礎的能力を養
う教育を担当しているという自覚を持つことが必
要だと考えられた。
なお、卒業後の教育と倫理問題の認識の関連で、
教育を受けたほうが認識が高い傾向であり、卒業
後の倫理教育の継続の必要性も示唆された。
今回、現在の看護教育を担当している教育者か
ら自由記載も含め貴重な回答を得られたが、回収
率が40％程度であったこと、倫理教育自体に関す
る考え方にばらつきがあることから結果の検討に
限界があると考えられた。

結論

看護学生の教育は担当する教育者の受けた教
育、体験によって大きく影響を受けると考えられ
ている。現在の看護教育者の多くは1967年のカリ
キュラム改正以降に看護教育を受けた者である。
倫理教育はこの改正以降、重要性を認識されなが
ら取り組みは十分ではなかったといえよう。
今回の調査では研修会に参加した看護教育者を

対象に、看護倫理の認識、倫理教育の現状、過去
の倫理教育について調査した。その結果、1.看護
教育者の倫理問題への認識は悩むより直面した
場面が多い　2.現在取組んでいる倫理教育では、
専任教育者の講義と実習カンファレンスが多い　
3.倫理教育に悩む看護教育者の割合は80％以上で
ある　4.過去の倫理問題の認識の高さと現在の倫
理教育に取組む数には関連がみられない。

以上のことから、看護教育者は、職業キャリア
が長く、直面した倫理問題の認識を高く持ち倫理
教育に取組んでいるが、倫理教育について悩みを
持つ者が多いことが明らかになった。また、倫理
問題への認識が高い教育者が十分な教育方法や情
報を持っていない可能性が考えられた。倫理教育
は看護教育の基盤となるものであることから、看
護教育者個々人だけでなく、教育施設における倫
理教育に対する検討の必要性が示唆された。
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