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精神看護学実習指導案 
                          ○長尾麻美 西村真一 林淳子 

                           森下美枝 吉本勝 

                       指導講師 片岡三佳 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 精神保健福祉法による精神障がい者の地域生活の促進、精神保健福祉施策改革ビジョン（2004 年 9

月）から始まった精神科病院の機能分化の推進は、精神障がい者の生活環境を、入院中心から地域生

活中心へと変化させている。しかし、徳島県においては精神科病院における在院日数が世界一長いと

いわれている現状がある。 

今回の精神看護学実習では対象となる精神疾患および精神障がいをもつ患者の特性を理解して欲し

いと考える。なぜなら、精神障がいは認知機能や思考障害により症状がわかりづらく、偏見を持たれ

ることも少なくない。しかしながら人は精神障がいの有無に関わらず自己実現を目指して、その人ら

しく生きていく権利がある。全ての人が変化と成長の可能性をもっており、その人らしく、個性をも

って生きるために不可欠な人と人とのつながりをベースにして、精神看護が行われている。 

精神看護学実習では、対象者の全体像を捉える事が難しいが、指導者は学生がうまくいかないこと

があっても、諦めず関わり、全体像を捉える事ができるように指導する事が重要である。患者の尊厳

を保つ高い倫理性をもって、その人が望む、その人らしい生活が送れるように援助する看護者として

の役割を学んでもらいたい。そして、患者との関わりを通し、自己を振り返り自分を見つめなおす事

ができるように指導し、学生が看護の気づきや喜びを知ることで、学習意欲を高め学生のもっている

力や個性を活用した支援ができるように、指導案を作成した。 

 

Ⅱ.仮説校の設定 

 

  出木杉看護学院 

3 年課程 

定員 40 名 

 

1. 教育理念 

急速な高齢化、医療の高度化に対応でき、また人々の価値観が多様化している中で人々との

間に真の援助的関係と保健医療チームの一員としての協調関係を創りだすことのできる看護師

の育成を目指す。 

また、人間関係を通して広い視野で物事を考えられる豊かな感性を磨き、知識に基づいた看護

実践力を身につけ、人間として自己成長し続ける主体的な看護学生を育てる。 

 

2. 教育目的 

看護に必要な基礎知識及び技術態度を教授し、地域社会に貢献できる、人間性豊かな人材を

育成する。 

 

3. 教育目標 

1） 生命の尊厳と人格の尊重の理念に基づき、感性豊かな人間性を養う。 

2） 対象を総合的に理解し、看護の必要性を認識し、基礎的看護ができる能力を養う。 

3） 変化する社会と健康の問題に関心を持ち、高齢社会に対応して、看護の役割が果たせる能力



を身につける。 

4） 看護を科学的に思考し、常に学習する態度を養い、看護の向上に役立つ能力を身につける。 

5） 保健医療チームの一員としての看護師の役割と責任を自覚し、自主性と協調性を身につける。 

 

Ⅲ.臨地実習の目的・目標 

 

1. 目的 

健康レベルの諸段階にある人々に対し、看護を展開できる能力と態度を養い、また、対象に

応じた看護実践能力を養い、自己の看護観を発展させる。 

 

2. 目標 

1） 看護の対象となる人々の多様な価値観を認め、援助的人間関係を成立させる能力と態度を養

う。 

2） 看護学の基礎的知識・技術を基に、関連諸科学を統合し、看護の対象となる人々への看護実

践をとおして、健康問題に関する看護過程を展開できる能力と態度を養う。 

3） 保健・医療・福祉チームの一員とし看護の責務を自覚し、他職種と協働・連携し、地域社会

における看護の役割を果たす能力と態度を養う。 

4） 看護実践を通じて、自己の価値観・看護観を深め、発展させる。 

 

Ⅳ.精神看護実習の目的・目標 

 

1. 目的 

精神看護学の知識と技術を用いて対象を理解し、心の健康を維持するための援助及び、心の

バランスを崩している人々や精神障がい者及び家族の援助について学ぶ。 

医療チームの一員として他職種との連携や社会資源の活用、家族支援についても理解を深め

る。 

 

2. 目標 

1） 精神看護の対象および精神看護の場を理解できる。 

2） 治療的環境の意味を知り、その中での看護師の役割を理解することができる。 

3） 「心を病む人」の内的世界を理解し、対象を尊重し接することができる。 

4） 対象の「その人らしさ」を尊重しながら日常生活の援助を行い、対象との治療的コミュニケ

ーションを図ることができる。 

5） 精神症状に応じた治療内容と患者への対応を理解できる。 

6） 対象とのかかわりを振り返り自己理解・自己活用の重要性を理解できる。 

7） 精神医療・保健・福祉における看護と他職種との連携の重要性を理解することができる。 

 

Ⅴ.本実習の設定 

 

1. 実習科目 

精神看護学実習 

 

2. 実習期間：2013 年 9 月 2 日（月）～9 月 13 日（金）（2 週間） 

 

3. 実習場所：医療法人 藤子病院 



 

4. 実習病棟：男女混合閉鎖病棟 定床 40 名（保護室 8 室） 

 

5. 病棟の週間予定表 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

シーツ交換 作業療法 病棟レクリエーション病棟レクリエーション病棟レクリエーション病棟レクリエーション

入浴（女性） 入浴（男性） 入浴（女性） 入浴（男性） 入浴（女性） 入浴（男性）

入浴（男性） 入浴（女性） 入浴（男性） 入浴（女性） 入浴（男性） 入浴（女性）

作業療法 俳句・絵画 SST 買い物ツアー 音楽療法 ビデオ鑑賞

午前

午後

 

 

6. 病棟の日課 

20:30 眠前薬与薬

21:00 消灯

15:30

16:30

カンファレンス

申し送り

18:00 夕食　食後薬与薬

検温　環境整備

病棟日課

昼食　食後薬与薬

病棟日課

6:00

8:00

9:00

9:30

10:30

12:00

※１時間毎に在院確認

14:00

起床　モーニングケア

朝食　食後薬与薬

申し送り

 

 

7. 学生グループの背景 

グループの特性 

（1） 男性 3 名・女性 1 名 

（2） 源 のび太（21） 

野比 しずか（21） 

骨川 たけし（21） 

剛田 すねお（20） 

（3） グループとしては、それぞれ個性が強くバラバラ 

にみえるが、協調性があり積極的に実習に取り組 

んでいる。精神科に対して「怖い、暗い、閉鎖的」 

など負のイメージがある。 
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（4） 本学生は 3 年生の男性であり、専門科目はすべて終了し、臨地実習では精神看護学実

習と統合実習を残すのみとなっている。真面目な性格であるが、実習では技術面の不

足や、消極的な行動がみられるが、受け持ち患者からは「他人を深く思いやる心を持

っている」と評価されるなど、優しい一面をもっている。 

（5） 学生のレディネス 

既学習内容：看護研究を除き講義科目すべて終了している。 

臨地実習体験：本実習と統合実習を残しすべて終了している。 

 

学生の学習状況 

前期 後期 前期 後期 前期 後期

基礎看護学

成人看護学Ⅰ

成人看護学Ⅱ

母性看護学

小児看護学

老年看護学

在宅看護論

統合 精神看護学

分野 看護の統合と実践

既学習 未学習

専
門
分
野

基礎看護学

成人看護学

母性看護学

小児看護学

精神看護学

老年看護学

在宅看護学

臨
地
実
習

学　　年 １年 ２年 ３年

専門基礎分野
基礎分野

 

 

8. グループの患者設定 

野比 静香  －  小川 あさみ 34 歳 女性 統合失調症・急性期 医療保護入院 

骨川 武   －  山下 聡 18 歳 男性 双極性感情障害 医療保護入院 

剛田 すねお －  水川 智久 65 歳 男性 強迫性障害 任意入院 

 

9. 受け持ち患者設定 

1）患者情報 

患者氏名：妻夫木 直也 

生年月日：昭和 38 年 6 月 6 日 

入院年月日：平成 25 年 8 月 15 日 

病名：統合失調症 

年齢：50 歳 

入院形態：任意入院 

職業：自営業（電気工） 

家族構成：妻 娘 両親 

          妻も自営業（事務）を手伝っている。 



娘は、高校卒業後、県外の大学に在学中である。 

父親も一緒に仕事をしていたが、今春より隠居している。 

 

2) 現病歴 

(1) 入院に至るまでの経過 

地元の高校卒業後、県外の大学に進学したのち某大手電機メーカーに就職。27 歳の時に結 

婚した。33 歳の時に転勤を機に人間関係に悩みうつ状態となり、○△大学病院を受診。統 

合失調症と診断され入院となる。退院後は継続的に外来受診をしていた。その後、38 歳の 

時に退職し家族と共に徳島に戻り、実家の電気工を手伝っていた。39 歳の時に再発し、近 

医の精神科受診し、1 年間入院加療をおこなう。退院後、継続的に外来受診をしていたが、 

父親が隠居した後は、忙しくなり外来受診が不定期となり内服もおこなえていなかった。幻 

聴・不眠あり、妻の勧めにて当院受診され男女混合閉鎖病棟に入院となる。 

 

（2）入院から受け持つまでの経過 

入院時は、「“おまはんの代になったら、もうあかんわ”と近所の人が窓の外で叫んでいる」 

という幻聴の訴えや、突然、泣き出したり、壁に頭を打ちつける等の自傷行為がみられた。 

エビリファイ 6mg1 錠 （朝食後）により、幻聴は軽減し、自傷行為はみられていない。不 

眠であったが、就寝前薬（ロヒプノール 1mg1 錠）にて良眠できている。現在は、積極的 

に生活機能訓練などにも参加している。家族の面会は週に 3 回程度あり受け入れは良好。 

 

Ⅵ.実習指導案 

 

1. 教材観 

対象者は 50 歳、男性の統合失調症（回復期）患者である、壮年期の発達課題は一般的に、社

会的に重要な役割に就いたり、家庭的・経済的・教育的な問題に悩まされたり、子供の自立を

支援したり、社会的には大きな責任を負わされ心理ストレスが増加する時期である。 

また、統合失調症は精神科病院入院患者の約 6 割を占める重要な疾患である。対象者は回復

期にあり、無理をすると新たにストレスを抱えてしまい、症状が後戻りしたり、結果的に悪化

してしまう重要な時期にある。 

対象者は不定期な通院、県外の大学に進学している娘への仕送り、父親が倒れたため家業の

電気工事を一人で担わなければならなくなったといった環境の変化によるストレスが病状悪化

の要因であると考えられる。現在は、確実な服薬（非定型抗精神病薬のエビリファイ、睡眠薬

のロヒプノール）と休養により、病状は安定している。積極的に作業療法に参加する姿がみら

れたり、活動的になって行動範囲が広がってきているため、症状の再燃に留意しながら、退院

に向けた環境調整が必要となる。 

学生には、対象者との関わりの中で、精神障がいによって日常生活や対人関係などに困難を

抱えている対象の回復期における不安定な精神状態を考慮し、その人の立場に立って、その人

が望むその人らしい生活を追及し、看護の役割課題を検討するとともに、医療チームの一員と

しての役割や社会資源の活用について学んでもらいたい。 

  【本実習で学んでもらいたいこと】 

1） 統合失調症の病態および治療。 

2） 対象が持つ日常生活能力や対人関係能力および、それを対象がどのように受け止めているか

を感じ取る。 

3） 対象との関わりの中で生じる自らの気持ちに気づき、自己洞察を深めること。 

4） 対象が抱えている困難さを理解し、対象が望む生活が送れるための援助を考え、看護チーム



と共有しながら、その一部を実施できる。 

・対象が抱えている生活上の困難さ 

・対象が望む生活を送るための援助と実際 

・精神科医療におけるチーム医療と看護の役割 

5） 実践を通して見いだされた精神保健医療上の諸問題の解決にあたり、看護の社会における特

質、ならびに、看護の現状から今後の課題を検討できる。 

・社会における精神看護の特質と課題 

6） 回復期における不安定な精神状態とその援助 

7） 発達課題と精神疾患との関連 

8） 人間関係の成立に必要なコミュニケーション技術の習得 

 

2. 学生観 

現代の青年の特徴は少子化、核家族などで人間関係が希薄な一方で、他者へのつながりを渇

望しているところもあり、会話によるコミュニケーションより、文字（携帯）によるコミュニ

ケーションの方が得意である。 

本学生は、3 学年 5 か月目であり専門科目の全ての講義を終了している。これまでの実習で技

術面の不足や消極的な姿勢がみられているのは、実習に対する対人関係での緊張と不安があり

助長していると考えられる。また、本実習まで精神障がい者と関わったことがなく、精神障が

い者に対し恐怖感、コミュニケーションがきちんととれるのかといった負のイメージが拭えず、

精神看護学実習に対し、さらに強い不安感を抱いている。 

 

3. 指導観 

本実習では、壮年期の統合失調症の回復期にある対象者の不安定な精神状態を考慮し、その

人の立場に立って、その人が望むその人らしい生活を追及し、看護の役割課題を検討するとと

もに、医療チームの一員としての役割や社会資源の活用について学んでもらいたい。また、統

合的に捉え看護過程が展開できることと、対象者との関わりの中で日常生活能力や対人関係能

力を理解し、それを対象者がどのように受け止めているかを理解し、関わりの中で生じる自ら

の気持ちを見つめ、人間関係の成立に必要なコミュニケーション技術の習得ができるよう指導

したい。 

自己を振り返り自分を見つめなおす事で「他人を思いやる心を持っている」という本学生の

長所が、患者、家族に寄り添うための「ゆらぐ」ことができる力だと知ってもらうことで、看

護学生として喜びを知ってもらう。 

   【本実習の指導にあたって大切にしたいこと】 

   1）対象者の安全・安楽と、学生の安全を配慮する。 

2）対象者主体の看護を考えることができるように、繰り返し、発問する。 

   3）学生の長所を活用するために、良かった点は言葉で伝える。 

   4）学生が自ら考え、行動できるように、カンファレンスを行い、言語化を促す。 

   5）自己を振り返り、自分を見つめなおす事ができるように、プロセスレコードを活用する。 

   6）人間関係の成立必要なコミュニケーション技術の習得ができるよう指導したい。 

   7）チーム医療における看護の役割を考えることができるように、精神保健福祉士、医師、看護  

    師と関わる時間を多く設定する。 

 

Ⅶ.実習指導計画 

 

 1.1 週目の週案 



  目標 

1） 精神科病棟の構造、特殊性が理解できる。 

2） 対象者の抱えている生活上の問題を理解する。 

3） 対象者の場面に応じた治療的コミュニケーションが実践できる。 

指導目標 指導方法 指導上の留意点

1. 精神科病棟の構造・特殊性が理
　 解できる。

①オリエンテーションを実施。病棟パ
　 ンフレットを使用し病棟の構造、鍵
 　の取り扱い、強化ガラス、カメラ設
　 置など安全面への配慮や看護体
   制を説明する。
②カルテ、看護記録の見方について
   説明する。
③入院患者の疾患、特徴について説
   明し受け持ちの疾患について質問
   する。

・観察・口頭。
・学生が安心できるよう声掛け、
　配慮する。
・事前学習の提示。
・病棟の特徴を踏まえたオリエンテー
　ションを実施する。
・学生の反応を見ながら説明する。
・質問しやすい雰囲気作りをする。
・学生の安全を確保するよう
　配慮する。

2. 対象者の抱えている生活上の問
　 題を理解する。

①受け持ち患者全体像を説明する。
②学生と共に対象を訪室し挨拶す
   る。
③記録物からの情報収集の整理が
　 できているか確認する。
④個別性のある計画が見いだされて
   いるか確認する。
⑤中間カンファレンスを行い必要に応
   じて計画を修正する。
⑥薬物療法についての理解の程度
　 を質問し、不足している知識につ
　 いて説明する。
⑦与薬の進め方、服薬の方法をみ
　 てもらう。
⑧生活技能訓練の役割について質
　 問する。
⑨生活技能訓練の必要性を説明す
　 る。
⑩生活技能訓練に参加してもらう。

・プライバシーに配慮できているか確
  認する。
・不安・緊張が強いので、その都度、
　指導が関われるようにする。
・良い気づき、関わりについては褒め
　る。
・対象者の安全への配慮の重要性
　を指導する。

3.対象者の場面に応じた治療的コミ
　ュニケーションが実施できる。

①看護者と対象者の距離の取り方、
　 方法をみてもらう。
②コミュニケーションの重要性を理解
　 し、一方的な関わりにならないよ
　 う指導する。

・コミュニケーションが円滑になるよう
 看護者が介入する。
・参加する対象者にも承諾を得る。

１
週
目

 

 

 2.2 週目の週案 

  目標 

1） プロセスレコードから自分の表情や行動に気づき自己洞察ができる。 

2） 対象者のニードに応じた看護を展開し評価、修正できる。 

3） 保健医療チームにおける多職種の役割を理解し、看護の役割について考える。 

 

指導目標 指導方法 指導上の留意点

1. プロセスレコードから自分の表情
　 や行動に気づき自己洞察ができ
   る。

①プロセスレコードにより自己の振り
　 返りが客観的にできているか確認
　 する。

・学生が自由に発表し意見を出し合
  える雰囲気を作る。
・学生の思いが言葉になるよう引き
  出す。
・意見交換できる。

2.対象者のニードに応じた看護を展
　開し評価、修正できる。

①最終カンファレンスにより対象者の
　 看護過程、介入の方法について内
　 容を話し合う。
②カンファレンスにより気づいた点を
　 評価し今後に活かせるようにする。

③精神看護学実習のイメージにつ
　 いて発問を促す。

・再度、対象者の安全への配慮の
  重要性を指導する。
・再度、学生の安全を確保するよう
　配慮する。
・自己判断せず看護師に報告する。
・患者の生活リズムに合わせた看護
  展開ができているか確認する。

2
週
目

 



3.保健医療チームにおける多職種の
　役割を理解し、看護の役割につい
　て考える。

①病棟と多職種の連携を説明する。
②医療チームメンバーの役割につい
   て説明し、デイケア・訪問看護の見
　 学を行う。
③精神保健・精神障がい者福祉に関
　 する家族の支援、社会資源につい
   て精神保健福祉士より説明する。

・精神保健福祉士に事前に連絡を取
  り説明を受ける。
・デイケア・訪問看護の対象者、スタ
  ッフに事前に連絡を取り見学の承
  諾を得る。

2
週
目

 

 

 3.日案 

  目標（実習 1 日目） 

1） 精神科病棟の特殊性、看護体制を理解する。 

2） 対象者の生活環境を知ることができる。 

3） 対象者とコミュニケーションを図る。  

時間 指導内容 指導法・留意点 評価の視点
8:30 1.挨拶。

①スタッフの紹介
②学生の自己紹介

・学生のレディネスを把握する。 ・発言する態度。

9:00 2.申し送りの見学。 ・一日の行動計画と目標を発表
 してもらう。

・行動目標が的確であるか確認
 する。

9:30 3.病棟オリエンテーション。
①学生更衣室・休憩室・トイレ
②病棟の概要
・特徴・構造・病床数
・鍵の取り扱い
・入院患者の特徴（疾患・入院
  形態・在院期間など）
・行事予定（年間、月間、週間）
  日課、病棟内規定

・パンフレットを配布し、みてもら
 いながら説明する。
・病棟内を見学してもらいながら
 説明する。
・鍵は患者の身を守るものであ
 り、自分の身を守るものでもあ
 ることを伝え、管理の重要性を
 説明する。
・精神科のイメージを表出できる
 ように発問する。

③看護の特徴
・看護方針、看護方式、勤務体
  制、看護基準、看護手順

・オリエンテーションを積極的に
 受けられたか。
・精神科や閉鎖病棟の特殊性
 をとらえられたか。

④備品、物品、薬品の保管場所
　 保管方法

・記録物は所定の場所へ置き、
 他の場所には持ち出さないよう
 説明する。

⑤看護記録と記載方法
⑥看護管理
・安全保護：行動制限、隔離、
  身体拘束、施錠
・事故防止：自殺、自傷、離院、
  火災、喫煙
・私物管理：貴重品、金銭、衣
　類
・処遇：書簡、電話、面会、代理
  行為

・行動制限、入院形態について
 、精神保健福祉法に基づいて
 行われている事を説明する。
・処遇の不服や退院請求につ
 いてなど、行政機関である健
 康増進課や人権擁護課にいつ
 でも電話ができるようになって
 いることを説明する。

⑦災害対策：非常口、避難経路
 　避難場所、火災時の通報

10:00 4.受け持ち患者を紹介。 ・挨拶は受け持ち患者だけでな
 く、同室者にも行う。

5.記録物からの情報収集。 ・カルテ看護記録の見方につい
 て説明する。

12:00 6.昼食、服薬見学。 ・食事摂取時と与薬時の注意点
 を説明する。  



   

 

Ⅷ.プロセスレコード 

 

 プロセスレコードは看護場面における対象者と看護師関係を詳細に記述したものである。この書式

の特徴は看護師の思考・感情・行動が明確になること、対象者の思考、感情を推察する能力が必要と

されること、さらに自己の思考・感情・行動・を自ら分析、考察、できる能力を高めることを目的と

している。学生は、対象者との関わりの中で気になった自分の言動や思いを表現し記載することで、

自己の振り返りをした。 

 実習 2 週目の１日目、この場面を取り上げた動機は退院後の生活について不安を訴えた対象者に、

どのように対応したらよいのかわからず、学生が戸惑っている場面である。 

 学生のとった行動が適切であったのかどうかを、プロセスレコードを用いて振り返りたい。 

 

 

12:30 休　　憩
13:30 7.受け持ち患者とのコミュニケー

　ション・情報収集。
・患者との会話のきっかけをつく
 る。

・言葉使い、態度は適切か確認
　する。

14:00 8.レクリエーション療法、室内ゲ
  ームへの参加を通してコミュ
　ニケーションを図る。

・レクリエーション療法の意義・
 目的を説明する。
・一緒にレクリエーションに参加
 するなど、患者と接してみてど
 うだったか発問する。

・不安な表情や態度がみられた
 場合は、指導者から声掛けを
 行うように配慮する。

15:30 9.カンファレンス。（一日の反省）
①実習の感想、気づき
②明日への方向付け

・司会は指導者が行い、話しや
 すい雰囲気を心掛ける。
・困った点、学んだ点、患者に
 対する印象など学生の言葉で
 表出できるようにする。
・明日の行動計画の確認。
・事前学習の指示。

・カンファレンス参加時の態度を
 みる。
・学生が自分の感情や気持ちを
 表出できているか確認する。
・精神科や精神障がい者へのイ
 メージを表出できたか確認す
 る。
・一日目の実習でよかった点を
 褒め、学習意欲を高められるよ
 うようにする。
・本日の目標達成度を確認し、
 達成できていないものについ
 ては明日の行動目標に入れ
 る。

16:00 10.実習終了の挨拶。 ・受け持ち患者やスタッフへの
 挨拶。

患者の反応 私が考えたり、感じたりしたこと 私の言動 学生の考察

①自室でベッドに座り、無表
　 情でうつむいている。

②どうしたのかな？
   いつもと表情が違うな。
　 声をかけても良いかなぁ？

③「おはようございます。」
 　最小限の挨拶にとどめて
　 みた。

④先週とは妻夫木さんの表
　 情が違っていたので、必
 　要以上に刺激を与えない
　 ような声掛けができたと
 　思う。

一緒に妻夫木さんに対する

のび太くんの対応を

振り返ってみよう！！

kanrisya
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⑤「おはよう。」と挨拶のあと
　 「はぁ～」とため息がもれ
　 る。

⑥やっぱり、先週と雰囲気が
　 違うなぁ？僕が話しかけな
   くても、よく喋ってくれたの
　 に、ため息をついて何かあ
　 ったのかなぁ？

⑦「妻夫木さん、何かあった
　 んですか？」

⑧ため息は、何かを打ち明け
　 たいための話のきっかけ
　 のサインを感じ取ることが
 　できた。

⑨「いやぁ・・・ちょっとな、
　 昨日、うちのが面会に来て
　 くれたんやけどな・・・」

⑩面会があったのに、なんで
　 ため息なんてついたんだろ
　 う？

⑪「面会で何かあったんです
　 か？」「面会で何かあった
 　としても、奥さんは妻夫木
　 さんが退院されるのを待
 　ってると思いますよ。」

⑫妻夫木さんがいつもと違う
　 要因は面会によるもので
 　あると考えられたから、面
　 会で何かあったか尋ねて
 　みた。面会で何かあったに
　 しても、家族の思いを、妻
　 夫木さんに感じてもらえた
 　らと思い発言した。

⑬「そんなんちゃうんよ」
　 「うちのが、僕が退院する
 　の待っとるんぐらいわ
　 かっとる。」
 　と少し声を荒げられる。

⑭想像だけで余計なこと言っ
　 ちゃった。

⑮「すみません。」 ⑯勝手な思い込みで妻夫木
　 さんの気持ちを尊重する
 　ことができず、機嫌を損ね
   ることになったので謝罪を
   述べた。

⑰「夜は寝れるようになった
   し、聴こえてくるのも減っ
   てきたし、家に帰るん自
  体は自分でもいけるとは
  思うんでよ。」

⑱余計なこと言ったのに、ま
　 だ妻夫木さんが話をしてく
　 れるから、今度は聞き手に
　 徹してみようかな。

⑲・・・・・・。（無言） ⑳余計なことを言わず、傾
　 聴する姿勢をとった。
　

1)妻夫木さんの、いつ

もと違う変化に、よく気

がついたね。

2)あっ、はい・・・。

3)よく妻夫木さんのサインに気がつ

くことができたね。
4）はい。

6）家族の面会って嬉しいもの

だし、退院への励みになるも

のと思うし、面会で何かあっ

ても家族の絆を知って欲しい

と思いました。

5）妻夫木さんは、奥さんの面

会をどのように捉えてたと思

う？

7）面会は、もちろん励みになり良

い影響をあたえることもあるけど、

その反対に不安を助長する要因

にもなりかねないんだよ。

8）そうなんですかぁ・・・。

kanrisya
長方形

kanrisya
多角形



 

㉑「退院しても、またもんて
 　きたんでは意味ないでぇ
　 な。」

㉒入退院を繰り返してるし、
 　再発することが不安なん
　 だ。何か安心できるような
 　なこと言わなきゃ。

㉓・・・・・・。（無言） ㉔何か、安心できるような
 　言葉を言おうと思ったのに
　 何も言ってあげることがで
   きなかった。

㉕「いつまでも店閉めとくわ
　 けにいかんし、娘にも仕
 　送りせなあかんしな。」

㉖病気以外にも、いろんな
　 悩みを抱えてるんだなぁ。
 　そんなこともストレスにな
　 るんだろうなぁ。

㉗「大変と思いますけど、体
 　を大事にしてください。僕
　 なんかが生意気かもしれ
 　ないけど、その方が、奥さ
　 んも娘さんも嬉しいと思い
 　ますよ。」

㉘共感することも大切だけ
　 ど、退院のことばかり話す
 　とストレスを助長すると思
　 い、今は治療に専念する
 　ことを第一に考えれるよう
　 に促すように心掛けた。

㉙「そうやな、焦ってもしゃ
 　ぁないな。急がば回れっ
　 ていうしな。」
　 「ありがと。のび太くんに
　 話したら少し気が晴れた
　 わ。」
 　「看護師さんは、忙しそう
　 やし、こんなオッサンの
 　しょうもない話するのも悪
　 いでぇな。」

㉚しょうもない話っていって
　 るけど、本当は誰かに聴
 　いて欲しかったんだろう
　 なぁ。
 　看護師さんだって、聴きた
　 いはずだし、もっと不安を
 　口に出せるようになれば
　 良いのに。
 　僕が話を聴くことで、少し
　 でも気が晴れて良かっ
　 た。

㉛「こちらこそ、いろいろ話し
　 てくれてありがとうござい
 　ます。」「いろんな事を話
　すことで少しでもストレス
　 が緩和することもあるかも
   しれないし、看護師さんに
   も何でも話ても大丈夫だ
   と思いますよ。きっと看護
   師さんも、妻夫木さんとい
   ろんな話したいと思いま
   すよ。」

㉜不安を口にすることで、ス
　 トレス要因を知ることがで
 　きるため、看護師さんにも
　 何でも話すように促すこと
 　ができた。

9）思い込みで喋っちゃったんだね～。

でも直ぐに、謝ることができたのは良かった

んじゃないかな。のび太くんが、素直に謝るこ

とができたから、妻夫木さんも話を続けてくれ

たと思うよ。

10)妻夫木さんが入退院を繰り返す要因は

なんだと思う？

11)継続して通院されたり、ちゃ

んと内服ができてる間は、再発

はしてなかったと思います。

12）そうだね。しっかり、妻夫木さん

の情報を頭にいれておくと、何か言っ

てあげることができたかもしれないね。
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プロセスレコードの分析・考察 

 今回、病状が安定し退院を考え、退院後の生活に不安を表出した対象者との関わりの場面を取り上

げている。そのなかで感じた学生の違和感※1（②⑥⑩）を、私たちは大切にしなければいけない。違

和感を学生と一緒に考え、学生に気づきをもたらすような指導が必要になってくる。その違和感をも

つことが看護の感性を育てるのにつながるのではないかと考える。 

 指導者は、対象者の表情の変化に気づいた学生を評価すべきである。しかし、学生は固定観念で面

会＝励みになり良い影響を及ぼすものであると思っているが、実際の精神科では一概に言い切れない。 

 家族や知人の面会は、入院している患者にとって、励みになり、治療上良い影響を及ぼすものであ

るが、その反対に、心配事、病状など直接関係のあることは、ストレスや不安を助長する要因となる

こともある。家族や知人の面会によって心配事が表面化し、様々な影響を与える可能性が考えられる。 

このように、いろいろな角度から、対象者を観ることにより、より理解することができる。 

13)どうかな？

振り返ってみてのび太くんは自分の看

護をどう思う？

14)少し空回りもしたけど、傾聴

し始めてから、いろんな事を話し

てくれたと思います。

15）そうだね、傾聴することの

大切さを学ぶことができたね。

16）でも聴くことしかできず、

妻夫木さんを安心させてあげ

るようなことは、何も言えませ

んでした。

17)そうかなぁ、のび太くんは聴くことができたじゃない。

寄り添い傾聴する姿勢をとることができたから、妻夫木さんはのび太くんに

安心して、いろいろ話すことができたと思うよ。

コミュニケーションを図り信頼関係を構築するうえで重要なことだし、良い看

護ができてると思うよ。

僕達には、話してくれなかった妻夫木さんの心情を教えてくれありがとう。

明日からもよろしくね。
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学生に、対象者をより理解してもらうために、プロセスレコードの最後の指導者の発言（17））では、

自ら行った行動に自信が持つことができない学生に対し、指導者として、学生のとった行動を認め賞

賛したことにより、自ら行った行動に自信を持たせた。結果、学生は寄り添い傾聴する姿勢が大切で

ある事を学ぶことができた。 

 
※1違和感とは「周囲としっくりしない感じ」のことであり、しっくりしないのは対人関係にずれがあ

るからで、そこに生じてくる曖昧な不快感を違和感とする。 

 

Ⅸ.考察 

 

 片岡 1）は「現代の学生は人間関係の希薄な社会の中で育っているため、自分自身が傷つくことを恐

れ、深く他者と関わったり、自ら人間関係を発展させることが不得手である。」と述べているが、今回

の学生は「やさしさ、思いやり」を持っており、相手の立場になり寄り添おうとすることができる。 

そこで、指導者として学生の特徴を生かすため、学生の小さな気づきも褒め話しやすい雰囲気の中

で、カンファレンスやプロセスレコードを活用し、自己洞察をするとともに、コミュニケーションの

目的について指導を行った。そこで、学生の持つ力を出し、自ら学びとることに指導の重点を置いた。 

 本実習で学生は対象者の状態の変化に気づくことができた。その気づきに対し、対象者との関わり

を通し、自己を振り返り自分を見つめなおす事ができるように指導したことにより、学生は、あらゆ

る角度から対象者を観る事の大切さを知ることができたと考える。 

 指導方法によって、学生の学びは大きく変わる。指導者は、学生のもっている力や個性を活用した

支援が必要である。そのために指導者は学生のレディネスを十分に把握し、実際に「やって見せる」

「言って聞かせる」「やらせてみる」「ほめる」といった指導を行うことを大事にしたい。 

 

Ⅹ.おわりに 

 

 実習指導案を作成する中で、患者－看護師における他者理解のための自己理解、自己理解のための

他者理解の重要性について指導するにあたり、自らを振り返り自己洞察することの大切さについて再

認識した。指導者は学生の援助者という役割をもつが、その関わりを通して、自身の看護を見つめ直

し、学生の学びを通して自身も学ぶ機会を得るということ。すなわち学生へのより良い指導は、患者

へのより良い看護の提供へと繋がっていくと考える。 

 今回、実習指導案作成にあたり、ご多忙中の中、暖かく見守りご指導くださいました片岡三佳先生

をはじめ、ご講義してくださいました諸先生方に深く感謝いたします。 
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程

精 神 看 護 学 期間　　月　　日　～　　月　　日 学生氏名

保健医療福祉チームにおける多職種の役割と、チーム内における看護の役割を理解できる

対象との関わりの中からコミュニケーション技法を学ぶことができる

作業療法・レクリェーション療法を通して患者－学生の人間関係が形成できる

立案された計画に基づいた援助ができる

対象者の人権・プライバシーに配慮した援助ができる

実施した援助が期待する目標まで達成したか修正できる

実施した援助が適切であったか評価し修正できる

鍵の取り扱いについて

対象を精神的・身体的・社会的側面から捉え全体像を把握できる

精神症状が日常生活に及ぼす影響と、その行動の意味を理解できる

問題点の優先順位を判断し、達成可能な目標を立案できる

安全・安楽に留意し、対象のニードに応じた看護計画が立案できる

精神看護学実習評価

プロセスレコードを用いて自ら行った看護を振り返り自己の感情や行動性に気づくことができ
る

挨拶を心がけ親切丁寧な言葉使いができる

時間や記録物の提出期限が守れる

カンファレンスで積極的に意見を述べ討議できる

評 価 内 容

生活技能訓練を通してコミュニケーション技術の向上が図れる

行動制限の必要性と留意点ついて理解することができる

対象のコミュニケーション能力（感情・言動・行為・動作）を正しく捉えることができる

対象の訴えに耳を傾け共感的態度で受け止めることができる

実習指導者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

 




