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福島県立医科大学看護学部紀要 31-39，2003

Bulletin of Fukushima School of Nursing 目論説圃

わが国における新卒看護師に関する文献の検討

市川和可子 1) 佐藤るみ子2)大薗七重3) 

Literature Review on Research Trend of Novice Nurses in Japan 

Wakako ICHIKAWA 1)， Rumiko SAT02)， Nanae OOZON03) 

しはじめに

わが国においては 医療・看護をとりまく環境は大き

く変化している.入院日数の短縮化が進み，病棟の重症

度は高く業務密度も高くなっており 疾病以外にもさま

ざまな機能障害を持つ高齢な患者の増加により，安全管

理を高い水準で、行っていく重要性が叫ばれている 1) こ

のような高度医療・診療報酬制度の変化の影響などで，

一般病棟においても集中ケア的技術が要求され，資質の

高い看護師の確保が必要とされている 2) 

一方，看護基礎教育では，医療・看護を取り巻く環境

の変化に対応して， 1990年(平成2年)と， 1997年(平

成9年)の 2度にわたり，看護基礎教育のカリキュラム

改正が行われた.そのねらいは 「進展する医療に対応で

きる判断能力・応用能力・科学的な問題解決能力の育

成J I人間性豊かな看護婦・士の育成」にあった. 1997 

年(平成 9年)の改正では より看護の専門性を要求され

る知識・技術の分野を体系化したことが大きな特徴であ

った.さらに新たな領域として在宅看護論及び¥精神看

護学が新設され，より社会や医療状況にふさわしい人材

育成を目指した教育となった 3) しかしその一方で，実

習時間は大幅に減少している. 1967年のカリキュラム改

正後，学習総時間に対し約50%であった実習時間は，

1989年改正では35%に 1997年改正では26%と減少して

いる 4)現在では 新卒看護師の臨床能力低下が問題と

して話題になっており，実態調査に基づき，看護師の卒

後臨床研修の必修化の提言も出てきた 5) 

医療の高度化などに伴い，資質の高い看護師が要求さ

れる傾向が強まっているのに対し 看護基礎教育におい

ては，ゆとりのある教育が重視され，学習内容総時間数

とともに，実習時間が減少している状況において，新卒
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看護師がそれまで育った看護基礎教育の環境から一変し

た臨床という複雑な場に慣れ一人前の看護師になるまで

には時間を要し，卒業後も，引き続き施設においての教

育が重要となってくる.現在 新卒看護師に対する効果

的な教育やサポートについては模索の時期ともいえる.

新卒看護師自身も卒業後も指導を受けなければやって

いけないといった危機感と よい指導を受けたいという

ニーズは高い.しかし 新卒看護師を受け入れる臨床側

でも，より効果的な教育を実施したいと考えてはいるも

のの，日々の集中的ケア技術が必要とされる業務をこな

しながらの新卒看護師指導には限界があるのではないだ

ろうか.また，筆者自身も自分とは教育背景も世代も異

なる新卒看護師に対して，どのように関わることが，教

育的に見て新卒看護師の成長を促進するのかよくわから

ないまま，自分の新人のころの経験を頼りに指導を行っ

てしまった体験を持っている.そこで，新卒看護師に関

する文献を整理し，新卒看護師にとって，どのような関

わり方や教育のあり方がよいのかについて検討を行いた

しE

II .文献検索の方法

文献は， 1990年から2000年までの11年間に発表された

新卒看護師に関する研究論文を二次資料「医学中央雑誌

CD-ROM版」を用いて検索した.まず「新卒看護婦」ゃ

「卒後教育」といったキーワードを用いて検索を行った

が，該当する文献がなかったため 以下のキーワードか

ら検索を行った.

① キーワード「看護婦Jおよび「看護教育」の 2つ

を含む文献.

② 新卒看護師に関連しているキーワード「職場適

応」を含む文献.

key words. NOVlce Nurses， Literature Revlew， EducatlOll For Novlce Nurses 
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③ 新卒看護師に関連しているキーワード「リアリテ

イショック」を含む文献.

上記の 3っそれぞれに該当する文献の中から，主題が

新卒看護師や新人教育などに関連のある研究論文を選択

し，今回の文献検討の対象とした.なお，それらの中か

ら，看護系大学・短大紀要，看護専門雑誌，看護系学会

誌に掲載された研究論文(原著論文)に限定し，看護系

学会の会議録は除外した.

ill.結果

対象とした研究論文の内容をみると，大きく「新卒看

護師の特徴」と「新卒看護師の教育Jの2つに分類され

た. I新卒看護師の特徴」においては 「新卒看護師の職

場適応」と「新卒看護師の看護実践能力」の視点からま

とめる.

「新卒看護師の教育」においては 中心的なテーマとし

て1980年代後半に導入されたプリセプターシソプ制度が

あげられる.プリセプターシップ制度とは，それまでの

チーム全体で新卒看護師を指導する体制から，ある特定

の先輩看護師より特定の新卒看護師がマンツーマンで指

導を受ける体制のことであり，新卒看護師のリアリテイ

ショックを軽減し，職場への適応を促進する効果がある

ことからわが国で普及していった体制である.そこで，

「プリセプターシップを用いた新卒看護師の教育」を視

点のひとつとしてあげた.ほかには 「特殊な場やケアに

おける新卒看護師の教育Jと「新卒看護師への指導方法

の検討J，I新卒看護師と先輩看護師の相互関係から見た

新卒看護師の教育」といった視点からまとめる.

1 .新卒看護師の特徴

1 )新卒看護師の職場適応

①職場適応とサポート

中野ら 6 り)は，新卒看護師の看護実践や看護に対

する姿勢についての 1年間の変化と職場のサポート

の実態を把握し職場適応、の方向性を検討する目的

で，新卒看護師137名を対象に就職時・ 3ヶ月後・ 6

ヶ月後・ 1年後に，及び新卒看護師の指導を担当し

ている看護師長と指導者124名を対象に 3ヶ月後・ l

年後に質問紙調査を行っている.看護実践について

の評価は，新卒看護師の自己評価・指導者の評価と

もに年月が経つにつれ 「できるJI自信を持ってで

きる」と評価する割合が増加しており，経験するこ

との多い看護技術は手技的に実践力をつけているも

のの，知識をもった上での判断や予測に関する実践

力は， I助力があればできる」と評価する割合が多

く， IできるJI自信を持ってできるJに移行する割

合の伸びが前者に比べ少なかったことを明らかにし

ている.また，職場のサポートに関して新卒看護師

は，調査時期のどの時期においても， Iよく受けてい

る」と答えている.職場のサポートの内容を14項目

挙げ5段階で間いた結果， 3ヶ月の時点で最も受け

ているサポートとして「仕事上で、間違っているとき

の注意や助言Jをあげているが， 1年後には 3ヶ月

の時点と比較すると，そのサポートはやや減少し，

「仕事上ょくできたときには認めてもらっている」

「時間外や余暇の活用でリフレッシュできるよう配

慮Jなどが上昇していた.

なおこの調査の一環として，上記の調査結果の中

から新卒看護師の看護に対する姿勢についてとりあ

げ 1年間の経時的変化を分析した結果や， 1箇所の

短期大学卒業生と他教育機関の卒業生を比較検討

し，基礎教育の内容を検討した結果も報告されてい

る 10~1 1)

② 職場適応に影響を及ぼす要因

新卒看護師が職場に適応するプロセスの中で受け

ていると感じているサポートについて報告している

研究論文は 2文献である.

まず荒川ら 12) は，職場適応に影響を及ぼす要因を

検討する目的で新卒看護師170名を対象に仕事への取

り組みに関するアンケート調査を行っている.その

結果，仕事を継続してきた理由として「患者や家族

から感謝された時jと並んで「友人や先輩から気持

ちを理解され励まされた」という理由が最も多く，

先輩から教わったことで自分の為になったことの内

容として， I患者・家族への看護の方法」ゃ「苦しい

時・↑品んだ時のアドバイス」などがあることを報告

している.これらのことから新卒看護師にとって身

近に相談できる先輩がいて，精神衛生を良好に維持

できる職場環境が必要であり，看護実践をしていく

上で先輩の存在価値が大きいことを述べている.

また板垣13) は，新卒看護師41名を対象に質問紙に

よる職場適応意識調査を行い，その中でも適応意識

良好者 3名と不良者 3名に面接調査を行っている.

その結果，面接では主に先輩看護師との人間関係が

多く語られており，両者に共通していやな・苦手な

先輩は存在するものの，良好者はさらに信頼して相

談できる先輩看議師の存在を語り，それに対して不

良者はそのような先輩のことについてほとんど語ら

なかったことを幸良告している.

③ リアリティショックの要因

新卒看護師が職場に適応するプロセスの中でみら

れるリアリテイ・ショックについて報告した研究論

文は 3文献であり，いずれもリアリテイ・ショック



の要因を探る研究であった.

まず太田ら 14)は，職場で遭遇する困難と離職願望

との関連からリアリテイ・ショックの要因を明らか

にする目的で自作の質問紙を用いて32名の新卒看護

師を対象に調査を行っている.その結果， 1事務処

理J1他部門との連絡J1自分のやりたい看護ができ

ないJことを予想以上に困難と感じていたことが報

告されている.また離職願望がある群は「職場の雰

囲気」で困難を感じており 技術に関する項目につ

いて困難を感じている人が多いことから，人間関係

と看護技術面の困難さが離職願望の持続につながっ

ているのではないかと述べている.

次に平松ら川は，卒後6ヶ月までの新卒看護師の

リアリテイ・ショックの程度と身体・精神症状の経

時的変化及びコービングとの関連を検討する目的で

新卒看護師 9名を対象に調査を行っている.まずバ

ーンアウト・スケールを用いて測定し，健全群・徴

候群・リアリテイ・ショック群を分類すると共に，

CMI (Cornell Medical Index)や情緒的支援ネットワ

ーク尺度を用いてそれぞれの特徴を導き出している

が，その中でリアリテイ・ショック群に分類された

2名は，身体・精神症状が増加し，病棟内の情緒支

援ネットワーク力が経時的に低下しており，回避的

コーピングを用いる割合が高いと報告している.

また芳賀ら16)は，病棟の特殊性によるリアリテイ・

ショックの程度・要因の違いを明らかにする目的

で，バーンアウト・スケールなどを含めたアンケー

ト調査を，新卒看護師181名を対象に行っている.そ

の結果，リアリテイ・ショックの群が占める割合を

科別でみたところ産科で有意に高く小児科で、低かっ

たこと，看護度の高低との関連はなかったことを報

告している.

新卒看護師が職場に適応していくプロセスの中で

感じているストレスについて報告している研究論文

もあった.大沼ら17)は，新卒看護師44名を対象に，

半構成的に作成したストレス要因質問紙と POMS調

査 (Profileof Mood Stases)を用いて調査を行ってお

り， POMSにおいて気分の状態が入職時には「正

常Jであるが，その後 7・12月とも「要注意」とな

った群11名が認知している内容について報告してい

る.

2 )新卒看護師の看護実践能力

① 新卒看護師の看護技術とその修得度

新卒看護師の看護技術及びその習得度に関する報

告が多く見られ，そのいずれもが看護基礎教育にお

ける看護技術の教育を評価・検討することや，卒後

わが国における新卒看護師に関する文献の検討 33 

教育の方向性を検討することを目的として調査を行

っている.

川島ら 18)は，新卒看護師24名を対象に， 42の看護

技術項目を含む自作の調査票を用いて 1年間の縦断

的調査を行い，そのうち，看護師経験者 2名を除い

た22名の結果を分析・検討している.その結果，自

己評価において 11年間で基本的な看護技術ができ

るようになった」と考えている新卒看護師が60%以

上いたことに加え (指導者による)他者評価との到

達度の比較においては 自己評価と他者評価の到達

度が一致したもの 自己評価の到達度が他者評価の

到達度より上回っているもの(過大評価)，自己評価

の到達度が他者評価の到達度より下回っているもの

(過小評価)があったことを報告している.

また竹谷ら 19) も就職時と l年後の基礎看護技術習

得度について152名の新卒看護師を対象に質問紙調査

を行っている.看護技術に関しては自己評価を記入

する形をとっており その結果として個々の看護技

術習得度の他に，教育背景が様々であっても技術習

得度の差が 1年後にはほとんどなくなっていると報

告している.

基礎看護教育における平成 2年・平成 9年のカリ

キュラム改正によって「新卒看護師の看護技術経験

の不足Jがもたらされたという報告等をうけて，新

卒看護師を指導する先輩看護師297名を対象にした調

査も行われている 20) 質問紙による調査の結果，看

護技術力の低下により 新卒看護師が一人立ちする

までに先輩看護師が希望するよりも長い時間がかか

ること，臨床側は学生時代に十分経験していない看

護技術が多いと感じており，特に治療・処置・検査

に関する技術においては習得できていないと感じて

いること，新卒看護師のニアミスは多く，特に実習

中の看護技術経験の少ない項目が上位をしめている

ことなどを明らかにしている.質問紙において，カ

リキュラム改正後の教育をうけた新卒看護師に限定

して回答を得ているかどうかは不明確であるが，カ

リキュラム改正と新卒看護師の看護技術力の低下に

はなんらかの因果関係があることがうかがえる.

また小児看護技術の習得について 1年間の縦断

的調査を報告したものも見られている 21-23) この調

査では新卒看護師222名の他に担当看護師長96名も調

査対象としており 小児看護技術の習得状況のほか

に，看護師長の評価が新卒看護師の自己評価に比べ

て低かったことを報告している.

② 新卒看護師のアセスメン卜能力

他に，新卒看護師の看護過程の展開能力について

報告している研究論文がある.上西ら24)は新卒看護
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師のアセスメント能力を知る目的で，新卒看護師73

名と記録推進委員(経験年数3年以上の看護師) 31 

名を対象に同ーの事例を紙上展開させ，その内容を

比較検討している.その結果，新卒看護師は第 2次

アセスメント(仮の診断，関連因子，持てる力，デ

ータ不是などを統合する内容)のいくつかの項目に

おいて書けていないこと，立案した看護計画では実

践可能な具体策が少なかったことなどを報告してい

る.

③ 新卒看護師のミス・ニアミス

松本らお)は新卒看護師が起こすミス・ニアミスか

らその特徴を知る目的で，新卒看護師94名が記録と

して残したミス・ニアミスの事例671件を分析してい

る.その結果「検査・処置に関することJI持続点滴

の速度の誤り」の項目が数多く，これら診療補助業

務が療養上の世話の約 3倍を占めており，看護過程

別(情報，判断，実施，評価，確認)に分類した時

には確認不足・情報不足によるものが多かったこと

を報告している.

④ 新卒看護師の教育目標到達度

上記のような病棟などでの指導や関わりについて

ではなく，看護部の教育目標に関して報告した文献

も見られている.平井らめ)は各病院の教育計画に基

づいて作成した教育目標に対する新卒看護師の到達

状況を明らかにする目的で， 12施設の新卒看護師129

名，先輩看護師456名，看護師長43名を対象に自作の

調査票を用いて調査を行っている.その結果，到達

目標と到達の実態に大きな差があることや評価の厳

しさは看護師長，新卒看護師，先輩看護師の順番で

厳しいことを報告している.

2回新卒看護師の教育

1 )プリセプターシップを用いた新卒看護師の教育

① プリセプターおよび新卒看護師のプリセプターシ

ップ制度に対する認識

プリセプターシップの導入に伴って，プリセプタ

ーとその他のスタッフナースとの間で役割意識が変

化し，そのためプリセプターに負担が生じているこ

とを報告した文献が2文献見られた.市川ら27)はプ

リセプターシップ導入後 2年間にわたってプリセプ

ター及びスタッフナースを士ナ象にプリセプターシッ

プの問題点などについて質問紙調査を行っている.

その結果，導入 l年目はプリセプターシップに対す

る問題点が多くあげられ 「他のスタッフの協力体制

がないJと答えたプリセプターは約50%を占め，プ

リセプター以外のナースの啓蒙をしていく必要があ

ると述べている.

金子団)は，先輩看護師の個人的感情が新卒看護師

の指導に与える影響を明らかにする目的で，プリセ

プター経験看護師10名を対象に，プリセプティに対

する認識や指導内容について面接調査を行ってい

る.その結果，プリセプティについて何らかのマイ

ナスの感情を持った人は 4名，プラスの感情を持ち

続け人間関係も良好だった人が 6名であったことを

報告している.さらに，マイナスの感情を持った 4

名について分析したところ，思い通りに成長しない

新卒看護師に苛立ち否定的になり最後までマイナス

感情を抱いたタイプと，抱いていたマイナス感情が

途中でプラスの感情に変化したタイプの 2つに分け

られた.後者はその感情が変化する要因として，た

とえプリセプティが失敗をしたりしても「プリセプ

テイのありのままの姿を受け止められる」ことや，

「今までできなかったことができるようになったこ

とをプリセプテイの成長と認めているJことなどを

あげている.一方，プラスの感情を持ち続けた 6名

は，どの先輩看護師も，新卒看護師の悩みや状況を

把握し何でも話せる人間関係を築き，新卒看護師の

成長を実感していることを明らかにしている.この

ことから，プリセプターが自分の個人的感情をコン

トロールし，精神的安定をはかりながら指導するよ

う助言したり，周囲のスタッフも両者の関係に気を

配りながら個人的感情から抜け出せるように助言す

ることが必要であると述べている.

プリセプターシ yプに対する新人看護師の認識も

含めて調査した研究論文もみられた.

木内よ9) は，プリセプタ一制度に対するプリセプタ

ーと新卒看護師両者の認識を明らかにする目的で，

プリセプターと新卒看護師158名を対象に質問紙調査

を行っている.その結果 プリセプターは「プリセ

プターシップは勉強になるJI自分に役立つJという

認l哉をt寺ちながらも 7割の人カτ役割に対する負担

や不安を感じていることが明らかとなっている.ま

た半数以上の人が病棟スタッフから支援されている

とは思わない，またはどちらとも言えないと回答し

ており，周囲のスタッフからのサポートが十分得ら

れていないことが考えられると述べている.また，

新卒看護師は， 90%以上がプリセプターから「大切

にされているJ，また70%の人が「フ。リセプターがい

ることでストレスが軽減される」と答えており，プ

リセプテイの多くがプリセプターの存在や関わりを

自分に対するサポートとして受け止めていることが

考えられる. しかしそれと同時に，プリセプターの

役割を主体的に希望したプリセプターが 1~J で、あっ

たことから役割についての充分な動機づけがされて



いないことも指摘しており，プリセプターの役割を

果たすに当たっての充分な動機づけと，主体的に役

割に取り組むことを職場全体で支援する必要がある

ことも述べている.

② プリセプターシップ制度に関する研修

このようにプリセプターは様々な問題を抱えてい

る現状から，そのプリセプターに対して研修を行い

その効果を報告した研究論文が l文献見られた.奥

田川らは年間を通して 8回行われているプリセプタ

ー研修の効果を明らかにする目的で，プリセプター

研修受講者19名を対象に全研修の前後にプリセプタ

ーとしての知識・技術・態度・教育姿勢に関するア

ンケート調査を行っている.その結果，研修前に比

べ研修後の平均値は全ての項目で上昇したことを報

告し，プリセプター研修は効果的であったと述べて

いる.

③ プリセプターシップ制度におけるコーディネータ

またプリセプター・プリセプテイの調整役を担う

コーデイネーターについて報告した研究論文が l文

献見られた.内田3])は病棟がどのような工夫で新人

教育を運営し支援体制を整えているのかを明らかに

する目的で， 136施設の病棟看護師長を対象に質問

紙を用いて調査を行った.その結果，解答の得られ

た130病棟のうちプリセプターシップを導入している

病棟は104病棟であり，一人または複数のコーデイネ

ーターを置いている病棟は50病棟，他の役割と兼任

している病棟は47病棟とプリセプターシップを導入

しているほとんどの病ネ東でコーデイネーターの役割

をもうけていることを明らかにしている.

2 )特殊な場やケアにおける新卒看護師の教育

手術部などの特殊性・専門性の高い場に配属となっ

た新卒看護師について報告した研究論文は 3文献であ

った.花島ら32) は 手術部において新卒看護師がどの

ような経験を経て成長していくのかを知る目的で，新

卒看護師 3名の手術室看護記録を分析している.その

結果，新卒看護師は主体的に看護を行うことが6ヶ月

では困難であったことから 関わる患者数を少なくし

て，考えるゆとりのある基礎的手術例と間接介助に力

をいれて指導する方法を手術部看護を習得するための

対策として提案している.

また山森らお)は，病棟の新卒看護師 3名に循環器病

棟での緊急場面に関する教育プログラムを作成・実施

し，その後アンケート調査及び緊急時にどのような行

動をとったかについて調査している.そして新卒看護

師のニードに沿った展開や視覚を使う方法，デモンス
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トレーションやロールプレイを行二ってイメージトレー

ニングを繰り返す方法が有効であったと報告してい

る.また患者が急変・死亡するような緊急場面では

「精神的に落ち込む為精神的サポートをしてほしいJ

という新卒看護師の声がきかれ このことから教育プ

ログラムに精神面のサポートシステムが必要であると

述べている.

専門性の高い技術の lつであるストーマケアにおけ

る新卒看護師の教育について報告した研究論文は 1文

献であった.大城ら凶は 新卒看護師 4名を対象にコ

ロストーマの社会復帰用装具交換に関する知識及び技

術の確認に関して チェックリストを用いた面談形式

で、調査を行った.その結果，観察力や判断力が要求さ

れる内容に関して習得状況にばらつきが見られた為，

視覚で訴え印象づけるようなアルバム型式装具交換ア

トラスを作成したことを報告している.

3 )新卒看護師への指導内容および指導方法の検討

平山ら35)は，経験年数3年以上の看護師127名を対象

に，新卒看護師への指導の内容や指導上大事にしてい

ること，難しいことなどについてアンケートを用いて

調査している.その結果大切にしていることは「根拠

性を明らかにすること」が最も多く，また難しいこと

として「相手の反応がないJ，I忙しくフォローが出来

ない」という答えが多かったことを報告している.そ

して複数の指導者が指導する体制からプリセプターシ

ップや段階的な新人オリエンテーションの導入を検討

したいと述べている.この調査は1991年に発表された

ものであり，少しずつ新卒看護師の教育がシステム化

し始めた頃，今後どのようにしていくかを検討する為

にこの調査が行われたことが推測される.

次に瀬川ら 36)は，新人指導の改善点を見出す目的

で，新卒看護師184名を対象に新人指導の役割を担うこ

とが多い中堅看護師との関わりの中でうれしい・くや

しい・戸惑った場面について質問紙を用いて調査して

いる.それぞれの場面における中堅看護師の態度を

「支持的態度JI診断的態度JI理解的態度JI評価的態

度JI解釈的態度JI関わりなし」の 6つに分類したと

ころ，うれしかった場面における中堅看護師の態度

は， I支持的態度Jが多数を占め， くやしかった場面・

戸惑った場面では，ともに「評価的態度」が最も多く

次いで「解釈的態度」が多かったと報告している.こ

れらのことから，うれしかった場面では，中堅看護師

の態度によって新人の不安が軽減されており，くやし

かった場面・戸惑った場面では，新人の気持ちゃ成長

度を理解せず押しつけや批判的な指導が行われており，

新人が中堅看護師に対してストレスを感じているとい
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うことが考えられ，一方的な指導ではなく新卒看護師

に考える場を設け，気付きをもたらす指導の必要があ

ると述べている.

また磯谷川は先輩看護師のどのような関わりが新卒

看護師の学習意欲を引き出すのかを明らかにする目的

で，新卒看護師60名を対象に質問紙調査を行った.質

問内容は学習意欲に影響する 4つのカテゴリー (1先輩

との関係J1患者との関係J1同期との関係J1自己の関

心意欲J)から構成されているが，調査の結果から学習

意欲に最も影響しているカテゴリーは「自己の関心意

欲J(内発的動機づけ)であると報告している.

4 )新卒看護師と先輩看護師の相互関係から見た新卒看

護師の教育

新卒看護師と先輩看護師の関わりを分析し看護師相

互の関わりの意義と成長を明らかにする目的で，文珠

JII治)は先輩看護師である研究者と新卒看護姉の指導過

程における 3つの場面について再構成し，先輩看護師

である自己の関わりの振り返りを分析している.分析

の結果から，相互の認識のずれが交流を遮断するが，

お互いの認識の変化で交流が発展し，先輩看護師にと

っても成長の鍵になると述べている.研究者自身の体

験であるため，詳細な先輩看護師の認識とその変化が

記されており，先輩看護師の心境が手に取るように把

握できる反面，研究者と指導者で分析する方法である

ため，先輩看護師の傾向がどのようなものかを知るに

は限界がある.

金井杓)は新卒看護師4名と先輩看護師 8名に参加観

察及びインタピ、ユーを行い，新卒看護師の経験してい

ること及び先輩看護師の意識とのズレに関して検討し

ている.観察した52場面を分析した結果，新卒看護師

と先輩看護師の関わりにおいて「自分の思いを表現で

きない新人と先輩の新人に対する先入観によってもた

らされるズレJ1自分の力で行いたいと思うがうまくい

かずに先輩の支援がほしいと思う， しかし声がかけら

れない新人とその姿に気がつかない先輩によってもた

らされるズレJ1患者の状態を見て判断するであろうと

考えている先輩とマニュアルに当てはめることによっ

て，依頼を遂行する新人によってもたらされるズレ」

など 6つの特徴的な構造が見られたことを報告してい

る.そしてズレが生じていることの理由として新卒-

先輩看護師双方の表現が不足していることを上げ，新

卒看護師が思いを表現できる場を提供する必要がある

と述べている.

自己教育力(自分の中に教育する自分と教育される

自分を持ち，葛藤を通してより良い自分を形成してい

く営み)という視点からプリセプターの関わりを検討

した研究論文が l文献見られた.八陣40)は新卒看護師

の自己教育力形成に影響を与えるプリセプターとの関

係を明らかにする目的で，新卒看護師とそのプリセプ

タ-5組10名を対象に半構成的な面接調査を行ってい

る.その結果，プリセプター側からの「関心J1見守

るJ1認めるjのはたらきかけとそれに対する新卒看護

師の応答が見られたグループは新卒看護師の自己教育

力形成を促進していると述べている.

U幽考 察

1 .新卒看護師の特徴

新卒看護師の職場適応の状況やストレスの内容や大き

さがいくつかの研究論文で取り上げられており，その影

響要因として，患者との関わりに加えて，職場の雰囲気

や先輩看護師との関係，自分の技術能力に対する評価が

大きく関連していることが明らかになっている.特に先

輩看護師の存在は，新卒看護師にとって，とても重要な

存在であることが，いくつもの研究論文中に示されてい

る.新卒看護師は，日々先輩看護師から指導を受けなが

ら成長していくが，先輩看護師から認められたり，自分

の成長につながる助言をもらえたりした場合に先輩看護

師に対し「尊敬」の感情を抱き 看護を実践する充実感

や職場への適応が促進されたり，不安やストレスが軽減

することが明らかになっている.先輩看護師に対し，

「サポートをしてもらっているJと感じている新卒看護

師の割合も高く，これはプリセプターシップ制度が導入

されたことと大きく関連していると思われる.一方，い

やな・苦手な先輩看護師は存在するものの尊敬できる先

輩看護師が存在しない場合や職場の雰囲気に困難を感じ

ている場合は，職場適応に支障がでたり，離職願望が生

じたりすることも明らかになっている.精神衛生を良好

に維持できる職場環境と，信頼して相談できる先輩看護

師の存在には関連性が示唆される.

看護技術習得については，新卒看護師自身による評価

と，新卒看護師に対する看護師長や先輩看護師による評

価の両方が行われていることがわかった.しかし，特徴

として，両者の評価は一致することはなく，新卒看護師

の方が自分の技術に関しておおむね評価が高いことも明

らかにされている.

このズレ自体は，新卒看護師と看護師長や先輩看護師

の実践能力の差から生じるものと考えるなら，当然おこ

りうるものであり問題ではない. しかし，このズレを自

覚して指導やサポートを行うかどうかによって，新卒看

護師と先輩看護師の思いのズレが生じてくるのではない

かと思われる.現に，いくつかの研究論文では，新卒看

護師と先輩看護師の両者に対する調査によって，新卒看



護師の経験や思いと先輩看護師の意識にズレがあること

を報告している.このズレが，なぜ生じるのか，どのよ

うな対応が必要なのかについて調査した研究は見あたら

ない.今後もさらに，先輩看護師がどの程度新卒看護師

の状況を把握しながら対応しているのかについて明らか

にしていくと同時に，新卒看護師の体験や思いを浮き彫

りにし，先輩看護師の認識のズレを小さくするための資

料を増やしていく必要がある.また，新卒看護師がどの

ぐらいの実践能力をどのぐらいの時期に持てるのか，基

礎看護教育をふまえた上で客観的に評価していく必要も

あると考える.

日々の業務の中で，体験の多い日常生活の援助につい

ては新卒看護師と看護師長や先輩看護師の評価は共に時

間を追って高くなっているのに比べ，治療・処置に関す

る技術や看護過程における情報の統合や分析能力などの

評価が低いことも明らかになっている.また，それに加

えて，治療処置に関する看護技術や情報の分析能力の不

足によって生じるミスやニアミスも多いことがわかって

おり，この技術習得に関しても先輩看護師や職場の雰囲

気が影響を及ぼしている.しかし，これらの能力をどの

ような具体的な先輩看護師による指導方法で高めている

のか，どのような職場の雰囲気の時に技術力が向上し，

ミス・ニアミスが減少するのかについて明らかにした研

究はなく，今後も重要な研究課題として残されている.

2.新卒看護師の教育

新卒看護師の教育について中心的なテーマはプリセプ

ターシップである.プリセプターシップによる新卒看護

師の教育が1980年代後半に導入されたことにより，プリ

セプターの認識，新卒看護師の認識，問題点などに着目

した研究論文が多く見られる.新卒看護師は，自分のス

トレスを軽減しサポートを受ける上で，プリセプターを

重要な存在としている. しかし，プリセプターは，新人

の成長を実感することでやりがいや自分自身の成長を認

めているものの負担感が大きいことも明らかになってい

る.そのプリセプターの負担感を軽減するためにプリセ

プター研修が有効であることを検証した報告もあった.

また，プリセプター以外のスタッフのプリセプターへの

協力が必要であることも明らかにされており，プリセプ

ター以外のスタッフの中に，特別にプリセプターと新卒

看護師の調整役を担うコーディネーターを置くことの重

要性も報告されている.しかし，コーデイネーターの役

割を実際に導入している施設もあるものの，コーデイネ

ーターの役割を置くことによる利点・欠点といった詳細

な現状は明らかにされておらず，重要性を述べるにあた

り，今後もさらにコーディネーターの役割の特徴につい

て明らかにし，その効果を実証していく必要がある.
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1990年代後半になると，個としてのプリセプターとプ

リセプティとの関係に着目している研究論文が増えてい

る.プリセプターシップを成功させる鍵として，プリセ

プター側のプリセプティに対する感情や認識があげられ

ており，プリセプター側が，思い描いた新卒看護師像と

実際の新卒看護師の状況にギャップがある場合に，焦り

や不安といったマイナス感情を引き起こし，指導が一方

的で批判的になることが明らかになっている.いかに，

プリセプターがプリセプティのありのままの姿を受け止

めながら，自分自身の感情をコントロールし，そのプリ

セプテイに見合った個別的な指導をしていけるかが重要

である.しかし，プリセプターも負担が大きく業務をこ

なしながらの指導は精一杯であることが予測され，それ

を阻害している可能性が高い.

プリセプターシップ制度とは別の視点からも研究はさ

れている.その中でも着目すべき点は，中堅看護師の指

導の際の態度が，新卒看護師の受け止め方に影響を及ぼ

すということである.新卒看護師の特徴でも述べたが，

新卒看護師に対する評価は，先輩看護師が最も厳しく，

次いて新卒看護師 看護師長の順であることが明らかに

なっている.指導の際も 評価の基準が自分のできるレ

ベルであるため，新卒看護師の能力以上のものを求める

傾向があると考えられる.この傾向が，先に述べたよう

な先輩看護師の新卒看護師に対する態度や指導方法にも

影響すると予測され，今後は，先輩看護師の新卒看護師

に対する認識や態度と具体的な指導の関連性について明

らかにしていく必要性があるといえる.

また，手術室などの特殊性・専門性の高い分野に新卒

看護師が配属された場合では 技術が複雑で習得が困難

な状況であり，それらの指導には，教材の工夫や新卒看

護師の力量に合わせた業務配分の工夫がなされているこ

とが明らかになっている. しかしながら山森ら41)の報告

にもあるように，そのような状況であればある程，新卒

看護師は精神的サポートを求めていることが推測され，

どの領域においても新卒看護師を教育していく際にこの

ことを念頭におく必要があると考える.

3.新卒看護師にとってのサポート

新卒看護師の特徴と教育という 2つの視点から文献を

検討してきた.中でも新卒看護師にとっての先輩看護師

の存在は大きいことが浮き彫りになった.

新卒看護師に関する文献の中では，新卒看護師の傾向

や問題点について述べたもの 教育システムやそれにあ

たる指導者の問題点について検討したものが多く，新卒

看護師のサポートに関する文献は非常に少なかった.新

卒看護師の傾向や問題点に関する研究の中では，調査の

一部として先輩看護師からのサポートについて触れられ
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ている程度のものであった.これらの研究の中でも，仕

事継続の理由に先輩看護師の理解や励ましがあったこ

と，信頼・相談できる先輩看護師の存在が職場適応を良

好にすること，看護技術習得について先輩看護師の指導

から学んだことや病棟の雰囲気に慣れ余裕が出てきたと

いった新人の声が聞かれており，先輩看護師との関わり

や病棟の雰囲気が新卒看護師に与える影響の大きさや重

要性が推測できる.

また今回多く見られた看護技術習得の縦断的調査にお

いても年間に渡り新卒看護師がどの程度の看護技術

を習得しているかについては細部に渡り報告されている

が，未習得の技術をどのような先輩看護師のサポートを

得ながら習得していくのかという視点に着目した研究は

見られなかった.看護技術習得に関しては先輩看護師か

らのサポートをうける機会が多いことが推察され，新卒

看護師が看護技術を習得していくプロセスの中でどの程

度成長しているのかによって，先輩看護師のサポートの

方法も異なることが考えられる.

これらのことから，新卒看護師が成長していくプロセ

スの中で先輩看護師が具体的にどのようなサポートを提

供しているのか，また新卒看護師はそのサポートをどの

ように受け止めているのかについて，新卒看護師の視点

から今後明らかにしていく必要があると考える.

Va おわりに

本論の限界として，原著論文のみを対象としたため研

究論文の数が限定されており，新卒看護師に関する研究

全体を概観したものではないといえる. しかし，研究論

文の検索と抽出に当たっては，新卒看護師に対する研究

におけるキーワードなどは統一されていないことや，学

会発表の抄録への掲載のみで終わってしまっている文献

が多くあったことも現状としてあり，新卒看護師に関す

る研究をあるテーマに沿って検索することが容易ではな

い状況にあるといえるのではないだろうか.研究を行う

側は，より多くの方に詳細を知ってもらい，その結果を

活用してもらうためにも，学術雑誌や看護系雑誌へ掲載

していくことも必要であると感じた.

今回検討ーを行ってみて，新卒看護師は慣れない場と業

務内容の中で，自分の看護実践能力不足に向き合いなが

らも，患者やその家族の励まし，先輩看護師のあたたか

い見守りとサポートにより， ー歩一歩成長していこうと

考えていることがわかった.また，先輩看護師がいか

に，新卒看護師の個性を理解し，共に成長を喜ぶ姿勢で

卒後教育に主体的に取り組むかが重要であることもわか

った.さらに，卒後教育においては，多くの施設が組織

的に取り組みをして，その評価を行いながら，よりよい

卒後教育のあり方を模索していることがわかった.
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