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Ⅰ．は じ め に

日本の大学は現在「少子・高齢化」「高等教育の大衆化」「グローバル化」という社会環境の変
化に影響を受けている。「先端的な研究と高度専門職人材の育成」という大学の本来の役割をこ
うした環境の変化に対応しながらはたしていく必要があるとされており（2012 年中央教育審議
会報告書）、高等教育機関には改革を進めていく前提として、自らその教育の質を保証すること
が求められている。
教育の質を保証するためには、カリキュラム構成や授業シラバスが適切であるかどうかという
プロセス評価に当たるものだけではなく、授業が適切に行われたかを学生の視点から評価するた
めの「授業アンケート」も多くの大学で行われるようになっている。さらに、どのような学生が
育ったのかという教育の成果を問うアウトカム評価も求められるようになってきている。特に私
立大学においては、その目的は理念の実現であり、入学した学生たちがどれだけ大学の理念を身
につけた人となって卒業していくのかということは、教育の質を保証するうえで極めて重要なア
ウトカムである。
高等教育の質を保証するため、2004 年に認証評価制度が導入され、高等教育機関は 7 年毎
（あるいはそれ以内）に、文部科学大臣が認証した評価機関の評価を受けることが法的に義務付
けられている。当然ながら、本学もこの大学認証評価を受審しており、大学内部においても自己
点検・自己評価委員会を設置して自ら教育改革にあたっている。各学科は毎年自己点検を行い、
その結果についての全学の委員会からのコメントを参考に、さらに改革を進めるようにしてい
る。2010 年度人間看護学科では、11 項目にわたって「到達目標」、「現状の説明」、「点検・評
価」、「改善方策」を分析し、報告書にまとめたが、全学委員会より、現状分析や目標設定、状況
把握は概ね設定できているが、到達目標が客観的指標を用いることが出来ない目標になっている
ので、客観的な指標による達成状況の把握がなされておらず、何をもって達成されたといえる
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か、指標を用いて示すよう求められた。
大学認証評価の広がりを受けて、理念を測る取り組みは多くの大学でなされていると思われる
が、CiNii には九州歯科大学による報告（豊野他，2008）があるのみである1）。そこでは、学生
へのアンケート項目として「大学の理念である『高度な専門性を持った歯科医師の育成』をうた
っています。この理念を知っていますか」など、3 つの理念の周知度と、「あなたが本学で受け
た教育の満足度を 5 段階で評価してください」という質問の、合計 4 項目が挙げられている。こ
のアンケートでは、理念の周知度は測ることができているものの、その理念通りに学生が育って
いるのかというアウトカムについては、測定できない。
知識の獲得状況を調べるには客観的な試験を行えばよいが、学生がどんな能力を身につけたか
という教育の効果は数値化できない。教育理念もまた極めて抽象的で、その理念を身につけた学
生が育ったかどうか、どの程度理念が実現しているかを測定するには、代替的な指標を用いて測
ることが必要となってくる。そこで、本学科では学科内の自己点検・自己評価委員会が中心とな
って、この理念の実現を測るための指標となる学生アンケート（以下、学生アンケートとする）
の開発に取り組んだので、その経過を報告する。

Ⅱ．教員対象の調査とその結果

人間看護学科の理念は、教育目的である「豊かな人間性の形成により、生命の尊厳と人権の尊
重を基調とした倫理観を培い、看護専門職として高度な知識と技術を有し、地域や国際社会の人
びとの健康と自己実現に向けたヒューマンケアの実現に貢献できる人材の育成をめざします」で
あり、この実現のために、3 つの力、すなわち「向き合う力」「実践する力」「連携する力」を重
視している。さらに、教育の特徴として「リフレクション」を取り入れ、実習後のまとめだけで
なく、授業科目としてもリフレクションを設置している。
抽象的なことばで述べられているこの理念が、何を求めているのか、作成にあたりそれをわか
りやすいことばにしていく必要が生じた。そこで、学生アンケート質問項目で用いることのでき
る内容・表現を求めて、本学科で看護教育に携わる教員を対象に、学科の理念について自由記載
してもらい、それを質的に分析することとした。
まず、これらの「豊かな人間性の形成」「生命の尊厳」「人権の尊重」「倫理観」「専門職として
の高度な知識と技術」「地域の人びとの健康」「国際社会の人びとの健康」「自己実現」に、「リフ
レクション」「向き合う力」「実践する力」「連携する力」を加えた、12 の用語を質問内容とし、
その意味するところを、「○○とは、どのようなことだと思いますか？できるだけ具体的なイメ
ージでお答えください」という形式にして、自由記載で回答を求めた。
対象者は教授から助手まで、すべての本学科教員 32 名（非常勤及び休職中の教員を除く）で、
そのうち、31 名が回答した（回収率 96.9％）。その属性は、対象者の 96.9％ が女性で、対象者の
96.9％ が看護師資格をもつ教員であった。調査は、2011 年 9 月に実施した。また、倫理的配慮
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として、調査は無記名で行われ、個々の対象者の回答が特定できないように配慮した。なお、当
初、この調査は業務の一環として行われたため、協力の同意は得られていないが、本稿では個々
の回答を公表することはしておらず、問題ないと考える。
得られた回答は、文章のものから連想された単語を並べたものまで、様々であった。書くこと
が仕事の一部である教員からの回答とあって、その記載は膨大な量に上った。そこで、まずすべ
ての記載を 12 の問ごとに分析することとし、1 文が 1 意味となるように記載内容を分け、それ
を簡潔な表現にした。また、複数の教員が同じ内容を書いている場合もまれではなく、それらは
一つにまとめた。その後、それを意味内容の類似性に従って分類し、サブカテゴリーとした。そ
の結果は、表 1 のとおりで、サブカテゴリー数は問 1「豊かな人間性の形成」で 67、問 2「生命
の尊厳」では 37、問 3「人権の尊重」では 31、問 4「倫理観」では 47、問 5「看護専門職として
の高度な知識と技術」では 51、問 6「地域の人びとの健康」では 34、問 7「国際社会の人びとの
健康」では 36、問 8「自己実現」では 25、問 9「リフレクション」では 28、問 10「向き合う力」
では 36、問 11「実践する力」では 39、問 12「連携する力」では 97 で、合計 528 にものぼる膨
大なものとなった。これらのコードを類似性に従って束ねていき、カテゴリー、コアカテゴリー
を抽出した（表 1）。
表1
コアカテゴリー

抽出されたカテゴリー

カテゴリー

サブカテゴリー（数：例）

豊かな感性

豊かな感性をもつひと
好奇心
心身の安定
多角的視野と 広い視野でものごとをとらえる
調和
人や自然、社会の理解
協調性
問
コミュニケーション
１
豊 倫理観
か
な
人
間
性

正義感
すぐれた人間性
他者の尊重と思いやり
他者との共生
人や環境に調和した柔軟な対応
社会への貢献
教養
教養のあるひと
専門的な知識
主体性
主体的な取り組み
社会での自立
生命に対する 命についての深い考察
問 態度
看護者としての真摯な対応
２
守られるべき命
生
その人らしい生の尊重
命
死と生命の尊重
の
尊 生命を守る
生命を大切にする
厳
生命の重さを知る
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4：感受性を高める など
3：知的好奇心 など
2：情緒の安定 など
6：自分の価値観にとらわれない など
6：他者の理解 など
4：幅広い人間関係 など
4：さまざまな年齢層の人の話を興味をもって
聞ける など
2：責任感 など
3：規律性 など
8：人の気持ちや痛みへの共感 など
3：異質なものへの寛容さ など
6：人間としての調和 など
1：社会貢献の精神
2：一般教養 など
3：健康の理解 など
6：発信力 など
4：精神的自立 など
4：物ではなく人として考える など
7：「生きる力」を引き出す など
2：生命の危機を守る など
6：その人らしく生きることを尊重する など
5：その人らしい死を考える など
8：生命の誕生を慈しむ など
5：かけがえのないもの など

生命の尊重

人の生き方を尊重する
人と生命を尊重する
問
３ 基本的人権の 基本的人権
尊重
自由である権利
人
プライバシーの保護
権
の
平等
尊
重
権利尊重の重要性
人権に配慮した看護
看護者として 責任あるケアの提供
の倫理観
信頼関係に基づく看護
プライバシーの保護

9：習慣や価値観を大切にしてかかわる など
2：人を大切にする など
4：生存権 など
2：自由である権利を侵さない など
2：プライバシー保護に配慮した看護 など
3：その人の状況に関係なく平等に向き合う
など
6：人の権利について理解する など
3：意識のない患者との関わりでの配慮 など
6：安全確保 など
5：忠誠を守る など
3：個人情報の保護 など

看護倫理の遵守
公正な対応
自己研鑚
倫
生命の尊重
理
看護者としての善悪の判断
観
人間としての モラルの遵守
倫理観
他者の尊重
善悪の普遍的基準
社会の規律
知識と技術
医療の高度化に対応できる知識と技術
問
５
根拠に基づく技術
ヒューマンケア
専
門
職
経験ある専門職が持ちうる知識と技術
と
質向上への視点
し
て
健康の実現に向けた貢献
の
自己研鑚
高
度
倫理観に基づく対応
な
知識と技術をつなぐ
知
識 基盤となるも 基礎的な知識と技術
と
人間的特性
技 の
術
成長のための学び
健康とは
WHO の健康の定義
疾病予防
生活する上で 自律して生活する力
の健康
問
地域で生活する人の健康
６
安心できる生活
地
域 価値観として 文化や価値を含めた健康
の の健康
生きがいをもって生きる
人 システムの整 相互扶助の発揮
々
医療・保健・福祉システムの整備
の 備
健 看護職への期 ヘルスプロモーション
康
待
看護の視点
健康支援
在宅療養者の支援

4：モラル など
3：平等な看護を受ける権利の尊重 など
3：継続的な自己研鑚 など
2：生存権の尊重 など
6：間違いを指摘する勇気 など
4：規範となるもの など
4：思いやり など
4：自分の信念に基づく考え方 など
3：違反する人を止める など
2：現在の医療に対応できる知識と技術 など
3：科学的根拠を理解する力 など
8：普遍的なニーズに的確に応えられる知識と
技術 など
9：安全安楽なケア提供ができる技術 など
3：看護の質を評価する視点をもつ など
2：人々の健康な生活の実現に貢献する など
3：最新の医療・看護情報を入手する など

問
４
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5：他者の考えを尊重する力 など
4：何が必要かを考えてケアを提供する など
3：卒業時の到達目標 など
5：柔軟性、好奇心 など
4：観察能力 など
4：身体的・精神的・社会的に良好な状態
2：未病のひとの健康 など
2：さまざまな健康レベルの人の生活能力 な
ど
3：人間社会で生活する人の健康 など
2：人びとのつながり など
2：地域の特性を踏まえた生活 など
3：その人らしく生きる など
3：地域で支えあう関係 など
2：資源の少ない地域への健康支援 など
3：地域で生活する人の健康を向上させる役割
など
2：生活環境と関連させて捉える など
4：災害時の支援 など
2：在宅高齢者の健康支援 など

すべての人々 すべての人々の健康
の健康
問
途上国の健康支援
７
国
際
社
会
の
人
々
の
健
康

価値としての
健康
看護職に求め
られるもの

自己実現の定
義
問
８

生き方と能力
自 の活用
己
実
現
看護職として
の自己実現

2：すべての人のそれぞれのレベルの健康 な
ど
6：途上国への健康に関する基礎的知識と技術
の提供 など
3：平和、自由 など
4：飢餓や災害で苦しむ人々への支援 など
1：すべての人の文化的な生活
2：地域における文化や価値の尊重 など
5：あらゆる国と連携しての健康支援 など
5：国際感染症の予防の取り組み など
4：国際比較を行える視点 など
4：保健行政上の国際的動向への注目 など
2：目標の設定、目標の設定
3：達成感 など
1：高度の欲求
3：自己の素質の発展 など
2：自己の思い など
3：自己研磨 など
5：夢を実現するための努力 など
3：役割を果たすこと など
3：社会貢献 など

平和な世界
生命と生活の保障
文化的な生活
文化や価値を含めた健康
健康支援
健康理解
取り組みの姿勢
他国の理解
目標
成長
マズローの定義
能力の活用
主体的な取り組み
力の発揮
なりたい自分になる
看護の実践
他者の自己実現への支援

振り返る

振り返る
自己を見つめなおす
考える
実践を考える
問
考え方
９
今後の対応
リ リフレクショ 学びを深める
フ
実践につなぐ
レ ンを超えて
ク
シ
プロセス
ョ
ン
自己研鑽
リフレクション リフレクションに必要な力
に必要なもの リフレクションの方法

3：看護実践の反省的考察 など
4：自己の言動の影響について想像する など
3：行為の意味や根拠を考える など
4：建設的に考える など
4：課題を見出す など
3：次の学びにつなげる など
2：体験の意味を理解し次の機会に生かす な
ど
2：自己の行動の意味から次の課題を見出すプ
ロセス など
3：意識して経験を積む など
3：言語化する力 など
2：順序性を考えた体系的アプローチ など

自己と向き合 自己の課題と向き合う
う
受け入れ取り組む力
他者と向き合 他者と向き合う
う
社会と向き合う
援助関係の基 援助的コミュニケーション
本
ケアリング
援助関係の構築
向き合う力に 対応する力
必要なもの
課題を改善する力
逃げずに踏みとどまる
踏みとどまる
立ち向かう
援助的コミュニケーション

4：弱点を認める力 など
5：立ち上がっていける強さ など
2：他者を受け入れる など
4：社会状況を把握する など
2：人・状況に関心を向ける など
4：人・状況への共感的姿勢 など
2：目を見て対応する など
5：起こった事象を解決していこうとする力
など
4：課題を明確にする力
4：逃げたくなる自分の弱さを認める など
1：その場に踏みとどまる
2：逃げずに立ち向かう力 など
1：人・状況に関心を向けて、考え・感じる
（対話）

問
１０
向
き
合
う
力
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実践の基盤

自ら動くこと
判断し実践する力
応用力
確かな知識
確かな技術
協調性
想像力
問
１１
創造力
自信
実
践 実践に求めら 責任感
力 れるもの
ケアリング
能動性
豊かな人間性
倫理感
態度
実践力をつけ 評価
る方法
リフレクション
連携に必要な 協働
もの
個人を超える力
力を貸す
助けを得る

3：自分自身で実践すること など
6：優先順位を考えて実施すること など
2：応用しながらのケア提供 など
2：専門職としての知識 など
5：エビデンスのある技術 など
2：調整力 など
2：豊かな想像力 など
1：創造力
3：信念 など
2：責任感をもって看護実践すること など
5：対象に対する真摯な態度 など
4：知識と技術の能動的な獲得 など
2：感性 など
2：公平性 など
2：看護師としての態度 など
1：評価
3：実践の結果を振り返る など
6：共通理解 など
5：一人でできることは限られている など
2：協力を申し出る力 など
3：自己の能力を超えているときは助けを求め
る など
4：他者の意見を聞く態度 など
2：意見をまとめ上げる力 など
4：力をまとめ、上手く機能するように調整す
る力 など
4：さまざまな年代・職種とコミュニケーショ
ンする力 など
4：対人関係力 など
7：報連相の必要性の理解 など
3：必要なリソースの見極め など
1：状況の振り返り
2：ない資源を創り出す など
3：新たなシステムを創造する力 など
3：人々や地域の状態をよくする など

相互の尊重
リーダーシップ
調整力

問
１２
連
携
力

コミュニケーション

連携の目的

協調性
組織の一員
情報の見極め
リフレクション
資源の創出
システムづくり
対象の最善の利益

Ⅲ．学生アンケートの作成

教員を対象とする調査の結果では、同じようなコアカテゴリーやカテゴリー名が複数の個所で
見られることとなった。たとえば、問 3「人権の尊重」の意味についての回答で、「生命の尊重」
がコアカテゴリーとして抽出されたが、これは問 2 の「生命の尊厳」とほとんど同義である。ま
た「プライバシーの保護」も、問 3「人権の尊重」と問 4「倫理観」でも出現しており、「リフレ
クション」は問 9 のテーマであるだけでなく、問 11「実践力」にも問 12「連携力」にも出現す
るなどの重複が見られた。これは、教育目標にある言葉はそれぞれ孤立したものではなく、相互
に関連したものであるためと考えられる。
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また、質問項目とするのは、できるだけ具体的で理解しやすいものでなくてはならない。した
がって、コアカテゴリー、カテゴリーでは抽象度が高くて、質問項目には適さず、サブカテゴリ
ーレベルの文言を質問項目とするのが適切であると考えられた。しかし、全てのサブカテゴリー
を網羅すると、莫大な項目数となってしまう。学生への調査にあたっては、「なんでもかんでも
盛り込まず、全体で 4−6 ページにおさめることが重要」とされている2）。そこで、委員会ではコ
アカテゴリーごとに数を絞り込むべく、検討を重ねた。まず問 1 から 12 までの、それぞれのコ
アカテゴリーに属するサブカテゴリーから、理念の達成度を問うにふさわしい代表的なものをい
くつか選びだし、それらをすべて集めた。この中には内容的に重複しているものがあり、それら
は一つにまとめた。残りのサブカテゴリーの表現でも、類似したものは一つにまとめた。このよ
うにして最終的に 57 項目に絞り込むことができた。
しかしその内容は、どの学生も達成できていると思われるものから、かなり困難と思われるも
のまであった。たとえば、問 5「看護専門職としての高度な知識と技術」のなかにある「医療の
高度化に対応できる知識と技術」は、看護基礎教育を修了した段階ではとても身につけられるも
のではない。そのことは、国の方針として卒後の臨床研修が努力義務化され、ガイドラインとし
て 1 年間の研修プログラムが示されたことでもわかる。そのため、すべての項目について、達成
できたかどうかだけを問うことは意味がないと考えられた。そこで、他大学での取り組み3）を参
考に、3 つの質問形式に分けた。理念にそった成長をするために、在学中に実行していてほしい
ことは「この 1 年間で、どれくらい経験をしたか」という形で、大学卒業までに習得しておく必
要のあること、本学の理念として体現しておいてほしいことは「どれくらい自信があるか」とい
う形で、そして、習得に至ることは不可能または困難であるが、将来的になってほしい状態につ
いては「卒業後、看護師としてのキャリアを形成していくうえで、このような人に努力してなり
たいと思うか」という形で、それぞれ問うことにした。完成した質問紙は資料の通りである。

Ⅳ．今後の課題

今回開発した学生アンケートは、理念を測る取り組みの第一歩というべきものである。まだ妥
当性及び信頼性の検討はなされておらず、これで本当に学科の理念を測定できているのかは不明
である。また学年を追うごとに学生がどう成長しているのかを、数値で簡便に把握するために
も、尺度としての統計解析が必要となってくる。現在、開発した学生アンケートを用いて、学生
への調査を実施している。今後、その結果も含めて、報告したい。
また、本学で学んだ卒業生のほとんどは看護職として社会に巣立っている。看護学教育のアウ
トカムということでは、社会に出てから看護職者としてどのように評価されているのか、看護の
対象者である患者や利用者、また職場の上司や同僚からの評価も調査する必要があり、今後にま
だ多くの課題が残されている。
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〔おおにし かよこ 精神看護学〕
〔なかむら ようこ 老熟看護学〕
〔しんどう ゆきこ 母性看護学・助産学〕
〔ますだ すがこ 地域看護学〕
〔おおの かおり 地域看護学〕
〔みやた ひさえ 助産学・母性看護学〕
〔みやた さおり 地域看護学〕
〔いまむら きょうこ 成熟看護学〕
〔ねもと じゅんこ 小児看護学〕
〔やまもと まさえ 在宅看護学〕
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