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要

旨

本研究は，看護学生の実習指導にあたる指導者の自己教育力とキャリアコミットメントとの関連を明らかに
することを目的とした．
関東甲信越・東海地域の 300 床以上の病院の指導者 1032 人を対象として，2018 年 1 月～ 3 月に自記式
質問紙による郵送留置法で調査を行った．
回収数は 811 部…（回収率 78.6％）であった．指導者の自己教育力尺度の回答に欠損があるもの，職位をも
つ指導者を除く 499 人（有効回答率 61.5％）を分析対象とした．
指導者の平均年齢 37.9 ± 7.2 年，平均臨床経験年数 15.0±6.5 年，平均指導者経験年数 5.8±5.0 年，指導者
講習会受講後指導者経験年数 3.8 ± 4.3 年であった．
本研究における指導者の自己教育力尺度の Cronbach'sα 係数は 0.91 であった．
本研究の自由度調整済み決定係数は 0.25 であった．重回帰分析（ステップワイズ法）の結果，指導者の自
己教育力とキャリアコミットメントは，最も強く関連していた．さらに，自ら希望して指導者講習会を受講し
た者，
専任体制で実習指導を行っている者，
専門誌を購読している者の自己教育力が高いことが明らかになった．
この結果から , 指導者の自己教育力を高めるためには，指導者の看護の専門性への愛着や思い入れであるキャ
リアコミットメントを指導者自身が認識し，高められるような働きかけが重要であると考える．
成長に向けて主体的・継続的に学習するという自己教育

Ⅰ．はじめに

力…（梶田 ,…1985）を培うことが必要である．そして，学

現代の医療の高度化・複雑化に富む医療現場におけ

生は，自己教育力を高めるために，自ら学んでいる指導

る看護学臨地実習（以下実習）教育の中で，看護学生…

者から，実習指導を受けることで，学生自身の学習意欲

（以下学生）が，看護の学びを深める支援をするために

が高まり，そのことが，自己教育力の向上に繋がり，学

は，看護学臨地実習指導者（以下指導者）自身も自己の

生個々の看護に関する学習を深める機会となる．このこ
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とから，指導者の自己教育力を測定し，自らの教育力を

り指導者の自己教育力のとらえ方を明らかにし（千葉ら ,…

確認することが質の高い看護基礎教育のために重要であ

2018）
，この結果を基に，指導者の自己教育力を測定で

ると考えた．

きる尺度を作成し，信頼性・妥当性の検証を試みた（千

研究者らは，先行研究において，指導者の自己教育

葉ら ,…2019）．

力と関連要因を明らかにし，さらに，自己教育力に強い

本研究では，研究者らが作成した指導者の自己教育

関連を示した要因についてその特徴を報告した．指導者

力尺度を用いて，指導者の自己教育力とキャリアコミッ

の自己教育力は，実習指導へのやる気や意欲に強く関連

トメントの関連を明らかにしたいと考えた．

しており，学生とよい関係を築く指導者としての誇りが
関連していたことを明らかにした．さらに，看護実践を
重ねてきたことから得られた自信や日々の学習活動を継
続して行う姿勢が，指導者の自己教育力を高めていたこ
とを報告した（千葉ら ,…2016）
．

Ⅱ．研究目的
看護学臨地実習指導者の自己教育力とキャリアコ
ミットメントの関連を明らかにする．

しかし，指導者が看護の専門性にどのようにキャリ
アコミットしているのかを明らかにした研究はみられな
かった．
コミットメントとは，困難があっても仕事を続けて

Ⅲ．用語の定義
1．看護学臨地実習指導者

いく姿勢として（上田ら ,…2014）
，所属する組織への愛

3 年以上の臨床経験をもち，厚生労働省指定の看護学

着としての組織コミットメントと，医療など一生を通じ

臨地実習指導者講習会の受講を修了し，看護管理者より

て追及される専門分野の志向性である愛着や思い入れを

任命され実習指導にあたっている看護師とする．

表すキャリアコミットメント（持松 ,…2017）としてと
らえられている．
持松（2017）は，組織コミットメントとキャリアコ

2．自己教育力
実習指導者として，個人の成長・発展に向けて，主

ミットメントの関連について，自己の専門性を発揮し，

体的，継続的に学習する態度であり，自己を教育する力

組織に承認されることがモチベーションとなり，個人の

とする．

キャリア形成に繋がると述べており，これは，実習指導
においても同様であると考えた．
実習指導において，指導者は，学生の学習に向けて
看護観に支えられた看護を意味づける役割をもつ（安酸 ,…

3．キャリアコミットメント
看護の専門性への愛着や思い入れなどとする…（Blau,…
1985）．

2015）ことから，指導者自身の看護への思い入れや愛
着などのキャリアコミットメントは，学生の学習に大き
な影響を及ぼす．したがって，指導者が強くキャリアに
コミットしていることは，実習指導において，学生が，

Ⅳ．研究方法
1．調査対象

実習で実施した看護について，看護の専門性や看護の意

関東甲信越・東海地域の 300 床以上の病院で，実習

味，看護の価値を明らかにし，学生に伝えるために重要

指導者講習会を修了し，看護学生の実習指導にあたる実

であると考える．

習指導者とする．

このように，看護に対する愛着や思い入れなど，指
導者自らが，組織および職務にコミットして，実習指導

2．調査方法

をおこなうことは，よりよい実習指導を追求する姿勢と

1）データの収集方法

なり，自己教育力を高める重要な要因の 1 つと考えた．

関 東 甲 信 越 お よ び 東 海 地 域 の 300 床 以 上 の 病 院，

しかし，指導者を対象としたキャリアコミットメン

404 施設の看護管理者に研究協力依頼文書，研究承諾書，

トおよびキャリアコミットメントと自己教育力の関連に

調査用紙を返信用封筒とともに送付し研究協力を依頼し

ついての明らかにした先行研究は見当たらなかった．

た．依頼後，承諾が得られた施設に対し，研究協力依頼

そこで，指導者の自己教育力を測定し，キャリアコ

書，調査用紙，返信用封筒を施設長に郵送し，配布を依

ミットメントとの関連を明らかにすることが，質の高い

頼した．研究対象者からは，留置法により回収した．

看護基礎教育のために重要であると考えた．

2）調査期間

これまでの自己教育力の既存の尺度は，看護師対象
であり，指導者の自己教育力の特徴を反映していないと
いう課題があったことから，研究者らは，質的研究によ
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2018 年 1 月～ 3 月
3）調査内容
（1）対象者の属性

看護学臨地実習指導者の自己教育力とキャリアコミットメントの関連

年齢，性別，婚姻状況，子育て経験，職位，看護師

を明らかにするために，指導者の自己教育力得点を目的

経験年数，実習指導経験年数，指導者講習会受講後指導

変数として，2 変量解析で p<0.2 未満の変数を説明変数

経験年数を調査した．

として選択し，重回帰分析（ステップワイズ法）をおこ

（2）指導者の自己教育力

なった．変数投入の際，ダミー変数化の必要な項目は

研究者らが開発した指導者の自己教育力尺度
（千葉ら ,…

2 値変数に変換した．多重共線性を回避するため，VIF

2019）を使用した．指導者の自己教育力尺度は，「看護

（Variance…Inflation…Factor）が 2 以上となった場合は一

への探求心」5 項目，
「実習目標達成への使命感」4 項目，
「他者との相互作用の活用」4 項目，
「指導能力向上への
努力」3 項目の 4 因子全 16 項目で構成されている．回

方を削除した．…
統計解析には，統計解析ソフト SPSSver.25 を使用し，
有意水準 5％とした．

答は，「あてはまらない」
「かなりあてはまらない」「や
やあてはまらない」
「ややあてはまる」
「かなりあてはま
る」
「あてはまる」
（1 ～ 6 点）
の 6 件法により得点化した，

Ⅴ．倫理的配慮

合計得点は 16-96 点で，点数が高いほど，自己教育力

対象病院には調査の主旨を文書にて説明し，看護管

が高いとした．指導者の自己教育力の Cronbach'sα 係

理責任者の許可を得た．研究対象者に対し，配布文書に

数は 0.91 であり，信頼性・妥当性は検証している．…

て，研究目的，方法，倫理的配慮について説明し，結果

（3）キャリアコミットメント…

公表に際しての匿名性を保証した．また，データは，本

キャリアコミットメントについては，独立行政法人

研究の目的以外には使用しないこと，参加・不参加・中

労働政策研究・研修機構…（2005）が開発したワークコ

止は自由であり，調査に伴う不利益はないこと，調査用

ミットメント尺度 27 項目のうち，下位概念の 1 つであ

紙の提出をもって同意が得られたものとすることを説明

るキャリアコミットメントの 8 項目を使用した．キャ

した．調査用紙は，封をしたうえで投函するよう依頼し

リアコミットメントは，看護師の看護の専門性に対する

プライバシーの保護に努めた．その際，不同意の場合は，

思い入れや愛着などを測定できる尺度である．回答方法

投函の義務はなく，白紙での投函も可能であることを伝

は 5 件法であり，1 ～ 5 点として得点化し，8 項目の平

えた．

均得点を求めた．平均点数が高いほど，キャリアコミッ
トメントが高いとした．
キャリアコミットメントの Cronbach'sα 係数は 0.90
であり，信頼性および妥当性は検証されている（独立行

本研究は，埼玉医科大学保健医療学部倫理審査委員
会の承諾を得て実施した……
（承認番号 153）．
なお，研究者と研究対象者の間に申告すべき利益相
反（COI）は存在しない．

政法人労働政策研究・研修機構，
…2005）
．
（4）自尊感情
ローゼンバーグ（1965）が作成し，山本ら（1982）

Ⅵ．結果

が訳した自尊感情尺度を使用した．回答方法は 5 件法

関東甲信越・東海地域の 300 床以上の病院 404 施設

であり 1 ～ 5 点として回答を求め，合計得点 10-40 点

を抽出した．そのうち，63 施設（承諾率 15.6％）の看

として得点化した．

護管理責任者より承諾を受け，承諾人数 1032 人に調査

4）データの分析方法

用紙を配布した . 回収数は 811 部（回収率 78.6％）
であっ

調査項目について記述統計量を算出した．

た．作成した尺度に欠損があるもの，職位をもつ指導者

2 変量解析により，目的変数である指導者の自己教育

を除く 499 人（有効回答率 61.5％）を解析対象とした．

力得点と各説明変数に対し，t 検定により有意差を検討

指導者の平均年齢は 37.9 ± 7.2 歳であった．平均臨

した．自己教育力得点と年齢や臨床経験年数，指導者経

床経験年数 15.0 ± 6.5 年，平均指導者経験年数 5.8±5.0

験年数，キャリアコミットメント，自尊感情などの連続

年，指導者講習会受講後指導者経験年数 3.8 ± 4.3 年で

変数については，相関係数を算出した．

あった．また，男性 56 人（11.2%），女性 438 人（87.8%）

次に，自己教育力とキャリアコミットメントの関連

であった．
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指導者の自己教育力の合計得点の平均は 68.6±10.2，
【看護への探求心】の平均は 19.8 ± 4.3，
【実習目標達成

していると回答した者（p<0.01）に指導者の自己教育
力と有意な差がみられた（表 5）．……
指導者の自尊感情については，自尊感情尺度の合計

への使命感】の平均は 18.7 ± 2.6，
【他者との相互作用
の活用】の平均は 18.2 ± 3.1，
【指導能力向上への努力】

得点の平均 25.0 ± 3.6，指導者の自己教育力との相関係

の平均は，11.9 ± 2.4 であった（表 1）
．本研究におけ

数 0.18（p<0.01）であり，有意な差がみられた．本研

る合計得点の Cronbach's α係数は，0.91 であった．…

究における合計得点の Cronbach's α係数は，0.78 であっ

指導者のキャリアコミットメントの得点は平均 3.16

た（表 6）．…

± 0.73 であった．本研究における Cronbach'sα 係数は，
0.87 であった．…

2. 多変量解析の結果（表 7）

1．2 変量解析の結果

教育力と 2 変量解析で有意差を認めた変数について，

自己教育力の関連要因を明らかにするために，自己
個人特性と自己教育力について，指導者の年齢と自
己教育力の相関係数 0.12…（p<0.01）
，指導者の臨床経験

多変量解析として重回帰分析を行った結果，自由度調整
済み決定係数は 0.25 であった．
指導者の自己教育力に関連が強い変数は，キャリアコ

年数と自己教育力の相関係数は 0.15（p<0.01）であり，

ミットメント（β =0.40，p<0.01）
，指導者講習会の受

有意な差がみられた（表 2）
．…
性別，婚姻状況，子育て経験と指導者の自己教育力

講動機（β =-0.17，p<0.01），臨床経験年数……（β=0.14，
p<0.01），実習指導体制（β =-0.10，p<0.05），専門誌

には，有意な差はみられなかった（表 3）
．…
指導者のキャリアコミットメントについては，キャ

の購読（β =-0.10，p<0.05）が有意であった．

リアコミットメント得点の平均 3.16 ± 0.73，指導者の

つまりは，指導者は，キャリアコミットメントが高

自己教育力との相関係数 0.43（p<0.01）であり，有意

い者の自己教育力が高く，臨床経験年数が長い者，指導

な差がみられた（表 4）
．…

者講習会の受講動機について自ら受講を希望して指導者

指導者の環境要因については，指導者講習会を自ら

講習会を受講した者，実習指導体制について専任体制で

希望して受講した者…（p<0.01）
，研究・学習活動を行っ

実習指導を行っている者，専門誌の購読をしている者の

ていると回答した者（p<0.01）
，専門誌の閲覧・購読を

自己教育力が高かった．…
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Ⅶ．考察

ることを明らかにした．指導者のこの看護の専門性への
認識は，学生に実習指導を行いながら ,… 指導者がこれま

本研究の調査対象の指導者は，平均年齢は 37.9±7.2

で培ってきた看護への愛着や思い入れが深められ，キャ

歳，平均臨床経験年数 15.0 ± 6.5 年，平均指導者経験年

リアコミットメントの高まりとなったことが窺える．こ

数 5.8 ± 5.0 年，
指導者講習会受講後指導者経験年数 3.8

れらのことが，指導者のキャリアコミットメントがス

± 4.3 年であり，いずれも先行研究（千葉ら ,…2016）よ

タッフ看護師より高い結果となったと推察できる．

りやや高い傾向にあった．厚生労働省（2008）は，実
習施設として，実習指導者講習会を受けた指導者を病棟
に 2 人以上配置することを推奨し，その受講条件を臨

2．重回帰分析による自己教育力の関連要因
本調査対象者の自己教育力について，重回帰分析の

床経験 3 年以上としている．本研究対象者は，300 床

結果，自由度調整済み決定係数は 0.25 であった . 村瀬…

以上の病院で働く実習指導者講習会を修了した指導者で

（2007）は，社会学調査データの決定係数の解釈につい

あるため，
…3 年以上の臨床経験（地域により 5 年以上）

て，多くの要因が複雑に絡み合うなどノイズが多く，決

の臨床経験を有していることから ,… 先行研究（千葉ら ,…

定係数が 0.20 を超えれば，参照する価値がある，決定

2016）よりやや高い結果となったと考える．

係数が 0.10 以下でもモデル全体の F 値が有意であれば

このことは，厚生労働省（2008）が示すある一定水

有効な分析とみなすと説明している．このことから ,… 本

準の看護職員の教育体制をもつ施設に勤務する学生の実

研究は，社会調査データでかつすべてのモデルの F 値は

習教育に対する指導能力をもつ指導者の集団であると推

有意であったことから ,…有用な分析結果といえる .

察できる．
1．実習指導者の自己教育力とキャリアコミットメント

重回帰分析の結果，指導者の自己教育力について，
キャリアコミットメントが最も強く関連しており，自ら

本研究対象の指導者の自己教育力の合計得点の平均

希望して指導者講習会を受講した者，専任体制で実習指

は，68.6 ± 10.2 であった．研究者らは，既存の尺度（西

導を行っている者，専門誌を購読している者ほど自己教

村ら ,…1995）で調査した先行研究において，役職をも

育力が高いことが明らかになった．

つ指導者の自己教育力（千葉ら ,…2017）が，スタッフ

以下，自己教育力の関連要因として選択された要因

看護師である指導者の自己教育力（千葉ら ,…2016）よ

について考察する .

り高いことを明らかにした．舟島ら（2013）は，役割

1）指導者のキャリアコミットメントと自己教育力につ

をもつ看護師は，役割遂行にかかわる学習ニードが高い

いて

ことを明らかにしている．このことから，指導者講習会

本研究において，指導者の自己教育力に最も強く関

を受講している指導者に限定した本研究対象者は，指導

連がみられた要因は，キャリアコミットメントであり，

者としての役割を遂行するために，指導者講習会を受講

キャリアコミットメントが高い者ほど自己教育力が高い

するなどの学習ニードが高いと考えられる．本研究結果

ことが明らかになった．しかし，指導者のキャリアコミッ

は，研究者らが開発した尺度（千葉ら ,…2019）で，初

トメントと自己教育力の関連を明らかにした先行研究は

めて調査した結果であるため，一概には比較できない

見当たらないことから ,… この結果は，本研究の特徴であ

が，スタッフ看護師である指導者の自己教育力（千葉ら ,…

るといえる．

2016）より高く，役職をもつ指導者の自己教育力（千
葉ら ,……2017）と類似した結果であると推察できる．
本研究対象の指導者のキャリアコミットメントは，

学生の実習指導にあたる指導者にとって，看護の専
門性への愛着や思い入れは，指導者の看護観として深
められ，学生に語り伝えるうえで重要である（千葉ら ,……

平均 3.16 ± 0.73 であった．この結果は，同じ尺度を用

2017）．冨田ら（2012）は，実習指導にあたる指導者が，

いた調査によるスタッフ看護師を対象にした先行研究…

大切にしている看護を看護観として，学生に語り伝える

（関根ら ,…2018：吾妻ら ,…2007：石田ら ,…2004：持松，
…

ことは，学生の学びを深めることになることを明らかに

2017）より高かった．また，石田ら（2004）は，認定

し，さらに，舟越ら（2003）は，教育経験が長くなる

看護師である者のキャリアコミットメントが有意に高

にしたがい，学生に看護の魅力を伝えるように心がけて

かったことを報告している．しかし，実習指導者のキャ

いることを報告している．このように，指導者が，看護

リアコミットメントを測定した先行研究は見当たらな

の専門性として大切にしている看護を伝えることは，看

かった．

護師として指導者として在るための核となる看護への魅

研究者らは，先行研究（千葉ら ,…2017）において，

力を自覚し，その魅力は看護への愛着や思い入れとして，

指導者は，実習指導について学び，その学習において自

指導者独自の高いキャリアコミットメントとなっている

己の看護観が明確になることによって，学生に看護を意

と考える．

味づけ，看護の専門性を認識し，自己教育力を高められ
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てのやりがいを見出し，自身の在りように誇りを持つこ

の準備をおこない，学生の学習に合わせて意味づけ，振

とができ，その後のキャリア形成を自覚することから ,…

り返っていることが推察できる．さらに，指導者の自己

指導者の自己教育力の高まりに繋がると考える．… 研究

教育力を高める要因として本研究で明らかになった専門

者らが，指導者としての誇りが自己教育力教育力を高め

誌を購読していることは，日進月歩する医療や看護，看

る要因であることを明らかにしている（千葉ら ,…2017）

護教育について，学生に合わせた最新の学習内容を獲得

ことからも，看護や実習指導への思い入れであるキャリ

する姿勢であり，指導者の自己教育力が高まる要因とし

アコミットメントが，指導者の自己教育力を高めている

て明らかになったと考える．

と考える．
本研究により，指導者の自己教育力にはキャリアコ

このように，指導者が，自ら講習会を受講したり専
門誌を購読するなど，自ら積極的に学習を深めていく姿

ミットメントが強く関連しており，キャリアコミットメ

勢は，キャリアコミットメントを高める要因（関根ら，

ントが指導者の自己教育力を高める重要な要因の 1 つ

2018）と共通していた．つまりは，指導者の看護への

であることが明らかになった．指導者の自己教育力を高

愛着や思い入れであるキャリアコミットメントが，看護

めるためには，実習指導にあたる指導者が，キャリアコ

の専門性を学生に伝えるためのこのような前向きな姿勢

ミットメントを高められるように，看護の専門性や自身

として自己教育力に関連していたと考える．…

の看護への思い入れを自覚し，キャリア形成できる機会

3）指導体制と自己教育力について

をつくるなどの取り組みの必要性が示唆された．…
2）指導者講習会の受講動機，専門誌の購読と自己教育
力について
「自ら希望して指導者講習会を受講した者」と自己教
育力の関連について，自ら希望して指導者講習会を受講

「専任体制で実習指導を行っている者」ほど，指導者
の自己教育力が高いことが明らかになった．この結果は，
研究者らが明らかにした先行研究（千葉ら ,…2016: 千葉
ら ,…2017）では抽出されず，本研究の特徴的な結果と
なった．

した者ほど自己教育力が高いことが明らかになった．こ

渡辺（2006）は，実習指導の指導体制について，実

の結果は，研究者らが明らかにした先行研究…（千葉ら ,…

習受け入れ施設の組織風土や考え方が関わっており，治

2016: 千葉ら ,…2017）と同様の結果であった．

田ら（2013）は，指導体制による指導者の困難について，

学生の実習指導を担当する指導者のうち，指導者講習

指導者が実習指導を業務と兼務していることが多く，兼

会を受講している指導者は，約 4 割（千葉ら ,…2016），

任体制では，学生に関わる時間を持てないことや，指導

またそれ以下（大堀ら ,…2012:… 冨田ら ,…2010）であり，

者が対応できず病棟スタッフが指導をおこなうことから

指導者講習会の受講を希望していても受講できない現

実習状況を把握できない困難を明らかにしている．実習

状や，上司などから薦められて受講している人がその 6

指導体制を専任体制にした報告（三木ら ,…2012）にお

割ほどを占めているという現状を報告している（千葉ら ,…

いては，専任体制では，指導者が学生と関わる時間が充

2016）．指導者講習会を修了している本研究対象者にお

実することから，学生の成長を実感できること，教員と

いて，自ら希望して指導者講習会を受講した者は，約 2

連携がとりやすくなり，実習指導を振り返ることができ

割であった．このことは，指導者の指導者講習会受講へ

ることから，指導者の実習指導の満足が得られたと述べ

の期待や強い意志，学習意欲が窺える一方で，自ら希望

ている．このような専任体制による実習指導の一連は，

して指導者講習会を受講することの難しさを示唆してお

研究者ら（千葉ら ,…2016）が，指導者の自己教育力を

り，指導者講習会の受講を希望する指導者が受講しやす

高める要因として明らかにした学生とよい関係を築くこ

い体制づくりを整備することが望まれると考える．

とや看護を意味づけること，実習指導を振り返ることな

「専門誌を購読している者」と自己教育力の関連につ

どに繋がり，本研究結果に一致すると考える．このよう

いて，専門誌を購読している者ほど自己教育力が高いこ

な指導を行える専任体制で実習指導を行うことが，指導

とが明らかになった．この結果は，自ら学習を深め，常

者の自己教育力の高まりになることが明らかになった．

に学び続けようとする姿勢であり，研究者らが明らかに

文部科学省（2002）は，看護の役割の拡大に伴う臨

した先行研究（千葉ら ,…2016: 千葉ら ,…2017）と同様の

地実習の重要性を指摘するとともに，実習指導体制につ

結果であった．

いて整備する必要性について言及している．本研究の対

役職や役割をもつ看護師は，組織運営への役割遂行

象施設において，専任体制で実習指導を行っていると回

にかかわる学習ニードが高く（舟島ら ,…2013）
，自己教

答した指導者は，約 2 割にとどまっている現状にある．

育力が高い（千葉ら ,…2017）ことを明らかにしている．

このことから，専任体制で実習指導が行えるような組織

指導者は，指導者としての役割を遂行するために，自ら

の整備は，喫緊の課題であると考える．

実習指導の専門的知識・技術を学び続ける姿勢が，看護
の専門性を高め，学生の学習に合わせた実習指導のため
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