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資 料 

看護学生の死生観を培うための主体的参加型授業の実践 

 

本村 香・徳珍 温子・藤田 和加子 

 

 

要  約 

 

本研究では，成人看護学の授業で設定した 5つの学習内容について，学生にどのように受け止められているの

かを知り，授業改善の資料とすることを目的に，学生がグループごとにまとめた「この講義を受けてのあなたの

考える死生観」をテキストマイニングソフト KH-coderを用いて分析，6つのクラスターに分類された。結果から

ゲストスピーカーによる講義，視聴覚教材を用いての講義，グループワークを通して考える機会を持つように授

業構成したことで，学生は①実際の看護だけでなく患者の身体的変化や心の動きを知り，対象者の全人的苦痛と

その緩和についての学びに繋げることができていた。②対象者である患者を「生活者」として捉え，特に生活に

対し＜ケア＞＜緩和＞といった援助すべき具体的な方法に目を向ける傾向にあることがわかった。また③「終末

期にある対象の全人的苦痛の緩和と尊厳ある死を迎えられるように援助するための必要な知識、技術を学ぶこ

と」に対しては，診療の補助としての質の高い医療知識・技術への関心を高める必要性が示された。 

 

Keywords：参加型授業，看護学生，死生観，ゲストスピーカー，視聴覚教材，グループワーク 

 

 

1．はじめに 

看護は「人の死」に直面することの多い仕事であり、

看護基礎教育の段階から「死生観」について向き合う

時間を持つことが重要である。成人看護学の学習にお

いて、学生は様々な健康問題を負う患者およびその家

族を理解し、看護倫理・生命倫理について考える。そ

して、終末期にある患者の全人的苦痛の緩和と尊厳あ

る死を迎えられるように援助するために必要な知識と

技術を学ぶことを目的としている。また、臨地におけ

る多様な事例を知ることにより、援助する者としての

自己の死生観に向き合い、患者の全人的苦痛を深く考

える姿勢を培っている。本学では、これらをねらいと

して授業を展開している。 

成人看護学の授業においては、学生が主体的に参加

できるようにグループワークや演習を取り入れ、テキ

ストやその他の教材を用いながら緩和ケアの歴史と現

状を知り、患者とその家族に目を向け、倫理的課題や

意思決定のコミュニケーションについて考える。また、

身体的、精神的、社会的、スピリチュアル的介入につ

いて学ぶために、チーム医療の一員として具体的にど

のような介入がなされているのかを知ることができる

よう計画した。学習内容は、①死生観についての導入、

②救うことのできる命は救う（クリティカルケア）、③

命は助かった障害がある人への援助、④生命を脅かす

疾患による問題に直面している人への援助、⑤死者へ

の援助という構成である。 

看護学生は、一般学生と比較すると「死」に対する

動機付けは多少なりともできていると予測されるが、

終末期の患者に接する機会が少ないことや死を身近で

経験することが少ないことにより、死を「いつかは平

等に来る」「一度は訪れる」と自分のことと捉えて向き

合っている学生は少ないと言われている¹⁾。そのため、

授業に認定看護師などの緩和ケアのスペシャリストを

ゲストスピーカーに招いてケアの実際を知る機会を持

っている。そこでは、療養過程の中で患者が直面する

問題や移り変わる心の葛藤・気持ちを学ぶことができ

るようにした。そして、教員が教授する一方向の授業

ばかりではなく、授業の中でグループワークを用いて

学生―教員間、学生―学生間等の多方向で情報交換で

きるようにして、主体的に死生について考える機会を

持つようにした。 

本研究では、「終末期にある対象の全人的苦痛の緩和

と尊厳ある死を迎えられるように援助するための必要

な知識、技術を学ぶこと」「深く考える姿勢を培うこと」

「自己の死生観に向き合う時間とすること」を達成す

るために成人看護学の授業で設定した 5 つの学習内容

について学生にどのように受け止められているのかを

知り、授業改善の資料とすることを目的とした。 

 

2．方  法 

2-1 研究協力者 

調査対象は看護短期大学に所属する学生 2年次生 79

名とした。 
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2-2 授業構成 

授業の展開について表 1 に示す。当授業における学

習内容は、①死生観についての導入、②救うことので

きる命を救う（クリティカルケア）、③命は助かった障

害がある人への援助、④生命を脅かす疾患による問題

に直面している人への援助、⑤死者への援助について、

である。 

 

2-3 調査内容 

グループワークを行った 7～8 人のグループでグル

ープごとに「この講義を受けてのあなたの考える死生

観」を A４用紙 1 枚程度に無記名で自由記述した。 

 

2-4 倫理的配慮 

調査前に、研究目的・意義･研究期間・方法、研究へ

の参加・協力の自由意志であること、参加の可否が成

績に影響しないこと、プライバシーの保護・個人情報

の保護の方法、研究終了後の結果の取り扱い、につい

て説明した。本研究内容は大阪信愛学院短期大学倫理

委員会で了承を得た。 

 

2-5 分析 

自由記述されたデータはテキストマイニングソフト

KH-coder を用いて頻出語彙分析された。その際、記述

された語彙の意味が同じと思われる語は統一した。さ

らに、頻出語彙は階層型クラスター分析により ward 法

を用いて分類された。 

 

3．結  果 

3-1 抽出語とクラスター分類 

総抽出語数は 1666 語であった。分析に使用する語は

一部の品詞、助詞・助動詞などを除き出現回数 3 回以

 

1 生きるとは何か、死とは何か
「マザー・テレサの遺言」マザー・テレサ世界的な愛の実践
のインタビューをDVD視聴。ディスカッションで考えを深め
る。

2 救命救急処置技術1 演習・グループワーク

3 急性・重症患者専門看護師の活動
「クリティカルケア専門看護師」の活動をDVD視聴し、がん看
護についてディスカッションで考えを深める。

4 救命救急処置技術2 演習・グループワーク

5 リハビリテーション看護を必要とする人 視聴覚教材を用いた講義

6 リハビリテーション看護の基本 視聴覚教材を用いた講義

7
緩和ケア/チーム医療/倫理的課題/コミュニケー
ションと意思決定/対象の広がり/看護介入

視聴覚教材を用いた講義

8 リハビリテーション看護の実際 ゲストスピーカー(障がいのある当事者)からの講演

9
身体的ケア/精神的ケア/社会的ケア/スピリチュア
ルケア/家族ケア

視聴覚教材を用いた講義、心地よいケアの技術の実施
(シャボンラッピング)

10 がん専門看護師の活動
「がん専門看護師」の活動をDVD視聴し、がん看護について
考える。ディスカッションで考えを深める。

11 死の看取りの援助(エンゼルケア)1 視聴覚教材を用いた講義(死後の処置の知識)　

12 緩和ケアの実際 ゲストスピーカー(緩和ケア認定看護師)からの講演

13 死の看取りの援助(エンゼルケア)2
死後の処置の知識と技術の体験
(エンゼルケアとエンゼルメイク)

14 がん性疼痛看護の実際 ゲストスピーカー(がん性疼痛認定看護師)からの講演

15 まとめと討議 「死生観」についてのグループディスカッション

表1　授業の展開
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上の 665 語である。これらの語は階層型クラスター分

析により 6 クラスターに分類された（表 2）。 

 

3-2 各クラスターの意味 

クラスター1 で抽出された語は、＜死＞＜軽減＞＜

不安＞＜尊重＞＜看護＞＜授業＞＜癌＞であった。＜

授業＞＜癌＞では「授業を受けて生きることについて

真剣に考えた」「授業を通して、緩和ケアの対象は癌患

者だけでなく、介護をしている家族も含まれているこ

とを知った」「授業を受けて様々な視点からターミナル

ケアを行う必要がある」。「緩和ケアの対象は癌患者だ

けでなく、ALS、HIV 患者なども対象となっているこ

とを知った」など、大まかな捉え方ではあるが、授業

を通して緩和ケアの対象者や看護について考えられて

いることがわかった。＜死＞＜不安＞＜軽減＞につい

ては「安らかな死を迎えられるだけでなく、最後まで

生きられるように最善を尽くす」「少しでも死に対する

不安を軽減する」「患者とその家族の死に対する恐怖心

が軽減し、死に向き合える援助」「不安や恐怖心が軽減

され、残りの時間を充実させる」「死と向き合って、少

しでも不安を軽減してから死ぬ」「死に対する恐怖心が

軽減し、死に向き合えるよう援助」など、患者やその

家族は死に対する不安や恐怖心を持っており、それを

軽減することが死の受容や生きるための援助と考えて

いることがわかった。＜尊重＞＜看護＞では、「本人が

したいことを尊重する大切さ」「患者の意思を尊重した

看護がされている」「患者の個人個人の死生観を尊重す

ることが大切」「患者が望む治療や看護を行う」「看護

師を増やすこと、道具を使用することで患者のケアが

充足する」「家族には伝えられないことを、看護師には

伝えていた」などから、患者の意思や死生観を尊重し

た看護の必要性や看護師の役割について学習できてい

ることがわかった。そこから、クラスター1 を≪授業

を通して考えた患者の疾患や死に対する不安と、その

看護と看護師の役割≫とした。 

クラスター2 で抽出された語は、＜話＞＜聞く＞＜

人＞＜大切＞＜感じる＞＜死ぬ＞＜今＞＜生きる＞で

あった。ここでは、「その人がその人らしく生きること

が最も大切であると感じた」「人によって死生観が違い

緩和ケアにおいての個別性が必要」「苦しい闘病生活を

早く終わらせたいと感じる人もいる」「やりたいことを

やるために生きたいと考える人もいる」、「闘病生活の

患者が考える、生きるという意味」「今まで生きること

について真剣に考えたことはなかった」「痛みなく死に

たい」「いつ死ぬかわからないので人生を楽しむ」など

から、患者だけではなく自分自身も含めて人が＜死ぬ

＞こと、＜生きる＞ことについて考えていることがわ

かった。また、「残された患者家族のケアとして話を傾

聴する」「患者の生前の話を聞く」「最期をどこで誰と

迎えるのかなど、患者の望みを聞く」、「死に対しての

考え方や生き方を尊重する大切さ」「生きているうちか

ら死後について考えることが大切であると感じた」

「日々を大切に生きようと思う」など、人が＜今＞を

生きることの＜大切＞さ、患者や家族の＜話＞を＜聞

く＞ことでその人を知る＜大切＞さ、生き方や死の迎

え方を尊重する＜大切＞さを感じていることがわかっ

た。そこから、クラスター2 を≪その人らしい生き方・

死の迎え方の支援の大切さ≫とした。 

クラスター3 で抽出された語は、＜亡くなる＞＜治

療＞＜延命＞＜残す＞＜頑張る＞＜見守る＞であった。

「やりたいことをやり遂げて亡くなりたい」「在宅で亡

くなりたい」「延命治療をせず、疼痛ケアのみで亡くな

りたい」「残される家族を困らせたくない」「やり残し

たことがないように最期を迎えたい」「在宅で家族に見

守られ「頑張ったね」と言われながら死を迎えたい」

「家族に見守られ、安らかに最期を迎えたい」などか

ら、学生は＜延命＞治療は行わないでほしい、＜頑張

った＞ことを労われながら家族に＜見守ら＞れて＜亡

くなる＞ことを望むなど自分自身に置き換え、＜残さ

れた＞時間や＜残す＞家族について考え、＜治療＞や

 

死 16 話 3 亡くなる 6 生活 6 死生 9 最期 13

軽減 4 聞く 3 治療 6 闘病 5 自分 3 迎える 14

不安 3 人 18 延命 3 早い 3 必要 4 学ぶ 7

尊重 4 大切 7 残す 5 考える 16 看取る 3 寄り添う 3

看護 3 感じる 7 頑張る 3 ケア 11 痛み 5 心 4

授業 3 死ぬ 14 見守る 3 緩和 5 死後 4 援助 6

癌 3 今 3 家族 20

生きる 13 患者 19

表2　クラスター分類（語・出現回数[回]）

Cluster 6Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5
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最期の迎え方を考えていることがわかった。そこから、

クラスター3 を≪私の考える最期の迎え方≫とした。 

クラスター4 で抽出された語は、＜生活＞＜闘病＞

＜早い＞＜考える＞＜ケア＞＜緩和＞であった。ここ

では、「闘病生活をしている患者の死生観は、健常者の

死生観と異なる」「闘病生活をしている患者が考える、

生きるという意味」「苦しい闘病生活を早く終わらせた

いと考える人もいる」「頑張って闘病して、やりたいこ

とをやる」、「先が見えなくなり早く死にたいと考える

人もいる」など、学生は授業を通して、患者の＜闘病

＞は＜生活＞の中の一部であると捉えていることがわ

かった。その中で、患者の中にはこの生活を＜早く＞

終わらせたいなど、個々に最期を迎える考え方がある

ことを知ることができていた。また「生きる意味はな

んであるのだろうかと考える人もいる」「早く終わらせ

たいと考える患者のために」「精神的な心のケアはとて

も大切な事の 1 つだと考える」「本人や家族の立場を

考え、援助したい」「生きているうちから死後について

考えることが大切である」、「残された家族のケアが必

要」「最期を迎える患者に対してのケアの仕方によって、

家族の心の癒しにもなる」「緩和ケアを学んで、痛みや

苦しみを取り除くことの重要性がわかった」、「緩和ケ

アの対象は癌患者だけでなく ALS や HIV 患者など治

癒の見込みが難しい難病患者や、介護している家族も

含まれる」「人によって死生観が違い、緩和ケアにおい

ては個別性が必要であると思った」などから、個々の

患者や家族の思いを＜考える＞、授業を通して＜ケア

＞＜緩和＞の意味と援助の必要性を＜考える＞ことが

できていた。これらのことから、クラスター4 を≪患

者の闘病生活と患者に合わせた緩和ケアを考える≫と

した。 

クラスター5 で抽出された語は、＜死生＞＜自分＞

＜必要＞＜看取る＞＜痛み＞＜死後＞であった。ここ

では、「患者の死生観と健常者の死生観とは異なるので

はないか」「人によって死生観が違い、緩和ケアにおい

ての個別性が必要」「死生観を持つことは、自分や家族

が“死”と向き合える」「自分の信じている宗教や考え

方で死生観は異なる」「個々の死生観を尊重することが

大切」「いろいろの死生観があるから、その人の死生観

に合わせた援助ができるようにしたい」、「自分にとっ

て良い最期を迎えられる」などから、個々の患者によ

って死に対する考え方や思いが異なること、死生を考

えることは患者やその家族、自分自身が死に対してど

のように向き合うのかに繋がることなどの気づきがあ

った。また、「患者および家族への援助をおこなうこと

の必要性を学んだ」「様々な視点からターミナルケアを

行う必要性を感じた」「医療者が看取りについて理解し

ておく必要がある」「家族に看取られて死にたい」「現

在でも病院で看取ることは多い」など、病院で死を迎

える患者や家族の援助や看取りについての理解の必要

性を感じていた。その一方で「痛みなく死にたい」「痛

みなく、苦しくなく、安楽な死」「その人の痛みや苦し

みに耳を傾け和らぐように援助する」「授業を通して、

痛みや苦しみを取り除くことが重要」「死後に起こる容

貌の変化に」「死後の世界は誰もわからない」「生きて

いるうちから死後について考えておきたい」など、学

生自身が感じた死に対する思いも表出された。そこか

ら、クラスター5 を≪死生観から感じ考える看取りの

あり方≫とした。 

クラスター6 で抽出された語は、＜最期＞＜迎える

＞＜学ぶ＞＜寄り添う＞＜心＞＜援助＞＜家族＞＜患

者＞であった。＜最期＞＜迎える＞の語については「安

らかな死を迎えられるだけでなく、最後まで生きられ

るように最善を尽くす」「最期を迎える患者に対しての

ケアの方法で、家族の心の癒しにもなり喪失感を抱き

続ける原因ともなりうると学んだ」「その人がその人ら

しい最期を迎えることができるような援助」「最期を苦

しまずに迎えられるようにする」「どこで最期を迎える

か、誰と迎えるか、など望みを聞く」「眠りにつくよう

に最期を迎えたい」「家族に見守られ、安らかに最期を

迎えたい」「痛みがなく大切な人に囲まれて最期を迎え

たい」「住み慣れた家で最期を迎えたい」など、看護学

生として死に直面した患者、家族に必要な援助につい

て考えた学生と、自分の最期の迎え方について考えた

学生がいることがわかった。＜学ぶ＞＜寄り添う＞＜

心＞＜援助＞では、「訴えを傾聴し共感することで患者

の心に寄り添うことができると学んだ」「患者やその家

族の心に寄り添う」「寄り添うことで少しでも死に対す

る不安を軽減する」「精神的な心のケアにとても必要な

こと」「患者および家族への援助を行う必要性を学んだ」

「患者の死に対しての考え方や生き方を尊重する大切

さを学んだ」「その人の痛みや苦しみに耳を傾け和らぐ

よう援助する」「死に対する恐怖心が軽減し、死に向き

合えるよう援助する」「その人の死生観に合わせた援助

ができる」「本人や家族の立場を考え援助したい」、＜

家族＞＜患者＞では「死生観を持つことは、自分や家

族が「死」と向き合える」「残される家族を困らせない」

「家族に見守られながら死を迎えたい」「家族に見守ら

れ、安らかに最期を迎えたい」「患者やその家族の心に

寄り添い、最後を迎えられるようにする」「ケアの仕方

によって、家族の心の癒しにもなる」「残された家族の

ケア、グリーフケアが大切」、「患者が望む治療や看護

を行う」「患者の気持ちに共感し理解する」「話を傾聴

したり、患者の生前の話を聞く」など、ここでも看護

学生という立場と自分自身という両視点で＜家族＞＜

患者＞の＜心＞のケアや＜患者＞や＜家族＞が死と向
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き合えるための＜援助＞について考えたことがわかっ

た。そこから、クラスター6 を≪最後を迎える患者と

その家族の心に寄り添う≫とした。 

 

4．考  察 

4-1 学習内容の理解について 

分析された各クラスター内の抽出語に「死」「生」に

関する学びがあること、前後文脈から看護学生という

状況から「死」や「生」を意識し考えるだけでなく、

自分自身や自分の大切な人の「死」や「生」に置き換

えて考えることができている。また、死の迎え方につ

いて考えることができていることから、学習内容の①

死生観についての導入では、学習内容についての理解

があったと考える。学習内容②救うことのできる命を

救うについては、集中治療領域での看護として必要な

直接的なケアを示した全人的苦痛の緩和、意思決定支

援、悲嘆ケアなどが、抽出語の前後文脈を探っても現

れておらず、学習内容の理解は浅いのではないかと考

える。また、学生の学びから抽出された語の中には＜

尊重＞＜緩和＞＜痛み＞など、集中治療領域における

終末期看護に関する語もあるが、前後文脈を探ると急

激な変化で亡くなる患者や家族を対象とした学びでは

なく、余命を宣告された闘病生活を経て死に至る患者

や家族を対象とした学びの傾向が強く集中治療領域で

の終末期患者や家族への看護への関心は低いと考えら

れる。③命は助かったが障害がある人への援助、④生

命を脅かす疾患による問題に直面している人への援助、

⑤死者への援助については、抽出された語をクラスタ

ー毎に分析する中で、患者の疾患や死に対する不安や

看護の役割、その人を尊重した生き方や死の迎え方、

患者の闘病生活、看取りのあり方、最後を迎える患者・

家族への寄り添いなど、死生への関心に留まらず、関

わり方や直接的な援助について触れられていることか

ら、一定の学習内容の理解があったと考える。 

 

4-2 授業方法について 

分析された 6 つのクラスターの傾向や抽出された語

に、終末期にある患者の身体的変化や苦痛、患者や家

族の身体的・精神的ケアなどの看護の知識や技術に関

する語が含まれていることから、学びの目的とした「終

末期にある対象の全人的苦痛の緩和と尊厳ある死を迎

えられるように援助するための必要な知識、技術を学

ぶこと」に繋がっていると考える。青柳、鷲見らは、

終末期看護の教育に関する先行研究から、看護学生の

死に対する態度、死に対するイメージについて検討し、

実際の死の体験が少なく実感は薄いという特性が明ら

かにされていること、終末期の看護を理解する以前に

看護の対象である死に行く人やその家族をイメージ化

することが困難な状況にあるとされていること²⁾を述

べている。そのため、臨床経験がない学生にとって、

患者の精神的苦痛は身体的苦痛に比べイメージ化が難

しく、学びとして理解することは困難であると予測さ

れた。しかし、クラスター1 では、死や死にゆく患者

に対する不安や恐怖、それらに対するケアへの意識、

価値観を理解したと思われる抽出語が多く、クラスタ

ー2 では、死という終焉までの自然な過程での生き方、

死の迎え方についての大切さやそれを尊重することな

ど、対象である患者の精神的苦痛に焦点が多く当てら

れていた。それは、テキスト以外にゲストスピーカー

による講義によって「緩和ケアの実際」「がん性疼痛看

護の実際」に触れること、視聴覚教材を用いたことで、

実際の看護だけでなく実際の患者の身体的変化や心の

動きを知ることに繋がり、対象の全人的苦痛とその緩

和についての学びに繋がったためと考える。 

クラスター3、4 については、抽出された語の前後文

脈を探ると、対象である患者を「治療」的視点と「生

活者」としての視点で捉えていること、対象である患

者を捉えるにあたり、看護学生としての立場で考える

だけでなく当事者として考えていることがわかった。

学生は看護教育の中で「看護は対象者の生活を看るの

だ」と教授されていること、学習する中で当事者とし

て苦痛や思いを捉えていることから、患者を「生活者」

として捉えたと考える。また「治療」的視点でも、患

者を捉えるにあたり当事者として考えることで、延命

治療や最期の迎え方など当事者の視点で考え、自己の

死生観と向き合い考えを深める機会となったのではな

いかと考える。これらは、ゲストスピーカーによる講

義、視聴覚教材を用いた講義による終末期看護のイメ

ージ化が図れたこともあるが、グループワークを通し

て学生間で個々の思考を知り、共に考えを深めること

ができたからではないかと考える。 

クラスター5、6 では、看取りのあり方や最期を迎え

る患者とその家族へ寄り添うことに関した語が抽出さ

れている。ここでも語の前後文脈を探ると、学生が当

事者視点で看取りや最期の迎え方について考えている

こと、同時に患者の一番近くに存在する者である、一

人の看護者としての関わりや援助を考えていることが

わかった。 

認定看護師などのゲストスピーカーによる講演や視

聴覚教材を用いて、ケアの実際や当事者である患者を

知る機会とした授業方法に関しては、実際の患者をイ

メージ化することで、看護学生としての視点だけでな

く当事者として考え、特に生活に対するケアや緩和と

いった援助すべき具体的な方法の学びに関心が強かっ

たと考える。しかし、緩和ケアなど患者に必要なケア

について正しく理解し実践できる技術には、病態や症
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状、治療方法など医学的知識の理解が不可欠である。

クラスター3 で患者を医学的視点で捉えていることは

分かったが、医学的知識に関する語や理論を踏まえた

語の抽出は見られない。このことから、学びの目的で

ある「終末期にある対象の全人的苦痛の緩和と尊厳あ

る死を迎えられるように援助するための必要な知識、

技術を学ぶこと」については、科学的根拠を基盤に考

える看護援助となるよう、医学的知識・技術を強化す

る授業展開や方法が必要であり、今後の課題と考える。 

教員が教授する一方向の授業ではなく、学生―教員

間、学生―学生間等の多方向で情報交換できるよう授

業の中でグループワークを用いた授業方法に関しては、

学びの目的である「深く考える姿勢を培う」「自己の死

生観に向き合う時間とする」に繋がったと考える。  

グループワークの目的の１つとして「メンバー相互

の話し合い、双方向での関心の交流を通して、参加者

全員がもつ経験や背景を共有させることにより、課題

の解決を図り、相互の共感を共有することによって、

学習、動機づけ、必要な態度の形成に至る」³⁾ことがあ

げられている。終末期看護教育でグループワーク通し

て双方向で意見を述べることは、看護学生の立場で考

える「死」や「生」、自分自身や自分の大切な人の「死」

や「生」について考え、生き方や死の迎え方、死に対

する不安、看取りのあり方など、看護者・当事者・家

族として考えを深める時間を持つことになったのでは

ないかと考える。 

 

5．おわりに 

ゲストスピーカーによる講義、視聴覚教材を用いて

の講義、グループワークを通して考える機会を持つよ

うに構成した授業で、看護学生は①実際の看護だけで

なく患者の身体的変化や心の動きを知り、対象の全人

的苦痛とその緩和についての学びに繋げることができ

ていた。また、対象者である患者を「生活者」として

捉らえ、特に生活に対し＜ケア＞＜緩和＞といった援

助すべき具体的な方法に目を向ける傾向にあることが

分かった。しかし、重要な授業目標の一つである「終

末期にある対象の全人的苦痛の緩和と尊厳ある死を迎

えられるように援助するための必要な知識、技術を学

ぶこと」に対しては、診療の補助としての質の高い医

療知識・技術への関心を高める必要がある。 
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