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Selection of Web-based teaching materials for the clinical trainlng Of
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●
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The first purpose of this study is to clarify existing educational contents and the extent of need for additional teaching materi-

als for the clinical trainlng Of adult surglCal nurslng･ Secondly, based on the survey andanalyses, we aim to creat a new system

which supports nurslng education with convenient utility on the Web･

Methods: 1 , Subjects;Nursing facultyfrom 93 universities and/or colleges who specialized in surgical nursing and nurse educa-

tors from 82 national university hospitals in Japan were asked to complete questionnaires
to clarify the effectiveness of teaching

materials used in the clinical trainlng for surglCal nurslng･ One person from each institution was asked to complete the question-

naire･ The survey was based on the Delphi method and was conducted twice between November 2003 and March 2004･

2. Based on the data, we evaluated existing teaching materials and developed new materials･ In addition, we created a new user-

friendly system supportlng nurSlng education on the Web･

Results: The response rate was 48･ 40/o and 24･ 40/o from the universities and the hospitals, respectively･
The disease conditions

and the percentage of need (inparenthesis)
for effective teaching materials in nursing education included: lung cancer (90･80/o),

gastdc cancer (89.2%), colon cancer (80.0%), braintumors (47.7%), gona血ritis (42･3%) andbreastcancer (41･5%)I

Conclusions: Based on the data and analyses, we created a new educational system
incorporating the existing materials and the

newly-developed teaching resources on the Web. To facilitate a user-friendly system･ the following three indices were developed:

1 )The situation series: outpatient clinic-preoperative ward-operating room-postoperative ward, 2 )The methodological series‥

nursing action according to a matrix of operational methodsxpatient acuity, and 3) The card series: content of teaching materials

and users'oplnions･

ActaSchMedUnivG血55 : 17-25 (2008)
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三岳~

諸科学の急速な発展によるハイテク医療や,高齢社会

の到来などに伴って,看護の果たす役割が拡大してきて

いる｡看護学教育においては,定められたカリキュラム

に沿った講義や学内実習で伝達できる知識には限界があ

り,学校で実施される試験は何とか乗り切っても,受け

持ち患者制の臨床実習になると知識の少なさと技術の未

熟さを痛感しで悩む学生が年々増加しているように思わ

れる｡しかし,学生数に村する看護教員数の少なさから,

規定された長期間の臨床実習指導の大半を臨床実習指導

者に依存している学校が多く,学生個々に応じた指導が

十分になされていないという現状がある｡例えば, ｢新

卒看護職員の早期離職等実態調査1)｣によると,人職後

1年以内の離職率は平均8.5%であり,その要因(複数

回答)としては, ｢看護基礎教育終了時点の能力と看護

現場で求める能力とのギャップ｣という回答が最も多

く, 76.2%を占める｡また,新卒看護職貞の悩みでは,

｢配属部署の専門的な知識･技術が不足している｣

76.9%, ｢医療事故を起こさないか不安｣ 69.4%, ｢基本

的な看護技術が身についていない｣ 67.1%という回答で

あった｡

以上のよう別犬況の中で,特に不安や悩みを持ちなが

ら学ぶ看護学生や,現実に直面しながら働く若い看護師

たちのアドバイザー役として,インターネットによる学

習が効力を発揮すると考えている｡インターネット利用

による学習方略は,学習時間や学習空間にとらわれるこ

となく,求めている教材を必要時すぐに取り出して考え

ることや,関連部分をリンク先から捜し出して音声や動

画等を交えながら学習することが可能だからである｡ゆ

えに,学習者の自主性や創造性,課題探求能力等を促進

すると考えられる｡

看護学教育研究委員会報告2)によると,看護学教育と

は,人間の生命に直接関与する専門職の教育であり, ①

目標とする知識･技術の完全習得,②職業的理念の獲得,

③その理念の行動化,が要求される｡このうち, ①は高

度なシミュレーションを可能とする教育機器の開発･整

備によってかなりの部分を補えることが指摘されてい

る｡このような中,看護学教育におけるマルチメディア

/ハイパーメディア看護学教育支援システムに寄せられ

る期待は大きいといえよう｡

現状では,膨大な数のホームページがWEBサイト上

に掲載されているが,医学的知識を提供するものが多く,

臨床看護用教材に適した内容のものを見つけるのは非常

に困難である｡わが国の看護学教育用コンピュータ教材

は数少なく,学習理論に基づいた確かなデザインと,学

習評価を考慮した質の高い看護学教育用コンピュータ教

材の開発が最優先課題であろう｡

著者らは1994年から看護学教育のためのCAI (com-

puter assisted instruction)教材の開発と,その学習評価に

関する研究に取り組んできf=3ト9)｡これらの研究からCAI
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学習は学習者の知識水準を一定以上引き上げることがで

き,特に成績の底辺を上昇させる効果があるという結果

を得ている｡さらに,今までの研究成果発表や研修会を

通して, CAI学習およびcAI教材開発に対する看護関

係者の関心の高さを実感しているが,インターネットの

普及が急速に高まってきた現在, cD-ROM用教材の使

用のみならず,インターネットあるいはイントラネット

活用の必要性を強く感じている｡なぜならcAI学習に

よる批判として以前から言われてきた, ｢教師が決めた

解答を学習者が入力し,正誤に応じた分岐によって知識

を獲得していくという学習方略｣に不足している｢学習

者の興味と関心｣に応じた広がりのある学習システムを

構築できるからである｡篠原が述べるハイパーメディア

の特長である｢無構造｣による｢相互交渉｣10)によって,

個々の利用者が個人の好みによって学習に関する情報を

｢拡散｣したり, ｢整理･統合･組織化｣を行って学習

を深めていく能力の促進が期待できると考えた｡

しかし,情報通信ネットワークによる学習では,イン

ターネット上に広がる情報の膨大さによって学習目的･

目標を見失ったり,何を優先的に取り出すかに迷い,時

間の浪費に陥ってしまう危険性もある｡また,内容に問

題があったりユーザビリティの劣った教材も見受けられ

る｡実際に学生達からは, ｢ホームページのどこを活用

したらよいのか迷ってしまう｣ ｢臨床看護学に関する情

報を探すまでに多大な時間を要した｣ ｢誰がいつ作成し

た情報なのか,その情報源がわからなかった｣等々の意

見が出されている｡

本研究は研究Ⅰと研究Ⅱで構成されており,インター

ネット利用による学習によって,看護学生や新卒看護師

らの臨床看護実践力や課題探求能力の低下が危倶されて

いる現状の改善を削旨している｡先ず研究Ⅰでは,新人

教育･臨床看護学実習指導に関わった経験を持つ看護師

と,講師以上の大学数貞を対象とした質問紙調査を実施

し,成人臨床看護学実習(周手術期看護)に求められる

教育内容とその必要度を明らかにすることを目的とし

た｡次に研究Ⅱでは,研究Ⅰの結果に基づいたweb教

材の選定,ライブラリー化,インデックス化を実施して,

情報検索の利便性を追及した看護学教育支援システムの

構築を行なうことを目的とした｡

研 究 Ⅰ

目 的

大学数貞と臨床看護師が成人臨床看護学(周手術期)

教育に求めている内容と,その優先度を明かにする｡

方 法

臨床看護学実習(周手術期看護)に有効な教材の概念

(求められる内容とその優先度)を明らかにするための

質問紙調査

1) 対象:全国82の国立大学病院の外科系病棟と,成
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人看護学急性期を専門とする専任教員のいる大学93校を

捕.LIJ.L,各施設1糾二回答を依栢した`｡回答者は,外科･

系病棟やICUで3年以上の経験を有し,新人教育ある

いは臨床看護学実習指卦二係わったことのある看護師
と,成人看護学急性期を専門とする講師以上の大学数員

とし,対象者の選択は施設長に一任したo

2) 期間と方法:2003年11月-2004年3月中にデル

ファイ法に準じた方法で2回実施する｡すなわち,毎回

の調査結果を整理･分析し,できるだけ多くの匝l答者の

合意を得るために,回答一分析-フィードバック-回答

という過程を繰り返すo

3) 倫理的配慮:当大学の倫理審査委月会の承認を得

て実施するo 質問紙の配布と1rll収(無記名)は郵送とす

るo また,大学や病院名等を特定するかたちでの公表は

しない｡

4) 矧11.EI紙の作成:質問内容の倍額性と妥当性を高め

るために,看護学教育(成人看護学急性期)経験5年以

ヒの研究者および研究協力者3名で, ｢臨席看護学実習

の実態に即した内容であるか｣, ｢今後の示唆が得られる

内容か｣, ｢わかりやすい表現か｣ということについて検

討を重ねたo質問事項は結果に明示した9項目であるL,

結 果

回収率は病院24.4% (20名),大学48.40/. (45名)で

あったD

独法化と電子化に向かうために多忙で,ここ数年は協

力できない等の返信が病院管理職から9.8% (8件)寄

せられた｡

看護に関する臨床経験年数は看護師が11.8年間であ

i),看護教員は7.6年間であったoそのうち,周手術期

看護に関する経験年数(非常勤を除く)は,看護師が8.4

年間,看護致貝は5.5年間であった｡

【1回目の調査結果】

1 )周手荷期看護に求められる教育内容とその優先度

/必要度

受持ち患者制で臨床実習を行う場合,どのような疾患

で,どのような手術を受ける患者を選定することが望ま

しいと考えるかを質問した(3つまで複数回答可)｡そ

の結私 消化器外科では胃癌の患者を受け持ちとすると

いう回答が48% (59件/123件中)あり,次いで大腸癌の

患者が42% (52件/123件中),胆石症の患者が4% (5

件′′123件中)という回答であった｡胃癌患者の術式では

胃仝摘出手術が27.9%(17件/61件中),胃切除術が72. 1%

(44件/61件中)であった｡大腸癌の術式では大腸切除

術が54.1% (33件/61件中)であり,ストーマ造設術が

26.2% (16件/61件中)であった｡

次に,上記の内容を看護師と教員別に分析してみると,

看護師も教員も胃胤 大腸癌,直腸癌の)I[別二患者選択す

るという結果であったが,大腸癌を選択する割合だけが

看護師35.0%,教員62.2%と大きく異なっていた(Fig. 1)0
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Fig.1消化器外科 受持ち選択優先度における看捌両と教

員の傾向

呼吸器外科では,肺癌の患者を受け持ちとするという

回答が77% (59件/77件中)あり,次いで気胸の患者が

12% (9件/77件中),縦隔腫壕の患者が50/o (4件/77

件中)という回答であった｡また,術式では肺切除術が

67.9% (55件/81件中)であl),胸腔鏡下手術が12.3%

(lo件/81件)であったo

脳神経外科では,脳腫療の患者を受け持ちとするとい

う[pl答が51% (37件/72件中)あり,次いで脳血管疾患

の患者が42% (30件/72件中),水頭症の患者が4% (3

件/72件中)という回答であった｡術式では,脳腫痴摘

出術が35.3% (24件/68件中)であり,クリッピング衝

が29.4% (20件/68件中)であったo

整形外科では,変形性股園節症の患者を受け持ちとす

るという回答が26% (21件/77件中)あり,次いで椎間

板ヘルニアの患者が17% (13件/77件中),大腿骨霜部骨

折の患者が16% (12件/77件中)という回答であったD

ただし,骨折という回答が7件あり,これを大腿骨頚部

骨折に加えると骨折が24.7% (19件/′77件中)となり,

第2位に浮上するo術式では,人工股関節置換街が26.0%

(19件/73件中)であり,人工骨頭置換術が17.8% (13

件/73件中)であったo

その他の科では,乳癌の患者を受け持ちとするという

回答が36% (27件/.′77件中)あり,次いで心疾患の患者

が29% (22件/77件中),腹部大動脈痛と子宮癌の患者が

各6% (.5件/77件中)という回答であった｡街式では,

乳房切除術が33.8% (26件/77件中)であり,冠動脈大

動脈吻合術が20.8% (16件/77件中)であったo

2 )術前練習に関する看護で必要性の高い教育内容

次に,術前練習に関する看護のうち,学習の必要性の

高い教育内容だと思われるものについて質問したo 自由

記述で3つ回答する設問の結果,呼吸訓練という回答が

39% (65件/169件中)と最も多く,次いで離床援助が

18%,噂疾法が12%という回答であった(Fig. 2)o

3 )術前処置に関する看護で必要性の高い教育内容

術前処置に関する看護のうち.学習の必要性の高い教

育内容だと思われるものについて質問したo 自由記述で
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■呼吸訓練

■離床援助

□噴感･噂療法

Ej術前オリエンテーション

J含頗法

E)下腿血栓予防運動

■肺題字療法

□療病コントロ-ル

■その他

Fig.2 術前練習に関する必要度別学習内容

3つ回答する設問の結果,最も多かったのは体毛処理･

術野消毒であり37% (53件/146件中),消化管の準備は

32%,次いでプレメディケーション20%,栄泰管理(良

滴を含む) 6o/.,合併症予防4%の順であったo

4)術中看護で必要性の高い教育内容

上記2ト3)と同じ方法で質問した蘇果, ･最も多かっ

たのは術中の体位と看護であり23% (29件/127件中),

ついで麻酔導入時の看護と術中の全身管理が同じ割合で

各21O/oであったo精神的ケアは3番目であったが9%と

低い割合であった｡

5 )手術室から帰室直後の看護で必要性の高い教育内容

上記2)-4)と同じ方法で質問した結果,最も多かっ

たのはバイタルサインと全身状態の観察であり23% (39

件/172件中),呼吸管理が16o/o,ルート.ライン類の管

理と痔痛管理,および麻酔覚醒･意識レベルの確認の割

合は同じで各々15%,循環管理10%,家族のケアと精神

的ケアの割合は同じで各3%であったo

6)術後3日間の看護で必要性の高い教育内容

上記2ト5)と同じ方法で質問した結果,最も多かっ

たのは早期離床であり34% (63件/163件中),ついで術

後合併症予防が15%,痔痛管理が14%であった(FIE. 3)D

■早期粒床

■衝複合併症

I_1年4tF)

tj創傷･Fレーン管理

I全身管理

p栄養･姐液管理

■桂神的ケア

Dその他

Fig.3 術後3日間の看護に関する必要度別学習内容

7 )術後の生活指導で必要性の高い教育内容

上記2)-6)と同じ方法で質問した結果,最も多かっ

たのは食事指導であを)28% (46件/168件中),ついで日

常生活指導が22%,リハビリテーション15%,内服管理

8%,セルフケアと社会復帰が各5%,精神的ケアと社

会資確の括周が各4 D/.,合併症予防3 %の順であった｡

岐阜人医紀 55 ; 17-25 (2008)

8 )手術患者の家族に対する看護で必要性の高い教育内容

上記2ト7)と同じ方法で質問した結果,最も多かっ

たのは精神的ケアであり38% (61件/■■162件中),ついで

退院･生活指導が16%,説明と同意に関するもの,およ

び家族のサポート体制の把捉が15%‥患者ケアの方法に

関するもの7%,疾病の理解に関するもの5%の噸で

あったo

9)その他,周手術期看護にとって学習の必要性の高

い教育内容

上記の質問をした結果,今までのLl答からは得られな

かった項目として, ｢手術侵襲と生体反応に関する知識

(麻酔を含む)｣が33件, ｢倫理に関する学習｣が6件,

｢クリティカルケアに関する学習｣が5件, ｢ケアの基

本となる主要な概念としての理論活用｣という意見が5

件見出された｡

【2回目の調査結果】

2 【叫臼の調査は研究同意の得られた65名(看護師20名,

看護教員45名)に対して, 1回目と同様の郵送法で実施

したD全体の回収率は78.5% (51名/65名F1｣)であV),

その内訳は病院の看護師70.0% (14名/■20名中),大学の

教員82.2% (37名/45名中)であったL1 1回目の調査で

得られた結果を示して,その内容に対する意見や同意を

求めた結果は以下の通りであった｡

①臨席看護学実習を行うときの受持ち患者の疾恩と術

式について

｢消化器外科･呼吸器外科.脳神経外科･整形外科.そ

の他｣の全てにおいて,看護師と教員共に96-100%の

同意が得られた｡

(訂術前額習について

1回目の結果に追加したい項ETとして, ｢床上排植訓

練｣ (1件)と, ｢歩行のために必要な大腿四蔑筋運動｣

(1件)が看護師から挙げられていたD また, ｢肺理学

療法｣を｢呼吸理学療法｣という表硯で検討してほしい

という意見,および｢呼吸練習についてはエビデンスが

ない｣という意見が教員から得られた｡

③術前処置について

｢体毛処理･術野消毒･プレメデイケ-ション｣は実施

されなくなってきている(5件;看護師･教員), ｢体毛

処理と栄養管裡｣はcDCガイドラインでは実施しない

と定められている項日である(1件;教員)との意見が

得られたD

④術中看護について

1回E]の結果に追加したい項目として, ｢病棟ナ-ス

と手術室ナースの看護の継続｣および｢多職種間のチー

ム医療について｣ (4件;看護師･教員)が得られた｡

喧)手術室から病棟帰室直後の看護について

1回目の結果に追加したい項目として, ｢水分代謝バ

ランス｣ (2件), ｢環境整備｣ ｢状況の説明｣が各1件.

看護師から出されていた｡
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(釘術後3日間の看護について

1回目の結果に追加したい項目として, ｢生活を整え

るケア｣ (2件), ｢睡眠コントロール｣ (1件)が教員か

らあった｡

その他として, ｢痔痛管理･創傷管理は特に最新知識

を提供できるように｣, ｢CDCガイドラインやインター

ナショナル･プロトコールにそった教育内容を｣という

意見が教員から得られた(2件)｡

(丑術後の生活指導について

1回目の結果に追加したい項目として,｢退院指導｣(2

件)があった｡また, ｢退院指導は術前から組み入れ,

術後3日目までに確定･調整を終えることが原則｣との

意見が教員から得られた｡

(む手術患者の家族に村する看護について

1回目の結果に追加したい項目として, ｢口腔ケアや

呼吸練習,リハビリテーション｣ (1件;看護師), ｢術

中･術後の経過説明｣(1件;看護師)があった｡また,

｢指導という表現に違和感がある｡支援という表現がよ

いのではないか｣という意見が教員から得られた｡

⑨その他,周手術期看護にとって学習の必要性の高い

教育内容について｢医療事故に関する事例学習｣ (1件)

という意見が教員から得られた｡

考 察

本研究の協力者(研究対象者)は,周手術期看護に関

する経験年数の平均が看護師8.4年間,看護教員5.5年間

という熟練者であったことから,貴重な資料が得られた

といえる｡ 1回目の調査の回収率が病院24.4%,大学

48.4%と,特に病院で低かった理由については,次の3

点が考えられる｡ 1)国立大学の独法化と病院の電子化

に対応しなければならない時期であったこと, 2)研究

村象者の条件が｢外科病棟やICUで3年以上の経験を

有し,新人教育あるいは臨床看護実習指導に係わったこ

とのある看護師｣という限られたものであったこと, 3)

全て自由記述の質問紙であったこと等である｡

1回目と2回目の調査結果から,臨床看護学実習を行

う際の受持ち患者選定の基準は,疾患名と術式において

は看護師と教員共に96-100%の一致が得られており,

全国的に大差はないという実態が明らかになった｡また,

教育内容の優先度についても,1回目の調査結果は2回目

の調査で概ね支持されており,全体的に納得のいくもの

であった｡

しかし,教育内容のうち特に,術前訓練･術前処置･

術後3日間の看護についての1回目の調査結果は,エビ

デンスの有無やCDCガイドラインの基準を踏まえてい

る看護師と,そうでない者,および教員との回答に幾ら

か差のあることが推察された｡ 2回目の調査結果のその

他の欄に自由記述された｢痔痛管理･創傷管理は特に最

新知識を提供できるように｣, ｢CDCガイドラインやイ

ンターナショナル･プロトコールにそった教育内容を｣

等の意見のほとんどが教員から出されたものであり,最
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新の知見に基づいたケアの方法ではなく,従来通りの方

法でケアを実施しているという臨床の現状を反映してい

ると考えられたからである｡このような意見は各項目に

2-3件のみであり数値的には現れにくい｡ゆえに教育

に求める内容とその優先度が変わるわけではないが,決

して無視できない内容であり,基礎教育であるからこそ

｢最新の根拠に基づいた教育内容｣を示す必要があり,

臨床の看護師と共に教育内容を検討しながら改善してい

く必要性が示唆されたと考えている｡

最後に,既述した｢新卒看護職員の早期離職等実態調

査1)｣に示された,入職後1年以内の離職要因の第一で

ある｢看護基礎教育終了時点の能力と看護現場で求める

能力とのギャップ｣という回答(76.2%)についてであ

るが,本調査結果では臨床看護師と大学教員が求める教

育内容にほとんど違いは無く,重要なのは,いかにして

専門的な知識･技術を身につけるかということだと推察

できる｡本調査は外科看護に限定したものではあるが,

現在教育されている内容を効果的に学習できる教材の開

発や看護学教育支援システムの構築が必要だといえよ

う｡

研 究 Ⅱ

目 的

研究Ⅰの結果に基づいて,既存の看護関連領域の教材

の内容検討を行い,目的に応じて適切な教材が検索可能

なweb教材のライブラリー化,さらにはユーザビリティ

を考慮したインデックス化,およびそれらコンテンツを

有する看護学教育支援システムを構築する｡

方 法

1)対象:インターネット上の周手術期看護関連領域教

材,及び研究者らが開発した既存の周手術期看護教

材

2)期間:2004年9月-2005年9月

3 )方法:既存の周手術期看護関連領域教材の現状分析

4)倫理的配慮:今回はシステム構築までを目指すもの

であり,構築した支援システムの活用と評価は,吹

の段階の研究となることを説明した上で,利用した

いHPの使用許可願いを得る｡この際,肖像権や著

作権の侵害が無い教材であることを検討･確認す

る｡

結 果

インターネットの検索エンジン(Google,Yahoo,MSN)

で｢看護教材｣をキーワードに検索すると, 60-9,000

件の範囲で結果が表示される｡この数の違いは検索エン

ジンの違いによるものであり, ｢周手術期看護用web教

材｣あるいは｢看護用コンピュータ教材｣で検索しても,

60-9,000件の範囲で検索結果が提示された｡提示され

た数と実際のWeb教材数は比例せず,同じ教材が重複
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して提示されていたり,書籍やビデオ教材を含むという

現象から生じた結果であった｡

結局,基礎看護技術に関する教材が多く,研究者らが

求める周手術期看護用web教材はほとんど無いという

現状が把握できた｡従って研究者らが開発してきた教材

の利用･改良と新規開発が必要である｡しかし, NPO

法人ウエツブサージ研究会11)が提倹している手術手技の

映像や,夏井医師の新しい創傷治療12)他,幾つかの看護

関連領域のWeb教材13)は,優れた内容であり大いに活

用できるものであった｡

【構築した看護学教育支援システムの概要】

看護学教育支援システムはweb教材の保存,インデッ

クスの作成,キーワード検索,コンテンツ管理をブラウ

ザにて実施できることを条件とし, CMS (ContentMan-

agement system)であるⅩ00PS14,15)を利用して構築した｡

1 ) CMS (ContentManagement System)

cMSはテキスト,画像,動画などのコンテンツを統

合的に管理するためのソフトウェアの総称である｡この

ソフトウェアではhtml (Hyper Text Markup Language)

やⅩML (extensibleMarkup Language)の知識がなくと

ち, webサイトのコンテンツをブラウザ上からワープ

ロソフトウェアなどのユーザビリティで作成することが

できる｡またテキストデータおよびwebサイトのデザ

インテンプレートをデータベースに一括して保存してい

るため,テキストおよびデザインテンプレートを変更し

た場合でも, webサイトのデザインなどを統合的に更

新･追加するなどの管理が可能である｡

本研究ではブラウザおよびワープロソフトと同様の操

作でコンテンツの作成および管理を実現するために

cMSの中でもⅩoopsと呼ばれるソフトウェアを用い

た｡

2)サーバ構成

本研究では,看護学教育支援システムをTablelのハー

ドウェアおよびソフトウェアを有するWWWサーバで

構築した｡

Table. 1 看護学教育支援システムのサーバの概要

項目 内容

CPU ⅠntelPentium41.8GEz

メインメモリ 1GB

ハードディスク 160GB(RAⅠD1)

ソフトウエア WindowsXPProfessiona1

EasyPHP1.8(Apache､MySQL､PⅠ廿､PhpMyAdmin)

Ⅹ00PS2.0.13aJP

OpenSSLO.9.8

Namazu2.0.14､kakasi2.3.4

3)情報セキュリティ

本看護学教育支援システムはインターネット上での公

開を目的としているため,不正アクセス,情報の改窺,

岐阜大医紀 55 ; 17-25 (2008)

複写,破壊,漏洩等への対策として下記を施した｡

1. ApacheのBasic認証によりwebサイトへの不正

アクセス対策を施した｡

2. 1.の認証に加えてⅩ00PSによるユーザ認証を

行い,本サイト-の不正アクセスおよび情報の改

麓,漏洩等の対策を施した｡

3. Apacheにおいて接続元のIPアドレスでアクセス

コントロールを行うことによる不正アクセスの対

策を施した｡

4. SSL (SecureSocketLayer)による通信路の暗号化

を行い,アンケートやBBSで送られるデータの

漏洩対策を施した｡

5.ハードディスクドライブをRAIDl (Redundant

Arrays of Independent Disks)によるミラーリング

構成し,データを2基のハードディスクで2重に

保管することによりハードディスク障害に対する

セキュリティ対策を施した｡また,定期的に外部

ディスク装置-データバックアップを実施し,

RAIDlによる対策と合わせて2真の情報セキュ

リティ対策の機能を導入した｡

6.停電時にサーバ本体の電気を絶たれないように

ups (無停電電源装置)を設置し,ハードウェア

障害およびシステム推持の対策を施した｡

4) サイト構成

看護学教育支援システムは,研究Ⅰで得られた結果に

基づいて,周手術期看護学の教育内容として優先度の高

いWeb教材であり,かつ工学的にユーザビリティの優

れたものを選択して,サイト構成した｡

また,それらの教材を｢臨床看護実践に関する知識｣

｢医学的知識｣ ｢看護基礎知識｣の分類で分け, web上

に公開されている看護関連領域の教材については,臨床

看護実践において有用と判断した教材を利用した

(Fig.4)｡

トップページ サイトの概要

サイト内･教材検索

学習目標別看護実践

教材インデックス

1

幽門側胃切除術を受ける患者の看護

プラ切除術を受ける患者の看護

全身麻酔･胃切除術における看護

低位前方切除術を受ける患者の看護

肺切除術後の患者の看護

脳腫虜摘出術後の患者の看護

クリッピング手術後の患者の看護

股関節全置換術後の患者の看護

腰椎除圧固定術後の患者の看護

乳房切除術後の患者の看護

部門(外来･病棟など)によるインデックス

部門×手術方法によるインデックス

全教材(教材評価含む)

教材評価のお願い

Fig.4 サイトの構成
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本研究の目的のひとつであるインデックスは,外科看

護を対象にしていることを考慮して｢外来･病棟(術前),

手術室,病棟(術後)の看護という時系列型｣ ｢手術方

法×時系列に応じた主要な看護というマトリックス型｣

｢教材内容の概要と利用者からの意見という電子図書

カード型｣を作成した｡各インデックスから登録してい

る教材の該当コンテンツ-リンクするよう構築している

(Fig.5)｡また, ｢外来･病棟(術前),手術室,病棟

(術後)の看護という時系列型｣では,外来･病棟(柿

前),手術室,病棟(術後),退院指導と患者の一連の流

れの中で必要とされる看護実践を疾病ごとに分類し,そ

れぞれに該当する教材またはその一部を割り当てた

(Fig.6)｡

Ⅹ-】

･
****

インデックス,検索結果からのリンク

Ⅹ教材のコンテンツ

Fig.5 Web教材と各インデックスの関連図

時系列型胃がん患者における看護

外来
[三三三三二]
匡こ三三三コ

術前(病棟)
良三三三コ
巨互コ

術中
i丁~~二｣

し_二二｢

術後(病棟)
[互≡三三二]
[三二三三三二]

退院指導
二三二~~~｢

匝巨頭

Fig.6 各教材と時系列型インデックスのイメージ図
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｢手術方法×時系列に応じた主要な看護というマト

リックス型｣では,前述の時系列型をさらに手術方法で

細分化し行列形式で分類した｡各セルには該当する教材

またはその一部を割り当てることにより,看護実践に必

要な知識を横断的に理解するのに非常に有用である

(Fig.7)｡

｢教材内容の概要と利用者からの意見という電子図書

カード型｣では,本サイトに収めたweb教材を｢教材

の課題｣ ｢目次｣ ｢概要｣ ｢音声説明の有無｣ ｢写真･動画

の有無｣ ｢教材利用者からの意見｣という見出しをつけ

た｡特に｢教材利用者からの意見｣は実際に利用した看

護職者や学生からのWeb教材に村する意見を集約し,

概要などからは判断できない教材の印象を得ることがで

き,実際に教材を利用するか否かの判断基準として効果

を挙げると考えられる｡これらweb教材に対する評価

は本サイト上で登録できるようにしており,評価を動的

に公開できるよう構築した(Fig.8)｡

また, web教材のインデックスでは時系列や手術方

式など多面的に教材を有効活用できるが,より具体的な

内容については教材をすべて閲覧していく必要があるた

め,簡易的にWeb教材のすべてのコンテンツからキー

ワード検索可能な機能を付加している｡時系列や手術方

式に関係なくキーワードの含まれる教材をリストアップ

させることが可能であるため,必要最低限の情報および

知識を容易に取得することが可能である｡さらに,教材

以外にもwebサイト内での検索機能を付加し,インデッ

クスの項目が増加した際にも必要な教材が容易に閲覧で

きるようにした｡

考 察

本看護学教育支援システムに掲載した教材は,研究Ⅰ

の結果から導かれた成人臨床看護学(周手術期)に必要

な教材ソフトの概念に基づいた内容である｡先行研究の

学習履歴の分析によって学習効果が検証されたもの7),

あるいは評走者間一致性等で妥当性･信頼性が確保され

たものを厳選し,教材としての質の保証を行った｡また,

実際の看護の流れがイメージできる事例展開型教材と,

学習者が意図的に選択できる素材型教材を組込むことに

よって,学習者に具体的な患者像を描かせながら看護判

断を迫るという,臨床看護実践力を鍛える教材を収集し

た｡研究Ⅰの調査結果でも述べたように,今後もcDC

ガイドライン-のリンクなど,既存のHPの有効活用に

ついて常時検討･活用していく予定である｡

｢マルチメディア/ハイパーメディア｣の教育的意義

としては, ①情報の蓄積と利用の便利さ②発散的思考の

道具③個性化学習の充実④教育過程解明への接近があげ

られている10-｡本研究で構築したシステムの教育的意

義･学習評価については今後の課題である｡

学習時間や学習空間にとらわれることなく,求めてい

る教材･素材を必要時すぐに取り出して考える,さらに

は関連部分をリンク先から捜し出すといったweb利用
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Fig.7 マトリックス型インデックス

Fig.8 教材評価の登録と検索機能

による学習方略は,学習者の自主性･創造性を高めたり,

課題探求百巨力を促進することであろう｡また,デモンス

トレーション時の指導者的役割をコンピュータ教材に担

わせながら,知識･技術の確認をおこなったり,ロール

プレイ学習が困#_な術後患者の看云撃を映像や立体画像で

確認することによって,ベッドサイドケアが意欲的･効

果的に展開できるようになるであろう｡これらによって,

特に看護学生や新卒ナースの臨床看護実践力の低【Fが危

憤されている現状の改善を期待するものであるo

最後に, Web教材の活相のみならず,教科蔀による

知識の補充･確認を行なう学習習慣の必要性は言うに及

ばないことであろうo
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