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2009 年 4 月にスタートした介護福祉士養成の新カリキュラムでは、介護実習は実践を通じた知識と技能の確

認と、対人援助におけるコミュニケーションや他職種協働の在り方を学ぶ場として、非常に重要な要素であると

されている。しかし介護実習Ⅰにおける実習生が、利用者に対してプラスとマイナスの意識をいつどのように持

つかという質的研究はこれまで殆んどされていない。本研究では、初めての実習である介護実習Ⅰを終了した学

生に対し、「好き（得意）と感じた利用者」と「嫌い（苦手）と感じた利用者」について自記式自由記述アンケ

ートを実施し、その内容を KJ 法で分析した。その結果、介護実習Ⅰを終了した学生が好き（得意）と感じる利

用者は、親しみがもて、尊敬できる存在であり、特に実習生側から見た態度が優しい利用者であることが明らか

になり、嫌い（苦手）と感じた利用者は、実習生が関わることを難しいと感じた利用者であることが明らかにな

った。利用者中心の意識を持たせるために介護実習Ⅰの事前教育をどの様に行うべきか、また介護実習Ⅰ終了後

において自信を喪失し、その後の学習意欲と介護福祉業界への就業意欲を低下させない為に、嫌い（苦手）とい

う内容の詳細をさらに明らかにしていくことが今後の課題である。

キーワード：介護福祉士養成施設 介護実習Ⅰ 実習生の意識 利用者の印象

I. はじめに

１．問題の背景

介護福祉士は、昭和 62 年の社会福祉士及び介護福

祉士法の制度創設以来、順調に登録者数を増加させて

おり、平成 20 年 3 月末の登録者数は 77 万人 1）に達

した。厚生労働省の平成 17 年度の調査 2）によると、

介護保険サービスで就労する介護福祉士の割合は、施

設サービスで介護職員の約４割、在宅サービスで介護

職員の約２割となり、介護福祉士は介護を支えるマン

パワーとして中核的な存在になってきている。

しかしその一方で介護職員全体の数について言え

ば、平成１９年度の介護関連職業の有効求人倍率は、

常用で 2，10 倍（全職業 0，97 倍）、パートで 3，48

倍（全職業 6，27 倍）3）となり、介護職員の人材不足

は深刻な状況である。将来の後期高齢者数や要介護認

定者数の伸び率をもとにした厚生労働省の推計では 3）、

今後 10 年間に約 40 万人から 60 万人の介護職員の増

員が必要であるとされ、その対策は急務になっている。

厚生労働省は「社会福祉事業に従事する者の確保を図

るための措置に関する基本的な指針の見直しについ

て」（2007）4）の中で、福祉・介護制度が国民の福祉・

介護ニーズに応えられるよう十分機能していくため

には、福祉・介護サービスを担う人材の安定的な確保

が前提になるとし、「労働環境の整備の推進」「キャリ

アアップの仕組みの構築」「福祉・介護サービスの周

知・理解」「潜在的有資格者等の参入の促進」「多様な

人材の参入・参画の促進」を人材確保のための５つの

視点として挙げた。また関係者が総力を挙げて国内の

労働力を確保することが重要であると指摘している。

そうした流れの中で、「介護福祉士制度及び社会福
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祉士制度の在り方に関する意見」（2006）2）において、

介護福祉士資格取得方法の概要が新しく改められた。

大きく３つある介護福祉士資格取得方法「養成施設ル

ート」「実務経験ルート」「福祉系高校ルート」を残し

ながら、それぞれの教育プロセスにおける教育内容の

充実や、実務経験を充実した上で、その水準を統一す

るとともに、資格取得のためにはすべての者は一定の

教育プロセスや実務経験を得た後に国家試験を受験

するという形で、資格取得方法の一元化を計るべきで

あるとされたのである。介護福祉士養成施設は、2009

年度からの新カリキュラムへの移行の中で教育内容

と実務経験を充実することにより、介護福祉士の質の

水準を保ち、介護を支えるマンパワーの中核を担える

よう、若い新規労働力を介護の現場に供給することが

役割である２）とされた。

２．先行研究と研究目的

「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関

する意見」（2006）2）の中で、介護福祉養成施設の教

育内容は大幅に見直され、2009 年 4 月から新カリキ

ュラムとしてスタートした。介護実習の在り方につい

ては、実践を通じた知識と技能の確認と、対人援助に

おけるコミュニケーションや他職種協働の在り方を

学ぶ場として、非常に重要な要素であるとされている。

しかし、旧カリキュラム上の介護実習を経験した学

生を対象にした研究では、実習を終えたことで自信が

つく 5 ）、施設や利用者に対する肯定的イメージが増加

する 6)、などのプラスの効果が報告されている一方で、

介護実習の過度の不安 7）8）9）やリアリティーショック

10）というマイナスの効果の報告もされており、自信喪

失から学習意欲が低下するケースが指摘されている。

また実習生のコミュニケーション能力についての

研究では、会話を重視する傾向がある、非言語情報の

活用や感情への配慮が薄い、記録に結びつかない 11）、

初対面の人や会話の機会のない人との会話に苦手意

識をもつ 12）という問題も指摘されている。

このように介護実習のマイナスの効果が挙げられ

ているのに対し、利用者との関係作りの技術が未熟で

自信喪失などの問題が起こりやすい初めての実習で

ある介護実習Ⅰにおける実習生が、利用者に対してプ

ラスとマイナスの意識をいつどのように持つかとい

う質的研究は殆んどされていない。よって本研究は、

実習生が抱く利用者に対する意識の様相を仮説構築

することを目的とした。また、そこから考えうる介護

実習に向けた教育のあり方ついても考察する。

II. 研究方法

１．調査対象

東京都内の 3 年制短期大学と 4年制大学の介護福祉

養成施設 2 校において、旧カリキュラムの介護実習Ⅰ

終了後の 1年生を調査対象とした。短期大学生 31名。

（女性 24 名、男性 7 名。）大学生 25 名。（女性 12 名、

男性 13 名。）合計 56 名。（表 1）

各養成施設で介護実習Ⅰ開始前に履修した介護実

習と関連する科目は、3 年制短期大学では「実習指導

Ⅰ（30ｈ）」「介護概論（30ｈ）」「介護技術Ⅰ（120ｈ）」

「社会福祉概論（30ｈ）」「医学一般（60ｈ）」「障害者

福祉論（30ｈ）」であり、4 年制大学では、「介護実習

指導Ⅰ（30ｈ）」「介護概論（30ｈ）」「介護技術Ⅰ（60

ｈ）」「医学一般（30ｈ）」「高齢者福祉論Ⅰ（30ｈ）」

「社会福祉原論Ⅰ（30ｈ）」「形態別介護技術Ⅰ（60

ｈ）」「レクリエーション活動援助法Ⅰ（30ｈ）」であ

った。

表 1．調査対象者の人数

女性 男性 合計

3 年制短期大学

4 年制大学

24 名

12 名

7 名

13 名

31 名

25 名

合計 36 名 20 名 56 名

２．調査時期

平成 20 年 10 月から平成 21 年 4 月。

３．調査方法

介護実習Ⅰを終了した学生に対し、介護福祉士養成

施設の中で振り返りの授業を行い、授業後に項目ごと

の自記式自由記述アンケートを実施しその場で回収

した。

４．調査項目

アンケート項目のうち、分析の対象としたものは以

下の 2 項目である。



山野研究紀要 第 18 号 2010 26

表 2．分析対象としたアンケート項目

1．あなたが好き（得意）と感じた利用者はどんな

人ですか。

2．あなたの嫌い（苦手）と感じた利用者はどんな

人ですか。

学生の正直な気持ちを表現させるため、あえて利用

者に対して「好き」「嫌い」という言葉を用いた。

５．分析方法

分析方法は KJ 法 13）14）を使用した。KJ 法を使用し

た理由として、実習生の利用者に対する意識について、

その現象が起きるメカニズムを理解するためには、ア

ンケートの回答で得た記述を基に、コードを作り、カ

テゴリーに分類し、概念の構造化を図ることが定式化

されている KJ 法が適していると判断したためである。

III. 研究結果

自記式自由記述アンケートの内容を、「1．好き（得

意）と感じた利用者」「2．嫌い（苦手）と感じた利用

者」の各項目でコード化し、カテゴリーに分類した結

果、「好き（得意）と感じた利用者」が大きく 4 つの

カテゴリー、15 のサブカテゴリー（表 3-1～3-4）、「嫌

い（苦手）と感じた利用者」が大きく 3 つのカテゴリ

ー、11 のサブカテゴリーと、これらのカテゴリーに含

まれない 2 つのサブカテゴリー（表 4-1～5）を抽出す

ることができた。

表 3-1．実習生が好き（得意）と感じた利用者①

表 3-2．実習生が好き（得意）と感じた利用者②

表 3-3．実習生が好き（得意）と感じた利用者③

表 3-4．実習生が好き（得意）と感じた利用者④

表 4-1．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者①

表 4-2．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者②

表 4-3．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者③

・親しみがわく利用者

・尊敬できる利用者

・ほとんどの利用者が好き

実習生にとっての利用者の存在

・自分が話しかけると笑顔になってくれる

・介護に対する感謝の態度を現わしてくれ

る

・実習の最後に力強い握手をしてくれた

実習生の働きかけに対して反応がある

・自分にとって話しやすい

・自分の話をよく聴いてくれる

・自分の存在を認めてくれる

・自分の外見を褒めてくれる

・唯一自分が話せる利用者

主体が実習生側にあることが許される

・利用者から声をかけてくれる

・自分に話をしてくれる

・小さな気遣いをしてくれる

・利用者から実習生に教えてくれる

実習生に気を遣ってくれる

・精神的に不安定な利用者への対応

・言語者障害がある方の聞きとり

・身体介護が思うように行かない

関わりに一定の技能が必用

・実習生を良く思っていない

・実習生を傷つける言動をする

・実習生との関わりを拒否する

・実習生の働きかけに反応してくれない

実習生に対して否定的な反応をする

・すぐ怒る

・自己中心的

・利用者同士の人間関係に問題がある

・ボディタッチがセクハラに感じる

実習生が利用者の性格に問題を感じる
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表 5．実習生が嫌い（苦手）と感じた利用者④

IV. 考察

１．介護実習Ⅰを終了した学生が好き（得意）と感じ

た利用者（表 3-1～3-4）

本研究の自記式自由述アンケートから、介護実習Ⅰ

を終了した学生が好き（得意）という意識を持った実

習施設の利用者は、大きく 4 つのカテゴリーを抽出す

ることができた。

第１は『実習生にとっての利用者の存在』であり、

「親しみがわく利用者」、「尊敬できる存在」、「ほとん

どの利用者が好き」という 3 つのサブカテゴリーで構

成されていた。第 2 は『実習生の働きかけに対して反

応がある』であり、「自分が話しかけると笑顔になっ

てくれる」、「介護に対して感謝の態度を現わしてくれ

る」、「実習の最後に力強い握手をしてくれた」という

3 つのサブカテゴリーで構成されていた。第 3 は『主

体が実習生にあることが許される』であり、「自分に

とって話しやすい」、「自分の話をよく聴いてくれる」、

「自分の存在を認めてくれる」、「自分の外見を褒めて

くれる」、「唯一自分が話せる利用者」という 5 つのサ

ブカテゴリーで構成されていた。第 4 は『実習生に気

を遣ってくれる』であり、「利用者から声をかけてく

れる」、「自分に話をしてくれる」、「小さな気遣いをし

てくれる」、「利用者から実習生に教えてくれる」とい

う 4 つのサブカテゴリーで構成されていた。

各カテゴリーがどのような内容を示しているか具

体的に説明してみると、第 1 の『実習生にとっての利

用者の存在』に関しては、実習生が高齢者である利用

者に対して、「ほとんどの利用者が好き」という好意

的な意識で実習に臨み、終了したことを示している。

そのため食事をしている場面、実習生が見ておしゃれ

と思う服装をしているなど、実習施設で見られる利用

者の何気ない生活の一場面を見て、「親しみがわく」

という印象になった。

そして利用者は人生の大先輩であるという認識か

ら、それだけで尊敬に値するという評価にもつながっ

た。これは、介護実習Ⅰが特に利用者とコミュニケー

ションを図る時間を十分に頂けるケースが多い為、実

習生が利用者の話を傾聴させて頂く中で感じた自然

な感情のようである。

また不自由さを抱えながら自らが工夫をし、前向き

に生活をしている利用者に対し、高齢者や障害者の

「一般的な弱いというイメージ」に反する精神的な強

さを目の当たりにできたことで、「尊敬できる利用者」

という評価となった。

第 2 の『実習生の働きかけに対して反応がある』に

関しては、実習生は介護福祉士養成施設である学校の

中で対人援助技術等の講義や演習を段階相応に学ん

でから、介護実習という実践を経験するわけであるが、

特に介護実習Ⅰに臨む実習生は、初めての対人援助技

術の実践に不安を感じており、それと同時に自らの実

践が利用者に喜んで頂けることを期待している様子

が窺われた。

実習生が学校で学んだ成果を発揮しようとし、未熟

ながらも精一杯利用者の尊厳に留意して話をさせて

頂いた際、利用者が笑顔になって下さったことや、身

体に麻痺がない利用者への衣類の着脱など、軽い身体

介護を実践させて頂いた際、「ありがとう」などとお

礼言って介護に対する感謝を現して下さったこと、そ

して実習期間中には話しかけてもほとんど反応を示

して下さらなかった口数の少ない利用者が、実習生が

実習の最終日にお礼の挨拶に訪れた際、力強く握手を

して下さったことなどの経験がそれにあたる。利用者

からお礼を言われた学生の中には、「ありがとう」と

言ってもらったことが、実習の中で一番嬉しかった経

験であるという素直な感想を述べているものもあっ

た。

お礼を言われる経験は、実習生の自信やその後の学

習意欲につながる良い経験であると考えられる。だが、

利用者からの「ありがとう」という言葉に込められた

意味について、介護の専門的立場から考えることも大

切である。その言葉の中に、実習生が介護をしたから、

という内容を超えた感謝があったとき、それはかけが

えの無い経験になるだろう。しかし利用者が必要な介

護を受けることに対してお礼を述べた場合、介護者に

対する優しさがあることが考えられる。このカテゴリ

ーのアンケート記述から、その時の利用者の思いを言

・生理的に苦手な利用者

・嫌いな利用者なし
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葉通りにとらえた様子が窺えた。その理由として、利

用者の言葉以外にも態度から利用者の思いを読み取

る慎重さが、介護実習Ⅰを終えた学生にはまだ少ない

ということが考えられる。

第 3 の『主体が実習生側にあることが許される』に

関しては、実習生である自分を中心に利用者をとらえ

た意識であり、このような自己中心性は、近年の大学

や短期大学に入学する世代が共通してもっている感

覚の 1 つなのかもしれないという感があった。初めて

の経験で自信のない実習生が、人生と施設経験におい

て先輩である利用者に頼りたくなる気持ちは理解で

きる。「自分にとって話しやすい」「話を聴いてくれる」

「認めてくれる」「褒めてくれる」などはその様子で

ある。しかし、実習生に対する態度が優しいから好き

（得意）という意識については、本来はあるはずの「実

習生が利用者に合わせる」「実習生が利用者をケアす

る」という立場とは逆であると言えるのではないだろ

うか。

このカテゴリーのアンケート記述には、気さくで話

しやすく、話しを良く聞いて下さる利用者が示されて

おり、実習生が利用者とコミュニケーションを図りた

いという気持ちを利用者に満たして頂けたと言える。

また「あなたは元気があっていいね」「あなたの笑顔

は素敵だね」「かわいいね」と褒めて下さる利用者も

示されており、その時実習生は嬉しく感じたと述べて

いる。しかし実習生自身の思いと同様に、利用者の思

いを考えることができたとはあまり言えない。実習生

は利用者について考えているつもりでも、実は自分を

中心に考えていることがある。それが、このカテゴリ

ーのアンケート記述には現れているのではないかと

考えられる。

実習生が利用者の思いを理解するためには、自分自

身の思いを理解するときとは違い、思考の手続きが必

要になる。利用者は自身の思いを実習生に全て語って

いる分けではなく、実習生に語った内容は、利用者の

思いの一部分に過ぎないとも考えられるからである。

その思考の手続きとは、利用者との関わりの中で利用

者の言動などを観察し、その情報から利用者の思いを

解釈して判断する、介護過程の基本的プロセスである。

この基本的プロセスがあまりできていないことが、

『主体が利用者側にある』という介護関係の前提に対

する認識が、実習生に希薄なのではないかと考える理

由である。このように実習生が介護行為を自分中心に

とらえているという状況を認識できないようであれ

ば、この段階での実習は時期が早いととらえることが

でき、介護実習Ⅰの実施時期を決定するうえでも重要

なポイントとなる学生の意識であると考えられる。

第 4 の『実習生に対して気を遣ってくれる』に関し

ても、実習生と利用者の立場と意識が逆転してしまっ

ていると言える。ここでいう『実習生に対して気を遣

ってくれる』とは、具体的には施設で実習をしている

際に、「今日も実習に来たんだね」、「大変だけど頑張

ってね」、「実習はいつまで?」などと、利用者から声

をかけて下さるということや、実習生が利用者の居室

前を通った時などに呼び止めて頂き、そこで利用者ご

自身のお話を聞かせて下さるといったこと、また「帰

りは気をつけて」など、小さな気遣いをして下さる利

用者に対して「好き（得意）」という評価であった。

これらは第 3 のカテゴリーと同様に、介護実習Ⅰに臨

んだ学生の『主体が利用者側にある』という認識の希

薄さが表れた結果であると言え、「利用者主体」を教

育する学校の教育力不足とも言えるだろう。

しかし、こうした学生の自己中心性という一面を踏

まえた実習の事前・事後教育を行えば、これらは必ず

しも問題があるだけではないと言える。武藤らの研究

（2004）5）では、学生が実習を経験することにより「実

習に対する心構え」が変化し、その内容は全般に肯定

的であったとしている。さらに赤沢の研究（2007）15）

では、ほとんどの学生が介護実習後に自己変化してお

り、自己変化に影響を与えたことは、「利用者」「施設

職員」からの「態度」「行動」であり、自己変化の内

容は肯定的変化が中心であったとしている。本研究の

結果からその原因を推察すれば、利用者が人生の先輩

として示して下さった学生に対する優しく寛容な模

範的態度こそが、初めて実習を経験する学生達の気持

ちを支え、実習の終了を経て学生の自己変化に良い影

響を与えたと考えることができる。

したがって学校は、介護福祉について学んでいこう

とする学生であっても、利用者に対する意識のスター

ト地点では、『主体が利用者側にある』という認識が

希薄であり、自己中心的な感覚をもっている場合があ

ることを踏まえる必要があり、このような意識に対し
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は、学校と実習施設の中での教育によって修正してい

く必要があると言える。

実習後の振り返りの場面において、「自分のことば

かり考えていた」と学生自身に気付かせることができ

れば、そこから本当の利用者の姿を学べる可能性があ

り、介護実習Ⅱ以降の個別介護過程へと繋げられると

考えられる。また学内の様々な講義・演習を積み重ね、

「最初の実習では、いかに介護福祉についての理解が

浅かったか」といことを自己覚知することができれば、

介護実習を通じた自身の成長を認められる可能性が

ある。学習意欲や介護福祉業界への就業意欲に繋げる

ためにも、このような学習支援が必要である。

２．介護実習Ⅰを終了した学生が嫌い（苦手）と感じ

た利用者（表 4-1～5）

本研究の自記式自由記述アンケートから、介護実習

Ⅰを終了した学生が嫌い（苦手）という意識を持った

実習施設の利用者は、大きく 3 つのカテゴリーと、こ

れらのカテゴリーに含まれない２つのサブカテゴリ

ーを抽出することができた。第１は、『関わりに一定

の技能が必要』であり、「精神的に不安定な利用者へ

の対応」、「言語障害のある方の聞き取り」、「身体介護

が思うようにいかない」という 3 つのサブカテゴリー

で構成されていた。第 2 は『実習生に対して否定的な

反応をする』であり、「実習生を良く思っていない」、

「実習生を傷つける言動をする」、「実習生との関わり

を拒否する」、「実習生の働きかけに反応してくれな

い」という 4 つのサブカテゴリーで構成されていた。

第 3 は『実習生が利用者の性格に問題を感じる』であ

り、「すぐ怒る」、「自己中心的」、「利用者同士の人間

関係に問題がある」、「ボディタッチがセクハラに感じ

る」という 4 つのサブカテゴリーで構成されていた。

また３つのカテゴリーに含まれない「生理的に苦手な

利用者」「嫌いな利用者なし」という 2 つのサブカテ

ゴリーが抽出された。

各カテゴリーがどのような内容を示しているか具

体的に説明してみると、第 1 の『関わりに一定の技能

が必要』に関しては、学校の授業の時はできていた技

術が、現実の利用者に対しては上手く実践できなかっ

たということや、不定愁訴のある利用者に対してどの

ように対応していいのかわからないといった不安の

ほか、言語障害がありながらも言葉を発してくださる

利用者に対して、「何度も聴き直しては失礼になるし、

かといって分かったふりもできない」といった葛藤が

それにあたる。

これは上田（2005）の 10）「利用者との戸惑い・シ

ョック」の内容と一致した結果になった。上田は介護

実習Ⅰ終了後に、学生が介護に対するマイナス意識を

強め、職業決定に対してもモラトリアム、適正疑問、

自信喪失の意識を強めたと報告している。しかし柊崎

らの研究（2003）７）では、介護実習生が実習中に抱

く不安因子４カテゴリー「①職員との関係・実習遂行

に関する不安」「②介護技術・実践に関する不安」「③

実習記録に関する不安」「④利用者理解・配慮に関す

る不安」は、全てのカテゴリーにおいて、実習回数が

増すごとに不安が低減していく傾向が認められてい

ると報告している。

本研究の『関わりに一定の技能が必要』な利用者が

嫌い（苦手）という意識は、柊崎らのカテゴリーのう

ち、「②介護技術・実践に関する不安」と「④利用者

理解・配慮に関する不安」が原因で作られている。こ

れらは学校での理論と技術の修得と実習施設での実

践の経験を繰り返すうちに、不安の低減と共に、嫌い

（苦手）意識を解消できるものと考えられる。よって、

介護実習で学生が苦手と感じる技術については、利用

者に対するマイナスの意識が生まれることを想定し

た事前教育や、巡回指導が必要である。今後その詳細

を研究することにより、学生の不安及び嫌い（苦手）

意識の低減につなげていくことが可能になると考え

られる。

また利用者一人ひとりに用いる技術の修得につい

ては、いくら学校で基本を学んできたとしても、実習

施設の指導者・職員からも、指導を受ける必要がある。

実習では、実習生が自ら進んで指導者・職員から指導

を受けて苦手な技術を克服すべきであるが、このカテ

ゴリーのアンケート記述から、質問のタイミングがつ

かめず職員から指導を受けることができないケース

や、職員に指導を受けたとしても、すぐには技術の習

得が難しいケース、また状況によって介護方法が変わ

るために、対応できないケースなどがあることが分か

った。このことから、教員が巡回指導時に学生から苦

手技術を良く聞きだし、職員と連携して指導していく
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必要性があると考えられる。

第 2 の『実習生に対して否定的な反応をする』に関

しては、利用者とコミュニケーションを図っている際

に、利用者から「あなたはプックリと太っているね」

と、おそらく悪気はなかったであろう言葉をかけられ

たデリケートな年齢である女性の学生の評価や、介護

実習に緊張しながらも勇気を持って「お話させてくだ

さい」と利用者のところに行った時に「話したくない」

と言われたり、施設職員の指導のもとに身体介護を実

施しようとした際に「学生さんにさせるのはやめて下

さい」と、利用者から目の前で拒否をされた経験など

がそれにあたる。これも上田（2005）の 10）「利用者

との戸惑い・ショック」の内容と一致した結果となっ

た。

このカテゴリーのアンケート記述によれば、実習生

に対して否定的な利用者に出会ったとき、多くの実習

生はその利用者に対して積極的に近づいていくこと

を躊躇してしまっている。数人の学生は、職員や利用

者から「あっちに行って」などの冷たい態度をとられ

たときのことを、「アウェーな感じ」と表現している。

これはスポーツ選手が相手チームの会場や地元でプ

レーすることを「アウェー」と言い、反応援ムードの

中でプレーするプレッシャーまでを表現した言葉で

あり、これを実習生が感じていると言うのである。

利用者が馴染みの少ない人に介護を任せたくない、

あるいはプライバシーを他人に立ち入られたくない、

という状況であれば、実習生がその利用者に対して近

づき難く感じることは理解できる。しかし介護の専門

職としての立場から考えれば、自分にとって否定的な

利用者に対しても、信頼に立った介護関係を築いてい

く努力が必要であると言える。そうした意識から、自

分に対して否定的な利用者に対しても日々挨拶する

などの行動を続けた少数の実習生については、最終的

に関係が良くなったと感じ、それを実習の成果として

報告する内容の記述がされていた。

第 3 の『実習生が利用者の性格に問題を感じる』に

関しては、感情失禁がある利用者と初めて接した際に

怒鳴られたことなどに対して恐怖心を持つというこ

とや、コミュニケーションを図り利用者のしてくださ

る話を傾聴している際に、その話の内容が家族の悪口

ばかりであったり、そればかりでなく他の利用者の悪

口を吹聴する場面に直面した時に感じた評価のほか、

女性の学生が男性の利用者から実習期間中、数回にわ

たって濃厚なボディタッチをされ、それを誰にも言わ

ずに我慢していたというものがそれにあたる。本研究

は自記式自由記述アンケートからの分析という手法

を実施したため、このようなプライベートでデリケー

トとも言える内容のカテゴリー及びサブカテゴリー

を抽出することができた。

利用者の性格に問題を感じた場合、アンケートには、

対応の仕方が分からずにその方法について悩みなが

らも、利用者に対してできるだけ受容的態度で接しよ

うとその場では努力したという記述が見られた。これ

は受容と共感的理解という学校で学んだ介護の基本

に立ち、実習生が努力をした結果であると考えられる。

しかしこうした一人の利用者との場面をきっかけに、

施設の利用者全般に対しても「利用者は喧嘩する人が

多い」など、マイナス意識を感じているかのような記

述もあり、利用者が何故そのような言動をするのかな

ど、利用者の思いについて考察を深めることや、個別

的な理解を進めるための教育も必要であると考えら

れる。

３つのカテゴリーに含まれない２つのサブカテゴ

リーに関しては、『嫌いな利用者なし』は介護実習Ⅰ

において特に問題ないが、『生理的に苦手な利用者』

に関しては、咳をする利用者や、口から食べ物をこぼ

しながら食事をされる利用者を見た時、褥瘡が進行し

ている様子を見た時、排便の介助を見た時などの場面

に対する学生の評価であった。

第 2、第 3 のカテゴリーとカテゴリーに含まれない

２つのサブカテゴリーにあたる学生の評価は、実習巡

回の時などにも聴くことができる。しかしデリケート

な問題であるために、学生がそのすべてを素直に担当

教員に悩みを打ち明けられるかという問題がある。こ

のカテゴリーのアンケート記述の中にも、実習巡回中

には他の学生が居るため話し辛く、ぎりぎりまで我慢

してから信頼できる教員にＳＯＳとして話しをして、

実習が継続できたというケースがあった。

また利用者の性格に問題を感じていたとしても、利

用者の全てを受容できなければならないと考える場

合や、『生理的に苦手な利用者』がいる場合について

は、苦手意識を持つこと自体に罪悪感を抱きやすい。



山野研究紀要 第 18 号 2010 31

アンケートからも、実習生が利用者の障害や病気に関

する症状を苦手といった内容に対して、介護の職業へ

の適正を否定するような、「（介護について）向いてな

いと思った」などの記述が見られている。

実習生が自信を否定的にとらえるこのようなケー

スについては、実習施設の教育担当者や実習巡回時の

教員がアドバイスをすれば改善可能な意識の場合も

あるが、状況や内容によっては今後の学習意欲や、そ

の先の介護福祉業界への就業意欲の衰えにもつなが

るようなものも含まれていると言える。そのため実習

生が悩みを一人で抱え込まずに相談する逃げ道を作

っておく必要があり、介護実習終了後においても、学

内の振り返りにおいて学校が把握し対応できるよう

にする必要がある。特にこの嫌い（苦手）な項目につ

いては、今後更に詳細な分析を進める必要があると言

える。

V. 結論

本研究の結果、介護実習Ⅰを終了した学生が好き

（得意）と感じる利用者は、親しみがもて、尊敬でき

る存在であり、特に実習生側から見た態度が優しい利

用者であることが明らかになった。また自分を客観的

に認識する力が不足しているため、自己中心的に利用

者の態度を見ている場合があり、この意識を学校と実

習施設の教育により修正することが、介護の理解を深

めるために重要であると考えられる。

介護実習Ⅰを終了した学生が嫌い（苦手）と感じた

利用者は、実習生が関わることを難しいと感じ、特に

関わりに一定の技能を必要とされた場合や、実習生が

利用者の態度に疎外感を感じる場合、性格を受容しに

くい場合に嫌い（苦手）と感じていることが明らかに

なった。これに対しては、学校と実習施設の中での教

育による一定の技能の習得と、実習中に悩みを相談し、

それに対応できる環境が重要であると考えられる。

VI. 本研究の限界と今後の展開

本研究の結果、介護実習Ⅰに向けて利用者主体の意

識を教育する必要があることが明らかになったが、そ

の教育方法と効果については今後の研究の課題であ

る。また介護実習Ⅰの経験から、その後の学習意欲や

介護福祉業界への就業意欲を低下させない為に、学校

に相談しやすい環境が必要であることが明らかにな

ったが、実習生の利用者に対する嫌い（苦手）という

内容の詳細をさらに明らかにしていくことは今後の

課題である。

VII.まとめ

介護福祉士養成施設は、国民の福祉と介護ニーズに

応えるために質の高い介護福祉士を養成していかな

ければならない。かつ今後も介護福祉士が介護を支え

るマンパワーの中核をなす為に、若い人材を介護の現

場に供給していく責務がある。利用者が実習生に笑い

かけてくれたから好きになるのではなく、実習生自ら

が利用者に笑いかけ、話しかけ、傾聴し、共感し、信

頼関係を結び、利用者の笑顔を逆に引き出していくこ

と、そのような介護者としてのあり方を理解して実習

に臨めるように、今後も実習施設と連携し教育を行い、

実習生の意識とその教育方法を研究していく必要が

あると言える。
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