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要旨 
 

	 リフレクションは、対話等の他者からの刺激を受け、自身の行動や感情を振り返り探求する思考過程を指

す。リフレクションは新人看護師教育において活用が進んでいるが、内容や効果については十分に明らかに

なっていない。そこで、新人看護師教育におけるリフレクションの内容及び手法と効果を明らかにするため、

文献レビューを行った。医学中央雑誌を用い 2013〜2020 年に発表された原著論文に絞り、リフレクション、	
新人教育、看護の用語で検索した結果 51件が抽出され、研究目的に合ったものを選定し、計 5件を対象とし
た。レビューの結果、ツールを元に直接対話を行う手法と、ツールのみを用いた手法に大別された。リフレ

クションの効果として、新人、先輩看護師とも自己理解が高まり、自信の獲得や成長があった。プログラム

の手法や介入方法等にバリエーションや不明瞭な点があり、今後は内容や技法の明確化及びプログラムの精

錬を図る必要がある。	
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1 背景 
新人看護師は、医療現場の緊張を強いられる環境

においてストレスを感じ、自己肯定感を喪失しやす

く、精神的健康を保持しにくい状況に置かれている

(今井ら, 2016)。2019年の新人看護師の離職率は7.8% 
(厚生労働省, 2019)であり、離職理由として基礎教育
終了時点の能力と現場で求められる能力とのギャッ

プや精神的な弱さが上位に挙がっている(日本看護
協会, 2004)。医療人材が不足する中で、新人看護師
の精神的健康を維持し、早期離職を防ぐための教育

の充実は重要な課題であると考える。 
近年、看護師の病院等の施設での継続教育の一貫

として、リフレクションという教育方法が盛んに取

り入れられている。リフレクションは、ノルウェー

の精神科医である、トム・アンデルセンによって提

唱された家族療法の実践的手法であり、1985年に臨
床の場で誕生したと言われている(矢原ら, 2016)。リ
フレクションは、対話など他者との相互作用によっ

て刺激を受け、自己を内省することで、自身の行動

や感情などを意図的に振り返り、内的な吟味及び探

求をする過程である。辞書では、リフレクションを

「省察」「反省」などと訳されることが多いが、リフ

レクションとはあくまでも他者からの刺激を受け内

省するプロセスであり、反省を促すために行われる

ものではない。また、リフレクションは、教員の職

能開発にも応用されるなど、教育分野において広く

活用されている(榊原ら, 2018)。 
看護においてリフレクションは、気がかりになる

看護の場面を振り返り、その時の自身の感情や行動

を意図的に想起し経験の意味付けを行い、ものの見

方や考え方に対する変化をもたらすものであるとさ

れており、こうした思考能力を身につけることは看

護の実践能力の向上につながると言われている。 
リフレクションを行うことによる看護師の内面的

変化として、自己理解の深まりや自信の獲得を促す

効果があることが先行研究より明らかになっている。

特に大きな成長が求められ、自己肯定感を喪失しや

すい新人看護師が、自己肯定感を向上させる教育方

法としてリフレクションは有効ではないかと考えた。 
新垣ら(2015)の行ったリフレクションによる効果
に関する文献検討では、リフレクションの効果とし

て、自己の看護実践の価値に気づき、前向きになる

とともに、看護実践能力の向上など専門職者として

の成長につながることが示唆された。しかし、2013
年以降のリフレクションを活用した看護師教育につ

いて文献レビューした研究はなく、新人看護師教育

におけるリフレクションが活用されている一方、そ

の内容や効果については十分に明らかになっていな

い。そこで、本研究では、新人看護師教育における

リフレクションの内容及び手法とその効果を明らか

にするために文献レビューを行った。 
 

2 方法 
リフレクションを用いた看護教育について2012年
までの文献レビューがあるため、2013年から2020年
に発表された原著論文に絞り、文献レビューを行っ

た。医学中央雑誌を用いて、「リフレクション」「新

人教育」「看護」をキーワードとしAND検索を行った。 
 
3 結果 
文献検索の結果、51件が抽出された。題名と抄録
を熟読し、研究目的に合ったものを抽出し、最終的

に計5件を対象とした(表1)。 
3.1 リフレクション方法 
 



１)	 活用場面 
	 新人看護師の継続教育や研修等の、病院内での

教育場面であった。 
２)	 手法 
以下の2つ(a, b)に大別された。 

 a. ツールを元に、直接対話を行うリフレクション 
この手法をとった文献は、児玉ら(2017)、武藤ら

(2018)、松波ら(2013)であった。直接対話でのリフレ
クション実施前の導入として、リフレクティブジャ

ーナル、ビデオ等の媒体を活用していた。 
武藤ら(2018)、児玉ら(2017)で使用されたリフレク
ティブジャーナルは、新人が印象に残った体験を

Gibbsのリフレクティブサイクルに沿って構成され
た。松波ら(2013)では、モデル患者に対しての新人看
護師による対応の様子を撮影したビデオをツールと

して活用した。 
直接対話は、プリセプターと新人看護師の2人でも
しくは集合研修において6人以下の小グループに分
かれてワークや面接を実施する等の形式で、いずれ

も少人数で行っていた。また、リフレクション方法

に関して知識のある研究者や研修を受けた看護師が、

リフレクションを促進する働きを持つ介入者(以下、
ファシリテーター)として面接やグループワークに
加わりリフレクションを促していた。 
b. 直接対話をせずツールを用いたリフレクション 
この手法をとった研究は向井ら (2020), 平岡ら

(2017)であった。双方の文献で、新人が看護実践の中
で感じた気づきや疑問、研修目標や学び、演習でで

きたこと・できなかったこと、研修目標の達成度等

の記載欄を設けたシートを使用した。シートを先輩

看護師と共有し、先輩看護師からのコメントをつけ

て返却していた。 
c. ファシリテーターの働きかけの方法 
以下に、文献内で示されているファシリテーター

がとるべき態度や関わり方について示す。 
 まず、ファシリテーターとして、感情を大切にした
関わりを持ち(児玉ら, 2017)、ポジティブフィードバ
ックを心がけ(児玉ら(2017), 松波ら(2013))、非指示
的で支援的な態度で接していた(児玉ら, 2017)。効果
的な問いかけとして、感情に焦点を当てるよう促す

問いかけや、開かれた質問をすることで、相手の考

えを引き出し、思考が進むように促し、表出させる

問いかけが行われていた(武藤ら, 2018)。 
3.2 リフレクションによる効果 
１)	 個人の内面における変化 
a. 新人看護師の変化 
〈自己理解とセルフエンパワメントの高まり〉 
先輩看護師からのフィードバックを得ることで、

自身の欠如していた点に気づき視野が広がったと認

識するなど、自身の能力の限界に気づくことにつな

がった。一方で、自分の判断や対応の良かった点や

強みに関しての気づきも得ることで、自信の生成に

つながった(児玉ら, 2017)。 

松波ら(2013)では、「できない自分が恥ずかしい」
などの自己否定的な感情が、リフレクション実施後

に有意に減少し、「適切に判断・行動できるようにな

りたい」などの、自己成長の願望につながった。 
b. 先輩看護師の変化 
〈自己理解の深まり〉 
新人看護師へのリフレクション支援の研修回数を

重ねるごとに、プリセプターが、「自己の傾向に気づ

けるようになった」との自己評価項目の得点が有意

に上昇した (武藤ら, 2018)。 
２)	 専門職者としての成長 
a. 新人看護師の変化 
〈問題解決能力の高まり〉 
自分の傾向に気づいたことで、自分では対処でき

ない状況や看護援助については、他者の力を活用し

問題解決を図れるようになった(児玉ら, 2017)。 
〈リフレクションの習慣化〉 
継続教育のプログラム以外においても主体的にリ

フレクションする行動へ変化していた (児玉ら , 
2017)。 
〈クリティカルな思考の獲得〉 
	 リフレクティブジャーナルを丁寧に振り返ったこ

とで、自己の看護実践の意味を客観的に吟味し改善

点に気づくなど、クリティカルな思考の獲得におけ

る効果があった(児玉ら, 2017)。 
〈将来の新人指導への活用〉 
研修2~3年後に行った調査で、対象者全員が「研修
の学びを新人指導に取り入れている」と回答してお

り、新人を理解した上での具体性のある指導等への

実践につながっていた(松波ら, 2013)。 
b. 先輩看護師の変化 
〈新人への理解の深まり〉 
入職時の新人の視点や発想及び文章力や思考の傾

向や、知る機会になった(平岡ら, 2017)。 
〈信頼関係の構築〉 
新人への理解が深まったことで、信頼関係の構築

につながった (向井ら, 2020)。 
〈リフレクション支援技術向上と自信の獲得〉 
リフレクション支援技術や新人指導についての自

己評価得点が研修後、有意に向上した(武藤ら, 2018)。 
 

4 考察 
	 自己の看護実践場面や思考を段階的に振り返るこ

とで、自己理解を深め成長への意欲をもたらすリフ

レクションは、新人看護師の教育方法として有効で

あると推察される。一方で、構成人数や介入者の要

件等の設定が各施設で多様であり、統一されたリフ

レクションの定義や内容、手法が確立されておら

ず、介入者の具体的な介入方法についても明確化さ

れていない現状にあると考えられる。今後は、リフ

レクションの内容や技法の明確化及びプログラムを

精錬すると共に、適切にリフレクションを実施する

能力を持つ人材の育成が重要であると考える。 



表1: 分析対象文献 

  

活用場面 手法

1

向井大

介ら

(2020)

新人教育にお

けるポートフォリ

オ活用の有効

性　エンパワメ

ント理論による

分析

A病院精神科

病棟の新人と

プリセプター6

組

質的記述的研

究

新人看護師とプ

リセプターが、コ

メントによって実

践の振り返り及

びフィードバック

を行う場面

ポートフォリオ

（新人とプリセプ

ターとの交換

ノート）

新人とプリセプ

ターの記載内容

を、エンパワメント

段階の分類基準

(Ⅰ〜Ⅲ)に合わせ

て、やりとりの内

容やどの段階ま

で進んだのかを、

質的に分析した。

・プリセプターとの信頼関

係構築、アドバイスを生

かそうとする姿勢につな

がった。

・自己の言動や感情を振

り返ることで行動変容が

促された。

・プリセプターからのアド

バイスでリフレクションが

深まり、新人の自尊心や

自己効力感が高まった。

2

武藤雅

子ら

(2018)

新人看護師のリ

フレクション支

援に向けたプリ

セプター育成プ

ログラムの検討

プリセプター76

名（内2組の新

人看護師とプ

リセプターのリ

フレクション支

援の現場を観

察）

単一対象への

介入研究

プリセプターが

継続教育プログ

ラムに参加し、

新人へのリフレ

クション支援に

ついての振り返

りやトレーニング

を行う場面

・リフレクティブ

ジャーナル

・5回の集合研修

で、支援方法に

ついて発表及び

話し合いをする。

・問いかけ方法

のワークを行う。

・観察した支援場

面(2組)の語りを、

逐語録に置き換

え、プリセプターと

新人の発言量を

数量的に分析し

た。

・プリセプターの問

いかけを抽出し、

「確認型」、「引き

出し型」、「追及

型」	に分類し、割

合を比較した。

・リフレクション支援スキ

ルや態度についての自己

評価として、「新人の発言

を待つことができた」「問

いかけによって新人の気

づきを促すことができた」

「新人の成長を支援する

ことに自信がついた」など

が有意に向上した。

・新人の考えを引き出す

ような問いかけ（引き出し

型）ができるようになっ

た。

3

児玉み

ゆきら

(2017)

卒後2年目看護

師の行うリフレ

クションがキャリ

ア開発に与える

意味と継続教

育方法の検討

卒後2年目の

看護師8名

・質的帰納的

研究

・リフレクション

の意味を問う

半構造化イン

タビューを行っ

た。

2年目の看護師

が、継続教育プ

ログラムに参加

し、気にかかっ

た看護場面につ

いて振り返る場

面

・3回のリフレク

ティブジャーナル

・3回のフィード

バック面接

・2年目看護師が

リフレクションを行

う意味についての

語りを、逐語録に

置き換え、データ

とし、類似する内

容ごとにカテゴ

リー化した。

・クラウス・クリッ

ペンドルフの内容

分析の技法を採

用した。

2年目看護師の行うリフレ

クションがキャリア開発に

与える意味の要素は、

【自己理解と自己をエン

パワメントする力の高ま

り】を中核として、【リフレ

クションに必要なスキル

の向上】【リフレクションの

肯定的な価値認識の深

まり】【継続的にリフレク

ションする力の獲得】な

ど、10で構成された。

4

平岡葉

子ら

(2017)

新人看護職員

教育における

Off-JTとOJTと

の連携　新人教

育担当者のリフ

レクションシート

活用の現状分

析

新人教育担当

看護師16名

・質的記述的

研究

・半構造化質

問紙法を用い

た。

Off-JTとOJTの

連携強化のため

のリフレクション

活用場面

・リフレクション

シート

・指導者との振り

返り

・コメントのフィー

ドバック

気づきのシートの

活用方法と課題

に分けて	Mayring

の内容分析を行っ

た。

リフレクションシートは、

【学びや課題の確認】、

【研修による学びや課題

への支援】、【指導者間の

情報共有】、【新人看護職

員の理解】において活用

されていることが明らか

になった。

5

松波恵

美子ら

(2017)

新人看護師の

多重課題・時間

切迫シミュレー

ション研修にお

けるポジティブ

フィードバックを

取り入れたリフ

レクションの効

果

入職後6ヶ月

の新人看護師

61名

単一対象への

介入研究

患者対応の様子

を撮影したビデ

オをもとに、指導

者と新人の2人

で振り返る場面

指導者はポジ

ティブフィード

バックを心がけ、

ビデオ視聴前後

での、新人の気

持ちや学びを聞

く。

・新人看護師が自

身の行動の受け

止め方と感情につ

いて記述したもの

を、内容ごとに分

類及び集計し、リ

フレクション前後

の各項目の該当

数を比較した。

・研修2〜3年後の

研修生41名に対

して、自由記載形

式の調査を行い、

研修の影響を長

期的に分析した。

・「できない自分が恥ずか

しい」などの自己否定的

な感情が減少し、自己成

長の願望が高まった。

・43%の人が、リフレクショ

ンに対して肯定的な受け

止めをした。

・研修2〜3年後の調査で

は、全員が、現在の自分

の看護に影響を与えてい

ること、研修での学びを

新人指導に生かしてい

た。

文

献

番

号

論文

著者、年
タイトル

研究方法
結果

（リフレクション

による効果）対象者 研究デザイン
リフレクション（支援）方法

分析方法
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