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要旨 

 エビデンスに基づく実践(Evidence-Based Practice: EBP)とは,研究と患者の価値観,臨床的な専門的知識を統

合して行う実践であり,質の高い医療の提供において重要な概念であるが日本の看護領域において十分に活

用されていない可能性がある.本研究は看護学を専攻する大学生11名にEBP教育プログラムを実施し,その前

後にEBPに関する質問紙を回答してもらうことでどのような影響を及ぼすか明らかにしEBPの実行可能性を

検討することを目的として実施した.結果,EBP教育プログラムに,看護学生のエビデンスの検索/評価や実践を

向上させる可能性があることが示唆され,質的内容分析の結果から,本プログラムは改良が望まれる点はある

ものの,日本の看護学生に対して実行可能であることが示唆された. 
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1 背景 

エビデンスに基づく実践(Evidence-Based Practice: 

EBP)とは,「研究と患者の記録から得られた最良の

エビデンスを臨床的な専門知識と患者の希望と価

値観を統合して行う医療提供における問題解決型

アプローチ」(Melnyk et al,2009)と定義されている．  

ヘルスケアにおけるEBPは患者の安全のために不

可欠で (Horntvedt et al, 2018),質の高い,費用対効果

の高いケアを促進(Pape,2003)するとされている. 

EBPの医療における必要性にもかかわらず,先行

研究からは看護領域においてはEBPの活用は不十

分であると考えられる．看護の臨床現場において

EBPと類似の意味を持つ根拠に基づいた看護

(Evidence-Based Nursing:EBN)に関する調査におい

ても,EBPを認知していた人は6割程度,説明できる

とした人は1割程度であり(石垣他,2015),日本の臨床

看護師におけるEBNないしEBPに関する認知度は

乏しくEBPは特に日本の看護領域においては十分

に活用されていない可能性がある. 

看護学生に対するEBPに関する教育的介入は国際

的には多く報告されており複数のレビュー論文が

出版されている．Patelarouらは，複数の論文の内容

を統合した結果，EBPの教育的アプローチにより看

護学生の知識,スキル,コンピテンシー,信念,態度,行

動や医療提供能力を改善することができ,EBP教育

を学士課程に組み込むことで臨床アウトカムの向

上が望めると結論付けている(Patelarou et al,2020) .     

上記より看護領域におけるEBPの促進を図るため

の一つの手段として,看護学生に対するEBP教育を

改善することが有効である可能性がある． 

日本においては,片平らの2年次の看護学生への

EBN教育の実施に関する報告(片平,2008)などが行

われているが,日本において看護学生に対するEBP

教育の効果を検討した研究は少ない.そこで本研究

では看護学生を対象としたEBP教育プログラムの

実行可能性を検討する. 

2 方法 

2.1研究場所・対象者 

 研究対象者は神奈川県に位置する大学に在籍し

看護学を専攻している3年次と4年次の学生でEBP

に興味があり,オンラインでの講義に参加できる,研

究の参加に同意が得られた11名である. 

 

2.2教育プログラム 

本研究に用いる教育プログラムは ,友滝 (友

滝,2018)が『臨床看護師の「科学的根拠に基づく実

践」のための教育プログラムの評価に関する研究』

の一環として開発したものである．本プログラムに

は介入研究論文の具体例として亀井智子氏の論文

(亀井智子他,2011)が含まれている.本教育プログラ

ムは開発時点では対面で実施されることを想定し

たものであるが,本研究においては,新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大により対面での実施が困難

であったため,オンラインでの実施とした.プログラ

ムの実施は本研究の指導教員の深堀が担当した.教

育プログラムは,オンラインによる講義とディスカ

ッションで構成され,1日4時間の内容を2日間実施

し,受講には合計8時間を要するものであった．対象

者の予定に合わせて2回実施した.プログラム開始

前・実施期間中および終了後の自己学習は求めなか

った.教材として,1)教育プログラムのプレゼンテー

ションとそれに用いる論文などの参考資料を印刷

しファイルで綴じたもの2)書籍「JBI：推奨すべき看

護実践」を教育プログラム参加者全員に郵送によっ

て配布した. 

 



2.3 分析 

 質問紙調査の分析では,まず各変数の記述統計値

を算出した.S-EBPQ合計得点とサブスケールの得点

を算出し,全体得点とサブスケール得点の事前・事

後の差についてSPSSを用いて対応のあるt-検定を

行った.この際に水元ら(水本他,2010),カナダの研究

者であるNeath氏のウェブサイト(Neath,2020)を参照

して効果量(Cohen’s d)の式を作成し算出した(式1).

効果の大きさの判断として水本らを参照し0.2以上

で小程度,0.5以上で中程度, 0.8以上で大きな効果あ

ると判断することとした(水本他,2010).「EBP学習へ

の関心」「臨床でのEBPの実践への意欲」の2項目に

ついてはウィルコクソンの符号付順位和検定によ

り教育プログラムの前後の差を比較した.  

インタビューデータの分析では,録画した内容を

逐語録とし ,Ilicらの論文の方法を参照して(Ilic et 

al,2015)質的内容分析にて分析した.逐語録の内容を

意味の単位に分け,単位についてコードを付与した．

コードを基にサブカテゴリーを作成,サブカテゴリ

ーを基にカテゴリーを生成した. 

(式1）            

 

3 結果 

3.1 対象者の属性 

対象者の属性は、性別は女性が10名(91%)で、学年

は4年生が9名(82％)であった.参加状況としてリア

ルタイムで受講した者が9名(82%)、一部をオンデマ

ンド視聴したものが2名(18%)おり、研究参加前から

EBPの単語の認知があった人は73％であった. 

 

3.2 EBPへの関心・意欲 

「EBP学習への関心」の項目では介入前は4が最

も多く64.6%,5は18.2%であり,介入後では5を選択し

た人は36.4%に増加し,全ての回答者が4または5を

選択していた.「臨床でのEBPの実践への意欲」の項

目では5段階の尺度で5を選択したものが最も多く

45.5%,介入後も変わらず5が最も多く54.6％であっ

た.2項目ともウィルコクソンの符号付順位和検定

では有意な差は認められなかった.(p=.157, .564)       

「今回の教育プログラムに関心を持てた」の項目

では4または5を選択した人が90.9%,「今回の教育プ

ログラムはわかりやすかった」の項目では4または5

を選択した人が81.8％であった.(表2,3) 

 
 

 
 

3.3 EBPに関する用語の認知 

介入前のEBPの用語の認知率は30の用語の内,

「介入研究」のみ認知率が100%であり,認知率が

0%の用語は「Minds」のみであった.介入後はほぼ

すべての単語で認知率の上昇が認められ,前述の

「介入研究」を含む9つの用語が認知率100％とな

った.介入前に認知率が80％を超える用語は6つで

あったが,介入後には全体の63%に当たる19の用語

で認知率80％を超えた.(表4)  

 

3.4 S-EBPQのスコア(表5) 

1) 全体スコア 

介入前の全体スコアは平均値が73.5点,標準偏差が

19.2であった.介入後は平均83.6点,標準偏差が14.8

で介入前と比較し介入後では平均点が10.1点上昇

した.全体スコアの効果量は0.51であった.対応のあ

るt検定の結果有意な差は認められなかった.(p=.06) 

2)実践の頻度 

介入前の“実践の頻度”のサブスケールの平均値

は18.5点,標準偏差が9.4であった. 

 介入後は平均21.5点,標準偏差が7.5で介入前と比

較し介入後では平均点が2.9点上昇した.“実践の頻

度”の効果量は0.34であった.対応のあるt検定の結

果有意な差は認められなかった.(p=.14) 

3)態度 

介入前の“態度”のサブスケールの平均値は

17.1点,標準偏差が2.7であった.介入後の平均値は

表3.教育プログラムの評価 n=11

n %

1 9.1

1 9.1

9 81.8

1 9.1

1 9.1

2 18.2

7 63.6

注1）得点が高いほど関心や意欲が高いことを示す。

2点

1.今回の教育プログラムに

                        関心を持てた

3点

4点

5点

4点

5点

2点

2.今回の教育プログラムは

             　わかりやすかった



16.9点,標準偏差が2.5で介入前と比較し介入後では

平均点が0.2点下降した.“態度”の効果量は-0.09で

あった.対応のあるt検定の結果有意な差は認められ

なかった.(p=.39) 

4)エビデンスの検索/評価 

介入前の“エビデンスの検索/評価”のサブスケ

ールの平均値は20.4点,標準偏差が8.6であった.平均

値は25.5点,標準偏差が8.1で介入前と比較し介入後

では平均点が5.1点上昇し,有意に差が見られ

た.(p=.04) “エビデンスの検索/評価”の効果量は

0.59であった. 

5)EBPの共有・適応 

介入前の“EBPの共有・適応”のサブスケール

の平均値は17.5点,標準偏差が4.7であった.介入後の

平均は19.8点,標準偏差は3.5で介入前と比較し介入

後では平均点が2.3点上昇した.EBPの共有・適応の

効果量は0.36であった. 対応のあるt検定の結果有

意な差は認められなかった.(p=.13)  

 
 

3.5フォーカスグループインタビューの結果 

フォーカスグループインタビューは第1回教育プ

ログラムを受講した人のうち3名,第2回教育プログ

ラムを受講した人のうち5名が参加した.インタビ

ュー時間は第1回が18分,第2回が26分であった. 

フォーカスグループインタビューから抽出され

た,EBPに対する考え方や知識の変化,EBPの専門用

語に対する理解度やそれに付随する教育プログラ

ムへの意見は3つのカテゴリーに集約された.カテ

ゴリーは7個のサブカテゴリーと29個のコードによ

って構成された.カテゴリー,サブカテゴリー,コー

ドの内容を以下に説明する. 

1)【参加者が自覚した効果】 

本カテゴリーは“EBPへの理解が向上した”と

“論文を読むための知識・理解が向上した”の2個

のサブカテゴリーと12個のコードから構成されて

おり,“EBPへの理解が向上した”ではEBPの知識

や抵抗感の減少やEBPに関する用語の理解が含ま

れていた.理解できたEBPの用語のなかにはPICO,コ

ンシールメント(隠ぺい),マスキング(盲検化),オッ

ズ比,介入研究,観察研究,バイアス,メタアナリシス,

有意差,臨床的に意味のある差が挙げられた. 

 “論文を読むための知識・理解が向上した”で

は,論文の読み方の理解や抵抗感の減少,吟味や概要

を読むことの必要性の理解,研究用語への親近感が

含まれていた. 

2)【プログラムの内容や提供方法の改善点】 

本カテゴリーは“プログラムの内容で改善して

ほしい点があった”と“プログラムの提供方法で

改善してほしい点があった” の2個のサブカテゴ

リーと9個のコードから構成されており,“プログ

ラムの内容で改善してほしい点があった”では知

りたい内容が含まれていない,類似している用語の

違いが分からない,用語の理解が難しく感じる,用語

の説明が不足しているといった内容が含まれてお

り,類似している用語の違いが分からないという意

見の具体例として,コンシールメント(隠ぺい)とマ

スキング(盲検化)の違いが分からないといった意見

があった.また用語の説明が不足しているという意

見の具体例としてはケースコントロール研究,信頼

区間,P値などの検定に使う用語の定義,サンプルサ

イズの決定の仕方などが挙げられた.“プログラム

の提供方法で改善してほしい点があった”では欲

しい情報へのアクセスが難しい,進行が速すぎる,グ

ループワークの時間が短い,自己学習の時間が必要

である,短期集中開催の方が理解しやすいといった

内容が含まれていた. 

3)【プログラムの提供方法で効果的だった点】 

本カテゴリーは“グループワークや振り返りが

効果的と感じた”,“スライドがわかりやすかっ

た”と“オンデマンド教材のメリットを感じた”

の3個のサブカテゴリーと8個のコードから構成さ

れている.“グループワークや振り返りが効果的と

感じた”では,グループワークや振り返りの時間に



よって理解が深まったことが挙げられた. 

 

4 考察 

4.1 EBPの実践への意欲,知識,能力を増大させる可

能性 

本教育プログラムの前後で看護学生のS-EBPQの

全体スコアの平均点の上昇がみられ,効果量は0.51

と中程度の効果が示唆された．サブスケールの解析

では”態度”を除くサブスケールで平均点の上昇が

みられ効果量から判断し小程度から中程度の効果

があることが示唆された．特に,“エビデンスの検索

/評価”では有意な差が認められ,効果量も0.59と大

きかった．フォーカスグループインタビューの分析

から明らかとなった参加者が自覚した効果として,

“論文を読むための知識・理解が向上した”のサブ

カテゴリーがあったことと合わせ,オンラインで実

施された本教育プログラムが特に,研究論文等のエ

ビデンスを検索し,読み,評価する能力の向上に効果

的であることが示唆された.このことは本プログラ

ムが特に論文の批判的吟味に焦点を当てていたこ

とを考慮すると妥当な結果といえる． 

 この節の最後で“態度”のサブスケールの平均点

のみが介入後に低下した理由についても考察した

い．まず“態度”のサブスケールの平均点は21点満

点中17.1点であり介入後の点数変化が生じにくい

分布であったことが考えられる.また,スキルの未熟

な者がスキルを高く自己評価する認知バイアス(髙

沢,2017)を考えると,本研究の参加者が受講前に自

分の能力を高く評価していたことが考えられる． 

 

4.2 本プログラムの改善点についての示唆 

本研究対象者の内「教育プログラムはわかりやす

かった」の項目で4ないし5を選択した人が82％であ

り,概ね教育プログラムは看護学生にとって理解し

やすい内容であると考えられた. 

改善点として質的内容分析の結果を参照すると, 

専門用語の定義や意味などについての記載がある

教材を作成ないし配布することが効果的である可

能性が考えられた.また,時間数の増加や自己学習時

間の設定等により効果的に知識が看護学生に定着

する可能性が示唆された. 

 

4.3 本研究の限界と今後の課題 

本研究は1施設のみを対象としたため,一般化可

能性については慎重に解釈する必要がある.また研

究対象者はEBPへの関心が高いと想定され選択バ

イアスの影響も考えられる．対象者の人数が少なく,

比較群の設定がされていないことなどから内的妥

当性の限界があるといえる.今後は,比較群の設定や

対象施設の拡大を行うなど内的・外的妥当性の高い

研究デザインで効果を検証し普及につなげていく

ことが望まれる.  

 

5 結論 

質問紙調査やフォーカスグループインタビュー

の分析より,学習支援教材やプログラムの時間数,自

己学習時間の設定など,今回使用した教育プログラ

ムは改良が望まれる点はあるものの,看護学生を対

象としたEBP教育プログラムを実行することで看

護学生のEBPの実践への意欲,知識,能力を増大させ

る可能性が示唆された. 
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