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＜あらまし＞ 新人看護師の支援をするプリセプターの資質について調査した結果，サポ

ート力，指導力，指導観，新人看護師への態度の 4因子 25項目が抽出された．そして，プ
リセプターの資質を高めるために，ビデオ教材とロールプレイを組み合わせたプリセプタ

ー研修コースを開発し，その効果について検討した．その結果，研修前のプリセプター自

信度が低い群・高い群いずれにおいても研修後の自信度が上昇するとともに，新人看護師

へのサポートに必要な共感的視点の育成につながった． 
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1. はじめに 

1.1. 背景 

医療の高度化，在院日数の短縮化，医療安全

に対する意識の高まりなどにより，看護師に対

する国民のニーズは多様に変化している．この

ような中，看護基礎教育で習得する看護技術と

臨床現場で必要とされる看護実践能力との間

には乖離が生じており，新人看護師の早期離職

の要因のひとつと指摘されている（厚生労働省，

2014）．さらに，現代の若者の精神的な弱さ，
個々の職員を「褒める」「認める」ことが少ない

職場風土なども，離職の要因になることが懸念

されている（佐々木ほか，2010）． 
また，現代の新人看護師を取り巻く環境は，

インターネットや携帯電話の普及・広がりによ

り，人との関係は「直接の接触」ではなく，メ

ールや SNS でのやりとりで保たれる関係に変
容しつつある（箕浦・高橋，2012）．このような
中，とくに急性期病院における職場環境は，多

忙かつ緊張感が高いため，先輩看護師であって

も余裕はみられない．そのため，新人看護師へ

の指導が不十分・不適切になりやすく，コミュ

ニケーションも不足するため，「エラーが発生

しやすい」「新人看護師の心境の変化に気づき

にくい」といった弊害が生じることが指摘され

ている（田中，2012）．以上のような，新人看護
師を取り巻く環境の変化に伴い，厚生労働省

（2011）は，新人看護師の早期離職を防止する
ための“意図的な精神的支援の仕組み”として，

プリセプターシップ注）を推奨している． 
X総合病院においてもプリセプターシップを
導入し，新人看護師の支援を行っている．そし

て，ここ数年 X総合病院の新人看護師の離職率
は 7％前後と全国平均に近い数値で推移してい
る中，2014年度は離職者が急激に増加した．離
職の要因は「働き出してから看護師に向いてい

ないと思った」「職場の人たちや職場の雰囲気

に慣れない」「悩みごとを相談できない」「一度，

インシデント・アクシデントを起こすと，怖く

て患者のところへ行くことができなくなる」な

どさまざまではあるが，困ったときに相談でき

ない，職場に馴染めないことが離職の決意に影

響を及ぼすことが示された．したがって，新人

看護師の早期離職を防止するためには，プリセ

プターシップの現状を分析し，どのような支援

が求められているのか把握する必要があるの

ではないかと考えた． 
 

杉浦真由美・向後千春（2015.7）新人看護師のニーズに基づいたプリセプター研修コースの開発とその効果『日本教育工学会研究報告集』JSET15-3, Pp.193-200



1.2. 先行研究 

1.2.1. プリセプターシップの課題 

近年，プリセプターの役割は“精神的支援”

と位置づけられ，新人看護師はプリセプターに

「精神的な支え」を期待している（唐澤，2008）．
このような中，プリセプターは新人看護師に対

して「円滑な業務遂行」「専門知識・技術の習得」

「他のスタッフから指導を得るための調整」な

ど業務のサポートを中心に行い，精神的サポー

トが不十分であることが示唆されている（原田

ほか，2009）．以上のように，プリセプターと新
人看護師との教育的ニーズには差異があり（佐

藤，2010），プリセプターは新人看護師への支
援方法に戸惑いを感じていることが指摘され

ている（山口・笠家，2012），  

1.2.2. 新人看護師の職務上の困難感 

看護を取り巻く環境は複雑化・多様化してき

ており，患者やその家族の多様なニーズに対し

て迅速かつ質の高い看護サービスの提供が求

められている．そのため，新人看護師は就職後

まもなく「看護技術」「専門的知識」「業務遂行」

に困難を感じ，リアリティショックに陥ること

が指摘されている（唐澤ほか，2008）．さらに，
就職半年後の困難に関する調査で，新人看護師

は「指示されないとできない」「アセスメントが

できない」「援助技術が実践できない」「仕事配

分や時間管理ができない」「他者の支援を得る

ことができない」と感じていることが示されて

いる（原田ほか，2009）． 
 

1.3. 目的 

新人看護師は就職直後からさまざまな困難

を感じている中，プリセプターと新人看護師の

教育的にニーズに差異があることが示されて

いる．円滑なプリセプターシップを図るために

は，新人看護師がプリセプターにどのような支

援を求めているのか把握し，そのニーズに応じ

たプリセプターを育成することが必要なので

はないかと考えた．そこで，本研究では，以下

の 2点を明らかにすることを目的とする 
(1) 新人看護師はプリセプターにどのような
支援を求めているのか． 
(2) 新人看護師のニーズに基づくプリセプタ
ー研修は，プリセプターの自信度ならびにプリ

セプターのイメージにどのような変化をもた

らすのか． 
 

2. プリセプター資質尺度の開発 

2.1. プリセプター資質尺度開発のための予備

調査 

2.1.1. 質問項目の作成 

質問項目は，冨永ほか（2013）「メンタに求
められる態度・行動，必要な知識・スキル」の

調査項目に基づいて以下の 4項目とし，自由記
述で回答を求めた． 
(1) プリセプターが必要なとき 
(2) プリセプターに求める態度・行動 
(3) プリセプターにやめてほしい態度・行動 
(4) プリセプターに必要なスキルと役割 
2.1.2. 調査方法 

調査期間は 2014年 7月 10日～2014年 7月
16日であり，2014年度 X総合病院に入職した
看護師 60名とプリセプター60名を対象とした．
調査は，X総合病院グループウェアのアンケー
ト機能を用いて実施した． 
2.1.3. 結果 

 回答者は，新人看護師 50 名，プリセプター
50名（有効回答率：83.3％）であった．自由記
述は質問項目ごとにKJ法で分類した． 
(1) プリセプターが必要なとき 

プリセプターが必要なときは「困ったとき」

「質問したいとき」「悩んでいるとき」「怒られ

たとき」など，新人看護師が困難を感じたとき

にサポートをする存在であることを示す7カテ
ゴリーが抽出された（図１）． 
(2) プリセプターに求める態度・行動 

プリセプターに求める態度・行動は「共感を

示す」「優しい口調」「親しみやすい」「味方にな

る」など支持的な態度に関するもの，「看護業務

のアドバイス」「病棟全体への働きかけ」など，

業務上の支援に関するもの 13カテゴ 
リーが抽出された（図２）． 
(3) プリセプターにやめてほしい態度・行動 

プリセプターにやめてほしい態度・行動は，

「素っ気ない態度」「威圧的な態度」「忙しいそ

ぶり」など近寄り難い態度・行動に関するもの，

「甘やかす」「仕事とプライベートを混同」など

新人看護師との距離感の取り方に関するもの 8
カテゴリーが抽出された（図３）． 
 



 

図１ プリセプターが必要なとき 

 

 

 

図２ プリセプターに求める態度・行動 

 
 
(4) プリセプターに必要なスキルと役割 

プリセプターに必要なスキルと役割は， 「相
談に乗る」「疑問を解決する」など困ったときに

頼れる存在であること，「的確な指導」「役割モ

デル」など手本となること，また「働きやすい

環境づくり」「先輩との懸け橋」など，人間関係

のサポートに関することなど9カテゴリーが抽
出された（図４）． 
2.1.4. 考察 

自由記述より，新人看護師がサポートを求め

る場面には，スキル不足でミスをしたとき，先

輩とうまくコミュニケーションが図れないと 

 
図３ プリセプターにやめてほしい態度・ 

行動 

 
 

 

図４ プリセプターに必要なスキルと役割 

 

 

き，怒られて落ち込んでいるとき，うまくいか 

なくて悩んでいるとき，褒めてもらえずやる気

がなくなっているとき，ミスをして仕事を辞め

たいと思っているときなど，「行動」「感情」「態

度」の3つの側面があることが示された（図５）． 
多忙な環境の中での指導は不適切になりや

すく，コミュニケーションも不足するためミス

が生じやすくなる．よって，プリセプター研修

の設計では，新人看護師を取り巻く環境を理解

しつつ，サポート場面では，どのような支援が

望ましいのか検討できるような仕組みが必要

と考える． 



 

図５ 新人看護師がサポートを求める場面 
 
2.2. プリセプター資質尺度の作成 

2.2.1. 質問紙の作成 

プリセプターが必要なとき 7カテゴリー，プ
リセプターに求める態度・行動13カテゴリー，
プリセプターにやめてほしい態度・行動 8カテ
ゴリー，プリセプターに必要なスキルと役割 9
カテゴリーを基に，プリセプター資質に関する

質問 37項目を作成した． 

「まったく重視しない，あまり重視しない，

やや重視する，重視する，非常に重視する」の

5件法で回答させ，0～4点に得点化した．この
得点をプリセプター資質とした． 
2.2.2. 調査方法 

調査期間は 2014年 12月 12日～2014年 12
月 26日であり，2014年度X総合病院に入職し
た看護師 55名とプリセプター55名を対象とし
た．調査は，Ｘ総合病院グループウェアのアン

ケート機能を用いて実施した． 
2.2.3. 結果 

回答者は，新人看護師 51 名，プリセプター
50名（有効回答率：91.8％）であった．探索的
因子分析（主因子法，プロマックス回転）の結

果，スクリープロットの急落から 4因子を抽出
した．因子数を 4に指定し，負荷量が.40未満
の項目および多重負荷の項目を除外しながら

因子分析を行った結果，4 因子 25 項目が得ら
れた． 

新人看護師がサポートを求める場面

行動

感情

態度

・スキル不足でミスをしたとき
・先輩とうまくコミュニケーションが図れないとき

・怒られて落ち込んでいるとき
・うまくいかないため悩んでいるとき

・褒めてもらえずやる気がなくなっているとき
・ミスをして仕事を辞めたいと思っているとき

 

因子1 因子2 因子3 因子4

サポート力 話に共感することができる .975 - .254 - .190 .033
（α =.939） 話を親身になって聴くことができる .907 .046 - .073 - .168

新人看護師の相談に乗ることができる .837 - .195 - .114 .259
上司や先輩に怒られたときにフォ .831 .024 .040 - .070
ローできる
悩んでいる様子に気づくことができる .772 .061 .011 - .047
安心感を与えることができる .755 .016 - .006 .068
落ち込んでいるときに声をかける .737 .054 .135 - .061
忙しくて困っているときに声をかける .625 .134 .097 .041
仕事もプライベートもサポートできる .589 .141 .017 - .102
ささいなことでも気軽に質問できる .581 .321 .023 - .081
こまめに声をかけることができる .571 .068 .162 - .044
よい点を褒めることができる .552 - .150 .055 .178
先輩看護師との懸け橋になることが .495 .206 - .006 .095
できる

指導力 的確な指導ができる - .203 .823 .074 .061
（α =.799） 質問に答えることができる - .085 .780 .001 .008

分からないことを解決できる .053 .626 - .273 .221
看護業務についてアドバイスできる .118 .576 - .309 .155
病棟全体で新人教育ができるように - .014 .524 .156 - .002
働きかけることができる
ニーズに応じた支援ができる .261 .513 .040 - .094

指導観 仕事とプライベートを混同しない - .162 - .040 .800 .067
（α =.732） 健康状態を気にかけることができる .262 .017 .576 .078

他の看護師と比較しない .081 - .206 .540 .245
新人教育担当者とともに支援できる .161 .254 .411 - .103

新人看護師への 気分にムラがない .051 .090 .068 .641
態度 優しい口調で対応できる - .094 .139 .206 .625
（α =.641）

全項目（α =.936）

表１ プリセプター資質尺度 質問項目 



第 1因子は「話に共感することができる」「話
を親身になって聴くことができる」など新人看

護師のサポートに関する項目により構成され

ていることから「サポート力」と命名した．第

2因子は「的確な指導ができる」「質問に答える
ことができる」など，看護業務の指導に関する

項目により構成されていることから「指導力」

と命名した．第 3因子は「仕事とプライベート
を混同しない」「健康状態を気にかけることが

できる」など，指導に対する価値観に関する項

目により構成されていることから「指導観」と

命名した．第 4因子は「気分にムラがない」「優
しい口調で対応できる」の項目により構成され

ていることから「新人看護師への態度」と命名

した（表１）．以上，4因子 25項目をプリセプ
ター資質尺度とする． 
2.2.4. 考察 

 新人看護師が求めるプリセプターの資質と

して「サポート力」「指導力」「指導観」「新人看

護師への対応」の 4つの因子が抽出された．そ
して，各因子の中でも「話に共感する」「親身に

なって話を聴く」など新人看護師に対する精神

面へのサポートが最も重視されていることが

明らかとなった．プリセプターは，主に 3～5年
目の看護師であるため，新人看護師だった頃の

気持ちを容易に想起できる． そのため，新人看

護師は，自分の気持ちが分かる人に話を聴いて

欲しい，共感してほしいと考えていることが推

察される．このような中，プリセプターには，

看護業務の指導もしてほしい・したいと考えて

いることが示されている．新人看護師にとって，

プリセプターは身近な存在であり気軽に相談

しやすい相手であるため，指導者としての役割

も求められているのではないかと考える． 

また，重視度は低いものの「指導観」「新人

看護師に対する対応」が抽出され，新人看護

師へのサポートや指導にはプリセプター自身

の指導に対する考え方や態度が影響を及ぼす

ことが示された．例えば，マニュアル通り的

確に看護技術を教えることができたとして

も，気分にムラがあったりきつい口調であっ

たりしては，プリセプターシップは成立しな

いということを意味している．プリセプター

の育成には「サポート力」「指導力」に加え

て，指導に対する価値観や態度といった側面 

も必要であることが示された（図６）．     
 
3. プリセプター研修コースの開発 

3.1. 研修の企画 

3.1.1. 研修コースの設計 

次年度プリセプターの役割を担う看護師を

対象として，新人看護師のニーズに応じたプリ

セプター研修を企画した．研修のスケジュール

を表２に示す．研修の内容は，新人看護師が困

難を感じる「行動」「感情」「態度」3つの側面
の対応場面をテーマにした．グループの人数は 

 

  

図６ プリセプター資質モデル 

 
表２ プリセプター研修のスケジュール 

 

指導力

態度

指導観

サポート力

内容 
時間 

(分) 

オリエンテーション 

・目的，目標の確認 

・研修の進め方 

10 

個人ワーク 

「プリセプターのイメージ」について 

5 

ワーク１：行動編 

1）事例提示  

2）ロールプレイ  

3）リフレクション 

 

1）事例提示：ビデオ教材 

2）ロールプレイ 

・メンバーの役割：①新人

看護師，②プリセプター，

③実地指導者，④～⑥観察

者 

・それぞれの役割を順番に

演じる 

3）リフレクション 

・「新人看護師」「プリセプ

ター」「実地指導者」それぞ

れの立場を演じ，どのよう

な気持ちになったのか振り

返る 

・どのような支援が望まし

いか代替案を検討する． 

30 

ワーク 2：感情編 

1）事例提示  

2）ロールプレイ  

3）リフレクション 

 

30 

ワーク 3：態度編 

1）事例提示  

2）ロールプレイ  

3）リフレクション 

30 

ロールプレイにて発表 40 

個人ワーク 

「プリセプターのイメージ」について 

5 

まとめ 10 



5～6名とし，各グループにファシリテータ（Ｘ
総合病院看護教育委員会メンバー）を 1名ずつ
配置した． 

3.1.2. ビデオ教材の作成 

新人看護師がサポートを求める対応場面に

ついて，ビデオ教材を作成した（写真１，写真

２）．動画の再生時間は，1場面につき 38秒～
1分 59秒であった（表３）． 
 

 

写真１ ビデオ教材：事例（片麻痺のある患者

の車椅子移乗がうまくできなかった場面） 
 

 

写真２ ビデオ教材：新人看護師への対応場

面（先輩看護師に怒られて落ち込んでいる新

人看護師にプリセプターが声をかける場面） 
 

 

表３ ビデオ教材の内容と再生時間 

3.2. 質問項目の作成 

3.2.1. プリセプターの資質に関する調査 

プリセプターの資質に関する調査は，プリセ

プター研修を受講することによって，プリセプ

ターの役割が「できる」という自信につながる

のか把握するためのものである．プリセプター

資質尺度 25 項目について「まったくできない
と思う，あまりできないと思う，まあまあでき

ると思う，できると思う」の4件法で回答させ，
0～3点に得点化した．プリセプター資質尺度の
下位尺度得点を「プリセプター自信度」とする． 
3.2.2. プリセプターのイメージに関する調査 

プリセプターのイメージに関する調査は，研

修を受講することによって，プリセプターのイ

メージに変化がみられるのか把握するための

ものである．「プリセプターのイメージ」につい

て自由記述で研修前・研修後に調査を実施した． 
 
3.3. 調査方法 

調査期間は 2015年月 1月 20日～2015年 1
月 27 日であり，X 総合病院プリセプター研修
に参加した 68名（看護師経験年数 3～6年目）
を対象とした．調査は，研修前・研修後に質問

紙を用いて実施した． 
 
3.4. 結果 

3.4.1. プリセプター自信度 

(1) 全項目における自信度の変化 

プリセプター自信度（以下，自信度）の得点

の平均は，研修前 44.93（SD=8.75），研修後
53.16（SD=9.37）であった．研修前・研修後の
自信度の得点について分散分析した結果，主効

果は有意であった (F(1,67)=102.31, 
p<.01)． 
(2) 各因子における自信度の変化 

第 1因子「サポート力」の自信度の得点の平
均は，研修前 24.1（SD=4.94），研修後 28.57
（SD=5.04）であった．研修前・研修後の自信
度の得点について分散分析した結果，主効果は

有意であった (F(1,67)=93.52,p<.01)． 
第2因子「指導力」の自信度の得点の平均は，
研修前 7.91（SD=2.53），研修後 10.37（SD=2.77）
であった．研修前・研修後の自信度の得点につ

いて分散分析した結果，主効果は有意であった 
(F(1,67)=68.21,p<.01)． 

 新人看護師への対応場面 

再生時間 

事例 

対応場面 

行動 片麻痺のある患者の車椅子移乗が

うまくできず，患者もろとも床に倒れ

こんでしまった 

1分 08秒 

1分 34秒 

感情 点滴速度の調整がうまくできず，先

輩看護師に怒られて落ち込んでい

る 

1分 26秒 

1分 59秒 

態度 日々の業務に疲れて課題をやる気

がせず，提出期限を守ることができ

ない 

0分 38秒 

0分 54秒 



第3因子「指導観」の自信度の得点の平均は，
研修前 8.21（SD=2.09），研修後 9.47（SD=1.96）
であった．研修前・研修後の自信度の得点につ

いて分散分析した結果，主効果は有意であった 
(F(1,67)=32.35,p<.01)． 
第 4因子「新人看護師への態度」の自信度の
得点の平均は，研修前 4.07（SD=1.09），研修
後 4.75（SD=1.05）であった．研修前・研修後
の自信度の得点について分散分析した結果，主

効果は有意であった (F(1,67)=27.84, 
p<.01)． 
(3) 研修前の得点の低群・高群による比較 

研修前の自信度の高低が，研修の効果に影響

を及ぼすのか把握するため，研修前の得点に基

づき，対象者を得点低群（以下，低群）と得点

高群（以下，高群）に分類した．そして，全体

得点の中間値（46点）4名分のデータを排除し
64名を対象として，低群・高群で研修の効果に
差があるのか検討した． 
低群における自信度の得点の平均は，研修前

37.44（SD=5.68），研修後 47.22（SD=7.14）で
あった．高群における自信度の得点の平均は，

研修前 52.28（ SD=4.50），研修後 59.22
（SD=7.83）であった（図６）． 

2要因混合計画で分散分析を行った結果，研
修 前 （ F(1,62)=130.08, p<.01 ）， 研 修 後
（F(1,62)=39.74, p<.01）の主効果は有意であ
った．さらに，低群(F(1,62)=67.52, p<.01)，高
群(F(1,62)=33.97, p<.01)における研修の主効
果は有意であり、交互作用に有意傾向がみられ

た(F(1,62)=2.85,p<.10) ． 

 

  

図７ 自信度の得点の平均 
 

3.4.2. プリセプターのイメージ 

プリセプターのイメージに関する自由記述

について，計量テキスト分析を行った．抽出

する語の最小出現数を 10に指定, 描画する共
起関係を 20に絞り込み，研修前・研修後の共
起ネットワークを作成した（図８，図９）．そ

の結果，研修前は「指導」「技術」など指導に

関するテキストが「新人」と強い共起関係で

抽出された．一方，研修後は，「共感」「気持

ち」「話」「聞く」「悩み」「先輩」「懸け橋」な

ど，新人看護師のサポートに関するテキスト

が「新人」と強い共起関係で抽出された． 
 

 
 
 図８ 「プリセプターのイメージ」の 

共起ネットワーク：研修前 
 

 
 図９ 「プリセプターのイメージ」の 

共起ネットワーク：研修後 
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3.5. 考察 

研修では新人看護師がサポートを求める場

面について事例検討を行い，プリセプター自信

度とプリセプターのイメージに変化がみられ

るのか検討した．その結果，自信度低群が高群

よりも有意に高い得点を示し，とくに自信度が

低い研修生に対して効果があることが示され

た．さらに，プリセプターのイメージについて

「共感する」「話を聞く」など，新人看護師への

サポートに関するテキストが抽出されていた． 
本研修の教材である「新人看護師がサポート

を求めている場面」は，予備調査の自由記述に

基づき「行動」「感情」「態度」3つの側面から
構成して具体的な事例を提示した．新人看護師

ならびにプリセプターの経験に基づいて教材

を作成したことが効果が得られた要因のひと

つと考える．さらに，プリセプターシップにお

いては，実地指導者や新人教育担当者との橋渡

しも重要な役割である．研修では，新人看護師

へのサポート場面についてビデオ教材を視聴

後，「新人看護師」「プリセプター」「実地指導者」

それぞれの立場をロールプレイで演じ，どのよ

うな気持ちになったのかリフレクションを行

った．新人看護師の気持ちを考えるのみではな

く，実地指導者がなぜ怒っているのかなど，さ

まざまな相手の感情やその感情に至った背景

を考えたことにより，サポートに必要な共感的

視点が育まれたのではないかと考える． 
 
4. 今後の課題 

本研究では，次年度プリセプターの役割を担

う看護師を対象に研修を行い，プリセプター自

信度ならびにプリセプターのイメージの変化

について調査を行った．研修での学びが実践場

面で活かされているのか検証することが今後

の課題である． 
 

5. 結論 

新人看護師がプリセプターにどのような支

援を求めているのか把握し，そのニーズに応じ

たプリセプター研修を行った結果，プリセプタ

ー自信度の上昇と共感的視点の育成につなが

った．新人看護師ならびにプリセプターの経験

を教材化し，研修ではビデオとロールプレイ，

リフレクションを組み合わせたことが効果に

つながったと考える． 
 
注 

プリセプターシップとは，新人看護師一人に対

して決められた経験のある先輩看護師（プリセ

プター）が，ある一定期間支援を担当する方法

である（厚生労働省，2011）． 
 
参考文献 

原田慶子，唐澤由美子，大脇百合子，千葉真

弓，中村惠，坂本規子（2009）プリセプ
ターが捉えたプリセプティの就職半年後

の困難や課題とプリセプターの対応．長

野県看護大学紀要，Vol.11，pp.19-27 
唐澤由美子，中村惠，原田慶子，太田規子，

大脇百合子，千葉真弓（2008）就職後 1
ヶ月と 3ヶ月に新人看護者が感じる職務
上の困難と欲しい支援．長野県看護大学

紀要，Vol.10，pp.79-87 
厚生労働省（2014）新人看護職員研修ガイド
ライン（改訂版）．厚生労働省医政局 

箕浦とき子，高橋恵（2012）看護職としての
社会人基礎力の育て方．日本看護協会出

版社 
佐々木美鈴，鎌田公子，児玉志津子（2010）
新人の離職を考慮する時期に行うプリセ

プター研修の意義について．秋田県農村

医学会雑誌，Vol.56，No1，pp.1-3 
佐藤まゆみ，大室律子，荒屋敷亮子，黒田久

美子，後藤妙子，鈴木康美，砥石和子，

中山珠美，西山ゆかり（2009）プリセプ
ター支援者に求められる能力・資質に関

する研究．千葉大学看護学部紀要，

Vol.31，pp.1-5 
田中久美子（2012）職場内コミュニケーショ
ン促進を目指した新人教育プログラム．

看護，Vol.65，No.5，pp52-55 
山口昌子，笠家ゆかり，段子建年，上田絹

子，井堰哲明（2012）プリセプターシッ
プを支援するスタッフ看護師の新人看護

教育に関する意識と行動．日本看護学会

論文集：看護教育 42：169-172 

 


