
ヨコクラ病院

看護部教育体制について

キャリア開発委員
会



当院では、１９９５年より看護研修委員会を中心に、
院内教育の企画・運営・評価を行ってきましたが、２０

１２年度よりキャリア開発委員会と名称を改め、内容も
一新し、院内外の教育全般にわたり活動を行っています。

集合教育においては「新人看護職員研修」「看護研
修」「役割研修」の３つの部門を設け、部門ごとの責任
者を中心に、企画・運営・評価を行っています。

看護部 院内教育について



看護部 教育理念

看護部の理念に基づき、

安全で質の高い看護サービスを提供すると共に、

地域に貢献できる看護職員の育成

をめざします！



教育方針

１．全ての看護職員が教育を受ける機会を持ち、自己研
鑽し、目標に向かって向上できるよう支援します

２．新人看護職員に対しては、集合教育・現場教育にお
いて独自の教育体制を設け、全職員が関心を持ち、

「みんなで育てる」という意識を高めていきます

３．段階を踏んだ卒後教育を行う事で、各人に合った研
修を受ける事ができます

４．専門性や役割など、領域を考慮した研修を行い、

各人のスキルアップを図ります



教育目的

変化する社会情勢に対し、

専門職業人としての

資質の向上を図る

看護職員各人の

自己実現に向けて支援し、

地域貢献の役割を

遂行できる人材を育成する



教育目標

• 専門職業人としての自己の役割を自覚し、職務遂行
する能力を養う

• ヨコクラ病院の組織の一員として、専門的視野に

立って地域に貢献できる能力を養う

• 自己のキャリア開発ができる能力を養う

• 看護実践を通して、科学的思考ができる能力を養う



看護部 教育体制

師長会

キャリア開発委員会

新人看護職員研修 看護研修

スキルアップ
（ラダーⅣ）

ジェネラリストコース

ステップ４
（ラダーⅢb）

ステップ３
（ラダーⅢa）

ステップ２
（ラダーⅡb）

ステップ１
（ラダーⅡa)

看護助手

介護福祉士

・緩和ケア
・救急看護、災害看護
・皮膚・排泄ケア
・糖尿病・フットケア
・感染管理

★リーダー研修

★新人指導

★看護過程・理論

★１年次の復習

★准看護師５年目までは別

看護部長

（教育担当者）

（実地指導者）

教育責任者

役割研修

中途採用者新人看護職員

師 長

主 任

臨床実習指導者

退院支援ナース

専門看護コース





看護職員の看護部キャリアパス

新人研修（ラダーⅠ）

ステップ１（ラダーⅡa）

ステップ２（ラダーⅡb）

ステップ３（ラダーⅢa）

ステップ４（ラダーⅢb）

スキルアップ（ラダーⅣ）

[入職時集合教育・１年間の教育プログラム]

[看護倫理・看護過程・一年次の復習・ケーススタディ］]

[看護理論・フィジカルアセスメント・事例研究]

[新人指導・コーチング・多職種連携]

[リーダー研修・自部署の課題の明確化]

[ジェネラリストコース]

[専門看護コース]

新人看護職員
研修

スペシャリ
スト

エキスパート 看護管理者

院内認定

認定看護師
専門看護師

看護師の特定
行為研修

ファーストレベル
セカンドレベル
サードレベル

看護研修

救急・災害・感染管理・呼吸管理
緩和ケア・フットケア・皮膚排泄ケアなど

RRS・臨床実習指導者
退院支援ナース など

看護マネジメント・
主任補佐

※ 日本看護協会版 「看護師のクリニカルラダー」に対応



レベル毎研修目標と内容
レベル 定 義 目 標 内 容 評 価

新人研修
（ラダーⅠ）

基本的な看護手順に従い必要に
応じ助言を得て看護を実践する

臨床における看護の基礎知識と
基本的技術を習得することができる

・入職時集合教育
・厚労省によるガイドラインの到達目標の達成
・リフレッシュ研修・他部署半日体験・多重課題

ステップ１
（ラダーⅡa）

標準的な看護計画に基づき
自立して看護を実践する

チームの一員として自覚を持ち、
安全・確実な看護実践ができる

・看護倫理 ・日常生活援助技術の確認
・看護過程：全体像の把握と優先順位
・緊急時の対応

ケーススタディ

ステップ２
（ラダーⅡb）

１．フィジカルアセスメントを基盤とした看護過程の展
開ができる
２．新人看護師を取り巻く現状や課題を理解し、新人
看護師のサポートができる

・フィジカルアセスメント
・看護理論の活用
・看護過程：困難事例の展開
・新人看護師教育・実地指導者の役割
・サポートナースとしての関わり方

事例研究

ステップ３
（ラダーⅢa）

ケアの受け手に合う個別的な
看護を実践する

１．個別的なニーズに対応するため、チームの一員と
して協働・連携ができる
２．新人指導の実践ができ、リーダーシップの基礎を
理解することができる

・リーダーシップ・メンバーシップ
・多職種連携
・実地指導者実践
・コーチング

新人指導実践報告

ステップ４
（ラダーⅢb）

チームにおけるリーダーシップを発揮し、質の高い看
護の提供をめざし、問題意識を持って取り組むことが
できる

・リーダーシップの理解
・コミュニケーション
・コンピテンシー
・課題抽出・業務改善

自部署の問題の
明確化

スキルアップ
（ラダーⅣ）

幅広い視野で予測的判断を持ち、
看護を実践する

【ジェネラリストコース】
中堅看護師として看護実践の役割
モデルとなり、看護の質の向上に
貢献できる

・中堅看護師の役割
・看護実践におけるロールモデル
・医療・看護の進化とWLB
・看護観

看護研究
業務改善
研修講義

【専門看護コース】
専門分野を中心とした医療・看護の質の向上に貢献
できる能力を養う

・専門領域における基礎から応用（知識・技術 の習得）
・専門領域における改善・指導

実践報告
看護研究
研修講義



新人看護職員研修部門

• 新入職員と中途採用者に対する教育を担当する

• 新人看護職員研修責任者の指導のもと、各部署に教

育担当者・実地指導者を置いて、組織全体で新人を

育てる

• 他の看護研修とは別枠で、厚労省のガイドラインに

沿った研修を行う



新人看護職員入職時集合教育

【目 的】

組織の一員としての自覚をもつことができる

【目 標】

１．看護部の概要を理解すると共に、専門職業人とし

ての基本的な心構えを持つことができる

２．社会人としての自覚を持ち、スムーズに職場に適
応することができる

【期 間】

入社式を含む２日間の病院全体オリエンテーション
終了後の約２週間



看護研修部門

• 新人研修以降の研修部門

• 日本看護協会版「看護師のクリニカルラダー」に対応
し、個々の看護実践能力に応じた段階をおった研修

• ラダーⅡaからⅢbまでが「ステップ研修」従来の卒後
研修に準じた内容

• ラダーⅣが「スキルアップ研修」

[専門看護コース][ジェネラリストコース]の研修に分か
れる

※その後は、ラダーⅤで「院内認定」の様々な分野で活
躍する「エキスパート」「スペシャリスト」「マネジ
メント」にわかれます



ステップ研修

１．ステップ１研修（ラダー
Ⅱa）

看護倫理・看護過程（ケーススタ

ディ）

２．ステップ２研修（ラダー
Ⅱb）

看護理論・フィジカルアセスメン

ト

（事例研究）

３．ステップ３研修（ラダー
Ⅲa）

新人指導実践・多職種連携

（新人指導）

４．ステップ４研修（ラダー



役割研修部門

・看護部における役割毎の研修

・役割に応じた資質の向上を目的とした研修

＜研修の種類＞

・師長 ・主任 ・臨床実習指導者

・退院支援ナース ・介護福祉士 ・看護助手



役割研修部門 教育プログラム

研修名 　　　　　　　　　　　　　　　　目　　的 　　　　　　　　　　　　　　　　目　　標 　　対象者

師長
新病院に向けて、管理の役割遂行に必要とされる
実践的な看護管理能力の向上を図る

①病院移転後を想定し、現状の問題点を分析・確認・調整
できる
②勤務時間管理を、計画的に実行する能力を養う

師長

役
割
研
修

主任
看護部の理念に基づき、所属部署の目標の実現に向け、
師長の補佐となりうるマネジメント能力を身に付ける

①保健・医療・福祉を取り巻く環境を理解し、自己の責任を
認識することができる
②看護管理を学び、業務に反映することができる
③看護管理者の業務を理解し、主任としての役割を自覚
することができる
④研修を通し、当該部署の課題を見出し、改善に取り組むこ
とができる

主任

実習
指導者

学生の発達段階理解した上で、思いやりや配慮をもって、
指導できる

臨床実習指導者としての役割を発揮でき、より良い実習環境
を提供できる

臨床実習
　　　　指導者

退院支援
ナース

入院された患者・家族が安心して療養生活を送り、無理なく退
院を迎えることができるように、退院支援に関して、中心的か
つ指導的に関わる看護師を育成する

①現在及び将来の医療・福祉の動向を理解することができる
②退院支援のプロセスが理解できる
③当院の退院支援の現状を理解し、役割が認識できる
④自部署において、看護支援に関して指導できる

退院支援
　　　　ナース

助手

介護福祉

士
看護師の補助を安全に行うことができる

看護の補助に際して、必要な知識・技術の修得と
レベルアップができる

助手
介護福祉士



おわりに

全ての看護職員の方には、教育を受ける機会はどこに
でもあります。

ひとりひとりが、それぞれのワークライフバランス
を考え、自分に最適な研修を受講されることを願ってい
ます。

自身のキャリアアップを求めることは、人生におい
てとても大切なことです。



キャリア開発委員会では、そんなあなたを

バックアップさせていただきます！

看護部 キャリア開発委員会


