
2016年度　看護部教育年間計画　研修予定

【目的】

病院・看護部の理念に基づき、自己の役割の遂行と質の高い看護を提供できる看護職を育成する

【教育目標】

1.経年、キャリアステージにおける自己の役割（社会や組織から期待される役割）、課題を理解できる研修を企画、実施する

2.根拠のある看護の実践と役割の遂行ができる専門職業人の育成を目指す

【具体策】

1.経年、キャリアステージに応じた研修の企画、運営

　内部講師の育成

2.研修参加者の研修受講における自己の課題を確認し、（自己の目標、評価などで）明らかになった課題、課題解決状況を評価する

〔看護部　院内教育計画〕
対　　象

（）はステージ

1. 病院・看護部の理念を理解し、組織 ①職業人、組織人としての立場や責任を知る

H28 　 の一員としての自覚を養う ②医療チームの中で看護の役割を知る

4/1～4/7 2.ナーシングスキルの活用方法がわ ③専門職業人としての基本的な態度や手技が

　かる 　わかる

①問題点を明確にすることができる

1. 3カ月を振り返り、互いの悩みや現 ②今後の目標（具体策も含む）を明らかにする

　状を共有し、今後の課題を見出す 　ことができる

③リフレッシュができ、仕事への意欲が持てる

1. 『固定チームナーシング』を理解で ①『固定チームナーシング』におけるメンバーの

　き、チームメンバーとしての役割を実 　役割がわかる

　践できる ②担当看護師の役割がわかる

1. 自己の思考、行動を振り返り、課題 ①多重課題の状況下でケアを選択する方法を

　を明らかにする 　学ぶ

2. 対応力を養う ②多重課題の状況下で優先順位を考える方法

　を学ぶ

1. 次年度の目標や行動スケジュール ①（事例を通し）自己の看護を振り返り、今後の

　 を具体的に立てることができる 　看護実践に役立てることができる

　トピックス研修 1. 基本的な専門知識、技術を身につ ①インストラクターの指導を受けながら基本的

　　Ⅰ　移動 　ける 　な看護技術を体験し、下記の事項を習得する

　　Ⅱ　食事介助 2.今後の実践に向けて不安や緊張感 ・看護技術に対する理解や実践の程度を明ら

　　Ⅲ　口腔ケア 　の軽減ができ、実践に向けての準備 　かにする

　　Ⅳ　排泄ケア （Ⅰ） 　ができる ・看護技術の「安全」について再確認する

　　Ⅴ　抑制 ②ナーシングスキル、看護手順の活用方法を

　　Ⅵ　血培 *希望により、下記 　理解し、事前、事後学習に役立てることがで

　　Ⅶ　麻薬 　ステージの経年者 　きる

　　Ⅷ　心電図 （Ⅱ～Ⅳa）

　　Ⅸ　輸血

①『チームメンバー』として、リーダーを補佐した

1. メンバーとして期待される役割を理 　行動がとれる

　 解できる ①多重課題の状況下で優先順位を考え、自分

2. 看護とは何かを振り返り、今後の看 　で解決できるか、支援が必要か判断できる

　 護に役立てる ①「私」が大切にしている『看護』を言葉にする

　事ができる

プリセプター・ 2016/3/24 　　H28年度 ①プリセプター、サブプリセプターの役割が理

サブプリセプター研修Ⅰ 　3/31終了 プリセプター 　解できる

サブプりセプター ②新人職員の傾向を知る

1. プリセプティの成長をチームメンバ ①プリセプティの悩みや成長段階を理解できる

　ーと共に支援できる ②プリセプターシップにおける自己の悩みや問

2. （プリセプティへの指導を通し）自己  　題を表出し、解決する方法を学ぶ

プリセプター 　の成長を実感できる ③個別性を尊重した新人指導ができる

（Ⅱ～Ⅲ） ①プリセプターを経験し、自己が成長したことを

　述べることができる

②指導する上で大切にしていることを述べるこ

　とができる

1. プリセプティ及びプリセプターに対し ①個別性を尊重した新人指導ができる

サブプリセプター 　教育、支援をできる ②プリセプターとチームメンバー間との調整を

（Ⅲ～Ⅳ-a) 2. （サブプリセプターの経験を通し） 　行うことができる

　自己の成長を実感できる ③プリセプターの悩みを理解し、解決する方法

　を共に考えることができる

プリセプター・ 　　H29年度 H28年度参照 H28年度参照

サブプリセプター研修Ⅰ H29/3予定 プリセプター

サブプりセプター

サブプリセプター研修Ⅱ

2年目研修Ⅲ

卒後2年目

（Ⅱ）

卒後1年目

新規採用者研修

H28/11

H29/3

　H28/6（Ⅱ）

H28/7（Ⅱ）

サブプリセプター研修Ⅲ

プリセプター研修Ⅳ H29/2

H28/10（Ⅲ）

H28/11（Ⅲ）

2年目研修Ⅱ

卒後1年目

日程未定

新人研修Ⅰ

(Ⅰ）

新人研修Ⅱ

H28/5月末

H28/8月末

H28/10

H29/3

新人研修Ⅲ

新人研修Ⅳ

H28年度新規採用者

H28/7

研　修　名 日時/場所 目　　的 目　　標

プリセプター研修Ⅱ

プリセプター研修Ⅲ

2年目研修Ⅰ

病院理念：地域にねざした信頼される病院を目指します

看護部理念：その人らしさを尊重する

患者様の安全を守る



対　　象

（）はステージ

卒後3年目 1. リーダーの役割を理解し、役割実践 ①リーダーシップの基本やリーダーとしての役

移行教育者 　に向けての準備ができる 　割や責務を理解できる

（Ⅲ）

1.チーム医療の活性化にために必要 ①科長の理念を理解し、自己の果たすべき役

　な中堅看護師としての役割を確認 　割を考えることができる

　する ②（事例を通し）自己の看護を振り返り、今後

　15年未満 2、自己を客観的にとらえ、仕事にやり 　に役立てるとができる

（Ⅳ-a) 　がいをもって取り組めるようになれる

　スキルを学ぶ 　

1. 自己の役割を再認識できる ①自分の進むべき方向を見出し、それに向い

2. 今までの自己を振り返り、今後の活 　自己研鑚できる

　 力につなげることができる ②リフレッシュでき仕事への意欲がもてる

3. 看護倫理を理解する ③（事例を通し）自己の看護を振り返り、今後

　に役立てることができる

1.主任の役割を把握し、管理能力の向①主任の役割を理解し、スタッフのロールモデ

　上と視野の拡大を図る 　ルになることができる

②主任としての見聞を広げ、今後の活動に対

　し役立てることができる

1.看護科長の役割を把握し、管理能力①管理者としての行動がとれる

　の向上と視野の拡大を図る ②管理能力の向上

1. 看護研究の基礎を学ぶ ①看護研究のプロセスを学ぶ

②研究をまとめ発表できる

看護助手 1. 看護のチームの一員としての自覚 ①看護チームの一員としての自覚が持てる

診療補助者    と安全に対する知識・技術を習得す ②新たに得た知識や技術を生かし、患者様の

診療補助者研修 　る 　安全にも注意した仕事を行うことができる

2.患者の安全を注意した仕事を仕方を

　学ぶ

　トピックス研修 　看護助手（技術の ①指導を受けながら、基本的な（看護助手が

　　Ⅰ　移動 　習得を希望する 　行う）技術を体験する

　　Ⅱ　食事介助 　もの） ②新たに得た知識や技術を生かし、仕事に生

　　Ⅲ　口腔ケア 対象研修Ⅰ～Ⅴ 　かすことができる

　　Ⅳ　排泄ケア ③看護助手手順の活用方法がわかる

　　Ⅴ　抑制

卒後15年以上

　卒後7年目以上

リーダーシップ研修Ⅰ

リーダーシップ研修Ⅱ

Ｈ28/12

未定

達人研修

（Ⅳ-a)

目　　標目　　的

日程未定

主任

科長

（Ⅱ以上）

1. 基本的な専門知識、技術を身につ
　ける

H28/9

未定

未定

看護助手

未定

未定

研　修　名 日時/場所

主任研修

科長研修

看護研究研修



ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ ステージⅣーa

入職後間もない頃 2～3年目・准看護師 3～5年目 5年目以上

1.組織の一員自覚を持ち責任ある 1.患者にあった看護が提供でき 1.固定チームナーシングにおける 1.日頃の看護上の問題に対し、研

　行動がとれる 　る 　チームリーダー、サブリーダー 　究的な取り組みができる

2.基礎的な技術・知識を習得し、安 ・専門知識・技術を深めるため 　の役割を理解し、役割実践に 2.上司と協働しながら問題解決し、

　全・安楽な看護を提供できる 　の自己学習の計画・実践 　向けての準備、または役割実 　チームの促進力になることがで

3.効果的な仕事の進め方や、看護 ・個別性のある看護実践・振り 　践ができる 　きる

　の優先度を考えた援助ができる 　返り 2.プリセプターシップを理解し、プ 3.自分自身の能力を高め、精神的

4.固定チームナーシングを理解し、 2.固定チームナーシングにおけ 　リセプターまたはサブプリセプ 　な成長を目指すことができる（自

　チームメンバーとして役割を果た 　る日々のリーダーの役割を理 　ターができる 　己啓発）

　すことができる 　解し、実践できる

5.事故防止に努めることができる 3.事故防止に努めることができ

・インシデントレポートの意義の理 　る

　解 ・インシデントレポートから自分

・「確認」の意識と、確実な「確認」　 　の看護をみつめることができ　

　の実施など 　る

1.（複数の）受け持ち患者の看護 1.受け持ちの患者に対して、個 1.複雑な問題を持った患者の看 1.所属科の専門性に応じた個別性

　過程を、指導を受けながら実践 　別性のある看護過程が展開 　護を（助言を受け、自己学習を 　のある看護過程を実践できる

　できる 　できる 　行ない）実践できる 2.所属科の専門性に応じた個別性

・看護過程より自己の看護を振 2.看護の過程をプリセプティーに 　のある看護をチームメンバーに

　りかえることができる 　指導できる 　指導できる

1.看護技術を正確、安全、安楽に 1.対象の状況に応じた個別性の 1.所属科の専門的技術を提供で 1.技術の習熟に努める

　提供できる 　ある技術が提供できる 　きる

1.職業人としてのルール、礼儀を 1.チームメンバーとしてのリーダ 1.チームリーダー、サブリーダー 1.チームリーダー、サブリーダーと

　守ることができる 　ｰを補佐した行動がとれる 　の役割を認識した行動がとれる 　しての役割を実践できる

・挨拶、時間、言葉遣い、身だしな 2.メンバーとしての実践力を高 　またはチームリーダー、サブリ 2.部署全体の動きに関心を持ち、

　み 　める 　ーダーの役割が果たせる 　上司と協働し問題解決を図る

2.組織の一員としての意識が持て 3.日々のリーダーを実践すると 2.リーダーとしての行動力、指導 3.看護の質の向上のため、研鑚を

　る 　ともにリーダーシップの理解 　力を身に付ける 　積むとともにチーム内で担う役割

3.チームメンバーとしての実践を通 　を深める 3.プリセプティを支援 　を果たすことができる

　してメンバーシップの理解を深め 4.チームの一員として、他部門と 4.後輩指導

　協力できる 　の調整、連携に目を向けること 5.看護学生に教育的配慮ができる

　ができる ・臨床指導者

1.常に「なぜ」「どうして」と思考する 1.自己学習が身についている 1.看護研究を通し、看護の実践 1.自己の進むべき方向を模索し、

　習慣を身につける 2.カンファレンス等で受け持ち 　能力の向上、視野を広げること 　目標に向かって自己研鑚を行な

2.1年目としての看護観を表現でき 　患者の問題を提案し、検討す 　ができる 　う

　る 　ることができる 2.（看護実践、チーム活動から） 2.（看護実践やチーム活動から）

3.自己の看護観を通して、看護 　看護観を見つめ、検討すること 　自己の看護観を発展させられる

　理論を自己学習する 　ができる

1.看護実践者としての基本的能力 1.各専門分野における体験を活 1.より質の高い看護サービスを提 1.より質の高い看護サービスを提

　を体得し、専門職としての感性や 　かし、様々な局面で対象の状 　供できるための実務、能力開発 　供できるための実務、能力開発

　態度を養う 　態を分析できる 2.チーム内の統率力、指導力の 2.経験と学習を統合させた看護の

2.看護観や看護を探求する姿勢を 2.長期目標や優先度を考え、個 　発揮 　質の向上

　育む 　別性を重視した看護を考える 3.対象に起きている現象を概念化 3.創造性を高める

3.継続し看護を実践できるよう配慮 　でき、創造性を担う

　した研修

*上記を目的とした研修とする *上記を目的とした研修とする *上記を目的とした研修とする *上記を目的とした研修とする

ステージⅣ－ｂ（科長、主任）

1.看護科長としての役割を把握し管理能力の向上と視野の拡大を

2.看護補助業務の基本（知識・技術）がわかり、安全、安楽な方法で 看護チームの一員としての自覚を持ち、必要な知識、技術を習得

する

看護補助者の役割と業務を実践できるための研修とする

看
護
助
手

　提供できる

3.良い接遇を実践できる（患者、家族にとって快い関り、職場の良好

1.看護チームの一員として自覚を持ち、責任ある行動がとれる

2.後輩指導を推進する

　な人間関係）

4.事故防止に努める

到達目標 研修のねらい

研
究
的
姿
勢

研
修
の
ね
ら
い

【経年教育・キャリア開発ステージ】

管理、能力、調整、協働能力を開発・発展させ、関係他職種との連携
調整役としての能力を発揮するために行なう研修とする

研修のねらい

到
達
目
標

看
護
過
程

技
術

役
割

主
任

到達目標

科
長 　図り、看護管理者としての任務を果たせる

1.管理・監督者としての役割を認識し、看護チームにおけるリーダー

　シップ及びマネジメントが発揮できる


