
Part.1では、看護職の継続教育を提供する組織に求められる

12項目の基準が記載されています。継続教育の提供にあたり、

組織はどのような人材や運営組織を整備すべきなのか、そして、

直接的に継続教育を提供する運営組織はどうすべきかが記載

されています。この章における基準を参考に整備を進めること

で、組織における教育体制の強化につなげることができます。

Part.1
組織と運営の基準
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〈組織と運営の基準〉（「継続教育の基準ver.2」p.10）

1） 継続教育を提供する組織には看護職の生涯学習を支援する教育理念が明文化されている。
2） 組織は看護職の継続教育の責任者（以下、「教育の責任者」とする）をおく。
3） 教育の責任者は、看護部長の責任のもとで看護職の継続教育の全ての過程に責任を持つ。
4） 組織は教育の責任者のもとに教育の担当者、教育委員会等の教育の企画 ･ 運営組織（以下「運

営組織」とする）をおく。
5） 運営組織は組織図に明示されており、権限と伝達の系統が明確になっている。
6） 運営組織は組織の教育理念に基づき運営される。
7） 運営組織に所属する職員の職務、業務及び成果責任は明文化されている。
8） 運営組織の看護職の能力開発は、施設内教育、施設外教育を活用し行われる。
9） 予算計画に基づき、継続教育に関する公的補助金も活用し、教育の企画 ･ 運営の活動に必要な

予算を確保し、その妥当性を毎年評価する。
10） 運営組織の運営、学習資源、教育活動は全て記録・保管され、定期的に組織に報告される。
11） 管理された記録は組織のもつ記録開示の基準に準じて閲覧、提出が可能である。
12） 運営組織はその運営、学習資源、教育活動を定期的に評価するためのシステムをもつ。
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Part.1　組織と運営の基準

継続教育と生涯学習

　患者と家族にとって最適な医療・看護を提供できるよう、看護職は能力の開発・維持・向上に努
めなくてはなりません。看護における継続教育とは、看護の専門職として常に最善のケアを提供す
るために必要な知識・技術・態度の向上を促すための学習を支援する活動のことを指します。継続
教育は、看護基礎教育での学習を基盤とし、体系的に計画された学習や個々人が自律的に積み重ね
る学習、研究活動を通じた学習などさまざまな形態をとる学習を支援するように計画されるもので
す。また、様々な役割・状況・環境に備える、もしくは対応する、生涯をとおした継続的な知識と
技術の習得である生涯学習にもつながる幅広い概念です。

　「継続教育の基準 ver.2」では、看護職の継続教育の範囲を以下のように定めています。
―新人教育
―ジェネラリストを育成する教育
―スペシャリストを育成する教育
―管理者を育成する教育
―教育者／研究者を育成する教育

継続教育を提供する組織とは

　看護職の継続教育を行う組織全てのことを示します。看護職への継続教育は、例として、所属す
る医療機関・施設、日本看護協会・都道府県看護協会、大学・大学院等の教育機関など、様々な組
織において提供されています。
　本ガイドでは、それらの機関内における看護部や関連する委員会も含めて「組織」とします。

組織が看護職の継続教育を提供する意義

　組織には自施設がどのような医療や看護を地域住民に提供したいのかといった理念や方針があ
り、それらをもとに、組織にとって必要な人材を育成します。つまり、各施設が求める看護師像に
沿って、継続教育による人材育成を行うことで看護の質を保証し、地域や社会に対して社会的責任
を果たすことにつながります。つまり、組織における継続教育は、看護職個々の学習を支えること
だけでなく、組織の理念を達成するための人材育成の場になります。
　また、組織が看護職の継続教育を提供することに対する法的根拠もあります。2009 年 7 月に一
部改正され 2010 年 4 月に施行された「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関
する法律」では、「病院等の開設者が、新人看護職員研修の実施や、看護職員が研修を受ける機会
の確保のため、必要な配慮を行うよう努めなければならないこと」と明記されました。

継続教育を提供する組織には看護職の生涯学習を
支援する教育理念が明文化されている1
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教育理念を明文化するとは

教育理念とは
　組織として、「どのような教育を行うか」という基本的な考えを示したものです。教育理念は、
組織が看護職をどのように育てたいと思っているのか、どういう看護職を必要としているのかを示
すものであり、看護部の理念と結びつくものです。教育活動において、迷いや混乱が生じた際、何
を基準にすればよいか判断しかねる場合に、教育理念は、自分たちが向うべき方向を示す羅針盤と
なります。また、教育を受ける側も自らの実践を振り返る際に、教育理念と照らし合わせることに
よって、方向性の正しさを確認したり、成長の軌跡を確認したりすることができます。つまり、教
育理念を掲げることは、教育を担う者、受ける者の双方にとって必要なことです。
　教育理念は組織の看護職で共有されることが大切で、そのためには教育に関する基本的考え方を
文章で明確に示すこと、すなわち教育理念の明文化をすることが重要です。明文化された教育理念
は、組織全体の理念・教育理念や組織図等とともに組織の規約や規定などに必ず記載します。組織
内で共有する手段としては、以下のような方法があります。
●病院のホームページに看護部の教育理念を掲載している。
●看護職員向けのパンフレットに教育理念を掲載している。
●各部署に教育理念を掲示している。
●施設内研修等の際に、教育理念を記述した資料を配布している。
　教育理念はものや形で表せないため、教育を提供する側が理念をもっていたとしても、教育を受
ける者には真意が伝わりにくいものです。上記以外の方法であっても、組織の看護職に伝わる形式
で明文化し、組織全体で教育理念を共有することが大切です。

教育理念と教育目的・教育目標の関連
　教育理念があり、それを実現するために教育目的があります。さらに、教育目的を具体化したも
のが教育目標です。教育理念・教育目的・教育目標は一貫性をもったものです。
教育目的
　教育によって目指すものや到達すべき状態を示し、教育を方向づけるものです。
教育目標
　教育目的を達成するために、「いつまでに、何をどれだけ、どのような状態になっていれば良い
か」を具体的に示したものです。

　次のページに、教育理念、教育目的、教育目標の例を記載します。
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Part.1　組織と運営の基準

参考文献
・稲田美和，池田明子，村上美好，他 : 看護管理シリーズ 7　継続教育（第 2 版），日本看護協会出版会，

1998.
・倉内史郎，鈴木眞理（編著）：生涯学習の基礎（第 1 版），学文社，1998.
・大串正樹：ナレッジマネジメント　創造的な看護管理のための 12 章，医学書院，2007.
・渋谷美香：ナレッジマネジメントを基盤にした新人看護師教育の可能性，HANDS-ON，2（3），22-

25，2007.
・National Nursing Staff  Development Organization, American Nurses Association :  Nursing 

professional development : scope and standards of practice, Nursesbooks.org, 44, 2010.
・井部俊子，中西睦子監修：看護管理学習テキスト第 4 巻　看護における人的資源活用論（第 2 版），日本

看護協会出版会，59，2012.

教育理念の例
●専門職業人としての倫理に基づいた行動ができる職員を育成する
●科学的根拠に基づいた看護を実践できる能力を育成する
●患者およびその家族の QOL 向上を目指した質の高い看護サービスを提供できる看護師を育成

する
●社会のニーズに応えられる専門職業人として個々の能力を十分に発揮させ、創造性のある看護

師の育成をする
教育目的の例

●看護倫理に基づいた行動がとれるように人間性豊かな感性を育む
●科学的根拠に基づいた看護実践能力を育成する
●看護部の理念に則り、専門職業人として時代の変化に即応する為、職員の主体的学習を支援す

ることにより質の高い看護サービスを提供できる人材を育成する
●専門職として主体性・自立性を持ち、質の高い看護サービスを提供できる人材を育成する
教育目標の例

　教育目標の設定にあたっては、①どのような教育を提供するのか、②どのような人材を育成す
るのか、の 2 通りの表現方法があります。
①どのような教育を提供するのかという視点
●主体的に理論と実際を統合し、看護において質の高いケアを学ぶ職員を支援する
●実践に役立つ看護研究活動を支援すると共に、教育・研究機関との有機的な関係を推進する
②どのような人材を育成するのかという視点
●看護の専門的知識・技術・態度を習得し更に積み重ね、臨床実践能力を向上させる
●医療チームの一員としての自覚をもち、よい人間関係がたもてる
●問題解決能力・判断力を身につけ看護が実践できる
●常に看護観を発展させ、主体的に看護が実践できる
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教育の責任者とは

　教育の責任者とは、組織および看護部門の方針と教育理念にもとづく組織的な教育活動を統括す
る者のことを指します。これは「新人看護職員研修ガイドライン」における新人看護職員に対象を
限定した「教育担当者」とは位置づけが異なります。看護職の能力開発の維持、向上のために、看
護部門の長（看護部長）の責任の下で、人材育成に関する教育計画や教育プログラムの企画、運営、
実施、評価の全ての過程において指導・助言を行い、責任を持つ立場にあります。
　教育の責任者は各部門や部署の教育の担当者と連携を図りつつ、教育の担当者への支援を行い、
部署間の調整を行う役割を担います。
　教育の責任者は、各施設に 1 名配置することが望ましいです。

　教育の責任者の選出基準に関しては、p.42、p.43に記述していますが、教育の責任者は必ずし
も専任である必要はありません。

参考文献
・日本看護協会（編）: 新人看護職員臨床研修における研修責任者・教育担当者育成のための研修ガイド，

日本看護協会出版会，2010．
・厚生労働省：新人看護職員研修ガイドライン，2011．

組織は看護職の継続教育の責任者
（以下、「教育の責任者」とする）をおく2

経験者からのアドバイス

教育の責任者・担当者もまた、学習者であることを忘れずに !

　各医療施設で行われる継続教育は、看護職が教育者になる機会が多くあります。対象となる看護
職に、看護の専門職として常に最善のケアを提供するために必要な知識・技術・態度を教育してい
くためには、教育担当者が最新の医療・看護や社会情勢を把握し、どのような教育が必要かを考え
ていかなければなりません。また、教育の責任者・担当者自身も看護職として、「生涯にわたって
自己の能力の開発・維持・向上に努める」責務があります。教育の対象者の能力を開発・維持・向
上するために必要な教育内容を検討するとともに、教育の責任者・担当者自らも学習していく姿勢
を忘れずに継続教育に取り組んで行きましょう。

（日本看護協会教育委員会委員　齊藤 未利子）
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Part.1　組織と運営の基準

継続教育の全ての過程とは

　基本的には、教育の計画立案・実施・評価のことです。

教育の責任者は、看護部長の責任のもとで看護職の
継続教育の全ての過程に責任を持つ3

計画立案

年間計画やプログラムの作
成 等

実　施

教育計画に基づくプログラ
ムの実施 等

評　価

アンケートの実施と分析
実践への効果の測定 等

フィードバック

図 2　継続教育の過程

　具体的には、継続教育の全ての過程に責任を持つために、以下のような職務・役割や業務を担い
ます。

職務・役割
1．組織の教育理念を理解し、看護職へ伝達・周知する。
2．組織における教育体制を構築し、運営する。また、教育体制を看護職へ伝達・周知する。
3．組織において、教育理念に基づく看護職の能力開発のための教育計画の立案・実施・評価を

行う。
4．教育担当者の教育・育成・支援を行う。
5．充実した教育活動のために、関係部署や他職種及び他施設との連携が必要な場合には、調整

役となる。
6．人材育成や看護職への継続教育について積極的に学ぶ。

業務
Ⅰ．教育に関する業務

1．教育計画および教育プログラムの立案・実施・評価の統括を行う。
①教育の担当者が行う教育計画および教育プログラムの立案・実施・評価の過程を把握し、
適宜指導・助言を行う。

②看護職の指導方法、指導内容について各看護単位の状況を把握し、教育の担当者の相談に
応じ助言を行う。

③教育プログラムの効果が OJT（on-the-job training, p.26 参照）で発揮できるよう、施設
内を巡回し看護スタッフおよび各看護単位の教育の担当者を直接支援する。

2．施設内を巡回し、各病棟（部署）の教育の担当者の活動の支援を行う。
3．現在は計画されていないが、現場に必要な教育ニーズを常にアセスメントする。
4．教育の担当者のための教育計画および教育プログラムの立案・実施・評価を行う。

29
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5．看護研究の研究計画書作成のアドバイス・計画書の審査を行い、研究支援を行う。
Ⅱ．管理に関する業務
1．運営組織を管理する。
①運営組織に必要な資源（人材・物品・資金）を確保し、組織化する。
②運営組織の会議を開催し、会議の長としてとりまとめる。
③運営組織の活動を看護部長や組織の幹部および看護師長会へ報告し、その結果・評価を運
営組織にフィードバックする。
④運営組織内での、メンバーの役割分担や業務量の調整を行う。
⑤運営組織の活動に必要な予算・決算の確認を行う。
⑥看護部門の運営に関連する委員会等へ出席する。

2．運営組織のメンバー（教育担当者）からの意見を集約し、課題の抽出と解決を行う。
3．教育の担当者の抱える問題を把握し、解決に向けての支援を行う。
4．広報や教育プログラムの開催、師長会などを通して、組織における教育体制の伝達・周知を
行う。

5．全看護職員を対象とし、必要に応じた精神的支援を行う。

参考文献
・嵯峨山喜代子：愛仁会看護管理者能力開発ガイドライン作成の目的とその概要，看護実践の科学，36
（1），67-72，2011．
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Part.1　組織と運営の基準

教育の企画・運営組織（運営組織）とは

　運営組織とは、教育の理念・目標の達成、および、看護職の能力開発のための組織的な教育活動
の企画・運営・評価を行う組織のことを指し、複数名の教育の担当者から構成されます。運営組織
では、部署間や職種間の連携や調整を行い、最適な教育・研修内容について具体的に検討を行いま
す。施設においては、「教育委員会」「看護教育部」等の名称が用いられることが多いようです。
　運営組織に必要な人材・人員やメンバーの選出基準に関しては、p.42~p.43に記述しています。

教育の担当者とは

　教育の担当者は、教育の企画・運営組織に所属するメンバーです。教育の責任者を補佐し、教育
の責任者の責任の下で、看護職の能力開発の維持・向上のための院内教育計画の策定、企画および
運営といった組織的な教育活動を実行・推進する者です。施設によっては、教育委員の名称が用い
られることもあります。
　教育の担当者は、部署から選出されますが、必ずしも各部署から 1 名選出するというわけではな
く、看護部全体から個々の職員の適性や看護の専門性・所属等をふまえて選出します。教育の担当
者は各部署の意見や現状分析にもとづく教育ニーズを吸い上げ、教育活動に反映させる役割や運営
組織で決定された事項を各部署に伝える役割があります。教育の担当者の選出基準は p. 43 に記載
しています。職位に関する基準は特になく、教育担当の管理職でもスタッフでもかまいませんが、
誰が教育の担当者でどのような職務・業務・役割を遂行しているのかを看護部門で把握することが
望ましいでしょう。
　図 3 に運営組織に所属するメンバー例を示しましたが、組織の規模・状況に応じて、適切な人材
で構成します。先駆的な例として、各部署から師長・主任・スタッフの 1 組で教育の担当者として
選出することで、師長から主任・スタッフへ、主任からスタッフへと教育の担当者の中でも教育体
制を構築している組織もあります。

組織は教育の責任者のもとに教育の担当者、教育委
員会等の教育の企画 ･運営組織（以下、「運営組織」
とする）をおく

4

41
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看護部長（看護部門の責任者）

教育の企画・運営組織

各部署

教育の責任者

教育の担当者A 教育の担当者B 教育の担当者○

※　各部署に、それぞれの部署における勉強会等の教育に関する企画・運営・評価を中心となって
担う教育係を配置している施設もあります。この場合、教育係の役割機能は教育の担当者とは
異なります。

図 3　組織における運営組織の例

外来部門 病棟 1 病棟 2

師長

教育係

病棟△

主任

教育係

師長

教育係

師長 師長

教育係

主任 主任主任
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Part.1　組織と運営の基準

経験者からのアドバイス

希望したわけではないのですが、来年度の教育の担当者に
任命されました。私に務まるのか不安です。

教育の担当者にかかわらず院内の役割を自ら志望する人は少ないかもしれません。「研修の企
画が大変で何をどのように進めて行けばいいのかわからない」「研修の準備や運営が負担」「私が教
育担当なんて出来るのだろうか。誰かに教える立場に立つことが不安だ」のような思いを抱く人は
多いと思います。しかし教育の担当者は誰でもよいというわけではありません。選ばれた人には選
ばれた理由があり、任せたいと思われた理由があるはずです。任命されたことを、自分への 1つの
評価と受け止めましょう。教育の担当者は組織の中で行われる研修の企画や運営を行い、教育の担
当者が日常の業務の中で疑問に思っていることや課題などを研修テーマにする仕事があります。実
践現場をさらに活性化しよい看護を提供するために何が出来るのか、スタッフはどのような力を伸
ばせばよいのかを考えるよい機会になることでしょう。また今まで教わったことの振り返り、教え
てもらいたかったことなどを意見として提案し、職員とともに学習するという考えをもつことがで
きれば、不安は少し軽くなると思います。実際の現場で起きている問題を解決に導くことは、組織
の構成員である看護職員の質を向上させることになる素晴らしい作業につながります。常に問題意
識を持って情報収集し、積極的に活動することで、自分も学習ができ成長することのできる楽しい、
有益な委員会です。教えることは教わることよりずっとパワーのいることなのは確かですが、教え
る役割を果たすことが何より自分を成長させる学びとなります。また、職員の質が上がれば、実は
自分も楽になるはずです。ともに学び、委員会の活動を通して様々なことを吸収しましょう。

（日本看護協会教育委員会委員　佐藤 久美子）
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運営組織の組織内における位置づけ

　組織により運営組織の位置づけは異なりますが、医療機関においては看護部門内に位置づけられ
ることが多いです。組織図内における運営組織の位置づけを示し、権限と伝達の系統が明確になっ
ていることで、指示・命令系統や責任の所在が明らかになり、運営組織の活動が円滑になります。

運営組織は組織図に明示されており、権限と伝達の
系統が明確になっている5

運営組織の権限と伝達の系統とは

　看護部長は、運営組織に対して教育活動に関する諮問をし、運営組織はその内容に対し結果を答
申します。看護部門の中に運営組織が位置づけられている場合は、一般的には看護部長が運営組織
に関する権限を持っていることになります。
　また、運営組織は提案したことに対する承認を得る必要があります。例えば、「運営組織の活動
資金や新たな人材が必要な時」や「運営組織で作成した教育計画や教育プログラムを実行する時」
に、どのような経路で申請をし、承認を得るのかということです。

入
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病院長

継続教育の企画・運営組織
（教育委員会）
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図 4　組織図の例
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Part.1　組織と運営の基準

　さらに、承認された内容や、教育計画、研修の評価等を伝える方法を定めておくことも必要で
す。

※諮問：有識者または一定機関に意見を求めること

図 5　承認システムの例

看護部長

①運営組織に対して教育活動
に関する事項を諮問※する

③提案された内容に関して、
審議の必要性を判断する運営組織

②諮問事項に基づき、看護
部長に提案する

⑤諮問事項の結果を答申す
る

看護師長会等

④看護師長会等で審議し、
承認の可否を決定する

①
②

⑤ ④

③

伝達の系統の例
　①上部組織に伝達する場合
●運営組織で検討したことについて、看護部長および看護師長会議で報告し、承認を得る
●運営組織の活動内容について、毎月第 2・第 4水曜日に開催される会議でまとめ、月末に看護
部長に報告する

　②下部組織に伝達する場合
●運営組織で作成した教育計画や教育プログラムは、看護師長を通じて職員に伝達する
●運営組織の教育活動の評価は、教育プログラムの場で、組織の看護職員に伝達する

明確にする方法と意義

　明確になっているとは、規定などのかたちで文章化されているということです。権限と伝達の系
統を明確にすることで、実行力のある運営組織となることができます。規定において、運営組織の
位置づけや活動体制を明確にすることもまた、実行力を高めることにつながります。
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[ 名称 ]
第 1 条　　本会は、A病院看護部教育委員会という。
[目的 ]
第 2 条　　本会は、看護の専門職性を高め、看護サービスの質の向上に資することを目的

に、看護部の諮問機関として設立する。
[委員 ]
第 3 条　　 1　本会の委員は、教育の責任者 1名、教育の担当者 16 名で構成する。教育の

責任者が、委員会を代表しその任にあたる。
　　　　　 2　委員は、看護部長が任命する。
　　　　　 3　委員の任期は原則として 1年とし、半数交代とする。交代時期は 4月 1日と

する。
　　　　　 4　委員に欠員が生じた場合は、速やかに委員を任命する。その任期は、前任者

の残任期間とする。
[委員会 ]
第 4条　　 1　委員会は、委員をもって組織する。
　　　　　 2　委員会は、院内における継続教育の立案・実施・評価を行う。
　　　　　 3　委員会で審議したことは、看護部長に審議を要請した後に、看護師長会議で

検討し、承認を得る。
　　　　　 4　委員会は、原則として毎月第 1・3水曜日（10 時 ~12 時）に開催する。
[権限 ]
第 5 条　　本会で起こった問題を審議し、必要と判断された場合には、看護部に審議を要請

することができる。

図 6　運営組織の規定の例

参考文献
・中西睦子（編集）：看護サービス管理（第 3版），医学書院，2007．
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Part.1　組織と運営の基準

教育理念にもとづく運営とは

　運営組織の活動方針や目標が教育理念にもとづいているということです。医療機関を例にとる
と、病院の理念があり、それに基づき看護部の教育理念が掲げられています。そういった場合、看
護部の教育理念に基づき、運営組織としての活動方針を掲げて教育活動を行うということになりま
す。

図 7　教育理念に基づく運営組織の活動方針の例

運営組織は組織の教育理念に基づき運営される6

教育理念

一人ひとりの看護職者が組織人・専門職業人としての役割を認識し、
臨床実践能力を向上することができるよう学習の機会を提供する

活動方針 1

優れた技術を看護職間で共
有し、質の高いケアが提供
できる人材を育成する

活動方針 2

看護職個々が自ら学び成長
できるよう、基礎研修と専
門研修などで支援し、臨床
実践能力の向上を図る

活動方針 3

臨床における研究活動を支
援し、院内外への発表を推
進する
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運営組織に所属する職員の職務・業務

　明文化されているとは、職務規程などのかたちで規程化されているということです。明文化する
ことにより、各人が自分の役割を理解し、運営組織の活動が円滑になり、課題も達成されやすくな
ります。運営組織に所属する職員の職務、業務は組織によって異なりますが、以下に具体例を示し
ます。教育の責任者の職務・業務に関しては、p.17~18に記述しましたので、ここでは教育の担
当者の職務と業務に関して記述します。

運営組織に所属する職員の職務、業務及び成果責任
は明文化されている7

職務規程の例
●組織の教育理念を理解する
●組織における教育体制の構築の一端を担う
●教育の責任者を補佐し、運営組織の一員としての役割を果たす
（運営組織に所属する他の教育担当者と、互いの業務予定を確認し合いながら運営組織の円滑
な運営に努める）

●自分の所属する病棟（部署）において、教育的役割を果たす
●看護職の教育ニーズと学習ニーズおよび提供すべき看護ケアのニーズを査定し、査定したニー
ズを教育計画に反映させる

●人材育成や看護継続教育について積極的に学ぶ姿勢を持つ

業務規程の例
　①教育に関する業務
●教育計画および教育プログラムの立案・実施・評価を行う
●各看護単位で開催される勉強会の企画・運営・評価を行う
●各看護単位において、スタッフが院外研修や学会へ参加する際に援助する
●教育目標達成のために職場で取り組んでいるOJTについて情報収集し、運営組織の活動に活
用する

　②管理に関する業務
●継続教育に関する学習資源の整備を行う
●教育にかかる予算案の立案と評価を行う
●学習者の健康状態や日常生活の状況（食事や睡眠）、仕事や学習に対して抱えている問題の有無
や内容を把握し、精神的支援を行う

　③看護研究に関する業務
●研究している、もしくは研究をしようとしている看護職員を支援する
（指導・研究に関する学習資源の提示・スケジュールの調整・発表の場に関する提案）
●ケアの提供および看護教育プログラムの発展に適応できると思われる研究結果を活用する
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Part.1　組織と運営の基準

成果責任とは

　成果責任（アカウンタビリティ）とは、職務が生み出すべき成果に対する責任のことです。成果責
任が明文化されていることにより、「運営組織は何に責任を持って業務を遂行すべきか」が明らか
になり、運営組織としての行動指針にもなります。

参考文献
・松下博宣：看護経営学　看護部門改造計画のすすめ（第 4 版），日本看護協会出版会，37，2006．
・稲田美和，池田明子，村上美好，野地金子，他：看護管理シリーズ 7　継続教育（第 2 版），日本看護協

会出版会，1998．
・吉井良子：教育委員会の組織と活動，看護展望，13（2），141-145，1988．
・小市佳代子：目標管理上スタッフに成果責任を自覚させる目標管理の実践，ナースマネジャー，5（2）， 

19-25，2003．
・北原和子：成果責任の設定，目標達成のためのマネジメント，ナースデータ，24（4），41-47，2003．
・脇本晴代：看護部組織および教育体系づくりの実践プロセス : 看護管理者の役割　成果責任を明確に，

婦長主任新事情，3（59），p.34-60，1998．
・木村眞子：看護管理者の能力開発と評価：マネジメント・ラダーの構築，看護，63（4），109-114，

2011．

成果責任の例
●運営組織としての役割を果たすために、運営組織の方針や目的、目標を提示する
●運営組織としての役割を果たすために、運営組織内での指示・命令系統を明らかにする
●組織の（教育）理念、目的、目標を看護職に解りやすく伝える
●実施した教育活動を評価し、報告（フィードバック）および周知させる
●実施した教育活動に対する学習者からの評価（理解度や満足度）に関する情報を収集し、教育活

動の効果を判定する
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経験者からのアドバイス

自分たちの教育委員会では、成果責任が規定化されていま
せん。どうしたらいいのでしょうか。

成 果責任が明文化されていると組織の課題が分かりやすくなり、教育委員が自己の役割を理解
して教育活動に取り組むことができます。しかし、教育委員の多くは、通常は自部署の看護業務を
しながら教育委員会活動の役割も担っているため、教育委員であることを負担に感じてしまってい
る現状があると思います。また、教育委員会が組織化されていない施設や、教育委員会要綱が定め
られていない、運営組織内の指示・命令系統が具体的に示されていない施設もあると思います。
　教育委員会組織の成果責任や活動方針、具体的な活動内容、教育活動の評価の仕組みなどが明示
されていると組織目標達成のためには、各自が具体的にどのように取り組めば良いかが分かり、成
果を確認することができるため教育委員のやりがいに繋がりやすくなります。
　これから規定するのは、多大な労力が予想されてしまい、何から手を付ければ良いか悩んでしま
うこともあると思います。まずは、日頃の教育活動内容を行動レベルでリストアップし、実践した
ことをチェックして評価するなど、現実的に取り組めることから始めると良いです。例えば、①教
育計画に全看護職員が参加する　②研修に参加した看護師が行動に結び付けられる　③教育ニーズ
を把握し、次年度の活動に活かす　などです。その際に、自施設の組織の運営理念・目的・目標を
踏まえ、人材育成の視点で、「運営組織として何に責任をもって取り組み、どのような成果をだせ
ば良いか」を考えると、成果責任が設定しやすくなります。

　（日本看護協会教育委員会委員　郷 由里子）
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Part.1　組織と運営の基準

能力開発とは

　運営組織の職務遂行に必要な看護実践力に加え、管理・教育・研究能力を高めることです。継続
教育を主導していく運営組織に所属する看護職は、組織における継続教育の体制を整備するため
に、看護管理、看護教育方法論、コミュニケーションスキル等の学習を通して、主体的に自らの能
力開発を進めていくことが重要です。

施設内教育とは

　施設における業務の質の維持・向上、職員の学習ニーズを充足することへの支援を目的として、
個々の施設に所属している職員に対して、その施設が行う教育です。組織の教育計画の中に位置づ
けられている研修で、業務命令である場合には、原則として勤務時間内に実施されるものです。
　例えば、新人看護職員研修に関しては、「新人看護職員臨床研修における研修責任者・教育担当
者育成のための研修ガイド（日本看護協会出版会：2010）」を用いて、研修責任者や教育担当者の教
育を施設内で行うといった方法もあります。
　施設内教育の主な教育手法には、On-the-Job Training （OJT）と Off -the-Job Training （Off -
JT）があり、これらを組み合わせながら行います。

On-the-Job Training （OJT）
　現場で業務を遂行する中で知識や技術を学びとったり、上司や先輩からの助言や指導を受けたり
することが行われる学習のことです。OJT は、集合研修や施設外教育で学習したことの応用能力
向上のために行われます。職場の管理者（看護師長や主任）などにより、個々の看護職の成長やニー
ズ、さらには集合研修で学んできたことへの対応などを加味して計画・実施・評価される教育で
す。

Off -the-Job Training （Off -JT）
　現場を離れて行われる学習のことで、集合研修等がこれにあたります。主に、新しい知識・技術
の獲得や概念の整理などを目的に行われます。Off -JT においては、学習する内容が実践にどのよ
うに活用できるかを学習者に理解してもらうことが重要になります。

施設外教育とは

　施設外で行われるあらゆる教育のことです。主催者、期間（日・週・月・年単位）、受講対象者の
条件の有無、費用の有無や金額、教育内容といった条件を考慮して選択します。認定看護管理者、
専門看護師、認定看護師、看護教員養成研修等、施設外教育を通して修得可能な資格もあり、運営
組織の人材の充実を図る際には、施設外教育を活用することは有効です。

運営組織の看護職の能力開発は、施設内教育、施設
外教育を活用し行われる8



30

　施設外教育では受講費用がかかる場合が多いため、費用の全額または一部を学習者・組織どちら
の負担とするかを決める必要があります。

施設外教育の例
●日本看護協会、都道府県看護協会等の職能団体における教育
●学会が企画する教育
●教育機関における教育（大学・大学院、等）
●医療機関における教育
●企業開催のセミナー
●厚生労働省・文部科学省・地方自治体などが行う教育

施設外教育を活用することのメリット

教育する側のメリット
―教育プログラム実施の負担を軽減することができる
　―組織の体制や予算などの制約から、施設内のみでは、社会のニーズや看護職のニーズを全て満
たす教育を提供するには限界がある場合に有効である

教育を受ける側のメリット
―職場を離れて学習に集中することができる
　―自分の所属組織にはない新しい空気を吸うことが刺激となり、キャリアプランを発展させる動
機づけとなる場合もある
―他施設の教育担当者との情報交換・ネットワーク形成の機会となる
―修了証や資格の取得等の客観的評価が得られる

参考文献
・井部俊子，中西睦子（監修）：看護管理学習テキスト第 4巻　看護における人的資源活用論（第 2版），日
本看護協会出版会，2012．
・藤本幸三：病棟師長・主任教育と能力開発・評価の進め方，ナースマネジャー，8（7），6-13，2006．
・舟島なをみ（編集）：院内教育プログラムの立案・実施・評価「日本型看護職者キャリア・ディベロップ
メント支援システム」の活用，医学書院，2007．
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Part.1　組織と運営の基準

継続教育にかかる費用

施設内での教育プログラムの実施にかかる費用
　施設内教育で、講師を施設内の職員に依頼すれば、予算は不要であると考えがちです。しかし、
資料の印刷代や演習に必要な教材（モデル人形、医療材料、等）や文房具（ペン、模造紙、付箋、等）
等、様々な予算が必要になります。
　また、外部講師に依頼する場合は、講師料、講師とのやり取りにより生じる通信運搬費用、交通
費・宿泊費、昼食代、茶菓代、等、さらに予算が必要となります。

施設外教育にかかる費用
　施設外教育の一環として、職員を外部研修や学術集会に出席させる場合、学術集会・研修の参加
費、交通費・宿泊費、等の予算が必要になります。

学習資源の整備にかかる費用
　職員が自己学習するために必要な図書、教材（モデル人形や医療材料等）等を揃えるための予算が
必要になります。

その他
　教育委員会の運営費（資料の印刷、関連図書、文献複写、データ保存用USB等）も必要な予算で
す。
　これらの予算については、総務課や会計課等と連携し、院内の規定の有無を確認しておくとス
ムーズに準備を進めることができます。

予算計画を立案するプロセス

　次年度の事業計画に基づく予算計画を立案する場合、例えば前年度末より当該年度の決算の確認
を行い、それを基に次年度の予算書を作成するというプロセスになります。

予算計画に基づき、継続教育に関する公的補助金も
活用し、教育の企画 ･運営の活動に必要な予算を確
保し、その妥当性を毎年評価する

9

 当該年度決算の確認
 次年度予算計画の起案

1 月 ~ 2 月

組織へ予算計画を申請

2 月 ~ 3 月

組織が予算計画を承認

3 月 ~ 4 月以降

図 8　予算計画が組織から承認されるまでの流れの例
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　以下に継続教育にかかる予算計画の例を示します
< 例 1>
項目 予算額 積算内訳
研修経費
・賃金 アルバイト職員
・報償費 ◯◯◯,◯◯◯ 外部講師（　　　　）@ 単価×時間数
・旅費 ◯◯,◯◯◯ 外部講師（　　　　）
・需用費
　　消耗品費
　　印刷製本費
　　会議費
　　図書購入費

◯◯◯,◯◯◯
◯◯,◯◯◯

◯,◯◯◯
◯,◯◯◯
◯,◯◯◯

シリンジ、注射針、輸液、輸液ルート、アルコール綿
資料印刷代 委員会資料、教育計画冊子、研修案内

看護専門書、雑誌
・役務費
　　通信運搬費
　　雑役務費

◯◯,◯◯◯
◯,◯◯◯
◯,◯◯◯

資料郵送料

・使用料及び賃借料 シミュレーターレンタル　@ 単価×日数
　　備品購入費 プロジェクター

< 例 2>
項目 内訳 予算額 備考
研修教材費 高齢者疑似体験セット

プロジェクター
DVD
技術演習用物品
資料印刷代
消耗品

175,000
75,000
55,000
50,000
15,000
20,000

シリンジ、注射針、輸液、輸液ルート、アルコール綿

マジック、模造紙、付箋
講師経費 謝金

交通費
宿泊費
弁当代

350,000
200,000
150,000
20,000

A 研修　○○講師（2 時間）
B 研修　○○講師（3 時間）、○○講師（3 時間）
C 研修　○○講師（6 時間）

学会関連費 学会参加費
交通費
宿泊費

300,000
200,000
150,000

D 学会（東京）　5 名
E 学会（大阪）　3 名
F 学会（京都）　2 名

外部研修関連費 研修参加費
交通費
宿泊費

250,000
100,000
50,000

G 研修（東京）　2 名
H 研修（東京）　2 名
I 研修（兵庫）　2 名

図書購入費 看護専門書
雑誌
研究会誌

50,000
200,000
150,000

通信運搬費 資料郵送料
振り込み手数料

10,000
3,000 講師謝金用

運営費 データ保存用 USB
資料印刷代
文献複写代
事務用品

30,000
50,000
50,000
15,000

教育委員会資料、教育計画冊子、研修案内

コピー用紙、保管用ファイル等
その他 消耗品 20,000 講師用茶菓子等

※教育プログラムの開催場所によっては、施設使用料が発生する場合がありますので、予算書を作成する
段階で確認する必要があります

※講師謝金や食事代、交通費、宿泊費等は、組織によっては規程（費用算定基準）があるため、所属組織の
規程や会計科目等を確認することも必要です

表 1　継続教育にかかる予算計画の例



33

Part.1　組織と運営の基準

予算をどのように確保するか

　次年度の予算を計画する際は次年度の予算書を提出し、上部組織から承認されることで予算がつ
くことがほとんどです。継続教育の計画や予算が承認されるか否かは、これまでの実績・評価や現
状分析データおよび社会情勢等からその事業の意義を伝えられるかに大きく左右されます。また、
予算の根拠を明確にすることも重要です。自施設での予算獲得プロセスと提出書類を確認しておき
ましょう。
　2009 年 7 月に一部改正され 2010 年 4 月に施行された「保健師助産師看護師法及び看護師等の人
材確保の促進に関する法律」では、「病院等の開設者が、新人看護職員研修の実施や、看護職員が
研修を受ける機会の確保のため、必要な配慮を行うよう努めなければならないこと」と明記されま
した。看護職への継続教育に必要な予算を申請することは、法に準じた設置主体としての事業を行
う財源の獲得といえます。獲得した予算で院外研修を活用し診療報酬加算の対象となる人材を育成
することで診療報酬の獲得・看護ケアの質向上をもたらすことは教育による組織貢献という実績と
なり、次年度以降の予算を確保する上で有効です。
　また、公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価を取得する際には、施設内・施設
外における職員への継続教育の実施状況も評価項目の一部となっています。第三者からの評価は、
予算獲得の根拠となります。

継続教育に関する公的補助金

　継続教育に必要な経費を施設だけで負担するのではなく、公的補助金をうまく活用することで、
経費負担の軽減になります。
　公的補助金には次のようなものがあります。

新人看護職員研修事業（厚生労働省）
　2010 年度施行の「保健師助産師看護師法及び看護師などの人材確保に関する法律の一部を改正
する法律」により、新人看護職員の卒後臨床研修が努力義務化されました。これに伴い、病院等の
施設において「新人看護職員研修ガイドライン」に沿って実施される新人看護職員研修に係る経費
の一部が補助されることとなりました。
　また、各都道府県が本事業の一環として実施している多施設合同研修、教育責任者・教育担当
者・実地指導者研修を活用することも可能になりました。

妥当性の評価

　「継続教育に費やす予算が、実情に見合っているか、適切であるか」を教育の目的と照らし合わ
せて評価することです。特定の教育に費用が偏っていないか、費用を費やしただけの教育効果が出
ているかといった視点で評価を行います。上記の予算立案のフローの「当該年度決算確認」の段階
で妥当性の評価を同時に行うことで、貴重な資金の浪費を防ぐことができます。また、予算と決算
の差異を確認し、差異が大きい場合にはその要因を分析することによって、より次年度の予算計画
を正確に立てることができます。
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参考文献
・中西睦子（編集）：看護サービス管理（第 3 版），医学書院，2007．
・渋谷美香：はじめての教育委員 研修企画のキホン，日本看護協会出版会，2010．

経験者からのアドバイス

継続教育のための予算をどのように獲得して、充実した院
内教育を提供すればよいでしょうか。

継 続教育を提供する組織には、職員の生涯学習を支援することが求められています。各施設で
は、継続教育が多くの看護職員のニーズや組織のニーズを考慮して、計画・実施されることが望ま
しいですが、予算配分が少ない研修費をやり繰りする事は困難なことが多いと思います。職員が自
ら院外研修や学会に参加する場合もありますが、自施設の看護実践能力向上のためには、必要な研
修を選定して積極的に院外研修に派遣し、研修で習得した知識・技術を職場に具体的に還元させる
しくみを整える必要があります。
　まずは、研修目的・目標を達成させるためには、いつ、誰に、何を、どのように研修してもらう
必要があるのかを十分に検討することが大切です。外部講師に依頼すると、交通費・謝礼金などの
出費が発生しますので、自施設の看護職員の能力を活かして研修講師に起用することにより、受講
する職員だけでなく、講演する職員自身の成長や自信に繋げることができます。教育の責任者は、
各施設に登録されている職員のキャリアを確認したり、各部署の看護師長の意見をもとに職員の能
力を活用したりすることをお勧めします。各施設の状況により、研修講師の選任の方法が様々だと
思いますが、教育責任者や研修担当者が適任と判断した職員を推薦し、看護組織内で承認が得られ
れば十分に能力を発揮できる人材が隠れていることもあると思います。
　日本看護協会のホームページでは、認定看護師や専門看護師の登録者が公開されていますので、
近隣施設に勤務している認定看護師や専門看護師に講演を依頼することや、実習を受け入れている
基礎教育の教員を活用することも効果的です。
　当該年度の研修予算は、前年度中に起案しなくてはならないため、院内研修の評価は実施済みの
研修から適宜行い、次年度の院内教育計画立案に反映させて、講師派遣が必要な研修を吟味するこ
とが必要です。研修費用の確保は困難ですが、講師費用は個別の交渉で調整可能なこともあります
ので、少ない予算でも効果的に研修が運用できるように取り組みましょう。

　（日本看護協会教育委員会委員　郷 由里子）
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Part.1　組織と運営の基準

なぜ、記録と保管が必要なのか

　新任の運営組織のメンバーへの引き継ぎや、運営・学習資源・教育活動を評価して次年度以降の
活動に活かすために記録・保管を行います。

運営に関してどのような記録を残せばよいか

1.　運営組織の会議の記録
　　　議事録として、会議の開催年月日と時間、方向内容と検討事項、決定事項、連絡事項につい
て残しておきます（図 9）。
2.　運営組織のメンバー名簿

運営組織の運営、学習資源、教育活動は全て記録・
保管され、定期的に組織に報告される10

2013 年度　第 X 回運営会議　議事録

2013 年 X月 Y日　14 時 ~16 時
　場所：A会議室

　司会：○○、書記：○○
出席者：
欠席者：

1.　開催が終了した教育プログラムの報告
　　…。

2.　開催が終了した教育プログラムの評価・検討事項
　　…。

3.　次回予定している教育プログラムの企画書に関する検討事項
　　…。

4.　教育活動に関する検討事項
　　…。

5.　その他、連絡事項
　　特になし。

次回の運営会議開催日：2013 年 Y月 X日　14 時～16 時　A会議室

図 9　運営会議の議事録例
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学習資源に関してどのような記録を残せばよいか

学習資源とは、①教育活動に使用する設備・器材・教育機器、②図書情報サービスを指します。
①教育活動に使用する設備・器材・教育機器の詳細に関しては、p.50に記載しています。
②図書情報サービスの詳細に関しては、p.51に記載しています。

記録すべき情報
　以下のような情報を運営組織で所有する機材、図書等の学習資源として記録し、残します。
●購入年月日
●保管場所／管理部署
●購入業者名
●メンテナンスの状況

教育活動に関してどのような記録を残せばよいか

1.　教育計画書
2.　開催した教育プログラムに関する記録
①企画書
②教育プログラム開催に関する案内広告
③プログラム開催時の学習者への配布資料
④開催報告書
⑤講師・学習者からのアンケートやヒアリングに関する資料
⑥評価表やレポート、テスト
⑦受講者名簿
⑧講師に関する資料（連絡先・講師依頼の手続きに関する記録）
3.　継続教育に関する予算／決算書
4.　「研修修了証」「受講内容証明書」「認定証」等を発行している場合は、発行された者の名簿
5.　教育プログラム受講の履歴
　※教育プログラム受講の履歴については、原則、個人で保管すべきものです。しかし、組織は個
人の学習活動を支援・管理する存在という視点から、誰が、いつ、どのような研修を受講した
かという履歴を記録し残すことが望ましいです。PCなどでデータベースを作成して、それぞ
れがアクセスできるシステムを構築することが望ましいです。

記録・保管の方法

　記録媒体は紙ベース・電子データのどちらでもよいです。ただし、個人情報が含まれているた
め、保管にあたっては、紙ベースであれば鍵のかかる棚、電子データであればパスワードを設定し
てロックをかける等の配慮が必要です。また、個人名の記載された記録用紙等は本人に返却し個人
が特定されるような記録は残さない、匿名化するといった倫理面に配慮することも必要です。
　保管期間は各施設の規則に則ります。例えば、「教育委員会議事録は 3年間保存」、「個々の教育
プログラムの実施記録・評価は 1年間保存」というように決めておくのがよいでしょう。
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Part.1　組織と運営の基準

組織の持つ記録開示の基準

　前述したように、保管された記録は、新任の運営組織のメンバーや看護部長、看護師長等が次年
度以降の教育活動の参考とするために、閲覧する場合があります。倫理面への配慮を欠かさないた
めにも、自分の所属組織の基準に則って記録を閲覧・提出することが必要です。
　記録開示の基準は組織によって異なりますが、一般的には以下のような基準があります。

1.　記録開示の内容
①開示できる記録の種類
②開示できない記録の種類

2.　記録開示を求めることができる者
3.　記録開示の手続き方法
4.　記録開示の手段

管理された記録は組織のもつ記録開示の基準に準じ
て閲覧、提出が可能である11
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評価するためのシステム

　評価するためのシステムをもつとは、「運営組織内で教育活動の振り返りを行い、それを報告す
る仕組みがある」ということです。例えば、以下のような仕組みが考えられます。

運営組織はその運営、学習資源、教育活動を定期的
に評価するためのシステムをもつ12

評価システムの例
●運営組織の会議で、当該年度の教育活動を振り返る
　↓
看護部長や看護師長会で報告

●運営組織内の教育の担当者等のメンバーで、各自が担当した教育計画・プログラムに関する評
価を実施

　↓
教育の責任者に報告

　↓
看護部長や看護師長会で報告

　振り返りの時期に関しては、年度途中に中間評価を行い、年度末に総合評価を行うといった方法
があります。中間評価を行うことで、その後半年間の活動に活かすことができます。

評価方法

　それぞれの評価方法に関しては、以下の項目に記載されています。
・運営（人材と人員）の評価　p.45
・学習資源の評価　p.61
・教育活動の評価　p.89


