
Part.3では、継続教育に必要な教育活動に関して、≪運営組織

の役割≫と≪教育計画の立案・実施・評価≫の2点に分けて全20

項目の基準が記載されています。

≪運営組織の役割≫では、運営組織の教育活動における責任の

範囲・内容・評価、役割等を8項目で明示し、≪教育計画の立案・

実施・評価≫では、運営組織により作成される教育計画とその

立案に際し含まれるべき内容、実施および評価に際しての具体

的指標を12項目で明示しています。

Part.3
教育活動の基準
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〈教育活動の基準〉（「継続教育の基準ver.2」p.11）

《運営組織の役割》
1） 運営組織は、教育活動の計画・実施・評価のすべてのプロセスに責任をもつ。
2） 運営組織は、講師、学習者からの情報をもとに教育プログラムの目的、目標、対象、時期、内

容、方法、評価方法を構築する。
3） 運営組織は、学習者が学習目標を達成できるように、教室、教材、視聴覚器材、図書などの施

設・設備を整え、提供し、評価する。
4） 運営組織は、学習者が学習目標を達成できるように、適切な知識、技術、経験を有する講師を

選出し、必要な情報提供を行う。特に、基礎教育とのつながりを考慮した看護教員の活用、専
門領域において卓越した看護実践能力を有するスペシャリストの活用、チーム医療を推進する
ための多職種の活用など、様々な視点から人材を活用し、調整する。

5） 運営組織のメンバーは、自らも講師、ファシリテーター、共同学習者、ロールモデル等さまざ
まな役割を通して学習者に関わり、目標達成に貢献する。

6） 運営組織は、教育プログラムを評価し、学習者、講師、組織の責任者にフィードバックを行
う。

7） 運営組織は、学習者が健康で心理的にも安定して学習できるように配慮する。
8） 運営組織は、学習者が効果的・効率的に学習経験を積めるように、教育活動に関する調査・研

究・開発を行う。

《教育計画の立案・実施・評価》
1） 教育計画は運営組織において作成される。
2） 教育計画は組織の特徴と理念・目的・目標、看護職の特性に従って作られる。
3） 教育計画には、社会のニーズ・組織のニーズ・対象となる個々の看護職のニーズのアセスメン

トと、アセスメントから導かれた課題が反映される。
4） 教育計画の立案・実施・評価には、成人学習者の特徴と教育方法が用いられる。
5） 教育目標は、学習者がどのような知識を得て、どのような看護実践能力が身につくのかを示

し、到達可能な目標に絞る。
6） 教育プログラムの内容、方法および評価方法は教育目標と一貫性をもつ。
7） 教育内容は看護の知識体系と実践に関連するものであり、看護実践能力、組織的役割遂行能

力、自己教育・研究能力の育成に貢献するものである。
8） 教育方法は看護職の批判的思考や創造性、倫理的判断や専門職としての成長、また多職種との

協働に必要な能力が養われるよう計画される。
9） 教育プログラムに関する情報は、対象とする看護職が自ら選んで参加できるように適切な時期

に広報される。
10） 教育計画の立案・実施・評価の過程は学習者の反応、成果を含む一定の基準に従って評価さ

れ、変更される。
11） 教育活動の評価は学習者、講師、組織にフィードバックされる。
12） 教育活動の全過程は体系的に記録、保管され、次年度以降の教育活動に活用される。
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Part.3　教育活動の基準

教育活動とは

　教育目標の達成を目的とした、組織的な取り組みのことを指します。教育活動の内容は、教育計
画の立案・実施・評価、教育プログラムの立案・実施・評価、教育に関する予算計画の立案と評
価、施設・設備・教育機器等の整備、図書サービスの整備などです。

教育活動の内容
●教育計画の立案・実施・評価
●教育プログラムの立案・実施・評価
●教育に関する予算計画の立案と評価
●施設・設備・教育機器等の整備
●図書サービスの整備

運営組織は、教育活動の計画・実施・評価の
すべてのプロセスに責任をもつ1
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教育プログラムとは

　教育計画の中の一連の教育・研修のことを指します。
　前年度の 3月までに作成された教育計画をもとに、個別の教育プログラムは、開催の 2～3ヶ月
前を目安に目的・目標・対象・時期・内容・方法・評価方法等の詳細を決定する作業を行います。
　なお、病棟で行うOJTなどもここに含むとよいと思います。

教育プログラム作成におけるキーポイント
　以下の 8項目を整理して作成すると、全体の構造が把握でき、必要事項のもれも防ぐことができ
ます。

目的：何のために教育を行うのか
講師：目的を達成するための指導者の要件は何か
目標：具体的に何について教育を行うのか
対象者：誰に教育を行うのか
期間・時間：教育に適した時期や時間はいつ・どのくらいか
場所：どこで教育を行うのか（施設内／施設外）
手段：どのように教育を行うのか（講義／演習）
予算：どのくらいの費用がかかりそうか

教育プログラムの企画書
　教育計画と連動して、個々の教育プログラムを実施していくために、企画書においては、「なぜ
この教育プログラムを行う必要があるのか」「教育プログラムによって、学習者がどのように変化
することを期待できるか」などを具体的に記述することによって、自分たちの意図する教育プログ
ラムの実現の助けにもなるものです。

講師、学習者からどのように情報を収集するのか？

情報を収集するタイミング
●開催前
●開催中
●開催終了時
●開催から一定期間経過後（フォローアップ研修時など）

情報収集の方法
●アンケート
●ヒアリング

運営組織は、講師、学習者からの情報をもとに
教育プログラムの目的、目標、対象、時期、内容、
方法、評価方法を構築する

2
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Part.3　教育活動の基準

　講師や学習者に限定せず、学習者である個々の看護職と直接関わりのある看護師長や主任、教育
担当者からも情報を収集することにより、より充実した教育プログラムとすることができます。

情報をもとに構築するとは？

情報を収集してから、教育プログラムを構築するまでのプロセス

情報の収集
　　↓
得られた情報より、採り入れる方が良さそうな内容・実際に変更が可能そうな内容を査定
　　↓
教育プログラムの作成または修正

具体例
●学習者からの情報を教育プログラム構築に反映させる場合
　　　昨年度の褥瘡ケア研修に参加した学習者からの意見：

　「褥瘡を予防するためのポジショニングの方法や、褥瘡ケア時のドレッシング材の選択方
法や使用方法については細かく学ぶことができて参考になった。褥瘡を保有する患者の栄
養管理に関しても学びたかった。」

　　　→　次回の研修からは、栄養管理に関する内容を取り入れることを検討する。

教育プログラム開催までの運営組織の活動内容

　外部講師を招く際の準備に関しては、p.62～66に記載しています。

①年度始め
　組織に所属する看護職に対し、年間の教育計画を広報する

②開催前

8 週間前
教育プログラムの目的・目標の検討、企画書の作成、講師依頼
教育プログラムの概要を広報

5週間前
企画書を基に、看護部内検討、
教育プログラムに関して、学習者に詳細な案内を広報

4週間前 講師と教育プログラムの内容の詳細を打合せ

教育プログラムの目的・目標・企画書の妥当性の再検討、
必要時修正、評価基準確認

週間前

1 週間前
～当日

必要器材、物品、教育プログラムの方法の確認、担当者打合せ
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③開催当日
教育の責任者の役割
●会場準備・教材・機材準備、後片付け等の統括
●教育担当者より学習者の出欠の報告を受ける
●教育プログラムの運営に必要な連絡・調整を行う
●教育の担当者にアクシデントが発生した場合の代行者を調整する

教育の担当者の役割
●教育プログラムのオリエンテーション
―教育の担当者の自己紹介、役割を説明
―教育プログラムの目的・目標・内容などの説明
―グループワーク、ロールプレイなどの進め方の説明
―教育プログラム受講後の評価・意見・アンケート・事後課題やその提出日について説明する
●教育プログラムの運営・評価
―会場設営、教材準備、後片付け
―受講者の出席状況と態度を確認する
―講師紹介
―進行、調整を行う
―受講生の反応や受講姿勢を把握する
―終了後、評価・まとめを行い、関連部署に報告する

④開催後
●アンケートの集計
●教育プログラムの評価を運営組織の会議で報告
●看護部長および師長会で報告
●講師に御礼状等を送付

教育プログラムの事前・事後課題を課すか？

　学習者にとっては教育プログラム参加にあたっての事前準備のために、企画者側からは学習者の
理解状況を把握するために、事前課題を出すことがあります。また、学習者にとっては、教育プロ
グラムで得た知識を現場で活用するうえでの効果を高めるために、整理するために、事後課題を出
す場合があります。事前・事後課題は学習効果を高めるためにではありますが、一方で、学習者に
とっては日々の勤務の合間に課題をこなすことが負担にもなります。そのため、課題を出す場合に
は、適切な分量を考慮し、必要な課題に絞って出すことが必要です。また、どのような目的で課題
を出すのかを学習者に提示することで、課題に対し動機づけをすることも重要です。単に課題を出
されたのでは「やらなければならないのでやる」といった考えになってしまいますが、何の目的で
課題があるのかが提示されていれば、この課題を行うことによって、自分はどうすることができる
のかが学習者はわかります。
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Part.3　教育活動の基準

年　 月　 日（ 　）作成
作成者：　　　 　　　　

人工呼吸器管理（初級コース） 教育プログラム企画書

開催予定日：　　年　 月　 日（ 　）

対象者

研修の目的

研修の目標

日時 　年　月　日（　）　◯◯：◯◯～◯◯：◯◯

場所 ◯◯会議室

講師 ◯◯先生（救急部医師）／◯◯先生（集中ケア認定看護師）

内容 タイムテーブル 研修内容 研修の進め方や
ねらい等

備考

◯◯：◯◯～◯◯：◯◯ 研修準備
オリエンテーション

必要物品など

◯◯：◯◯～◯◯：◯◯ 講師紹介

◯◯：◯◯～◯◯：◯◯ 講義

◯◯：◯◯～◯◯：◯◯ 演習

◯◯：◯◯～◯◯：◯◯ まとめ

◯◯：◯◯～◯◯：◯◯ アンケートの記載

事前準備 師長会・主任会・教育員会で聴講希望者を募集・掲示板でもインフォメーション
講師との連絡
お知らせ文作成＆掲示／配布
講師への関係資料の送付
研修室用＆講師控え室用の貼り紙作成
アンケート用紙・レポート用紙の準備

当日の準備 講師病院到着時・修了後のご案内
講師対応／講義開始・終了時の挨拶
オリエンテーション
お茶準備等

研修後 アンケート集計
担当者が研修レポートにコメント
各部署コメント後のレポート回収・コピー・返却
評価・反省の話し合い
評価作成

図 10　企画書の書式例
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経験者からのアドバイス

教育プログラムを作成するうえで、どのように役割分担す
るのがいいのでしょうか。

当 院ではクリニカル・ラダー別教育計画をもとに、研修毎に担当を決めます。担当は教育委員
の看護師長と主任看護師、スタッフの組み合わせで配置し、企画・運営・評価をすべて行います。
看護師長が主任看護師、スタッフを育成する目的もあります。また、担当は PDCA サイクル

【Plan（計画）‒Do（実施）‒Check（評価）‒Act（改善）業務改善のプロセスの手法の一つ】）を回し、プ
ログラムの完成度を高めるためにも、2～3 年は連続して同じプログラムを担当するとよいでしょ
う。その間に、次の担当者を育てることができます。
　例えば、新人看護職員対象の 3 か月・8 か月・1 年目研修は 1 年を通じて新人の成長過程がわか
るように、また、クリニカル・ラダー毎の研修目的・目標・内容が連動できるように、それぞれ同
じ担当者で教育プログラムを企画・運営できるようにします。
　コミュニケーションスキル研修など、外部講師と共に、また、認定看護師や専門看護師等が講師
となる研修は講師と共に、教育担当者は教育プログラムを作成します。この場合、得意分野、強み
を考慮して担当をつける、若しくは興味のある分野に担当を付けることは、魅力的なプログラム作
成に効果的です。

（日本看護協会教育委員会委員　高橋 弘枝）
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　教材や視聴覚器材の整備に関しては、組織は主に整備に必要な資金の提供等の整備のための体制
を整え、具体的に整備を進めて評価を行うのが運営組織となります。

具体的に整備すべきもの

　p.50～p.51をご参照ください。

評価の視点

●空間・設備は利用する人数に適しているか
　（狭すぎる・少なすぎることで利用したい時に利用できない状況になっていないか）
●利用者が利用したい時間に利用できるようになっているか
●導入したにも関わらず使用されていない施設・設備はないか
●教育の目的や形態に沿った施設・設備が整えられているか

　　例）人工呼吸ケアに関する看護技術を習得する
 ―人工呼吸ケアの演習用キットは整備されているか
 ―整備されている場合、必要数は十分か
 ―演習を行う場所は確保されているか
 ―リアリティがある演習環境を整備できているか

●教育の目的や形態に沿った器材・機器が整えられているか
●教育プログラムの事前課題に指定されている書籍は必要数、整備されているか

運営組織は、学習者が学習目標を達成できるよう
に、教室、教材、視聴覚器材、図書などの施設・設
備を整え、提供し、評価する

3
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講師の選出方法

　学習目標を確認し、どのような人材が講師として適切かを検討した後、講師を選出するには「組
織内より選出」「組織外より選出」の 2通りがあります。

組織内より選出する場合
　専門看護師、認定看護師、認定看護管理者、学会認定の資格取得者をはじめ、組織内の医師、薬
剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカー等の様々な職種よりピックアップし、その中から学習目標
の達成に適した講師を選出します。

組織内より講師を選出する場合のメリット
　多くの場合、組織内の人材に講師を依頼するのであれば謝金や交通費、宿泊費が不要なため、少
ない予算でより多くの研修を計画することができます。また、講師は組織の文化に精通しているた
め、組織に合わせた内容で教授することができ、学習者にとっては学んだことをより実践に活かし
やすくなります。さらに、施設内職員の教育的能力を育成する機会にもなります。例えば、看護職
員に講師を依頼した場合、運営組織より本人へ良かった点・改善すべき点をフィードバックするこ
とで、教育的能力を育成することにつながります。

組織外より選出する場合
●教育担当者が論文・文献や書籍、学会や研修会の講演等で感銘を受けた人物
　良い人材に出会ったら直接話しかけて情報収集する。施設外教育を受けた学習者の報告書よ
り講師候補を検討する、学会等で他組織の教育担当者と評判の良い講師に関する情報交換をす
るなど、常に講師選出の情報収集のためのアンテナを張っておくことで、より適切な講師を選
出できる可能性が高くなります。
●特定分野の専門家
　特定分野で著明な現場の看護師や医師、教育機関に所属する教員といった医療分野だけでな
く、例えば接遇に関する研修であれば、マナー研修の講師に依頼するなど、学習目標の達成に
適した講師を招くことも有効です。

運営組織は、学習者が学習目標を達成できるよう
に、適切な知識、技術、経験を有する講師を選出
し、必要な情報提供を行う
特に、基礎教育とのつながりを考慮した看護教員の
活用、専門領域において卓越した看護実践能力を有
するスペシャリストの活用、チーム医療を推進する
ための多職種の活用など、様々な視点から人材を活
用し、調整する

4
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●ネットワークの活用
　知り合いの看護師や医師等より、講師を紹介してもらうというのも一つの方法です。また、
同様の研修を開催している他組織の情報を検索し、誰を講師として招いているかを情報収集す
ることも有効です。

組織外より講師を選出する場合のメリット
　組織外の人材を活用することで、新しい情報に触れることができます。
　ただし、予算化をしていないと謝金が発生する講師依頼が困難な場合もあるので、「講師と交渉
する」、「前年度より予算を確保する」といった工夫も必要になります。

※ 学習目標の達成に適した分野の看護職が組織内に所属していない場合、日本看護協会のホーム
ページで公開されている、専門看護師、認定看護師、認定看護管理者の登録者一覧より、講師の
候補を探すことも可能です。ホームページでは、情報の公開について承諾を得られた方の氏名、
所属施設が分野・地域ごとに検索可能です。

（参考）現在特定されている認定看護師・専門看護師の分野（2014年 3 月現在）
認定看護師 専門看護師

救急看護 がん看護

皮膚・排泄ケア 精神看護

集中ケア 地域看護

緩和ケア 老人看護

がん化学療法看護 小児看護

がん性疼痛看護 母性看護

訪問看護 慢性疾患看護

感染管理 急性・重症患者看護

糖尿病看護 感染症看護

不妊症看護 家族支援

新生児集中ケア 在宅看護

透析看護

手術看護

乳がん看護

摂食・嚥下障害看護

小児救急看護

認知症看護

脳卒中リハビリテーション看護

がん放射線療法看護

慢性呼吸器疾患看護

慢性心不全看護

4 6
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講師依頼の方法

ステップ 1：電話連絡
　まずは電話でコンタクトをとり、口頭で以下のことをお伝えします。

1．自己紹介（所属組織の概要も含めて）
2．講師依頼の動機
3．企画している教育プログラムの内容（目的・受講対象者の特性と人数）
4．開催日時

ステップ 2：メール連絡
　先方より承諾を得たら、メール等で詳細や講師依頼の事務手続きに関して連絡します。

図 11　講師依頼メールの例

●●病院
看護部長　○○　○○様

さきほどは突然お電話にて失礼致しました。改めまして、○○病院教育委員の○○と申します。
「急性期における子どもの心のケアと看護」の研修運営を担当しております。

このたびは、研修の講師をご承諾いただき、誠にありがとうございます。
下記がご依頼させていただきたい内容です。
研修企画書とプログラムを添付いたしましたので、
研修の詳細についてはそちらをご参照いただければ幸いでございます。

【研修概要】
研修名：急性期における子どもの心のケアと看護
開催日時：○○年○月○日（○） ○○：○○～○○：○○
会場：○○病院　第二研修室（東京都渋谷区○○　○－○○－○）
定員：○名
謝金：○○○円／時間、別途交通費・宿泊費

また、講師依頼文書を発送させていただくにあたり、
下記の点について教えていただければ幸いでございます。

1．ご所属は以下の表記でよろしいでしょうか。
　　○○大学医学部保健学科小児看護学講座／教授
2．公文書等の事務手続きについて、以下の 3点について教えていただけないでしょうか。
　　1）ご本人宛の文書送付先
　　2）ご本人様以外に公文書が必要な方のお名前、ご所属、ご職位
　　3）2の方宛の公文書の送付方法（○○先生宛の公文書に同封／別送）

以上、お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
―――
A病院看護部　教育担当：○○　○○、○○　○○
〒 000-0000　東京都○○区○○ 0-0-0
電話：00-0000-0000　FAX：00-0000-0000
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　このステップをふむことは、電話連絡の内容を改めて文書で残る形式で伝えることにより、情報
の行き違いを防止するという目的もあります。

講師を招く際の準備

　チェックリスト形式で、研修開催前から開催後までの準備事項等を作成しておくと、業務に漏れ
がなく、スムーズに進行します。また、こうすることで担当者の割り振りができ、業務量を調整す
ることもできます。

講師を招く際に準備すること

1．当日まで
項目 備考 担当

謝金・交通費の有無 ・必要な場合は、起案書を作成し○○課に提出

事前打合せ ・打合せ方法に関して、講師の希望を確認する（直接・メール・郵送）
・講師紹介をする場合、略歴を確認する
・講師の希望があれば、参考資料を事前にお渡しする
　―組織の紹介パンフレット（看護部案内など）
　―受講生のリスト（経験年数、配置病棟）
　―年間教育計画
・教育プログラム開催時に学習者に配布する資料の確認
　（事前に送っていただき、運営組織側で印刷する）

機材の確認 ・こちらで準備している機種、OS、アプリケーションソフトを連絡
・講師が持参する場合は、機種、アプリケーションソフトを確認

当日の連絡先の確認 ・講師／研修開催者それぞれの、当日の連絡先を確認

交通手段の連絡と確認 ・空港や駅から会場までの交通手段と所要時間
・最寄り駅の時刻表と、最寄り駅から会場までの地図を送付

食事・飲み物の準備 ・関連部署に確認しておく

控え室使用の有無確認 ・使用する場合は、○○課に予約

2．当日
項目 備考 担当

講師との研修内容の最
終確認

・講義資料の確認
・パワーポイントを使用する場合は、問題なく映写できるかを確認

謝金の手続き ・当日手渡しか、振り込みか…等、必要書類などを記載する

会場案内 ・会場の場所、マイクやDVD等の機材を講師と確認

会場準備 ・空調、荷物置場、上着等の保管場所

その他の準備 ・食事・飲み物の準備
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3．後日
項目 備考 担当
御礼状等の送付 ・1 週間以内に御礼状を送付

・ 講師が希望した場合は、学習者からのアンケートの集計結果を後日
改めて添付

・謝金等の確認
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　運営組織のメンバーは、教育プログラム開催時の進行役といった運営面を担うのみでなく、様々
な役割を通して教育に携わり、学習者間の相互作用を観察したり、学習の効果を判定したりするこ
とも重要です。

自らも講師になるとは？

　教育の担当者自身が、自分の専門領域に関する講義・演習等を行う機会があります。

ファシリテーターとは？

どのような場でなるのか
　グループワークやディスカッション

どのような役割を果たすのか
　中立な立場を保持しながら、グループのチームワークを引き出し、チームの成果が最大になるよ
うに支援しながら話し合いを進行する役割を担う人のことです。話し合いを進行させる能力の他
に、問題点を整理して問題の本質がどこにあるかを見出したり、議論を深めたり、参加者の意見を
引き出したりする能力が求められます。

どのような目的で必要か
　グループワークやディスカッションでの多様な考えをまとめつつ、対立から合意形成に導くため
に必要となります。

共同学習者とは

どのような場でなるのか
　グループワークのような場面、グループで問題解決にあたる時、運営組織のメンバー自らが共同
学習者として関わることは効果的とされています。

どのような役割を果たすのか
　運営組織のメンバーが共同学習者として学習者に接する時は、完全にグループの一員となり、他
のメンバーと同じ責任と権利をもってグループに参加します。そして、学習者と同様の責任ある立
場で、学習の目標や目的を互いに話し合い、教材や情報は学習グループのメンバー全員と共に見つ
け出します。また、問題解決に向けての討論をする場合には、他の学習者と同様に意見を出し合

運営組織のメンバーは、自らも講師、ファシリテー
ター、共同学習者、ロールモデル等さまざまな役割
を通して学習者に関わり、目標達成に貢献する

5
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い、問題解決に取り組みます。提示された課題に対して学習者と共に調べ、課題を達成させます。

どのような目的で必要か
　運営組織のメンバー自らが共同学習者となることで、学習者の価値観や経験を知ることができま
す。さらに、メンバー全員の参加、成長、発達を支援することができます。

ロールモデルとは

どのような場でなるのか
　知識・技術・態度・価値観の習得や形成に関するあらゆる学習場面でなりえます。

どのような役割を果たすのか
　具体的な行動技術や行動事例を模倣・学習する対象となります。

どのような目的で必要か
　ロールモデルがあることにより、学習はずっと効果的に行われるようになります。例えば、看護
技術の習得において、体位変換をしている場面を見ずに体位変換に関する技術を習得するよりも、
ロールモデルとなる者が実践例を示す方が、ずっと学習しやすくなります。その他にも、コミュニ
ケーション能力、グループ内での振る舞いなど「実態のつかみづらいもの」に関しては、ロールモ
デルは特に重要な存在となります。

参考文献
・パトリシア・A・クラントン（著）／入江直子，豊田千代子，三輪健二（訳）：おとなの学びを拓く―自己
決定と意識変容をめざして，鳳書房，2002.
・フラン・リース（著）／黒田由貴子，P.Y. インターナショナル（訳）：ファシリテーター型リーダーの時
代，プレジデント社，2002.
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Part.3　教育活動の基準

評価の必要性

　教育は、患者ケアの向上や業務改善等につながることを意図して行われます。学習ニードの把
握・目標設定・教育方法などが適切であったかを振り返り、そして次の教育プログラムの作成に
フィードバックさせることが重要です。つまり、効果的な教育プログラムを展開するためにも評価
を行い、修正を加えながら現場での看護の質向上につながる教育プログラムの作成につなげていく
必要があります。

評価の対象

1．教育プログラム自体の評価
　教育プログラムの企画、実施、結果に至る過程について効果や改善事項を明らかにし、評価結果
を次期教育プログラムの企画に反映させ、教育プログラムの充実につなげることを目的に行います。
　教育プログラム実施後、学習者からのアンケートやヒアリング、教育の担当者自身の振り返りを
記録するといった方法で評価を行います。

評価の種類
•学習者による評価（目的の達成感・満足度など）
•教育プログラム企画者自身の評価（振り返り）
•病棟（部署）の看護師長や主任による評価
　　→新人看護職員であれば、実地指導者等による評価も含む

評価項目
①構成の評価
●講師
―その教育プログラムでの課題を受講者に対して明確に提示できていたか
―学習者に理解できる言語で説明できていたか
―学習者の反応を理解し受け止められていたか
―聞きやすい話し方であったか
―学習した内容を整理し明確に説明していたか
―学習目標に到達するための柔軟な対応ができていたか
●学習者
　学習者自身が講義に対して責任ある行動をとれていたかを評価します
―学習内容の理解度について積極的に自己査定していき、必要時講師を活用する。理解し難い
内容については、自分で調べたり積極的に講師に質問したりする
―与えられた課題について、積極的に取り組む姿勢

運営組織は、教育プログラムを評価し、学習者、
講師、組織の責任者にフィードバックを行う6
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●教材
―演習で使用する物品は最新のものか
―学習目標に対して適切なものを選択できていたか
●環境
―スクリーン等が受講生全員から見やすい工夫がされていたか
―トラブルに対応できる人材を確保できていたか（コンピュータや器具等を使用する場合の故
障・不具合発生を想定して）
―グループワークなどの場合、机や椅子は使用しやすいものを準備できていたか
―学習者が講師に質問しやすい雰囲気を作り出せていたか（受講生の人数／質問時間の確保）
―開催場所は適切であったか（演習などの場合、演習に適した環境は準備できていたか等）
―会場の冷暖房等空調、音響、照明、机の配置

②学習者の目的・目標の達成に関する評価
●事後テスト（知識や技術の習得を問う客観式のテスト）
●個人目標や実践能力を評価するチェックリストを用いた自己評価

③プロセスの評価
　プロセスとは、教育プログラムの進め方や展開方法のことです。
●時間配分は適切であったか（講義や演習が混ざる場合）
●講義や演習の順番は適切であったか

④デザインの評価
●教育プログラムの目標は適切であったか（学習者の実態に配慮できていたか）
●学習形態は適切であったか（講義・グループワークなど）
●教育プログラムの開催時期や時間は適切であったか

2．学習者の評価
　教育プログラムの目的・目標に対する学習者の達成度を明らかにすることを目的に行います。教
育プログラムの実施による個人の成長は、看護実践能力評価表や、個人目標管理シート、テスト、
アンケート、レポートなどを活用して評価できます。また、学習者に報告書を提出させることによ
り、教育プログラムの受講により学んだことや今後の自己の課題などを詳細に把握でき、評価に活
用することができます。

評価の種類
事前評価
―教育プログラムのテーマに関する研修生の既習状況、自己課題などを確認するために行い、
研修生に対する研修の動機付けとなる
―研修生のレディネスに応じてより良い教育プログラムを実施するために、事前評価を企画に

―評価方法の一つとして、必要時、教育プログラム前課題やプレテストを実施する
　反映させる

―客観的に評価するため、評定結果表などを数値化した基準を用いる
事後評価
―教育プログラムの内容について研修生がその程度学習し、理解（習得）できたのかを確認する
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―できる限り客観的に評価するため、評定結果表などを用いる
―フォローアップ研修を開催する
―OJTで確認する
総括的評価
―全研修生の目標に対する到達度を総括的に捉える
―総括的評価は事後的評価の結果を参考にする

評価項目
講師は適切であったか
内容はわかりやすかったか
興味を持てる内容だったか
教授方法は適切であったか
プログラムの時間・時間配分は適切だったか
プログラムの内容（量）は適切だったか

フィードバックの方法

　フィードバックとは、個人、あるいは教育プログラムの実施状況に関する情報を、その学習者、
指導者、教育プログラムを管理する者、その他関連する者に提供することです。

フィードバックすることの意義
学習者へフィードバックした場合
　自分の成長や不足点を知ることにより、その後の学習におけるモチベーションを向上させた
り、自己の課題を認識したりすることができます。
講師へフィードバックした場合
　講師自身が、今後の教育にあたっての改善点等を認識することができます。ただし講師への
フィードバックに関しては、希望しない場合もあるので必要性を講師に確認してから行います。
希望した場合には、アンケート結果をまとめたもの、教育プログラム開催後に、学習者にどのよ
うな変化や効果が見られたのかを報告します。
病棟師長や主任にフィードバックした場合
　フィードバック内容を受けて病棟における教育内容・方法の再検討につなげることができま
す。

フィードバックの方法
間接的なフィードバック
　教育プログラムの評価結果を次年度の教育計画や教育プログラム作成に活かします。
直接的なフィードバック
―教育プログラムの担当者がまとめた評価を運営組織内で議論し、看護部長および師長会議等
で報告する。その後、師長が病棟で報告することで教育プログラムを受講したスタッフの耳
に入る

　ために行う
―方法として教育プログラム後課題や、プレテスト・ポストテストを用いる
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参考文献

―OJTを通して、実地指導者や教育担当により学習者にフィードバックする。
年の実施報告をまとめ、各部署へ配布する。
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どのような配慮をすればよいか？

　配慮をするとはつまり、学習しやすい環境をつくるということです。例えば医療機関で教育プロ
グラムを開催する際に、勤務時間内に行われることがあります。教育プログラムの受講中は受け持
ち患者のケアを病棟の他スタッフに依頼する場合など、プログラム開始時間までに患者の引き継ぎ
とを終えるこができるか等で心理的に落ち着くことができない可能性もあります。
　教育プログラムの受講日は、スタッフの配置数を増員して学習者の受け持ち患者数を減らす、患
者は受け持たせず補助業務とするといった配慮を学習者の所属病棟に依頼するなど、細かな支援も
必要です。
　その他、以下のようなことに配慮することも重要です。
勤務が過密になっている時に教育プログラムを開催していないか
教育プログラムの実施時間帯／実施時間は適切か（疲労している時間帯に長時間の教育プログ
ラムを開催していないか）
休日ばかりに教育プログラムを開催していないか
教育プログラム実施時の空調、騒音、照明等はどうか
プログラムにおいて、適度な休息（休憩時間）を設けているか
一度の教育プログラムにおいて、多くの学習内容を組み込みすぎていないか
教育プログラムにおける学習者数は適切か
学習者が緊張する雰囲気を作りだしていないか
ホワイトボードやスクリーンが学習者全員から見える位置にあるか／学習者の人数や施設の大
きさに適したサイズか
リラックスして学習できる雰囲気をつくれているか
年間の教育計画は、個々の看護職に適切か

　　―看護実践力に応じた計画となっているか
　　―教育計画が過密になっていないか
看護職の自己学習室を設置している場合は、学習室の環境は良いか（空調・騒音・照明）
勤務時間内か、超過勤務手当が支払われているのか

運営組織は、学習者が健康で心理的にも安定して
学習できるように配慮する7
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教育活動に関する調査・研究・開発とは？

　運営組織として研究活動を行うことは、新しい教育プログラムを生み出し、運営組織のメンバー
の研究能力の育成にも役立ちます。つまり、研究活動がメンバーの教育ともなります。
　具体的には、以下のような活動をさします。

調査
●組織における教育の実態を調査する
―看護職員へのアンケート（調査票の配布→分析→改善）
●組織外での教育の実態を調査する
―継続教育に関する最新の動向を探る

研究
●教育方法に関する最新の知見に関する文献レビューを行う
―効果的な教育方法に関する最新の文献、書籍

開発
●新しい教育計画・プログラムの開発
●前年度の教育計画・プログラムを評価して修正する
●新しい教材の作成

参考文献
・吉井良子：教育委員会の組織と活動，看護展望，13（2），141-145，1988.

運営組織は、学習者が効果的・効率的に学習経験を
積めるように、教育活動に関する調査・研究・開発
を行う

8
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Part.3　教育活動の基準

教育計画とは

教育計画とは何か
　どの時期に、誰を対象に、どのような教育プログラムを実施するかといった内容を記載したもの
で、通常は年度単位で作成されます。看護職のクリニカル・ラダー別に作成するものや、全看護職
共通に作成するものがあります。また、それとは別に、看護単位ごとに作成する場合もあります。

なぜ作成する必要があるのか？
　計画を立てるとはつまり、教育活動の地図を作るようなものです。計画を立ててみると、教育が
特定の対象に傾いていないか（新人対象のものが多く、ジェネラリストや管理者向けのものが少な
いなど）、特定の時期に偏っていないか（例：6～9 月が多く、10 月以降は少ない傾向）、特定の内容
に偏っていないか（技術演習ばかりで、医療安全や看護倫理に関する教育プログラムが組み込まれ
ていない）などを確認することができます。教育を効率的・効果的に、そして確実に実施するため
に、教育計画の立案は必要不可欠です。

どのように作成するのか？

　教育計画の立案にあたっては、p.56～p.58に記載した教育プログラムの立案時と同様の視点で
行うと、必要事項のもれも防ぐことができます。

教育計画作成のプロセス
1） 前年度の教育計画の振り返り（1 月頃）　（p.90参照）
2） 組織の特徴と理念・目的・目標、対象とする看護職の特性の再確認（1 月頃）（p.77参照）
3） 社会・組織・個々の看護職のニーズの把握とアセスメント（1～2 月頃）（p.79～p.80参照）
4） 教育目的・目標の設定（1～2 月頃）（p.82参照）
5） 教育内容・教育方法の決定（p.47～p.50参照）

　　この段階では大まかな案を決定すればよい。
6） 教育計画全体の構造化（各教育プログラムの日程および担当者の決定）（1～2 月頃）
7） 講師・開催場所の決定と予約（1～2 月頃）
8） 予算化（1～2 月頃）（p.31～p.34参照）

　教育計画作成の段階では、年間の教育の全体像を出すところまで行い、教育計画に含まれる個々
の教育プログラムの詳細な内容に関しては、別に計画を立案します。

教育計画は運営組織において作成される1
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参考文献
・山西文子（監修）：看護実践能力育成のための看護現任教育プログラム（第 1版），メヂカルフレンド社，
2007.
・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.
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Part.3　教育活動の基準

組織の特徴とは

　例えば、医療機関・施設の場合、大学病院、地域中核病院、介護老人保健施設、特別養護老人
ホーム、専門病院と様々な組織があります。その設立の経緯や、社会から期待されている役割や目
指す方向も様々です。例えば、ある組織では「地域に密着した医療を提供する」ことが役割であ
る、ということです。「理念・目的・目標」には、組織の価値観や目指す方向性が示されており、
それを実現するためにはどのような教育を行えばよいかを教育計画に反映させることが重要です。
そのために、組織の設置目的は何か？などを確認しながら、組織においてどのような人材が必要な
のかを考慮して教育計画を作成することが必要になります。
　その他にも、施設の規模や設置主体、職員構成（新卒が多い、中途採用者が多い、等）、患者構成
も組織の特徴といえます。

看護職の特性とは

●新人
●ジェネラリスト
●スペシャリスト
●管理者
●教育者・研究者
　それぞれの立場によって、求める学習内容が異なります。また、子育てしながら仕事をしてい
る看護職の割合、職能構成なども考慮して教育計画を立案することが重要です。また、看護職の
大半は女性であり、ライフイベントの影響を受けやすいことも考慮する必要があります。

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 2 巻　看護組織論（第 2 版），日本看護協会出版

会，2011.

教育計画は組織の特徴と理念・目的・目標、
看護職の特性に従って作られる2
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経験者からのアドバイス

様々な立場の看護職がいる中で、ワーク・ライフ・バラン
スを保ちながら看護職が継続教育を受けられるために、ど
のような取り組みが必要なのでしょうか？

当 院では、ワーク・ライフ・バランスに関する取り組みのひとつとして、短時間正職員制度を
導入しています。通常の勤務者より勤務時間が短いために、研修が一日単位であると参加が困難に
なる場合が多いです。また勤務終了後の研修には、ほとんど参加できない状況です。
　そこで今までの方法では参加が困難な職員向けに、対策を考えました。基本的な方向性は 3つで
す。
・研修時間を短くし、回数を増やすことで参加可能者を増やす
・研修ビデオの貸し出し
・自宅でも視聴可能な e‒ラーニングの導入
　以下に掲載した表は当院での対策を考えたときの現状と解決策です。
 （日本看護協会教育委員会委員　佐藤久美子）

研修
部署勉強会

スキルアップ 中堅職

現状 場所 院内 院内 部署

所要時間 ・終日、半日など様々 ・4時間程度 ・1時間程度

時間帯 ・9：00～12：00
・9：00～16：30 など

・ 午前、午後などに分
かれて実施

・月 1回程度
・業務終了後

内容等 ・座学、技術演習など ・ リーダーシップ論、
人間関係論など

・各部署の専門に沿った内容

短時間勤
務者の参
加につい
て

・ 10：00 から就業す
る短時間勤務者は参
加しにくい

・ 中堅向けの講座は、
受講希望者が多く、
勤務時間内での調整
が困難

・ 短時間勤務者にも該
当する

・ 午前、午後に分かれ
ている点では、短時
間勤務者も受講しや
すいものが多い

・ 任意だが看護師の参加意欲は高い
 （ 開催時間帯に勤務している夜勤者
以外はほぼ参加。子供を預けて参
加している職員もいる）

・ 欠席者へは資料配布を行っている

改善案 ・ 研修時間を 2時間程
度に変更

・録画ビデオ貸し出し
・e‒ラーニング等

・研修時間を短く
・回数を増やす
・e‒ラーニング等

・ 早めの案内や終了時間の明示で短
時間勤務者も調整可能にしておく

・配布資料は必ず渡す
・保育室への依頼

　日本看護協会では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、具体的に行
動していくためのガイドブックを作成しています。日本看護協会の公式ホーム
ページにて無料でダウンロード可能ですので、ワーク・ライフ・バランスに取
り組もうと考えている組織の方々は、ぜひお役立て下さい。
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Part.3　教育活動の基準

社会のニーズとは

　社会が看護に対して求めていることです。その把握には、「医療を取り巻く社会情勢」や「人々
の医療に関する意識の変化」といったトピックに関して日本看護協会の公式ホームページ、協会
ニュース等も活用して情報収集するという手段があります。情報収集によって、具体的なニーズが
直接把握できる場合もありますし、得られた情報を基に「社会はこのようなことを看護に求めてい
るのではないか？」といった視点から間接的にニーズを導き出すこともできます。

＜ニーズの具体例＞

【医療を取り巻く社会情勢】
在宅医療の推進 【社会のニーズ】

在宅看護の拡充に向けて、地域との連携が
できる看護職の増員

【人々の医療に関する意識の変化】
高度な医療を必要とする状態
であっても、自宅で過ごしたい

組織のニーズとは

　主には組織の理念に沿った人材を育成することです。例えば、「安全・安心な医療の提供」が組
織の理念の 1つであった場合、安全対策委員会・感染対策委員会など他部署の情報を基に、組織内
で起きている問題を把握することも有効です。

＜ニーズの具体例＞

【組織の理念】
「安全・安心な医療」の提供
→リスクマネジメントが重要 【組織のニーズ】

患者誤認防止に関する教育の充実【組織内における問題点】
近年、組織内で患者誤認に関するヒヤリ
ハットの報告件数が増加している

　組織に所属する他職種の看護職に対するニーズも、広義には組織のニーズと捉えることができま
す。例えば、薬剤師より「看護師はもっと薬剤の保管方法に関する知識を高めてほしい」など。さ
らに、患者からのアンケートをとっている場合、その中から教育のニーズを把握することができる
場合もあります。「退院時の調整について、看護師からの支援や指導をもっと受けたい」などがあ
ります。

教育計画には、社会のニーズ・組織のニーズ・対象
となる個々の看護職のニーズのアセスメントと、
アセスメントから導かれた課題が反映される

3
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看護職のニーズとは
　看護職が何について学習したいと考えているか、看護職が必要とする学習は何かということで
す。ニーズの把握方法としては、以下のようなものがあります。

直接的に把握する方法
　アンケートやヒアリングのような方法を用いて、学習者が自己の学習ニーズを明らかにすること
を援助することも運営組織の重要な役割です。
　アンケートの方法としては全て自由記載でも良いですし、予め教育が必要と思われる項目をリ
ストアップして提示し、その中で何を学習したいかを問う方式でも良いです。ヒアリングを行うこ
とで、より具体的に学習ニーズを明らかにすることが可能になります。

間接的に把握する方法
　看護職の看護実践力と期待される能力とが一致しているか否かを把握します。具体的には、以下
のような内容について多面的に把握します。

●知識：自分の役割や仕事の内容をどの程度知っているか
●技術：実際にどの程度できるか
●意欲：自分の仕事についてどのような考え方をしているか

　次に、管理的な側面から改善の余地がないか、例えば、以下のような内容等について検討します。
●職務内容が明確に示されているかどうか
●仕事に十分意欲がもてるような職場の雰囲気であるかどうか
●人間関係に問題はないか

　そして、教育的な働きかけの必要がありそうな部分はどこかを明らかにします。その他、各病棟
（部署）の教育担当者が、日々の業務で学習者と接する中で、ニーズを拾うという方法もあります。

ニーズの具体例
●ワーク・ライフ・バランスに関すること
●効率的に業務をこなす方法
●医療現場における接遇
●最新のエビデンスに基づく看護技術

ニーズの把握から教育計画への反映の過程
　把握したニーズは、全て教育計画に反映する必要はありません。業務改善レベルで可能な内容
と、教育すべき内容を線引きした上で、教育すべき内容を教育計画に反映させます。その際には、

「今何が必要で、今すぐに取り組むべきことは何か」を判断し、優先順位をつけて教育計画に反映
させていくことで、教育計画の立案もスムーズになります。

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，

37，1998.
・中山マキ子 : 施設内教育と施設外教育の連携を図る継続教育への取り組み，医療経営最前線看護部マネ

ジメント編，8（168），4-12，2003.
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Part.3　教育活動の基準

成人学習者の特徴とは

　大人である成人学習者は、ただ知識を増やす学習よりも、「自分の役割を果たすために必要であ
る」という動機が学習のレディネス（学習に対する準備が整っている状態）を高めます。つまり知識
と看護実践との関連性や、実務での目的にそった学習に意欲を示すことがいえます。このように考
えると成人の学習は、問題解決や自己実現につながる学習計画を立てなければ、対象者のニーズを
満たすものになりにくいことが言えます。以上のことから、成人学習者は目的を達成するために学
習する存在であると言えます。

成人学習者の教育方法とは

　成人学習の原理に関して、以下のようなことが言われています（M.S.Knowles，1980）。
•成人は自立した学習者である
•成人の経験は、学習のための資源である
•成人の学習の準備性は、仕事や社会における変化など人生における発達段階に応じて生じる
•成人の学びは、課題や問題に基づいて導かれる

　これらの原理からわかるように、成人学習者の教育にあたっては、参加者の主体的な学びを支援
することを視野に入れ、以下のように教育方法や内容を検討し、教育計画を立案します。
 1．交代制勤務であることを考え、同一内容の研修を曜日や時間を変えて複数回開催する。もしく

は、勤務扱いの研修日を確保し集中的に学習できる環境を整える
 2．知識を実践に適用する力を育てるために、講義での知識学習だけでなく、事例検討やロールプ

レイなど参加型学習の方法などを活用する
 3．各研修の学習目標に沿って、個々が自分の学習目標を自分で設定するよう方向づける
 4．なぜその研修や知識が必要であるか、どのように実践に活きるのかなど、研修企画の背景や目

的を丁寧に説明し、研修参加への動機づけをはかる
 5．個々の経験や実践での知識を尊重し、他参加者と共有できる場をつくる

参考文献
・パトリシア・A・クランクトン（著）／入江直子，豊田千代子，三輪健二（訳）：おとなの学びを拓く―自

己決定と意識変容をめざして，鳳書房，2002.
・中原淳（編著）：企業内人材育成入門，ダイヤモンド社，2006.

教育計画の立案・実施・評価には、成人学習者の
特徴と教育方法が用いられる4
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到達可能な目標の設定方法

　ここでの教育目標は、教育計画内における年度の終了時（1年間）の長期目標のことです。
　目標設定においては、以下のようなことを考慮します。
　前提は、何のためにこの教育計画を実施するのか？を常に念頭に置くことです。
　そして、教育計画を通して、組織の看護職にどのような力をつけてもらいたいか？を考えて目標
を設定します。

目標設定のプロセスにおけるキーポイント
●目標達成の妨げとなるものは何か
●人的・時間的・物的資源の活用はどこまで可能か（制約の程度）
●組織の規模・機能の特徴は何か
●組織の理念は何か
●組織の目指す看護職員像は何か
●看護職の構成はどのようになっているか
●教育にかけられる予算はどの程度か
　など、現実の制約条件も含めた視点で、達成可能な目標を設定します。

教育計画における教育目標の例
　目標は評価指標ともなりますので、具体的な表現とすることも重要です。
●看護実践に必要な基本的看護技術・知識を身につけ、実践できる
●チームワークの概念を理解し、チームの一員としての役割行動がとれる
●看護研究の基礎的知識を身につけ、研究を実践できる

　教育目標は設定するだけでなく、学習者に伝え、理解してもらうことが必要です。それにより、
学習者は具体的に何を学ぶべきなのかがわかるようになります。そして、目標に到達するために、
どのような教材を使用するのか、どのような学習環境が準備されているのか、どのような手段が利
用可能かも十分に伝えることが重要です。そうすることで、学習者の興味・関心を引き出すことが
でき、より効果的に学習することができるようになります。

参考文献
・厚生労働省：新人看護職員研修ガイドライン，2013/3/14，http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/
dl/s1225-24a.pdf

教育目標は、学習者がどのような知識を得て、
どのような看護実践能力が身につくのかを示し、
到達可能な目標に絞る

5
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Part.3　教育活動の基準

　教育目標を達成するためには、教育プログラムをどのような内容にし、どのような方法で開催
し、どのように評価するか、というプロセスで教育プログラムを作成するので、これらは当然一貫
性をもっていることが必要です。

評価の視点

　主に、目標は目的と一貫性をもつ適切なものであったかを振り返ります。
　―研修方法は適切であったか
　―時間配分は適切であったか
　―講師は教育目的・目標の達成に適切であったか
　―受講者の反応はどうであったか（受講中の様子・受講後のアンケート）
　― 研修環境は十分であったか（部屋の広さ、明るさ、スライドやホワイトボードの見やすさ、講

師の声の届き方、騒音の有無）
　―教材は適切であったか
　―職場（部署）の協力体制は適切であったか
　―職場（部署）における動機づけは適切であったか

教育プログラムの内容、方法および評価方法は
教育目標と一貫性をもつ6

評価項目 評価 内容 改善策
時期
開始時刻
時間数
場所
目標設定
研修内容
研修方法
講師
資料
参加者の選定
参加者の姿勢
経費
研修の成果
評価方法
その他

図 12　評価表の項目
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看護実践能力
　基本的看護技術提供から特殊・専門的・高度な看護実践能力1）を指します。

具体的内容の例
●看護判断に必要な情報を収集できる能力
●情報を統合し優先順位を決定できる能力
●個別性および予測される問題を含めた看護計画立案能力
●看護計画に基づいた安全・安楽な看護ケアの提供能力
●実践した看護の評価に基づき計画の見直しを行う能力

組織的役割遂行能力
　看護チームなどの最小組織から看護部、医療施設、地域、国内での看護職能団体の中での役割遂
行能力1）のことを指します。

具体的内容の例
●使用物品のコストを把握し、経済面を考慮して物品を使用する
●組織内での役割を理解し、チームメンバーとしての役割を果たす
●組織の理念・目的・目標を理解し、それを実現するための行動をとる
●組織内の他職種との連携を図りながら看護を実践する

自己教育・研究能力
　技術専門職としての自己の技能を高め、さらに看護への科学的追求を行う能力1）のことを指します。

具体的内容の例
●自己の課題を明確にし、自ら学習できる能力
●自己の専門性を高めるため、様々な学習資源を活用して知識・技術を習得しようとする能力
●日々の看護実践の中から課題を見出し、研究につなぐことができる能力
●看護研究を実践する能力

引用文献
1） 山﨑美惠子，藤本幸三，平井さよ子，他：平成 14 年度看護政策立案のための基盤整備推進事業報告
書「ジェネラリストのためのクリニカル・ラダー開発」，2004.
参考文献
・山西文子（監修）：看護実践能力育成のための看護現任教育プログラム（第 1 版），メヂカルフレンド社，

2007.

教育内容は看護の知識体系と実践に関連するもので
あり、看護実践能力、組織的役割遂行能力、自己教
育・研究能力の育成に貢献するものである

7
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Part.3　教育活動の基準

教育方法の例

　p.47～49 に記載されています。

教育方法は看護職の批判的思考や創造性、倫理的判
断や専門職としての成長、また多職種との協働に必
要な能力が養われるよう計画される

8
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教育プログラムに関する情報には何があるか

　年間の教育プログラム全体に関する情報と各教育プログラムに関する情報とがあります。

年間の教育プログラム全体に関する情報
主な広報内容

　　―全プログラム名
　　―開催日時
　　―対象者
適切な広報時期の選択
―新人看護職員・・・入職時のオリエンテーション

教育プログラム広報例
―年間の教育プログラム一覧を冊子にして病棟単位や個人単位で配布する

各教育プログラムに関する情報
●主な広報内容
―プログラム名
―プログラムの目的・目標
―プログラムの内容（タイムテーブル）
―講師名
―開催日時
―場所
―費用
―対象者
―参加方法、問い合わせ先　等
●適切な広報時期の選択
―プログラム開催日より広報が早すぎると開催までに忘れられてしまったり、逆に遅すぎると
勤務との調整が困難で参加者が少なくなってしまったり、といったことが懸念されます。全
員参加／自由参加／事前課題の有無によって、適切な時期は若干異なりますが、目安として
は、開催 1ヵ月前が適切な時期といえます。

教育プログラムに関する情報は、対象とする看護職
が自ら選んで参加できるように適切な時期に広報さ
れる

9
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Part.3　教育活動の基準

人工呼吸器管理（初級コース）開催のお知らせ

目的：

目標：1）
　　　2）

日時：　　年　月　日（　）　◯◯：◯◯～◯◯：◯◯

会場：

対象：

プログラム：

時間 内容 担当

オリエンテーション ◯◯

講師紹介 ◯◯

講義 講師：◯◯先生

休憩

講義 講師：◯◯先生

演習

まとめ
アンケート記載

教育担当

事前課題：①院内の◯◯◯マニュアルを読むこと
　　　　　②

参加方法：
その他：

教育担当連絡先：◯◯（内線番号）

図 13　教育プログラムの広報例
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広報の方法：媒体の種類とその選択方法

　広報媒体には以下に例示したような種類があります。それぞれのメリット・デメリットや、広報
の対象者となる看護職の特徴等を考慮して選択します。

広報媒体の種類とその選択方法
具体的な方法例 メリット デメリット

ポスター 職員通路やエレベーター内、
病棟の看護師控え室に掲示

対象を限定せず、不特定多
数の人に情報が伝わる

閲覧されない場合がある

電子メール グループメールなどを利用
し、プログラムの対象となる
看護職に送信する

ほぼ確実に、対象者に情報
が届く

メール確認をしないと閲覧
されない場合がある

郵送 教育プログラムの案内広告
を、個人宛に送付する

ほぼ確実に、対象者に情報
が届く

個人情報の管理に留意が必
要である

口頭での伝達 病棟でのスタッフミーティン
グの際に、看護師長が伝達す
る

参加者間での反応の共有も
できる

確実に、全員に伝わらない
場合もあり得る

配布 年間の教育プログラム全体に
関する情報を冊子にして、ス
タッフ全員に配布する

年間の情報が把握でき、確
認したい時に閲覧できる

確実に、全員に伝わらない
場合もあり得る

経験者からのアドバイス

スタッフが参加したい教育プログラムに参加するために看
護師長としてどのような工夫をすればよいでしょうか？

教 育プログラムは目的により各施設で様々な企画が計画されて、その内容は多岐にわたってい
ます。その中で、スタッフが参加したい教育プログラムに参加するためには、看護師長は教育プロ
グラムの概要を把握しておくことが必要です。また、面接などでスタッフの個人目標を把握し、そ
れぞれの目標達成に向けて必要な教育プログラムに参加できるように調整します。教育プログラム
は年間計画で提示されることが多いので、誰がどのプログラムに参加するかの計画を立てておくと
よいでしょう。勤務表作成時には教育プログラム参加を保障できるように作成します。日頃から勤
務表作成では「研修参加を優先する」ということを明言し、スタッフ間でも協力し合える職場風土
作りも大切になります。
 （日本看護協会教育委員会委員　齊藤 未利子）
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Part.3　教育活動の基準

　効果的な教育プログラムを提供するため、評価を行い、問題点を変更することは重要です。最初
から完璧な教育計画は存在しないので、何年もかけて、社会の変化、学習者の変化、組織の変化を
受けて組織オリジナルの教育計画を作成していくことが必要です。

一定の基準とは？

　運営組織で独自に作成した基準を用いて評価を行います。

基準の例
●教育計画に含まれる各教育プログラムの開催時期、開催期間は適切である

→　学習者に希望の開催時期、参加しやすい研修期間に関する調査を行い、評価の基準とする
●教育計画の立案の時期は適切である

→  立案が遅かったために、計画に含まれていた教育プログラムが開催できなかったなどと
いったことはないか

教育計画の立案・実施・評価の過程は学習者の反
応、成果を含む一定の基準に従って評価され、変更
される

10
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教育活動の評価方法

　看護実践能力評価表や、個人目標管理シートなどを活用して評価することができます。また、学
習者がレポート提出をすることにより、教育プログラムの受講により学んだことや今後の自己の課
題などを詳細に把握でき、評価に活用することができます。
　評価には、学習者への効果の測定、可能であれば看護の質向上に対する効果の測定が含まれま
す。評価にあたっては、教育目標がどの程度達成されているかを判断し、改訂や修正を導く意思決
定をすることができるような記述的データを出すことが必要になります。ここで、「可能であれば
看護の質向上に対する効果の測定が含まれます」と記述しましたが、個々の教育プログラムの満足
度や目標達成度は測定できても、教育活動による最終効果（つまり看護ケアに生かされたか）は、現
実的には様々な要因の影響を受けているために測定しにくいのが現状です。インシデントを減らす
ために教育は必要ですが、知識教育だけでは減らすことはできず、時間管理、手順管理、物品管理
とチームワークなどが相まって、初めて効果が出ます。

評価時期の目安
　年 2回：4～9月の評価・10～3 月の評価
　半年で一度活動を振り返り、その後半年の活動に反映させることができます。

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.45参照
●学習資源の評価：p.61参照
●教育活動の評価：p.89参照
●その他に評価しておくと良い視点
―教育委員会の議事録や教育プログラムの企画書、教育計画の様式はこのままで良いか
→　情報を共有しやすく、見やすく、するには何か改善点はないか？
→　不要な情報はないか、残しておくと良い情報はないか？
―現状以外に、次年度以降の教育活動に活用できそうな教育活動の記録はあるか

なぜフィードバックが必要か

　フィードバックすることにより、新たな情報・アドバイスが得られる可能性があります。また、
結果が返ってくることで、学習者・教育の提供者がお互いに主体性をもつことにもつながります。
学習者にとってみれば、教育を受けっぱなしなのではなく、受けた教育の評価がどうであったのか
を知ることで、モチベーションや主体性の向上につながります。講師や組織にとっても、自ら今後
の問題点を考える機会や、新たな方向性に向けての参考となります。

教育活動の評価は学習者、講師、組織に
フィードバックされる11
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Part.3　教育活動の基準

記録・保管すべき教育活動の内容

●教育計画の立案・実施・評価
●教育プログラムの立案・実施・評価（プログラム受講者リスト）
―レポート、テスト、アンケート
―研修に使用した資料や成果物
●予算の立案と評価
●教育ニーズの確認のためのデータ
●研究と評価のためのデータ
●各人の参加についてのデータ

次年度以降の教育活動に活用するとは

　1年の教育活動を振り返ってみると、問題点・良かった点が必ず出てきます。
　良かった点は継続、問題点はその解決策を考えて、次年度には改善されるようにすることが、活
用するということです。そうすることで、教育活動の質を高めていくことができます。教育活動は
1年で完結させるものではなく、年度を重ねて改訂・修正していくことで、組織オリジナルの教育
活動が展開できるようになります。

体系的な記録・保管方法とは

記録・保管の意味
　当該年度の教育活動における改善点・評価できる点を振り返ることが可能となり、次年度以降の
教育活動の質を上げることができます。

体系的な記録・保管方法
　教育の対象者別、プログラム別などにし、必要な時に閲覧しやすいようにすることで業務の効率
もアップします。

保管の際の留意点：機密保持
　教育活動対象者に関する個人的なデータが含まれる場合には、必ず匿名化し個人が特定されない
ようにすることが重要です。可能な限り、鍵のかかる場所に保管することも重要です。

教育活動の全過程は体系的に記録、保管され、次年
度以降の教育活動に活用される12


