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はじめに

公益社団法人日本看護協会　　
常任理事　洪　愛子　

　2012 年 4 月に、公益社団法人日本看護協会は、「継続教育の基準（2000）」を見直し、「継続教育
の基準 ver.2」として公表しました。継続教育の基準とは、専門職である看護職が個々に能力を開
発、維持・向上し、自らキャリア開発するための指針です。また、個々のキャリア開発を支援する
組織にとっては、看護職が一定水準以上の継続教育を受けられるよう、組織の教育提供体制および
教育内容を充実するための指針です。これらにより、看護サービスにおける質の維持、向上に貢献
することを目的としたものです。

　「継続教育の基準 ver.2」活用のためのガイド（以下「本ガイド」という。）は、「継続教育の基準
（2000）」が、臨床においては十分に活用されなかった実態をふまえ、看護職全体へ「継続教育の基
準 ver.2」が公表されたことの普及活動をすすめると同時にそれぞれの場で利用しやすい手引きが
必要であると考え、本ガイド作成に至りました。内容は、「継続教育の基準 ver.2」の各項目に関
して具体例を示しながら解説をすることで、現場においてどのように運営組織を置き継続教育を提
供すればよいのか、継続教育の基準 ver.2 で示した 3つの基準を参考として継続教育の充実に利用
いただくことを目的に作成されたものです。

　本ガイド内には具体例が多く含まれておりますが、所属する組織の理念や地域から求められる役
割・機能等の特徴に合わせて改変し、継続教育を行う際の参考として活用していただくことをお勧
めします。

　本ガイドが、継続教育に広く活用され、看護職の能力の開発、維持・向上の一助となることを
願っております。

2013 年 3 月 31 日　
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オリエンテーション

「継続教育の基準ver.2」とは
　「継続教育の基準 ver.2」は、2012 年 4 月に公益社団法人日本看護協会が公表したものです（参考
資料）。本基準は、組織における「継続教育に関する運営の組織化」「指導者の育成」「教育方法や
学習環境の整備」「教育計画の立案」等の具体的指標の参考にご活用いただけることを目的に作成
されています。

「継続教育の基準ver.2」が目指すもの
　2009 年 7 月に「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の一部を改
正する法律案」が可決・成立し、看護職員本人の責務として、免許を受けた後も臨床研修その他の
研修を受け、資質の向上を図るように努めることが規定され、また病院の開設者にも研修の実施と
看護職員の研修を受ける機会を確保するために必要な配慮に努めなければならないとされました。
また新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が努力義務として 2010 年 4 月 1 日より施行され
ました。
　これらを踏まえ、本基準は以下の 3点を目的に作成されました。まず組織が教育理念のもと、継
続教育の運営組織を整備するための行動指針及び実践評価のための枠組みを明確化すること、2つ
目に具体的指標を用いた組織における継続教育のさらなる充実を支援することです。そして、今
後、働き続けられる職場づくりを支援していく際、看護職の多様な背景と様々な状況に応じたキャ
リア開発ができるような継続教育の支援方策の一助となることです。
　個々の看護職が継続して学習することによって能力の維持・開発に努めていく際には、組織から
の支援が必要になります。「継続教育の基準 ver.2」では、看護職のキャリア開発を支援するため
に組織が行うべき内容が主に書かれています。まずは参考資料の「継続教育の基準 ver.2」の p.5～
8 に記載されている「Ⅱ．継続教育の今日的課題」を読んでみてください。新人教育をはじめとし
た継続教育の大きな変化を把握することができます。特に、看護職の大半を占めるジェネラリスト
は、今後、何をすべきか、何が期待されているのかが見えてきます。
　なお、「継続教育の基準 ver.2」は、医療機関において就業している看護職とその組織を中心に
記述されていますが、必要に応じて内容を読み替えることで医療機関以外の組織においても十分ご
活用いただけると考えています。

「継続教育の基準ver.2」活用のためのガイドの構成
　本ガイドは、オリエンテーション、継続教育の基準 ver.2 活用のためのガイドで構成されてお
り、巻末には「継続教育の基準 ver.2」が収載されています。オリエンテーションでは本ガイドの
利用方法に関してご案内し、「継続教育の基準 ver.2」活用のためのガイドでは、「組織と運営の基
準」「学習資源の基準」「教育活動の基準」の 3つの基準に関して、各項目に具体例等を交えながら
内容の説明を記述しています。

「継続教育の基準ver.2」活用のためのガイドの使い方
　まず、参考資料の「継続教育の基準 ver.2」の 3 つの基準の項目に沿って、自施設の教育体制を
客観的にみてください。教育体制を強化するには「1. 組織と運営の基準」を、教育委員や設備の強
化には「2. 学習資源の基準」を、教育委員会や学習担当の強化には「3. 教育活動の基準」をご活用
いただけると思います。そして、これらの基準の中から、教育活動に利用したい項目がありました
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ら、その項目に関するガイド部分を参照し、具体的な教育活動に結びつける手だてにしてみてくだ
さい。本ガイドに記載してあることから、活用できるところを実践にうつしていただければと思い
ます。
　現場で教育を担当していなくても、新人看護職員や中途採用看護職員に指導する場面がある場合
には、本ガイド「Part.3　教育活動の基準」（p.53～）を参考にしてください。自分が将来、教育や
指導を担う立場になることを考えた時、どのような能力を身につけるべきであるかも理解すること
ができます。
　また、「継続教育の基準 ver.2」は教育体制の評価にもご活用いただけます。例えば、「1. 組織と
運営の基準」の「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」に関して、「所属施設には教育理念はあるので問題ない」と解釈するのではなく、「理念と
研修は連動しているか？」「看護職員は理念を理解しているか？」「それが実践に表現されている
か？」と評価の視点を拡げると、現場目線の教育体制により近づくと思います。
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継続教育の基準ver.2 と
継続教育に関するガイドラインとの位置関係

　厚生労働省は看護の質向上、医療安全の確保、早期離職防止の観点から、2009 年 12 月に「新人
看護職員研修ガイドライン」を公表しました。2009 年 7 月 9 日には「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の一部を改正する法律案」が可決・成立し、2010 年 4 月 1
日より、新人看護職員の研修制度が努力義務として施行され、2011 年 2 月には、新人保健師及び
新人助産師の研修についてのガイドラインが「新人看護職員研修に関する検討会最終報告書」に提
示されました。2009 年に改正された看護師等の人材確保の促進に関する法律の第 6 条には、「看護
師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化しかつ多様化する国民の保健医療
サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、
自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない」とあり、社会からの要
請と期待に応える継続教育の充実が求められています。

現在、看護職の研修に関して以下のようなガイドライン・ガイドが公開されています。
① 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，2009）
② 新人看護職員研修ガイドライン（厚生労働省，2011）
③ 新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～（厚生労働省，2011）
④ 新卒助産師研修ガイド（日本看護協会，2012）

①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，2009）
　新人看護職員臨床研修における研修責任者および教育担当者の役割を明確にし、その役割を遂
行できるよう指導者としての能力を培うべく学習内容や研修プログラムなどが具体的に示されて
います。それぞれの施設での新人看護職員研修が、看護部および施設全体の取り組みによる充実
した研修の体制づくりへとつながり、新人看護職員臨床研修の指導者育成として活用されること
を目的として作成されたものです。

②新人看護職員研修ガイドライン（厚生労働省，2011）
　新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修として、医療機関の機能や規模に
かかわらず新人看護職員を迎えるすべての医療機関で研修を実施することのできる体制の整備を
目指して作成されたものです。各医療機関で研修を実施する際に必要となる事項が記載されてお
り、新人看護職員の到達目標として 1年以内に経験し修得を目指す項目とその達成の目安が示さ
れています。また、新人看護職員研修の効果を上げるために必要な実地指導者と教育担当者の育
成に関しても示されています。

③新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～（厚生労働省，2011）
　新人保健師においては、就業場所が多岐にわたることにより研修体制に多様性があることや、
研修内容に関しても保健師特有のものがあることから、「新人看護職員研修ガイドライン」の内
容を踏まえつつ、保健師に特化して別途作成されたものです。新人保健師が基本的な実践能力を
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獲得するための研修として、実践の分野や保健師が就業する行政、産業、医療等の所属機関や所
属施設及びその規模に関わらず、新人保健師を迎える全ての所属機関で研修を実施することがで
きる体制の整備を目指し、作成されています。

④新卒助産師研修ガイド（日本看護協会，2012）
　新人助産師研修に関しては、教育体制や教育方法など、その仕組みは新人看護職員同様である
として、「新人看護職員研修ガイドライン」において、助産師が就労後 1年間で到達すべき助産
技術の到達目標、助産技術を支える要素および技術指導の例が示されています。助産師のあるべ
き姿、助産師に求められる能力を明らかにし、より実践的に「新人看護職員研修ガイドライン」
を新卒助産師研修として活用できるよう、新卒助産師に特化した、より具体的な研修内容の提示
のために作成されています。

ガイドラインの位置関係を図 1に示します。

図 1　継続教育に関するガイドライン・ガイドの位置関係

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，2009 年 12 月）

新人看護職員研修における
研修責任者・教育担当者育
成のための具体的な教育内
容の提示

新人看護職員研修ガイドライン
（厚生労働省，2011 年 2 月）

新人看護職員研修ガイドライン
～保健師編～

（厚生労働省，2011 年 2 月）

新卒助産師研修ガイド
（日本看護協会，2012 年 6 月）

具
体
的
な
教
育
内
容
の
提
示

新人看護職員 新人看護職員研修後、看護職として研修を受ける全期間

教育を提供するための
組織・運営に関する基準 継続教育の基準 ver.2

（日本看護協会，2012 年 4 月）
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本ガイドで用いる用語

継続教育
　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である。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ある。

教育の責任者
　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であ
る。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る。

教育の企画・運営組織（運営組織）
　組織の理念・目標の達成、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・
評価を行う組織である。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う。なお、医療機関や施設においては「教育委員
会」「看護教育部」等の名称が用いられることがある。

教育の担当者
　教育の企画・運営組織に所属するメンバーである。教育の責任者を補佐し、教育の責任
者の下で、看護職の能力開発の維持・向上のための教育計画の策定、企画および運営と
いった組織的な教育活動を実行・推進する者である。
　なお、「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る。

教育活動
　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ある。

教育計画
　教育に関する計画全般を指す。一定の教育目標を設定し、その実現のための段取りを設
定することを指す。対象者、時期、教育内容を記載しておくもので、研修（教育）に関する
年単位の計画やスケジュールを『年間教育計画』または『教育計画』と呼ぶ場合がある。

教育プログラム
　教育計画に位置付けられた個別の教育プログラムを指す。個別の教育プログラムは目
的・目標・対象・時期・内容・方法・評価方法から構成される。
　前年度末に作成された教育計画を元に、各教育プログラムは、開催の 2～3 か月前を目
安に詳細を決定する作業を行う。なお、病棟で行うOJTなどもここに含むとよい。





「継続教育の基準 ver.2」
活用のためのガイド

Guide to the Standards of Continuing Education （ver.2）





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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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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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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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。
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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
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　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
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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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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



Part.2では、継続教育に必要な学習資源に関して、≪人材≫と

≪施設と設備≫に分けて全9項目の基準が記載されています。

≪人材≫では、運営組織を構成する人材とその役割と評価、教

育の責任者の選出基準を5項目で明示し、≪施設と設備≫では、

組織に求められる教育方法や環境整備とその評価を4項目で

明示しています。

Part.2
学習資源の基準
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〈学習資源の基準〉（「継続教育の基準ver.2」p.10）

《人材》
1） 運営組織は教育の目的達成に充分な人材と人員が保証されている。
2） 教育の責任者の選出基準は以下のように提案する。

•運営組織のメンバーを経験していることが望ましい。
•管理者を経験していることが望ましい。
•看護学または関連領域の修士号を持つことが望ましい。

3） 教育の担当者など運営組織のメンバーの選出基準は明確に記述されている。選出基準は以下の
ように提案する。
•看護の実務経験年数を 5 年以上有する者
•実地指導者、実習指導者等を経験していることが望ましい。
•看護学または関連領域の修士号を持つことが望ましい。
•学習者に役割モデルを示すことができ、学習者への助言や、学習者からの相談などに対応で

きる者
4） 運営組織のメンバーは、生涯学習についての基本的考え方、教育原理、教育プログラムの作成

方法、教育方法等についての継続的な研修を通して自己の能力の維持・向上に努める。
5） 運営組織の人材と人員が教育の目的達成のために適切で効果的であるかを毎年評価する。

《施設と設備》
1） 組織は施設内教育の集合研修や OJT にとどまらず、スキルスラボの活用や e‒ラーニングの

導入、学会の参加や施設外教育機会の活用など、さまざまな教育方法を取り入れる。
2） 組織は、教育活動に必要な設備、器材、教育機器を整える。
3） 組織は、教育活動に必要な図書情報サービス（雑誌、書籍、インターネットなど）を整備し、ま

たは他機関のサービスを利用可能にする。
4） 施設と設備が教育の目的達成のために適切で効果的であるかを毎年評価する。
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Part.2　学習資源の基準

充分な人材・人員とは

　最低限確保したいのは、以下の人材です。
　―教育の責任者：1 名配置することが望ましい
　―教育の担当者：部署から選出することが望ましい
　教育の責任者と教育の担当者の選出基準は、p.42、p.43に記載されています。

なぜ教育の責任者は、1名配置することが望ましいのか？
　運営組織内における責任の所在を明確にするために必要となります。また、責任者を設けるこ
とで、運営組織内での指示・命令系統ができ、運営組織の活動が円滑になります。

なぜ教育の担当者は、部署より選出することが望ましいのか？
　部署の学習ニーズ・教育ニーズを吸い上げやすくするためです。部署によって対象疾患や治療
内容、必要とされる看護が異なるため、部署に特化した教育を展開するためにも必要となりま
す。また、Off -JT での学習が、部署での看護実践にどう反映されているかを直接把握し、OJT
のみでは不足しているため Off -JT で教育すべき内容を把握したりなど、Off -JT と OJT をうま
く連動させることができます。

教育の責任者と教育の担当者は看護師でなくてはならないのか？
　運営組織の構成員が全員看護職である必要はありません。看護部内で運営組織をつくる場合は
看護師のみで構成されますが、職種共同の教育の運営組織を構成している場合は看護師以外の職
種も含まれます。その他、組織の状況に応じて配置可能であれば、看護教員や人事担当者なども
メンバーに含めることもあります。
　また、教育の責任者は副看護部長との兼任であるなど、必ずしも専任で配置する必要はありま
せん。各組織により、確保できる人材・人員は限られてきますので、組織の実情に応じて必要な
人材と人員が確保することが重要です。

充分な人材と人員が保証されているとは

　メンバーは兼任であっても、定期的に開催される運営組織の会議には必ず出席できるように勤務
の調整がされているということです。また、運営組織の教育活動の業務量とメンバーの人員が見
合っている、メンバーに欠員が生じた場合にはすみやかに新たな人員を確保する体制が構築されて
いる、といったことも含みます。

運営組織は教育の目的達成に充分な人材と人員が
保証されている1
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管理者を経験しているとは

　看護における管理者とは、対象者の看護ニーズと看護職の知識・技術が合致するように計画し、
財政的・物質的・人的資源を組織化し、目標に向けて看護職を導き、目標の達成度を評価すること
を役割とする者を指します。
　その呼称は組織によって異なりますが、例えば、以下のような職位を経験していることです。
●副看護部長
●（副）看護科長
●（副）看護師長
●（副）主任

なぜ修士号をもつことが望ましいのか

　教育活動の実行には、専門的知識を収集する能力、得られた専門的知識を分析・統合し概念化す
る能力が必要となります。その際には、体系化された教育を受け、研究的視点も含めた論理的思考
力、職業的倫理観、看護に関する自分自身の哲学や信念を有し、実践活動を推進でき、それを基盤
として適切な人材育成活動が実践できる人材が必要となります。大学院の修士課程では、研究者・
教育者の養成のみならず、高度な専門的知識や能力をもつ高度専門職業人・知識基盤社会を多様に
支える高度で知的な素養のある人材の育成を目指しています。これらの理由から、修士号を持つ人
材が望ましいといえます。しかし、必ずしも修士号を持つことが必要なわけではなく、上記の能力
を有する人材であれば、教育の責任者として適任といえます。

選出基準を満たす人材が確保できない場合はどうするか

　あくまで選出基準は提案であり、必ずしも上記の基準を満たす人材を選出する必要はありませ
ん。各組織の人的資源を考慮した上で、自組織での教育理念・目的・目標の達成のために適切・必
要な人材を選出することが重要ですし、自施設で計画的に育てることも重要です。例えば、管理者
を経験していなくても教育の担当者の経験がある職員を選出する等です。

参考文献
・社団法人日本看護協会（編）：看護にかかわる主要な用語の解説 概念的定義・歴史的変遷・社会的文脈，

日本看護協会看護業務基準集，日本看護協会出版会，481-521，2007．
・文部科学省：新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―答申，2013/3/14，

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05090501.htm

教育の責任者の選出基準は以下のように提案する
運営組織のメンバーを経験していることが望ましい
管理者を経験していることが望ましい
看護学または関連領域の修士号を持つことが望ましい

2
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Part.2　学習資源の基準

　明確に記述されているとは、運営組織の規程等に示されているといったことです。本項で示す選
出基準は提案であり、必ずしも、上記の基準を満たす人材を選出する必要はありません。各組織に
おいて継続教育を行う上で、適切と判断される人材を選出します。

なぜ実地指導者や実習指導者を経験していることが望ましいのか

　新人看護職員研修ガイドラインにおける実地指導者や実習指導者は、看護職として必要な基本的
知識・技術・態度を有し、対象となる看護職や看護学生といった学習者に教育的な関りができる能
力を身につけた者が担います。そのため、これらの経験のある者から選出することによって、組織
において継続教育を遂行するにあたり、一定水準以上の知識・技術・態度・能力を持つ人材を確保
することができます。

役割モデル（以下、ロールモデル p.68 参照 とする）とは

　高い基準や価値に到達しているために、具体的な行動技術や行動事例を模倣・学習する対象とな
る人材のことで、知識・技術・態度・価値観に関するあらゆる学習場面で必要となります。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の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
・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
・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．

教育の担当者など運営組織のメンバーの選出基準は
明確に記述されている
選出基準は以下のように提案する

看護の実務経験年数を 5 年以上有する者
実地指導者、実習指導者等を経験していることが望ましい
看護学または関連領域の修士号を持つことが望ましい
 学習者に役割モデルを示すことができ、学習者への助言
や、学習者からの相談などに対応できる者

3
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継続的な研修とは

　組織外で行われる研修を受ける場合には、以下のような組織の開催する研修があります。
●日本看護協会、都道府県看護協会等の専門職能団体の開催する研修
●学会で企画されている研修
●教育機関で開催されている研修
●他医療機関の開催する研修
●企業等民間団体などが開催するセミナー
　これらの研修の中には、参加することで認定を受けられるものもあり、キャリアアップのうえで
役に立ちます。また、参加することで自分の組織における教育プログラム開催時の講師候補を選出
できるなど、教育計画の充実につなげることもできます。

研修以外で、自己の能力を維持・向上する方法はあるか

●書籍（専門書、学会誌、雑誌、商業誌等）
●教育関連の研究報告（論文投稿、事例報告等）
●学会での発表
●e‒ラーニング

運営組織のメンバーが学習すべき内容の具体例

●専門職業人としての継続教育とキャリア開発
●成人学習者の特徴と教育方法
●現状分析と問題解決技法
●教育プログラムの企画・運営・評価
●円滑な運用のためのリーダーシップとコミュニケーション
●指導方法（コーチング、ファシリテーション）

運営組織のメンバーは、生涯学習についての基本的
考え方、教育原理、教育プログラムの作成方法、教
育方法等についての継続的な研修を通して自己の能
力の維持・向上に努める

4
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Part.2　学習資源の基準

評価の視点

　運営組織内で、年度途中の中間評価と年度末評価の 2回、または年度末に 1回評価を行うこと
で、当該年度後半または次年度以降の運営組織の人材・人員確保に活用することができます。

人材
●組織の教育理念を理解し、教育理念に基づいた教育活動を展開できる
●教育視点で教育活動の計画・立案・実施ができる
●学習者とのコミュニケーションがとれ、教育的関わりができる
●学習者の状況を把握し、問題解決に向けての支援ができる
●継続教育に関して主体的に学習することができる

人員
●運営組織の業務量と人員が見合っている
（活動時間数や教育プログラムの開催数とスタッフの人員が見合っているか）
●教育プログラム開催時の人員は足りている

運営組織の人材と人員が教育の目的達成のために
適切で効果的であるかを毎年評価する5
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経験者からのアドバイス

運営組織に必要な人材と人員をなかなか確保できません。
どうすればよいでしょうか？

運 営組織に必要な人材とはどのような人材なのでしょう。組織全体を見渡すことができ、組織
を動かせる人、看護実践力、教育力があり、看護の魅力を語ることができて、管理的なこともでき
る人材、教育過程がわかり、教育経験があればさらによいでしょう。ただ、そんなに完璧な人材は
なかなかいません。そこで、組織として運営しながらそのような人材に育てていくことが必要とな
ります。運営組織に必要な人材としてのベースとなるものを持っている人をまず選出することが必
要となります。看護部として看護職員の経歴、資格、研修受講履歴等のデータを持っておくことが
大切です。また、臨床現場のキーパーソンを推薦してもらうことも重要です。もし、教育等の経験
がなければそれらの研修を、これからの教育計画の企画運営に携わる立場になるものとして動機づ
け、受講させる必要があるでしょう。研修後はそこで学んだ研修内容だけでなく運営方法のノウハ
ウを用いて実践してもらい、その評価を行い、次年度につなげることを丁寧に積み重ねていくこと
が重要です。また、自施設の人材だけで運営できない場合は、外部講師（他施設や大学等に所属す
る専門家）を活用し、運営しながらもその外部講師と共に自施設の人材を育てていくことも考えま
す。
　人員確保としてはやはり各ユニットから一人ずつユニットの教育を担当する者もしくは、次期の
教育担当者を出してもらいましょう。運営に携わる者として、現場を離れる時間が必要ですが、運
営に携わる価値ある経験は、必ずそのユニットの教育、OJTに成果として現れます。これもまた
人材育成の一環となります。
　いずれも長期的展望での人材育成となりますが、施設の財産づくりに他なりません。丁寧に育て
ていきたいものです。

（日本看護協会教育委員会委員　高橋 弘枝）
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教育方法

　基本的な知識・技術に関する教育は施設内で行い、専門的な知識に関することは施設外教育を活
用する等、両者を使い分けると効率的・効果的に教育を行うことができます。どの教育方法が学習
者に最適であるかを考慮して、選択します。

さまざまな教育方法を取り入れることのメリット
　例えば、OJT のみでは、最新の知識や技術に対応する能力を開発するには限界があるため、節
目ごとに集合研修を取り入れると教育効果が上がります。また、施設外教育により、現場を離れて
教育を受けることは、新しい空気を吸うことができ、知識・技術面の向上のみでなく、人との出会
い、情報交換などを通して、精神的にもリフレッシュすることができます。OJT と Off -JT を組
み合わせることによって、効率的・効果的に教育を行うことができます。

概要 適した対象や学習内容

集合研修 Off  the Job Training（Off -JT）と
もよばれ、現場を離れて行う学習の
こと。研修の中で学んだ知識や技術
をどのように現場で活用するのか学
習者に理解してもらう必要がある。

新しい知識・技術の獲得や概念の整理を目的
に行われる。医療機関や施設の場合、各部署
に限定せず全体に共通する学習内容を教授す
る際には特に適している。

OJT On the Job Training のことで、
現場で業務を遂行する中で知識や技
術を学び、上司や先輩からの助言や
指導を受けたりすること。

施設外教育や集合教育で学習したことの応用
能力向上のために行われる。看護職の成長や
ニーズ、さらには集合研修での学習内容など
を加味しながら計画・実施・評価されるもの
である。

スキルスラボ シミュレータなどを使用して実際の
医療現場を模した疑似環境を提供
し、臨床技能教育を安全かつ効果的
に行うことができる。

臨床現場を反復して再現でき、臨床技能習得
のレベルを上げるとともに、学習へのモチ
ベーションを高める効果もあり、教育的有効
性は非常に高いことが知られている。

e‒ラーニング パソコンとインターネットを中心と
する IT 技術を活用した教育システ
ムを指す。コンピュータとインター
ネットがあれば学習が可能である。

個人学習には適している。学習者にとって
は、自由な時間や場所で学習ができ、自分の
ペースや達成度に応じて学習を進めることが
できるといった利点がある。一方、IT 技術
になじみのない学習者には、抵抗感がある。

組織は施設内教育の集合研修やOJTにとどまら
ず、スキルスラボの活用や e‒ラーニングの導入、
学会の参加や施設外教育機会の活用など、さまざま
な教育方法を取り入れる

1
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概要 適した対象や学習内容

学会参加 日本看護学会や各種学会で開催され
る学術集会に参加すること。

自分の研究成果を聴いてもらい、意見をもら
うことができる。また、臨床実践に関する最
新の研究成果を知ることや研究方法論につい
て学ぶことができ、現場での看護に生かすこ
とができる。その他、ネットワークづくり
（仲間づくり）にもなる。

　以下に、代表的な学習形態について紹介します。

概要 利点 欠点

講義 講師が少数から多数までの
学習者に知識・技術を伝達
する。

知識や技術を一度に多くの
学習者に伝えることができ
るため、短時間で多数の学
習者への教育が可能であ
る。また、教授者が必要な
知識を精選し、まとめて伝
えることができるため、学
習者にとっては効率よく知
識を得ることが可能。

対象者が多数であると
学習者が受け身にな
り、学習意欲が低下す
る場合がある。

演習 模擬的な状況を設定し、学
習者が実践的に経験する場
を与える。方法としては、
ロールプレイやシミュレー
ション、事例検討などがあ
る。

技術（患者のアセスメン
ト、状況に基づく判断、患
者の個別性を重視した対
応、看護技術）を学ぶ際に
必要とされる学習などに適
している。

対象者が多数である場
合は方法に工夫が必要
である。

グループワーク 数人の学習者にグループを
組ませ、ひとつの課題を与
えて時間内に解決させる学
習方法。討論形式ではな
く、「年間教育計画を立案
する」といったように実際
の状況を想定した中で、集
団で作業を行う。

グループで一つの課題を解
決するため、協調性を向上
させることができる。教授
側からは、個々の学習者が
グループの中でどのような
立場になりやすいのかを把
握することができる。

参加に積極的な学習者
と消極的な学習者にわ
かれる場合がある。
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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，2011．
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　設備・器材・教育機器の整備に関しては、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。

必要な設備・器材・教育機器

　以下に、学習形態別の教育活動に必要な設備、器材、教育機器例とその目的を記述します。

学習形態 特徴 必要物品の例

講義 教授者が必要な知識を精選
し、重要な内容にまとめた
かたちで学習者に伝えるこ
とで、専門的な知識や新し
い知見を短時間で効率的に
向上させることができる

・パソコン
・マイク
・ポインター
・スピーカー
・スクリーン
・プロジェクター
・ホワイトボード
・マジック

グループワーク グループで一つの課題を解
決する過程を通して、 協調
性を向上させることができ
る

・マジック
・模造紙
・ふせん
・パソコン
・プリンタ

・マイク
・スピーカー
・スクリーン
・プロジェクター
・ホワイトボード

自己学習 自ら問題点や課題を見いだ
して学習することにより、
主体性や専門性を向上させ
ることができる

・図書（ 専門書、学会誌、研究誌、商業雑誌、文献
索引集、事典、新刊本　等）

・e‒ラーニング
・パソコン
・インターネット

実技演習 模擬的な状況を設定し、学
習者がその状況と関わりな
がら実践的に経験する場を
与えることができる

・実技練習用ベッド
・実技練習キット

― 模擬患者：乳児/幼児/成人
（導尿、浣腸、清拭、口腔ケア等）

―フィジカルアセスメントモデル
―採血・静脈注射用腕モデル
―BLS 訓練用モデル人形
―高齢者擬似体験セット
―吸引シミュレータ
―経管栄養シミュレータ
―　等

組織は、教育活動に必要な設備、器材、教育機器を
整える2
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整備しておきたい図書情報サービス

　以下のものが揃っていると学習がスムーズに進められます。
●専門書
●学会誌
●研究誌
●（商業）雑誌
●文献検索データベース（最新看護索引）
●文献索引集
●事典
●新刊本

図書情報サービスの整備とは？　

　例えば、運営組織内に図書担当者を 1名おき整備する図書の選定を行う、図書の購入やナンバリ
ング、貸出業務といった管理面に関しては、組織内の事務部門に委託するなどすると、運営組織が
本来の業務に支障をきたすことなく図書情報サービスを整備することができます。

他機関のサービスとは？

　以下のようなものが挙げられます。
●日本看護協会、都道府県看護協会の図書館を活用する
●大学や病院付属の専門学校等と連携して、図書館の利用が可能にする
●近隣の他医療機関の図書室を利用可能にする

組織は、教育活動に必要な図書情報サービス（雑
誌、書籍、インターネットなど）を整備し、または
他機関のサービスを利用可能にする

3
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評価の視点

●施設の空間・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
●教育の目的と、施設・設備の内容が合っているか

　　　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？
　　　　　→ リアリティの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？

　運営組織内で、年度途中の中間評価と年度末評価の 2 回、または年度末に 1 回評価を行うこと
で、当該年度後半または次年度以降の施設と設備の整備に活かすことができます。

施設と設備が教育の目的達成のために適切で効果的
であるかを毎年評価する4



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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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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　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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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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Part.3　教育活動の基準

　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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Part.3　教育活動の基準

●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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Part.3　教育活動の基準

　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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Part.3　教育活動の基準

　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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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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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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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.



81

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



87

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
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はじめに

　このたび、公益社団法人日本看護協会（以下「本会」という。）は、2000 年に公表した
「継続教育の基準」（以下「旧基準」という。）を見直し、「継続教育の基準 ver.2 （以下「本
基準」という。）」を作成した。
　継続教育の基準は、専門職である看護職が、個々に能力を開発、維持・向上し、自ら、
キャリアを形成するための指針である。また、個々のキャリアの形成を支援する組織に
とっては、看護職が一定水準以上の継続教育を受けられるよう、組織の教育提供体制およ
び教育内容を充実するための指針である。これらにより、看護サービスにおける質の維
持、向上に貢献するものである。
　旧基準（2000 年）は、少子高齢化社会への本格的な移行、および医療技術のさらなる進
歩が予想される状況を背景に、専門職としての生涯学習の体系化の重要性から作成され
た。その主旨は、継続教育を提供するすべての組織に共通して求められる役割と機能、お
よび看護職の教育に関して組織が責任をもつ範囲と基準を中心に示したものであった。
　旧基準が公表され十数年の間に、少子高齢化の進展、医療技術の躍進など医療や看護を
取り巻く環境は大きく変化し、国民の健康に対する意識が高まり、保健・医療・福祉に対
する期待は増大した。このような時代背景をもとに、看護職の継続教育も、都道府県看護
協会を中心とし、看護系大学や個々の医療施設における新たな取り組みや、充実が進ん
だ。看護系大学・大学院の増加、専門看護師・認定看護師および認定看護管理者の教育の
拡充もなされた。さらに、看護職員の臨床研修等が努力義務化された。
　看護職には、わが国にとって喫緊の課題である社会保障の改革を見据え、国民のニーズ
に応えられるよう、専門職としての自律と専門職種間の協働が求められる。本基準におい
ては、医療機関において就業している看護職と、その組織を中心に示すことで、質の高い
看護実践の維持・向上を目指し、将来につながる継続教育のあり方が見いだせるよう、

「継続教育における今日的課題」や「継続教育の基準作成上の基本的考え方」に関する項
目を加えた。
　看護職が専門職として、それぞれの組織および看護職個々の立場で、能力の維持・向上
をし、その社会的責務を果たせるよう、本基準を活用されたい。
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I．継続教育の基準作成上の基本的考え方

1．理念
　看護職が、継続学習による能力維持・開発に努めることは、看護職自らの責任ならびに責務である。
　本会は、都道府県看護協会との連携のもと、看護職が教育と研鑽に根ざした専門性に基づき看護の質
の向上を図ることができるよう、職能団体として、継続教育の機会とその質を保証する責務を持つ。
　2009 年 7 月に、看護の質確保と資質向上のための制度の確立のひとつとして、保健師助産師看護師
法改正ならびに看護師等の人材確保の促進に関する法律改正により、看護職の臨床研修等の努力義務化
を実現した。
　本会は、継続教育の基準を見直し、提示することにより、継続教育の体系化を促進し、看護職のキャ
リア開発を支援する。さらに、継続教育提供組織およびその教育内容の水準を設定し、看護職が一定水
準以上の継続教育を受けられるよう保証することで、看護サービスの質の維持、向上に貢献することを
目指す。

2．前提
　本会は以下の事柄を前提として基準を作成する。
1） すべての看護職は、専門職として、自らの責任において、生涯にわたって自己の能力の開発・維

持・向上に努める責務を持つ。
2） 看護職は、看護サービスの質の維持・向上と、専門職としての自己実現を図るために、継続教育に

参加する。
3） 組織には、看護サービスの質を維持・向上させるとともに、個々の看護職のキャリア開発を図るた

め、継続教育の機会を確保する責務がある。
4） 継続教育に対するニーズは社会的、専門的、個人的その他の要請により変化するものである。

3．用語の定義
1）継続教育

　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である。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ある。

2）キャリア開発
　看護職のキャリア開発とは、個々の看護職が社会のニーズや各個人の能力および生活（ライフサイク
ル）に応じてキャリアをデザインし、自己の責任でその目標達成に必要な能力の向上に取り組むことで
ある。また、一定の組織の中でキャリアを発達させようとする場合は、その組織の目標を踏まえたキャ
リアデザインとなり、組織はその取り組みを支援するものである。
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II．継続教育の今日的課題

1．安全・安心の医療・看護の提供
　昨今、国民の医療に対する安全、安心への意識は高まり、医療従事者にとっても、これは最重要課題
となっている。医療の安全の確保については、医療法施行規則改正（2002 年）により、医療に係る安全
管理のための職員研修が規定されている。また、新人看護職員研修ガイドラインの基本方針として、医
療における安全の確保が挙げられている（2011 年）。各医療機関等において、業務基準や手順等の整備、
医療事故防止のための教育や技術トレーニングが実施され、医療安全への取り組みは充実してきた。一
方、現場においては医療の高度化や専門分化がすすみ、医療技術の開発と検証を背景に、新しい治療の
導入、新たな診療ガイドラインの作成や改訂が行われている。
　このような状況の中で、看護職には、病院にとどまらず、地域も含め、根拠に基づく的確な判断、状
況に適切かつ迅速に対応した看護を実践する能力と、チーム医療の中での役割拡大が求められている。
また、患者・家族や医療従事者との信頼関係のもと、対話と適切な情報提供ができるようなコミュニ
ケーション能力が求められている。また、看護職自身の心身の健康の保持増進と、そのための労働条件
や職場環境の整備が図られるような取り組みが求められている。
　看護職は常に、患者に安全で安心をもたらす看護が実践できるよう、能力の開発・維持・向上に努め
なければならない。

2．看護職の継続教育を取り巻く変化
1）看護職の多様な背景
　看護系大学の数は、看護師等の人材確保の促進に関する法律の施行（1992 年）を契機に、1992 年の 14
校から、10 年前の 96 校（2002 年）から、207 校（2012 年）まで増加している。学士号を持つ 2011 年度看
護師国家試験合格者の割合は、25％を超えている。
　本会は、2007 年以降、看護労働環境の抜本的改善に重点を置き、看護職の再就業支援に加え、現在
就業している看護職が働き続けられるよう、看護職の定着促進に取り組んでいる。
　また、看護職のワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、多様な勤務形態の導入、労働時間の改善
など、看護職の雇用の質を向上するための取り組みがなされ、さらに都道府県看護協会と都道府県労働
局の連携した取り組みにより、地域・施設単位での雇用の質を向上させるための取り組みも進みつつあ
る。
　これに伴い、生活環境に応じ、働き方や職場を選択する看護職が増加することが推察される。
　今後は、それぞれが専門職として維持・向上すべき能力をセルフアセスメントしながら、その状況に
応じたキャリアの形成ができるような継続教育が求められる。

2）臨床研修等による資質向上の努力義務化
　看護職は専門職業人として、免許取得後も、研修等に参加し、資質向上に努めなければならない。
個々もしくは現場の諸問題を解決に導けるよう、新たな知識、技術の習得に加え、自らの現有能力を確
認し、目的に合わせた学習の選択が求められる。例えば、先進医療における治療や専門的な看護に関す
る知識・技術だけでなく、効率的に情報を探索し、精査し、そして実践に適用する能力も必要とされ
る。また、倫理的な課題に対応するための幅広い視野や豊かな感性、さらには患者・家族およびチーム
メンバー間の信頼を得るコミュニケーション能力や責任感などの社会性を高めるような学習内容が挙げ
られる。
　組織には、看護職の臨床研修等の努力義務化（2010 年）をふまえ、看護職の生涯学習を支援する教育
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理念のもと、継続教育の機会拡充や人材育成および運営組織を強化する事業について予算化し実施され
ることが望まれる。

3．対象別にみた継続教育の課題
1）新人看護職員の育成

　2009 年 7 月、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の一部改正により、
2010 年 4 月 1 日から新人看護職員の臨床研修が努力義務となった。
　この背景には、ここ数年、医療の高度化などにともない、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と、
看護基礎教育で修得した能力とが大きく乖離することによって、新人看護職員の職場適応への困難と早
期離職が問題とされてきたことがある。
　2003 年に厚生労働省「新たな看護のあり方に関する検討会」において、卒後の教育研修の充実が提
言された。さらに、2004 年「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」において、看護の
質の確保と向上、医療安全の視点から、新人看護職員研修の到達目標や指導指針が明示された。
　本会は、「看護師臨床研修必修化推進検討委員会報告（2006 年）」において、就業している看護師等が
等しく研修を受ける仕組みをどのように作るかという研修の制度化に向けた今後の課題を提示した。
　法改正に至るまでの現状としては、各施設において、臨床研修の充実に向けた取り組みは進んだが、
個々の施設の取り組みに限定されており、研修を受けることができる新人看護職員は一部であった。
　本会が 2009 年に提示した「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」ならびに、2009 年に策定された厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン」は、新人看
護職員を迎えるすべての医療機関で一定の質の研修が実施されるような体制整備を目的としている。
　2010 年度に開始した厚生労働省「新人看護職員研修事業」により、都道府県や医療機関等は、国の
助成に基づき、新人看護職員研修の体制を構築し、研修を実施することが可能となった。新人看護職員
を受け入れている組織には、研修のさらなる充実のため、事業申請・補助金の活用が求められる。
　新人看護職員研修により、新人看護職員の離職率には若干の改善がみられている。今後の課題として
は、新人看護職員研修の普及が十分でないことや、自施設において研修が困難な部分に関する他医療機
関との相互連携、医療安全からみた新人看護職員の看護技術の評価等がある。また、研修内容や研修実
施のための指導体制や組織体制の実態把握も課題である。

2）ジェネラリストの能力開発
　ジェネラリストは、領域に関わらず、24 時間ケアを管理し、患者に真摯に向き合い最適な看護を志
向する実践者である。ジェネラリストは、医療・看護の提供時期やその方法の適切さを見極め、患者・
家族・医療従事者間の調整等を行うという意義深い存在である。ジェネラリストの定義について、本会
は「経験と継続教育によって習得した暗黙知に基づき、その場に応じた知識・技術・能力が発揮できる
者（2007 年）」とし、求められる能力については、「ジェネラリストの標準クリニカル・ラダー（2003
年）」の中に「看護実践能力、組織的役割遂行能力、自己教育・研究能力」とし、提案している（別
添 1）。また、ICN は「ジェネラリスト・ナースのための ICN 能力基準フレームワーク（2003 年）」にお
いて、求められる能力を「専門的・倫理的・法的な実践」「ケア提供とマネジメント」「専門性の開発」
の 3 つとし、その詳細を提示している（別添 2）。しかし、これらの能力は汎用性を目的としているため
抽象度が高く、自施設の特徴に応じた自身の役割や能力がみえにくい状況がある。また、看護実践の場
で、一般的に想起されるジェネラリストは、「中堅看護師」「キャリア中期」「一定の経験年数を積んだ
看護職」「職場のベテランナース」等、さまざまである。ジェネラリストの能力開発については、それ
ぞれの組織のニーズに応じた、クリニカル・ラダー等を活用した育成が主導になっており、教育の体系
化が十分とは言い難い。本来、ジェネラリストを志向する看護職には、自己の能力を査定し、組織の理
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念や目的に応じた主体的な学習を積み、自身の看護実践に組み込むという、自己研鑽が求められる。だ
が、個々のジェネラリストの役割や責任が曖昧であるために、学習経験が知識や技術の体系として形成
されにくく、評価が十分でないという課題もある。一部の施設では、看護職個々が、自らの目標を持
ち、主体的に能力や成果を活用できるよう、ポートフォリオが用いられている。
　今後さらに期待される役割の一例として、在宅療養を視野に入れた個々の患者への最適な医療・看護
をチームで効率的・効果的に提供するためのリーダーシップの発揮などがある。そのような役割を果た
すための能力および学習支援の検討が急務である。

3）スペシャリストの能力開発
　専門看護師制度の発足（1994）や認定看護師制度の発足（1995）により、スペシャリストの継続教育は体
系化されてきている。専門看護師教育課程数は、10 年間で 46（2002 年）から、171（2011 年）に増加し
た。また、認定看護師教育課程は、10 年間で 12（2002 年）から 96（2011 年）に増加した。
　スペシャリストは、より高度で専門的な看護実践の提供と、看護の質の向上に寄与している。スペ
シャリストの実績評価の一例として、2006 年の褥瘡ハイリスク患者ケア加算の新設以降、診療報酬の
加算要件におけるスペシャリストの配置が徐々に増えてきている。
　チーム医療の推進に関する検討会（2010 年）では、医師と看護師等の協働・連携のあり方を検討し、
臨床現場に即した看護職の役割拡大として、一定の医学的教育・実務経験を前提に、専門的な臨床実践
能力を有する看護師を養成し、医療の現場でその能力を発揮させようという新たな枠組みも示されてい
る。
　スペシャリストは、組織横断的に活動することやチーム医療を推進するための調整能力、専門的技術
や知識を用いて看護職のケア技術の向上を担うための教育力、現場の課題を明確化し解決に導く研究活
動能力、自らその課題に対して真摯に取り組む自律性が求められる。
　今後、スペシャリストには、治療効果の向上や早期社会復帰の支援などチーム医療推進による医療の
質の向上、患者の治療への参画など患者の視点に立った医療システムの再構築、厳しい医療経済の中で
費用対効果を考慮した活動の成果を示す役割が期待される。このためには、スペシャリスト自身の能動
的、自律的な学習と経験を通した、質の向上への継続的な取り組みが求められる。組織や教育機関に
は、資格取得後の継続的な支援が求められる。

4）管理者を育成するための教育
　認定看護管理者制度の発足（1998）や、大学院における看護管理専攻教育の広がりにより、管理者の継
続教育は、体系化されてきている。特に、ファーストレベル・セカンドレベル・サードレベルの各教育
課程は、看護管理者育成の標準的な教育課程として、看護職に広く受け入れられており、認定看護管理
者教育機関数は、現在、62（2011 年）である。
　認定看護管理者は、2006 年以降、毎年 100 名以上が新たに登録されており、2011 年の認定看護管理
者登録者数は、1341 名となっている。このほか、127 の看護系大学院の約 4割にあたる 51（2012 年）の
大学院において、看護管理の専攻が可能である。
　管理者への教育や、認定看護管理者の増加により、施設内のみならず、地域全体をふまえた医療連携
システムの構築や、保健医療福祉サービスの提供体制の充実に向けた取り組みが進みつつある。
　管理者には、社会保障の改革を見据え、常に適切なビジョンを持って役割を遂行しなければならな
い。そのためには、先見性と広い視野を持ち、現状を多面的に分析する能力と、組織目標の立案や達成
にむけ、方策を決定し推進する能力が求められる。
　教育機関にはこれらの能力の習得を支援するための教育内容と環境の充実が求められる。管理者個々
には、組織理念に基づいた安全、安心で良質な医療および看護サービスの提供ができるよう、経営的お
よび倫理的視点を持ち、自らの課題を見出し、解決する能力を育成するための自己研鑽が求められる。



― 8 ―

組織には、施設や部署単位での看護管理者の役割および責任の明確化と、管理者への学習支援が求めら
れる。

5）看護実践者の能力開発を支援する教育者・研究者の育成
　新人看護職員研修ガイドラインでは、新人看護職員を支援する体制として、実地指導者・教育担当
者・研修責任者の配置、プログラム企画 ･運営組織の必要性を述べている。更に、各々の役割に応じて
必要な能力、および施設において教育を担う教育者の育成・支援の必要性が明示された。施設において
は、新人看護職員を支援する体制づくりが徐々に整備されつつあるが、新人看護職員以外の看護職員に
対するキャリアの形成を支援する教育者の育成・教育内容の充実が重要である。そのためには、教育者
の役割を果たすための能力および学習支援の検討が急務である。教育者自身にも、自らの課題を見出し
解決する能力を育成するための自己研鑽が求められる。
　また、看護教員と協働で臨床実践の状況を教材化して、学生に説明 ･指導できる能力を有する臨床の
看護実践者の育成、及び臨地実習の指導体制を整えることも重要な課題である。
　教育者を育成するための研修として、本会や都道府県看護協会における継続教育の教育者を対象とし
た研修は、258 研修（定員 21360 名）（2011 年）開催されている。組織には、施設における教育者の役割お
よび責任の明確化と、教育者が研修の機会を活用できるような支援が求められる。本会は都道府県看護
協会と、継続教育の組織と運営や、学習資源の整備、教育活動の支援等を通じ、連携を図っていく必要
がある。
　看護教育のあり方等については、厚生労働省 ･文部科学省の関係省庁において、様々な検討が進めら
れてきた。看護基礎教育のあり方に関する懇談会（2008 年）では、中長期的な未来を念頭に看護職員に
求められる資質・能力が検討され、看護基礎教育の充実に向けた「期間延長と大学移行」の方向性が示
された。今後の看護教員のあり方に関する検討会（2010 年）では、看護教員の養成のあり方や継続教育
等、看護教員の資質や能力の維持 ･向上に向けた課題改善の方向性が示された。質の高い教育を実施す
るためには、看護実践能力と教育実践能力の両者共に必要でそのバランスが重要である。また、専門分
野の研究に関する最新情報を収集し、教育に活用できる能力や、日々の教育活動の中に課題を見出し、
研究に取り組める能力を育成するための教育も重要である。今後、看護教員の資質・能力の向上に向け
た具体的な取り組みが求められる。
　本会は日本看護協会事業として、看護職の実践に根ざした研究の推進を目的に、昭和 42 年から、毎
年日本看護学会を開催している。本学会は、継続教育の一環として看護職が、研究に取り組み、発表す
る機会として、広く活用されている。組織には、看護職が、日々の実践の中に課題を見出し、研究に取
り組む能力を育成するための支援も求められる。

III．継続教育の範囲
1．新人教育
2．ジェネラリストを育成する教育
3．スペシャリストを育成する教育
4．管理者を育成する教育
5．教育者・研究者を育成する教育

1．新人教育
　基礎教育終了直後からおおむね 1年までの新人看護職を対象とする。これは基礎教育で修得した看護
実践能力を基盤とし、看護の専門職としての基本的な知識・技術・態度を養い、チームの中で看護を安
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全に提供する実践能力を強化するための教育であり、今後のキャリアの基礎を築く上で非常に重要であ
る。すべての新人は、この教育を受けるよう自ら参加し、自己研鑽を続けていく責務を持つ。また、組
織にはその機会を保証するよう努める責任がある。

2 ．ジェネラリストを育成する教育
　特定の分野・領域、働く場や形態にとらわれず、あらゆる対象者に対して、従事した領域で、直接、
質の高い看護サービスを提供することを志向する看護職を対象とする。この教育は、その時代や社会に
応じた、最善の看護を常に提供するために、看護職としての知識・技術・態度を向上させ、根拠に基づ
く看護を実践する能力、スペシャリストを適切に活用しうる能力、多職種と協働する能力、患者を中心
としたチームでのケアをマネジメントする能力等を段階的に育成することを目的とする。
　すべてのジェネラリストは、この教育に自ら参加し、自己研鑽を続けていく責務を持つ。また、組織
にはその機会を保証するよう努める責任がある。

3．スペシャリストを育成する教育
　特定の分野・領域において、専門性の高い看護実践を提供する看護職を対象とする。これらの教育に
は、専門領域において卓越した看護実践能力を有し、さらに多職種との協働を促進するうえで必要な対
人関係能力や管理能力、そして専門領域のケアの質を向上させるための研究能力を育成する大学院教
育、専門領域において水準の高い看護実践能力を有し、ケアの質向上に向けた指導や相談の能力の育成
を目的とした認定看護師教育課程などが相当する。

4．管理者を育成する教育
　多様なヘルスケアニーズを持つ個人、家族及び地域住民に対して、質の高い組織的看護サービスを志
向する管理者を対象とする。
　この教育は、広い視野と先見性を持ち、現状の改革のために主体的に行動できる人材の育成を目的と
する。また、多面的な分析による、現状の改善や改革にむけた的確な問題解決能力と、組織目標の達成
にむけた有効な行動を推進する柔軟な対応能力の育成を目的とする。
　すなわち、対象者が、それぞれの立場・役割において、目標達成のために人的、物質的、財政的資源
および情報を、効率的かつ最大限に活用できるような能力を育成する。
　本会の認定看護管理者教育課程や大学院における看護管理学専攻等がこれに相当する。

5．教育者・研究者を育成する教育
　本基準における継続教育の教育者とは、施設内において、継続教育の責任を担う者、部門や部署の教
育を担う教育の担当者、新人看護職員研修における研修責任者・教育担当者・実地指導者、看護学生を
指導する実習指導者などを指す。また、都道府県看護協会等において継続教育の計画を立案・実施・評
価する者、その責任を担う者を指す。
　この教育は、看護の質の向上を図るため、研修計画の策定において、さまざまな意見や課題を集約し
研修の結果を評価する能力や、研修運営における問題解決および新たな研修計画を策定する能力の育成
を目的とする。
　これらの教育には、施設内外の集合研修や実務を通した職場内教育等、様々な研修が相当する。教育
者には、本会をはじめ関連機関等で実施される研修への積極的な参加により、その資質を高める努力が
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求められる。
　基礎教育・大学院教育を担う看護教員には、看護実践能力と教育実践能力のほかに、看護学を体系的
に明らかにし、理論および科学的根拠に基づく実践を可能とするための研究や理論開発能力を育成・向
上させることを目指した教育が求められる。

IV．継続教育の基準
　この基準は継続教育を提供するための組織およびその運営に関する基準である。これは ANA の継続
教育に関する基準注 1 を参考に「組織と運営の基準」、「学習資源の基準」、「教育活動の基準」の 3 つの
基準で構成した。

1．組織と運営の基準
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。

2．学習資源の基準
《人材》

1） 運営組織は教育の目的達成に充分な人材と人員が保証されている。
2） 教育の責任者の選出基準は以下のように提案する。

•運営組織のメンバーを経験していることが望ましい。
•管理者を経験していることが望ましい。
•看護学または関連領域の修士号を持つことが望ましい。

3） 教育の担当者など運営組織のメンバーの選出基準は明確に記述されている。選出基準は以下のよう
に提案する。
•看護の実務経験年数を 5 年以上有する者
•実地指導者、実習指導者等を経験していることが望ましい。

注 1　ANA : STANDARDS for Nursing Professional Development : Continuing Education and Staff  Development, 
American Nurses Publishing, 1994.

NATIONAL NURSING STAFF DEVELOPMENT ORGANIZATION, AMERICAN NURSES ASSOCIATION : 
NURSING PROFESSIONAL DEVELOPMENT : SCOPE AND STANDARDS OF PRACTICE, 2010
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•看護学または関連領域の修士号を持つことが望ましい。
•学習者に役割モデルを示すことができ、学習者への助言や、学習者からの相談などに対応できる

者
4） 運営組織のメンバーは、生涯学習についての基本的考え方、教育原理、教育プログラムの作成方

法、教育方法等についての継続的な研修を通して自己の能力の維持・向上に努める。
5） 運営組織の人材と人員が教育の目的達成のために適切で効果的であるかを毎年評価する。

《施設と設備》
1） 組織は施設内教育の集合研修や OJT にとどまらず、スキルスラボの活用や e‒ラーニングの導入、

学会の参加や施設外教育機会の活用など、さまざまな教育方法を取り入れる。
2） 組織は、教育活動に必要な設備、器材、教育機器を整える。
3） 組織は、教育活動に必要な図書情報サービス（雑誌、書籍、インターネットなど）を整備し、または

他機関のサービスを利用可能にする。
4） 施設と設備が教育の目的達成のために適切で効果的であるかを毎年評価する。

3．教育活動の基準
《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
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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。

V．今後の課題　継続教育の課題解決に向けた取り組み
1．新人看護職員研修の普及と充実

○全ての新人看護職員が研修を受講できるよう、さらなる体制整備や、自施設と他施設との相互連携
等を進めることが求められる。また、研修実施のための指導内容・体制の実態把握や、組織体制の
評価等が課題である。

2．ジェネラリストの能力開発支援
○継続教育を提供する組織において、教育提供体制および教育内容が充実し、体系的な継続教育が提

供されることを目的に、本基準を土台にした組織における継続教育の運営ガイドを作成する。
○ジェネラリストが期待される役割を遂行できるために、自身が実践能力を自己査定できるシステム

を検討する。
○個々の患者への最適な医療・看護を、チームで効率的・効果的に提供するリーダーとしての能力お

よび学習支援策を検討する。

3．継続教育を受ける機会の拡充
○施設内教育の充実のみならず、施設外教育や時と場所を問わず学習できる e‒ラーニングやインター

ネットなどを活用した学習機会の充実のための方策を検討する。

おわりに
　看護職が、継続教育によりその能力を維持・向上することは、個々のキャリア形成と、看護職として
の社会的責務を果たすうえで、必要不可欠なものである。継続教育を提供しようとするさまざまな組織
においては、本基準を参考に、教育提供体制・教育内容の充実をされたい。
　本会は、本基準を広く看護職に周知し、提示した課題に引き続き取り組むよう努める。
　本基準を、看護職個々や継続教育の場において広く活用されたい。



― 13 ―

引用・参考文献
・NATIONAL NURSING STAFF DEVELOPMENT ORGANIZATION, AMERICAN NURSES ASSOCIA-

TION : NURSING PROFESSIONAL DEVELOPMENT : SCOPE AND STANDARDS OF PRACTICE, 2010
年

・厚生労働省：今後の看護教員のあり方に関する検討会、2010 年
・厚生労働省：チーム医療の推進に関する検討会報告書、2010 年
・日本看護協会：看護職員実態調査、2010 年
・日本看護協会：継続教育の基準、2000 年
・日本看護協会：平成 21 年版　看護白書、2009 年
・厚生労働省：新人看護職員研修ガイドライン、2009 年
・厚生労働省：看護の質の向上と確保に関する検討会中間とりまとめ、2009 年
・厚生労働省：看護基礎教育のあり方に関する懇談会論点整理、2008 年
・日本看護協会：看護にかかわる主要な用語の解説、2007 年
・日本看護協会：新版　看護者の基本的責務　定義・概念／基本法／倫理、2006 年
・日本看護協会：看護師臨床研修必修化推進検討委員会報告、2006 年
・日本看護協会：平成 17 年版 看護白書、2005 年
・厚生労働省：「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」報告書　新人看護職員研修の充実を目

指して、2005 年
・厚生労働省：新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会報告書、2004 年
・日本看護協会：平成 15 年版　看護白書、2003 年
・厚生労働省：新たな看護のあり方に関する検討会報告書、2003 年
・日本看護協会：看護者の倫理綱領、2003 年
・ICN : An Implementation Model for the ICN Framework of Competencies for the Generalist Nurse, 2003

年
・日本看護協会：ジェネラリストのためのクリニカル・ラダー開発（日本看護協会：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）、2003 年
・ANA : STANDARDS for Nursing Professional Development : Continuing Education and Staff  Develop-

ment, American Nurses Publishing, 1994 年



― 14 ―

別添 1：標準クリニカル・ラダー

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ

臨
床
能
力
項
目

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

所属する看護職場
の基本的な看護実
践（基本的な看護
技術、看護過程の
展開など）ができ
る。

所属する看護職場
で、日常的に必要
とされる看護実践
は、ほぼ単独で実
施できる。

所属する看護職場
で、高度な看護実
践を行い、さらに
モデル的な看護実
践の教示をするこ
とができる。

論理的知識と実践
的知識を応用し、
全人的でありかつ
分析的看護を効率
的に実施すること
ができる。

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

責任の最も軽い、
難易度の最も低い、
軽微な組織の役割
を果たす。看護チ
ームでは、フォロ
アーやチームメン
バーの役割、病棟
での係としては簡
単なルーチーンの
係の役割を遂行で
きる。

所属する職場で、
日常的な組織的役
割が遂行できる。
看護チームでは、
チームリーダーや
コーディネーター
の役割、病棟での
係としては、創造
的能力を要求され
る係の役割を遂行
できる。

所属する職場で、
特殊なまたは専門
的な能力を必要と
される役割、また
は指導的な役割
（学生指導、業務
改善係、学習会係、
教育委員、リスク
マネジメント係な
ど）を遂行できる。

所属を超え、看護
部や病院から求め
られる役割、成果
の問われる責任の
重い役割（ジェネ
ラル・リスク・マ
ネージャーなど）
を遂行できる。

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

自己の教育的課題
を指導によって発
見することができ
る。

自己の教育的課題
達成に向けた教育
活動を展開するこ
とができる。

自己の教育活動に
積極的に取り組む
とともに、教育活
動について指導的
な役割を実践する
ことができる。

単独で専門領域や
高度な看護技術等
についての自己教
育活動を展開する
ことができる。組
織的研究活動を実
践できる。

日本看護協会編：「ジェネラリストの標準クリニカル・ラダー」について、平成 17 年版　看護白書、
p.197-209、2003
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別添 2：ジェネラリスト・ナースのための ICN能力基準フレームワーク

専門的、倫理的、法的な実践 ケア提供とマネジメント 専門性の開発

説明責任 倫理的実践 法的実践 ケア提供とマネジ
メントの主原則

専門性の
向上

質の改善 継続教育

ケア提供

アセスメント 計画 実施 評価 治療的コミュニケー
ションと対人関係

健康増進

ケアマネジメント

安全な環境 多職種間
ヘルスケア

委任と監督

図：ICNジェネラリスト・ナースの国際能力基準フレームワークの概要

1．専門的・倫理的・法的な実践
1.1 説明責任
ａ　自らの専門的な判断と行動に対する説明義務や責任を持つ
ｂ　自らの役割と能力の限界を十分に理解する
ｃ　自らの現在の能力や業務範囲を超える専門知識が必要な看護ケアを実施する場合は、（必要な専
門知識を持った）看護師に相談する

ｄ　個人や集団のニーズが看護実践の範囲外である場合は、他の医療専門職者／関係機関に相談する

1.2 倫理的な実践
ａ　ICN看護師の倫理綱領（2000 年）に従って実践する
ｂ　倫理的意思決定を効果的に取り入れる
ｃ　ICN看護師の倫理綱領（2000 年）にあるように、人権保護のための擁護者としての役割を果たす
ｄ　患者／クライアントの情報へのアクセスの権利を尊重する
ｅ　専門業務として入手した書面および口頭による情報の秘密保持と安全管理を保障する
ｆ　患者／クライアントのプライバシーの権利を尊重する
ｇ　看護とヘルスケアにおける患者／クライアントの自己選択権及び決定権を尊重する
ｈ　患者／クライアントの安全やプライバシー、尊厳を損なうおそれのあるヘルスケア業務に適切に
異議を唱える

ｉ　危険な慣習を明らかにし、適切に対応する
ｊ　自らの信念と価値観、そしてそれらがケアに及ぼしうる影響を十分に理解する
ｋ　個人や集団の価値観、習慣、宗教的信念、慣習を尊重する
ｌ　文化に十分配慮したケアを提供する
ｍ　戦争、暴力、紛争及び自然災害等の状況における倫理的判断及びケアの優先順位等の課題につい
て理解していることを示す

1.3 法的な実践
ａ　関連法規に従って実践する
ｂ　全国および地域の政策や手続きガイドラインに従って実践する
ｃ　看護実践に関係する法律および／または専門的行動規範への違反を明確に理解し、それに取り組
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む

2．ケア提供とマネジメント
2.1 ケア提供とマネジメントの主原則

ａ　看護実践に関連の知識を応用する
ｂ　有効かつ関連のある調査結果やその他の証拠を実践に組み入れる
ｃ　看護およびヘルスケアの刷新していることや変化についての討議を開始し、実践する
ｄ　批判的思考と問題解決スキルを適用する
ｅ　さまざまな専門的状況やケア提供状況において、信頼できる臨床判断と意思決定を適用する
ｆ　提供する看護ケアの理論的説明を行う
ｇ　仕事に優先順位をつけ、時間を効果的に管理する
ｈ　アドボカシーのプロセスを理解していることを示す
ｉ　健康状態の変化、障害、死に対処するうえで、個人、家族やコミュニティにおいて人的資源とな

る
ｊ　明確かつ簡潔に情報を提示する
ｋ　ケアを安全に提供するために、客観的主観的データ及びその重要性について正確に解釈する
ｌ　災害時対策について理解していることを示す

2.2 ケア提供
2.2.1 健康増進
ａ　国民健康保険およびソーシャルケア政策を理解していることを示す
ｂ　他の専門職や地域社会と協働する
ｃ　健康を左右する多様な要因を考慮に入れた【全体的な観点】から、個人・家族・地域社会をとら

える
ｄ　健康増進や疾病予防に指導的役割を果たし、それらの評価に寄与する
ｅ　健康促進と保健教育に利用可能な資源に関する知識を応用する
ｆ　個人・家族・地域社会が、健康的なライフスタイルを取り入れる権利が与えられるよう行動する
ｇ　個人・家族・地域社会に適切な保健関連情報を提供し、最良の健康やリハビリテーションを得る

ことができるよう支援する
ｈ　伝統的な治療法を理解していることを示す
ｉ　自立した生活の仕方の展開および／または維持するための支援／教育を提供する
ｊ　看護行為（nursing interventions）における保健教育の可能性を十分に理解する
ｋ　個人・家族・地域社会を対象とするさまざまな教育および学習戦略に関する知識を応用する
ｌ　保健実践に関する学識と理解を評価する
2.2.2 アセスメント
ａ　適切で体系的な看護アセスメントを実施する
ｂ　データを分析、解釈、正確に記録する
2.2.3 計画
ａ　できれば患者／クライアントおよび／またはケア提供者と協力しながら、看護計画を立案する
ｂ　ヘルスケアおよびソーシャルケアチームの関連メンバーと協議する
ｃ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者が、ケアに同意する基礎となる十分な情報を確実

に受け取れるようにする
ｄ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者が支援を要請した場合や、意思決定能力を十分に

持っていない場合に擁護する
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ｅ　できれば患者／クライアントおよび／またはケア提供者と協力しながら、ケアの優先順位を決め
る

ｆ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者と協力しながら、予測される結果とその達成およ
び／または見直しに要する時間を明らかにする

ｇ　できれば患者／クライアントおよび／またはケア提供者と協力しながら、看護計画を定期的に見
直して修正する

ｈ　看護計画を記録する
2.2.4 実施
ａ　確認された結果を達成するために、計画したケアを実施する
ｂ　患者／クライアントとの専門的関係の境目を尊重する方法で看護を実践する
ｃ　看護介入として実施したことを記録する
ｄ　不測の事態や状況の急激な変化に効果的に対応する
ｅ　緊急事態や災害時に効果的に対応する
2.2.5 評価
ａ　予測される結果へ向けての進捗状況を評価し、記録する
ｂ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者と協力し、計画した成果に向けての進捗状況を再
検討する

ｃ　評価データを利用して看護計画を修正する
2.2.6 治療的コミュニケーションと対人関係
ａ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者との適切なコミュニケーションおよび対人関係の
ためのスキルを活用して、治療関係を結び、展開および中断する

ｂ　患者／クライアントの健康状態に関する適切で正確な包括的情報を、口頭、書面、電子データの
形で絶えず伝達する

ｃ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者に与える情報を、適切かつ明白な方法で提示する
ことを保証する

ｄ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者の質問や要請、問題に適切に対応する
ｅ　患者／クライアントおよび／またはケア提供者に権限を与えるような方法で対話する
ｆ　利用可能な情報技術を効果的かつ適切に利用する
ｇ　保健医療技術の開発／地元での実施状況について理解していることを示す

2.3 ケアマネジメント
2.3.1 安全な環境
ａ　質保証およびリスクマネジメントでの展開方法を利用することで、安全なケア環境を整備し、維
持する

ｂ　適切なアセスメント・ツールを使用し、実際のリスクと潜在的リスクを明らかにする
ｃ　適切な原則を用い、治療薬の安全な管理を保証する
ｄ　感染防止の手続きを実施する
ｅ　管轄当局に安全に関係する問題を通知し、記録に残す
2.3.2 多職種間ヘルスケア
ａ　効果的な多職種間の実践、知識を応用する
ｂ　同僚看護師及び看護師以外の職種との建設的な協力関係を確立し、維持する
ｃ　協力関係を維持して効果的な職種横断的チームワークに貢献する
ｄ　ヘルスケアおよびソーシャルケアチームのメンバー全員の役割とスキルを高く評価する
ｅ　患者／クライアントに関する意思決定は、ヘルスケアおよびソーシャルケアチームのメンバーと
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ともに行う
ｆ　ヘルスケアおよびソーシャルケアチームのメンバーとともに、ケアを再検討し、評価する
ｇ　多様な専門家チームによる意思決定において患者／クライアントあるいはケア提供者の視点を考
慮する

2.3.3 委任と監督
ａ　その能力と実践範囲に合った活動を他者に委任する
ｂ　他者に委任したケアの様々な側面を監督する上で、幅広い支援方略を利用する
ｃ　ケアを部分的に他者に委任する場合にも、自らの説明義務や責任を持つ

3．専門性の開発
3.1 専門性の向上
ａ　看護の専門的イメージを促進し、維持する
ｂ　政策策定及びプログラム計画に参加する権利を擁護する
ｃ　専門看護実践の発展に貢献する
ｄ　看護の発展への貢献において、またケア基準を改善する手段として、調査を高く評価する
ｅ　効果的な役割モデルとして行動する
ｆ　看護およびヘルスケアの提供において主導的役割を示す

3.2 質の向上
ａ　確かな証拠を利用して看護実践の質を評価する
ｂ　質の向上及び保証の手順に関与する

3.3 継続教育
ａ　自らの実践を定期的に見直す
ｂ　継続教育及び能力維持のニーズを満たすよう行動する
ｃ　生涯学習への責任を引き受ける
ｄ　学生および同僚の教育、専門性の開発に貢献する
ｅ　効果的なメンターとして行動する
ｆ　ヘルスケアに関わる多職種の人と共に学ぶ機会を得る

日本看護協会編：「ジェネラリスト・ナースの国際能力基準フレームワーク」、平成 17 年版　看護白
書、p.170-178　2003
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平成 23 年度　教育委員会（50 音順、敬称略）

委 員 長：髙 屋　尚 子　聖路加国際病院 教育・研究センター　教育研修部
副委員長：佐々木 幾 美　日本赤十字看護大学
　　　　　猪 又　克 子　北里大学病院
　　　　　宇都宮 明 美　聖路加看護大学
　　　　　郷　　由里子　東京都立松沢病院
　　　　　渋 谷　美 香　NKN（ナーシングナレッジネットワーク）
　　　　　高 橋　弘 枝　財団法人厚生年金事業振興団　大阪厚生年金病院
　　　　　竹 股 喜代子　日本看護協会　看護研修学校
　　　　　保 田　昌 子　日本看護協会　神戸研修センター
　　　　　湯 沢　八 江　国際医療福祉大学　大学院

平成 23 年度　継続教育の基準に関する検討ワーキンググループ（50 音順、敬称略）

班　　長：髙 屋　尚 子　聖路加国際病院 教育・研究センター　教育研修部
副 班 長：佐々木 幾 美　日本赤十字看護大学
　　　　　猪 又　克 子　北里大学病院
　　　　　宇都宮 明 美　聖路加看護大学
　　　　　渋 谷　美 香　NKN（ナーシングナレッジネットワーク）

担当理事：洪　　愛　子　常任理事

担当部署：日本看護協会 看護研修学校　教育研究部 継続教育係
　　　　　徳 永　悌 子 ／ 清 水　明 美 ／ 友 竹　千 恵





編 集 発 行：公益社団法人 日本看護協会

問い合わせ先：看護研修学校　教育研究部　継続教育課

印　　　　刷：勝美印刷株式会社

本書の無断複写・転載は禁じます。

平成 26年 6月1日　第 1版第 2刷発行

06-068 表紙.indd   2 2014/07/15   18:40:25



「継続教育の基準 ver.2」
活用のためのガイド

「
継
続
教
育
の
基
準ver.2

」
活
用
の
た
め
の
ガ
イ
ド

公
益
社
団
法
人

　日
本
看
護
協
会

06-068 表紙.indd   1 2014/07/15   18:40:25


	はじめに
	目次
	オリエンテーション
	継続教育の基準ver.2と継続教育に関するガイドラインとの位置関係
	本ガイドで用いる用語
	「継続教育の基準ver.2」活用のためのガイド
	Part.1組織と運営の基準
	①教育理念の明文化
	②継続教育の責任者
	③教育の責任者の責任範囲
	④教育の企画・運営組織
	⑤運営組織の権限と伝達の系統
	⑥運営組織と教育理念
	⑦運営組織に所属する職員の職務等の明文化
	⑧運営組織の看護職の能力開発
	⑨教育に必要な予算の確保と妥当性の評価
	⑩運営組織に関する記録の保管と報告
	⑪運営組織に関する記録の閲覧・提出
	⑫運営組織の評価システム

	part.2学習資源の基準 
	≪人材≫
	①運営組織の人材と人員の保証
	②教育の責任者の選出基準
	③運営組織のメンバーの選出基準
	④運営組織のメンバーの自己の能力の維持・向上
	⑤運営組織の人材と人員の評価
	≪施設と設備≫
	①多様な教育方法の導入
	②設備、器材、教育機器の整備
	③図書情報サービスの整備
	④施設と設備の評価

	part.3教育活動の基準
	≪運営組織の役割≫
	①運営組織の教育活動における責任
	②教育プログラムの構築
	③施設・設備の整備と評価 
	④講師の選出 
	⑤運営組織のメンバーとしての学習者への関わり
	⑥教育プログラムの評価とフィードバック
	⑦学習者への配慮
	⑧教育活動に関する調査・研究・開発
	≪教育計画の立案・実施・評価≫
	①教育計画の作成
	②教育計画の作成と組織の特徴と理念・目的・目標、看護職の特性
	③教育計画に反映させるべきニーズとアセスメント
	④教育計画と成人学習者の特徴と教育方法
	⑤教育目標の設定
	⑥教育プログラムと教育目標との一貫性 
	⑦教育内容が貢献すべき能力の育成
	⑧教育方法の計画
	⑨教育プログラムの広報
	⑩教育計画の立案・実施・評価の過程の評価
	⑪教育活動の評価のフィードバック
	⑫教育活動の記録、保管と次年度への活用

	執筆者一覧
	付録：継続教育の基準ver.2

