
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
活用のための手引き

4. 施設における活用例編

～行動目標の検討からレベルの到達状況の確認（評価）まで～



日本看護協会では、平成28年（2016年）5月の「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会

版）」（以下、JNAラダー）の公表後、活用のための手引きとして「1．開発の経緯」「2．導

入・活用編」「3 ．学習内容編」を公表し、JNAラダーの普及を推進してまいりました。

第4弾となる「４．施設における活用例編」は、JNAラダーの導入や活用における課題や悩み

を解決するための具体例を共有することを目的に公表いたしました。

本手引きは、実際にJNAラダーを導入・活用されている施設の皆さまからいただいた情報を

もとに、図1に示す「施設における人材育成の基本的な流れ」に沿いながら、活用の具体例を示

しております。様々な具体例を提示しておりますので、ご所属施設にあった課題解決策をとり

こんでいただき、本手引きが施設におけるJNAラダーの導入・活用の一助となり、看護実践能

力の強化につながることを期待いたします。
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図1 これまでに公表した手引きと本手引きの関連

本手引きでは、新たに示す
「レベルの到達状況の確認
（評価）」を含めて、
で示している部分について、
全体を一連の流れで例示し
ます。

施設における人材育成の基本的な流れ

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
活用のための手引き

1．開発の経緯

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
活用のための手引き

2．導入・活用編

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
活用のための手引き

3．学習内容編
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図2 看護師個人と組織におけるJNAラダー活用の基本的考え

日本看護協会が平成24年（2012年）に公表した「継続教育の基準ver.2」では、「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。」と定義

しています。この定義と同様、JNAラダーも、看護師個人としては自身が育つために、組織と

しては看護師を育てるために、活用していただきたいと考えます。

看護師個人と組織における「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」

活用の基本的考え

組織の理念や目的と照らし合わせながら
人材育成・教育支援ツールとして、

看護師を育てるために。

看護実践能力の
自己評価・自己研鑽ツールとして、
専門職である自身の成長のために。

自身の看護実践能力を自己評価し、
「実践できていること」や「今後の課題」

を自ら見出す。

看護師が看護実践能力を自己評価し、
「実践できていること」や「今後の課題」

を見出すための支援をする。

ケアの受け手をとらえ、判断し、
その人に適した方略を選択する

ケアの受け手を中心に、情報や
データを多職種間で共有し、ケ
アの方向性を検討、連携する

ケアの実施・評価を行う
（PDCAサイクルや看護過
程の展開）

ケアの受け手が立ち会う場面
（治療、最期の迎え方など）
において、その人らしい選択がで
きるための意思決定を支える

意思決定を
支える力

ニーズを
とらえる力

協働する力 ケアする力

本手引きでは、p.1に示すように、施設における人材育成の基本的な流れに沿いながら、看護

師個人の成長を支援するために、組織は行動目標をどのように示すのか、行動目標を達成する

ためにラダーと連動した教育をどのように実施するのか、そして教育の結果として看護実践能

力がどのレベルに到達したかを確認するための方法についてご紹介してまいります。

JNAラダーの4つの力をバランスよくそなえた看護師の育成

看護師個人は自身の成長に、組織は看護師の育成にご活用ください1

看護師が看護実践能力を自己評価するために、組織の支援が大切です2
看護師個人が専門職である自身の成長のためにJNAラダーを活用する際には、行動目標の達

成に向けて学習の計画を立て、自身の看護実践能力について自己評価していくことが大切です。

そして、看護師が所属する組織は、看護師に行動目標を示しながら人材育成や教育的支援を

行い、自己評価できるよう支援していきながら、JNAラダーの4つの力をバランスよく育成し

ていくことが必要となります（図2）。

看護師個人 看護師が所属する組織
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看護師個人としての「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」を用いた

看護実践能力の自己評価方法のご提案

p.2では、看護師個人の方には専門職である自身の成長のためにJNAラダーをご活用いただき、

行動目標の達成に向けて学習の計画を立て、自身の看護実践能力について自己評価していくこ

とが大切であることをお伝えしました。それでは、どのように活用していくかの方向性をご紹

介させていただきます。

ご所属施設にラダーがある場合

ご所属施設のラダー
の行動目標

ご所属施設の
ラダーの評価表

ご所属施設にラダーがない場合

JNAラダーの実践例

・病院
・高齢者介護施設
・訪問看護ステーション

実践できている看護実践の内容をより明確に表現するために、自己評価の内容を文章化する

ケアの受け手の全体像
Aさん・72歳・男性
疾患名：慢性心不全 ・・・・・

行動目標 行動目標に沿って実践できていること

ニーズをとらえる力 ・・・・・ ・・・・・・・・・・

ケアする力 ・・・・・ ・・・・・・・・・・

協働する力 ・・・・・ ・・・・・・・・・・

意思決定を支える力 ・・・・・ ・・・・・・・・・・

全体の評価

4つの力を統合して、いま実践できていることを書いてみる

今後の課題

何が実践できるようになれば課題が解決できるのかを考えて書いてみる

同僚・先輩・上司などからアドバイスをもらいながら進めていきます

具体的な方法例は、p.36～46をご参照ください
同僚 先輩 上司

今後の課題を抽出する際には、

活用のための手引き「３．学習

内容編」の「実践（OJT）」

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
活用のための手引き

3．学習内容編

や「知識の例」を

参考にすることも

できます。

看護師個人

JNAラダーの行動目標

JNAラダーと自身の所
属施設に近い実践例を
参考に、看護実践能力
を自己評価し、

 実践できていること
 今後の課題
を自ら見出す。

2つを用いて、
自身の看護実践能力を
自己評価し、

 実践できていること
 今後の課題
を自ら見出す。



「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」を用いた

組織における評価（レベルの到達状況の確認）方法のご提案

p.3のように、看護師個人が自身の看護実践能力を評価していくためには、看護師が所属する

組織がその支援していくことが大切です。そのために、組織が行うことのポイントを5W1Hの

視点でご提案させていただきます。以下の具体的な方法例については、p.9～p.51に掲載して

いますので、詳細はそちらをご参照ください。

Why（何の目的で）

1．評価の目的

When（いつ）

2．評価の時期

Who（誰が）

3．評価者

JNAラダーにおける評価は、「できる」「できない」を確認するためで

はなく、個々の看護師が、自己研鑽を積んだり教育的支援を受けたりした

結果として「実践できていることは何か」を確認したり、「現時点では実

践できていない今後の課題は何か」を見出すために行うものであり、レベ

ルの到達状況の確認という意味になります。

評価=レベルの到達状況の確認

ラベルづけや批判・反省ではない、次への課題を見つける学習支援

レベルの到達状況の確認は、以下の時期を目安としていただきます。

まずは、学習を支援する側が、看護師の実践を日ごろからよく観察し、

①日々の実践・OJTの中で評価します。年度の半期を目安に、②中間評価

を行って目標達成に向けた進捗を管理します。そして、JNAラダーの4つ

の力をバランスよく育成するために、③年度末に総合的な評価を行います。

①日々の実践・OJTの中での評価

②中間評価

③総合的な評価

自身の看護実践を振り返り、実践できていることや次への課題を自ら見

出す自己評価が評価の基本ですが、看護師個人が自己評価した上で、個人

では気づかなかった点を指摘したり、評価の客観性を出すために他者評価

が必要です。

組織の体制に応じて可能な人材・人員とすることが基本ですが、評価を

受ける看護師の看護実践を適切に評価することができる者として、以下の

視点を参考に選出していただきます。

【他者評価の選出基準】

・看護師個人から依頼を受けた者

・看護師個人の看護実践などを直接観察することができる者

・看護師個人の同僚あるいは先輩または後輩など

・教育の担当者やプリセプターなど、看護師個人の指導的立場にある者

①日々の実践・OJTの中での評価

1 1 1

2

3
②中間評価

③総合的な評価

1 1 1

4



5

What（何を）

4．評価の内容

How（どのように）

5．評価の方法

Where（どこで）

6．評価の場所

面談や事例検討会は、看護師個人やケアの受け手のプライバシーの保護

に留意した場所を選択します。

プライバシーの保護に留意することで、看護師個人が、実践した看護を

振り返りながら言語化しやすい環境を整えることができます。

評価する内容としては、2つの重要なポイントがあります。

ポイント1：行動目標の達成状況やレベルの到達状況を確認する

まずは、【行動目標】と照らし合わせて「実践できていること」を確認

します。そして、【レベル毎の目標】とレベル毎の定義もあわせながら、

看護実践能力の4つの力がバランスよく育成されているかを確認します。

現時点で達成できている行動目標や、到達しているレベルを確認し、個々

の看護師の成長を把握することが評価の基本になります。

ポイント2：今後の課題や目標を見出す

ポイント1で確認した行動目標の達成状況やレベルの到達状況をもとに、

「看護実践能力を高めていくための今後の課題や目標」を、看護師個人と

評価者との話し合いを通して、具体的に見出していくことが大切です。

評価の方法は様々ですが、本手引きでは、①日々の看護実践の共有

（p.37）、②面談（p.38～40）、 ③事例検討会（p.41～46）の３つの

方法を紹介しています。

組織の状況に応じて適切な方法を選択していただきますが、看護師個人

と評価者がともに納得して、行動目標の達成状況やレベルの到達状況を確

認し、次へのステップに向けた課題や目標を明確にできる方法を採用する

ことが大切です。

①日々の看護実践の共有

②面談

③事例検討会

4つの力ごとの【行動目標】と照らし
合わせて、「実践できていること」
を確認する

【レベル毎の目標】とレベル毎の定義
もあわせながら、4つの力がバランスよく
育成されているかを確認する

「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」を用いた

組織における評価（レベルの到達状況の確認）方法のご提案
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図3の左側は、施設における人材育成の基本的な流れを示したもので、本手引きではこの流

れに沿って、3つのテーマを設けて施設でのJNAラダーの活用例を紹介していきます。

テーマ1は2つ、テーマ2は3つ、テーマ3は2つの要素に触れていますが、はじめからすべて

の要素に取り組んでいただく必要はございません。施設の状況に応じて必要な要素について、

掲載されているページを参考に読み進めてみてください。

テーマ3：レベルの到達状況の確認（評価）

OJT・研修など

レベルの到達状況の確認
（評価）

組織の理念や目的に
応じて作成

自己教育・
研究能力

組織的役割
遂行能力

看護実践
能力

組織の理念

目指す看護師像

組織における学習支援・
評価のための基準の策定

標準的指標として
JNAラダーを活用 テーマ1：ラダーの作成と行動目標の検討

図3 本手引きの構成

施設における人材育成の基本的な流れ

行動目標の
示し方を
検討する

要素1 要素2

JNAラダーを
活用したラダーを

作成する

p.9～10 p.11～17

テーマ2：ラダーと連動した教育の実施

要素1 要素2

自施設の教育の
現状を把握する

p.19 p.20～23

教育計画に
基づき教育を
実施する

要素3

p.24～27

教育の計画を
立てる

要素1

評価の体制・
時期・方法を
検討する

p.29～35

評価して
結果を活用する

要素2

p.36～51





「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
施設における人材育成の基本的な流れ

における活用の具体例紹介

テーマ1：ラダーの作成と行動目標の検討
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組織の理念・ビジョンや地域における役割などから目指す看護師像を整理し、看護師像の到

達に必要な能力を抽出した後、JNAラダーを活用しながら、その能力を育成するためのラダー

を作成していきます。JNAラダーを活用したラダー作成の進め方の詳細については、活用のた

めの手引き「2．導入・活用編」をご参照ください。

本手引きでは、JNAラダーと本会が平成28年（2016年）に公表した「『病院で働く看護職の

賃金のあり方』日本看護協会の提案」における看護師キャリア開発ラダーのレベル例を基に、

キャリアラダーを作成した例を提示しています（図4）。

ここでは[組織的役割遂行能力][自己教育・研究能力]も含めたキャリアラダーの例を提示し

ましたが、ラダーをはじめて導入される組織においては、まずはJNAラダーをそのまま活用し

て看護実践能力のみから活用を開始するのも一案です。

図4 JNAラダーを活用して作成したキャリアラダーの例

定義

レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

レベル毎の定義
基本的な看護手順に従い必要に応じ助言
を得て看護を実践する

標準的な看護計画に基づき自立して看護
を実践する

ケアの受け手に合う個別的な看護を実践す
る

幅広い視野で予測的判断をもち看護を実
践する

より複雑な状況において、ケアの受け手に
とっての最適な手段を選択しQOLを高めるた
めの看護を実践する

看護の核となる
実践能力

ニーズをとらえる力 【レベル毎の目標】
助言を得てケアの受け手や状況(場）のニー
ズをとらえる

ケアの受け手や状況（場）のニーズを自らとら
える

ケアの受け手や状況(場）の特性をふまえた
ニーズをとらえる

ケアの受け手や状況(場）を統合しニーズをと
らえる

ケアの受け手や状況(場）の関連や意味をふ
まえニーズをとらえる

【行動目標】 □助言を受けながらケアの受け手に必要な
身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな
側面から必要な情報収集ができる
□ケアの受け手の状況から緊急度をとらえる
ことができる

□自立してケアの受け手に必要な身体的、
精神的、社会的、スピリチュアルな側面から
必要な情報収集ができる
□得られた情報をもとに、ケアの受け手の全
体像としての課題をとらえることができる

□ケアの受け手に必要な身体的、精神的、
社会的、スピリチュアルな側面から個別性を
踏まえ必要な情報収集ができる
□得られた情報から優先度の高いニーズをと
らえることができる

□予測的な状況判断のもと身体的、精神
的、社会的、スピリチュアルな側面から必要
な情報収集ができる
□意図的に収集した情報を統合し、ニーズ
をとらえることができる

□複雑な状況を把握し、ケアの受け手を取
り巻く多様な状況やニーズの情報収集がで
きる
□ケアの受け手や周囲の人々の価値観に
応じた判断ができる

ケアする力 【レベル毎の目標】 助言を得ながら、安全な看護を実践する
ケアの受け手や状況(場）に応じた看護を実
践する

ケアの受け手や状況（場）の特性をふまえた
看護を実践する 様々な技術を選択・応用し看護を実践する

最新の知見を取り入れた創造的な看護を
実践する

【行動目標】 □指導を受けながら看護手順に沿ったケア
が実施できる
□指導を受けながら、ケアの受け手に基本
的援助ができる
□看護手順やガイドラインに沿って、基本的
看護技術を用いて看護援助ができる

□ケアの受け手の個別性を考慮しつつ標準
的な看護計画に基づきケアを実践できる
□ケアの受け手に対してケアを実践する際に
必要な情報を得ることができる
□ケアの受け手の状況に応じた援助ができ
る

□ケアの受け手の個別性に合わせて、適切
なケアを実践できる
□ケアの受け手の顕在的・潜在的ニーズを
察知しケアの方法に工夫ができる
□ケアの受け手の個別性をとらえ、看護実
践に反映ができる

□ケアの受け手の顕在的・潜在的なニーズ
に応えるため、幅広い選択肢の中から適切
なケアを実践できる
□幅広い視野でケアの受け手をとらえ、起こ
りうる課題や問題に対して予測的および予
防的に看護実践ができる

□ケアの受け手の複雑なニーズに対応する
ためあらゆる知見（看護および看護以外の
分野）を動員し、ケアを実践・評価・追求で
きる
□複雑な問題をアセスメントし、最適な看
護を選択できる

協働する力 【レベル毎の目標】 関係者と情報共有ができる
看護の展開に必要な関係者を特定し、情
報交換ができる

ケアの受け手やその関係者、多職種と連携
ができる

ケアの受け手を取り巻く多職種の力を調整
し連携できる

ケアの受け手の複雑なニーズに対応できるよ
うに、多職種の力を引き出し連携に活かす

【行動目標】 □助言を受けながらケアの受け手を看護し
ていくために必要な情報が何かを考え、その
情報を関係者と共有することができる
□助言を受けながらチームの一員としての役
割を理解できる
□助言を受けながらケアに必要と判断した
情報を関係者から収集することができる
□ケアの受け手を取り巻く関係者の多様な
価値観を理解できる
□連絡・報告・相談ができる

□ケアの受け手を取り巻く関係者の立場や
役割の違いを理解したうえで、それぞれと積
極的に情報交換ができる
□関係者と密にコミュニケーションを取ること
ができる
□看護の展開に必要な関係者を特定でき
る
□看護の方向性や関係者の状況を把握し、
情報交換できる

□ケアの受け手の個別的なニーズに対応す
るために、その関係者と協力し合いながら多
職種連携を進めていくことができる
□ケアの受け手とケアについて意見交換でき
る
□積極的に多職種に働きかけ、協力を求め
ることができる

□ケアの受け手がおかれている状況（場）を
広くとらえ、結果を予測しながら多職種連携
の必要性を見極め、主体的に多職種と協
力し合うことができる
□多職種間の連携が機能するように調整で
きる
□多職種の活力を維持・向上させる関わり
ができる

□複雑な状況（場）の中で見えにくくなってい
るケアの受け手のニーズに適切に対応するた
めに、自律的な判断のもと関係者に積極的
に働きかけることができる
□多職種連携が十分に機能するよう、その
調整的役割を担うことができる
□関係者、多職種間の中心的役割を担う
ことができる
□目標に向かって多職種の活力を引き出す
ことができる

意思決定を支える力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や周囲の人々の意向を知る
ケアの受け手や周囲の人々の意向を看護に
活かすことができる

ケアの受け手や周囲の人々に意思決定に
必要な情報提供や場の設定ができる

ケアの受け手や周囲の人々の意思決定に
伴うゆらぎを共有でき、選択を尊重できる

複雑な意思決定プロセスにおいて、多職種
も含めた調整的役割を担うことができる

【行動目標】 □助言を受けながらケアの受け手や周囲の
人々の思いや考え、希望を知ることができる

□ケアの受け手や周囲の人々の思いや考え、
希望を意図的に確認することができる
□確認した思いや考え、希望をケアに関連
づけることができる

□ケアの受け手や周囲の人々の意思決定
に必要な情報を提供できる
□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違
いが理解できる
□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違
いを多職種に代弁できる

□ケアの受け手や周囲の人々の意思決定
プロセスに看護職の立場で参加し、適切な
看護ケアを実践できる

□適切な資源を積極的に活用し、ケアの受
け手や周囲の人々の意思決定プロセスを支
援できる
□法的および文化的配慮など多方面から
ケアの受け手や周囲の人々を擁護した意思
決定プロセスを支援できる

組織的役割遂行能力 レベル毎の定義

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

組織の一員としての役割が理解でき、部署
の目標達成に向けて、基準や手順を順守し
た行動がとれる。日々の看護業務において
リーダーシップがとれる

所属する職場で、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、リスクマネージメント係など）を遂
行できる。看護単位の課題の明確化ができ
る

所属を超え、看護部や病院から求められる
役割を遂行できる。看護単位の課題に対し、
具体的解決を図れる

※組織的役割遂行能力などは組織よって求める内容が異なるので、【レベル毎の目標】や【行動目標】は必要に応じて各組織で作成いただきます

自己教育・研究能力 レベル毎の定義

自己の課題を指導によって発見し、自主的
な学習に取り組むことができる

自己の課題を明確化し、達成に向けた学
習活動を展開することができる

自己の学習活動に積極的に取り組むととも
に、新人や看護学生に対する指導的な役
割を実践することができる

自己のキャリア開発に関して目指す方向に
主体的に研究に取り組み、後輩のロールモ
デルとなることができる

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。
主となり研究活動を実践できる。看護単位
における教育的役割がとれる

※自己教育・研究能力などは組織よって求める内容が異なるので、【レベル毎の目標】や【行動目標】は必要に応じて各組織で作成いただきます

●患者を全人的な視点でとらえることができる・・・・・・・・・・・看護実践能力：ニーズをとらえる力

●患者の個別性に配慮した看護を実践することができる・・・・・・・看護実践能力：ケアする力

●多職種と円滑な情報共有・交換をすることができる・・・・・・・・看護実践能力：協働する力

●患者の意向を多面的にとらえ、最善の選択に向けた支援ができる・・看護実践能力：意思決定を支える力

●組織の一員として経営に参画することができる・・・・・・・・・・組織的役割遂行能力

●自己の成長のために必要な能力を積極的に習得することができる・・自己教育・研究能力

地域医療の発展に寄与する医療人の育成に努め、
個々の患者に最適な医療を提供する

地域医療支援病院として、紹介患者の積極的な
受け入れや救急医療の提供といった役割を担う

組織の理念・ビジョン

組織の規模・機能 地域における組織の役割

目指す看護師像

自施設の看護師に必要な能力

450床の地域医療支援病院

・紹介患者を多く受け入れるため、他医療機関の多
職種とも積極的に協働できる看護師を育成したい

・多様化するケアの受け手のニーズに対応したケア
が提供できる看護師を育成したい

[看護実践能力][組織的役割遂行能力][自己教育・研究能力]から構成されるキャリアラダーを作成

テーマ1               : JNAラダーを活用したラダーを作成する要素1
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まずは暫定版で試行しながら段階的に導入をしてみましょう

「作成したラダーでよいのか自信がない」「本当にこのラダーで運用できるのだろうか」と考

える場合も多くあると思います。自施設のよりよいラダー作成に向けた検討は継続的に行われる

ものとして、最初から完璧な内容を目指すのではなく、まずは暫定的な内容から開始して、「運

用しながら見直して修正していく」サイクルをまわしながら進めることが、スムーズな運用には

大切です。図5のように、ロードマップを作成して、数年単位で目標を設定して進めてみてはい

かがでしょうか。

悩み解決ガイド

自施設の現状分析

職員への説明会開催
新ラダーのプレ評価

試行的な運用開始

～2018年5月 ～2018年11月 2018年11月～2019年2月

図5 ラダー運用のロードマップ例

JNAラダーを活用した
自施設ラダーの作成

行動目標の示し方検討

見直し・修正

～2020年2月

目指す看護師像の抽出には様々な情報を活用してみましょう

組織理念から目指す看護師像を抽出する中で、様々な意見が出てまとまらなくなる状況もある

と思います。その際に、どのような情報を活用できるかをご紹介します。

例えば、ケアの受け手の傾向に関する情報や、地域包括ケアシステムでの自施設の役割などが

あります。図6の例示以外にも、「平均在院日数が短縮化する中で、短期間でより的確にケアの

受け手のニーズをとらえることができる看護師が求められる」「慢性心不全や糖尿病など慢性疾

患を抱えるケアの受け手が増加傾向にあり、慢性期のケア能力に強みをもった看護師が求められ

る」など、様々な情報から多角的に検討してみてはいかがでしょうか。

悩み解決ガイド

図6 目指す看護師像の抽出に活用できる情報の例

＜情報例1：ケアの受け手に関するデータ＞ ＜情報例2：地域包括ケアシステムにおける役割＞

当院の入院患者における認知症患者の割
合が年々増加傾向にあり、代理意思決定
を含めて意思決定を支える能力を強化し
た看護師が求められる。

2012 2013 2014 2015 2016 2017

地域包括ケアシステムの日常生活圏域において、自

施設は退院後に継続的に介護を要するケアの受け手

を受け入れる役割を担っており、在宅への復帰に向

けて多職種と協働する能力を強化した看護師が求め

られる。

自施設：介護老人保健施設

A病院
地域医療支援病院

C診療所

B訪問看護
ステーション

地域包括ケアシステムの
日常生活圏域

認知症を有する患者数
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行動目標は、組織によっては看護師個人が「レベルの到達状況を確認する」ための評価

表としても用いられるものです。行動目標は、基本的にはJNAラダーの【行動目標】をそ

のまま活用いただきたいと考えていますが、示し方は組織によって様々あると思います。

ここでは、看護実践能力の行動目標の示し方として3パターンを紹介していきます。

看護師として成長するため
の共有のものさし

【行動目標の基本的考え】

看護師個人が自ら「レベルの到達状

況を確認」し、実践できていること

や課題をみつけ出すための羅針盤。

JNAラダーの行動目標をそのまま活用し

ている施設では、行動目標の読み取り方に

関する解説を作成することで、行動目標の

達成状況を確認する際の迷いを少なくする

工夫をしているケースもあります。

また、自己評価や他者評価の記入欄を設

けて、客観的な示唆を得る際の記録に活用

している施設もあります。

行動目標（JNAラダーの行動目標を活用） 行動目標の解説 自己評価 他者評価

助言を受けながらケアの受け手に必要な
身体的、精神的、社会的、スピリチュア
ルな側面から必要な情報収集ができる

助言を得ながら、診療記録上の
情報やケアの受け手の訴え、観
察をもとに4つの側面の情報収
集ができる。4つの側面をどの
ように考え、情報収集している
かを説明することができる。

ケアの受け手の状況から緊急度をとらえ
ることができる

ケアの受け手の目標設定や問題
の抽出、優先順位をつけること
を目指して、日々の実践の中で、
ケアの受け手の目標設定や問題
の抽出、優先順位についてどの
ように考えているかを説明する
ことができる。

□助言を受けながらケアの受け手に必要な

身体的、精神的、社会的、スピリチュア

ルな側面から必要な情報収集ができる

□ケアの受け手の状況から緊急度をとらえ

ることができる

看護師個人

教育を支援する側
看護管理者

教育の担当者など

行動目標の示し方パターン① JNAラダーの行動目標をそのまま活用する【基本パターン】

11

【基本パターンの応用編】

レベルⅠのニーズをとらえる力の行動目標

テーマ1               : 行動目標の示し方を検討する要素2



12

p.11で紹介したパターン①での解説を作成する例と似ていますが、より具体的に表現するこ

とがパターン②の自施設オリジナルの実践例のイメージです。JNAラダーを活用いただく際に

は、各施設における看護実践と照らし合わせ、具体的にどのような行動をとれば行動目標を達

成すると考えるかの基準、行動目標を達成するためにどのような看護実践を看護師に期待して

いるのかはそれぞれの場で考えていただくことをおすすめしています。

JNAラダーの行動目標を読み込む中で、「自施設では、例えばこのような看護ができること

だと思う」といった点を自施設オリジナルの実践例として表現することで、施設の特徴や組織

が求める具体的な看護師像を表現し、行動目標として示すこともできます。

□助言を受けながらケアの受け手に必要な

身体的、精神的、社会的、スピリチュア

ルな側面から必要な情報収集ができる

□ケアの受け手の状況から緊急度をとらえ

ることができる

□□助言を受けながら、診療記録上の情報を確

認し、患者の訴えや観察をもとに身体的、

精神的、社会的、スピリチュアルな側面か

ら必要な情報収集をする。たとえば、身体

的側面については、助言を受けながら、患

者の状態に合わせてバイタルサイン等の観

察をし、基本的なフィジカルアセスメント

を行う。スピリチュアルな側面については、

治療についての考え方等の情報を得る。

□□患者の状況から緊急度をとらえ、助言を受

けながら緊急度に応じた観察をし、必要な

情報を得る。たとえば、致死的不整脈や意

識障害など生命の危機に関わる緊急性のあ

る異常を発見できる。

行動目標【自施設オリジナルの実践例】

左図は、JNAラダーの病院における実践例を

例示しています。自施設オリジナルの実践例

を作成する際には、公表されている「病院」

「高齢者介護施設」「訪問看護ステーショ

ン」における実践例もご参考ください。

行動目標の示し方パターン② 自施設オリジナルの実践例でより具体的に行動目標を示す

自施設オリジナルの実践例を作成した際に□を2つ記載し、1つめを自己評価の記入、2つめを

他者評価の記入欄とし、評価表として活用することもできます。

□□患者の状況から緊急度をとらえ・・・・・自己評価の
チェックを記入

他者評価のチェックを記入
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行動目標の示し方パターン③ チェックリスト形式で示す

パターン①②の応用編に近く、パターン①の解説やパターン②の実践例を細分化してチェッ

クリストにして示す方法です。細かく示されるため、看護師個人が自己評価しやすく、次への

課題を自身でより明確にしやすいことが特徴です。また、看護師の成長を支援する側としても、

成長を細かく追うことができる、見落としを防ぐことができるといった特徴があります。

□□助言を受けながら、診療記録上の情報を確

認し、患者の訴えや観察をもとに身体的、

精神的、社会的、スピリチュアルな側面か

ら必要な情報収集をする。たとえば、身体

的側面については、助言を受けながら、患

者の状態に合わせてバイタルサイン等の観

察をし、基本的なフィジカルアセスメント

を行う。スピリチュアルな側面については、

治療についての考え方等の情報を得る。

□□患者の状況から緊急度をとらえ、助言を受

けながら緊急度に応じた観察をし、必要な

情報を得る。たとえば、致死的不整脈や意

識障害など生命の危機に関わる緊急性のあ

る異常を発見できる。

行動目標【自施設オリジナルの実践例】
行動目標

自
己
評
価

他
者
評
価

助言を受けながら、診療記録上の
情報を確認し、患者の訴えや観察
をもとに身体的、精神的、社会的、
スピリチュアルな側面から必要な
情報収集をすることができる

助言を受けながら、患者の状態に
合わせてバイタルサイン等を観察
することができる

観察した結果をもとに、基本的な
フィジカルアセスメントを行うこ
とができる

スピリチュアルな側面について、
治療に関する患者の考え方などの
情報を得ることができる

患者の状況から緊急度をとらえ、
助言を受けながら緊急度に応じた
観察をし、必要な情報を得ること
ができる

致死的不整脈や意識障害など生命
の危機に関わる緊急性のある異常
を発見することができる。

上記の実践例を細分化し、右図のようにチェックリ
スト形式にします。診療科が多い組織では、活用のため
の手引き「2．導入・活用編」のp.16で紹介したように、
病棟単位で実践例を作成することにより、「所属部署に
より経験できない実践があり評価ができない」といった
問題を解決することもできます。

悩み解決ガイド

行動目標はJNAラダーの行動目標の達成に向かって共通していることが大切です

行動目標の示し方が組織によって異なっても問題ないのか疑問に感じることはないでしょうか。

自施設に所属する看護師の状況や教育体制などに応じて、どの示し方が最適かは各組織で判断し

ていただきますが、組織により示し方が異なっても、目指す方向はJNAラダーで提示している行

動目標の達成である点が共通していることが重要です。

また、JNAラダーの活用においては、看護師個人の看護実践を言語化しながらレベルの到達状

況を確認するプロセスが重要と考えています。レベルの到達状況の確認については「テーマ3：

レベルの到達状況の確認（評価）」のページをご参照ください（p.29～51）

行動目標の示し方は組織によって様々でも、
JNAラダーで提示している行動目標の達成
に向かっている点は共通。

パターン①JNAラダーの行動目標を活用

パターン②自施設オリジナルの実践例

パターン③チェックリスト形式
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悩み解決ガイド

行動目標のさらなる理解や共有に学習内容編の「実践（OJT）」も参考にできます

ラダーの行動目標は、基本的にはJNAラダーの行動目標を基準にしていただきますが、より深

く理解したり内容を共有する方法について悩む場合も多いと思います。

その場合、活用のための手引き「3．学習内容編」のｐ.12～29に掲載されている、レベルごと

の学習内容の「実践（OJT）」を参考にすることで、JNAラダーの行動目標をより具体的に理解

したり、自施設のスタッフ間での共有につなげることもできます。

【行動目標】

□助言を受けながらケアの受け手に必要な身体的・精神的・社会的・スピリチュアルな

側面から必要な情報収集ができる

活用のための手引き 3．学習内容編 p.12 レベルⅠのニーズをとらえる力の学習目標より抜粋

例えば、JNAラダーのレベルⅠのニーズをとらえる力にある、
4つの側面からの情報収集について、具体的にどのような実
践ができればよいのかを理解する際に、学習内容の「実践
（OJT）」を参考にすることができますね。

施設の体制的に、行動目標の解説やオリジナルの実践例を作成
することが困難な場合でも、学習内容の「実践（OJT）」を参
考に進めることで、まずはJNAラダーと学習内容のみでラダー
の導入・活用を開始することができますね。

例：レベルⅠのニーズをとらえる力の行動目標をより具体的に理解したい
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JNAラダーのスムーズな導入には管理者からの丁寧な説明も重要です

JNAラダーの導入や運用を進める立場にある方の中には、施設内の看護師にJNAラダーを活用

した新しいラダーがうまく浸透しないという悩みを抱えているケースも多いのではないでしょう

か。JNAラダーの導入・活用に先駆的に取り組んでいる施設からは、他の看護管理者や教育の担

当者などに、活用のための手引き「1．開発の経緯」「2．導入・活用編」を用いながら、施設内

の看護師にJNAラダーについて繰り返し説明をし、質疑・応答に対応しながら理解を促したこと

が、JNAラダー導入に向けた文化の醸成の一歩につながったとの声がきかれます。実際に説明し

た項目や主な内容をご紹介いたします。

悩み解決ガイド

項目 主な内容

ラダーとは何か ・クリニカルラダーとキャリアラダーの違い
・組織の理念や目指す看護師像とラダーの関連

JNAラダー導入の背景と目的 ・組織の現状や医療を取り巻く社会の動向
・JNAラダー導入により期待できること
・看護師個人と組織にとってのJNAラダー活用の基本的考え

JNAラダーの特徴 ・あらゆる施設や場におけるすべての看護師を対象としている
・4つの力と5つの習熟段階の内容と特徴

既存ラダーからの変更点
（既存のラダーがある場合）

・項目や内容はどの点が変わるのか
・レベルの段階設定の変更はあるのか

運用方法やスケジュール ・ラダーの運用にあたり、個々の看護師あるいは教育を支援
する側は何をすべきなのか、どのような体制で運用するのか

・いつから導入されるのか
・数年単位での今後の見通しはどのように計画しているのか
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

現時点でのレベルごとの人数

当院は専門病院のため、専門性や施設枠内に偏りがちな教育を、医療環
境の変化に応じて求められる看護師像を踏まえた教育へと発展させる必要
がありました。そこで、既存ラダーの見直しを機に、全国レベルの基準と
整合性を図りながら、専門病院としてのオリジナルの項目追加することで
組織が求める能力をバランスよく備えた人材を育成したいと考えJNAラ
ダーを導入しました。

自施設で育成した看護師が、自施設を出てどこへ行っても困らないよう

にしたいとの思いから、看護師1人1人が多様なキャリアパスを思い描け

るよう、組織の看護師のトップとしての考えを繰り返し伝えていきました。

実際にどのような内容を説明したのか、もう少し詳しく聞いてみましょう

例えば、組織の目的達成に向けて、将来的に各レベルどのくらいの人数が必要かを試算し、

育成の構想を伝えることで、より現実的なものとしてラダーを理解できる可能性もあります。

今後の見通しとして伝える内容に、具体的な数値目標を含める方法もあります

より具体的な

構想

専門病院の機能を果たせる
ようレベルⅣ・Ⅴの看護師
の育成を強化したい

将来目指したいレベルごとの人数
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訪問看護ステーションでのJNAラダーの活用

訪問看護ステーションは、組織規模が小さい場合が多く、JNAラダーをどのように導入・活用

していくか悩まれる場合も多いのではないでしょうか。そこで、県内全体でのJNAラダーの導

入・活用にむけて先駆的な取り組みをしているS県の事例をご紹介いたします。

（本手引きでは例として一部抜粋し、レベルⅠのニーズをとらえる力を掲載しています）

事例紹介

作業①
JNAラダーのレベル毎の定義の下に、
「S県の目指す訪問看護師の姿」を設定

作業②
「S県の目指す訪問看護師の姿」とJNAラダー
の【レベル毎の定義】【行動目標】を照らし
合わせながら、4つの力ごとにオリジナルの実
践例を作成

定義

レベル Ⅰ

レベル毎の定義 基本的な看護手順に従い必要に応じ助
言を得て看護を実践する

S県の目指す訪問看護師の姿 利用者・家族等から得た情報をアセス
メントして療養上の課題が抽出できる

病院等の施設内で看護実践する力を、
訪問看護ステーションで立案された看
護計画に基づいて助言を受けながら応
用し、看護実践できる

看護の核となる
実践能力

ニーズをとらえる力 【レベル毎の目標】 助言を得てケアの受け手や状況(場）の
ニーズをとらえる

【行動目標】

□助言を受けながらケアの受け手に必
要な身体的、精神的、社会的、スピ
リチュアルな側面から必要な情報収
集ができる

□ケアの受け手の状況から緊急度をと
らえることができる

オリジナル実践例 ■助言を受けながら、利用者・家族等
の訪問看護に必要な身体的、精神的、
社会的、スピリチュアルな側面から
必要な情報収集ができる

■助言を受けながら、生活という視点
からのケアに必要な地域性、家族構
成、環境等の情報収集ができる

■利用者の状況から医療的な緊急度を
とらえ、ケアする必要性に気づく

■情報から利用者の全体像のアセスメ
ントができ、必要な課題をとらえる
ことができる

S県内の訪問看護ステーションが抱える課題の1つとして、人材育成や訪問看護師の質の向

上がありました。課題を解決するためには、「S県内全体で活用できる訪問看護師共通のラ

ダーの開発」「訪問看護師が自身の技術を確認でき、評価できる（される）しくみ」などが

必要でした。

そこで、JNAラダーを活用した訪問看護ステーション版のラダーを作成した結果、看護師

個人からは「目標が見えて不安が軽減した」、また指導者側からは「訪問看護経験の少ない

指導者にとって、新任者にどこまで指導したらよいかがわかりやすくなった」といった成果

を得ることができました。
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多職種との連携にJNAラダーを用いる

重症心身障害者施設や高齢者介護施設において、JNAラダーを多職種との連携に活用して

いる事例もみられます。JNAラダーでは特に「協働する力」で示しているように、看護師の

みでケアの受け手へのケアを提供することはできず、必ず多職種と協働していくことが必要

になります。また多職種との関わりや連携によって、ケアの受け手への看護の質が保証され

ます。

以下に、重症心身障害者施設でのレベルⅡのケアする力のオリジナル実践例を一部抜粋で

ご紹介します。この施設では、JNAラダーの【レベル毎の目標】【行動目標】はそのまま活

用し、それをもとに自施設オリジナルの実践例を作成しています。

また、この実践例を作成することによって、「状況に応じた援助の実践をしよう」「利用

者の日常生活の中で持てる力を高めるケアができるようになろう」「いつもと違う状況を発

見したときには、すぐに看護師に報告する」などのように、看護師が多職種に期待するケア

を可視化して、多職種と共有することが可能となり、質の高いケア提供に向けて取り組まれ

ています。（本手引きでは例として一部抜粋し、レベルⅡのケアする力を掲載しています）

事例紹介

ケ
ア
す
る
力

レベルⅡ

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や状況(場）に応じた看護を実践する

【行動目標】 □ケアの受け手の個別性を考慮しつつ標準的な看護計画に基

づきケアを実践できる

□ケアの受け手に対してケアを実践する際に必要な情報を得

ることができる

□ケアの受け手の状況に応じた援助ができる

オリジナル実践例 口利用者の年齢・障害の特性に合わせた標準的なプランに追

加・変更し、自立してケアを実践する。超重症児者・動く

重症児者それぞれに必要なケアの方法がわかり自立して実

践する。

口利用者に対してケアを実践する際に必要な情報を得て、状

況に応じた援助を実践する。観察して利用者の状態を把握

し、日常生活の中で予防的ケアができるようにする。

ロケアをする際は、利用者のぺースに合わせて行う。

口急変時には、指示されたケアを責任をもって実践できる。



「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
施設における人材育成の基本的な流れ

における活用の具体例紹介

テーマ2：ラダーと連動した教育の実施
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JNAラダーを活用したラダーに基づき、どのように看護師を育成していくかを考えていきま

す。そのためには、まず自施設の教育の現状を把握して、課題を抽出することが大切です。

管理者など教育を支援する側と、教育を受ける側であるスタッフの双方からみた現状を把握

して、そこから課題を抽出していきます（図7）。

図7 自施設の教育の現状把握と課題の抽出例

管理者（教育する側）の視点からみた現状

• 年間で多くの研修を開催しているが、学習

したことが実践に活かせず、ルーチンやマ

ニュアル通りの看護実践になっている

• 研修の内容を実践に活かしてもらいたいが、

部署の教育の担当者とどのように連携して

いけばよいのかがわからない

• 教育の担当者が育成されておらず、

教育を支援する側として機能していない

スタッフの視点からみた現状

• 受講しなければならない研修が多く負担

• 研修の講義は新しい知識の獲得になってい

るが、業務でどのように活かすかがわから

ない

• 部署では教育の担当者や先輩看護師が指導

をしてくれるが、何を目指して指導してく

れているのかがわからず、その場限り

の理解で留まってしまう

課題1

学習したことが看護実践に活かせるよう、OJT主体の教育方法へシフトすることで、看護師

が看護実践を通して学ぶ姿勢を育む教育環境を整備する

課題2

各部署でOJTを実施していくための教育体制を整備することで、業務を通しながら学び・

育てていく教育環境を整備する

自施設の教育の現状把握に「継続教育の基準ver.2」も活用できます

教育の現状を把握したいが、何を基準にすればよいのか悩む場合もあると思います。その際は、

日本看護協会が平成24年（2012年）に公表した「継続教育の基準ver.2」を活用することもでき

ます。

継続教育の基準ver.2は、個々の看護師のキャリア形成を支援する組織が、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と

なっています。組織の教育体制の整備について、「組織と運営の基準」「学習資源の基準」「教

育活動の基準」の3つの柱について41項目を示しています。

また、継続教育の基準ver.2の内容を理解するための解説書として、「継続教育の基準ver.2活

用のためのガイド」も併せて公表されていますので、ぜひご参照ください。

悩み解決ガイド

継続教育の基準ver.2

平成24年（2012年）4月

「継続教育の基準ver.2」

活用のためのガイド

平成25年（2013年）4月

テーマ2               : 自施設の教育の現状を把握する要素1
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JNAラダーを活用したラダーに基づき、看護師を育成するための教育の計画をたてる際には、

「自施設にはどのようなミッションがあり、そのためにはどのような人材が必要なのか？」を

振り返りながら、「自施設の看護師に必要とされる優先度の高い教育」について、自施設の教

育の現状を把握した結果と関連させながら計画していくことが大切です。

ここでは、テーマ2の要素1（p.19）で、2つの課題が出された例をもとに説明していきます。

課題1

学習したことが看護実践に活かせるよう、OJT主体の教育方法へシフトすることで、看護師

が主体的に学習する姿勢を育む教育環境を整備する

→解決策：OJT主体の教育方法へシフトするために、集合研修で実施すべき教育と、OJTで

実施すべき教育とを整理をする

地域医療支援病院として、地域医療の発展に寄与する医療人の育成に努め、個々の患者に
最適な医療を提供する

目指す看護師像

教育理念

教育目的

教育目標

教育計画

地域の中で多職種連携の中心的役割を担い、患者の個別性を配慮した看護ケアが提供できる

専門職として、変化する地域社会のニーズに対応する能力を身につけ、地域医療の側面を

中心に質の高い看護ケアを提供できる看護職を育成する

主体的かつ自律的に専門職として地域社会のニーズに対応するための能力を身につけ、質の

高い看護ケアを提供する

● 地域医療の中心的役割を担うために、自施設内外の関係者と協働することができる

● 患者の意思決定を支えながら、質の高いケアを提供することができる

組織の理念

＜組織の理念からの「自施設の看護師に必要とされる優先度の高い教育」の整理例＞

「協働する力」「意思決定を支える力」に関することが、特に優先順位の高い教育となる。

例えば、JNAラダーの学習内容を参考に教育を計画する場合、この2つの力に関連する学

習項目は集合研修としてOJTと連動させながら重点的に実施し、その他の学習項目は全て

OJTで実施する内容として整理する。

JNAラダーの4つの力と学習項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

ニーズをとらえる力

身体面（疾患・障がい）

OJT OJT OJT
OJTや外部研修の

活用

身体面（生活）

精神面

社会面

価値観や信条の側面（スピリチュアルな側面）

ケアの受け手の全体像

ケアする力

ケアの改善

OJT OJT OJT
OJTや外部研修の

活用

ケアの提供

安全

感染

病態把握

薬剤の取扱

救命救急

協働する力
チームでの協働 OJT 研修 OJT

OJTや外部研修の
活用

コミュニケーション 研修
OJT

地域をみる視点 OJT 研修

意思決定を支える力

意思決定支援 OJT 研修
OJT OJTや外部研修の

活用
倫理 研修

OJT
看取り OJT 研修

テーマ2               :教育の計画をたてる要素2
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課題2

各部署でOJTを実施していくための教育体制を整備することで、業務を通しながら学び・

育てていく教育環境を整備する

→解決策：各部署でのOJTを実施していくための教育体制を整備する

教育計画を実施するための体制を検討する際には、各組織の状況に応じて可能な人員・人材

で構成していくことが大切です。各部署あるいは施設単位で、OJTを実施していくための教育

体制の例をいくつかご紹介いたします。

【OJTを実施していく教育体制の例①】

看護部長

教育の責任者

主任が教育委員として教育の
責任者と連携教育委員

（各部署の主任）

部署A

師長

教育の担当者
（レベルⅢ）

看護師
（レベルⅠ・Ⅱ）

OJTで支援

主に、教育委員である主任への支援を通して
部署の教育が機能するよう支援する

看護師
（レベルⅠ・Ⅱ）

OJTで支援

教育の担当者がOJTをできるよう支援

主任（教育委員）

教育委員
（各部署の主任）

部署Ｂ

師長

看護師
（レベルⅠ・Ⅱ）

OJTで支援

主に、教育委員である主任への支援を通して
部署の教育が機能するよう支援する

看護師
（レベルⅠ・Ⅱ）

OJTで支援

教育の担当者がOJTをできるよう支援

主任（教育委員）

教育の担当者
（レベルⅢ）

教育の担当者
（レベルⅢ）

教育の担当者
（レベルⅢ）
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【OJTを実施していく教育体制の例④】

訪問看護ステーションや高齢者介護施設など各施設

の看護師数が少ない場合、所長や施設長などが近隣

の施設や同じ法人内の他施設と連携を図り、互いに

相談や意見交換などをしながらOJTが実施できるよ

う支援していく体制をつくることもできます。

各部署に教育の担当者を配置することが
難しい場合でも、レベルの近い先輩・後
輩看護師がペアになりながらOJTを実施
することで、お互いに学びながら看護実
践能力を高めていくことができます。

【OJTを実施していく教育体制の例②】

看護部長

教育の責任者

師長が教育の責任者と連携して部署
の教育を担当

師長

先輩看護師
（レベルⅢ）

後輩看護師
（レベルⅡ）

ペアになり
OJTを実施

先輩看護師
（レベルⅣ）

後輩看護師
（レベルⅢ）

ペアになり
OJTを実施

各ペアがOJTをできるよう支援

・・・

師長

先輩看護師
（レベルⅢ）

後輩看護師
（レベルⅡ）

ペアになり
OJTを実施

先輩看護師
（レベルⅣ）

後輩看護師
（レベルⅢ）

ペアになり
OJTを実施

各ペアがOJTをできるよう支援

・・・

部署A 部署B

【OJTを実施していく教育体制の例③】

訪問看護ステーションや高齢者介護施設

などでは、所長や先輩看護師などが同行

訪問やカンファレンスの場を活用しなが

ら、OJTを実施していく体制をつくるこ

ともできます。

先輩看護師
（レベルⅣ）

所長や施設長

看護師
（レベルⅡ）

看護師
（レベルⅢ）

看護師
（レベルⅢ）

同行訪問や、カンファレンスなどを通して
OJTを実施

高齢者介護施設A

連携

看護師
（レベルⅡ～Ⅲ）

看護師
（レベルⅢ～Ⅳ）

連携

高齢者介護施設B

所長や施設長

OJTを実施

看護師
（レベルⅡ～Ⅳ）

高齢者介護施設C

所長や施設長所長や施設長

OJTを実施 OJTを実施
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社会・組織・看護師のニーズを統合させることが、教育計画作成の一助となります

研修後のアンケートなどでスタッフから教育に関するニーズを聞いた場合、「褥瘡のケア方法

を学びたい」「人工呼吸器の管理方法を学びたい」など、個々の看護師が興味のある教育ニーズ

が多く出され、何をどこまで教育計画に反映すべきか悩んだり、全てを反映させようとした結果、

研修数が膨大になるなど悩む場合もあると思います。

そのような場合、「社会からのニーズ：在宅医療推進のため地域連携の強化が求められてい

る」「組織のニーズ：施設内で転倒・転落が増加傾向にあり、医療安全の向上に一層取り組む必

要がある」といった社会や組織のニーズと、個々の看護師のニーズを統合させることで、教育計

画へ反映させるべき内容を整理することができます。

看護師は組織の一員であり、自身が興味のあることだけを学習することはできません。

組織の一員として貢献し、

悩み解決ガイド

連携ファイルなどを活用した集合研修とOJTの連携強化

集合研修で学習したことを部署でのOJTにつなげるために、「OJT連携ファイル」を作成し、

OJTの視点について部署の教育の担当者と共有している組織もあります。

また、集合研修の後に、「研修内容を今後の実践にどのように活かすか」について看護師に

シートに記入してもらい、部署の教育の担当者や管理者が数か月後に本人や教育委員会へフィー

ドバックし、実践に活かすチャンスを設けられるよう工夫している組織もあります。

集合研修で何を学習してきて、今後どのような実践をしたいのか、ファイルが橋渡し役となり、

集合研修の効果をより高めることもできます。

事例紹介

それぞれをバランスよく取り入れることが大切

看護職は何を学ぶ
必要があるのか？

社会・組織のニーズ

看護職は何を
学びたいのか？

個人のニーズ

自身の役割を果たす

ために、自施設の教育計画が作成されているこ

とを伝えることで、看護師個人も必要性を理解

し、積極的に学習に取り組むことの一助となる

ことが期待できるかもしれません。

OJT連携ファイル

・研修シラバス
・講義や研修の内容
・アンケート結果
・研修評価
・研修内容を実践に
活かすためのOJT
の視点看護師

（教育を受ける側）

師長や教育の担当者など
（教育を支援する側）

研修で学習してきたこ
とを実践につなげられ
るよう、OJTの視点を
参考にしながら、受け
持つ患者を調整しよう

研修で学習してきたこと
を伝えるために、教育の
担当者にファイルを見せ
て、指導のチャンスをも
らえるようにしよう

橋渡し役
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テーマ2の要素2（p.20～23）では、OJT主体の教育方法へシフトするための教育方法の整理

や、OJTを実施していくための教育体制の例についてご紹介しました。

看護師にとって、日々の業務における様々な場面がOJTのチャンスとなります。その際、活

用のための手引き「3．学習内容編」の「実践（OJT）」の項目も活用することで、OJTにおけ

る視点がより明確になり、体系化された教育的支援へと発展させることもできます。

ここでは、日々の業務におけるOJTの場面と、「3．学習内容編」の「実践（OJT）」の活用

方法をご紹介いたします。

意見

Ａさんはこういう
希望があるので、
～という工夫をし
ようと思うのです
が、他に何か良い
案はありますか？

●部署内カンファレンスでのテーマ設定に「実践（OJT）」の内容を活用する
● 「実践（OJT）」をもとに、持ち回りで自身の受け持ち患者へのケアについて相談・調整する場
を設ける

看護師は、自身の番となったら、担当患者につ
いて特に相談・調整したい「実践（OJT）」の内
容について、自身のレベルに応じたテーマ設定
をして、他者に意見を求める。

多職種カンファレンスで活用する場合は、
看護チームの考えを説明したり、相談・調整す
るときの整理に活用する。

例1：部署内カンファレンスや多職種カンファレンスでの活用

意見

●教育を支援する側が、指導で意識する内容の焦点化に活用する（業務中の確認や振り返りの視点と
する）

今日はこのあたりの内容を
意識して指導しよう

教育を支援
する側

例2：日々の指導・実践の中での活用

＜実践（OJT）＞

①意思決定支援の必要な場面に参加し、ケアの受け
手や家族の思いや考え、希望、理解度を確認する

②ケアの受け手に提供されているケアの全体像を把
握した上で、意思決定支援の場面に参加する

③ケアの受け手や家族の思いや考え、希望から、価
値観を推察する

④価値観や思いを反映したケアの計画・実施につい
て、事例を用いて説明する

＜知識の例＞

①意思決定プロセス

②インフォームドコンセント

レベルⅡ
意思決定を支える力の「意思決定支援」の学習項目

＜実践（OJT）＞

①意思決定支援の必要な場面に参加し、ケアの受け
手や家族の思いや考え、希望、理解度を確認する

②ケアの受け手に提供されているケアの全体像を把
握した上で、意思決定支援の場面に参加する

③ケアの受け手や家族の思いや考え、希望から、価
値観を推察する

④価値観や思いを反映したケアの計画・実施につい
て、事例を用いて説明する

＜知識の例＞

①意思決定プロセス

②インフォームドコンセント

レベルⅡ
意思決定を支える力の「意思決定支援」の学習項目

業務中の確認や振り返りの際に、看護
師の思考を引き出すために「実践
（OJT）」の内容を活用し問いかける
・本人や家族はどのように考えて
いるの？

・本人や家族の理解度はどうなの？
なぜそう思うの？

・このICはこの人の治療全体の中で、
どのような位置づけにあるの？

●看護師個人にとっては、実践で意識する
内容の焦点化になる

テーマ2               : 教育計画に基づき教育を実施する要素3

教育を
受ける側
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受け持ち患者／担当患者の調整に活用することで
意図的な学習支援

レベルⅢを
目指す看護師

例3：担当患者の調整での活用

意思決定の困難な方がいるか
ら、レベルⅢを目指す看護師

に受け持たせよう

この学習内容を意識して
担当してください。

＜教育を受ける側＞
●実践で意識するポイントとして確認

＜教育を支援する側＞
●指導で意識するポイントとして活用

＜実践（OJT）＞

①意思決定支援について、事例を用いて以下の点か

ら説明する

・ケアの受け手の思いや考え、希望

・意思決定支援に関わる情報の整理

・意思決定までの時間的猶予

・ケアの受け手の意思決定能力

・情報提供の内容と方法

・ケアの受け手の意思決定のための看護の計画・実

施・評価

②意思決定の困難な状況（例：意思表示の困難な場

合等）における支援について、事例を用いて以下

の点から説明する

・ケアの受け手の権利擁護

・ケアの受け手の周囲の人々の意向

・多職種への代弁

・多職種等チームとの検討

＜知識の例＞

①権利擁護

教育を支援
する側

教育を支援
する側

レベルⅢ
意思決定を支える力の「意思決定支援」の学習項目
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レベルⅠの看護師へのOJTの場面例

レベルⅠの到達目標：基本的な看護手順に従い必要に応じ助言を得て看護を実践する
レベルⅠのチームでの協働と地域をみる視点の「実践（OJT）」の学習内容（一部抜粋）

【OJTの場面例】

 入院前までの地域での支援状況を確認する

（住まいの状況、かかりつけ医や訪問看護、介護保険の利用状況、利用していた事業所、行政担当

者などを確認する）

 退院時に必要な医療処置について、病院担当医に管理上の注意点などを確認し、訪問看護師にも情

報提供を行う

 退院時に介護ベッドや点滴スタンドなどの準備が必要な場合には、どのようなタイプのものが良い

のかも含めて、介護支援専門員や福祉用具担当者に伝える。または地域連携の担当者に申し送る

 訪問看護や介護施設で担当していた患者が入院した場合、地域連携室の看護師や相談員に、それま

での患者や家族の情報、連絡先などを確認する

項目 実践（OJT）

チームでの協働

①事例を用いて、関わるチームのメンバーが誰であるかを挙げ、自らの役割を説明する

②同僚や多職種との情報伝達場面で、情報を正しく伝える

地域をみる視点

①助言を得ながら、ケアの受け手が生活する地域の中で利用する社会資源を把握する

②助言を得ながら、ケアの受け手が利用している医療保険・介護保険などの制度について
把握する

③助言を得ながら、社会資源の過不足の検討の視点を理解する

JNAラダーの4つの力と学習項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

ニーズをとらえる力

身体面（疾患・障がい）

身体面（生活）

精神面

社会面

価値観や信条の側面（スピリチュアルな側面）

ケアの受け手の全体像

ケアする力

ケアの改善

ケアの提供

安全

感染

病態把握

薬剤の取扱

救命救急

協働する力

チームでの協働 OJT OJT OJT

コミュニケーション

地域をみる視点 OJT OJT OJT

意思決定を支える力

意思決定支援

倫理

看取り

p.24～25では、日々の業務におけるOJTの場面と、その中での「3．学習内容編」の意思決定

支援の学習項目の「実践（OJT）」の活用方法をご紹介しました。

ここからは、レベルⅠ～Ⅲの看護師

に、どのようにOJTの場面を提供し

ていくかについて、 「協働する力」

のチームでの協働・地域をみる視点

の学習項目を用いながら、より具体

的に紹介していきます。
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レベルⅢの看護師へのOJTの場面例

レベルⅢの到達目標：ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する
レベルⅢのチームでの協働と地域をみる視点の「実践（OJT）」の学習内容（一部抜粋）

【OJTの場面例】

 担当患者の退院に向けて、退院前カンファレンスの開催を地域連携室と共に準備し、地域で関わ

る在宅主治医、訪問看護師、介護支援専門員などに参加を促し、看護サマリーを作成する

 担当者会議に参加し、身体管理やケア上で留意点を介護支援専門員やヘルパー、デイサービスの

責任者、福祉用具専門相談員に説明し、生活支援の中での具体的な役割分担を行い、対応に困っ

たり状態が気になったときに早めに看護師に連絡するように伝える

項目 実践（OJT）

チームでの協働

②カンファレンスについて、事例を用いて以下の点から説明する
・ケアの受け手の状況に応じたタイミング
・参加者
・カンファレンスで解決すべき課題
・必要な情報提供
・カンファレンスの目的達成

③多職種カンファレンスについて、事例を用いて以下の点から説明する
・多職種の役割
・多職種の中で看護師としての発言
・多職種連携の中での看護師の役割
・多職種連携の必要性

地域をみる視点

①地域連携について、事例を用いて以下の点から説明する
・地域の施設や多職種の役割
・調整の内容や方法

②ケアの受け手の療養の場やその役割の理解から、地域連携における自身の役割を説明す
る（可能であればケアの受け手の療養の場や他施設等を訪問する）

レベルⅡの看護師へのOJTの場面例

レベルⅡの到達目標：標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践する
レベルⅡのチームでの協働と地域をみる視点の「実践（OJT）」の学習内容（一部抜粋）

【OJTの場面例】

 退院前カンファレンスの際に、継続的なケアが必要な項目について、具体的な方法や注意点など

を訪問看護師や介護支援専門員に伝えることができる

 退院時に患者の自宅まで同行訪問し、生活状況を知るとともに在宅担当医や訪問看護師、介護支

援専門員の対応や役割を理解する

 担当者会議やケアカンファレンスの際に、在宅担当医や薬剤師、介護支援専門員、ヘルパーなど

多職種の役割を理解したうえで、日常生活上の留意点について、それぞれに具体的に伝えること

ができる

項目 実践（OJT）

チームでの協働

①同僚や多職種との情報伝達場面で、看護の方向性をわかりやすく伝える

②カンファレンスや調整会議において、目的や各職種の役割を理解した上で、必要な情報
の収集と提供を行う

地域をみる視点

①ケアの受け手に関わる地域内の施設や職種を把握する

②ケアの受け手の療養の場やその役割を理解する



「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
施設における人材育成の基本的な流れ

における活用の具体例紹介

テーマ3：レベルの到達状況の確認（評価）
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p.2～5でも触れたように、看護師個人が専門職である自身の成長のためにJNAラダーを活用

する際には、行動目標の達成に向けて学習の計画を立て、自身の看護実践能力について自己評

価していくことが大切です。

そして、看護師が所属する組織は、看護師に行動目標を示して人材育成や教育的支援を行い、

自己評価できるようを支援していきながら、JNAラダーの4つの力をバランスよく育成してい

くことが必要です 。そのための、看護師個人のレベルの到達状況を確認する体制や時期、方法

についてご紹介します。

本手引きでは便宜的に一部で「評価」という表現を用いますが、 JNAラダーにおける評価は、

「できる」「できない」を確認するためではなく、個々の看護師が、自己研鑽を積んだり教育

的支援を受けたりした結果として「実践できていることは何か」を確認したり、「現時点では

実践できていない今後の課題は何か」を見出すために行うものであり、「レベルの到達状況の

確認」という意味になります。

レベルの到達状況を確認する中で、看護実践を言語化しながら振り返ることが重要ですので、

テーマ3の要素2にその方法例を記載しています（p.36～51）。

JNAラダーにおける評価の考え方

■評価=レベルの到達状況の確認

「ラベルづけ」や「批判」「反省」ではない、次への課題を見つける学習支援

評価の種類 項目 内容

① 日々の実践・OJTの中での評価 日々の振り返りや指導の中での到達状況の確認

② 中間評価 半年ごとに実施する目標管理での進捗確認など

③ 総合的な評価
年度末に実施する目標管理での評価や組織内のレベル

認定など

【レベルの到達状況を確認する時期】

レベルの到達状況の確認（評価）は主に、①日々の実践・OJTでの評価、②中間評価、③総合

的な評価の3種類があります。

1 1 1 1 1 1

2

3

①日々の実践・OJTの中での評価

②中間評価

③総合的な評価

テーマ3               : 評価の体制・時期・方法を検討する要素1
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p.29の①日々の実践・OJTの中での評価、②中間評価、③総合的な評価の3種類について、

どのように実施していくかのスケジュールの組み方の例を紹介していきますが、その際の評価

の体制としては、客観的に振り返るためにも「看護師個人による自己評価」「他者評価」の2

点が必要になります。

評価の評価の体制としては、客観的に振り返るためにも「看護師個人による自己評価」「他者

評価」の2点が必要になります。

レベルの到達状況を確認する（評価）の体制・時期・方法の例①：小規模組織の場合

例①は、主に高齢者介護施設や訪問看護ステーションなど、組織の規模が小さく在籍する看

護師が少数の場合を想定したパターンを示しました。

時期 評価の種類 実施内容
評価や支援の体制

方法
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

4月 当該年度に目指すレベルを確認する 本人・同僚・看護管理者 実践の共有

5月

① 当該年度に目指すレベルの到達に向けて、実践・OJTを日々積み重ねる
6月

7月

8月

9月 ②
目指すレベルの上期の到達状況を確認し、
下期に向け目標を再確認する

本人 自己評価

10月

①
9月の中間評価で確認した下期の目標達成に向けて、
実践・OJTを日々積み重ねる

11月

12月

1月

2月

3月 ③
目指すレベルの到達状況を確認し、次年度
に向けて課題を整理する

本人・同僚・看護管理者 実践の共有

小規模組織では、在籍する看護師が2～3名の場合もあります。日々の業務の合間に、

本人・同僚・看護管理者（所長や施設長など）と、当該年度に目指すレベルについて話

し合って共有しながら確認していく方法もあります。

ポイント1

ポイント2 全員で共有する機会を設けることが困難な場合でも、本人が自己評価すること自体が中

間評価となります。

ポイント1

ポイント2

ポイント3

ポイント3
年度末に、当該年度で目指したレベルの到達状況を全員で確認にして共有していきます。

このためには、お互いに日々のカンファレンスでの発言や記録、申し送りの様子などを

把握していくことが重要です。

方法例はp.37に

記載

看護師個人による自己評価

まずは自身の看護実践を振り返り、実践できていることや次への課題を自ら見出す自己評価

が評価の基本です。

他者評価

看護師個人が自己評価した上で、個人では気づかなかった点を指摘したり、評価の客観性を

出すために他者評価を行います。

【他者評価の選出基準】

組織の体制に応じて可能な人材・人員を選出していただきますが、評価を受ける看護師の看

護実践を適切に評価することができる者として以下のような視点をご参考ください。

・看護師個人から依頼を受けた者

・看護師個人の看護実践などを直接観察することができる者

・看護師個人の同僚あるいは先輩または後輩など

・教育の担当者やプリセプターなど、看護師個人の指導的立場にある者

方法例はp.3に

記載
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例②は、例①よりも組織規模が大きく、評価や支援の体制をレベルによって変えたり、他職

種も含めた評価体制とする場合を想定したパターンを示しました。

レベルの到達状況を確認する（評価）の体制・時期・方法の例②：他職種の協力も得る場合

時期 評価の種類 実施内容
評価や支援の体制

方法
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

5月 当該年度に目指すレベルを確認する
本人

・主任・師長
本人・師長 面談

6月

① 当該年度に目指すレベルの到達に向けて、実践・OJTを日々積み重ねる7月

8月

9月 ②
目指すレベルの上期の到達状況を確認し、
下期に向け目標を再確認する

本人
・主任・師長

本人・師長 面談

10月

① 9月の中間評価で確認した下期の目標達成に向けて、実践・OJTを日々積み重ねる11月

12月

1月
③

目指すレベルの到達状況や課題を確認し、
次年度に目指すレベルを確認する

本人
・主任・師長

本人
・師長・他職種

面談
2月

3月
教育の部門が、組織内の看護師のレベルの到達状況などの
情報を集約する

ポイント1

看護実践能力の評価に慣れていないレベルⅠ～Ⅲでは、評価や支援に携わるメン

バーとして「主任」「師長」の2名とすることで体制を強化し、レベルに応じて必

要と考えられる評価や支援の体制を変えています。

ポイント1

レベルⅢ以降では、他職種も評価に加わるなどして、第3者的立場を含めることで、

より客観的な評価が可能な体制としています。

この例示以外に、多施設を有するグループ組織の場合などは、グループ全体で設置

した教育委員会が評価に携わっている事例もあります。そうすることで、他施設の

状況を踏まえてより広い視点で評価を行うことも可能になります。

ポイント2

この例示以外にも、レベルⅠではプリセプターも参加する、レベルⅡ・Ⅲでは部署の

教育の担当者も参加するといった方法もあります。また、新人看護師の人数が多い組

織では、師長が全員の評価や支援に直接関わることが困難なため、部署内で新人看護

師への評価や支援ができる人材を育成し、委任する形式をとっている場合もあります。

組織の状況に応じてレベルごとの評価や支援の体制を設定することが大切です。

ポイント2

レベルⅢ以降では、例えばラダーの「協働する力」において、

レベルⅢ：多職種と連携ができる

レベルⅣ：多職種の力を調整し連携できる

レベルⅤ：多職種の力を引き出し連携に活かす

といったように、多職種との関わりが【レベル毎の目標】や

【行動目標】に含まれているので、可能であれば他職種にも

評価に参加してもらい、組織横断的な方法にしている組織も

あります。

方法例はp.38～

40に記載
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例③は、確認したレベルの到達状況について、組織内の教育委員会などが関わりながら、組

織内でレベルの認定を行うパターンを示しました。

時期 評価の種類 実施内容
評価や支援の体制

方法
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

5月 当該年度に目指すレベルを確認する
本人

・主任・師長
本人・師長 面談

6月

① 当該年度に目指すレベルの到達に向けて、実践・OJTを日々積み重ねる7月

8月

9月 ②
目指すレベルの上期の到達状況を確認し、
下期に向け目標を再確認する。
レベル認定の申請をするかを判断する。

本人
・主任・師長

本人・師長 面談

10月
当該年度に目指すレベルの到達に向けて、実践・OJTを日々積み重ねる
レベル認定の申請をする看護師は、必要な書類を準備する

11月

12月

1月 レベル認定の申請

2月 ③
レベルの認定結果を看護師個人に通知し、
次年度に向けて課題を整理する

本人
・主任・師長

本人・師長 事例検討会

3月
教育の部門が、組織内の看護師のレベルの
到達状況などの情報を集約する

レベルの到達状況を確認する（評価）の体制・時期・方法の例③：レベル認定を行う場合

組織によっては、レベルの到達状況を確認することに加え、到達したレベルについ
て、組織内でレベルの認定を実施している場合もあります。
組織内でのレベル認定の体制づくりは、組織によって様々ですが、具体例をp.33の
事例紹介で2パターンご紹介いたします。

ポイント

ポイント

悩み解決ガイド

JNAラダーでは、各レベルの行動目標の達成によりレベルに到達したと考えます

レベルの到達状況を確認（評価）する際、行動目標をどの程度達成したらそのレベルに到達した

と判断するのか悩む場合もあると思います。

JNAラダーでは、各レベルの行動目標が達成された段階で、そのレベルに到達したと考えます。

例えば、レベルⅡの4つの力の行動目標を達成した段階で、レベルⅡに到達したと考えます。ただ

し、JNAラダーは評価ではなく学習支援のためのツールであることを主目的としていますので、大

体8割できれば、次への課題を明確にした上で、次のステップにチャレンジとしている組織もあり

ます。レベルの判断に迷った際は、最終的にはレベル毎の定義のキーワード（下表の太字下線）が

達成できているかを参考にしていただきたいと思います。

レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

レベル毎
の定義

基本的な看護手
順に従い必要に
応じ助言を得て
看護を実践する

標準的な看護計
画に基づき自立
して看護を実践
する

ケアの受け手に
合う個別的な看
護を実践する

幅広い視野で予
測的判断をもち
看護を実践する

より複雑な状況
において、ケア
の受け手にとっ
ての最適な手段
を選択しQOLを
高めるための看
護を実践する

レベルⅠは、新人看護師だけではなく、レベルⅡ到達に近い看護師や中途採用の看護師など該当者

が幅広いため、「レベルⅠ前期（あるいはレベルⅠa）」「レベルⅡ後期（あるいはレベルⅠb）」

といった区分を設けて教育的支援が行いやすいように運用している組織もあります。

方法例はp.41～

46に記載
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悩み解決ガイド

他者評価者は、看護師個人の実践を承認して次への課題を示せる人材を選出しましょう

評価者の選出基準に悩む場合もあると思います。レベルの到達状況の確認（評価）は、自身の

次の課題に向けて、具体的な行動計画を立案できるように支援することが目的です。そのため、

評価される側の看護師が実践できていることを承認してフィードバックし、次へのステップに進

むための課題などの方向性を示すことができる人材を選出する必要があります。

他者評価者

看護師の実践を適切に評価して次のステップへの支援ができる者であること

が求められます。そのためには看護管理者や教育の担当者、同僚・先輩・後

輩など周囲の関係者が看護師個人の実践をよく見ていることが重要です。

事例紹介

組織内でレベルの認定を行う場合のフローチャートの例②

この組織では、個々の看護師が看護実践能力を向上させていく際に、組織内でのレベル認定を行

うことで、自ら目標をもって「チャレンジする」という意欲を高めています。

事例紹介

組織内でレベルの認定を行う場合のフローチャートの例①

この組織では、多様化する社会で力を発揮できる看護師の育成に向けて、キャリア支援の再構築

に取り組んでいます。その一環として、組織内でのラダーのレベル認定を行い、看護師としての多

様なキャリア形成の支援や、組織が求める人材の育成を行っています。

認定のステップ レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ

所属部署の師長 看護部長

所属部署の主任
【日々の評価】【面談】

所属部署の師長

所属部署の師長【日々の評価】

施設内のラダーの評価委員会
（事例検討会の開催）

施設内の
ラダーの評価委員会

所属部署の師長に申請する

認定のステップ レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ

①教育の担当者
②所属部署の師長

看護師個人が、自身の看護実践能力を自己評価する

他者評価を依頼する②

他者評価者が評価する③

自己評価を行う①

レベル認定の申請をする④

レベル認定⑤

看護師個人が、自身の看護実践能力を評価してもらいたい他者評価者を依頼する

①主任
②所属部署の師長

①所属部署の師長
②キャリア支援委員

①所属部署の師長
②看護部長または副看護部長

キャリア支援担当師長が認定申請書類を審査し、認定申請規準を満たしているか確認

キャリア支援担当副看護部長 看護部長

教育の担当者申請①

評価②

判定③

レベル認定④
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各レベルで設定されている行動目標の達成状況をレーダーチャートで見える化して示すことで、

次に強化すべき力はどこかを検討するなど、4つの力を総合的に評価してバランスのよい人材育成

へと活用することもできます。

パターン①

5段階×数字

パターン②

4段階×アルファベット

パターン③

3段階×記号

段階 段階の表現

5 よくできる

4 できる

3 努力を要する

2 非常に努力を要する

1 現時点ではできない

段階 段階の表現

A よくできる

B できる

C 努力を要する

D 非常に努力を要する

段階 段階の表現

○ できる

△ 支援があればできる

× 支援があっても難しい

行動目標 自己評価 他者評価

助言を受けながらケアの受け手に必要な身体的、精神的、社会的、

スピリチュアルな側面から必要な情報収集ができる

ケアの受け手の状況から緊急度をとらえることができる

これまで、レベルの到達状況を確認する（評価）の体制・時期・方法の例を紹介しましたが、

レベルの到達状況を確認しながら、JNAラダーの4つの力をバランスよく育成していくために

は、行動目標の達成について数値化して評価していくことも一案となります。

評価結果の見える化で4つの力を総合的に評価し、バランスのよい人材育成へ

行動目標の達成を見える化するために、基準の段階設定をしている組織もあります

JNAラダーを導入している事例では、2～5段階と組織によって段階の設定が様々です。「よく

できる」を設けることで個々の看護師が得意としている部分は何かを見つけ出したい」、「3段

階でおおまかに設定することで評価に迷わないようにしたい」など、どのように看護師の成長を

支援していきたいか・自施設に所属する看護師に適した段階設定はどの程度かを検討し、各組織

で段階の設定をご判断いただきたいと考えています。

事例紹介
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特に「協働する力」「意思決定
を支える力」に力を入れながら、

4つの力がバランスよく身につ
くよう強化していきましょう。

1年後



Nを設けることで、実施の機会がなかった項目が「できない」になることを防ぐことも
できます

日々の実践を通してOJTを重ねていっても、実施の機会を設けることができなかった項目が生

じてしまい、評価に困るケースもあると思います。

そのような場合、「N：実施の機会がなかった」という項目を設けている組織もあります。Nを

設けることで、看護師個人が「実践できていることは何か」を確認したり、「現時点では実践で

きていない今後の課題は何か」を見出して次への学習につなげるだけではなく、教育する側が支

援すべき項目を見出すこともできます。

悩み解決ガイド

悩み解決ガイド

作成した基準の段階で運用できるか不安な場合は、プレテストを実施してみましょう

行動目標の基準の段階は設定したが、本当にこれで運用できるか不安になることもあると思い

ます。

そのような場合、例えば各レベルの該当者1～2名に協力を依頼して自己評価・他者評価をして

もらい、自己評価と他者評価の差異は生じていないか、なぜ生じているのかなどを確認する方法

もあります。

プレテストの意見から、自己評価・他者評価のとらえ方の相違を軽減するために
各段階の評価の内容について説明を加えて運用

「よくできる」と「できる」の違いがわからず、
どちらにするか迷いました。

本人が「非常に努力を要する」と評価した場合
に、その意味をどのようにとらえて判断したの
か理解が難しかったです。

レベルⅠの看護師

レベルⅠの看護師を評価した看護師

段階の表現 内容

A よくできる 自ら取り組み実践できる

B できる 一通りできる。少しの支援（10～30%程度）を受ければできる

C 努力を要する 50%以上の支援を受ければできる

D 非常に努力を要する 全面的な支援を必要とする

N 実施の機会がなかった 実施の機会がなかった

段階 段階の表現

○ できる

△ 支援があればできる

× 支援があっても難しい

N 実施の機会がなかった

「N：実施の機会がなかった」を設けることで、

看護師・評価者ともに、チャレンジする機会をつ

くることの必要性に気づくこともできます。
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テーマ3の要素1でも述べましたが、レベルの到達状況を確認（評価）する目的は、個々の看

護師が、自己研鑽を積んだり教育的支援を受けたりした結果として「実践できていることは何

か」を確認したり、「現時点では実践できていない今後の課題は何か」を見出すことです。

そのために、評価の方法は様々ありますが、評価した結果を看護師にフィードバックして学

習を支援していくことがどの評価方法にも共通する重要な基本事項となります。

ここではまず、フィードバックによる学習支援の基本事項について触れ、p.37～46でレベル

の到達状況を確認する具体的な方法例として①日々の看護実践の共有、②面談、③事例検討会

の3つをご紹介いたします。どの方法も、看護師が振り返りながら実践した看護を言語化してい

くことが重要で、実施時の時間の目安は30～60分程度です。

基本事項1

フィードバックの目的を理解する

フィードバックすることの主な目的は以下の点です。

①看護師が、自身の看護実践を主観・客観の両面から把握することができる

②看護師が、実践できていることについて他者から承認を受けることができる

③承認を受けることで、看護師が自ら次の目標や課題を発見することができる

（自ら目標や課題を発見し、次へのモチベーションにつなげることが大切です）

基本事項2

フィードバックする際の前提条件を理解する

看護師の成長を願って、客観的に事実を伝えることが重要です。

①看護師の目標を、学習を支援する評価者側が理解していること

②看護師が自身の成長のためにフィードバックが必要であることを理解していること

③看護師にフィードバックした際、それを支援する体制が整っていること

基本事項3

フィードバックする相手の状況を理解する

看護師の状況として、以下の点を理解していることが大切です。

①日々の看護実践の状況

（評価者側が、看護師個人の看護実践を日ごろからよく観察していることが重要です）

②看護において関心を持っていることや看護観

③好むまたは適する学習方法

④抱えている問題や課題

⑤周囲のスタッフ（看護職や他職種）との関係

テーマ3               : 評価して結果を活用する要素2



面談や事例検討会といった機会を特別に設けることだけではなく、日々の看護実践を共有す

ること自体も十分な評価の機会となります。日々の看護実践を共有する場面の例をご紹介いた

します。

レベルの到達状況を確認（評価）する方法例 ①日々の看護実践の共有

レベルⅡの
看護師

看護実践の共有場面1

看護実践の共有場面2

今日は、誤嚥性肺炎で入院してきたAさんが、在宅療養に向けてど

のような支援をしていくか悩み、摂食・嚥下障害看護の認定看護師

の方に相談し、Aさんや家族ができる訓練の方法についてアドバイス

をもらいながら考えてみました。

認定看護師と考えた訓練方法を記録に残して他のスタッフに共有す

るだけではなく、栄養士にも相談しながら、ご自宅での食事メニュー

についてAさんやご家族に提案することもできていましたね。

協働する力の「□積極的に多職種に働きかけ、協力を求めることがで

きる」の行動目標を着実に実践できていますよ。

次は、そのケアがどうだったかについて、Aさんの感想を聞くこと

で、「□ケアの受け手とケアについて意見交換できる」という行動目

標の達成にも近づきますね。

先輩看護師

例えば、看護記録を書きながら、先輩看護師とその日に実践したことを共有することも、評

価の機会になります。先輩看護師は、後輩の看護師の実践を聞きながら、他にも実践できてい

る点を積極的にフィードバックし、後輩看護師が自身では気づいていなかった成長を伝えま

す。また、評価の結果を受けて、次の行動目標の達成に向けての方向性も示すこともできま

す。

例えば、訪問看護ステーションでは、看護師が1人で訪問する場合が多く、どのようにケアを

提供していくべきか悩む場面も多いと思います。

確かに訪問するのは1人の場合が多いですが、ケア自体はステーション内の他のスタッフや多

職種と共に、ステーション内での報告やカンファレンスなどを通して、チームで協働しながら

提供しています。

管理者側は、看護師が主治医や介護支援専門員に電話連絡している内容、看護記録の内容、

ケアに関する相談など、日々の看護実践を通して個々の看護師の実践を評価していく材料を得

ることができますし、看護師側も管理者や周りのスタッフから肯定的なフィードバックや助言

を受けることで、訪問看護における不安の解消や自己肯定感へつなげることができます。

レベルⅣの
看護師

慢性心不全のAさんですが、最近は急性増悪を繰り返す中で、呼

吸困難や狭心痛といった症状も強くなり、今後の療養場所について

主治医の先生から意思決定を求められ、気持ちがゆらいでいます。

人生の最終段階を自宅で迎えたいけれど妻に迷惑をかけたくない

Aさんの気持ちと、自宅療養を支援したいけれど高齢の妻1人で支え

られるかという奥様の心配もあり、Aさんもご家族も非常に悩まれ

てますよね。

今度、遠方に暮らす息子さんが自宅に来られるそうなので、その

機会に主治医・介護支援専門員を含めてご家族と話し合う場を設け

られるよう検討してみたらどうでしょうか。

レベルⅣの
看護師
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前年度末の面談時に確認した「次年度に目指すレベル」について、レベル到達に向けて当該

年度はどのように進めていくか計画をたてます。当該年度の計画をたてることが主目的ではあ

りますが、中長期的に目指す姿を確認しながら目標を設定していくことが大切です。

レベルの到達状況を確認（評価）する方法例 ②面談

時期 評価の種類 実施内容
評価や支援の体制

方法
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

5月 当該年度に目指すレベルを確認する
本人

・主任・師長
本人・師長 面談1

6月

① 当該年度に目指すレベルの到達に向けて、実践・OJTを日々積み重ねる7月

8月

9月 ②
目指すレベルの上期の到達状況を確認し、
下期に向け目標を再確認する

本人
・主任・師長

本人・師長 面談2

10月

①
9月の中間評価で確認したレベルの到達に向けて、
実践・OJTを日々積み重ねる

11月

12月

1月
③

目指すレベルの到達状況や課題を確認し、
次年度に目指すレベルを確認する

本人
・主任・師長

本人
・師長・他職種

面談3
2月

3月 教育の部門が、組織内の看護師のレベルの到達状況などの情報を集約する

p.31では「レベルの到達状況を確認する（評価）の体制・時期・方法の例②」として、年度

始期・中間期・年度末の3回にわけて面談を実施するスケジュールを例示いたしました。これを

もとに、面談の進め方の例についてご紹介いたします。

年度始期

中間期

年度末

入職3年目の
レベルⅠの
看護師A 教育を支援する側

2年後：レベルⅡ ・・・・・・5年後：レベルⅢ 10年後：レベルⅣ

毎年、当該年度の目標を設定してチャレンジを重ねる

はい。
今後は2年後にレベルⅡ、5年後にレベルⅢを目指し、その後は地域
連携室へ異動して経験を積み、10年後はレベルⅣに到達したいです。

その目標に向けて毎年どうやってチャレンジしていくか、まずは
今の時点での計画を立てましょう。

＜例＞2年後のレベルⅡ到達に向けて
今年は、「ニーズをとらえる力」
「ケアする力」を中心に能力を強化する。

翌年は、「協働する力」「意思決定を支
える力」を中心に、4つの力を統合でき
るよう取り組み、レベルⅡ到達を目指す。

面談1：年度始期

教育を支援する側

昨年度は、目標通りレベルⅠに到達しましたね。
昨年度末の面談では、今年はレベルⅡ到達を目指していくと決めま
したが、この計画ですすめてよいですか？

全ての力を同時に強化し
ていくことは難しいた
め、年度ごとに重点的に
取り組む力を決めながら
段階的に進めます。
最終目標は4つの力を統
合させていくことです。
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面談2：中間期

年度始めに設定した、当該年度の目標の達成状況を確認し、年度末に向けて目標の再確認を

行います。中間期の面談までの間、p.24～27に例示したようなOJTや研修を通して、看護師側

目標に向けた支援を受け、教育を支援する側は支援を行います。

入職3年目の
レベルⅠの
看護師A

「ニーズをとらえる力」については、4つの側面でケアの受け手の状
況をとらえ、そこから課題を把握することができるようになったと
思います。

1人で考えるのは難しいので、課題と感じた点について、カンファ
レンスを通して皆の意見をもらいながら考えていきましょう。

年度始めの面談では、2年後のレベルⅡ到達に向けて、今年度は、
「ニーズをとらえる力」「ケアする力」を中心に頑張りましょ
うと設定しましたが、目標の達成状況はどうですか？

ニーズをとらえる力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や状況（場）のニーズを自らとらえる

【行動目標】 □自立してケアの受け手に必要な身体的、精神的、

社会的、スピリチュアルな側面から必要な情報

収集ができる

□得られた情報をもとに、ケアの受け手の全体像

としての課題をとらえることができる

ケアする力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や状況(場）に応じた看護を実践する

【行動目標】 □ケアの受け手の個別性を考慮しつつ標準的な看護

計画に基づきケアを実践できる

□ケアの受け手に対してケアを実践する際に必要な

情報を得ることができる

□ケアの受け手の状況に応じた援助ができる

そうですね。最初はフィジカルアセスメントによる身体面の情報
収集が中心でしたが、最近のカルテや申し送りの様子を見ていると、
常に4つの側面から患者さんの全体像や課題の把握が的確にできるよ
うになったと感じています。
例えば、胃切除術後のケアでは、ダンピング症候群によりケアの

受け手が退院後の生活にどのような不安を抱えているのか、退院後
の仕事復帰への支援を考慮して、どのような働き方をしている方な
のかなどを情報収集し、疾患を抱えながらの就労支援の必要性に気
づくことができていましたね。

入職3年目の
レベルⅠの
看護師A

課題を把握した上で、それをケアにどう反映させていくかがまだで
きていないと感じています。年度末に向けては、「ケアする力」を
重点的に、行動目標の達成に向けて取り組んでいきたいです。

具体的事例を挙
げながら、行動
目標達成の根拠
を伝えます。

「ケアする力」を重点的に取り組みたいとの評価をもとに、
年度末に向けて、レベルⅡ学習内容のケアする力の「実践（OJT）」も
参考にしながら、カンファレンスなどを活用して、日々のOJTの中
で、ケアする力の行動目標が達成できるよう支援をしていく。

①ケアの提供方法を確認し、ケアを安全に実施するための留意点を考慮して、情報を入手する

②ケアの受け手の状況に応じてケアの選択や実施について、事例を用いて説明する

③自立して正確に基本的な看護技術を実施する

④ケアの受け手の苦痛や安楽・安寧を確認しながら、基本的な看護技術を実施する

レベルⅡ ケアする力のケアの提供の学習項目における「実践（OJT）」

最初は教育を支
援する側の意見
は伝えず、看護
師の考えを引き
出します。

教育を支援する側

教育を支援する側

教育を支援する側
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面談はラダーをもとに進めていくことが基本になります
が、具体的にどのようなことを話し合って目標をたてた
のか、目標を修正したのか、支援すべきことは何かを忘
れないためにも、例えば目標管理シートのような形式で
その記録を残すことも、看護実践能力を着実に積み上げ
ていくひとつの材料として活用することができます。

面談3：年度末

中間期に設定した目標の達成状況と併せて、当該年度の目標の達成状況を確認し、次年度に

目指すレベルを確認します。

入職3年目の
レベルⅠの
看護師A

カンファレンスの中で事例を通して課題と感じていることを話し
合ったことで、特に「ケアの受け手の状況に応じた援助ができる」
という行動目標は、特によく達成できたと感じています。

中間面談では、「ケアする力」の行動目標の達成に向けて取り組
むことを年度末に向けての目標として設定しました。
その後の状況はどうですか？

ニーズをとらえる力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や状況（場）のニーズを自らとらえる

【行動目標】 □自立してケアの受け手に必要な身体的、精神的、

社会的、スピリチュアルな側面から必要な情報

収集ができる

□得られた情報をもとに、ケアの受け手の全体像

としての課題をとらえることができる

ケアする力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や状況(場）に応じた看護を実践する

【行動目標】 □ケアの受け手の個別性を考慮しつつ標準的な看護

計画に基づきケアを実践できる

□ケアの受け手に対してケアを実践する際に必要な

情報を得ることができる

□ケアの受け手の状況に応じた援助ができる

学習内容のケアの提供の「実践（OJT）」の「②ケアの受け手の状
況に応じてケアの選択や実施について、事例を用いて説明する」を
テーマにカンファレンスをした際は、他のスタッフの意見も聞きな
がら上手に伝えることができていましたね。
治療上の必要性から24時間輸液を行っているケアの受け手に対し

て、常に尿瓶での排尿ケアを行っていました。Aさんがカンファレ
ンスの中で、ケアの受け手のADLの変化を考えて、日中は看護師が
付き添ってトイレで排尿してはどうかと提案したことで、ケアの受
け手やご家族はADLがより向上するだけではなく、在宅療養に向け
た自信もついたとお話をされていました。
Aさんが提案したことで、周囲のスタッフも新たな気づきとなり、

お互いの学びにもつながりましたね。

入職3年目の
レベルⅠの
看護師A

「ニーズをとらえる力」「ケアする力」については、自信を持てる
ようになってきました。年度始めにお話したように、来年度はこの
まま、「協働する力」「意思決定を支える力」を中心に、4つの力を
統合できるよう取り組み、レベルⅡ到達を目指していきたいです。

目標管理シート

■今年度の目標

■中間面談の記録

■年度末の面談の記録

具体例を挙げな
がら、行動目標
達成の根拠を伝
えます。

最初は教育を支
援する側の意見
は伝えず、看護
師の考えを引き
出します。

教育を支援する側

教育を支援する側
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レベルの到達状況を確認（評価）する方法例 ③事例検討会

p.32では「レベルの到達状況を確認する（評価）の体制・時期・方法の例③」として、年度

末に事例検討会を実施するパターンを例示いたしました。事例検討会の進め方の例をご紹介い

たします。

レベル Ⅲ

レベル毎の定義 ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する

ニーズをとらえる力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や状況(場）の特性をふまえたニーズをとらえる

【行動目標】 □ケアの受け手に必要な身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな側面
から個別性を踏まえ必要な情報収集ができる

□得られた情報から優先度の高いニーズをとらえることができる

ケアする力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や状況（場）の特性をふまえた看護を実践する

【行動目標】 □ケアの受け手の個別性に合わせて、適切なケアを実践できる
□ケアの受け手の顕在的・潜在的ニーズを察知しケアの方法に工夫ができる
□ケアの受け手の個別性をとらえ、看護実践に反映ができる

協働する力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手やその関係者、多職種と連携ができる

【行動目標】
□ケアの受け手の個別的なニーズに対応するために、その関係者と協力し合
いながら多職種連携を進めていくことができる

□ケアの受け手とケアについて意見交換できる
□積極的に多職種に働きかけ、協力を求めることができる

意思決定を支える力

【レベル毎の目標】 ケアの受け手や周囲の人々に意思決定に必要な情報提供や場の設定ができる

【行動目標】 □ケアの受け手や周囲の人々の意思決定に必要な情報を提供できる
□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違いが理解できる
□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違いを多職種に代弁できる

事例を報告する
レベルⅢ到達を目指す

看護師A

①事例検討会前の準備

レベルⅢの到達を目指す看護師は、レベルⅢの行動目標に沿った自身の看護実践を書き出します。

＜事例を書き出す時のポイント＞

 レベルⅢ到達に向けて実践した看護の中で、特に印象に残っている事例や、よい看護が実践でき

たと感じている事例を取り上げます

 看護記録や研修の記録、委員会での活動記録なども振り返りながら、実践してきた看護や、実践

のための学んできたこと、委員会を通して看護実践のために身につけた能力などを思い出しなが

ら書きます

 1人で全てを書き出すことは難しいので、部署の先輩や教育の担当者など、周囲のスタッフにも

相談してアドバイスをもらいながら準備を進めます

 看護実践を書き出す時は、ケアの受け手が特定されないように個人情報には留意します

事例報告の記録をつくる前に、
まずはレベルⅢの行動目標を
改めて確認します。
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看護師A

ケアの受け手：Yさん・45歳・男性

家族構成： Yさん・妻（45歳）・長男（15歳）・次男（13歳）

疾患名： 急性骨髄性白血病

主訴：全身倦怠感・呼吸困難

経過： 急性骨髄性白血病で化学療法を繰り返し実施したが治療が奏効せず、骨髄抑

制中に併発した肺炎により発熱を繰り返し、全身倦怠感や呼吸困難が強い。

今後、化学療法や移植による治療は期待できず、医師からは予後3ヵ月である

とYさんと家族に告知されている。

方法：事前に書き出した看護実践事例の発表

参加者：

②事例検討会の当日

進め方

①参加者全員で、レベルⅢのレベル毎の定義・4つの力の【レベル毎の目標】【行動目標】を

再確認して共有します

進め方

②看護師Aは、事前に書き出した看護実践の事例について、行動目標に沿った看護実践例を提

示しながら、自分が実施した看護ケアや判断が、なぜ行動目標を満たしたことになると考え

たのかを他の参加者に説明していきます。

看護師A

所属部署：血液内科

ファシリテーター
（教育委員）

看護師B

所属部署：消化器内科

看護師C

所属部署：手術室

看護師D

所属部署：整形外科

看護師E

所属部署：外来

今回は、看護師Aから看護実践事例を発表する例を提示していますが、

他部署のレベルⅢ到達を目指す看護師B・C・D・Eも、看護師Aと同様に事前に看

護実践事例を書き出し、順番に発表をしていきます。

今回はレベルⅢ到達を目指す看護師
の事例検討会なので、レベルⅢのレ
ベル毎の定義・4つの力それぞれの
【レベル毎の目標】【行動目標】を
再確認します。

（1）レベルⅢ到達を目指す看護師A（現時点でレベルⅡ）

（2）他部署のレベルⅢ到達を目指す看護師B・C・D・Eの4名（現時点でレベルⅡ）

（3）ファシリテーター1名（教育委員など）



43

進め方

③看護師Aと他部署のレベルⅢ到達を目指す看護師B・C・D・Eの5名で、看護師Aの発表をも

とに質疑応答をしながら、看護実践の振り返りをします。

実践の振り返りは評価の側面もありますが、成長のための支援という意味合いが強いので、

参加者は、「承認する」「引き出す」「フィードバックする」といったことを念頭に意見交

換をしていきます。

看護師A

ニーズをとらえる力

Yさんの情報を整理した上で、優先度の高いニーズをとらえたのですね。
ニーズをとらえる力の「□得られた情報から優先度の高いニーズをとらえるこ
とができる」という行動目標を実践していますね。

あっ、そうですね。
Yさんの個別性という点ではどのようなことに留意したのですか？

Yさんは言葉数が少なく、ご自身の意見を自ら伝えることはほとんどありません
でした。
それでも、残された時間が少ない中でYさんのニーズをとらえるために、Yさん
との直接的な会話以外からも積極的に情報を収集しました。

例えば、Yさんは高熱が出た際も解熱剤を希望されないことが度々ありました。
よく観察していると、Yさんはご家族の面会時間にベストな状況でいられるよう、
解熱剤を使用してからどの程度で効果が現れるかを把握し、面会時間に合わせ
て看護師に解熱剤の希望を伝えていたんです。

腎機能の問題もあり使用できる解熱剤に限りがある中で、看護チームとしても、
クーリングや衣類の調整など解熱剤以外のケアを行いました。

看護師A

ニーズをとらえる力

まずYさんのニーズを4つの側面から情報収集してみました。
身体面：全身倦怠感や呼吸苦による苦痛を軽減したい
精神面：自身の死後の妻と息子の生活がいちばんの気がかり
社会面：自営業であり、共同経営している友人に仕事を引き継ぎたい
スピリチュアルな側面：家族に弱みをみせない自身の信念を貫きたい

この中でも特に、Yさんがいつもお話されるのは残される家族への心配でした。
ご自身の苦痛の緩和も必要とはされていましたが、「共同経営している友人に
仕事を引き継ぎながら、専業主婦である妻が自身の会社で働けるようにし、残
された家族が生活に困らないように身辺整理することを最優先にしたい」とい
うのがYさんの希望でした。

行動目標を達成してい

ると考える内容を強調

して発表します。

看護師B

看護師C

看護師D

ファシリテーター

ポイント①実践できていることを承認する

レベルⅢは、「ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する」なので、個別性
に配慮することが大切ですよね。この点で確認しておくことはないですか？

重要な点を逃さないようにサポートする

ポイント②Aさんの看護実践を引き出す

言葉を通してニーズをとらえることが難しい中で、Yさんの観察を通して個別
性を考慮した上で、潜在的な面も含めて適切なケアを実践していったのですね。
ケアする力の「□ケアの受け手の個別性に合わせて、適切なケアを実践でき
る」「□ケアの受け手の顕在的・潜在的ニーズを察知しケアの方法に工夫がで
きる」の実践をしていますね。

ポイント③引き出した気づきをフィードバックする



協働する力の「 □ケアの受け手とケアについて意見交換できる」「□積極的
に多職種に働きかけ、協力を求めることができる」といった行動目標を実践し
ていますね。

それから、「□ケアの受け手の個別的なニーズに対応するために、その関係者
と協力し合いながら多職種連携を進めていくことができる」点についても意識
しました。
Yさんにとって優先度の高いニーズは、残された家族が生活に困らないように身
辺整理することでした。

Yさんは、自宅療養中に緊急入院してから4ヶ月以上も入院生活が続いており、
仕事やご家庭での整理をするために、年末・年始の家族の体制が整う時期に、
一時退院することを希望されました。

そこで、介護支援専門員と連携をとり、一時退院中に訪問可能な訪問看護ス
テーションを探したり、緊急時にどこに連絡をとればよいのかなどを調整しま
した。

看護師A

協働する力

院外の多職種とも連携を図ったのですね。
Yさん自身は予後について覚悟ができているように感じますが、ご家族はどう
だったのでしょう？

実は、妻は現実を受け入れることができずにいました。
医師から、延命措置を行うかの意思決定を求められていました。
Yさん自身は望んでいませんでしたが、妻は最後までできる限りのことをとい
う思いがありました。

そこで部署カンファレンスを開催して、意向の違いに対してどうケアしていく
か話し合いました。まずは妻が最後までできる限りのことをしたいと考える理
由をきちんと把握することが必要となりました。

信頼関係を築かなければ、なかなか本当の思いは表出してもらえません。そこ
で、妻が面会に来たときには、必ず前回の面会後からのAさんの様子を妻に伝
えて、密なコミュニケーションをとるようにしました。

ある時、「私は面会にきてもそばにいるだけで何もできない。だからせめて、
最後までできる限りのことをしてほしいんです。」といったお話をされました。
それからは、Yさんへの清拭や足浴といった保清ケアを、可能な範囲で看護師
と妻と一緒に行うようにしました。

看護師A

意思決定を支える力

妻の心境の変化はあったのですか？

ケアする力・協働する力

解熱剤以外にも、Yさんの意見を聞きながら呼吸苦が軽減できるような体位を考
えました。

また、発熱後の発汗による湿潤で褥瘡のリスクも高かったので、院内の皮膚・
排泄ケアの認定看護師に相談し、体圧測定をしながら、褥瘡予防とAさんの呼吸
苦を軽減する体位の保持の両立が可能なマットレスへと交換したりもしました。

看護師A

看護師E

看護師D
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ファシリテーター

看護師B

ポイント①実践できていることを承認する

看護師は、提供したケアの結果を把握していくことも大切ですね。
この点で確認しておくことはないですか？

重要なポイントを逃さないようにサポートする

ポイント②Aさんの看護実践を引き出す
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Aさんも皆さんも、実践した看護について上手に語る・上手に聞き出すことがで
きていました。これによって、新たな気づきが生まれ、Aさんの実践した看護の
質がより深まりました。

JNAラダーでは、4つの力を統合させて発揮させていくことが大切ですね。
Aさんは、まずYさんの個別性に配慮しながらニーズを4側面からとらえて優先度
の高いニーズを見出し、ケアへと結びつけました。その中で、部署内だけでは
く、院内や院外の看護師・多職種とも協働しながら、Yさんへのケアの質を高め
ていました。そして、Yさんと妻の意向の違いについても的確にとらえ、部署内
カンファレンスや医師との連携を通して、意向の違いにも介入しましたね。
4つの力を統合させたからこそできた一連の看護実践だったと思います。

ファシリテーター

①4つの力を統合して看護実践ができていることを伝える

②ステップアップにつなげる方向性を示す

AさんはレベルⅢの行動目標を十分に達成でき、レベルⅢに到達していますね。
これからは、レベルⅢの看護実践を発揮しつつ、レベルⅣを目指して進んでい
くことになると思いますが、まず何から取り組んでいきたいですか？

今回の事例を通して感じたのは、私は協働する力の部分で多職種に働きかける
ことはできていたのですが、多職種間の調整をして連携を強化するまでには
至っていませんでした。

実は今回、介護支援専門員と訪問看護師に連携を依頼するにあたり、医師から
の訪問看護指示書の提示が遅くなり、年末・年始の一時退院に向けた調整がか
なり時間的に切迫し、Yさんやご家族も本当に一時退院できるのか少し不安を与
えてしました。

多職種間の調整をして連携を強化する力が身につけば、今回のように不安を与
えてしまうことはなかったと思います。
そのため、まずは協働する力から取り組んでいきたいと思います。

看護師A

次への明確な目標ができましたね。
部署の教育の担当者とも連携しながら、着実に取り組めるようにこちらも支援
していきますね。

「□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違いを多職種に代弁できる」という行
動目標も達成できていることになりますよね。

徐々にですが、「本人の希望通りに延命措置はしない方がいいのかもしれな
い。」と考えが変わり始めました。ご本人の希望に沿いたいという気持ちが強
かったようです。

Yさんと妻の意向の違いについて医師にも伝え、インフォームド・コンセント時
には、Yさんの病状の経過を、延命措置をした場合に予測される状況も含めて丁
寧に説明していただいたので、そこも関係していたのだと思います。

看護師A

意思決定を支える力

看護師E

看護実践の報告がひと通り終わった時点で、ファシリテーターがまとめをします

ポイント③本人が気づいていない気づきをフィードバックする

ファシリテーター

ファシリテーター
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今回は、他部署の同じレベルの看護師とファシリテーターという構成の事例を紹介しまし

た。

レベルⅢ到達を目指す看護師の事例検討会に、レベルⅡ・レベルⅣの看護師も参加して、レベ

ルⅡの看護師にとっては次に目指すレベルに向けた参考に、レベルⅣの看護師にとってはロー

ルモデルとしてレベルⅣの看護実践を示す、という場にすることもできます。

また、事例検討会が難しい場合は、ケースレポートを提出してもらい面談で共有する方法も可

能です。

組織により方法も体制も様々ですが、「看護を語る」ことを通して、実践できていることの

承認や新たな気づき、次への目標設定へとつなげていくことが大切です。

【ファシリテーターの役割】

①最初は論点整理をしたり、自分の経験を話したりはせず、第3者的立場として発表者・参加者

の意見を丁寧に聞きだす

②最後に方向つけの助言などを返す

「出来なかったことの反省会でなく、出来ていることの承認」＋「同僚やファシリテーターから

の質問やフィードバック」＝「冷静に自己の課題と対策を抽出」できるように支援する

看護実践事例の振り返りは、事例を提供する看護師個人と参加者間の双方向のやりとりを通

して、単なる評価ではなく、お互いに学びの場となります。例えばどのような学びになったの

か、看護師Aの発表をもとに、今回の事例検討からみていきましょう。

看護師B
消化器内科

看護師C
手術室

看護師D
整形外科

看護師E
外来

看護師A

事前準備で発表内容を整理している中で、自分ではまだ実践できていないと思っていたこ

とが、実は実践できていると気づくことができ、自身の成長を感じました。

さらに当日の発表では、他部署の看護師から意見をもらったり、問いかけを受けて答えて

いく中で、本当にこの看護でよかったのか不安だった部分を認めてもらい、自信をもって

レベルⅢに到達したと感じられるようになりました。

私は消化器内科で、がん患者さんの看護もしています。

今回のように、人生の最終段階を迎えるケアの受け手の支援をする場合も多いのですが、

特に意思決定支援について同じようなケースに遭遇したことがあるので、今回得た学びを

次の実践に活かせると思いました。

僕は手術室に所属しているので、骨髄移植のドナーの方のケアをすることがあります。

Yさんは移植ができない状況ではありましたが、ドナーの方の先にいらっしゃる移植を待

つケアの受け手は、どのような思いで治療を受けているのかを臨場感を持って知ることが

できました。

私の部署では、入院・手術・退院までをクリティカルパスに沿ってケアをすることが多い

ので、入院から退院までが流れるように経過してしまい「個別性をふまえた情報の収集や

ケアの提供」の視点が弱かったと実感しました。今後は、短期間の入院であっても、ケア

の受け手の個別性を大切にすることを意識していきたいです。

血液内科のケアの受け手が、次の入院までの間に外来を受診されることがあります。

今までは、入院中や今後の経過を把握しきれずにケアにあたっていたのですが、情報を的

確に把握し、そして外来受診時の状況を看護記録に残すことで次の入院時に必要なケアを

すぐに受けられるよう、連携することの重要性に改めて気づきました。
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悩み解決ガイド

レベルの到達状況の確認（評価）の相違は様々な工夫で解決を図ることができます

評価に関する悩みとしては、①自己評価と他者評価の相違、②評価者間の評価の相違、といっ

た2点が大きくあると思います。それぞれ、どのような工夫をして解決を図ればよいのかご紹介

いたします。可能な範囲で工夫をすることで、看護師・評価者ともに納得してレベルの到達状況

を確認し、次への目標を見出すことが大切です。

解決策1

看護師の実践をよく観察する

解決策2

看護実践を丁寧に聞き出す

解決策3

行動目標の認識の違いがないかを確認する

②評価者間の評価の相違

①自己評価と他者評価の相違

解決策1

他者評価を複数体制とする

解決策2

評価者研修を実施する

評価者でもある学習を支援する側は、日ごろから看護師の実践をよく観察することで、自己

評価と他者評価に違いがあったときに、相違が生じた理由を具体的に伝えることができます。

【自己評価が他者評価より低かった場合】

「このような実践ができているので、この行動目標は達成していますよ」など、実践できて

いることの具体例を提示しながら説明することで、看護師は自信を持つことができます。

【自己評価が他者評価より高かった場合】

「次はこのような実践ができるようになると、行動目標の達成に近づきますよ」など、現時

点ではまだ実践できていないことについて事実を伝えながらも、目標が立てられるようにプラ

スの方向にフィードバックをすることが大切です。その際、学習内容の「実践（OJT）」や

「知識の例」の欄を参考にすることで、どのような実践ができればいいのか、そのためにどの

ような知識を身につければよいのかを説得力を高めて提示することができます。

解決策1に近いかたちですが、「行動目標が達成できなかったと考える理由・達成できたと

考える理由」を看護師に語ってもらいながら、評価の相違が生じた理由を探っていくことも大

切です。

看護実践を言語化することで、「実は実践できているのに評価者が気づいていなかった点」

や「看護師個人は実践できていると感じていたが行動目標の達成には一歩足りない点」などが

明らかになり、評価の相違を埋めることにつながります。

例えば、レベルⅠの行動目標の「□指導を受けながら看護手順に沿ったケアが実施できる」

について、活用のための手引き「2．導入・活用編」のp.16に記載したように、看護を実践す

る場により求められる看護実践の内容は変わってきます。

自身が所属する場では、レベルⅠにはどこまでの看護手順が求められるのかについて、認識

を共有することが大切です。本手引きのp11～13で紹介したように、行動目標の解説や、自

施設オリジナルの実践例を作成することが、認識を共有するためのひとつの手段になります。

組織によっては看護師の人数が少ないので困難な場合もありますが、可能な場合は他者評価

者を複数体制としたり、教育委員会のような組織が第3者的に関わって調整をしたりと、より

多角的な視点を入れることで評価者間の評価の相違の是正につなげることもできます。

少人数組織の場合は、全員で評価を行う、他職種の協力を得るなど、可能な範囲で複数人が

参加できる体制をとることも一案です。

「看護実践能力を評価した根拠を考えて共有する」「評価に迷った点を明らかにして解決策

を検討する」「評価場面での留意点を共有する」といった内容で事例を用いて評価の演習を行

い、評価者の育成を行っている組織もあります。

研修の開催が困難な場合、ラダーや実践例の読み合わせ勉強会を実施することでも評価者の

育成につなげることができます。
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悩み解決ガイド

評価を補助する情報を活用して、4つの力を統合的に判断することもできます

評価を補助するために活用できる資料や情報を用いて総合的に判断することも、多角的な視点

での評価につながり、評価における悩みを解決する一助となります。

【評価に活用できる資料】

・活用のための手引き「3．学習内容編」の「実践（OJT）」や「知識の例」の項目

・看護者の倫理綱領（日本看護協会，2003年）

・看護業務基準（2016年度改訂版）（日本看護協会，2016年）

・新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】の到達目標（厚生労働省，2014年） など

【評価に活用できる情報】

・ポートフォリオ

（集合研修やオンデマンド研修の受講、研修の提出物、勉強会参加、学会参加など）

・カルテやサマリーなどの看護記録

・委員会などの活動記録

・ケアの受け手や周囲の人々からの意見

・多職種を含む他スタッフからの意見 など

悩み解決ガイド

評価表や評価の方法は、組織に適した組み合わせパターンを採用してみましょう

p.11～13で、行動目標の示し方として3パターンをご紹介しました。また、p.36～46では、

レベルの到達状況を確認（評価）する方法例として①日々の看護実践の共有、②面談、③事例検

討会の3つをご紹介いたしまた。

行動目標の示し方と評価の方法をどのように組み合わせればよいのか悩む場合もあると思いま

すが、自施設に合う組み合わせパターンを採用していただければと思います。例えば、本手引き

で紹介した行動目標の示し方3パターンと、評価の方法例3パターンだけでも、「①JNAラダーの

行動目標を活用×①日々の看護実践の共有」「①JNAラダーの行動目標を活用×②面談」と組み合

わせていくと、9パターンができます。その他にも、行動目標の示し方は①JNAラダーの行動目標

を活用を採用したとして、評価の方法は②面談と③事例検討会を組み合わせる場合などもありま

す。

行動目標の示し方や評価の方法は組織によって異なっても、JNAラダーの【行動目標】の達成

に向かっていること、そして行動目標の達成に向けては、看護師個人の看護実践を言語化しなが

らレベルの到達状況を確認していくことが重要となります。

到達目標の示し方例

①JNAラダーの行動目標を活用

②自施設オリジナルの実践例

③チェックリスト形式

評価の方法例

①日々の看護実践の共有

②面談

③事例検討会
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中途採用者や異動者は、教育を支援する側と相談しながらレベルを決定しましょう

中途採用者や異動者にレベルⅠからチャレンジしてもらうのかなど悩む場合もあると思います。

その場合は、本人と教育を支援する側（看護管理者や教育の担当者など）が、前の所属施設や部

署で獲得した看護実践能力について面談などを通して話し合い、目指すレベルを決定していくこ

とが大切です。以下に、中途採用者の場合の目指すレベルの決定方法の例をご紹介します。

＜半年後＞目指すレベルを再確認する

例①入職時に目指すレベルを仮に決めるパターン

＜入職時＞目指すレベルを決める

いま私が身につけている看護実践は、
レベルⅡの「標準的な看護計画に基づき、
自立して看護実践する」の段階だと思い
ますが、新しい環境で「自立」したケア
ができるか不安もあります。

最初は誰でも慣れるまでに時間が必要で
す。目指すのはレベルⅢの「ケアの受け手
に合う個別的な看護を実践する」として、
部署での実践に慣れながら様子を観察し、
半年後の面談で目指すレベルについてもう
一度確認してみるのでどうでしょう？

半年間、新しい環境に慣れるようサポートしながら看護実践を観察する

部署での実践にもだいぶ慣れてきました
ね。この半年間の実践を見ていると、レベ
ルⅡの行動目標は達成していると思います。
このままレベルⅢを目指していく方向でい
いと思いますが、どうですか？

最初は新しく覚える看護技術や前職
では関わったことのなかった多職種の
方と連携する場面もあり、他のスタッ
フの方に助けていただくこともありま
したが、いまはレベルⅡの「自立」は
到達できていると自身を持てるように
なりました。このままレベルⅢを目指
していきたいです。

中途
採用者

中途
採用者

管理者

管理者

レベルを再確認するまでの期間もレベルⅡとするか、「レベルⅡ（確認中）」などとするかは各
組織にご判断いただきますが、教育を支援する側は看護師の看護実践をよく観察しながら、本人と
共にレベルの到達状況を確認し、目指すレベルを確認していくことが大切です。

例②入職から数ヶ月後に、目指すレベルを決めるパターン

＜入職時＞現時点で到達しているレベルを目安として確認する

これまで病院で、レベルⅢの「ケアの
受け手に合う個別的な看護を実践する」
段階まで身につけてきました。
でも、訪問看護ステーションという新

しい環境にきて、「利用者の方のご自宅
を訪問する」ことからしてまだイメージ
ができず、とても不安です。

利用者の方のご自宅にどのようにあがる
のか、お風呂やトイレを使わせていただく
場合はどうするのかなど、イメージがわか
ないですよね。
最初の3ヵ月は先輩と同行訪問をしなが

ら、レベルⅠ～Ⅲの行動目標をチェックし
ていき、目指すレベルを確認しましょう。

3ヵ月、訪問看護の実践に慣れるようサポートしながら看護実践を観察する

中途
採用者 管理者

＜3ヵ月後＞目指すレベルを確認する

同行訪問を通して、今まで身につけて
きた看護実践を訪問看護の場でどう応用
して発揮していくかがわかってきました。
最初の不安もだいぶ少なくなりました。

中途
採用者

最近は1人で訪問し、困ったことがあれ
ば課題をステーションに持ち帰り、周囲の
スタッフと話し合うまでになりました。
レベルⅢは到達していると思いますよ。

管理者はい。今年はこのままレベルⅢの実践

ができるよう頑張り、来年からはレベル

Ⅳ到達を目指していきたいです。

はい。今はまだ精一杯なので今年はこ
のままレベルⅢの実践ができるよう頑張
り、来年からはレベルⅣ到達を目指して
いきたいです。
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悩み解決ガイド

新旧ラダーでレベルの段階設定が異なる場合は、新ラダーでの行動目標に達しているか
をみながら判断してみましょう

活用のための手引き「2．導入・活用編」のp.30の図12では、自施設の既存ラダーが4段階で

つくられている場合の、5段階のJNAラダーとのレベルの整理方法を紹介しました。このようなレ

ベルの整理を実施した施設においては、既存ラダーでレベルⅢであった看護師が、新ラダーでは

レベルⅢあるいはⅣになるなど、レベルに変化が生じる可能性があります。

このような場合、例えば旧ラダーでレベルⅢであった看護師を新ラダーでは基本的にはレベル

Ⅳと決め、レベルⅣの行動目標を達成しているとは判断できない場合は、レベルⅢとしてレベル

Ⅳ到達に向けて目標を設定するなど、新ラダーでの行動目標に達しているかをみながら判断いた

だければと思います。

新ラダーではレベルの数値が下がるケースもあるかと思いますが、その際は看護実践能力が低

下したわけではなく、新しいラダーではレベルの定義が変わったことを丁寧に説明し、新ラダー

のレベルの中で、今後どのようにレベル到達を目指していくか・支援していくかを看護師と教育

を支援する側が十分に話し合いながら共有していくことが大切です。

レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

レベル毎の
定義

基本的な看護手順
に従い必要に応じ

助言を得て看護を
実践する

標準的な看護計画
に基づき自立して

看護を実践する

ケアの受け手に合
う個別的な看護を

実践する

幅広い視野で予測
的判断をもち看護

を実践する

より複雑な状況に
おいて、ケアの受

け手にとっての最
適な手段を選択し
QOLを高めるため

の看護を実践する

レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

レベル毎の
定義

組織の一員として、
チーム内でのメンバー

の役割を理解し、助言
を受けて行動できる

所属部署で求められる
基本的な看護ケアを単

独で実施できる

経過を予測しながら、
対象者に適した効果的

な看護ケアが実施でき
る

解決困難な課題を有す
る場合にも、最良の看

護ケアを実施できる

旧ラダー（4段階）

新ラダー（5段階）

キャリアラダーを導入している場合は、看護実践能力自体の評価がわかるようにしま
しょう

p.9の図4で例示したように、看護実践能力だけではなく、「組織的役割遂行能力」や「自己教

育・研究能力」などを含めたキャリアラダーを作成されている組織も多いと思います。その場合、

レベルの評価はキャリアラダー全体でなされることが多いと思いますが、看護実践能力以外の能

力は組織によって求められる内容が異なってくるため、看護実践能力自体がどのレベルにあるか

を確認できるように評価していただければと思います。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

看護実践能力

組織的役割遂行能力

自己教育・研究能力

組織内でのレベルの認定などでは、

3つの能力の全体としてレベルを評価

「看護実践能力」としては
どのレベルにあるかを
確認できるように評価
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楽しみながら組織内のレベル認定にチャレンジ

組織内でレベルの認定を行っている施設によっては、認定者がつけるロゴマーク入りのバッチ

を作成したり、認定証の授与式を行ったり、ラダー認定者の活躍を組織内の広報誌で紹介したり

と、楽しみながらチャレンジできる取り組みが行われています。

また、「組織内のレベルの認定を受けたロールモデルとなる先輩が近くにいる」ことが、モチ

ベーションアップにつながっているようです。

事例紹介

JNAラダーを活用したラダーと人事考課制度との連動

JNAラダーの運用を開始している組織において、人事考課制度との連動を開始している組織や、

今後の連動に向けて人事部門との調整を図っている組織があります。

個々の看護師が自己研鑽を重ねながら看護実践能力を獲得していった結果が人事考課制度の中

でも評価されることで、動機づけやモチベーションのさらなる向上につながり、質の高い医療の

提供へと発展することも期待できます。人事考課制度との連動については、「『病院で働く看護

職の賃金のあり方』日本看護協会の提案」も参考資料として活用することができますので、ぜひ

ご参照ください。

当院では、組織内のレベルの認定を受けた看護師が、所属部署でロールモデルに
なり活躍しています。
その活躍の波及効果として、後輩看護師からは「レベル認定にチャレンジして先

輩のように活躍したい」、教育の担当者からは「レベル認定にチャレンジできるよ
うに支援してあげたい」と双方のモチベーションアップにつながっています。

事例紹介

事例紹介

本手引きは、様々な施設からのヒアリングや情報提供から、現場で実際に行われていること

をベースに、JNAラダー活用の具体例を示してまいりました。

導入・活用の方法は組織の状況により多種多様で、各組織の状況に応じて取り入れられる方

法で実施していただければと思いますが、以下の2点が重要なポイントとなります。

 行動目標の示し方は組織により様々であっても、JNAラダーで提示している行動目標の達成

に向かっている点は共通していること

 個々の看護師のレベルの到達状況を確認（評価）する際には、言語化を通して看護実践の内

容を引き出し、フィードバックによる学習支援を通して看護実践能力を育成していくこと

日本看護協会は、JNAラダーを用いて看護実践能力を適切に評価し認証する制度（案）を検

討しています。その制度（案）においては、日本看護協会の定める基準を評価の要件とするこ

とを想定しています。看護実践能力の適切な評価による質担保を目指して、検討を重ねます。

おわりに

評価結果の電子化による効果的な情報共有と分析

スケジュール管理システムやExcelなどの電子媒体を用いて、看護師のレベルの到達状況や研

修の受講履歴などを管理している組織もあります。データベース化することで、組織全体の看護

師の特徴を把握して教育計画へ反映させたり、またマネジメントに活用したりすることもできま

す。JNAラダーの導入・活用後の変化をみることで、組織内での成果の提示にも活用できる可能

性があります。
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