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第５章 教育担当者育成篇  
 １．育成研修によって達成されるべき目標  

  

 1）教育担当者は、新人看護職員の職場への適応状況を把握 

  し、新人看護職員臨床研修が効果的に行われるよう、実地 

  指導者と新人看護職員への教育及び精神的支援ができる。  

 2）教育担当者は、施設の新人看護職員臨床研修計画に沿っ 

  て、部署管理者とともに部署における新人看護職員臨床研 

  修の計画立案と実施・評価ができる。  

 3) 新人看護職員同士、実地指導者同士の意見交換や情報共 

  有の場を設定し、新人看護職員の実地指導者との関係調整 

  支援ができる。  
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第５章 教育担当者育成篇  
 ２．新人看護職員臨床研修において教育支援上果たすべき役割  

1）実地指導者と新人看護職員への支援  

 (1)基礎教育の実態把握  

   ①学生の動向と臨床実践能力の現状把握  

   ②教育制度や教育背景の理解と新人教育への適用（教育方法の個別対応など）  

   ③新人看護職員が受けた教育カリキュラムの把握（改定の変遷と内容の理解）  

 (2)実地指導者と新人看護職員のペアリングへの関わり  

 (3)指導状況を客観的かつ総合的に把握  

   ①新人看護職員の成長プロセスの把握  

   ② 実地指導者の指導状況の把握  

   ③実地指導者と新人看護職員の関係性の把握  

 (4)実地指導者が対応困難な新人看護職員への対応  

   ①直接的支援：新人看護職員と実地指導者へ対応  

   ②間接的支援：チームの活用や職場風土への働きかけ  

   ③ 実地指導者と新人看護職員への精神的支援  

 (5)実地指導者同士の意見交換や情報共有の場の設定  

 (6)新人看護職員同士の意見交換や情報共有の場の設定  
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第５章 教育担当者育成篇  
 ２．新人看護職員臨床研修において教育支援上果たすべき役割  

 

2）部署及び部署に関連する職員に対し、新人看護職員臨床研修体 

 制の伝達・周知 

3）集合教育と部署教育の連動の促進  

 (1)集合教育との有機的な連動を基にした部署における研修計画の立案と実施  

 (2)研修計画に基づく進捗状況に合わせた調整と管理（夜勤の開始、患者の受け 

  持ち開始等）  

 (3)集合教育の評価とフィードバック  

 (4)集合教育への積極的な参与  

4）部署管理者との連携  

  部署管理者への報告と提案及び相談（業務調整、研修計画、他 

   職員との人間関係の調整、看護基準・手順の修正・更新等） 

5）部署における研修の評価    
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第５章 教育担当者育成篇  
 3. 役割遂行する上で学習すべき内容  

 

1）実地指導者と新人看護職員への支援  

 教育担当者は、実地指導者を支援すると同時に新人看護職員に
対して直接的、間接的に教育する役割を担う。これには、指導方法
を駆使して実地指導者及び新人看護職員に教育的に関わる能力
や、実地指導者の状況を把握して問題を解決する能力が求められ
る。また、新人看護職員や実地指導者に過重な精神的ストレスや
不適応が予測される場合などは、速やかに察知し、部署管理者あ
るいは研修責任者に適切に報告・連絡・相談する力も求められる。   

 さらに教育担当者は、新人看護職員の臨床実践能力の習得状況
を把握し、新人看護職員の置かれている状況を把握した上で、実
地指導者の指導上の問題を解決する能力が求められる。したがっ
て、以下の内容を学習し、能力を身につける必要がある。  
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第５章 教育担当者育成篇  
 【役割遂行する上で学習すべき内容 】 

  

  (1)現代の看護学生（若者）の特徴  

  (2)新人看護職員が受けたカリキュラムの内容、基礎教育での臨 

    床実践能力の習得状況  

  (3)成人学習者の特徴と教育方法  

  (4)リーダーシップ、問題解決技法、コミュニケーションスキル  

  (5)指導方法や教育的関わりを支援する方法（コーチング、ティー 

    チング、ファシリテーション）  

  (6)実地指導者が経験しやすい新人看護職員臨床研修上の問題 

    や困難、及び解決方法（事例を通して）  

  (7)実地指導者及び新人看護職員に対する精神的支援  
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（校） 

看護系大学数と志願倍率＊ 

（倍） 

＊志願倍率＝応募者数/一学年定員 

※2009年からは募集学校数を計上 

出典：厚生労働省「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」、日本看護協会出版会編「看護関係統計資料集」 
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看護師３年課程における教育の内容 

基礎分野 専門基礎分野 専門分野Ⅰ 専門分野Ⅱ 統合分野 

科学的思考 
 の基盤 
 
人間と生活 
・社会の理解 

人体の構造 
 と機能 
 
疾病の成り 
 立ちと回 
 復の推進 
 
健康支援と  6 
 社会保障制度 

基礎看護学   10 
 
臨地実習   [3] 
 基礎看護学  3 

成人看護学   6 
老年看護学   4 
小児看護学   4 
母性看護学   4 
精神看護学   4 
 
臨地実習  [16] 
 成人看護学  6 
 老年看護学  4 
 小児看護学  2 
 母性看護学  2 
 精神看護学  2 

在宅看護論   4 
 
看護の統合と  4 
 実践 
 
臨地実習   [4] 
 在宅看護論  2 
 看護の統合  2 
  と実践 

13 21 13 38 12 

合計 97単位 

13 
15 

文部科学省・厚生労働省令「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」 より作成 

国家試験受験資格に必要な教育内容が国で定められており
、それに基づき各養成機関で教育が実施されている。  

＊表中の数字は単位数 
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【社会人に対する新人教育と何か】 
 

指導者として留意すること 
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看護師を取り巻く環境の変化（1990年代～2010年代） 

1990年代 2010年代 
入院患者に占める 
75歳以上の割合 32.0%（1996年）※1 49.3%(2011年)※1 

胃がん平均在院日数 47.1日(1996年)※1 22.6日(2011年)※1 

国家試験合格者に 
占める大卒の割合 2.7%（1997年）※2 30.2%(2014年)※2 

看護師として 
求められる役割 

幅広い看護業務（雑務も多い） 

ベッドサイドにいる時間も長い 

高度で集中的な医療ケアを担うチーム医療で
看護の専門性を発揮 

効率性を求められる（在院日数の短縮） 

職場の雰囲気 余裕あり 余裕なし 

人材育成 徒弟制度 
（暗黙知,経験知,組織の独自性） 

教育プログラムが基盤 
(教育を標準化したが徒弟制度の雰囲気は変わらず) 

看護を選んだ理由 看護師になることを選択 難しい道ではなく、就職に困らない 

ロールモデル あり（なりたい看護師像） 
確固たるものはない 

（尊敬できる部分がある先輩はいた） 

仕事における目標 職業人として一人前になること ラダーで一律に決められた目標 

10年後の自分 一生看護師！ どうなるか分からない… 

5年目の退職理由 家庭との両立が困難 疲れ果てた、目標が見いだせない 

キャリアのイメージ 報酬、地位、責任の向上 
自分らしさの発揮 

能力がある人が考えること 
出典：※1 厚生労働省患者調査、※2 週間医学界新聞 保助看国家試験合格者発表 
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変化する医療提供体制に伴う 
看護職キャリアの多様性 
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自身の能力とライフステージに合わせたキャリアを選択し、 

看護職が生涯を通じて能力を発揮し続けることが必要 

看護職へのニーズの増大 
・活躍の場の多様化 

質の高い看護ケアを幅広い場で 
提供することが期待される 

看護職の確保が課題 
中堅の看護職の就業率の向上 
60代以降の看護職の就業率の向上 

＜少子高齢社会＞ 

病院 

在宅 

介護施設 看護職のキャリア？？ 

病院の機能、 
看護職の役割が変化 
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変化し、多様化する社
会状況の中で 

その前に 

キャリアって？？ 

• 多様なキャリアを考え、選択する 

⇒看護職としてキャリア選択ができる 

 

看護専門職として能力の開発と向上 
看護専門職として自立 
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(参考）看護専門職育成のための学習に重要なこと 

・成人学習の基本を忘れてはいけない 

・自発的に学びたいと思うことがはじまりとなる 

・相手のニーズに沿わない学習は押し付けとなる 

• 相手のニーズの状態を見極めることが重要 
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学習対象者は、成人した大人である 
大人は、「自己決定」することを好む 
大人は、指図されることを嫌う  
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学習のピラミッド  知識の残存率 

レクチャー 5％ 

読んでみる 10％ 

視聴覚 20％ 

デモンストレーション 30％ 

グループでのディスカッション 50％ 

実際にやってみる 75％ 

他者に教える 80％ 

National Training Laboratories, Bethel, Maine, USA 
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教育方法の工夫 

【知識獲得中心の集合研修などの場合】 

事例の活用：多くの具体例を通し、指導内容の理解を深める 

発問による交流：相手を指名した「問いかけ」を積極的に行う。相 

       手の考えや解釈を引き出すことができるが、その時に 

       考えざるを得なくなり、理解が深まる 

板書による整理と確認：具体的表現、関連のあるものを並べ、図 

       示することで内容が整理され、理解と思考の発展につ 

       ながる 

机間指導：机の間を歩き、進行状況を確認し、個別指導をする 

教材・教具の活用：視覚を刺激する。 

       パソコン(パワーポイント)、画像映写、模型提示 

       シュミレーションによるデモンストレーションなど 
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教育方法の工夫 
【体験や演習の集合研修などの場合】 
場面再生の活用：場面を取り上げ、役割を決め、自ら演じる学習方 

     法の活用。事実や現象がイメージしやすく現実性に富む 

     ため、学習効果を得やすい 

演習やシュミレーション学習：技術の応用力を養う。技術の応用能 

     力を付けるためには、技術の裏付けとなる知識をフィード 

     バックすることが重要。「何のために」「なぜそうするのか」 

     といった関連付けが効果的である 

【ＯＪＴの場合】 
シャドイング学習方法：経験者に密着し、観察する。洞察的学習で 

     あるが、行為終了後「何のために」「なぜしたのか」という説 

     明が有効である 

試行錯誤の許容：失敗を体験させる学習方法（許容範囲内） 
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