後輩
ナース

スタッフ同士仲がいいこと、そして新人教育体制がしっかり
しているところが当院の魅力。病棟では、サポートナースの
6B病棟勤務

前川穂波
2014年4月入職

蜂谷さんを始めとする先輩が「何か分からないことある？」
と、毎日笑顔で声を掛けてくれます。できないことがあり落
ち込んでいると「でもこれはできているよ」と、いい面に目を
向けさせてもくれます。成長するには最高の環境です。

教育担当

菅野 一枝

看護職への第一歩を、きめ細やかにサポートします
自治医科大学附属さいたま医療センター看護部では、看護職員一人ひとりが必要な実践能

サポート
ナース

今年初めてサポートナースを経験しました。自分とは全くタ
6B病棟勤務

力を備えて思い描くキャリアビジョンに近づけるよう、院内教育と臨床実践能力評価ツール

蜂谷奈津実

（クリニカルラダ―）を活用したキャリア開発支援を行っています。

2011年4月入職

イプの違う後輩にどう接したらいいのか戸惑うこともありま
したが、周りの先輩の支えもあり、今では楽しんで関われる
ように。まず前川さん自身がどう考えているのかを聞いてか

新人看護職員の教育は年間計画に沿って行っており、看護技術習得は各部署の看護実践指

ら、アドバイスをしたり相談にのったりするように心がけてい

導者が支援し、業務習得を段階的に進めています。また、生活や仕事・学習面の身近な相談者

ます。このまま心温かな看護師に育ってほしいですね。

となるサポートナースが、1日も早く職場適応できるよう支援しています。
1年目の院内研修は年間6回実施しており、知識・技術態度の習得に加えて新人看護職員同
士の情報交換やリフレッシュの機会となっています。2年目以降もキャリアに応じた院内研修
が受講でき、院外研修受講や海外研修・認定看護師資格取得の助成制度などで、それぞれの
成長を支援していきます。

実践
指導者

実践指導者として、新人看護師の技術習得へのフォローと
6B病棟勤務

あなたが目指す看護職への第一歩を当センターから始めませんか。

内田杏奈
2007年4月入職

サポートナースのフォローをしています。大切にしているの
は、本人と一緒に目標設定をしていくこと。
「ここまでできる
ようになりたい」という思いに寄り添いながら一緒に取り組
むことでお互いに達成感が得られています。表情豊かに生き
生きと働く後輩の姿が、私にとっては何よりのご褒美です。

ママさん
ナース

息子を出産してから約8ヵ月で復帰しました。それまで働い
6A病棟勤務

阿部瑠衣
2003年4月入職

ていた病棟に少しでも早く戻りたいという気持ちからです。
当院は院内保育園ほか時短勤務などの制度が整っているの
がありがたいですね。同僚や家族にも助けられ、なんとか育
児と仕事の両立ができています。私がやりたい仕事を続け
ている姿は、きっと家族にもプラスになると信じています。

大切な仲間だから内定時期から支えます
【内定者研修】 パワーをとりもどす

認定
看護師

院内のスキンケアの質を向上させることが主な責務ですが、

就職先が決まると国家試験対策が本格化しますが、勉強の日々は悶々とした気持ちをつく

皮膚・排泄ケア認定看護師

り、ともするとその目的を失いかけてしまいます。そんなパワーレスは誰にでもあるから、看

深野利恵子

護職への第一歩に当センターを選んだ仲間と一緒に気持ちをわかち合いましょう。

2008年5月入職

心が温かくなってパワーをとりもどし再び頑張る意欲がわいてきます。

病棟ラウンドをしたり院外の学会や勉強会に参加し、時に講
師も務めることで、新たな展 望が開くことを実 感していま
す。また、多くの認定看護師がいる当院では、月に1回、認定
看護師会議があり、交流と連携が図れています。刺激を与え
合いながら、さらに成長していける場だと思います。

“ここに来てよかった”と思えるキャリア形成の支援を目指しています

Saitama Medical Center
Jichi Medical University
看護部 キャリア支援システム

【国家試験対策講座】内定者全員の合格を願って
国家試験まで１カ月、この時期だからこその勉強方法があります。目からうろこの勉強のポイ
ントと国家試験出題予想講座は、内定者からは毎年「来てよかった」との感想。国家試験対策
講座ベテラン講師による講義は、最後の追い込みになってもあわてない、そして看護職とし
て働くことの素晴らしさを教えてくれます。

自治医科大学附属さいたま医療センター
〒330-8503 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847 TEL.048-648-5381（直通）

自治医科大学附属さいたま医療センター

Clinical Ladder & Career Path

Training for Beginner

お互いに認め合いながら成長できる

クリニカルラダー・キャリアパス

段階を追って成長していく

ジェネラリスト

専門・認定看護師

一人ひとりが看護職として、

エデュケーション Ns

4月

5月

6月

指導を受けながら組織における役割や安全・経済などに関するシステムを理解し、
社会人・職業人としての基本的態度について理解し、自覚を持って行動できる。

また、看護職全員がお互いの成長を

クリニカルラダーとは
看 護 職としての実 践 能 力を段 階 的に

初心者（目安：6か月）

評価し、キャリア形成を支援するシス

基礎的知識・技術・態度を習得し、
指導を受けながら基本的看護が安全に実践できる

テムです。当センターでは実践能力を

基礎看護技術の習得
を目指します

オリエンテーション

研修
看護過程
看護診断

仕 事をしていくために
必要な基礎を学びなが
ら、新人同士の仲間づ
くりをしていきます。
職場適応の第一歩！

分の課題を明確にし、課題の達成に取
り組むことで、実践能力を深めたり広

自己教育力

+

看護実践力
看護を展開する力

+

マネジメント力

げたりして成 長していく。その成 長の

役割を遂行する力

評価を通して自他共に認めていくこと
ができます。

研修

入社式

初任給

STEP Ⅰ
Ⅰ

自ら支援を受けて、チームメンバーの役割が遂行できる。

到達度の確認

社会人・職業人としての責任ある行動をとることができる。

自己の課題を明確にし、課題に取り組むことができる。

●

受け持ち看護師として
患者を担当し、看護過
程を理解していきます

チームメンバー
として自立！

1

研修

日々の業務を通して、患者や看護過程への理解を深め、看護実践力を高めていきます

3

研修

■BLS

2

緊急時や急変時の初
期対応を学びます

1ヶ月フォローアップ
■スキンケア
■時間管理
■振り返り

4

研修

6ヵ月
フォローアップ
■フィジカルアセスメント
■振り返り

3ヶ月
フォローアップ

5

看護過程
事例展開
患者を全人的にとらえ
て 根 拠に 基 づくアセ
スメントから的確な看
護 診 断を行 い 、看 護
計画を立案します

訴えや状態を正確にとら
えて、的確な看護判断を
行う方法を学びます
半年間のお互いの経験
や 成 長と後 半 の目標を
共有します

多重課題の場面で適切に
判断し優先順位を考えら
れる方法を学ぶとともに、
入職〜1ヵ月間のお互いの
経験を共有します。

求められている実践能力を踏まえて自

自己を成長させる力

●

根拠を持って部署の標準的な看護が実践できる。

見学・オリエンテーショ
ンを経て夜勤開始

1名から徐々に
担当患者を増やし、
日勤業務を理解します

■基礎看護技術
■組織・システムの理解
■社会人の基本的態度

示しています。それぞれのステップで

臨床実践能力

経年別研修

3月

ボーナス

夏休み

ボーリング大会

ボーナス

研修

6

12ヵ月
フォローアップ
■挿管介助
■看護倫理
■振り返り
自己や仲間の成長を確
認し、2年目に向けての
課題を明確にします

研修責任者（教育担当師長）

院外教育（OFF-JT）
教育委員会

ねらい・目的

方法・内容
看護にとっての解剖生理学

看護過程

事 例 展 開をもとにグループワークを行
い、根拠に基づく個別性に応じた看護過
程が展開できる。

事例を用いた事例検討
自己の成長と今後の課題

看護観

看護体験のリフレクションを通して、自
分の看護観を表現できる。互いの看護観
に共感することにより看護観を深める。

看護体験をナラティブに表現し、皆
でリフレクションを行い看護観を深
める

根拠に基づいた
看護ケアに
ついて考える

根拠に基づく看護の重要性がわかり、看
護実践に文献検索を活用できる。

文献検索方法
⇒自己のテーマに沿って、
文献検索しレポート作成・発表

リーダーシップと
コミュニケーション

リーダーシップと効果的なコミュニケー
ションや対人関係の基本スタンス、自己
のコミュニケーションパターン、ウィーク
ポイントと改善方法を学び、コミュニケー
ション能力の向上を図る。

コミュニケーションの基本的な考え
方・エゴグラム・リーダーシップの発
揮とコミュニケーション

看護実践力の充実や役割遂行に必要な能力の獲得を目指す

ねらい・目的

方法・内容
新人看護職員臨床研修制度につい
て、コミュニケーションスキル（ア
サーション、コーチング）

サポートナース

サポートナースに必要な知識や能力を理
解し、役割を果すことができる。

サポートナース
フォロー

サポートナース同士で役割を再認識し、
日々の活動を振り返ることにより今後の
よりよい活動につなげる。

サポートナースについて

問 題 解 決 の 基 礎 知 識を得てその 過 程
を踏むことで、問 題 解 決 能 力の向 上を
図る。

1回目

問題解決のプロセス
⇒講義後、自部署で実践

問題解決

2回目

実践内容を
パワーポイントで発表

看護研究発表会
コンフォートパーティ

リフレクション

看護実践の経験のリフレクションを通し
て、経験の意味や価値を再認識し、経験
をより質の高い看護実践や自己成長に
活かす方法を習得する。

リーダーシップ

組織を活性化するリーダーシップについ
ての理解から具体的な実践行動を考え
ることができ、リーダーシップの発揮に
つなげる。

集合教育=院内教育（OFF-JT）
新人看護職員
支援者

師長

新人看護職員研修制度を理解すること
で、新人教育に積極的に関わり、支援す
ることができる。また、部署のより良い新
人看護職員支援体制の検討ができる。

主任
IVNS

実践指導者

演習・知識・実践テスト

新人の頃を振り返る

ステップⅢ認定者

看護部

発表

からだの形態・機能を理解し、疾患の理
解や看護につなげる。

研修名

手厚く丁寧な教育はお互いの成長のために、そしてなによりも安全であたたかな看護のために

新人看護職員サポート体制

さらなるステップアップへ

看護の視点で
病態生理を学ぶ

※看護部主催慰労会

Support System

グループワーク

自立に向けて看護実践能力の向上を目指す

クリニカルラダー認定ステップ別研修

ステップⅡ認定者

身に着けていく過程をステップⅠ→Ⅴで

●

自己の振り返りができ、指導を受けながら課題を明確にすることができる。

組織づくりを目指しています。

自ら支援を受けて、基準・手順に沿った看護実践ができ、
チームメンバーの役割を果す

1月 2月

3年目

I

STEP

新人（目安：1年）

STEP Ⅰ
到達度の確認

●

集合研修

II

STEP

●

基本的な業務が実施できる。

支援できる学び合う

個別性のある看護を自立して実践し、
基本的看護実践・社会人・組織人のモデルとなれる

12 月

2・3年目

一人前（目安：3年）

院内認定
看護師

10 月 11月

日常の看護業務に必要な基礎的知識・技術を習得し、指導を受けながら実践できる。

●

●

仕事

STEP III

個別性に応じた看護の実践モデルとして後輩指導
ができ、チーム内でリーダーシップが発揮できる

9月

●

クリニカルラダ―を取り入れて

中堅（目安：6年）

8月

研修名

キャリア形成できるよう、

支援しています。

7月

講義

⇒

人として成長しながら

院内研修

2年目

（目安：10年）

共育

到達目標

スペシャリスト

管理者

STEP V 達人

STEP IV

Training Program for Growth

目指す看護職への第一歩

新人看護職員研修

（末梢静脈留置針挿入）

末梢静脈留置針挿入に必要な知識・技
術を習得し、安全に実施できる。

悩みや体験の共有、
問題の明確化と解決策

リフレクションについて
お互いの経験をリフレクティブサイ
クルに則って振り返る
リーダーシップ論・組織論・チームマ
ネジメント・コミュニケーションスキル
リーダーシップﾟについて

新 人 看 護 職 員 研 修ガイドライン・
新人看護職員臨床研修プログラム・
教育に必要な知識とスキル
法的位置づけと「静脈注射実施に
ついての取り決め」
・基礎知識・実施
方法
シミュレーター使用

チームリーダー

新人＋サポートナース

新人＋サポートナース
スタッフ

スタッフ

職場内教育︵OJT︶

チームリーダー

新人看護職員の看護技術や業務の習得、学

スタッフ

新人＋サポートナース
スタッフ

事故分析手法・ヒューマンエラー
Im-SAFERの手順に沿った事例分析

習の支援を行う
『看護実践指導者』を各部署
に１〜２名配置しています。４〜６月は、新人

主任研修会

看護職員と一緒に日勤で勤務し指導を行っ

師長研修会

て います 。また 、新 人 看 護 職 員１人 に 対し
新人＋サポートナース

事故分析

事故分析手法を身につけ、分析を行うこ
とができる。

１人のサポートナースがいます。新人看護職
員が話しやすいよう３年目前後の先輩が学
習方法やメンタル面でのサポートをします。

【看護経験録】
看 護 技 術 は 経 験 録を用
いて、習得度に合わせな
がら患 者さんに実 施し、
習得していきます。

それぞれの役割遂行に必要なマネジメント能力を養う

■ 院内研修以外の学びへの助成
院外研修（年2回/名）
学会発表
●海外研修
●認定看護師教育課程
●
●

■ 既卒者の教育
これまでのキャリアや臨床能力段階・研修受講歴などを考慮して、
当看護部のクリニカルラダーや院内研修に参加していきます。
また、配属部署の教育計画に沿ってオリエンテーションなどを行い、
当初3か月間は担当者を決めて支援を行います。

