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クリニカルラダーのカテゴリー別研修
【看護実践能力】

対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

ラダーⅠ ラダーⅠを目指す者
プリセプティ・プリセプター

フィジカルアセスメント
7月20日（月）
8：30～17：15

１．フィジカルアセスメントの意義
を理解しEBNに基づいた看護が
提供できる
２．実地指導者としてモデルとな
る行動がとれる

フィジカルアセスメントについて学ぶ 放送大学大学院　　山内豊明
岩本
笹尾

ラダーⅠ～Ⅱ ラダーⅠ～Ⅱを目指す者 認知症看護  ★

2021年
1月23日（土）
8：30～17：15

認知症患者の看護に必要な基本
的知識と適切なケアについて学
ぶ

認知症高齢者の基本的な捉え方・認知症
高齢者に有用な情報収集とケアの方法

認知症認定看護師
吉見　薫

寺尻
舟橋

ラダーⅡ～Ⅲ ラダーⅡ～Ⅲを目指す者
急変の予測とアセスメント 9月12日（土）

8：30～17：15

重傷化・急変予測につなげるた
めの急性期アセスメントが理解で
きる

患者データの読み取り
急変予兆のための洞察力とエビデンスに基
づいたアセスメント
急変時の対応と救命処置・報告

集中ケア認定看護師
遊免　大輔
特定看護師

浅田　淳

横井

【マネジメント能力】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

ラダーⅠ
卒後2年目～

ラダーⅠを目指す者
最新のスキンケア★

10月9日（金）
13：00～17：15

あらゆる状況、さまざまな対象者
に応じたスキンケアに関する最
新知識を習得する

スキンケアの基本/褥瘡評価/ケアについ
て

皮膚・排泄ケア認定看護師
特定看護師
堀井さゆり

沖田

ラダーⅡ ラダーⅡを目指す者 リーダー研修①
9月9日（水）
8：30～17：15

チームリーダーとしての役割を理
解し主体的なメンバーシップを発
揮することができる

AM：チームリーダーとしての役割を理解し
コミュニケーション技術を学び看護実践に
役立てる　　　         　PM：BLS研修

AM　3A澤井　千絵　4A小西
暁
PM　ICLS委員会

高橋

ラダーⅢ～Ⅳ ラダーⅢ～Ⅳを目指す者
退院後の生活を

見据えた支援　★
6月27日（土）
8：30～17：15

退院調整に関わる看護師が在宅
医療移行に向けてケアの視点や
多職種・地域との連携を図り、円
滑な退院調整が行えるスキルを
習得する

訪問看護の仕組み・役割とは/退院支援看
護師に求められる能力/退院支援のプロセ
ス（病棟・外来）/退院支援の具体的方法/
退院後の生活への課題/効果的な多職種
カンファレンス

訪問看護ステーションみそら
所長　小林　千恵子

村島
舟橋

2020年度　看護局スキルアップ研修計画

専門職として自己実現に向け、自律的にキャリア形成に取り組む



【人間関係能力】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

ラダーⅠ～Ⅱ
卒後2年目～

ラダーⅠ又はⅡを目指す者
接遇研修★

5月22日（金）
13：00～16：30

専門職として必要な接遇対応が
理解でき、実践できる

相手に与える印象をよくするテクニック
敬語を使用し、身だしなみが整えられ
る　　電話の対応について

株式会社エヌジェーシー
人材開発部　　冨田ルミ子

岩本
横井

ラダーⅡ ラダーⅡを目指す者 リーダー研修②
8月7日（金）
8：30～12：30

自分の役割が理解でき効果的に
リーダーシップが発揮することが
できる

リーダーとしての姿勢を学ぶ為のスキルを
現場体験を元に学ぶ

係長より選任 高橋

ラダーⅡ～Ⅲ ラダーⅡ～Ⅲを目指す者 意思決定支援　★
2021年

2月13日（土）
8：30～17：15

意思決定場面における看護師の
役割とACPが理解でき、実践に
つなげられる

AM：アドバンスケアプランについて
PM：意思決定支援における看護師の
役割

緩和ケア認定医　四宮敏章
緩和ケア認定看護師

堀尾　美砂
水本
沖田

ラダーⅡ～Ⅳ ラダーⅡ～Ⅳを目指す者 臨床倫理　★
11月7日（土）
8：30～17：15

部署における倫理的感性を高め
るため、指導的役割を果たせる

倫理的感性を高める方法、ケースカンファ
レンスの進め方、ファシリテータ
の役割とスキルを学ぶ

日本看護協会　看護開発部
　梅内　美保子

村島
酒井

【教育・研究】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

ラダーⅠ
卒後2年目～

ラダーⅠを目指す者
あゆみ

5月27日（水）
17：30～18：30

1年を振り返り、事例をあげて
ケースレポートが作成・発表でき
る

ケースレポート発表 新人教育

看護研究①
4月25日（土）
8：30～17：15

統計学
6月13日（土）
8：30～17：15

看護研究②
7月4日（土）
8：30～17：15

看護研究③
　10月１0日（土）

8：30～17：15

看護研究④
12月5日（土）
8：30～17：15

【管理者・ラダーⅢ又はⅣ研修】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

ラダーⅣ
看護局・師長・副師長

他職種管理者
部署ビジョン策定ワーク

ショップ
5月30日（土）
8：30～17：15

ミッション・ビジョンの展開と中長
期の病院ブランドの向上のため
管理者が自律的に理念と基本方
針を体現化できる

・ミッション・ビジョンの共有
・自部署ビジョンを自分の言葉で表現する
・共通メッセージ抽出
・自部署ビジョン策定

フェアアンドイノベーション
代表　永瀬隆之

山本
高橋

ラダーⅢ～Ⅳ
係長

他職種
段取り力

5月　9日（土）
8：30～17：15

段取り力アップで生産性を向上さ
せ業務改善に繋げる

段取り力アップの方法を学び限られた時間
を効率的に使うことができるようになる

フェアアンドイノベーション
代表　永瀬隆之

梅本
酒井

梅本
山本

ラダーⅡを目指す者

看護研究の取り組み方法と実際
を知り、看護の創造性を養うこと
ができる

・看護研究のプロセス
・研究計画書と倫理的配慮
・文献検索と統計学的基礎知識
・データ収集と分析方法
・論文の書き方と発表方法

山陽学園大学　中木里実
順天堂大学　　平岡玲子
畿央大学　　　福森　貢

【アドバイザー】
2A　松本実代
HD　西村由美
OP　浅田　淳

ラダーⅡ



【新人研修】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

新採用者 新人研修会
4月1日（水）
8：30～17：15

1．病院職員および看護局に関す
る組織について学ぶ
2．看護業務を行う上で基本とな
る知識・技術を習得する

１．病院組織と理念
２．看護記録について
３．基本的な看護技術・知識の習得

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ委員会　【別紙参照】
水本
村島

卒後3か月 プリセプティ研修（ステップⅠ）
6月4日（木）
8：30～12：30

チーム内での自己目標が明確に
なり、自己の成長に繋げる

1.自己目標の確認
2.情報の交換会
3.自己の課題と目標を見いだす

新人教育委員会 沖田

プリセプティ研修 プリセプティ研修（ステップⅢ）
2021年

3月5日（金）
13：00～17：15

自己の看護を振り返り、2年目の
目標が明確になり成長に繋げる

1.多重課題発生時の対応
2.根拠に基づいた看護と優先順位の選択
3.患者対応の基本について

新人教育委員会 沖田

【全体研修】
月日 目標 内容 講師 担当

全体
10月頃

17：30～18：30
看護の動向を学び看護の質
の向上を図る

社会における看護界の動向と当院看護局
の現状について
看護局のビジョンについて

看護局長
副委員長

細川

全体
2021年

2月
17：30～18：30

看護学会・研修での学びを
伝達し共有することができる

各学会、研修での学びを共有することがで
きる

学会参加者・研修
講習会参加者

副委員長
細川

全体

2021年
1月30日（土）
8：30～12：30

看護研究の学びの成果を発表し
実践に活かすことができる

2020年度の担当部署・
卒後4年目研究の発表

山陽学園大学　中木里実
順天堂大学　　平岡玲子
畿央大学　　　福森　貢

【アドバイザー】
2A　松本実代　HD　西村由美

OP　浅田　淳

梅本
山本

全体 半日研修
初期対応能力の向上が図れる

　　　　　　　　　　未定 　　　　　災害看護委員会
災害看護
委員会
舟橋

全体
2020年5月1日～
2021年1月29日

研修により、到達をめざす能力を
身に付ける

自己のめざすラダーに応じて研修を選択
し、オンデマンドで受講する

日本看護協会
インターネット配信研修

スキルアップ
委員会

看護の展望

看護協会　インターネット配信研修

（災害看護　）

沖田

看護研究発表

研修名

12月4日（金）
8：30～17：15

卒後8か月

伝達講習

プリセプティ研修（ステップⅡ） 新人教育委員会

1.組織におけるメンバーの役割を果たす
2.プライマリーナーシングを理解する
3.看護技術の取得状況と課題技術の情報
共有
4.看護記録の監査について
5.多重課題発生時の対応
6.根拠に基づいた看護と優先順位の選択
7.患者対応の基本について

1．.組織やチーム内での自分の
役割を認識し、メンバーの一員と
して行動できる
2．自己目標が明確になり、自己
の成長に繋げる
3．シミュレーションを通して自ら
の行動を振り返り、根拠に基づい
た看護の必要性を理解する



【ナーシングエイド研修】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

ナーシングエイド ナーシングエイド研修

6月16日（火）
13：00～17：15
6月30日（火）
13：00～17：15

看護師の補助業務としてのナー
シングエイドの役割を理解し、業
務を円滑安全に行うことができる

1.医療チームの一員としての役割
2.業務サービスの提供に必要な知識と技術
を習得する

　　　　　　　　　未定 　　寺尻

【看護必要度研修】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

全体 病棟勤務者全体 看護必要度研修 半日 看護必要度の理解を深める

1.看護必要度について
2.看護必要度の実施研修

看護必要度委員会 必要度委員会

【看護ケア推進委員会　主催研修】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

主査・係長 急性期看護研修

5月19日（火）
8：30～17：15
6月30日（火）
8：30～17：15
7月21日（火）
8：30～12：30

急性期で働く看護師として根拠に
基づいた病態の変化の予測やア
セスメントといった看護実践能力
を高める

1、急性期看護ガイドライン
モニタリング・薬剤・血液ガス・血液データ
の理解
2、周術期看護
がん化学療法患者・エンドオブライフと家族
看護・感染対策
3、事例検討

看護ケア推進委員会
看護ケア
推進委員会
笹尾

【看護職復職支援研修】
対象 研修名 月日 目標 内容 講師 担当

全体
復職支援者相談会

【復職予定者と支援者集
い】

10月24日（土）
9：00～12：00

現在の医療現場を理解しWLB支
援を活用することで復帰の準備
ができる

1、意見交換・職場復帰相談
2、前年度復職支援者による講話

看護局
看護局
　谷河

介護福祉士は★のついている研修より選択すること


