
 
 

武蔵野赤十字病院 
 

教育体制について 
 



武蔵野赤十字病院 継続教育 

教育目的 

  武蔵野赤十字病院の理念、看護部目的に沿って、看護の専門
職として時代に即応した、安全で質の高い看護を提供できる
看護師を育成する。 

  

 教育目標 

 １．組織の一員としての自覚をもち赤十字の看護師として 

   責任ある行動をとることができる。 

 ２．臨床実践能力を高め、安全で質の高い看護を提供できる。 

 ３．看護の専門職として自己教育力を発展させるとともに 

   自己の方向性を見いだせる  



レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ 

 支援者は太陽となり光やエネルギーを注
ぎます。 心を開き、ポジティブシャワーを
感じてください。 

 自ら成長する力をもち、木々に葉、花や
実をつけるように豊かに成長していきま
しょう。 

さまざまな成長段階にある看護師が共に実践することで 
看護の質の向上につながります。 

困難なことにぶつかっ
た時、乗り越えられる
力をつけましょう。 

教育のイメージ図 



 新入職看護職員に決まった相談相手（チューター）を配置し、仕事の仕方や学習方法、悩みごとなど 
広範囲にわたる相談の窓口となり、支援します。 
日々の看護業務における実践的指導は、チューターも含めた日々の実地指導者が担当します。 

チューターシップ 

新人教育は職場環境づくりから 
 
指導者を支えるシステム 
新人教育サポートガイドライン 
新人教育担当者ミーティング 
新人教育担当者研修 
 

新人看護師を支えるしくみ 



研修番号 内容
当院の教育計画・年間目標
安全Ⅰ(総論：安全確認行動）
看護基準・看護手順
社会人基礎力
組織の一員になるために
薬剤Ⅰ
シャドウイング研修について
看護記録
排泄ケア+褥そう予防評価

生活支援技術
(寝たきり患者の清拭陰部洗浄寝衣交換）
(体位変換・トランス移送移動）

感染Ⅰ

基礎技術
(血糖測定・皮下注射・採血）

社会人としてのマナー

基礎技術
（点滴刺入介助　等）

安全Ⅱ(転倒転落予防・身体抑制）
食事ケア1
栄養管理+食事ケア2
1か月フォローアップ研修
呼吸と酸素療法
口腔ケア・吸引
フィジカルアセスメントⅠ
輸液ポンプ・シリンジポンプ
循環と心電図モニタリング
BLS
安全Ⅲ（プロセス志向）
グローバルヘルス
看護必要度
高齢者看護・認知症看護

2022新人看護職員研修

新人9

新人10

新人7

新人8

新人6

新人4

新人5

新人2

新人3

新人１

研修番号 内容
フィジカルアセスメントⅡ
感染Ⅱ
がん化学療法看護
疼痛コントロールと麻薬管理
入退院支援と在宅調整

ストレスマネジメント

糖尿病看護
ACLS

3か月フォローアップ研修

フィジカルアセスメント（多重課題）

看護倫理Ⅰ

看護とコミュニケーション
看取りケア

感染Ⅲ

薬剤Ⅱ
7か月フォローアップ研修
排泄ケア+褥そうケア
リフレクションとキャリア開発

新人19 1年フォローアップ+修了式

新人17

新人18

新人15

新人16

新人13 輸血

新人14

新人11

新人12



新人研修の風景 ： 心電図研修   

臨床検査技師がコツを教えてくれます 



令和4年度 新人看護職員研修 
月 目標 講 義 演 習 

4
～
6
月 

基
礎
を
磨
く 

指導を  
受けながら
徐々に  
看護実践 

教育計画 電子カルテ 業務基準  
社会人基礎力 安全 排泄ケア   
褥瘡予防  薬剤 院内急変対応 
栄養管理  がん化学療法      
疼痛コントロール  在宅支援 

感染予防 点滴管理 輸液ポンプ  
寝たきり患者の生活支援 血糖測定
採血 皮下注射 輸血 BLS 心電図 
エンゼルケア フィジカルアセスメント
多重課題 酸素療法 口腔ケア・吸引 

フォローアップ 

7
～
9
月 

チ
ー
ム
で 

活
動
す
る 

メンバー業
務・夜勤業
務に入る 

高齢者看護 糖尿病看護 

ストレスマネジメント 
フォローアップ 

10
～
12
月 

看
護
を
磨
く 

指導を受け
ながら  
看護過程
を展開 

看護倫理・薬剤 

看護とコミュニケーション  感染予防 
フィジカルアセスメント 
フォローアップ 

1
～
3
月 

ま
と
め
る 

患者を  
長期的に
受け持つ 

排泄ケア 褥瘡評価 

リフレクションとキャリア開発 

看護を語ろう 
フォローアップ 



部署( C-7 ） 教育プログラム 

  
月 4月 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
週 1 2 3 4 

院
内 

標
準 

看護業務目標 
・基礎看護技術を患者に安全に提供できる。 
・社会人として自己学習の習慣をもつ。 

・指導を受けながら日勤メンバー業務を実施できる。 
・基礎看護技術の習慣をもつ。 

・指導を受けながら夜勤・遅番業務を開始できる。 ・勤務表上、夜勤の1人となる。 

・指導者と共に、継続した受け持ち患者に対し、計画的に看護過程を展開できる。（クリニカルパスも含む） 
・セルフマネジメントを行い看護ケアを遂行できる。 

・キャリアラダーレベル1を習得できる。 

生活目標 ・時間内に業務(～17:00まで）を終え心身の休息をとりつつ生活リズムを整える。 ・18:00までに業務を終え、帰宅し勤務と学習のリズムをつける。 ・夜勤や遅番勤務の不規則な勤務の中、生活リズムを整える。 

              

部
署
目
標 

看護業務 
到達目標 

①社会人としての自覚を持つことができる。 
②病院および病棟の目的、目標および母子センターとしての役割を理解できる。 
③報告・連絡・相談の必要性がわかり実施できる。 
④チームの基本的な看護がわかり、見学を中心に指導を受けながら実施できる。 
⑤各チームのタイムテーブルがわかり、アドバイスを受けながら行動できる。 
⑥病棟スタッフの一員として、自覚が持てる。 
⑦各自の目標シートでの自己の課題を明確にできる。 

①チームの基本的な看護を知り、
指導を受けながら実施できる。 

①個人の3か月の目標評価・修
正をし、今後の取り組みの方向
性がわかる。 
②新人会やチューターとの話し
合いを通し、自己の課題を知るこ
とができる。 
③指導を受けながら、受け持ち
患者を増やし看護を実践できる。 

①先輩スタッフの助言を得ながら、夜勤を実施できる。 
②受け持ち患者増加に向けて、多重業務を実践していく。 

患者の個別性をとらえ、看護
展開ができる。 

夜勤業務にむけて、各チーム
の重症患者についての知識
を深め、看護を実践できる 

固定チームに分かれて、各チームの看護を実践し、プライマ
リーNSを先輩とともに行い、自己の看護を振り返ることがで
きる。 

年間目標を評価し、次年度に向けての課題を明確にすることができる。 

 
 offJT 

基本姿勢と 
態度 

当院の基本理念・医療・看
護 
仕事の基本と職場生活 
当院の教育計画・年間目
標 
キャリアファイル 
社会人基礎力 

シャドウイング研修前OR 
シャドウイング研修 
（病棟看護実践見学研修） 

 
 

夜勤シャドウイング研修前
OR 
シャドウイング研修 
（病棟看護実践見学研修） 
１ヵ月フォローアップ 

  

高齢者看護 ３ヵ月フォローアップ   看護倫理Ⅰ 
看護とコミュニケーショ
ン 

  
8か月フォローアップ研
修 

  
リフレクションとキャリア
開発 
 

1年フォローアップ研修 
修了式 

看護技術 

  

感染1（スタンダード） 
糖尿病看護 
基礎技術（点滴刺入介助・
ルート管理・ミキシング・生
食フラッシュ・側管注） 
排泄ケア1 
褥瘡予防評価 
生活支援技術（寝たきり患
者の清拭陰部洗浄寝衣交
換） 
（体位交換・トランス・移送
移動） 
 

基礎技術（血糖測定・皮
下注射・採血） 
輸液・シリンジポンプ 

食事ケア1 
栄養管理＋食事ケア2 
酸素療法 
口腔ケア 

心電図・モニター 
BLS 
輸血療法 
多重課題 
フィジカル・SBAR 

がん化学療法看護 
疼痛コントロール 
看取りのケア 
院内急変対応（ACLS） 

    フィジカルアセスメント       
排泄ケア2 
褥瘡ケア 

    

管理的側面 

感染管理 医療安全 
セクシャルハラスメント 
インフォームドコンセント 
労働安全管理 福利厚生 
就業規則と人事制度 
安全1（総論：安全確認行
動） 
看護業務基準 

薬剤Ⅰ（基礎・危険薬） 
看護記録 

  

安全2（転倒転落予防身体
抑制） 

  

安全3（プロセス指向） 
在宅支援＋スクリーニン
グ 
看護必要度 
麻薬管理 

感染2（無菌操作） 
ストレスマネジメント 

        薬剤Ⅱ 感染3（医療関連感染）   

  

部
署
研
修
内
容 

部署の 
研修計画 

①乳房管理方法 
②新人会の開催 
 

①乳房管理方法（5月同
様） 
②術前・術後の看護 
③治療妊婦の看護 
④褥婦・新生児の看護 
⑤新生児の生理 

①新人会の開催 
②無痛分娩について 
③乳房管理方法 
④臍帯血バンク勉強会 

①乳房管理方法（7月同
様） 

①大量出血時の看護 
②乳房管理方法 
③災害勉強会 

①新人会の開催 
②乳房管理方法（9月同
様） 
③ICBLC母乳勉強会 
④GACSシミュレーショ
ン 
⑤DM・GDM勉強会 

①ICBLC母乳勉強会 
②乳房管理方法 
③グリーフケア 

①乳房管理方法（11月
同様） 
②GACSシミュレーショ
ン 

①双胎育児について 
②CAOSについて 

  新人会（看護を語る会
の開催） 

業務拡大計画 

①日勤で各チームのシャドウイング（3日間程度ローテーションで実施） 
②既卒経験者については、ローテーション終了後より、先輩スタッフのフォローのもと、受け持ちを実施す
る（看護実践および記録の実施） 
 

①夜勤シャドウイング実施 
②ローテーションが各チー
ム終了次第、先輩フォロー
のもと受け持ちを1名開始
してみる 

①各チームへ配属 
②看護実践および記録を
先輩フォローのもと実施 
③進捗状況に合わせ、受
け持ち人数を増加させて
いく 

①先輩フォローのもと夜勤
を実施し、受け持ち人数を
増やす 
②日勤において、1メン
バーとして受け持ちを行い、
一人での受け持ち人数を
増加していく 

①先輩フォローのもと夜
勤を実施し、受け持ち人
数を増やす 
②日勤において、1メン
バーとして受け持ちを行
い、一人での受け持ち人
数を増加していく 

①指導案作成終了後よ
り、両親学級を行うこと
ができる 
②受け持ち人数の拡大 
③重症患者の受け持ち
を先輩フォローのもと実
践できる 

①夜勤独り立ち（各々
の進捗状況に合わせ） 
 

①経験のしたことのない看護実践・看護技術の
経験値を増やす 
 

①分娩部勤務をはじめ
る 
②各チームプライマリー
として患者を受け持ち、
先輩の指導のもと看護
を展開してみる 

①看護技術の実践値の確認を行い、実施出来
ていない項目について確認し実践する 

部署の教育プログラムの一例 



令和4年度 キャリア開発のための研修 

  

ベーシック スタンダード アドバンス 

ラダーⅠを目指すレベル ラダーⅡ またはラダーⅡを目指すレベル ラダーⅢ またはラダーⅢを目指すレベル 

赤十字 赤十字概論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 災害看護論Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ ・ 赤十字救急法 こころのケア 

看護実践 

基礎技術Ⅰ・Ⅱ    生活支援技術 末梢静脈路確保 末梢静脈路確保指導者 

排泄ケアⅠ・Ⅱ    褥瘡予防評価・褥瘡ケア     

医療機器の取り扱い（輸液ポンプ・シリンジポンプ）     

口腔ケア・吸引         

栄養管理と食事ケアⅠ・Ⅱ     糖尿病看護     

フィジカルアセスメントⅠ・Ⅱ・Ⅲ     

呼吸と酸素療法 人工呼吸器セミナー   

BLS/ACLS ICLS   

循環と心電図モニタリング   輸血     

薬剤Ⅰ・Ⅱ     がん化学療法看護     

疼痛コントロールと麻薬管理     

感染Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     

看護とコミュニケーション コーチング入門（新人指導者研修） アサーティブコミュニケーション（外部講師） 

  コーチングベーシック（外部講師）   

看護倫理Ⅰ 看護倫理Ⅱ 看護倫理Ⅲ 

高齢者看護・認知症看護   看取りケア 認知症サポーター研修 認知症看護研修（アドバンス） 

  認知症看護研修   

マネジメント 
社会人基礎力 ・ 組織の一員になるために マネジメントⅡ（リーダーシップ） マネジメントⅢ（問題解決過程） 

安全Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     

教育・研修 

自己教育・ストレスマネジメント 新人指導者研修 教育担当者研修 

  実習指導者研修   

キャリア開発とリフレクション キャリア開発Ⅱ リフレクション（教育担当者研修） 

  他部署研修   

研究的視点 ケーススタディ報告会 看護研究 

グローバルヘルス 

入退院支援と在宅調整 入退院支援・退院調整研修   

  （訪問看護1日同行研修を含む）   

グローバルヘルス 国際救援講演会   



 看護学講座 
月 日 内容 担当者 

5月 17日（火） 感染における標準予防策の疑問解決します 感染管理認定看護師 渡邊 

6月 
6日（月） カテーテル関連血流感染症の予防と治療 感染管理認定看護師 廣島 

13日（月） 緩和ケアについて 緩和ケア認定看護師 中田 

7月 

4日（月） 
小児のフィジカルアセスメント 

~発達段階がわかると見え方もかわります~ 
小児救急看護認定看護師 城尾 

11日（月） がん化学療法の看護 がん化学療法看護認定看護師 坂榮 

9月 

5日（月） 
シームレスな排尿ケア 

~病院と地域をつなぐために必要なこと~ 
皮膚排泄ケア認定看護師 小松 

12日（月） ACPの基礎知識 緩和ケア認定看護師 加藤 

10月 

3日（月） 心不全・呼吸器疾患における緩和ケア 
心不全看護認定看護師 
慢性呼吸疾患看護認定看護師 

藤原・渡辺 
川原・矢野目 

17日（月） 妊孕性ってなに？ 病棟看護師 藤原 

11月 
7日（月） 褥瘡ケア＆スキンテアとMDRPU 皮膚排泄ケア認定看護師 比留間 

14日（月） がん相談室の役割と活動 乳がん看護認定看護師 西巻 

12月 

5日（月） 糖尿病を持つ方へのかかわり方 基礎編 糖尿病看護認定看護師 豊島・志賀 

12日（月） がん看護事例検討会① がん看護推進委員会   

1月 16日（月） 糖尿病を持つ方へのかかわり方 応用編 糖尿病看護認定看護師 豊島・志賀 

2月 

6日（月） 排泄とIAD（失禁関連性皮膚炎）のケア 皮膚排泄ケア認定看護師 比留間 

13日（月） がん看護事例検討会② がん看護推進委員会   



Musashino red cross hospital 



看護実践能力の開発 
      赤十字施設の看護実践能力の段階別到達目標  （キャリア開発ラダー）  

 マニュアルを見たり､助
言を受けながら､日常ケ
アに必要な基本的知識
を活用し､優先度を決定
する事ができます 

 倫理的ジレンマに陥っ
た時､赤十字の原則に
基づいて行動しようと
しています 

自分の役割と責任を認識しながらも、
自分の能力を超えた看護が求められる
場合には、支援や指導を自ら得たり､業
務内容について相談できます 

レベル１目標 

 看護者の倫理綱領を
知っており､対象を一個
人として尊重できます 

実践者 管理者 教員 国際 

Ⅴ 
病院単位で 
活躍できる者 

管理Ⅳ 教員Ⅳ 国際Ⅳ 

管理Ⅲ 教員Ⅲ 国際Ⅲ 

Ⅳ 
看護部単位で 
活躍できる者 

管理Ⅱ 教員Ⅱ 国際Ⅱ 

管理Ⅰ 教員Ⅰ 国際Ⅰ 

Ⅲ   病棟単位で活動できる者 ﾘｰﾀﾞｰ   

Ⅱ   自律して看護活動ができる者（病棟内） 

Ⅰ   指導や助言を得ながら看護活動ができる者 


