
新人看護職員研修事業
（新人保健師研修）

１．施設名 （ 秋田社会保険病院　）

２．所在地 （　秋田県　能代市  ）

３．設置主体 （社団法人全国社会保険協会連合会）

４．施設の種類 A 病院 B 有床診療所 C 無床診療所

D 助産所 E 介護老人保健施設

F 指定訪問看護事業所

５．許可病床数（病院のみ） （　１６７　　　　　）床

６．病床区分 Ａ 一般病床 Ｂ 療養病床 Ｃ 精神病床　

７．看護単位の数 （　　　　　　3 ）

８．一般病棟入院基本料区分（病院のみ） ・ 　７：１ ・ １０：１ ・ １３：１

・ １５：１ ・ その他

療養病棟入院基本料区分 ・ ２０：１ ・ ２５：１

精神病棟入院基本料区分 ・ １０：１ ・ １３：１ ・ １５：１

・ １８：１ ・ ２０：１

９．新人看護職員の指導体制

　　　専任の看護教育部門 A 有 B 無

　　　看護部門の専任の教育責任者 A 有 B 無

（※注：「専任」とは、専ら、院内の継続教育を業務とする看護職員を配置している場合をいいます。）

１０．平成２３年４月３０日時点での看護職員数（実人員） （　１５１　）名

１１．平成２２年度中に離職した看護職員の離職率 （　　　　　　4    )%

１２．１０．のうち、新人看護職員数（実人員） （　　11　　　）名

１３．１０．のうち、新人保健師数（実人員） （　　　　４　）名

１４．１１．のうち、新人看護職員離職率

１５．新人看護職員研修内容の公開 A 有 B 無

　＊有の場合、その公開方法をご記入ください。

・看護師職員募集のパンフレット

（※注１：「新人看護職員」とは、免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師又は准看護師を

　　　　　いいます。）

（※注２：５．から８．については、平成２３年４月３０日現在にてご記入下さい。

Ⅰ．貴施設に関すること

0%

・看護局事業計画への記載

・社会保険病院新人看護職員卒後臨床研修事業提出

・各病棟・手術室へ配布



１．研修期間 （　１２　）か月

「新人看護職員研修ガイドライン」に基づく新人看護職員研修について記入して下さい。なお、新人保健師研修は

その該当箇所がわかるよう記載して下さい。

講義 演習

心電図12誘導の実際 ○ ○
部署外

○ ○
部署外

○
部署外

○
部署外

○

部署外

○ ○
部署外

○

○

部署外

○
部署外

○
部署外

○
部署外

○
部署外

○
部署外

※１　時期には実施月をご記入ください。

※２　形式には講義・演習の当てはまる方に○を記入して下さい。両方に○を記入しても差し支えありません。

※３　新人自身が所属する部署の場合「部署内」、自身の所属する部署以外の場合「部署外」と記入して、

　さらに、具体的な場所を記入して下さい。

※４　行が不足した場合、適宜追加してご記入ください

２．研修プログラム

5月

プライマリーナース
の役割～私の患者さ
ん・私の○○看護師
さん～

会議室 1時間 講義を通して、倫理的配慮ができる、相手を尊重しプライマリー
ナースとしての役割を確認する。

12月
フィジカルアセスメン
ト

時期
（月）
※１

研修テーマ

４月

時間数

形式※２
（該当項目
に○を付け
て下さい。）

会議室

日々の職場の環境に潜んでいる危険を危険予知トレーニング
（KYT)から学ぶ。

1時間 実技を通して基本的な救急蘇生法を学ぶ。

Ⅱ．研修内容に関すること

8時間

解剖学的病態生理から疾患を学ぶ。

1月
フィジカルアセスメン
ト

健康管
理セン
ター

研修場所
（※３）

体位変換と移乗介助 デモンストレーションを行い臥位患者の体位変換方法と移乗介助方
法を修得する。

AEDと救急蘇生法 会議室 1時間 講義を通して救急救命処置の基本を学ぶ。

1時間

AEDと救急蘇生法

1時間

研修内容

健康診断とその後の保健指導の実際を学び、保健師としての関わ
りを学ぶ。

健診業務と保健指導の実際を見学する。

患者宅

会議室

会議室 1時間

1時間 講義・ロールプレイを通して、病院の規則を守り、新人職員として学
ぶ姿勢を身につける。

在宅療養における保
健指導（保健師）

部署外 会議室 1時間 訪問看護活動及び在宅療養を理解し、保健師活動に関する技術を
学ぶ。

検査室 心電図12誘導の装着の仕方を学ぶ。心電図から正常・異常を読み
取る。

記録委員会の研修会に参加し看護記録監査の結果から事例を通
して記録内容とパス状況を学ぶ。

健康管理センターに
おける保健指導（保
健師）

会議室

11月
看護記録について

1時間

健康管理センターの
業務（保健師）

健康管
理セン
ター

4時間

1時間

会議室 1時間

部署外

訪問看護（保健師）

チームメンバーの役割を通し、報告・連絡・相談する必要性・意義を
学ぶ。

7月

6月

接遇～社会人として
のマナー～

会議室

1時間

会議室

聴診器で肺の音を聴き、アセスメント能力を鍛える。

傾聴・共感的態度とアサーティブコミュニケーションを学ぶ。

グリーフケア～看護
感を通してエンゼル
ケアを学ぶ～

1年間の看護実践・体験をレポートにまとめを看護観を深める。レ
ポートを発表。

10月

危険予知トレーニン
グ（KYT）～リスクの
感性を高めよう～ ○

部署外

○

9月

コミュニケーション～
アサーティブコミュニ
ケーションとは～ ○

部署外 会議室 1時間

エンゼルケアの実際・事例から患者とその家族の最後の関わりを
通して学ぶ。

訪問看護に同行し、対象者を理解し、社会資源の活用、関係機関・
医師との連携を理解する。

8月

チームメンバーの役
割と行動～報・連・相
が上手にできるコツ
を学ぼう～

○

2月

会議室

まとめ～1年間を振り
返って、努力した自
分を褒めよう～

○
部署外 会議室 1時間

部署外

会議室 1時間

1時間



３．研修の指導体制の詳細（各看護単位、看護部門）

４．各看護単位では経験できないが、新人看護職員に必要な知識・技術の修得方法

5．経験できる技術が少ない場合の工夫

１．評価時期(自由にご記入ください）

２．評価者（自由にご記入ください）

３．評価方法(自由にご記入ください）

　新人看護職員本人、プリセプター、教育担当者

　厚生労働省の新人看護職員研修ガイドラインに基づいて策定された、社会保険病院新人看護職員
基本技術の到達目標１３７項目（環境調整・食事援助・排泄援助・活動休息援助・清潔衣生活援助・
呼吸環境を整える援助・創傷管理・与薬・救命救急処置・症状生体機能管理・感染防止・安全管理・
安楽確保・逝去時の援助・記録報告看護計画・指導教育・倫理的配慮・態度）について、入職時、１ヶ
月、３ヶ月、６ヶ月、１年経過時に評価。

　すべての新人が、ＩＣＵに準ずる病棟（外科系病棟）２週間、手術室１週間、内科系病棟３週間の
ローテーション研修を体験する。

　看護局に新人看護職員卒後臨床研修管理委員会を設置。
　専任の研修責任者１名（セカンドレベル修了者、新人が配置されない部署の者）、３病棟、手術
室、保健在宅室に教育担当者１～２名（ファーストレベル修了者）を配置。
　部署に配属された新人看護職員を担当するプリセプター（卒後３年目以上の看護師）制度をとっ
ている。
　研修管理委員会（研修責任者・教育担当者で組織）を月１回開催し、研修中の進捗状況を把握
し研修の調整を行う。

Ⅲ．新人看護職員の到達度等の評価に関すること

　研修管理委員会で進捗状況を把握し、未経験項目が体験できるように教育担当者、病棟科長、
当直者とも連携を取り、情報提供をしてもらう。



１．実地指導者の育成に関する取り組み（研修の実施等）について（自由にご記入ください）

２．教育担当者の育成に関する取り組み（研修の実施等）について（自由にご記入ください）

１．事業の実施にあたって工夫した点（自由にご記入ください）

２．事業の効果および評価に関すること（自由にご記入ください）

　社会保険病院新人看護職員基本技術の到達目標１３７項目のチェックリストに沿って
Ａ：できた、Ｂ：指導の下にできた、Ｃ：努力を要する、
の３段階で評価する。
　保健師は厚生労働省の技術指導の例～保健師編～の【家庭訪問のチェックリスト】【地域診断にお
けるアセスメントのチェックリスト】に沿って【健康管理センターのチェックリスト】【訪問看護のチェック
リスト】を作成し、
◎：一人でできる、○：支援があればできる、
で評価した。

Ⅴ．事業の評価等に関すること

　今年度から、新人保健師を対象に健康管理センター・保健在宅室（訪問看護）の保健師業務と
必要能力を学んでもらうため講義、研修を取り入れたこと。
　購入したＡＥＤトレーナーを使用して新人の配属部署ごとに実技訓練を行ったこと。
　集合教育で学んだ知識を活かすために各部署でのＯＪＴも連動して実施したこと。

Ⅳ．指導者等の育成に関すること

研修を５回実施。
３月：１回目、プリセプターの役割と心構え、２回目、新人看護職員基本技術の到達目標（１３７項
目）の評価方法、夜勤導入時の基準内容、各病棟での新人技術マニュアルの活用と指導計画の
確認
５月：指導者のメンタルヘルス
６月：指導方法の３ステップ
９月：私のコミュニケーションスタイルを知る

３月：新人研修管理委員会の目的と新人看護職員卒後臨床研修の説明会１回
５月：指導者のメンタルヘルス（社会心理学・行動主義心理学・感情の心理学を学び後輩指導に
生かす）の研修会を実施。
更に１回/月進捗状況を含めた情報交換と支援の実施。



　新人研修管理委員会で新人看護職員の進捗度を把握し、部署の看護科長とも連携を取りロー
テーション研修を実施し、新人看護職員は研修プログラムに沿って、新人看護職員基本技術の到
達目標１３７項目を経験することができた。保健師は健康管理センター、訪問看護の業務や保健
師の役割を学び病棟での患者指導の重要性を学ぶことができた。


	新人看護職員研修(保)

