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法政大学専門職大学院 客員教授 疋田幸子

新人教育は難しい？　育成法の改善で取り組もう
最近の新人の特徴と対応方法

社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院 看護部長 橋本光江

看護師の働ける環境、学べる環境の改善を続ける
新人の「こんなことをやってみたい！」を支援

新人のための職場風土・教育体制の環境づくりに役割
不安緩和のためのメンタルサポートも実施

医療法人相生会わかば病院 看護部長 小宮美恵子

医療法人博康会 なかむら内科病院 看護部長 中村育美（認定看護管理者）

急慢連携による新人看護師教育
他施設による教育で新人看護師の成長を実感

新入看護師の育成と
看護管理者の役割
病院機能、規模でさまざまな工夫が奏功

特集２

　今年の新人看護師も、ようやく一人前になり、
夜勤も始まっているところではないでしょうか。
看護師の教育は１年、２年、３年……と、定年
まで、毎年のように節目は続きます。
　新卒の看護師は、どういう基準で勤務先であ
る病院を選ぶのでしょうか。機能や規模、通勤

のしやすさなど、いろいろな条件があるはずです。
　一方の病院は、自院の機能を理解し、機能に見合った能力を持った看護師に育て、活
躍してほしいと願っているのではないでしょうか。
　そこで、さまざまな病院機能、規模の看護部門から今年の新人看護師教育の取り組み
をご紹介いただくとともに、新人教育について解説をお届けします。

解説

事例１

事例２

事例３
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　厚生労働省は2004年２月、新卒看護職
の臨床実践能力向上に関する検討会の検
討結果をまとめ報告し、その中に新人看
護職員研修の考え方を記しています（資
料１）。新人看護職員研修到達目標も臨
床実践能力の構造として図をもって表し、
各医療機関が施設の特徴にかかわらず、
同じ到達目標に努力すべく示されていま
す（図）。また、新人看護職員研修指導
指針の中には、施設における研修体制の
充実として小項目が記され、その11項目
目に「施設間の支援体制」が挙げられて
います。
　本年度は、当院に初めて入職した新卒
看護師２人の教育を行うに当たり、小規
模病院の弱点を補う観点から、この「施
設間の支援体制」に着目し、新人看護師
の教育を計画しました（資料２）。それは、

急性期病院が行う新人看護師研修を活用
するという、斬新かつずうずうしいとも
いえる教育計画です。また、市内の慢性
期施設看護管理者会が主催する合同研修
会も活用し、他施設との連携や互いの看
護の質向上の必要性を、新人看護師のと
きより認識させることを目的に教育を行
っているので紹介します。

病棟編成からさらなる連携と
協力を求めた新人看護師研修

　当院は47床の小規模病院です。療養型
医療を中心に急性期病院との医療連携に
積極的に取り組んでいます。その活動が
周知され、後方支援病院として紹介患者

名称：医療法人博康会　なかむら内科病院
所在地：鹿児島県鹿児島市鴨池1-57-1
病床数：47床（一般23床、療養24床）
電話：099-256-6555
ホームページ：
http://www.nakamurahp.com/

病院概要

資料１　新人看護職員研修の考え方

医療法人博康会 なかむら内科病院
看護部長 中村育美（認定看護管理者）

急慢連携による
新人看護師教育
他施設による教育で新人看護師の成長を実感

⒈新人看護職員研修は、看護実践の基礎を
形成するものとして極めて重要な意義を
有する。

⒉新人看護職員研修は、医療機関の全職員
に対する組織的な研修の一環として位置
づけられるべきものである。

⒊多重課題を抱えながら複数の患者を受け
持ち、安全に看護ケアを提供するための
看護実践能力を強化することを主眼とす
る。
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数は年々増加してきています。急性期病
院では医療の高度化・平均在院日数短縮
などから早期に後方支援病院へ連携する
ことが必須となり、当院の患者層も重症
化し、在宅支援困難な後遺障害を持つ入
院患者が多くなっています。
　そこで、自院の役割と現状を踏まえ、
本年５月より、全床療養病床だったとこ
ろを一般障害者病棟23床と療養病棟24床
へと再編成を行いました（資料３）。そ
れにより治療内容も大きく変化し、複雑
かつ高度化してきています。
　先輩看護師も戸惑うことが多い中、新
人看護師たちへの教育は当然、進めてい
かなくてはなりません。人工呼吸器管理
が必要な患者の受け入れも増加が予想さ
れ、取り扱いに関する基本的知識と技術
の習得が必須となってきます。しかし、
当院のような小規模病院には当然、ME
（臨床工学技士）は存在せず、院内で行
う新人看護師教育にも限界があります。

そこで、さまざまな環境が整った急性期
病院での新人看護師研修への参加を、近
隣の看護管理者へ協力依頼を行いました。
　協力を求めた急性期病院は、鹿児島市
医師会病院、今村病院分院（資料４）で、
毎年多くの新人看護師の採用を行い、そ
の教育もしっかりと行われている病院で
す。
　両施設は過去に、当院の看護師実務研
修も受け入れていただき、慢性期病院の
現状に大変な理解と協力をいただいてい
る病院でもあります。それぞれの看護管
理者の方より「連携を行う病院同士、新
人のころからこのような交流が連携強化
につながることを理解するきっかけにな
るのではないか」「急性期病院としてこ
のような役割も今後、積極的に行ってい
く良い機会となる」と、大変うれしいお
言葉をいただき、合同研修が実現しまし
た。

※Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、それぞれ独立したものではなく、患者への看護ケアを通して統合されるべきものである。

Ⅲ 管理的側面
①安全管理
②情報管理
③業務管理
④薬剤等の管理
⑤災害・防災管理
⑥物品管理
⑦コスト管理Ⅱ 技術的側面

看護技術を支える要素
１　医療安全の確保 

２　患者及び家族への説明と助言

３ 的確な看護判断と適切な看護
　技術の提供

①環境調整技術
②食事援助技術
③排泄援助技術
④活動・休息援助技術
⑤清潔・衣生活援助技術
⑥呼吸・循環を整える技
　術
⑦創傷管理技術
⑧与薬の技術
⑨救命救急処置技術
⑩症状・生体機能管理技
　術
⑪苦痛の緩和・安楽確保
　の技術
⑫感染防止の技術
⑬安全確保の技術

Ⅰ 看護職員として必要
　 な基本姿勢と態度
 
 
①看護職員としての自覚と責任
　ある行動
②患者の理解と患者・家族と
　良好な人間関係の確立
③組織における役割・心構えの
　理解と適切な行動
④生涯にわたる主体的な
　自己学習の継続

①安全確保対策の適用の判断と実
施
②事故防止に向けた、チーム医療
に必要なコミュニケーション
③適切な感染管理に基づいた感染
防止

①科学的根拠（知識）と観察に基づ
いた看護技術の必要性の判断
②看護技術の正確な方法の熟知と
実施によるリスクの予測
③患者の特性や状況に応じた看護
技術の選択と応用
④患者にとって安楽な方法での看
護技術の実施
⑤看護計画の立案と実施した看護
ケアの正確な記録と評価

①看護ケアに関する患者への十分
な説明と患者の選択を支援する
ための働きかけ
②家族への配慮や助言

図　厚生労働省による新人看護師の臨床実践能力の構造
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新人看護師が
当院を選択した理由

　新人看護師２人の就職のきっかけは、
１人は当院で介護福祉士として勤務し、
私との面談にて「看護師になりたい」と

希望を話し、進学に向け支援を行った職
員でした。卒後、他施設の選択もできた
のですが、「周囲の方の協力があったから、
何より部長が背中を押してくれたから夢
が叶いました。感謝してもしきれない。
お礼は体で返すしかありません」と、職

資料２　平成24年度　新人看護師教育計画
【目標】　　 支援・指導を受け基本的な知識・技術・態度を活かした看護実践ができる。
【教育方針】焦らない・急がさない教育

時間 内容 担当 場所

新
人
看
護
師

４月２日（月）８：30～17：30 入社式・病院全体新人研修（概要） 看護部長 会議室
４月３日（火）８：30～17：30 感染対策（感染委員会）　看護部業務内容 感染委員・師長 研修室
４月４日（水）８：30～12：30 医療安全研修（医療安全概論・KYT） 医療安全管理者 研修室

13：45～14：15 倫理委員会活動と臨床倫理について 倫理委員長 研修室
14：15～14：45 栄養委員会活動について 管理栄養士 研修室
15：00～15：45 クリティカルパス委員会活動と院内パス紹介 CP委員長 研修室
15：45～17：30 サイボウズ・ブレインメーカー院内LANシステム 看護部長 研修室

４月５日（木）８：30～17：30 基礎看護技術Ⅰ（リネン交換・体位変換・口腔ケア） 看護部長 病棟
基礎看護技術Ⅱ（車いす移乗と移送介助、食事介助） 言語聴覚士 病棟

４月６日（金）８：30～14：00 他施設新人看護師研修参加（苦痛の緩和・排泄援助） 鹿児島市医師会病院
14：30～17：30 基礎看護技術Ⅲ（注射技術・輸液の準備・吸引技術） 看護部長 会議室

４月７日（土）８：30～12：30 鹿児島県医師会主催　新入職者研修 鹿児島医師会病院
４月９日（月）13：30～17：30 ME機器、心電図の基本 今村病院分院病院
４月12日（木）10：30～12：30 感染管理 今村病院分院病院
４月13日（金）８：30～12：30 呼吸・循環を整える技術 今村病院分院病院
４月20日（金）９：00～12：00 フィジカルアセスメント 鹿児島医師会病院
４月23日（月）18：00～19：00 注射技術・吸引技術再確認 プリセプター リハ室
４月27日（金）13：00～17：00 人間関係 鹿児島医師会病院
５月８日（火）14：00～16：00 慢性期施設合同研修会　新人看護師研修 慢性期施設会 キャンセ７階
５月中 患者体験（１泊入院） 教育担当者 病棟
５月19・20日（土・日）

９：00～17：00 １泊研修（県協会総会出席後、研修開始） 教育担当者 北薩広域公園

５月24日（木）９：30～16：00 一般病棟における患者急変時の看護 県看護協会
５月４日～８日

８：30～17：30 外来看護研修（新人看護師①） 外来看護師 外来

６月20日～24日
８：30～17：30 外来看護研修（新人看護師②） 外来看護師 外来

７月12・13日 
 ９：30～16：30 衛星放送研修（フィジカルアセスメント） 県看護協会

７月19日（金）10：00～11：00 糖尿病教育入院　患者教育 今村病院分院病院
７月30日（月）14：00～15：00 夜勤業務と夜勤者の役割（夜勤開始前研修） 看護部長 会議室
９月11日（土）10：00～16：00 認知症患者の理解 県看護協会
９月25日（土）13：30～17：30 人工呼吸器と看護 今村病院分院病院
９月１日（土）10：00～16：00 専門職としての第一歩 県看護協会
９月14日（金）18：00～19：00 ナラティブ発表会 教育委員 会議室
９月26日（水）14：00～15：00 ６カ月目研修（上半期の反省と後半への取り組み） 教育委員 会議室
10月19日（金）13：00～16：00 多重課題研修 鹿児島市医師会病院
11月10日（土）10：00～16：00 感染対策 県看護協会
１月25日（金）18：00～19：00 ナラティブ発表会 教育委員 会議室
３月７日（水）14：00～15：00 １年の振り返りと次年度へ思い 教育委員 会議室

　なかむら内科病院看護部　教育委員会
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場へ貢献したいと帰ってきてくれました。
もう１人の新人看護師は、私が看護管理
の講義を担当した学生でした。国家試験
終了後に就職活動を考えていた彼女は、
講義で紹介した療養型看護の内容が印象
に残り、「自分に合っているのではない
か」と選択してくれました。患者は回復
への可能性を秘めており、それを引き出
すことが看護者の役割であることに共感
し、就職してくれたのです。
　私たちはそんな彼女たちの思いにしっ
かりと応えるべく、大切に育てるという
強い使命感を感じています。

新人看護師教育方針
「焦らない・急がさない教育」

　療養型病院の特徴として、“ゆっくり・
じっくり”かかわる教育の実施が可能で
す。個人の成長を確認しながら、“焦ら
ない・急がさない”という教育方針を掲
げ、プリセプターだけではなく、スタッ
フ全員で指導する『チーム支援型』教育
に取り組んでいます。看護部のスローガ
ンともなっている「患者の可能性を引き
出すあきらめない看護」を重点に、患者

の小さな変化に気づき、それを素直に喜
べる看護師となることを目指しています。
　そこで、まず環境整備や清潔ケアをと
おし、患者との接点を多く経験させるこ
とからスタートしました。一日も早く一
看護師として夜勤が行えることを期待し
たいところですが、２人夜勤体制の現状
では、技術も不十分なまま人員として勤
務させることは、先輩看護師の精神的・
肉体的負担が大きくなるのは当然です。
何より新人看護師にも過度のストレスを
与えることが予想され、リスクマネジメ
ントの観点からも基本的看護技術を日勤
でじっくりと習得させることにしました。
　基礎的看護技術指導を６月末までの期
間で行い、３カ月修了時の評価結果から、
習得未熟な技術について７月末までに再
指導を行うようにしました。再指導期間
に見学夜勤に入り、夜勤業務の内容から
自信のない看護援助や技術の自己チェッ
クを行い、再び指導を受けたうえで夜勤
に入るよう計画しています（写真１）。
　他施設の同級生たちが夜勤に入ったこ
とを聞き、焦りがありますか？　と聞く
と、「いいえ。ゆっくりのほうがいいです。

資料３　当院の紹介

診療科：消化器内科、呼吸器内科、循環器
内科、放射線科、リハビリテーション科、
内科一般

病院機能評価Ver6.0認定病院
病床数：47床
職員数：56人　看護部職員数：39人
病棟と看護配置：

一般・障害者病棟（23床） 13対１看護
医療療養病棟（24床） 20対１看護

関連施設：通所介護事業所、居宅介護支援
事業所、ヘルパーステーション

資料４　研修先病院の概要

〈鹿児島市医師会病院〉
病床数：255床　地域医療支援病院
診療科数：16診療科
看護体制：一般病棟７対１
認定看護師数：６人

〈今村病院分院〉
病床数：280床
診療科：17診療科
看護体制：一般病棟７対１、精神科病

棟10対１
回復期リハビリ病棟15対１

認定看護師：４人
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まだ自信のないものが多いので」と答え
ていました。当院の教育はじっくりゆっ
くり確実に進めば良いと考えていること
を話すと、安心した表情がうかがえまし
た。プリセプターも新人看護師個人のレ
ベルに合わせた指導を計画実施できるこ
とから、焦ることなく丁寧な指導を行っ
ています。
　この期間に急性期病院の新人看護師研
修に参加させ、多くの学びの機会を与え
ることは、異なる環境での研修や他施設
の指導者や新人看護師たちとのかかわり
が、一つのリフレッシュとなることも期
待しています。期日までにできなくては
ならないと、切迫した環境下では、確実
な技術指導や習得、看護ケア実践につな
がらないと考え、個人に合わせた「焦ら
ない・急がさない看護」を当院の教育の
方針としています。

急性期病院でともに学ぶ研修は
交流と切磋琢磨の場

　急性期病院より提示された研修プログ
ラムから、当院では実施することのでき
ない研修項目を選択し、新人看護師たち
へ合同研修の企画について説明しました。
新人看護師の反応は以外にも、「へ～、
すごい。楽しみです」といった明るいも
のでした。確かに、就職先以外の病院で
新人研修を受けるなど予想外のことで、
他施設の新人看護師たちと学び合うとい
う異色な研修は興味をそそるものだとい
えます。
　鹿児島市医師会病院での研修は、理学
療法士によるトランスファー演習や高齢
者の疑似体験、認定看護師による苦痛の
緩和、フィジカルアセスメント、そして
臨床心理士よる人間関係について学びま
した。
　グループ学習が基本である研修では、
新人同士知恵を出し合い、意見交換を行
うなど、交流が持てたようでした。疑似
体験は関節可動を制限する専用プロテク
ターを装着し、動作を行うことで不自由
な思いをより実感できたようです。当院
の入院患者のほとんどが高齢者であるこ
とから、大きな学びとなっていました（写
真２、３）。
　今村病院分院では、MEより心電図の
基本、認定看護師より感染看護、呼吸・
循環を整える看護を学びました。どの項
目も看護を実践するうえでの基本的知
識・技術として重要であり、何より専門
職から根拠の大切さを学ぶことができた
ようです。また、認定看護師の存在やそ

写真１
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の専門的知識や活動を実際に知ることで、
自己のキャリア開発への目標にもなった
のではないかと考えています。研修後は、
その日に学んだ内容や研修で分かったこ
と、できたことを楽しそうに報告してく
れます。時にはうまくいかなかったこと
に悔しさをのぞかせていました。
　また、今村病院分院では糖尿病患者教
育入院をさまざまなプランで実施されて
いることから、新人看護師も参加をさせ
ていただきました。患者目線での学習は、
指導の重要性や難しさを学んだようです
（写真４）。
　さまざまな研修を行うには、道具や備
品が必要となります。当院のように初め
て新人看護師を受け入れた施設では、設
備の不備をすぐには解決することができ
ません。ハード面やソフト面の不足から
実施できない研修を、他院の力を借りつ
つ、このような形で行えることに感謝す
るばかりです。研修施設によっては同級
生とも顔を合わせる機会となり、お互い
の近況報告や職場の情報交換を行い、時
には「ついていけるだろうか」と不安を

訴える同級生に、「私たち、みんな同じ
だよ。焦らず頑張ろう」と励まし合った
と話していました。施設は違っても同期
として学び合うことは、互いの成長を意
識しながら切磋琢磨する良い環境である
と感じています。

慢性期施設合同研修会で
互いの看護を語り合う

　院外で受講するもう１つの合同研修会
として「慢性期施設合同研修会」があり
ます。これは当院と同様の小規模病院や
慢性期医療施設の看護管理者たちで年代
別研修を開催し、慢性期医療施設の看護
の質向上を目指しています。現在、登録
施設は13施設です。研修に参加すること
で新人看護師たちは、施設の規模に関係
なく学ぶことは当然のことと認識します。
自己研鑚の機会を与え、その必要性を理
解することは、慢性期医療や小規模病院
の看護の質向上にとても重要であると考
えています。
　この研修会では、新人看護師も看護実
践の中での喜びや悲しみ、自分の思いな

写真２ 写真３
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どをナラティブとして紹介してさまざま
な看護を共有し、交流し合えることを期
待して参加させています。

今後の新人看護師教育に
思うこと

　初めて新人看護師を迎え入れるに当た
り、新人看護師教育の理解を深めるため
に研修会を実施し、プリセプターやメン
タルサポーターを中心にチーム全員で支
援することを確認しました。結果、看護
技術チェック表に沿った指導も全員が積
極的に行えています。
　また、技術だけでなく、看護を実感さ
せる機会も与えています。「自宅の八重
桜を見せたい」との家族の希望に、吸引
器持参で外出を行いました。同行した新
人看護師は、いつも頻回吸引が必要な患
者が、終始笑顔で一度も吸引することが
なかったことに、「もっと私たちはいろ
いろな援助を行わなくてはならないです

ね。この人は無理だろうと決めているの
は私たちですよね。これが本当の看護で
すよね」と目を輝かせていました。
　また、先日は院外レクリエーションで
水族館へ出かけました。酸素ボンベを持
参して外出できた患者や、日ごろは見ら
れない患者の表情や反応に新人看護師の
表情も輝いていました。
　「患者の可能性を引き出すあきらめな
い看護」は、このような経験が新人看護
師たちの感性を豊かにし、看護観を確立
させると考えます。
　新卒看護師はまず急性期病院で学ぶべ
き、といわれた時代は終わったと考えま
す。慢性期病院や小規模病院であっても、
急性期病院と施設間の支援体制を整える
ことで不足する教育内容を補うことがで
きることを、看護管理者自らがその取り
組みとして証明しなくてはなりません。
認定看護師、専門看護師が多く活躍する
なか、新人看護師のときより、慢性期看
護を極めるというキャリアアンカーをサ
ポートすることも看護管理者の役割と考
えます。
　今後の新人看護師教育の一手法として
とらえられることを期待するとともに、
新人看護師たちの成長した姿を想像しな
がら後半の教育に取り組んでいきたいと
考えています。
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