
岐阜市民病院看護部 クリニカルラダー表（案） 

 

 
ステップⅠ 

ステップⅡ 

（Ⅱ-1・Ⅱ-2） 
ステップⅢ ステップⅣ 

到
達
目
標 

1. 日常生活援助のための知識・技

術・態度を身につけベッドサイド

ケアが安全確実にできる 

2. チームメンバーの役割と責任を果

たすことができる 

3. 院内研修に参加することができる 

1. 看護過程を踏まえ、個別的ケアが 

できる 

2．チームリーダーの役割と責任を果 

たすことができる 

3．院内教育の学びを看護実践の場に

生かすことができる 

4. 研究的に取り組み、看護実践を振 

り返ることができる 

1．専門領域における看護実践の役割

モデルをとることができる 

2．医療チーム内でのリーダーシップ

を発揮することができる 

3. 後輩・学生に指導的に関わること

ができる 

4．看護研究を通して専門看護を深め

ることができる 

1．単位における課題を明確化し、管

理行動をとることができる 

2．単位における教育的役割をとるこ

とができる 

3．看護研究の推進や支援をすること

ができる 

看
護
実
践
能
力 

1) 病棟の日常業務の流れ・週間予定 

がわかる 

2) 病棟の特殊性と各勤務の業務内容 

がわかる 

3) 入院患者の代表的な疾患・治療を 

理解する 

4) 感染症の取り扱い、清潔操作、麻 

薬・準麻薬、輸血の取り扱いがわ

かる 

5) 主な検査・処置の目的・方法・準 

備・介助、患者への説明ができる 

6) 急変時の適切な看護処置に参加で 

きる 

7) 自分が行なう看護実践に責任を持 

ち報告・連絡・相談する 

1） 個別的ケアを実践するための知識

を深める 

① 患者が遭遇する身体的・精神的・社 

会的問題を支援できる 

②経過別に応じた看護を提供できる。 

③家族ケアを提供できる 

④患者の自己決定を支えるケアを提 

供できる 

2） 看護過程を踏まえた個別的ケアを 

実践できる 

①意図的に情報収集できる 

②問題の明確化、目標、計画立案が自

分でできる 

③ケアが同意を得て実施できる  

④ケアの妥当性を評価できる 

1) 患者・家族が抱える問題や状況に

合わせて看護過程が展開できる 

2) 患者が不安や心配を表出しやすい 

コミュニケーション技法を用いて

情報収集ができる 

3) 当該部署における専門的看護が実 

践できる 

4) 他職種と連携を図り、多様なアプ 

ローチを組み入れケアが提供でき

る 

5) 急変時には危機を明らかにし素早

く対処できる 

1) 看護実践において創造性と刷新性 

を発揮できる 

2) 科学的根拠に基づき、経験と直感 

を生かし、全体状況を捉えて看護 

を行う事ができる 

3) 看護実践の倫理的配慮について指 

導ができる 

 

 

 

＊刷新性：根拠に基づいた新しい知識 

や方法を取り入れていくこと 

役
割
遂
行
能
力 

1) 看護部の理念・方針が言える 

2) 病棟の方針が言える 

3) 病棟の概要・体制について言える 

4) チームメンバーの役割・機能を発 

揮する 

5) オーダーシステム、物流システム 

がわかる 

6) 事故発生時（ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ・ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ） 

の連絡・報告ができる 

7) 災害発生時の対処方法がわかる 

1）看護チームの中でリーダーシップ 

が発揮できる 

①病棟状況を把握し調整することが

できる 

②ケアに応じた物品を工夫したり、応

用したりして活用することができ

る 

2）医療事故・災害時に適切に対処で

きる。 

①患者の危険性の予測と事故防止対 

策がとれる 

② インシデント・アクシデント時の適切

な報告・連絡・相談と対処ができる 

③状況に応じた事故発生時の行動が 

取れる 

 

1) 看護スタッフの業務量や行動に注 

意を払い調整できる 

2) 部署の目標設定および計画・運営 

に参加し、活動できる 

3) 部署の現状を分析し、業務改善に 

取り組むことができる 

4) 各種マニュアルに沿った実践を行

い指導ができる 

5) 後輩のニーズを把握し、継続教育 

の支援ができる 

6) 接遇マナーを実践し指導できる 

7) チームリーダーとして患者のケ 

ア・スタッフへの指導・支援がで 

きる 

8) 看護学生と関わり指導ができる 

1) 病院の経営状況を理解し、病院運 

営の活動ができる 

①医療動向を把握し、看護管理能力 

を深める 

③ 看護管理上の問題の発見やその解 

決のための対策を見出し活動できる 

④ 組織が円滑に機能するよう委員会・会

議を企画し、効率よく運営できる 

④病院・看護部の目標達成に向けて活 

動できる 

2) スタッフ個々のニーズおよび特徴 

を理解し、個人およびチームが成 

長できるよう支援できる 

3) 緊急・災害時にリーダーシップを 

発揮し活動できる 

4) 他部門と連携をとり調節すること 

ができる 

研
究
・
教
育 

1) 院内教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへ参加する 

2) 部署の勉強会へ参加する 

3) 社会人、職業人としての常識的な 

行動がとれる 

4) 院内の研究発表会、ﾄﾋﾟｯｸｽに参加 

する 

1) 新人ナースの技術・知識修得を援 

助することができる 

2) 院内外研修の学びをチームに伝達 

できる 

3) 病棟内学習会の企画・実施ができる 

4) ケーススタディをまとめることで、 

自己の看護観を明らかにする 

5) 研究活動に助言を受けて自分で取 

り組むことができる 

6) 研究結果を実践の中で活用できる 

1) 部署内の教育計画の立案・運営・ 

評価に参加する 

2) 院内外の様々な研修に参加し、看 

護実践に活用できる 

3) 部署の看護研究に積極的に参加で 

きる 

4) 研究テーマを持ち、主体的、計画 

的に研究に取り組むことができる 

 

1) 看護研究を推進し指導ができる 

2) 指導者とし研究活動に主体的に参 

画し、継続して研究課題を持ち取

り組むことができる 

3) スタッフの能力開発・人間性の成 

長を支援する事ができる 

4) 研究を通して得られたことを活用 

し、現場をより良く改革していく 

ことができる 

研
修
内
容
・
評
価
等 

・採用時研修 

①看護職員としての態度 

②倫理・接遇 ③医療安全 ④薬剤 

⑤採血実習 ⑥感染対策 

⑦ME管理 ⑧看護記録･電子カルテ 

⑨血管留置 ⑩院内教育 

 

・急変時の看護 ・放射線の知識 

・検体･輸血の取り扱い 

・BLS研修 

・医療安全に関する知識Ⅰ･Ⅱ 

・新人研修（県看護協会） 

・ME機器の正しい取り扱い 

・看護記録の書き方 

・新人看護師体験研修 

・IVレベルⅠ・Ⅱ 

感染･医療安全の受講（年2回以上） 

評価： 

①看護の基本的知識・技術評価票 

②レポート提出（1200字） 

「看護実践を通して学んだこと」 

③ステップⅠ評価票 

④研修受講・ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰﾁｬﾚﾝｼﾞ表 

⑤研修会参加一覧（自己で作成） 

①～④を2月末までに看護部長室に提出 

評価者：自己評価、所属師長、 

副師長あるいはチームリーダー、 

プリセプター 

ステップⅡ-1 

プリセプター研修：フォローアップ 

ケーススタディ 

 

ステップⅡ-2 

リーダーシップ（コーチング）研修  

基礎看護研究（＊同じテーマでの取り

組みは2年まで）  

・ 看護研究(1題) 

 

・人間関係 

・コーチング 

・コミュニケーション技術 

・アサーショントレーニング研修 

＊自由に参加（院内・院外） 

・ 看護倫理 

・ 看護管理（人材育成・管理・リーダ

ーシップ） 

・ 病院経営 

・ 看護研究の指導 

＊4テーマのうち、3テーマを選択し

受講(県看護協会主催管理研修可) 

 

感染･医療安全の受講（年2回以上） 

 

評価： 

①ステップⅣ評価票 

②選択した3テーマのうち、レポート 

1題を提出（1600字） 

③看護研究指導・支援（看護研究指導

カード・指導した研究の抄録） 

④研修受講・ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰﾁｬﾚｼﾞ表 

 

①～④を2月末までに看護部長室に提出 

 

評価者：自己評価、所属師長、 

ラダー評価委員 

    （看護部長・副看護部長） 

 

＊ラダー委員は、提出された上記①～

④を熟読後、面接を行い評価する。 

＜専門看護＞   

＊内容は、専門看護研修一覧を参照 

 

ステップⅢ修了までに10分野または20講義以上を選択し受講 

 

 

＜看護倫理＞  ＊教育計画表を参照 

    ＊ステップⅢ終了までに1～3を修了 
感染･医療安全の受講（年2回以上） 

評価： 

①ステップⅡ評価票 

②ケーススタディ評価票 

③基礎看護研究評価票 

(発表見込みの場合は、発表見込みで記入) 

④研修受講・ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰﾁｬﾚｼﾞ表 

 

①～④を2月末までに看護部長室に提出 

 

評価者：自己評価、所属師長、副師長  

評価： 

①ステップⅢ評価票 

②上記4つの研修よりレポートを毎年

１題提出（1200字） 

③看護研究評価票 

(発表見込みの場合は、発表見込みで記入) 

④研修受講・ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰﾁｬﾚｼﾞ表 

 

①～④を2月末までに看護部長室に提出 

 

評価者：自己評価、所属師長   

平成29年3月 改正                   


