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新人看護師集合教育の取り組みと成果

発 表 者 田村 久美子 （宮城県：公益社団法人地域医療振興協会 公立黒川病院）

共同研究者 高橋 絵里子、大黒 なか子

多く大変ではあるがやり遂げた後に感じるもの

も大きく達成感を感じている。そしてその思い

が、チャンスがあれば今後も看護研究をやって

みたいという意見にもつながっていることが相

関係数の分析からわかった。仕事との両立の困

難と看護研究の意欲との相関係数は低かったこ

とから、仕事との両立が大変であっても、看護

研究から学べたという影響は大きいと考えられ

る。看護研究を通して自己成長できたと感じら

れるよう、また自信がもてたと思えるよう支援

されることが今後の更なる看護研究の継続には

必要である。

結論

今回の結果から、看護師は研究を行うことに

負担を感じているが、研究をすることでの自己

成長を感じ、それが看護研究に取り組む意欲に

つながっていることが明らかになった。
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新人看護師研修ガイドラインでは、入職時に

統一した内容で受講する集合教育が重要である

と言われています。

近年、看護大学からの実習生などを受け入れ

ており、毎年８名程度の新卒看護師の入職があ

ります。

当院においても新人看護師の資質の向上と離

職防止を目的に３年前から集合教育を行ってい
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ます。
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研究目的

新人集合教育に、新たな取り組みを追加し、

今年度の成果を検討する。

方法

１．集合教育の内容について

期間は、平成２５年４月～５月

週１回 外来休診日にあたる木曜の午後

講義 １時間→演習

２時間→振り返り ３０分

対象者は、今年度 新人看護師 ６名

教育担当者 ８名

８名中５名、外来メンバーで構成

２．アンケート調査

全８回終了後、教育担当者と新人対象に記

入式アンケート調査実施

３．倫理的配慮
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実施項目

・今年度集合教育に新たに取り入れた項目

採血・検体容器の取り扱い

造影 CT・MRI検査

フィジカルアセスメント

血糖測定・インスリン注射
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計画書について

・今年度検討した点

１ 行動目標の評価内容の設定・統一

・内容の理解度 （受講者が、目的・目

標にそって十分理解出来たか）

・内容の的確性 （具体的・妥当性を伴っ

ているか）

・業務遂行の的確性（内容が計画通りに

遂行出来たか）

２ 担当者の役割、会場設定：図面化

看護技術のロールプレイング

３ 専門的講師の導入 講師依頼文作成

４ 新人のみの振り返り

・内容について（良かった研修を１

位から３位まで選択）

・学習したこと ・感想

・今後、集合研修で学びたいこと

・自由記載

その後全体反省会
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新人看護師へのアンケート結果

・内容については、９５％以上が満足したとい

う回答が得られ、全研修のほとんどが良かっ

た、役に立ったという感想が聞かれました。

・順位付けでは、採血・フィジカルアセスメ

ント・輸液ポンプ操作が上位にあがりまし

た。

・今後学習したい内容として、点滴注射、輸

血、人工呼吸器の取り扱いなどがあがりま

した。
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考察�
当院の指導は、集合教育と配属部署の現場教育

に分けて行っています。

今回、入職時の緊張と不安の多い中、現場から

離れた研修機会や、新人同士の歓談を設けたこ

とは、悩みの表出や各部署の情報交換になり、

和やかに研修会が進行しました。

集合教育は、看護技術の基礎形成に重要な役割

を果たします。

新人看護師のアンケートから、採血・輸液ポン

プの取り扱い・フィジカルアセスメントが上位

に上がりました。

これらは、今回、新たに研修に追加した項目で

す。現場で早く自立の必要があるもの、対象に

侵襲を伴うもの、実技に不安を伴うものと思わ

れます。

今後も新人看護師が研修したい内容に着目し、

支援できる環境を作っていくことが必要です。
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考察�
・これまで、新人配属が無い部署の看護師は、

新人と日常的な交流もないため、お互い関心

が薄い状況でした。

今回、主に外来看護師が関わったことは、他部

署に顔見知りの職員が存在することで、新人の

不安の軽減や質問し易い環境の形成につながっ

たと思われます。

さらに、院内講師や外部講師が参加したことは、

看護部だけでなく病院全体で新人看護師を育て

るという組織風土の形成に有効でした。
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・しかし、新人看護師が、集合教育終了後、ど

のように看護技術を提供しているかは、みえ

にくい現状にあります。

集合教育は、入職時の２カ月間での基礎的研

修ですが、今後、現場教育担当とすり合わせを

しながら、時期に合わせた効果的な研修内容を

追加していく方向で検討していきたいと考えま

す。

・後半、技術習得度や経験に差ができました。

これについては、部署間のローテーション研

修で補っていく必要があることが再確認され

ました。
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結論

集合教育に病院全体で関わることは、院内の組

織風土をよりよくする。

配属部署から離れ研修することは不安・緊張を

軽減する。

入職時の集合教育は、新人看護師の看護技術基

礎習得に重要な役割を果たす。

看護手順の活用、統一指導は、予習～振り返り

・自立までの評価の指標となる。
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