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既卒採用者の教育プログラム導入
と今後の課題

枕崎市立病院

寺田 るみ、田邊 里恵、松元 江利

田渕 晴美、立石 ユリ子

　それでは始めさせていただきます。

背 景

当院では、これまで既卒採用者に対する

サポート基準が明確でなかった。アンケート

結果から、十分なサポートができていないこ

とを昨年の鹿児島県地域医療学会で発表し

た。

　当院では、これまで既卒採用者に対するサポート
基準が明確でありませんでした。アンケート結果か
ら、十分なサポートができていないことを、昨年の
鹿児島県地域医療学会で発表しました。
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平成２６年 鹿児島県国保地域医療学会

　その時の結果です。上手くいかなかった時の助言、
専門知識に関する情報、高く評価してくれたの項目
で、50％前後の評価しか得られていませんでした。

背 景

当院では、これまで既卒採用者に対する

サポート基準が明確でなかった。アンケート

結果から、十分なサポートができていないこ

とを昨年の鹿児島県地域医療学会で発表し

た。

そこで、サポート体制を整えるために、教

育体系の構築を行った。

　そこで、サポート体制を整えるために、教育体系
の構築を行いました。

目 的

教育プログラム導入の効果を明ら

かにし、今後の課題を探ること。

　そこで、目的を教育プログラム導入の効果を明ら
かにし、今後の課題を探ることとしました。
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対 象

平成21年4月から平成27年４月迄に

採用の既卒採用者21名

期 間 人 数 平均年齢

導入前 平成21年4月～平成25年8月 13名 37.7歳

導入後 平成25年9月～平成27年4月 8名 33.3歳

　対象は、平成21年４月から平成27年４月迄に採用
の既卒採用者21名。
　導入前の対象者は13名、平均年齢37.7歳でした。
導入後の対象者は８名、平均年齢33.3歳でした。

導入前 導入後

プログラム ・なし ・あり

担当 ・その日の勤務者 ・担当指導者

方法

・サポート基準なし
・振り返り研修なし
・必要な技術の指導

あり

・勤務記録誌使用
・チェックリスト

使用
・事例検討
・入職者意見交換

導入前後のサポート方法

　導入前後のサポート方法について説明します。導
入前の教育はプログラムはなく、その日の勤務者が
担当します。サポート基準や、振り返り研修もなく、
必要な技術の指導はありました。導入後はプログラ
ムを使用し、担当指導者をおきました。

プログラム内容

１．入職者オリエンテーション

２．入職者技術チェックリスト

３．採用時レポート提出

４．入職者意見交換

５．事例検討

６．勤務記録誌使用

7．他部署見学

　こちらがプログラム内容になります。内容は、入

職者オリエンテーション、入職者技術チェックリス
ト、採用時レポート提出、入職者意見交換、事例検
討、勤務記録誌使用、他部署見学となります。

方 法

小牧・田中の職場用ソーシャルサポー

ト尺度を一部改変し、アンケート調査を実

施。教育プログラム導入前後で比較を

行った。

　方法は、小牧・田中の職場用ソーシャルサポート
尺度を一部改変し、アンケート調査を実施し、教育
プログラム導入前後で比較を行いました。

アンケート内容

1.折あるごとに声をかけてくれましたか。

2.仕事で落ち込んでいるときに声をかけてくれましたか。

3.いつも自分を見守ってくれていると感じましたか。

4.仕事の問題で困っているとき相談にのってくれましたか。

5.個人的な心配や不安があるとき親身になってくれましたか。

6.気軽に話をしてくれましたか。

7.仕事の問題を解決するのにやり方やコツを教えてくれましたか。

8.仕事がうまくいかなかった時にどこがよくないか言ってくれましたか。

9.課題解決のために専門知識に関する情報を提供してくれましたか。

10.あなた自身のことをかってくれたり、高く評価してくれましたか。

　こちらがアンケートになります。アンケート内容
につきましては、結果の時に説明いたします。

１．折あるごとに声をかけてくれましたか

38％

（5名）

47％ 15％

88％ 12％

（6名） （2名）

（7名） （1名）

　結果を説明します。折あるごとに声をかけてくれ
ましたか？では「とても思う」が38％でしたが、導
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入後は88％と増えていました。

２．仕事で落ち込んでいるときに
声をかけてくれましたか

（4名） （6名） （2名） （1名）

（7名） （1名）

31％ 46％ 15％ 8％

88％ 12％

　仕事で落ち込んでいる時に声をかけてくれました
か？では、「とても思う」が31％でしたが、導入後
は88％と増えています。

３．いつも自分を見守ってくれていると感じましたか

8％ 61％ 23％ 8％

75％ 25％

（1名） （8名） （3名） （1名）

（6名） （2名）

　いつも自分を見守ってくれていると感じました
か？では、導入前は「とても思う」は８％でしたが、
導入後は75％が「とても思う」と答えてくれました。

４．仕事の問題で困っているときに
相談にのってくれましたか

（4名） （8名） （1名）

（7名） （1名）

31％ 61％ 8％

88％ 12％

　仕事の問題で困っている時に相談にのってくれま
したか？では、導入前は「とても思う」が31％で、
導入後88％が「とても思う」と答えてくれました。

５．個人的な心配や不安があるとき
親身になってくれましたか

15％ 55％ 15％ 15％

76％ 12％ 12％

（2名） （7名） （2名） （2名）

（6名） （1名） （1名）

　個人的な心配や不安があるとき親身になってくれ
ましたか？では、「とても思う」が15％でしたが、
導入後は76%が「とても思う」と答えてくれました。

６．気軽に話をしてくれましたか

（5名） （7名） （1名）

（5名） （3名）

38％ 54％ 8％

63％ 37％

　気軽に話をしてくれましたか？では「とても思う」
が38％から63％に増えていました。

７．仕事の問題を解決するのにやり方や
コツを教えてくれましたか

23％ 54％ 23％

88％ 12％

（3名） （7名） （3名）

（7名） （1名）

　仕事の問題を解決するのにやり方やコツを教えて
くれましたか？ 23％が「とても思う」と回答しま
したが、導入後は88％と増えています。
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８．仕事がうまくいかなかったときに
どこがよくないか言ってくれましたか

（1名） （5名） （7名）

（4名） （2名） （2名）

8％ 38％ 54％

50％ 25％ 25％

　仕事がうまくいかなかったときにどこがよくない
か言ってくれましたか？では導入前は「とても思う」
８％、「少し思う」が38％でしたが、導入後は「と
ても思う」が50%,「少し思う」が25％と増え、「と
ても思う」「少し思う」で半数以上を占めています。

９．課題解決のために専門知識に関する
情報を提供してくれましたか

23％ 23％ 54％

38％ 50％ 12％

（3名） （3名） （7名）

（3名） （4名） （1名）

　課題解決のために専門知識に関する情報を提供し
てくれましたか？では「とても思う」が23％から
38％に増え、「少し思う」が23%から50％に増え、
導入後は９割の方が「とても思う」「少し思う」と
答えてくれました。

１０．あなた自身のことをかってくれたり
高く評価してくれましたか

23％ 31％ 31％ 15％

25％ 50％ 25％

（3名） （4名） （4名） （2名）

（2名） （4名） （2名）

　あなた自身のことをかってくれたり高く評価して
くれましたか？では「とても思う」が23％、「少し
思う」が31％でしたが、導入後は「とても思う」が
25％、「少し思う」が50％と増えていました。

考 察

今回の結果、教育プログラムの導入は全体的

に評価が得られたと思われる。特に、前回評価

の低かった項目（アンケート８～１０）で、７５％

以上の高評価が得られた。これは、担当指導

者の存在や日々の振り返りなどが、悩みや不

安、疑問を受け止める機会になり、サポート体

制に貢献できたのではないかと考える。

　今回の結果、教育プログラムの導入は全体的に評
価が得られたと思われます。特に、前回評価の低かっ
た項目で、75％以上の高評価が得られました。これ
は、担当指導者の存在や日々の振り返りなどが、悩
みや不安、疑問を受け止める機会になり、サポート
体制に貢献できたのではないかと考えます。

しかし、個々に見るとすべてに評価が得られた

わけではなく、個別の対応の必要性も感じられた。

また、サポートする側の能力向上も課題と思わ

れた。

さらに効果はすぐ目に見えるものではないため、

今後も改善を加えながら活用させていくことが必

要と思われる。

　しかし、個々に見るとすべてに評価が得られたわ
けではなく、個別の対応の必要性も感じられました。
また、サポートする側の能力向上も課題と思われま
した。さらに効果はすぐ目に見えるものではないた
め、今後も改善を加えながら活用させていくことが
必要と思われます。



― 285 ―

結 論

教育プログラム導入の評価は高く、

効果は得られた。

　結論。教育プログラム導入の評価は高く、効果は
得られた。




