Ⅱ 教育計画の概略 （日本看護協会ラダ－／枠組み別）
★ 診療報酬の加算要件研修

2020/4/14 現在
ラダーレベル
レベルの定義

学習項目

● 在宅・高齢者施設向け研修

ラダーⅠ

ラダーⅡ

ラダーⅢ

ラダーⅣ

A ニーズをとらえる力
（p.9～）

1 特別講演 「その人らしい生き方を支える医療・ケア～アドバンス・ケア・プランニング～」

・身体面(疾患・障害）
・身体面（生活）
・精神面
・社会面
・価値観や信条の側面
(スピリチュアルな側面）
・ケアの受け手の全体像

3～5 わかる心電図 ＝病院向け・初級編＝ (岐阜・東濃・飛騨）

6～8 わかる心電図 ＝病院向け・中級編＝ (岐阜・東濃・飛騨）

9～11 呼吸のフィジカルイグザミネーション=病院向け・初級編(岐阜･東濃･飛騨)

12～14 呼吸のアセスメント

2 人生100年時代 高齢者のエンドオブライフケアを考える
＝病院向け・中級編＝ (岐阜・東濃・飛騨）

15 急変徴候を見逃していませんか？ （フィジカルアセスメント研修）＝在宅・高齢者施設向け＝

B ケアする力(p.11～)
・ケアの改善
・ケアの提供
・安全
・感染
・病態把握
・薬剤の取り扱い
・救命救急

ラダーⅤ

より複雑な状況において、ケアの受
基本的な看護手順に従い、必要に応 標準的な看護計画に基づき自立して ケアの受け手に合う個別的な看護を 幅広い視野で予測的判断をもち看護 け手にとっての最適な手段を選択し
じて助言を得て看護を実践する
看護を実践する
実践する
を実践する
ＱＯＬを高めるための看護を実践す
る

●

16 ケアする人のケア ～苦悩の中にある人を支えるために～
17～19 救急看護 ＝病院向け・初級編＝(岐阜・東濃・飛騨）

20～22 救急看護 ＝病院向け・中級編＝ (岐阜・東濃・飛騨）

●

23 救急看護 在宅・高齢者施設におけるファーストエイド＝在宅・高齢者施設向け＝
24 医療安全研修 あらためて医療安全を考える
25 エビデンスに基づいた感染予防対策 ＝病院向け＝
26 在宅・高齢者施設での感染対策 ＝在宅・高齢者施設向け＝

Ⅰ

●

27 やってみよう！認知症ケア ＝病院向け＝

認知症看護

28 やってみよう！認知症ケア ＝在宅・高齢者施設向け＝
看

●

29 看護職員認知症対応力向上研修フォローアップ研修 やってみた！認知症ケア
30 認知症高齢者の看護実践に必要な知識 ： ★ＤＶＤ研修

護

218 看護職員認知症対応力向上研修(岐阜・中濃・東濃)
がん看護

222 がん在宅緩和地域連携協議会事業(支部との共催研修）

実

217 がん在宅緩和ケア専門人材育成事業（ELNEC-Jコアカリキュラム）
31 がん看護「病気と共に生きるを支える」

践

32 明日から活かそう！がん化学療法看護の実際

分

33 がん患者に向き合う
能

野
別

34 乳がん患者に寄り添う看護支援(アドバンス編）
摂食嚥下障害看護

35～37 摂食・嚥下障害者の看護 ＝病院向け＝「応用編」 (岐阜・東濃・飛騨）

力

38～40 在宅・施設で療養する摂食・嚥下障害者の看護 ＝在宅・施設向け＝●「応用編」(岐阜・東濃・飛騨）
研 糖尿病看護

向

継

続

教

上

研

修

41 糖尿病患者看護・治療の最前線
42 糖尿病重症化予防（フットケア）

修

★

脳卒中リハビリテー
ション看護

43 脳卒中患者の在宅での生活を目指して～急性期のモニタリングと看護・重篤化回避のための看護ケア～

手術室看護

45 周術期看護～チーム医療：患者に寄り添う看護師としての基礎知識～

慢性疾患(心不全・呼
吸器疾患）看護

46 慢性疾患患者の療養生活支援〈循環器・呼吸器〉 ～病院と在宅・施設を繋つなぐ看護～

慢性腎不全看護

47 慢性腎臓病患者の看護 患者・家族としっかり話ができる看護師になろう！

皮膚排泄看護

48 今日からはじめるスキンケア ＝病院向け＝

44 脳卒中患者の在宅復帰を支える(回復期）

70 スキンケア ～褥瘡発生"ゼロ"のために～ ＝病院向け＝

育

49 高齢者のスキンケア ＝在宅・高齢者施設向け＝

●

209～210 看護人材現任者研修(准看護師編）岐阜会場

准看護師研修

211～212 看護人材現任者研修(准看護師編）中濃会場

C 協働する力 （p.17）

50 価値観の違うスタッフ、患者・家族とのコミュニケーション法 （スタッフ編） 51 コミュニケーションが苦手な看護師への対応 （管理者編)

・チームでの協働
・コミュニケーション
・地域を見る視点

52 交渉を成功させるコミュニケーション術～交渉・調整力を磨くためのスキル～

D 意思決定を支える力
（p.19）
・意思決定支援
・倫理 ・看取り

E 自己教育・研究能力
（p.19～）

221 退院支援担当者養成研修
53 意思決定支援

～地域全体で人生の最終段階を考える～

54～57 専門職としての第一歩！

58 新人看護職教育に役立つコミュニケーション～新人看護師の職場適応力アップを目指す！～
59 さあはじめよう看護研究

・新人教育
・社会人基礎力
・レジリエンス研修
・看護研究
・研究倫理

60 看護研究 進め方とまとめ方
61 研究指導者研修 ～看護研究の推進とサポート～
62 研究倫理講習会
63 研究倫理講習会 研究倫理審査を受けるために ～書類の準備と書き方～

Ⅱ

64 相手の納得が得られる「書き方」「話し方」「教え方」
66 活気ある組織をつくるマネジメント～人と組織のレジリエンスを高める～

看
護
師
の
キ
ャ
リ
ア
に
応
じ
た
研
修

201 特定分野における保健師助産師看護師実習指導者講習会
202 新人看護職員教育事業（研修責任者研修）

204 新人看護職員教育事業(多施設合同研修)

203 新人看護職員教育事業（教育担当者研修）
200 保健師助産師看護師実習指導者講習会
205 看護人材現任者研修 専任教員編(初級・中級・上級）
206 看護人材現任者研修 専任教員編(初級・中級・上級）
207 看護人材現任者研修 専任教員編(初級・中級・上級）
208 看護人材現任者研修 専任教員・実習指導者編
300 小児在宅移行支援看護人材育成研修
301 在宅重度障がい児者看護人材育成研修事業〔重症心身障碍児者看護人材育成研修〕
213～216 助産師実践能力強化支援事業
302～303 在宅重度障がい児者看護人材育成研修事業〔在宅医療看護人材育成研修(フォローアップ研修)〕
G 看護管理 （p.21）

71 看護補助者の活用推進のための看護管理者研修 ：★DVD研修

・看護補助者活用推進研修

Ｉ 学会 （p.21）
Ｊ 安全研修

第9回 岐阜看護学会

（p.23）

100

医療安全管理者養成研修

101 医療安全管理者養成研修 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

そ
の
他
の
研
修

102 災害支援ナースの第一歩（オンデマンド）=基礎編＝
103 災害支援ナース育成研修＝実務編＝
104 災害支援ナースフォローアップ研修
400 訪問看護師養成講習会

K ナースセンター研修 (p.23)
L 重症心身障害在宅支援セ
ンター みらい研修 （p.23）
M 支部研修

500 小児在宅看護人材育成研修
P.25 をご参照ください

公益社団法人岐阜県看護協会 TEL ： 058-277-1009
Email ： kensyu@gifu-kango.or.jp

