
看護実践能力評価表　（クリニカルラダー）

新人 ラダーⅠ ラダーⅡ ラダーⅢ ラダーⅣ

組織の一員として規律を守り、指導 自立に向けた指導を受けながら、 臨床場面において自律的に日常 看護実践モデルとしてリーダー 看護の専門性を追求するとともに、

レベル を受けながら正確で安全な看護が チームメンバーの役割を果たすこと 看護を実践し、新人指導を行うこと シップを発揮し、後輩を育成する 所属の目標達成に貢献することが

提供できるレベル ができるレベル ができるレベル ことができるレベル できるレベル

１．指導を受けながら、看護技術を 1．基本的な看護技術を、安全・確実・ 1．安全・安楽を考えた看護を実践でき 1．看護実践において役割モデルと 1．所属における問題解決や目標達成

安全・安楽に行える 安楽に実践できる る。緊急事態の予測ができ、緊急時メ なることができる にむけてリーダーシップが発揮できる

2．メンバーとしての役割が理解できる 2．チームメンバーとしての役割が ンバーの一員として対応できる 2．状況に応じたリーダーシップがとれ 2．あらゆる場面で模範となる行動が

3．社会人・組織人としての自覚を持ち 果たせる 2．チームリーダーの役割が理解で る とれ、教育的役割を果たすことができる

到達目標 責任のある行動ができる 3．プリセプタ－シップが理解できる きる 3．後輩及び看護学生に指導的に関 3．自己の目指す方向を決定し探求で

4．研修及び学研ナーシングサポート 4．指導を受けながら、個別性のある 3．プリセプターの役割ができる わることができる きる

を活用し、看護の知識を深める 看護計画を実践できる 4．個別性をふまえた看護過程を展開 4．看護研究・研修をとおして看護実 4．看護研究を行い、変革の推進者に

5．研修及び学研ナーシングサポート できる 践を深める事ができる なれる

を活用すると共に、看護実践を通し 5．自己の学習課題を明確にし自主的

て看護の知識を深める に学習できる

・指導を受けながら、新ＫＯＭＩチャート ・患者・家族に必要な情報を収集し、 ・患者の変化を予測し、家族や社会 ・問題の領域に焦点を絞った情報収集 ・患者や家族の持っている想いや能力を

情報収集 システムの意味・目的を理解し、情報 意図的に新ＫＯＭＩチャートのアセス 問題について意図的に情報収集できる ができる 引き出すような情報収集ができる

収集できる メントツールを活用できる ・他の医療スタッフからも意図的に ・必要な情報収集が行えているかを ・スタッフへ情報取集の方法について

・必要な情報及び患者の問題をチー 情報収集できる 把握し、スタッフに指導できる 指導できる

ムメンバーに伝達できる

・指導を受けながら、情報収集した ・助言を受けながら、アセスメントを ・基本情報・アセスメント票から課題 ・多職種とのカンファレンスから ・根拠を明確にしながら、ＫＯＭＩの視点で

問題の 異常や問題点に気づくことができる 行いＫＯＭＩの視点でケアの在り方 の整理ができる 治療方針を把握しアセスメントする 看護の方向性を導くことができるよう

明確化 を考えることができる ・複数の問題があがった場合、優先 ・リーダーとしてカンファレンスを通し 指導できる

順位を考慮できる 的確なケアの方向性を導く事ができる

・指導を受けながら、担当患者の ・助言を受けながらＫＯＭＩ理論の ・情報を分析し患者・家族の意見を ・リーダーとしてカンファレンスを進め、 ・ＫＯＭＩ理論に沿い、個々の患者・家族

看護実践 看護計画 計画立案ができる プロセスに沿って計画立案できる とり入れ、個別性のある看護計画を 他の医療スタッフの参画を考慮した のニーズの実現に向けて、多様なアプ

・カンファレンスを有効に活用し、 立案できる 看護計画を立案できる ローチを組み入れた看護計画を立案

評価・修正ができる ・受け持ち患者だけでなく、適時適切 ・社会復帰や退院ににむけて社会資源 できる

に看護計画を立案・評価・修正に を活用した看護計画が立案できる ・適切な計画立案ができるよう指導で

関与できる きる

・指導を受けながら、看護計画に基 ・看護計画に基づいて看護実践・記録 ・患者や家族の状況に応じてＫＯＭＩ ・患者の状況に合わせて、創意工夫 ・ケア提供時専門性における根拠を追求

づいて看護実践・記録ができる ができる 理論に沿った看護展開ができる した看護技術を用いることができる し、他スタッフのモデルとなることができる

・指導をうけながら、看護手順や ・看護手順やマニュアルに基づき安全 ・行った看護実践を正確に記録できる ・チームメンバーの手本となるような ・部署内において医療チームメンバーの

マニュアルに基づき安全・正確に 正確に基本的看護技術が実践できる ・資源を有効に活用し看護実践できる 看護実践ができる 力を最大限に発揮できるよう調整する

実践 基本的看護技術が実践できる ・多重課題における優先順位を予測し ・カンファレンスで積極的に自分の意見 ・メンバーの力を最大限に発揮できる ・スタッフや患者・家族に支援的なコミュ

・多重課題における優先順位の予測 行動できる を言うことができる よう調整ができる ニケーションができる

ができる ・カンファレンスで必要な情報を提供 ・患者の変化を観察し判断することで ・急変・緊急時リーダーシップを発揮

・カンファレンスで自分の意見を言う できる 異常の報告と対応ができる し対応できる

ことができる ・指導を受けながら、急変・緊急時に

・急変緊急事態がわかり、報告できる 対応できる

・実施した看護実践の結果を報告で ・解決目標の達成度を患者・家族に ・看護計画・到達目標の妥当性を評価 ・逸脱したケースや、他の看護師の行 ・患者・家族の反応も含めて、提供した

評価 きる 確認し、評価・修正できる し、修正できる った看護実践について、ＫＯＭＩ理論 看護について質的・量的に評価を行い、

・指導を受けながら、看護実践の妥当 ・カンファレンスを有効に活用し、 ・患者・家族と評価した内容をチームで に基づき評価し、その内容をフィード 医療スタッフにフイードバックし活かす

性を振り返り評価できる チームメンバーにフィードバックできる 共有できる バックできる ことができる

・病院・看護部の理念があることを ・看護部の理念や目標、部署の目標 ・病院・看護部の理念を説明できる ・理念をふまえた自部署の目標達成 ・病院組織目標を知り達成に向けての

理念の理解 知っている が理解できる ・部署の目標達成活動に積極的に に向け積極的に活動できる 自部署の役割を考えることができる

・医療事故マニュアルの存在を知って ・医療事故防止マニュアルを遵守できる 参加できる ・リスクの予測ができ事故防止対策が ・部署における安全管理上の問題点を

医療安全 いる ・インシデントを発見し、報告できる ・自己のインシデントレポートの原因 とれる 考え、必要な業務改善を推進できる

・指導の下でインシデントレポートの ・助言を受け事故防止対策に沿った について振り返りができる ・インシデントの原因分析ができる ・スタッフに安全管理意識の向上のため

感染管理 報告ができる 行動がとれる ・部署のインシデントレポートに対して ・安全管理上の対策を考え、スタッフ の啓発ができる

・指導を受けながら標準予防策が ・標準予防策が実施できる 防止対策が実践できる に指導できる ・感染管理の徹底と意識向上のための

管理 災害時対応 実施できる ・災害時、支援を受けながら安全に ・経路別感染予防対策を知り、それに ・感染管理について部署の問題に気 教育・指導ができる

・災害時、指示を受けながら安全に 行動できる 応じた対策をとることができる づき対策を立てることができる ・災害時、冷静な判断に基づいた行動と

メンバーシップ行動できる ・チームメンバーとしての役割を理解 ・災害発生時、自ら判断し安全に行動 ・災害発生時、適切な判断と指示が 指導・調整ができる

・チームナーシングにおけるメンバー できる できる できる ・社会福祉制度を利用するために必要な

リーダーシップの一員であることを認識できる ・医療情報の規定に基づいて、個人 ・医療チームの一員として看護師の ・医療チームにおける看護師の役割 部門と施設と連携・調整できる

・一日の業務計画を立て、時間内に 情報・守秘義務を理解し取扱い 役割りを理解し、連携の必要性を先輩 を理解し連携することができる ・スタッフ間・上司とのパイプ役として機能

情報管理 終わらせることができる 行動できる 上司に相談できる ・チーム内でのリーダーシップが発揮 する

・医療情報の規定を理解する ・物品の不備が生じた場合、報告が ・チームメンバーとしての役割を発揮 できる ・自己の立場がわかり、的確なリーダー

物品管理 ・医療材料・医療器械・看護用具 できる できる ・メンバーの能力を把握し業務調整 シップを発揮することができる

薬剤を大切に取り扱う事ができる ・院内物流システムを知っている ・プリセプターの役割ができる できる ・組織の現状を認識し、あらゆる場面で

・療養環境における不具合に気付き ・医療器機・医療器材を適正に使用 ・りーダーの役割が理解できる ・後輩・学生に指導的関わりができる 活動を推進することができる

報告できる できる ・医療情報の規定に基づいて、個人 ・医療情報の規定に基づき個人情報 ・医療情報の規定に基づき、個人情報・

情報・守秘義務を理解し取扱い行動 の取り扱い・守秘義務について指導 守秘義務を厳守した行動を実践し指導

できる できる ができる

・備品・物品の不備・故障に対応できる ・療養問題について問題意識を持ち ・療養環境について問題意識をもち

・療養環境について不具合が生じた 改善を提案できる 改善に向けて指導できる

時、改善に向け相談できる ・コストを意識した物品選択ができる ・使用状況に応じて物品・薬品管理ができる

・社会人・職業人としての態度が理解 ・社会人・職業人として常識的な行動 ・社会人・職業人として責任ある行動 ・社会人・職業人として優れた態度や ・社会人・職業人として自己研鑚し、能力の

責任の自覚 できる がとれる が身に付いている 行動が身に付いている 向上を図ることができる

・職業人として基本的態度（身だし ・院内研修に自主的に参加できる ・院内外の研修に自主的に参加できる ・指導者の責任を理解し行動できる ・スタッフに対し教育的に関わることができる

教育 接遇 なみ・挨拶）が実践できる ・助言を受けながら自己の課題を見出し ・自己の学習課題を明確にし目標設定 ・自己の能力開発に努め、実践に ・自己の能力開発に積極的に努め、所属

・院内教育プログラムに参加する 学習計画を設定できる を行うことができる 活用できる 部署で実践に活用できる

自己啓発 ・与えられた課題について、指導者 ・担当看護師の体験を通し、自己の看護 ・所属部署に関する、専門的知識の ・所属部署に関する課題を自ら探し ・倫理的問題について教育的に係れる

に確認できる を振り返ることができる 学習が自主的にできる 問題提示できる ・部署内の教育計画立案・実践ができる

看護倫理 ・日本看護協会の「看護者の倫理網 ・参加した研修の内容をスタッフに伝達 ・助言を受けながら所属部署の教育 ・臨床場面での、倫理的・道徳的な ・スタッフの能力開発・人間性の成長を

領」が行動指針であることがわかる することができる プログラムに参画できる ジレンマに対処できる 支援することができる

コミュニケー ・その場に応じて自分の考えを述べる ・倫理とは何かを理解できる ・受動的・共感的態度でスタッフと接す ・スタッフが自由に責任を持って意見 ・看護実践を円滑にするため、他部門と

ション ことができる ・臨床場面において、倫理的問題に気 ることができる が言える雰囲気作りをしている 交渉を行い調整できる

・自己の看護を振り返り、課題を明確 付くことができる ・倫理的問題を明確にできる ・看護実践に関して学生指導と評価 ・看護学生の実習計画や実践状況を評価

指導性 にし学習できる ・相手の思いに耳を傾けることができる ・学生を援助することができる ができる し、効果的な実習になるよう支援できる

学会参加 ・進められた学会・研修会に参加できる ・自主的に興味ある学会に参加できる ・自主的に学会に参加し、興味ある内 ・指導を受け、査読のある全国的な学会で

研究 研究的視点 ・ＫＯＭＩを活用したケーススタディ ・実践の中から研究課題を見出す 容についてクリティークできる ＫＯＭＩ理論を用いた発表ができる

研究実践 ・自分の看護実践の根拠が説明できる ことができる ・学会で得られた研究結果を臨床での ・院内で行われた看護研究を、必要時業務

臨床応用 ・文献を活用し看護実践につなげら 看護に応用できる 改善に結び付けることができる

れる


