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看護の現場とボードゲームのプロが共同開発！

1人立ち すごろく 1年目の出来事をボードゲームで疑似体験！

（教育担当）
ファシリテーター
用の指導マニュアル付

札幌南一条病院

作成：居上優香 副看護部長 ほか

新連載

［2-3月号より］
教員に求められるのは公平な指導！

成り立て看護教員のためのアンガーマネジメントと上手なかかわり方
新人看護師の看護技術習得を負担なく実現する

現場OJTの総合型評価システム［2-3月号より］

目標管理の上手な運用と評価方法［4-5月号より］

院内教育・現場指導とリンクさせる！

- 月号

12

19年

1

接遇研修とOJTで病院（顧客）満足度を高める方策
個別の学習ニーズに応えるeラーニング教育の具体策
教員に求められる技能を見直そう！ 授業力･指導･運営のポイント
特別企画 一歩進んだ臨地実習！リフレクションの要素を取り入れたポートフォリオを応用して

-月号

2
3

外部講師を呼ばなくても大丈夫！

院内 講師の育成と飽きさせない講義・演習スキル

新年度の準備！教育委員会の運営と成果の上がる活動ポイント

看護技術の前にすべき 基礎学力低下 への対応
特別企画

-月号

4
5

看護師の 専門職としてのキャリア開発 に欠かせない！社会人基礎力の評価を標準化する具体策 (前編)

新人〜若手スタッフが 看護 を実感できる教育法
実践スキルの意味づけ！院内のフィジカルアセスメント研修の工夫
特別企画

アクティブラーニングの具体的な手順と授業への活用

-月号

6
7

クリティカル・
シンキング

今の自分となりたい
自分との距離を縮める！

みんなで育てるを本当に成功させる！ 研究が臨床スキルに
新人看護師教育における
つながる組織に！

「教育担当者相談役」の
配置と活躍の実際

看護師の 専門職としての
キャリア開発 に欠かせない！

社会人基礎力の評価を
標準化する具体策 (後編)

委員会による 看護研究支援
のすすめ方(前編)

新・クリニカルラダーの現場運用を成功させる秘訣
あらゆるケア場面で！看護現場の 倫理教育 最前線！
学生の負担減とアセスメントの可視化！上手な実習記録の書かせ方

-月号

8
9

身体拘束回避を目指す組織の作り方とスタッフ指導
知識で終わらせない！ 現場実践につなげる様々なリーダーシップ教育・研修
短時間で身につく看護過程の教え方
お問合せ
ご注文

TEL：
主催

※内容は都合により変更になる場合があります。

URL：www.nissoken.com
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