
看護師のクリニカルラダー

看護師のクリニカルラダー

家族；家族と患者を取り巻く人々とする

家族；家族と患者を取り巻く人々とする

患者；患者・利用者とする

患者；患者・利用者とする

レ
ベ
ル
毎

の
目
標

レ
ベ
ル
毎

の
目
標

最新の知見を取り入れた創造的な看護を実践する

行
動
目
標

□指導を受けながら看護手順に沿ったケアが実施
できる
□指導を受けながら、ケアの受け手に基本的援助
ができる
□看護手順やガイドラインに沿って、基本的看護
技術を用いて看護援助ができる

□ケアの受け手の個別性を考慮しつつ標準的な看
護計画に基づきケアを実践できる
□ケアの受け手に対してケアを実践する際に必要
な情報を得ることができる
□ケアの受け手の状況に応じた援助ができる

□ケアの受け手の個別性に合わせて、適切なケア
を実践できる
□ケアの受け手の顕在的・潜在的ニーズを察知し
ケアの方法に工夫ができる
□ケアの受け手の個別性をとらえ、看護実践に反
映ができる

□ケアの受け手の顕在的・潜在的なニーズに応え
るため、幅広い選択肢の中から適切なケアを実践
できる
□幅広い視野でケアの受け手をとらえ、起こりうる
課題や問題に対して予測的および予防的に看護
実践ができる

□ケアの受け手の複雑なニーズに対応するためあ
らゆる知見（看護および看護以外の分野）を動員
し、ケアを実践・評価・追求できる
□複雑な問題をアセスメントし、最適な看護を選択
できる

□複雑な状況を把握し、ケアの受け手を取り巻く多
様な状況やニーズの情報収集ができる
□ケアの受け手や周囲の人々の価値観に応じた
判断ができる

ケ
ア
す
る
力

助言を得ながら、安全な看護を実践する ケアの受け手や状況（場）に応じた看護を実践する
ケアの受け手や状況（場）の特性をふまえた看護を
実践する

様々な技術を選択・応用し看護を実践する

実
践
例

■指導を受けながら、患者に対して手順に沿った
ケアを実施する。患者の状態に合わせてコミュニ
ケーション技術を選択し、実施するケアについて十
分説明し、患者の理解が得られるようにする。
■患者に対して基本的生活行動の援助を行う。重
症患者や医療依存度の高い患者については、指
導を受けて実践する。
■基本的看護技術については、新人看護職員研
修ガイドラインにおける、看護技術についての到達
目標が達成できる。
■急変時には、対応の場にいて流れを把握し、指
示を受けながらメモをとる、バイタルサインを確認
するなど、実践できる。
■指導を受けながら、行動制限に関する指示を理
解し、安全と人権への配慮を考えて行動制限を実
施できるよう物品・環境を整える事ができる。
■精神科病院で起こりやすい事故について知るこ
とができる。
■危険な状況においては、危険を察知し、身を守
る（逃げる）ことができる。

■患者の既往歴・年齢・性別・社会的役割を考慮
し、標準的な看護計画に追加・変更をし、自立して
ケアを実践できる。
■患者に対しケアを実践する際に必要な情報を得
て、状況に応じた看護を実践する。例えば混乱や
抵抗がある患者や日常生活能力の低下が著しい
患者に対し安全にケアが実践できる。
■患者に対して指導をする場合、一般的な内容に
ついて網羅して説明することができる。
■患者の状況や場面に合わせたコミュニケーショ
ン技術を選択し、使うことができる。例えば、本人
のペースに合わせ、感情に働きかけ説明すること
ができる。
■行動制限を受ける患者に対し、安全な環境の提
供・必要なケアを考え実施できる。
■急変時に、指示されたケアを責任もって実践でき
る。
■危険な状況下で応援を呼ぶことができる。
■精神科で起こりやすい事故防止に向けた環境を
整えることができる。

■患者の個別性に合わせた適切なケアを行う。例
えば、混乱や抵抗がある患者や日常生活能力が
著しい疾患・終末期の患者に対して、優先順位を
正しく判断し、安全・安楽にケアができる。
■患者に対して指導する場合、患者の生活習慣や
価値観、希望などを考慮して説明することができ
る。
■患者の全体像より、生活習慣、価値観、その人
らしい生活を大切に考慮して、尊厳をもって対応す
る。コミュニケーションスキルを活用する。
■行動制限最小化に向けて取り組むことができ
る。
■急変時には落ち着いて対応し、家族に配慮する
ことができる。

■患者の顕在的・潜在的ニーズに応えるために、
患者に対し、疾患の予後と治療による影響と、患者
の生活を考慮し幅広い選択肢の中から適切なケア
を提案・実践する。
■患者に対して指導をする場合、予測的な視野を
持ちながら、患者の反応に応じて段階的に説明す
ることができる。
■急変時には、原因や今後の展開を予測しなが
ら、患者および家族への対応と今後への準備がで
きる。
■患者の家族に、患者の混乱・不安・苦しみを理解
してもらえるように働きかけ、また、関係性が維持
できるよう患者、家族へ介入することができる。
■困難事例について、多職種を交えて検討してい
くことができる。
■危険な状況における対処方法について指導する
ことができる。

■どのような複雑な背景や状況にあっても、最適な
ケアをすることができ、スタッフに指導ができる。
■コミュニケーションに長けており、各患者に最適
な対応ができる。
■先進的なケアや処置、機器等の管理方法、最新
の疾患に対する知識や技術等を取得し、ケアに活
かすことができ、スタッフへの指導もできる。
■患者の複雑なニーズに対応するため、あらゆる
知見を用い、患者の希望や価値観、尊厳を尊重
し、患者のＱＯＬや生活の可能性を広げるケアを考
え、実践することができる。
■急変時には、複雑な病態の患者においても、原
因や今後の展開を予測しながら、患者および家族
への対応と今後への準備ができる。

ニ
ー

ズ
を
と
ら
え
る
力

助言を得てケアの受け手や状況（場）のニーズをと
らえる

ケアの受け手や状況（場）のニーズを自らとらえる
ケアの受け手や状況（場）の特性をふまえたニーズ
をとらえる

ケアの受け手や状況（場）を統合しニーズを捉える

より複雑な状況において、ケアの受け手にとっての
最適な手段を選択し、ＱＯＬを高めるための看護を
実践する

レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

実
践
例

■助言を受けながら、診療記録上の情報を確認
し、患者の訴えや観察をもとに身体的、精神的、社
会的、スピリチュアルな側面から必要な情報収集
をする。助言を受けながら患者の状態に合わせて
バイタルサイン等の観察をし、基本的なフィジカル
アセスメントを行う。また治療についての考え方等
の情報を得る。
■患者状況から緊急度をとらえ、助言を受けなが
ら緊急度に応じた観察をし、必要な情報を得る。生
命の危機にかかわる異常を発見できる。
■助言を受けながら、自傷、自殺、他害、転倒、誤
嚥、意識障害など、自分自身や他者に対して安全
が保てない状況や緊急性のある状態を発見し、
リーダーに報告できる。

■自立して、入院時から診療録上の情報を確認
し、患者の訴えや観察をもとに、身体的、精神的、
社会的、スピリチュアルな側面から必要な情報収
集ができる。例えば、身体的側面については、患
者の状態に合わせたバイタルサイン等の観察を
し、フィジカルアセスメントを行う。精神的側面につ
いては患者の状態に合わせて思考・気分・知覚・認
知・記憶等の精神状態の観察をし、セルフケアにど
の程度影響しているのか、自立してアセスメントが
できる。また、成育歴・病歴等から患者の症状の背
景を推察し、患者の理解を深める事ができる。
■自立して基本的なフィジカルアセスメントができ
る。例えば、精神的な問題の裏に身体的要因が潜
んでいないか、多角的に考えることができる。
■自傷・自殺・他害・転倒・誤嚥・意識障害などの
緊急性のある状態を発見し、自立して対応できる。
■患者のストレングスについて理解することができ
る。

■診療録など決められた枠組みに沿った情報収集
だけでなく個別性を踏まえ、多職種からの情報も得
て、患者にとって必要な情報収集を行う。例えば患
者の発達段階の課題、防衛機制や回復段階、本
人、家族の希望を踏まえ、退院調整に必要な情報
を得ることができる。
■正確なフィジカルアセスメントができる。例えば、
患者から症状の訴えがあった場合、原因として患
者の体内で起こっている現象を考えることができ、
潜在する問題や予測される問題をあげることがで
きる。
■情報収集をもとに身体的、精神的、社会的、スピ
リチュアルな側面のあらゆる情報から総合的に患
者をとらえ、優先度の高いニーズをとらえる。
■患者の状態に合わせて標準的な観察項目に関
する観察ができるだけでなく、各項目に応じて観察
項目を追加したり、異常値の出現時に対処できる。
■患者の問題だけでなくストレングスもとらえ、援
助にいかすことができる。

■患者の疾患の予後や、退院後の生活等の予測
的な状況判断のもと、必要な情報を収集する。患
者に対し、疾患の予後と治療による影響は退院後
の生活を予測した上で、患者の家庭での役割、仕
事の内容、疾患に対する思い等を、意図的に焦点
化し確認したうえで、収集した情報を統合してニー
ズをとらえることができる。
■正確なフィジカルアセスメントだけでなく、患者の
状況の原因までを予測しとらえることができる。
■患者の問題だけでなく、ストレングスもとらえ、
ニーズを包括的に考えることができる。

レベル毎の定義
基本的な看護手順に従い必要に応じ助言を得て
看護実践をする

標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践す
る

ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する 幅広い視野で予測的判断を持ち看護を実践する

■複眼的な視点から迅速に患者の状況をとらえ判
断し、複雑な状況や多様なニーズをとらえ、必要な
介入を判断できる。
■地域全体を俯瞰して、ニーズに対して不足して
いる機能に気づき、他施設等に働きかけることで
解決を図る。
■自分の意思を表すことが難しい患者に対して
は、言葉の隅々や行動から本人の思いや人物像
を読み取る。患者本人の尊厳を尊重するために、
本人の気持ちに寄り添いながら意思確認をし、本
人の気持ちを理解するためにも家族に話しを聞い
て、支援していく。
■複雑な状況を把握し、複眼的な視点から患者と
家族を取り巻く複雑な状況について情報収集し、
患者と家族の価値観とすり合わせ、多様なニーズ
をとらえる。

ケアの受け手や状況（場）の関連や意味をふまえ
ニーズをとらえる

行
動
目
標

□助言を受けながらケアの受け手に必要な身体
的、精神的、社会的、スピリチュアルな側面から必
要な情報収集ができる
□ケアの受け手の状況から緊急度をとらえること
ができる

□自立してケアの受け手に必要な身体的、精神
的、社会的、スピリチュアルな側面から必要な情報
収集ができる
□得られた情報をもとに、ケアの受け手の全体像
としての課題をとらえることができる

□ケアの受け手に必要な身体的、精神的、社会
的、スピリチュアルな側面から個別性を踏まえ必要
な情報収集ができる
□得られた情報から優先度の高いニーズをとらえ
ることができる

□予測的な状況判断のもと身体的、精神的、社会
的スピリチュアルな側面から必要な情報収集がで
きる
□意図的に収集した情報を統合し、ニーズをとらえ
ることができる



2020年12月改訂
アドボカシー；権利と擁護

レベル毎の定義
基本的な看護手順に従い必要に応じ助言を得て
看護実践をする

標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践す
る

ケアの受け手となる個別な看護を実践する 幅広い視野で予測的判断を持ち看護を実践する
より複雑な状況において、ケアの受け手にとっての
最適な手段を選択し、ＱＯＬを高めるための看護を
実践する

■患者や家族の気持ちを引き出したり、意思決定
のプロセスを促進し、自ら考えたり決定できたりす
ることができるよう、様々な案を提示し積極的に関
わることができる。
■患者や家族、医療スタッフの意向が異なる場合
においては、意向の違いの原因をとらえ、カンファ
レンスを開催し調整する。
■複雑な意思決定場面において、患者や家族を尊
重し寄り添い続けることができる。
■患者や家族の意思決定にかかわる揺らぎに寄り
添い、支えることができる。
■問題の指摘や情報の提供の中で、そのメリット
やデメリットを提供でき、アドボケーターとして多職
種との連携を調整する。

■患者や家族が自ら決定できたり、考えたりするこ
とができるように、積極的に関わる。その中で、医
療チームを動かし、意思決定プロセスを支援するこ
とができる。
■患者や家族の思いは日々変化していることを念
頭に、多角的な視点からその意思や価値観を尊重
し、寄り添い続けることができる。
■複雑な意思決定場面において、患者の尊厳を尊
重した意思決定のために、適切な資源を積極的に
活用し、調整できる。
■自由・責任・選択の機会が図れるように関わるこ
とができる。また、アドボケーターとして、アドボカ
シーの理念を組織に定着させる取り組みができ
る。

レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ

複雑な意思決定プロセスにおいて、多職種も含め
た調整的役割を担うことができる

行
動
目
標

□助言を受けながらケアの受け手や周囲の人々
の思いや考え、希望を知ることができる

□ケアの受け手や周囲の人々の思いや考え、希
望を意図的に確認することができる
□確認した思いや考え、希望をケアに関連づける
ことができる

□ケアの受け手や周囲の人々の意思決定に必要
な情報を提供できる
□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違いが理
解できる
□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違いを多
職種に代弁できる

□ケアの受け手や周囲の人々の意思決定プロセ
スに看護職の立場で参加し、適切な看護ケアを実
践できる

□適切な資源を積極的に活用し、ケアの受け手や
周囲の人々の意思決定プロセスを支援できる
□法的および文化的配慮など多方面からケアの受
け手や周囲の人々を擁護した意思決定プロセスを
支援できる

レ
ベ
ル
毎

の
目
標

意
思
決
定
を
支
え
る
力

ケアの受け手や周囲の人々の意向を知る
ケアの受け手や周囲の人々の意向を看護に活か
すことができる

ケアの受け手や周囲の人々に意思決定に必要な
情報提供や場の設定ができる

ケアの受け手や周囲の人々の意思決定に伴うゆら
ぎを共有でき、選択を尊重できる

実
践
例

■助言を受けながら、患者や家族の思いや考え、
希望を知る。
■患者や家族の思いや考え、希望をリーダー看護
師や該当する職種に伝えることができる。
■行動制限中の患者に対しては患者の不安や苦
痛の程度を知り和らげる関わりができる。
■助言を受けながら患者の現実検討能力の状態
をアセスメントできる。
■アドボカシーの概念を知っている。

■患者や家族の思いや考え・受け止め方など、意
図的に確認することができる。そして、本人の感じ
ている生活のしづらさや不安を傾聴し、本人と共に
生活障害を補う具体的な工夫を模索できる。
■患者や家族の思いや考え、希望をケアに関連づ
け、ケアに反映させることができる。
■現実検討能力が向上する働きかけができる。
■行動制限を解除（最小化）するため、具体的な行
動目標を患者に説明できる。
■説明に対する患者や家族の認識と医療者の認
識とのずれに気づき、追加の説明等調整できる。
■アドボカシーにおいて、看護師の役割を理解す
ることができる。

■患者や家族の意思決定に必要な情報を提供す
る。例えば、療養の場や治療・検査について、選択
肢の特徴が説明でき、患者や家族に提案するなど
して意思決定を支える。
■自己決定した内容を支持し、多職種に代弁者と
して、患者や家族の思いを伝えることができる。
■行動制限中の患者においては、人権に配慮して
患者のニーズに応えられるように、チームへの働き
かけができる。
■アドボケーターとして、看護師の役割を患者へ説
明し、患者が医療者と協働して自己決定できるよう
支援することができる。

■連携にあたっては全体を俯瞰し、周りを動かすこ
とができる。多職種を中心的に巻き込み、各職種
が役割を効果的に発揮できるよう、各職種の役割
を明確化し、チームの目標を共有し、問題解決でき
るように導くことができる。
■看護チーム内では、看護師が役割を効果的に発
揮できるように調整を行う。
■病院に不足している機能に気づき、補完するた
めに資源を活用できる。
■多職種との連携において、病院内だけでなく病
院外との複雑な調整ができる。
■看護の質向上のために、他施設の看護師とネッ
トワークを持って活動できる。

ケアの受け手の複雑なニーズに対応できるように、
他職種の力を引き出し連携に活かす

行
動
目
標

□助言を受けながらケアの受け手を看護していく
ために必要な情報が何かを考え、その情報を関係
者と共有することができる
□助言を受けながらチームの一員としての役割を
理解できる
□助言を受けながらケアに必要と判断した情報を
関係者から収集することができる
□ケアの受け手を取り巻く関係者の多様な価値観
を理解できる
□連絡・報告・相談が出来る

□ケアの受け手を取り巻く関係者の立場や役割の
違いを理解したうえで、それぞれと積極的に情報
交換ができる
□関係者と密にコミュニケーションを取ることができ
る
□看護の展開に必要な関係者を特定できる
□看護の方向性や関係者の状況を把握し、情報
交換できる

□ケアの受け手の個別的なニーズに対応するため
に、その関係者と協力し合いながら多職種連携を
進めていくことができる
□ケアの受け手とケアについて意見交換できる。
□積極的に多職種に働きかけ、協力を求めること
ができる

□ケアの受け手がおかれている状況（場）を広くと
らえ、結果を予測しながら多職種連携の必要性を
見極め、主体的に多職種と協力し合うことができる
□多職種間の連携が機能するように調整できる
□多職種の活力を維持・向上させる関わりができ
る

□複雑な状況(場）の中で見えにくくなっているケア
の受け手のニーズに適切に対応するために、自律
的な判断のもと関係者に積極的に働きかけること
ができる
□多職種連携が十分に機能するよう、その調整的
役割を担うことができる
□関係者、多職種間の中心的役割を担うことがで
きる
□目標に向かい多職種の活力を引き出すことがで
きる

レ
ベ
ル
毎

の
目
標

協
働
す
る
力

関係者と情報共有できる
看護の展開に必要な関係者を特定し、情報交換が
できる

ケアの受け手やその関係者、多職種と連携ができ
る

ケアの受け手を取り巻く多職種の力を調整し連携
できる

実
践
例

■看護チームの一員であることを意識し、日々の
患者へのケアを他の看護師と協働して行う。常に
自らのもつ情報を他の看護師に連絡し、患者の状
態について報告し、判断できないことや経験のない
処置やケアについて、他スタッフに相談する。
■多職種（医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、作
業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士、放射線
技師など）の役割を理解する。
■カンファレンスに参加し、発言することで、自らの
もつ情報を提供して関係者と共有する。
■患者の退院に向けて必要な社会資源について、
他のスタッフに相談することができる。

■患者に関わる多職種の役割を理解し、必要に応
じて多職種の協力の必要性に気づく。
■患者の疾患の現状、検査結果、治療方針を担当
医と確認し、患者の訴えや受け止めている思いを
医師に伝える。看護チームに情報共有し、看護の
方針を確認できる。
■カンファレンスに参加し、積極的に発言すること
で、患者の思いや希望等の必要な情報を関係者と
共有できる。

■患者の個別的ニーズに対応するため、関係者と
協力して多職種連携を進める。患者の現在ある状
況をとらえ、必要な職種がわかり、協力を求めるこ
とができ、調整ができる。
■入院時から、退院後の生活場所（在宅、回復期
リハビリ病棟、高齢者介護施設等）について、多職
種に提案する等の調整を行う。
■協働する看護師に積極的に情報共有する。治療
方針や検査結果、ケアの内容を多職種で共有し意
見を聞くことができる。定期的なカンファレンスだけ
でなく、必要なタイミングを見極めてカンファレンス
を開催する。患者や家族が治療に協力できる工夫
を行うために、カンファレンスに参加できるように働
きかける。

■診療報酬などの社会制度も理解した上での調整
ができる。
■多職種の連携において、病院内だけでなく病院
外との調整もできる。退院支援において、患者の
退院後の生活を予測した上で、主体的に関係機関
との連絡調整ができる。
■多職種連携においては、各職種が役割を効果
的に発揮できるよう、各職種間の役割を明確化し、
患者にかかわることができるような連携を促進す
る。
■カンファレンスにおいてはファシリテートすること
ができる。
■患者に対し起こりうる課題を予測し、専門家との
かかわりを提案、調整できる。
■精神保険審査会などの外部団体の対応を行うこ
とができる。

Ⅳ Ⅴ


