
                                     　　　　　　 2019年度　　　看護部院内研修一覧表    
ラダーⅠ ラダーⅡ2年目 ラダーⅡ3年目 ラダーⅢ ラダーⅣ ラダーⅤ 准ラダー ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ 院内研修（医療安全･感染・褥創・全体研修）その他

担当者 藤安 山下（朋）・山下（秀） 山下（朋）・山下（秀） 大野・掘添 永山・西村 大田・伊達 木下・桑俣 山下（朋）

第２土曜日 1７：15 左　記　以　外

（6･9･12･3月：第2土曜日13：30～） 　

新入職者全体研修1.2・3日 ACLS：有村看護師 チームﾘｰﾀﾞーについて ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰ自己目標設定 今年度の計画について 今年度計画発表 研修計画発表 解剖生理 実地指導者研修（対象者）1回目（2・3・4日）2回目（5・8・9日）3回目（10・11・13日）17：15～

医療安全、感染管理など 山下（朋） ラダーⅣとは ラダーⅤについて 木下師長・桑俣師長 ～基礎編１～ 教育担当者研修（対象者）（2・3・4日）2回目（5・8・9日）3回目（10・11・13日）17：15～

看護部オリエンテーション 　　　　　　　　　　永山師長 新入職ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（院内全体）4月１・２・３日　 　　　　　　　　単位別勉強会

4月4・5・6・8・13・01・27日 4月10日 4月23日 ４月１２日・１９日 4月3日 4月4日 4月2日 4月22日 入職者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（看護部４・５・６・８日：終日、１３・２０・２７日１３：３０～１７：００）　　

ナラティブ報告会 ナラティブ報告会     患者自立支援のための看護ケア 文章の書き方 解剖生理 看護部総会５月２８日　１７：３０～　　　
1ヶ月フォロー研修    　　5月11
日

山下（朋） 認知症看護（命苫師長） コスト・診療報酬加算等について 診療報酬改訂について 桑俣師長 ～基礎編２～ 看護の日　５月１３日（ゆたか温泉）
看護部ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 5月11日 　　　　　　医事課　東副主任 5/14～6/7　尚志館専門課程2年生：成人実習Ⅱ・統合実習（合計4週間）　　

　5月１1・１8・25日 　 新入職ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 　５月１１・１８・２５日(午後半日）
・ＯＳＴレポートの説明 認知症患者対応（リハビリ）

5月11日 5月26日 5月19日 5月8日 （繰り越し）５月９日 5月14日 5月27日 単位別勉強会
感染に関連した研修Ⅰ　 感染に関連した研修Ⅰ　 感染に関連した研修Ⅰ　 感染に関連した研修Ⅰ　 感染に関連した研修Ⅰ　 感染に関連した研修Ⅰ　 感染に関連した研修Ⅰ　 挿管の手順 感染に関連した研修Ⅰ
看護部ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ シミュレーション研修 医療安全 コンチネンス（排泄ケア） 実地指導者３か月フォロー研修（対象者）１５日　１３：３０～（第３土）

　　　　　　　　　6月　1・8・１5・22・29日 藤安副看護部長・他 安井副看護部長 　　　　　退院支援について エキスパートナースに求められること 外来：市來看護師 教育担当者３か月フォロー研修（対象者）２２日　１３：３０～（第４土）
3か月ﾌｫﾛｰ研修 　　　画像の見方　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　片田副看護部長 Part　1 5/13～6/6、　尚志館専門課程2年生：成人実習Ⅱ・統合実習（合計4週間）　　

6月8日 　　　　　　　　　　６月１４日　　大森（放射線） 新入職ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　 　６月１・８・１５・２２・２９日　
OST研修:：6月29日　ＫＪ法で語る 6月12日 6月25日 　　　　　　　　　　　　　　　　2019/6/5 6月6日 6月4日 6月24日
医療安全に関連した研修Ⅰ　 医療安全に関連した研修Ⅰ　 医療安全に関連した研修Ⅰ　 医療安全に関連した研修Ⅰ　 医療安全に関連した研修Ⅰ　 医療安全に関連した研修Ⅰ　 医療安全に関連した研修Ⅰ　 誤嚥性肺炎と口腔ケア
看護部ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ メンバーシップについて 手術室看護 フットケア 新入職ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　 ７月６・１３・２０・２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　7月6・13・20・27日 山下（朋） 山下（秀） 救急・災害看護 コーチング エキスパートナースに求められること フット指導師 7月　　日（土）ふれあい看護体験９：００～１５：００
・看護協会新人研修レポートの説明 　　　　　　　　　７月１２日　　　　　　（伊達師長） 田村副院長 Part　2 7/1～7/25　神村学園５年生：老年・統合実習（合計４週間）　　
・ＢＬＳ学習の説明 7月24日（水）・25日（木）・26日（金）　インターンシップ
・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修の説明 OST研修:7月20日在宅　　　　　　　7月10日 7月23日 7月13日 7月3日 7月4日 7月2日 7月22日 単位別勉強会
医療安全に関連した研修Ⅱ　 医療安全に関連した研修Ⅱ　 医療安全に関連した研修Ⅱ　 医療安全に関連した研修Ⅱ　 医療安全に関連した研修Ⅱ　 医療安全に関連した研修Ⅱ　 医療安全に関連した研修Ⅱ　 呼吸器の基本① 医療安全に関連した研修Ⅱ 褥瘡に関連した研修Ⅰ
感染に関連した研修Ⅱ 感染に関連した研修Ⅱ 感染に関連した研修Ⅱ 感染に関連した研修Ⅱ 感染に関連した研修Ⅱ 感染に関連した研修Ⅱ 感染に関連した研修Ⅱ 感染に関連した研修Ⅱ　　合同研修
褥瘡に関連した研修Ⅰ 褥瘡に関連した研修Ⅰ 褥瘡に関連した研修Ⅰ 褥瘡に関連した研修Ⅰ 褥瘡に関連した研修Ⅰ 褥瘡に関連した研修Ⅰ 褥瘡に関連した研修Ⅰ 　 新入職ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　 ８月3日・１０日・１７日・２４日・３１1日　　　　
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修：観察・情報収集 介護保険について 全体研修参加 新入職ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　 ８月3日・１０日・１７日・２４日・３１1日　　　　
　　　藤安・湯之前　　8月10日 医事課（コスト・DPCについて） 接遇（ケースから考える） 　　　退院支援・在宅看護 　　　　　　　山本主任 在宅医療 8月　　日（土）ふれあい看護体験９：００～１５：００
看護部ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（他部署研修・ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄの説明） 医事課 自部署の特徴プレゼン事前説明 　　８月９日　　（入田・大野師長） ～病棟看護師としての役割～ 8月27日（火）・28日（水）・29日（木）　インターンシップ　

　　８月3日・10日・17日・24日・31日 8月14日 山下（朋）　8月27日 8月7日 8月1日 8月26日 単位別勉強会
クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 実地指導者６か月フォロー研修（担当者）２１日１３：３０～（第３土）

（第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） 　（第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） 教育担当者６か月フォロー研修（担当者）２８日１３：３０～（第４土）
６ヶ月フォロー研修　9月14日 ①慢性腎臓病 ※中間報告 ※中間報告 9/10～10/3　尚志館専門課程2年生：成人実習Ⅱ・統合実習（合計4週間）　

（第２土曜日１３：３０～） シミュレーション研修 訪問看護について 　９月１３日　田村Dr 　　　　救急・災害看護 呼吸器の基本②
人工呼吸器No2：応用編 藤安副看護部長・他 入田管理者 ②透析看護　 　　　（講師未定） ナーシングスキル講義 腎代替療法

（訪問看護ステーションはなみずき） 　　　　　　　９月２０日　　　（桑俣師長） 臨床コーチング　Part　1 桑俣看護師長
４日･　１１日「新人研修」看護協会
リフレッシュ研修：９月　日 9月11日 9月24日 9月4日 9月5日 9月3日 9月30日 単位別勉強会
褥瘡に関連した研修Ⅱ 褥瘡に関連した研修Ⅱ 褥瘡に関連した研修Ⅱ 褥瘡に関連した研修Ⅱ 褥瘡に関連した研修Ⅱ 褥瘡に関連した研修Ⅱ 褥瘡に関連した研修Ⅱ ベラ：基本動作とモード
ディベート レントゲン画像の見方 抗菌薬のイ・ロ・ハ 院内感染対策 （臨床工学技士） 9/30～10/24　神村学園５年生：老年・統合実習（合計4週間）　

大森放射線技師 仮重師長 　　緩和ケア 高齢者の栄養評価 ナーシングスキル講義 ～インフルエンザ対策～
10月9日 （感染認定看護師） 　　　　　　　　　　１０月１１日　　（木下師長） 　　（講師未定） 臨床コーチング　Part　2 仮重感染管理認定看護師 10月5日土曜日午後　院内看護研究発表会・業務改善発表会

10月12日 ～テストあり～
OST研修:10月12日看護記録　 OST研修:10月12日看護記録　 10月22日 10月2日 10月3日 10月1日 10月28日 単位別勉強会
ＳＢＡＲについて 輸血の取り扱い レントゲン画像の見方と造影剤アレルギー①循環器疾患 ナーシングスキル講義 レントゲン画像の見方 ザビーナ：基本動作とモード 11/18　～12/6　　尚志館専門課程１年生：成人Ⅰ実習（3週間）
・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修の説明 山下（朋） 大森放射線技師 　　　　　　　　　　　　１１月８日　（　有馬Dr　） 家族の意思決定支援　Part　1 大森放射線技師 （臨床工学技士）

11月26日 ②循環器看護 クレーム対応について
　　　　　　　　　　　　１１月１５日（堀添師長） 　　　　坂口事務長

11月9日 11月13日 OST研修:11月9日ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 11月6日 11月7日 11月12日 11月25日 単位別勉強会
　９ヶ月フォロー研修　 抗菌薬のイロハ 生理検査の見方 ①　VAC療法について ナーシングスキル講義 インスリン製剤の種類・用法・ V６０：基本動作 実地指導者９か月フォロー研修（対象者）２１日１３：３０～（第３土）
（第２土曜日１３：３０～） 仮重師長 柳沼技師 　　　　　　　　　　　　１２月１３日　　（中馬Dr） 感染予防について 家族の意思決定支援　Part　2 副作用の観察 （臨床工学技士） 教育担当者９か月フォロー研修（対象者）２８日１３：３０～（第４土）
多重課題の対応 （感染認定看護師） ②　褥瘡・ストーマケア 感染管理認定看護師　仮重師長 ～テストあり～ ～ナーシングスキル～ 11/19　～12/6　　尚志館専門課程１年生：成人Ⅰ実習（3週間）
　　　(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修） 　　　　　　　　　　　１２月２０日　　　（柿内NS）

・意思決定支援スピーチの説明
12月14日 12月11日 2018/12/42 12月8日 12月4日 12月5日 12月3日 12月23日 単位別勉強会

・意思決定支援場面の3分間スピーチ 血液検査について 災害看護 ①リーダーシップ ナーシングスキル講義 ケースレポート提出 呼吸器グラフィックとアラーム対応
・ナラティブ説明 検査科 伊達師長・有村看護師他 　　　　　　　　　　　2019/1/10（　　　　　　） 看護教育 リーダーシップ・フォロワーシップ　Part　1 木下師長・桑俣師長 （臨床工学技士）
・輸液プレゼンの説明(内容・時間） ②クレーム対応　 藤安副看護部長
（薬剤名を決める） 　　　　　　　１月１７日　（安井副看護部長）

1月11日 1月8日 1月28日 1月8日 1月9日 1月7日 1月27日 単位別勉強会
症状をアセスメントし、 退院支援について シミュレーション研修 ①口腔ケア　　　 ナーシングスキル講義 年間反省 呼吸器体験①

患者の全体像をとらえる（情報収集） 山下（朋） 藤安副看護部長・他 　　　　　　　　　　　　　　２月○日　　鎌田Dr 看護管理 リーダーシップ・フォロワーシップ　Part2 木下師長・桑俣師長 (理学療法士)
②口腔ケアチーム活動 　講師交渉中 ～テストあり～
　　　　　　　　　　　　　　　２月○日　大野　　　　

2月8日 2月12日 2月25日 2月5日 2月6日 2月4日 2月19日 単位別勉強会
クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 クリニカルラダー評価委員会 反省と次年度計画立案 呼吸器体験② 実地指導者１２か月フォロー研修（対象者）　２１日１３：３０～（第３土）

（第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） （第３月曜日：師長会議後） クリニカルラダー評価委員会 (理学療法士) 教育担当者１２か月フォロー研修（対象者）　２８日１３：３０～（第４土）
12ヶ月ﾌｫﾛｰ研修　3月14日 1年間の振り返り、次年度計画立案　1年間の振り返り、次年度計画立案1年間の振り返り
（第２土曜日１３：３０～） 次年度計画立案 次年度計画立・まとめ 1年間を振り返り、
自部署特有の輸液紹介（プレゼン）倫理：意思決定（グループワーク） 自部署の特徴（プレゼン） （グループワーク、発表） 　　　次年度の課題を見つける 木下師長・桑俣師長
・1年間の振り返りと次年度へ計画立案 山下（朋） 山下（秀）

3月14日
OST研修：3月7日ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 3月11日 3月24日 3月8日 3月4日 3月5日 3月3日 3月23日 単位別勉強会

６月

７月

2月

８月

１０月

第4火曜日１７：15 第２・3金曜日１７：１５ 第１水曜日１７：15 第１木曜日１７：15

４月

５月

第１火曜日１７：15

３月

第４月曜日17:15

９月

11月

１２月

１月

研修日 第2水曜日１７：15


