
　 看護部教育委員会

研修名 開催日 時間 場所 対象 内容 担当 講師

1 ①3月30日（水） 16:30～17:00

2 ②4月20日（水） 16:30～17:00

3 新入看護職員研修
①4月4日（月）
②4月5日（火）
③4月6日（水）

8:25～17:00
8:25～17:00
8:25～14:30

講堂

・新人看護職員
・新入看護経験者
・新入看護助手
・令和3年度中途採用者（希望者）
・希望者

看護部の理念・方針、医療安全、感染予防対
策、誤刺防止，電子カルテ，看護体制と各種
手続き，医療看護支援ピクトグラム、社会人
としての心得，新人看護職員教育支援体制、
先輩からのメッセージ

看護部

看護部長
看護副部長
感染管理認定看護師
医療安全管理者
ほか

4 キャリア開発ラダー 4月6日（水） 8:25～10:30 講堂
・新人看護職員
・新入看護経験者
・希望者

キャリア開発ラダーシステム 看護部 看護部担当者

5 ①4月27日（水） 17:00～18:15

6 ②4月28日（木） 17:00～18:15

7 与薬技術：採血・注射技術 ５月17日（火） 15:00～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

注射（皮内・皮下・静脈・点滴静脈）、採血
の基礎知識

教育委員会 教育委員、教育担当係長

8 与薬技術： 薬品管理 6月1日（水） 16:00～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

麻薬、毒薬、劇薬、向精神薬、ハイリスク薬
品、特定生物由来製品の取り扱い

看護部 薬剤師

9 臨地実習指導者Ⅰ 6月8日（水） 15:30～17:00
講堂内
会議室

・新規臨地実習指導者
・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
・希望者

臨地実習の意義、 臨地実習指導者の役割、 学
習者の特徴、実習指導要項

臨地実習指導者会
看護部担当者
臨地実習指導者会メンバー

10 与薬技術：インスリン療法 6月15日（水） 16:00～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

インスリン療法の理論と実際、経口血糖降下
薬の作用機序、看護上の留意点

看護部 糖尿病看護認定看護師

11 看護必要度 6月27日（月） 15:00～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

看護必要度の評価と考え方 看護必要度チーム 看護必要度チームメンバー

12
医療安全：新人に起りやすい事
故・KYT

6月29日（水） 1４:00～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

誤刺防止、患者誤認防止
新人に起りやすい事故
危険予知トレーニング

看護部
感染管理認定看護師
安全対策委員、看護部担当者

13 リフレッシュ 7月5日（火） 15:00～17:00 講堂 ・新人看護職員 ストレスマネジメント 看護部 臨床心理士

14 問題解決思考Ⅰ ７月6日（水） 13:30～17:00
講堂内
会議室

・Ⅲをめざす看護職員 問題解決思考の意義とプロセス 教育委員会 教育委員

15
与薬技術：輸液・シリンジポンプ

　　　　医療機器の安全使用
7月13日（水） 15:00～17:00 講堂 ・新人看護職員、希望者

輸液ポンプ、シリンジポンプの使用目的・適
応、取り扱い、アラームの種類と対処、使用
中の観察事項、医療機器の安全使用

教育委員会
臨床工学課技士
教育委員

17 与薬技術：血液製剤の管理 7月25日（月） 15:30～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

血液製剤の種類、輸血の副作用、看護上の留
意点

教育委員会 検査技師、教育委員

18 問題解決思考Ⅱ 8月４日（木） 9:30～17:00
講堂内
会議室

・Ⅲをめざす看護職員
   問題解決思考Ⅰ受講者

問題解決思考の事例検討・共有 教育委員会 教育委員

19
赤十字概論Ⅰ、Ⅱ
（看護倫理Ⅰ・グローバルヘルス
を含む）

8月24日（水） 15:00～16:３0 講堂
・新人看護職員（赤十字卒も含む）
・過去に未受講の看護職員
・希望者

赤十字の基本原則
赤十字の諸活動
赤十字国際人道法、グローバルヘルス

教育委員会 教育委員、国際救援派遣者

20 ①未定 13:00～17:00

21 ②未定 13:00～17:00

22 ①未定 8:25～17:00

23 ②未定 8:25～17:00

24 こころのケア 未定 9:00～17:30 講堂
・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
・希望する全職員

災害時のこころのケア 総務課 こころのケア指導員

25 災害看護概論 9月2日（金） 13:30～17:00
講堂内
会議室

・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
災害看護概論、赤十字の救護活動、災害救護
活動の現況と課題、災害時のこころのケア

教育委員会 教育委員

26 ２年目看護職員研修 9月7日（水） 15:00～17:00 講堂 ・2年目看護職員
2年目看護師としての現状共有、期待される役
割

教育委員会 教育委員

27 災害救護演習 9月９日（金） 8:25～17:00

講堂
・講堂
内会議

室

・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
　但し災害看護概論及び赤十字救急
　法の修了者

救護班要員の役割、トリアージ、基礎行動、
無線の取り扱い、救護資材と救護所設営、救
護活動のシミュレーション

教育委員会
他部門職員、教育委員、こころのケ
ア指導員

28 リーダーシップ 9月16日（金） 15:30～17:00
講堂内
会議室

・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
　（45名まで）

リーダーシップ理論、チームリーダーの役割 教育委員会 教育委員

29 フィジカルアセスメント 9月21日（水） 8:25～17:00
講堂内
会議室

・2年目看護師
呼吸・循環・腹部・皮膚・脳・せん妄・摂食
嚥下のフィジカルアセスメント

教育委員会

集中ケア、救急看護、皮膚排泄ケ
ア、脳卒中リハビリテーション看
護、精神科認定看護師、摂食嚥下障
害看護　ほか

30 二次救命処置 10月11日（火） 13:30～17:00
講堂・
講堂内
会議室

・新人看護職員
　　＊動きやすい服装

救急蘇生の理論と実際
挿管介助

教育委員会 救急看護認定看護師　ほか

31 ナラティブ 10月25日（火） 14:00～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

ナラティブ事例の共有 教育委員会 教育委員

32 グローバルヘルス 11月2日（水） 15:０0～17:00 講堂 ・Ⅲをめざす看護職員
地域特性をふまえた危機管理・セルフマネジ
メント、グローバル化に伴う健康問題　など

教育委員会 教育委員、国際救援派遣者

33
人工呼吸器装着中の患者の看護

11月9日（水） 14:00～17:00 講堂
・新人看護職員
　　＊チェックリスト、ステート持参

人工呼吸器の原理・モード、気管内吸引、肺
理学療法、観察・血液ガス分析、レントゲン
の見方

看護部 集中ケア認定看護師

34 看護倫理Ⅱ・Ⅲ 11月15日（火）
Ⅱ10:30～
12:30、Ⅲ
14:00～17:00

講堂内
会議室

・Ⅱ、Ⅲをめざす看護職員
　但し看護倫理ⅢはⅡの修了者

倫理的問題の分析 教育委員会 教育委員

35 多重課題 11月21日（水） 11:30～17:00
講堂・
講堂内
会議室

・新人看護職員
日常業務における多重課題のシミュレーショ
ン

教育委員会
教育委員、教育担当係長
指導担当者

36 院内看護研究発表会
①11月9日（水）
②11月16日（水）
③11月24日（木）

17:15～18:30 講堂 ・新人看護職員必須（1回以上） 看護研究発表 教育委員会 教育委員

37 看護管理
12月６日（火）また
は12月2０日（火）

13:30～17:00
講堂内
会議室

・Ⅲをめざす看護職員
　問題解決思考受講済が望ましい

医療と看護の動向、看護管理とは、看護ケア
質評価、目標管理、演習

教育委員会
看護部長
教育委員

38 がん化学療法薬の安全な静脈投与 2月1日（水） 16:00～17:00 講堂
・新人看護職員
・希望者

適応、投与前の準備、血管外漏出のリスクファク
ターと予防策、観察ポイント、中心静脈ポート、患
者指導

教育委員会 がん化学療法看護認定看護師

39 問題解決思考　実践報告会 2月22日（水） 15:00～17:00
講堂内
会議室

・問題解決思考Ⅱ受講者  問題解決思考の実践報告 教育委員会 教育委員

看護部 リハビリテーション科活動・休息援助：車椅子移乗
リハビ
リ室

・新人看護職員
・希望者

車椅子の構造、操作方法、ベッドの起き上が
りの介助方法、片麻痺患者の移乗介助

新人の状況、学習タイプの理解、新人への指
導技術、リフレクション

看護部
教育委員、看護部担当者

・新規プリセプター・サポーター
・新人教育支援担当者
・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
・希望者

赤十字救急法指導員

救急法救急員養成講習

（同内容2回）
講堂

・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
　但し救急法基礎講習修了者
・希望する看護助手

日本赤十字社救急法救急員養成講習 総務課

プリセプター＆サポーター研修Ⅱ 7月20日（水） 15:30～17:00
講堂内
会議室

講堂

16

赤十字救急法指導員

2022年度　キャリア開発ラダーレベル別研修（予定）

令和4年3月10日

プリセプター＆サポーター研修Ⅰ
　　（同内容２回）

・新規プリセプター、サポーター
・新人教育支援担当者
・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
・希望者

新人看護職員教育支援体制
プリセプター、サポーターの役割
指導上の留意点

看護部 看護部担当者

救急法基礎講習

　　（同内容2回）
講堂

・ⅡおよびⅢをめざす看護職員
・希望する看護助手

心肺蘇生法・AEDの使用法・気道異物除去 総務課


