
        2022年 済⽣会奈良病院 新⼈看護職員研修
開催⽇ 時間 研修会名 研修内容 講師           ⽬標

4⽉1⽇ 9：00〜 新採⽤者 オリエンテーション・病院概要 病院関係者 当院全体の概念を知る 

⾦曜⽇ 17:15 オリエンテーション 各部⾨の概要説明 関係者 当院の職員としての誇りを持ち、職業意欲を

⾼めることができる

4⽉2⽇ 9：00〜 新採⽤者 医療安全対策概要・安全確保 ⻑澤師⻑ 当院における医療安全対策の概要を知る

⼟曜⽇ 12:30 オリエンテーション 院内感染防⽌対策 松⽥師⻑ 当院における感染防⽌対策の概要を知る

褥瘡対策について ⼭嵜認定看護師 褥瘡対策について知る

看護部概要 看護部⻑ 看護部概要を知る

新⼈看護職員研修 市橋 新⼈看護職員研修年間教育計画を知る

4⽉4⽇ 9：00〜 研修１ ⼩会議室

⽉曜⽇ 16:30 9：00〜9：30 ⾃⼰紹介 担当者 ⾃⼰紹介を⾏い、相⼿を知る

9：30〜10：00 守秘義務・個⼈情報について 担当者 守秘義務・個⼈情報とは何かが分かる

個⼈情報保護の⽅法がわかる

10：00〜12：00 電⼦カルテについて 福恵主任 電⼦カルテについて理解でき安全に管理できる

ラダー⼊⾨ クリニカルラダーについて 看護部⻑ 当院におけるラダー・⽬標管理について知り、

13：00〜14：00 ⽬標管理 社会⼈としての⾃分のキャリアの成⻑⽀援について理解できる

安全管理 危険薬剤について 薬剤課⻑ 危険な薬剤について理解し、安全に使⽤できる

14：00〜15：00

感染予防技術 ■標準予防策 松⽥師⻑ 標準予防策を取得し実践できる

15：00〜16:30

4⽉5⽇ 9：00〜 研修２ ⼩会議室

⽕曜⽇ 17:00 9：00〜10：30 看護観について 担当者 ⾃⼰の看護観を考え、今後の看護に活かす

テーマ「1ヶ⽉後のなりたい看護師」

10：30〜12：00 接遇 学研配信 社会⼈基礎⼒を習得する ロールプレイン

病院を知ろう 病院内関係部署挨拶 担当者 各部署の場所、⼈、機能を知り当院への

13：00〜17：15 看護助⼿とともに⾏動 理解を深める３〜７階各２名 病院探検を⾏う

4⽉6⽇ 9：00〜 研修３ ⼩会議室

⽔曜⽇ 17:00 環境調整技術 体験シーツ交換 担当者 病棟でのシーツ交換について学ぶ

9：00〜11：00

11：00〜12：30 看護記録について 記録委員会 記録についての意義を理解できる

⽔⽥看護師 記録に必要な情報が理解でき、記載できる

13:30〜17：00 8⽇研修に向けて事前学習 学研配信 事前学習を⾏うことで知識を得る

4⽉7⽇ 9：00〜 研修４ ⼩会議室 担当者

⽊曜⽇ 17:15 9：00〜12：00 12⽇研修に向けて事前学習 学研配信 事前学習を⾏うことで知識を得る

リフレッシュ研修 交流研修 担当者 写経体験（薬師寺にて）

13：00〜17：15

4⽉8⽇ 9：00〜 研修５ ⼤会議室

⾦曜⽇ 16:45 ⾷事援助技術 栄養について ⽥中主任 ⾷事介助・経管栄養法の知識・技術を

清潔・⾐⽣活援助技術 ⾷事介助・経管栄養法 習得する

9：00〜12：30 ⼝腔ケア ⼝腔ケアについて知識・技術を習得する

呼吸・循環を整える ■酸素療法   辻岡看護師 酸素吸⼊・ネブライザー吸⼊の知識技術が

技術 ネブライザー吸⼊ ⾠濱看護師 習得できる

13：30〜16：45 吸引 吸引の知識技術が習得できる

4⽉12⽇ 9：00〜 研修６ ⼤会議室

⽕曜⽇ 17:15 与薬の技術 筋⾁注射・⽪下注射 担当者 筋⾁注射・⽪下注射について理解でき

9：00〜11：00 注射の技術関連練習 ⼿順通り⾏える

与薬の技術 ⾎糖測定・ 辻岡看護師  ⾎糖測定⼿順が理解できる

11：00〜12：00 インスリンについて インスリンについて理解でき実施できる

与薬の技術 採⾎・注射（静脈・末梢） 松浦看護師 採⾎・静脈注射・末梢⾎管確保について

13：00〜17：15 習得する



開催⽇ 時間 研修会名 研修内容 講師           ⽬標

4⽉15⽇ 9：00〜 研修７ ⼤会議室

⾦曜⽇ 17:15 活動休息援助技術 移乗・移送 学研配信 安全な移乗・移送の技術を習得する

9：00〜12：00 ■⾞いす移乗10：00~10：30演習吉原主任(リハビリ） 安全な⾞いす移乗の技術を習得する

感染予防技術 清潔操作 北尾主任 清潔・不潔について理解でき清潔操作ができる

13：00〜14：30

14：30〜17：15 コミュニケーション基礎① 担当者 ⾃分のコミュニケーションタイプを知り看護実践に活かす

5⽉13⽇ 13：00〜 研修8 ⼤会議室

⾦曜⽇ 17:15 看護必要度について ⻄⽥看護師 必要度について理解でき正確な評価ができる

認知症について 認知症委員会 認知症について理解できる

5⽉18⽇ 9：00~ 研修9 ⼤会議室

⽔曜⽇ 12:30 創傷管理技術 ■褥瘡 体位変換  ⼭嵜ＣＮ主任 褥瘡について基礎知識を習得する

活動休息援助技術 ポジショニング 体位変換・ポジショニングについて知識・

技術を習得する

5⽉26⽇ 9：00~ 研修10 ⼤会議室

⽊曜⽇ 17:15 リフレクション 1か⽉後の振り返り 担当者 ⾃⼰の⾏動を振り返る

9：00〜10：30

10：30〜12：00 夜勤体験について説明 担当者

症状⽣体機能管理技術 ⼼電図モニター管理 担当者 異常波形について理解する

13：00〜14：00 ⼼電図の基礎的知識を習得する

14：00〜15：30 12誘導⼼電図の装着 臨床検査技師 12誘導⼼電図検査が実施できる

林⽥主任

15：30〜17：15 メンバーシップについて 東浦主任 チームワークのための対⼈関係について

理解できる

6⽉8⽇ 9：00~ 研修11 ⼤会議室

⽔曜⽇ 12:30 清潔⾐⽣活援助技術 ■スキンケア 陰部洗浄 ⼭嵜ＣＮ主任 スキンケアに関する陰部洗浄・オムツ交換の

9：00〜12：30 オムツ交換 基礎知識・技術を習得する

7⽉6⽇ 9：00〜 研修12 ⼤会議室

⽔曜⽇ 12:30 排泄援助技術 浣腸・摘便 ⼭嵜ＣＮ主任 浣腸・摘便の⼿技を習得する

9：00〜12：30 導尿・膀胱留置カテーテル 卯川主任 導尿・膀胱留置カテーテルの⼿技を習得する

リリアム測定 リリアムについて知識・技術を習得する

7⽉ 研修13 ■陰部洗浄実習 ⼭嵜ＣＮ主任 各部署で指導のもと陰部洗浄の⼿技を習得する

排泄援助技術 可能であれば浣腸・摘便も実践する

7⽉ 研修14 夜勤体験 夜勤の看護業務の流れを理解する

夜間の病棟環境を理解する※夜勤⼿当なし

8⽉4⽇ 11：00〜 研修15 ⼤会議室

⽊曜⽇ 16:45 リフレクション ３か⽉後の振り返り 担当者 3ヶ⽉経過した⾃⼰の経験を振り返り承認できる

11：00〜12：30

与薬の技術 輸液ポンプ 臨床⼯学技⼠ 輸液ポンプ・シリンジポンプの安全な取り扱い

13：45〜16：45 シリンジポンプ ⽅法を習得する

8⽉25⽇ 13：30〜 研修16 ⼤会議室

⽊曜⽇ 17:00 救急救命処置技術 南看護師

13：30〜16：30 救急看護・救急カート ⻄村看護師 救急蘇⽣法の知識・技術を習得する

9⽉7⽇ 14：00〜 研修17 ⼤会議室

⽔曜⽇ 16:00 与薬の技術 輸⾎について 臨床検査技師 輸⾎の基本的な知識を知る

14：00〜14：30 林⽥主任

14：30〜16：00 輸⾎の看護 ⾦⽥主任 輸⾎中、後の看護を理解し、安全な輸⾎の

取り扱いができる

開催⽇ 時間 研修会名 研修内容 講師           ⽬標

9⽉26⽇ 13：30〜 研修18



⽉曜⽇ 16:30 与薬の技術 ⿇薬の看護 稲⽥主任 ⿇薬の基本的な知識と取り扱いを習得する

13：30〜14：15

安全確保の技術 がん化学療法看護Ⅰ ⼩⾕ＣＮ師⻑ 抗がん剤治療の基本的な知識を習得する

14：15〜15：15

基本技術 CVポートの管理 ⼩⾕ＣＮ師⻑ CVポート、注射について基礎知識、技術を

15：15〜16：15 習得する

10⽉6⽇ 14：00〜 研修19 ⼤会議室

⽊曜⽇ 17:15 リフレクション ６か⽉後の振り返り 担当者 ６ヶ⽉経過した⾃⼰の経験を振り返り承認できる

10⽉ メンタルサポート 個⼈⾯談 教育委員⻑ 業務進⾏状況 学習⽅法について

11⽉3⽇ 研修20

リフレッシュ研修 川辺の町つくり 担当者 地域の活動に参加し、地域住⺠と交流を深める

（ボランティア活動）

12⽉7⽇ 1３：00〜 研修21 ⼤会議室

⽔曜⽇ 17:00 13：00〜14：00 演習 担当者 事例を通して問題解決を図り看護実践に活かす

コミュニケーション基礎②

看取りのケア ■看取りのケア ⻄⽥い看護師 看取りのケアの技術・知識を習得する

14：00〜16：30

16：30〜17：00 フォローアップ研修の説明 3⽉の発表について事前説明を⾏い、各⾃

準備できる

1⽉ 14：00〜 研修22 講義・演習

⽇程未定 16:00 創傷管理技術 DESIGN-R⑳の評価について ⼭嵜CN主任 ⾃⼰でアセスメントすることで褥瘡評価が

できるようになる

3⽉23⽇  15:30〜 研修23 ⼤会議室 リフレクション発表 教員委員会 ⾃⼰の看護を振り返り、2年⽬の課題を

⽊曜⽇ 18:30 フォローアップ研修 （看護して嬉しかったこと） 担当者 ⾒つける

研修で発表することができる

■他職種・看護助⼿共同研修

          2年⽬看護職員研修 強化編
開催⽇ 時間 研修会名 研修内容 講師           ⽬標

6⽉ 研修2３

ローテーション研修 ローテーション研修 担当者 看護技術が体験できる

他部署のスタップと交流がもてる

未定 研修2４ ケーススタディ発表

（受け持ち患者の看護に 主任会 受け持ち患者を通して⾃⼰の看護について

ついて） 振り返り課題を⾒つけることができる


