病院長

看護部長

2020年度聖フランシスコ病院看護部 新規採用者年間教育計画表・ラダーⅠ研修
日

時

研修名

ねらい

内

容

形態

講 師

担 当

○看護部組織について ○看護部教育システムについて
○固定チームナーシングについて 〇ペア受け持ちについて
○看護記録について
○職業感染予防対策
○スキンケアについて ○NSTについて ○リスクマネジメント
○医療情報管理について ○看護協会、看護連盟について
〇看護倫理についてⅠ
○全身清拭 ○陰部洗浄 ○寝衣交換
○自然排便、自然排尿の介助
○体位変換、ポジショニング、排泄パット交換
○手指衛生と防護具の着脱 ○医療廃棄物について
○患者誤認防止の実施
○口腔ケア・食事介助 ○車椅子への移乗 ○歩行介助

講義
演習

看護部長 副看護部長
佐藤師長 主任会
NST 理学療法士
医療安全対策実行チーム
褥瘡予防対策委員会
ｵﾑﾂﾏｲｽﾀｰGold認定者
感染対策実行チーム
認知症ケアチーム
緩和ケアチーム
医療情報管理科長
記録ｼｽﾃﾑ委員
新人教育担当師長・委員

○点滴ミキシング、プライミング、生食ロック、ｼｭｱﾌﾟﾗｸﾞへの接続
○呼吸フィジカルアセスメント
○吸引 ○酸素吸入

演習

主任会
実地指導者〔 西2・ホスピス3階 〕

師長 ： 堀口
主任 ： 菖蒲・門﨑
教育委員 ： 古賀・田﨑・森下

1

4月3日（金）
4月6日（月）
4月7日（火）
4月8日（水）
4月9日（木）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ．1
WELCOME TO 聖フラ
～聖フラナース 入門編～

◆看護部の概要を知り、看護スタッフとしての自覚を持つ
◆看護する上で必要なシステムを理解する
◆基礎的看護技術の手順を理解、再確認する

2

4月23日（木）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.2
私にもできる看護技術

◆基礎的看護技術の手順を理解、再確認する
◆土日祝日勤務に必要な看護技術を習得する

3

4月24日（金）
13:00～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.3
看護を記録に残そうpartⅠ

◆叙述式経過記録、フォーカスチャーティング、13領域、看護診断について理解できる
◆その日の受持ち患者の記録ができる
◆医療ガスについて理解することが出来る

○叙述式経過記録、フォーカスチャーティングについて ○看護診断につ
いて ○日々の記録について ○医療ガスについて

講義

記録・システム委員会
外部講師

師長 ： 堀口
主任 ： 門﨑

4

5月13日（水）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.4
私にもできる看護技術

◆基礎的看護技術の手順を理解、再確認する
◆配属部署で実際に勤務しての戸惑いや疑問を分かち合うことができる
◆抗生剤についての知識を深め、安全な与薬業務が出来る

○抗生剤の用法と副作用 ○簡易懸濁法
○経管栄養法、胃瘻注入法 （シミュレータ使用）
○身体計測 ○メンタルヘルスⅠ

演習

主任会
NST
薬剤師
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員

師長 ： 堀口
主任 ： 門﨑・菖蒲
教育委員 ： 古賀・田﨑・森下
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5月19日（火）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.5
めざせ注射の達人

◆針刺し事故防止のため、環境整備と必要物品の準備ができる
◆基礎的看護技術の手順を理解、再確認する
◆標準予防策と感染経路別予防策の違いが理解できる
◆看護場面をアセスメントし、記録することができる

○針刺し事故防止策
○スタンダードプリコーション ○医療廃棄物の規定
○皮下、筋肉注射 ○静脈、点滴静脈内注射
○静脈血採血

演習

医療安全対策実行チーム
感染対策実行チーム
主任会
実地指導者〔 手術室・ホスピス4階 〕

師長 ： 堀口
主任 ：菖蒲・門﨑
教育委員 ：田﨑・古賀・森下
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5月22日（金）
9:30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.6
看護を記録に残そうpartⅡ＆呼吸ケア入門

◆心電図について理解できる◆スクイージング・体位ドレナージ法を学ぶ
◆重症度医療看護必要度について理解できる
◆麻薬の取り扱い・免疫抑制剤について理解できる

○心電図～ステップⅠ～ ○スクイージング・体位ドレナージ
〇重症度、医療・看護必要度について
○麻薬の取り扱い・免疫抑制剤について

講義
演習

記録・システム委員
呼吸療法認定士
薬剤師 心電図チーム

師長 ： 堀口
主任 ：菖蒲・門﨑
教育委員 ：森下・古賀・田﨑
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6月3日（水）
8：30～17:30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.７
安全対策大作戦

◆清潔操作で、血液培養採血ができる
◆針刺し事故防止と事故後の対応を理解できる
◆KYTを学び、危険予知の感性を高めることができる
◆スキンケアの方法について理解し、実践に生かせる

○血液培養採血
○針刺し事故防止策と事故後の対応
○転倒、転落防止策の実施 ～パート１～
○スキンケア研修 ～初級編～
○フットケア

演習

褥瘡予防対策委員会
フットケアチーム
感染対策実行チーム
医療安全対策実行チーム

師長 ： 堀口
主任 ：門﨑・菖蒲
教育委員 ：古賀・田﨑・森下

8

6月25日（木）
9:00～17:00

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.8
私にもできる看護技術

◆リスクアセスメントを行ない、褥瘡予防ケアを考え実践できる
◆看護技術を習得する
◆配属部署での戸惑いや疑問を分かち合うことができる

○褥瘡リスクアセスメントについて
○導尿 ○ﾌｫｰﾘｰカテ―テル留置 〇メンタルヘルスⅡ
○尿パックの取り扱い、尿の廃棄方法、尿採取の方法

講義
演習

9

７月9日（木）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.9
思いいろいろ、語りましょうpartⅠ
～夏バテしていませんか？～

◆勤務する上での悩みが分かち合える◆夜勤業務について理解できる
◆夜勤帯で転倒した患者の観察と対応をシミュレーション下で学ぶことができる
◆輸液ポンプ・シリンジポンプで投与される薬剤について知る
◆輸液ポンプ・シリンジポンプの種類、取り扱い方法を理解し実践に生かすことができる

○メンタルヘルスⅢ 〇夜勤の心構え
○シミュレーション研修Ⅰ
○輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱いと薬剤について
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7月31日（金）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.10
看護を記録に残そうpartⅢ

◆入院時に必要な看護記録を理解する
◆輸血の種類と取り扱いについて理解できる

〇入院時の情報収集
〇13領域のアセスメント～看護診断の立案
○輸血について

8月5日（水）
14：00～17：00

講義
グループ
ワーク

講義
演習

師長 ： 堀口
主任 ： 菖蒲・門﨑
教育委員 ：田﨑・古賀・森下

佐藤師長・荒木師長
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員
主任会
臨床工学科

師長 ： 堀口
主任 ：門﨑・菖蒲
教育委員 ：森下・古賀・田﨑

記録・システム委員
外部講師（血液センター）

師長 ： 堀口
主任 ： 門﨑

2020年度看護部新規採用者教育の中間評価と
◆メンター・実地指導者・教育担当者・教育委員・主任・師長教育責任者それぞれの立場から
今後の課題についての検討会
情報共有し、現状把握と中間評価を行ない、今後の課題を見出す
『パールナース（新人）研修中間評価』

師長 ： 堀口
主任 ：門﨑・菖蒲
教育委員 ：田﨑・古賀・森下
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8月27日（木）
10：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.11
思いいろいろ、語りましょうpartⅡ
～肩の力を抜いてみませんか？～

◆リラクゼーションについて学ぶ ◆勤務する上での悩みが分かち合える
◆輸血の種類と取り扱いについて再確認し、実践に活かす事ができる
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9月25日（金）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.12
アセスメント力を身につけよう

◆受け持ち患者の看護サマリーを書くことができる
◆ＤＥＳＩＧＮ－Ｒについて理解し、適切な評価ができる
◆緊急を要する心電図について理解できる

○看護サマリー
○褥瘡管理・褥瘡評価方法 ○褥瘡管理における栄養
○心電図～ステップⅡ（正常な心電図と危険な不整脈について）～

講義
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ
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10月8日（木）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.13
知ってる人は焦らない
～救急 初級編～

◆基本的な人工呼吸器の取り扱いができる
◆緊急時の看護技術を習得できる
◆配属部署での戸惑いや疑問を分かち合うことができる

○ＢＬＳ ○ＣＰＲについて ○酸素投与法、酸素濃度について
○緊急時に使用する薬剤について ○救急カートについて
○人工呼吸器の取り扱い～初級編～ ○メンタルヘルスⅤ
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11月26日（木）
8：30～17：30

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.14
私にもできる無菌操作

◆標準予防策について理解し実施できる ◆無菌操作の必要性が理解できる
◆看護技術について手技を理解し実践に生かせる
◆転倒転落のアセスメントができ、対策を立案できる
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12月23日（水）
13：00～17：00

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.15
知ってる人は焦らない ～救急 実践編～

16

１月22日（金）
13：00～16:30

17

18

褥瘡予防対策チーム
主任会
実地指導者〔 東2・西3 〕
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員

師長 ： 堀口
主任 ： 門﨑・菖蒲
教育委員 ： 古賀・田﨑・森下

○メンタルヘルスⅣ ○リラクゼーションについて
○輸血

講義
グループ
ワーク

草村主任
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員
主任会

師長 ： 堀口
主任 ： 菖蒲・門﨑
教育委員 ： 古賀・田﨑・森下

記録システム委員会
褥瘡予防対策委員会
管理栄養士
心電図チーム

師長 ： 堀口
主任 ： 門﨑・菖蒲
教育委員 ：森下・古賀・田﨑

講義
演習

手術室師長・主任
心電図チーム
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員

師長 ： 堀口
主任 ： 門﨑・菖蒲
教育委員 ：古賀・田﨑・森下

○中心静脈内注射の準備、介助(管理)、セット交換
○無菌操作について ○転倒転落防止策の実施～パートⅡ～

講義
演習

主任会
実地指導者〔 包括・外来・透析室 〕
感染環境制御科長
医療安全対策実行チーム

師長 ： 堀口
主任 ： 菖蒲・門﨑
教育委員 ：田﨑・古賀・森下

◆おむつの適切な選択・装着ができる
◆急変時の対応をシミュレーション下で学ぶことができる

○おむつマイスター研修
○シミュレーション研修Ⅱ（多重課題）

演習

花王プロフェッショナルサービス
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員

師長 ： 堀口
主任 ： 菖蒲・門﨑
教育委員 ：森下・古賀・田﨑

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.16
受け持ち看護師ってなあに？

◆固定チームの受け持ち看護師としての役割を学ぶ
◆臨床倫理・看護倫理について理解し倫理的問題に気付くことができる
◆悩みが分かち合える

○固定チームナーシングの実践
○臨床倫理・看護倫理Ⅱ
○メンタルヘルスⅥ

講義
演習

主任会
副看護部長
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員

師長 ： 堀口
主任 ：門﨑・菖蒲
教育委員 ：田﨑・古賀・森下

2月25日（木）
13:00～17：00

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.１7
パールナース卒業間近
～完結編～

◆看取り、エンゼルケアについて理解し終末期の看護に生かすことができる
◆臨床倫理・看護倫理について理解し、倫理的問題について話し合うことができる

○危篤時から死への看護、エンゼルケア
○臨床倫理Ⅲ

講義
演習

3月3日（水）
14：00～17：00

2020年度看護部新規採用者教育の
最終評価と今後の課題についての検討会
『パールナース（新人）研修最終評価』

◆メンター・実地指導者・教育担当者・教育委員・主任・師長教育責任者それぞれの立場から
情報共有し、現状把握と最終評価を行ない、今後の課題を見出す

3月17日（水）
13：00～17：00

2020年度看護部新規採用者研修 Ｎｏ.１8
ＧＯＯＤきちゃうあなたの看護
～２年目に向けて～

◆1年間の看護活動を振り返り、仲間の体験を共有する
◆1年間の自分の看護を振り返り、事例としてまとめることができる
◆仲間と互いの看護を語り合うことで2年目の目標が見いだせる
◆悩みが分かち合える

緩和ケアチーム
副看護部長

師長 ： 堀口
主任 ：菖蒲・門﨑
教育委員 ：森下・古賀・田﨑
師長 ： 堀口
主任 ： 門﨑・菖蒲
教育委員 ：古賀・田﨑・森下

◯事例発表

発表会
グループ
ワーク

師長・主任
新人教育担当師長
新人教育担当教育委員
メンター・実地指導者

師長 ： 堀口
主任 ：菖蒲・門﨑
教育委員 ：田﨑・古賀・森下

