
平成３０年度新人看護職員入職時研修プログラム 

   平成 30 年 3 月 22 日 

４月５日（木）  午前の部  場所:講堂２    ＊白衣着用  

                                                                       教育担当者：早川・本間 

 

午後の部  場所：講堂１、講堂２                 教育担当者： 早川・伊藤 

時間 テーマ 内容 講師・担当 

13:40～14:10(30 分） 放射線室 放射線室の役割、活動 放射線室 

松尾覚志室長 

14:10～15:30(80 分) 技術演習 移乗、体位変換 

リハビリテーション室について 

リハビリテーション室 

花田健理学療法士 

（本間、伊藤、川崎） 

15:30～15:40(10 分) 休憩   

15:40～17:10(90 分） 技術演習 清潔・排泄の援助（清拭、寝衣交換、リネン交

換、オムツ交換） 

教育委員 

（本間、伊藤、川崎） 

看護部係長 

（岡本、杉﨑） 

17:10～17：30（30 分） 研修記録記入  教育委員 

 

 

 

時間 テーマ 内容 講師・担当 

8:50～9:00(10 分） オリエンテーシ

ョン 

研修オリエンテーション 教育委員 

9:00～9:20(20 分） 看護課長、係長 

主任紹介 

各部署看護課長、係長、主任紹介 大橋看護部長 

9:20～10:30(70 分） 看護部の概要 看護体制・看護理念について 

教育目的・教育方法について 

看護部全大会・看護研究発表会・病棟会議、看

護部組織図、ワークライフバランス等 

大橋看護部長 

10:30～10:40(10 分） 休憩   

10:40～11:00(20 分） 看護部委員会 各委員会活動 金澤室長 

11:00～11:10(10 分） 看護協会 看護協会・看護協会会費の納入について 金澤室長 

11:10～11:40(30 分） 薬剤室 薬剤室の役割・活動 

薬剤処方の流れ 

薬剤室 

鈴木景就課長 

11:40～12:40(60 分） 新人交流 グループワーク 

（自己紹介、自己の目標設定） 

教育委員会 

12:40～13:40(60 分） 昼休憩  教育委員 



 

４月６日（金）  午前の部   場所:講堂１・２           教育担当者： 早川・中山 

時間 テーマ 内容 講師・担当 

8:50～9:00(10 分） オリエンテーシ

ョン 

研修オリエンテーション 教育委員 

9:00～9:30(30 分) 電子カルテ 電子カルテの基本操作（パスワード設定、情

報収集に必要な操作、情報管理について） 

主任会 

9:30～10:10(40 分) 看護記録 当院の看護記載基準について 

クリニカルパスについて 

看護記録委員会 

浅田課長 

クリニカルパス委員会 

原田係長 

10:10～10:20(10 分) 休憩   

10:20～10:50(30 分) 看護必要度 看護必要度枠組みの理解、評価ポイント 

看護必要度試験 

看護必要度委員会 

藤田係長 

10:50～11:20(30 分) 臨床工学室 臨床工学室の役割、活動 臨床工学室 

笹山貴司課長 

11:20～11:30(10 分) 休憩   

11:30～12：40（70 分） 感染対策 スタンダードプリコーション 

講義 

演習（手指衛生、個人防護具） 

澤課長 

(感染制御実践看護師） 

教育委員 

（中山、臼杵、松木） 

12:40～13:40(60 分） 昼休憩 

ＤＶＤ視聴 

 

看護連盟について 

早川 

 

午後の部                              教育担当者： 早川・臼杵 

時間 テーマ 内容  講師・担当 

13:40～14:10(30 分） 栄養管理室 栄養管理室の役割、活動 

当院の病院食管理について 

栄養管理室 

松村亜貴子管理栄養士 

14:10～14:40(30 分) 看護方式 固定チームナーシングについて 固定チーム委員会 

高橋主任 

14:40～14:50(10 分) 休憩   

14:50～15:50(60 分) 

 

技術演習 食事の援助 リハビリテーション室 

加賀潤輝言語聴覚士 

（中山、臼杵） 

15:50～16:00（10 分） 休憩   

16:00～17:10（70 分） 技術演習 与薬 

指示書、確認作業 

調剤、薬剤の取り扱い 

教育委員 

（中山、臼杵） 

係長（伊井、吉田） 

17:10～17:30(20 分） 研修記録記入  教育委員 



 

 

４月９日（月）  午前の部  場所：講堂２ 

教育担当者： 早川・本間 

時間 テーマ 内容 講師・担当 

8：50～9：00（10 分） オリエンテーション オリエンテーション 教育委員 

9：00～9:40（40 分） 新人教育指導について 

 

当院の新人教育 

月別目標、到達目標の目安 

本間係長 

9:40～9:50（10 分） 休憩   

9:50～10:50(60 分) 看護倫理と接遇 職場における看護倫理 

接遇、対応の原則 

松江次長 

10:50～11:00(10 分） 休憩   

11:00～12:40(100 分） ＶＯＤ視聴 

ナーシングサポート 

看護部ラダー 

４：「解剖生理学」と「エビデンス」から

採血を学ぶ～動画で学ぼう～ 

ナーシングサポート視聴方法 

看護部ラダーについて 

早川 

12:40～13:40(60 分) 昼休憩   

 

４月９日（月）  午前の部  場所：講堂２、研修室１・２ 

教育担当者： 早川・伊藤 

時間 テーマ 内容 講師・担当 

13:40～14:10(30 分） 臨床検査 臨床検査室の活動、検査の実際 

採血管など基礎知識 

臨床検査室 

辻田早苗課長 

14:10～15:50(100 分） 技術演習 静脈血採血、点滴注射、簡易血糖測定等 教育委員 

（本間、伊藤） 

看護部係長 

（藤田、原田） 

15：50～16：00（10 分）    

16：00～17：00（60 分） 看護職員としての基

本姿勢と態度 

 

 

 

組織の一員として 

看護部組織の機能 

勤務表の見方、出勤時刻、出勤簿捺印等 

継続学習について 

メンタルヘルス 

大橋看護部長 

早川 

17：00～ 配属部署発表 各部署課長と配属部署へ 大橋看護部長 

 


