2018年度 新採用者入職時研修 プログラム
時
オリエンテーション項目

時

間
間

オリエンテーション 08：50～09：20
健康診断
09：20～10：50
4/2
（月） 就職手続き
辞令交付
開始 病院の方針
8:50 職業倫理
医療安全
看護部方針
看護協会説明
配属前の心構え
自己紹介
メンタルヘルスケア
院内感染防止対策
4/3 看護技術
(火）

分

40
20
30
60
60
60
15
35
20
60
60
120

感染予防技術

14：30～16：30

120

看護の実際

16：35～17：35

60

看護部教育計画

08：50～9：50

60

看護部医療安全
医療安全
4/4 看護記録
(水）
開始
8:50 接遇について

09：50～10：50
11：00～11：30
12：30～14：55

60
30
145

15：05～16：05

60

労働組合について
4/5 看護技術（実技）

16：05～17：35
08：30～12：00

（木） 看護技術（実技）
開始
8:30

13：00～16：50

開始
8:50

ポートフォーリオ説明

・

内

容

就職に必要な手続きを完了する 、勤務時間や就業規則について説明
配属先決定
医療理念と経営指針を知る
専門職としての心構え
当院の医療安全活動を知る
看護部理念を知る
KOMIケア理論学習教材と看護協会入会手続きについて知る
配属先をイメージでき疑問点が出せる
ストレスと上手に付き合おう
院内感染対策とは何かを知る
静脈注射実施に関するガイドラインについて知る
・神経損傷について
・抗生物質の用法と副作用の観察
・注意すべき薬剤を知る
・針刺し切創事故防止対策
感染経路別予防対策
スタンダードプリコーション
必要な防護用具
医療廃棄物規定に沿った適切な取り扱い 手洗い研修
針刺し切創事故防止対策
・針刺し切創事故防止対策
先輩の経験談を聴き、看護に対する姿勢や
当院の看護のあり様を学ぶ
看護部教育計画を知る
メディカルオンラインの説明
看護部医療安全活動を知る
放射線暴露防止
診療録に関するガイドラインについて知る
看護記録の実際を学ぶ 記録上の注意・記録様式
両備システムズにおける看護記録の実際
接遇の原則を知り、患者サービスに活かす

90 労働組合紹介
210 点滴・採血・静脈注射・ミキシング・指さし呼称による確認実技
点滴の滴下調節
血糖測定
230 活動援助技術（PT) ボディーメカニクス
歩行介助・移乗動作の介助・転倒転落防止策・身体拘束中の援助

10：40～12：10

認知症対応（高齢者体験）
排泄援助技術
要介護患者の体位変換・おむつ交換・安全な排泄介助
色々な部署の職員との顔合わせ
120 嚥下障害のある患者の口腔ケア・食事介助の実際
経管栄養・PEG・服薬援助
90 酸素療法・気道吸引について

13：10～15：40

150 環境整備＜春1＞

懇親会
自由参加 17：40～18：50
看護技術(実技）
08：30～10：30

（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）

的

30 ユニホーム配布とロッカールーム・研修の流れについて説明
90

10：50～11：30
12：30～12：50
12：50～13：20
13：30～14：30
14：35～15：35
15：45～16：45
16：45～17：00
17：00～17：35
08：50～09：10
09：10～10：10
10：20～11：20
11：20～11：50
12：50～14：20

4/19 看護技術(実技）
（木 ）
開始 看護技術
8:30 （ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）
意見交換
看護技術(講義）
4/26
（木） 医療安全
開始
8:30 看護技術

目

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修

（病室の環境を看護の視点で考える）

16：45～17：15
08：30～10：30
10：40～12：00
13：00～17：00

＊研修医2名：患者役

30 意見交換（入職後半月を経過して）
120 インスリン製剤の種類・用法・副作用・インスリンカード
80 輸血の取扱い（日赤）
210 患者観察の実際

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修

（患者観察の技術とポイントを確認し、得られた情報のアセスメント）

* 4/6(金）8:30～各所属部署にてオリエンテーション（途中9:00～順次内科検診があります。）

時
オリエンテーション項目

5/24
（木）
開始
13:00
6/
( ）

時

間
間

看護技術
(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）
医療安全

13：00～15：30

心肺蘇生法

08：30～12：30
13：00～17：00
08：50～9：50

人権新採用者研修
6/21
(木） 栄養管理の基本
開始 防災訓練
8:30 看護技術
(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）
看護技術
(実技）
7/ 糖尿病看護
(月 ）
皮膚科治療と看護

15：40～17：00

分

目

的

・

内

150 複数受け持ち時の優先順位のつけ方（軽症＜春３＞）
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修
80 麻薬の取り扱い

09：50～10：50
11：00～12：00
13：00～15：15

240 心肺蘇生法の流れと技術を学ぶ
240
60 人権推進活動について
患者情報室の紹介
★研修開始時間までは各病棟で勤務
60 栄養管理の基本を学ぶ
60 院内の防災対策を知る
135 患者状態変化への対応（転棟事故発生時の対応)

15：25～17：15

110 輸液ポンプ・シリンジポンプの準備と管理

13：00～15：00

心電図モニター
120 糖尿病の基礎知識と看護の基本を理解する

15：10～16：10
16：15～17：15
13：00～17：00

60 アトピー性皮膚炎について～当院での治療～
60 当院での看護を学ぶ
240 皮膚の生理学を含む、予防ケアの基本を知る

7/ 褥瘡ケア
( ）
9/初 看護必要度について 13：00～16：30
（ ）
夜勤前研修
08：30～11：00

210 看護必要度の概念と導入目的を理解する
看護必要度チェック票の構成を知る
150 夜勤に入る前の複数患者を受け持つことを学ぶ

10/初

( ) 夜勤の心構え
終末期の看護

11：10～12：00
13：00～14：30

化学療法
意見交換

14：40～16：40
16：45～17：15

容

50 夜勤に入るに当たっての自己管理について
90 終末期の看護を学ぶ
エンゼルケア
120 安全に化学療法を行う為の基礎知識と看護を学ぶ
30 意見交換（入職後半年を経過して）

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研修

