
目標：社会人として行動ができ、患者の安全を維持するための基本的な知識・技術を習得する。

月　日 研修名 対　象 目　　　　　標 内　　　　　容 講　師

4月1日（月）

8：30～17：15

ラダーⅡ 　　

月　日 研修名 対　象 目　　　　　標 内　　　　　容 講　師

2019年度　看護局教育計画　　　　

教育目標：専門職業人としてのキャリア形成に努め、創造性豊かな人材を育成する。

2019年5月8日～
2020年1月31日

配信研修
卒後1年

全員
ラダーレベルⅠ到達にむけて

【意思決定を支える力】

1. 看護業務基準とは
2. 看護者の倫理綱領とは
3. 場面を通した看護者の倫理綱領と看護
 　 業務基準の理解

日本看護協会
配信研修

新規採用者

1. 病院職員及び看護局に関する組織に
    ついて学ぶ
2. 看護業務を行う上で基本となる知識・
    技術を習得する

チームリーダーとしての役割を理解し
主体的なメンバーシップを発揮できる

自分の役割を理解し、リーダーシップを
発揮することができる

8月2日（金）
8：30～12:30

目標：自己の役割と責任を認識し、知識、技術をより深め、看護実践の場に活かせる。

フォローアップ
リーダー研修

1. フィジカルアセスメントの意義を理解し
　　EBNに基づいた看護が提供出来る
2. 実地指導者としてモデルとなる行動が
　　とれる

フィジカルアセスメントについて学ぶ
名古屋大学大学院

医学系研究科
山内　豊明

卒後8か月

ラダーⅠ

1．病院組織と理念
2．看護記録について
3．基本的な看護技術・知識の習得

スキルアップ
委員会

【別紙参照】
新人研修

12月5日（木）
8：30～17：15

1. 組織やチーム内での自分の役割を認
　  識し、メンバーの一員として行動できる
2. 自己目標が明確になり、自己の成長
   に繋げる
3. シミュレーションを通して自らの行動を
   振り返り、根拠に基づいた看護の必要
   性を理解する

1. 組織におけるメンバーの役割を果たす
2. プライマリーナーシングを理解する
3. 看護技術の取得状況と課題技術の情報共有
4. 看護記録の監査について
5. 多重課題発生時の対応
6. 根拠に基づいた看護と優先順位の選択
7. 患者対応の基本について

1．自己目標の確認
2．情報の交換会
3．自己の目標と課題を見い出す

プリセプティ研修
　(ステップⅡ)

6月6日（木）
8：30～12：30

新人教育
委員会

プリセプティ研修
　(ステップⅠ)

チーム内での自己目標が明確になり、
自己の成長に繋げる

卒後3か月

卒後1・2年
（実地指導者）

新人教育
委員会

AM： チームリーダーとしての役割を理解し
　　　 コミュニケーション技術を学び看護実践
　　　 に役立てる

PM： ＢＬＳ研修

9月11日（水）
8：30～17：15

卒後4年

卒後3年

日本看護協会
配信研修

山陽学園大学
中木　里実
平岡　玲子

畿央大学
福森　貢

① 4月20日（土）
② 6月1日(土)
　　　　統計学
③ 7月 6日（土）
④ 10月 5日（土）
⑤ 12月7日（土）
【 講師の振り分け
　　　　は別紙参照】

看護研究の取り組み方法と実際を知り
看護の創造性を養うことができる

・ 看護研究のプロセス
・ 看護研究計画書と倫理的配慮
・ 文献検索と統計学的基礎知識
・ データ収集と分析方法
・ 論文の書き方と発表方法

ラダーレベルⅡ到達にむけて
【　　　　　　　　　】

看護研究
卒後4年

卒後研究
担当者

卒後2年
　～4年

配信研修
2019年10月2日～
2020年1月31日

2020年3月6日（金）
プリセプティ研修

　(ステップⅢ)
卒後1年

自己の看護を振り返り、二年目の目標が
明確になり、成長に繋げる

1．組織やチームでの役割を再確認
2．責任ある看護実践について
3．クリニカルラダーＩ達成に向けたグループワーク

リーダー研修

リーダーとしての姿勢を学ぶ為のスキルを現場体験
を元に学ぶ

7月29日（月）
8：30～17：15

チームメンバー
研修



ラダーⅢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月　日 研修名 対　象 目　　　　　標 内　　　　　容 講　師

2019年10月2日～
　2020年1月31日

配信研修 卒後5年以上
ラダーレベルⅢ到達にむけて

【　　　　　　　　　】
日本看護協会

配信研修

ラダーⅣ

目標　：優秀な看護実践に加えて、人材育成能力を高める。

月　日 研修名 対　象 目　　　　　標 内　　　　　容 講　師

ナーシングエイド研修

月　日 研修名 対　象 目　　　　　標 内　　　　　容 講　師

看護必要度研修

月　日 研修名 対　象 目　　　　　標 内　　　　　容 講　師

看護職復職支援研修

月　日 研修名 対　象 目　　　　　標 内　　　　　容 講　師

月　　日 研修名 対　象 目　　　　標 内　　　　容 講　師

2020年
3月2日（月）

13：00～17：15
急性期看護研修

急性期看護
研修受講者

急性期看護研修を受講して自己の取り組
みを振り返る

自己の取り組みのプレゼンテーションを通して学び
を深める

看護ケア推進委員会

実地指導者研修

5月21日（火）
8：30～17：15
6月17日（月）
8：30～17：15
7月30日（火）
8：30～12：30

発達障害

卒後5年以上
（選択）

介護福祉士

係長・主査

1． 急性期看護ガイドライン
　　モニタリング・薬剤・血液ガス・血液データ理解
2． 周術期看護
　　がん化学療法患者・エンドオブライフと家族
　　看護・感染対策
3． 事例検討

重症患者の生体反応の理解を深め看護
ケアに活かすことができる

　9月7日（土）
8:30～15:00

社会保険労務士
産業カウンセラー

井上　基子
係長


下肢病変を起こすリスクの高い患者特徴について
下肢病変を起こすリスクの高い患者の適
切なケア方法を学ぶ

発達障害・適応障害についてその特性の
理解を深め、臨床現場や生活で遭遇する
対象者との適切な対応方法を学ぶ

看護局

1．看護必要度について
2．看護必要度の実施研修

看護必要度
委員会

看護必要度の理解を深める

1. 意見交換・職場復帰相談
2. 前年度復職支援者による講話

看護師
医療安全・ＢＬＳ

１．医療チームの一員としての役割
2. 業務サービスの提供に必要な知識と技術を
    習得する

エンゼルケア

アンガーマネジメント
中間管理職としてうまく怒りの感情とつきあ
ながら、適切な問題解決やコミュニケー
ションに結びつけていくことができる

師長
段取り力アップの方法を学び限られた時間を効率的
に使うことができるようになる

段取り力

看護師の補助業務としてのナーシングエ
イドの役割を理解し、業務を円滑安全に行
なうことが出来る

ナーシングエイド
研修

フェアアンド
イノベーション
永瀬　隆之

人工透析センター

カウンセリングルーム
Acceptace

カウンセラー
白石　邦明

（有）エルプランナー
橋本友希

死後ケアの技術の理解を深めるために、
標準予防策の考え方、エビデンスに基づ
いた理論を学び実践に活かすことができる

フットケア

12月13日（金）
8:30～12:00

5月25日（土）
8：30～17：15

1．遺族ケア
2．エンゼルケアについて
3．エンゼルメイクについて
４．遺体分野の感染予防対策について

急性期看護研修
急性期病院で働く看護師として根拠に基
づいた病態の変化の予測やアセスメントと
いった看護実践能力を高める

看護ケア推進委員会



集中ケア
2月3日（月）
8:30～12:00

1．重症患者の生体反応
2．フィジカルイグザミネーションを理解しアセスメント
　  に繋げる

11月16日（土）
8：30～17：15

発達障害・適応障害の基本的知識（概要）／発達障
害の特性（自閉スペクトラム・ADHD)/対象者への関
わり方（タオプ別）/発達障害への対応（承認のテク
ニック・質問の活用・効果的な伝達）

目標：専門領域における看護実践の役割モデルとなり、組織的な役割遂行を実践できる。

10月　　日（） 全体
現在の医療現場を理解しＷＬＢ支援を
活用することで復帰の準備ができる

復職支援者相談会
【復職予定者と
支援者集い】

10月～12月
看護必要度

研修
全体

6月18日（火）
13：00～17：15
6月26日（水）
13：00～17：15

ﾅｰｼﾝｸﾞｴｲﾄﾞ

6月22日（土）
8：30～17：15

集中ケア
認定看護師

段取り力アップで生産性を向上させ業務
改善に繋げる

1．アンガーマネジメントの基本的テクニックを
　　学ぶ
２．アンガーメネジメント診断を受け自己を
　　客観的に知る


