
【新任者・転入者】

実施日 時間 研修名  テーマ ねらい 主な研修内容 講師 対象者 備考 勤務表

4月１日（水）～4月10日
（金）、4月21日（火）

8:30～17:15 初任者研修 新任看護師・転入看護師
オリエンテーション

病院・看護部の理念、目標を理解し組織の一員としての行動がとれる 講義 院内外講師 2020年度採用看護師
転入看護師

1階　講堂（中会議室）

【県採用1年目】必修

13：00～14：00 褥瘡 褥瘡予防ケアについて 褥瘡リスクのアセスメントができ、適切な予防ケアができる
皮膚・排泄ケア認定看護師

近石昌子

14：00～15：00 検査 検体の取り扱いについて 正しい検体の採取・提出・保存方法について理解し、正確な検査結果が得られる 中央検査部

15：15～16：15 輸血 輸血の取り扱いについて 正しい輸血の取扱いについて理解し、輸血時の看護に繋げる
臨床輸血認定看護師
木村佳美・天雲玲奈

16：15～17：15 化学療法 抗がん剤の取り扱いについて 適切な抗がん剤の使用方法や曝露対策について理解し、安全な取り扱いができる
がん化学療法看護認定看護師

松本雅美

11:00～12:00 看護必要度 看護必要度を理解しよう 看護必要度の定義・意味や項目に共通するアセスメント事項を理解する
副師長会看護必要度グループ

副看護師長　池田まゆみ

13:00～15:00 看護記録 看護記録の基本を理解しよう 看護記録記載の基本を学び、看護実践の過程を記録に書くことができる
看護記録形式監査について理解する

看護記録検討委員
4西　中村恵理

15:15～16:15 クリニカルパス クリニカルパスを理解しよう クリニカルパスを理解して、看護を展開できる クリニカルパス小委員会
副委員長　赤松沙織

16:15～17:15 振り返り みんなで語ろう　今の自分　 社会人・専門職業人として自分を振り返り、現状と今後の課題を明確にする グループワーク 教育委員

8月28日（金）
合同研修の後

16:15～17:15 グループワーク PDCA　フォローアップ研修
PDCAサイクルを回し続けて自己目標が達成できたことを共有し、他者の成功経験を
取り入れ自己成長に生かすことができる

グループワーク 教育企画室　木村久美子 2020年度採用看護師 1階　講堂（中会議室） 「研」

13:00～15:00 看護倫理 看護倫理とは 日常の看護場面で倫理的問題に気づくことができる 講義 看護師長　糸川雅子

15:15～17:15 感染対策
院内感染対策

フォローアップ研修
日々の看護の中、スタンダードプリコーションが適切なタイミングで実施できる 講義・演習

感染管理認定看護師
村井由佳

【採用3年目】必修
　  【看護研究】

8月25日（火）
8月27日（木）

両日　同じ内容
15:00～16：00 看護研究 看護研究をまとめよう 論理的な考え方、論文のまとめ方を知る 講義 看護研究委員　 山﨑路代

　採用3年目の課題研究に
　　　　取り組む看護師
　看護職員（会計年度任用
職員含む）のうち希望する者

　　8/25　1階  講堂（中会議室）
　　8/27　3階　34・35会議室
　＊「研究計画書」持参

「1研」

　　【看護管理】
　＊新任師長

4月3日（金） 14：30～15:30 管理業務オリエンテーション 実務に必要な具体的な師長の業務内容を知る
オリエンテーショ

ン
副看護部長　高島明美

　3階32会議室　副師長と合同
　＊ 「看護管理基準」
　　　「看護部Ｑ＆Ａ」　持参

「１研」

4月6日（月 ） 16:00～16:40 救急部オリエンテーション 救急部の業務を知り、日・宿直業務ができる
オリエンテーショ

ン
看護師長　平田智子 ※ ＥＲにて 「１研」

4月10日（金） 14:00～15:00 看護管理に取り組む　Part１ 目標管理の運営と師長の役割がわかる 講義 副看護部長　丹羽美裕紀
　　　　　　3階35会議室
　＊「 香川県立病院目標管理
　　　マニュアル」　持参

「１研」

4月20日（月） 14：00～15:00 看護管理に取り組む　Part2 看護管理に取り組む心構えができ、自己の課題を明らかにする 講義
副院長（兼）看護部長

鳥山宏美
3階　35会議室
副師長と合同

「１研」

6月5日（金） 17：30～18:30 看護管理に取り組む　Part3
看護管理者としての自己課題を明確にし、今後の管理実践に役立てる。
2月末に実践結果をレポートにまとめ、今後の課題を明確にできる

グループワーク
ファシリテーター

看護師長  　木村裕美
看護師長　　柴田育代

3階34会議室
　＊課題レポート提出2月26日(金）
　　 提出後看護部と面談

　＊新任副師長 　

4月3日（金） 14：30～15:30 管理業務オリエンテーション 実務に必要な具体的な師長の業務内容を知る
オリエンテーショ

ン
副看護部長　高島明美

　3階32会議室　師長と合同
　＊ 「看護管理基準」
　　　「看護部Ｑ＆Ａ」　持参

「１研」

14:00～15:00
看護管理（補佐）に取り組む

　Part１
看護管理に取り組む心構えができ、自己の課題を明らかにする 講義

副院長（兼）看護部長
鳥山宏美

3階　35会議室
師長と合同

15:00～16:00 マネジメントラダーについて マネジメントラダーについて理解し、計画的に副師長業務に取り組むことができる
オリエンテーショ

ン
副看護部長　丹羽美裕紀

3階35会議室
＊ 「マネジメントラダー表」

　  「自部署3月 月報」　持参

6月12日（金） 17：30～18:30
看護管理（補佐）に取り組む

Part２
副師長としての自己課題を明確にし、部署での役割遂行に活かす グループワーク

ファシリテーター
 副看護師長 　佃誠・藤本俊文

3階34会議室

　＊BSC

4月24日(金） 9：00～17：00 ＢＳＣ発表会 部署の目標と行動計画を明らかにする 発表会
看護部長

副看護部長
看護職員(会計年度任用職員

含む）のうち希望する者
1階　講堂（中会議室） 「研」

10月 ＢＳＣ中間評価 ＢＳＣの中間評価をし、戦略の見直しができる ヒアリング
看護部長

副看護部長

2月18日(木)・19日(金)・
20日(土）のうち2日間

10:00～18:00
9:00～12:00

BSC最終評価発表会 最終評価を基に次年度のBSCに繋げることができる
      ①発表会
      ②指導

グローバルヘルスマネージメント
研究所　所長　熊川寿郎先生

看護職員(会計年度任用職員
含む）のうち希望する者

1階　講堂（中会議室） 「研」

　　【実地指導者】

4月13日（月） １階　講堂（中会議室）

4月17日（金）
両日　同じ内容

3階34・35会議室

5月19日（火） 14：00～15：00 １階　講堂（中会議室）

5月21日（木）
両日　同じ内容

15：00～16：00 3階34・35会議室

6月17日（水）（合同） 　8:30～12:00 コーチングスキル コーチングスキルを習得しよう コーチングの基本的なスキルを学び、新任者の育成に活かすことができる 講義　演習
 株式会社　ONDO

代表　谷 益美
　　　 2020年度実地指導者
　　　採用3年目職員を除く

１階　講堂（中会議室） 「研/:」

4月30日（木） ⒕:00～15:00
新任教育担当

者研修
新任教育担当者の役割を明確にしよう

新任教育担当者の役割や教育的関わりについて理解する
自己理解・他者理解をし、実地指導者や新任者に合った支援方法を考える 講義　演習

 教育委員　 6西　谷口卓弘
　　　　　　　　7西　森本美穂

2020年度新任教育担当者 1階　講堂（中会議室） 「１研」

　　３月５日(金）
　  ３月11日（木）(合同）
    両日　同じ内容

14:00～15:00
実地指導者・教育

担当者研修
新任看護師教育

役割を知ってみんなで育てる

新任看護師教育の目的・目標を理解し、実地指導者、新任教育担当者、教育委員、
副看護師長、看護師長の役割を知る
部署全員で新任者を教育する職場風土に繋げる

講義 教育企画室　木村久美子
2021年度実地指導者・新任
教育担当者・教育委員・副看
護師長・看護師長

1階　講堂（中会議室） 「１研」

　　【看護必要度】

複数回
日時未定

看護必要度
評価者研修

   看護必要度　評価者研修 看護必要度の変更点について理解できる
講義
演習

副師長会看護必要度グループ
看護職員(会計年度任用職員

含む）のうち希望する者
「１研」

　　【看護記録】

８月４日（火）

9月1日（火）

　　【看護アシスタント研修】
　　＊病棟アシスタント

14:00～14：30 病院の機能・組織の理解をしよう
・医療や看護の動向を理解し、看護補助者としての役割行動に活かす事ができる
・看護チームの一員として、看護職員及び他職種と協働・連携ができる

副院長（兼）看護部長
鳥山宏美

14:30～15:00
守秘義務・個人情報保護・

接遇について
・看護補助ケアの対象となる人々に尊厳をもって倫理的配慮ができる
・医療人として守秘義務や個人情報保護について理解できる

副看護部長　渡邉由香

5月14日（木）
病棟アシスタント会

14:00～15:00
日常的に関わる補助ケアに必要となる

知識・技術を習得しよう
清潔の援助ができる 講義・演習 副看護師長　 阿野敬子 　　　看護アシスタント １階　講堂（中会議室）

6月11日（木）
病棟アシスタント会

14:00～15:00
看護補助業務における

安全対策について
看護補助ケアや業務において安全に配慮した対応ができる。 講義

医療安全管理室看護師長
和田小百合

　　　看護アシスタント
　　　看護事務アシスタント

3階34・35会議室

7月9日（木）
病棟アシスタント会

13：30～14：30
看護補助業務における

感染管理について
看護補助ケアや業務における感染防止への対応ができる 講義

感染管理認定看護師
花本沙耶香

　　　看護アシスタント
　　　看護事務アシスタント

3階34・35会議室

8月13日（木）
病棟アシスタント会

14:00～15:00
日常的に関わる補助ケアに必要となる

知識・技術を習得しよう
体位変換、移乗の援助ができる 講義・演習

皮膚排泄ケア認定看護師
東山直美

　　　看護アシスタント １階　講堂（中会議室）

9月10日(木）
病棟アシスタント会

14:00～15:00
日常的に関わる補助ケアに必要となる

知識・技術を習得しよう
排泄の援助ができる 講義・演習 副看護師長　 嶋本靖子 　　　看護アシスタント １階　講堂（中会議室）

10月8日（木）
病棟アシスタント会

14:00～15:00
日常的に関わる補助ケアに必要となる

知識・技術を習得しよう
食事の準備・介助、配膳・下膳ができる 講義 副看護師長　 佐々木桂子 　　　看護アシスタント １階　講堂（中会議室）

5月27日（水）
外来アシスタント会

16:00～16:30 病院の機能・組織の理解をしよう
・医療や看護の動向を理解し、看護補助者としての役割行動に活かす事ができる
・看護チームの一員として、看護職員及び他職種と協働・連携ができる

講義
副院長（兼）看護部長

鳥山宏美

6月24日（水）
外来アシスタント会

16:00～16:30
守秘義務・個人情報保護・

接遇について
・看護補助ケアの対象となる人々に尊厳をもって倫理的配慮ができる
・医療人として守秘義務や個人情報保護について理解できる

講義 副看護部長　渡邉由香

７月22日(水）
外来アシスタント会

16:00～16:45
看護補助業務における

安全対策について
看護補助ケアや業務において安全に配慮した対応ができる。 講義

医療安全管理室看護師長
和田小百合

9月28日（月）
外来アシスタント会

16:00～16:45
看護補助業務における

感染管理について
看護補助ケアや業務において感染防止への対応ができる 講義

感染管理認定看護師
花本沙耶香

10月28日（水）
外来アシスタント会

16:00～16:45
日常的に関わる補助ケアに必要となる

知識・技術を習得しよう
体位変換、移乗の援助ができる 講義・演習

皮膚排泄ケア認定看護師
東山直美

「2研」

「１研」

看護職員(会計年度任用職員
含む）のうち希望する者

2020年度実地指導者

2020年度実地指導者

 　【新任教育担当者】

講義
演習

教育委員　　　8東　定田修

講義
演習

 教育委員　 6西　谷口卓弘
　　　　　　　　7西　森本美穂

実地指導者研修
（Part4）

自己成長を確認しよう

論理的に考える習慣を身につけ、新任者に正しく伝える方法を学ぶ
いまどきの若者を理解し、伸ばすスキルを習得する

グループワーク 教育委員

9月11日（金）
9月18日（金）

両日　同じ内容

論理的思考力を高めよう

　　＊外来アシスタント

教育委員

4月16日（木）
病棟アシスタント会

看護記録検討委員
退院支援リンクナース

看護記録
講義
演習

入院前・入院時の情報を収集し、退院後の生活を見据えた計画立案ができ、切れ目
のない支援を実践し記録に残すことができる　　(両日別内容）退院を見据えた計画を立案しよう17:30～18:30

前半の振り返りをしよう

指導上のストレスや対処方法について共有することで、セルフコントロール力を高める
実地指導者としての関わりを振り返り、現状と今後の課題を明確にし後半に向けて目
標と取組みを考える

2月8日(月 ）
2月12日(金 ）

両日　同じ内容
14:00～15:00

14:00～15:00
実地指導者研修

（Part3）

   【実地指導者・教育担当者】

看護補助業務

講義

　
　　　看護アシスタント
　　　看護事務アシスタント

3階34・35会議室

看護補助業務
看護アシスタント

「１研」

※　2階　感染病棟会議室

１階　講堂（中会議室）

「１研」

1階　講堂（中会議室）
＊課題レポート提出日

2月26日（金）
「１研」

「１研」

6月11日（木）
メンバーシップ

研修
果たしていますか？自分の役割

チームの一員として自覚を持ち、主体的にPDCAサイクルを回して日々の自己目標達
成に向けた行動がとれる
メンバーシップを果たすためのコミュニケーションスキルを学び、報告・連絡・相談がで
きる

新任副師長研修

9月1日(火)
　　　7日（月）
両日同じ内容

新任師長研修

4月20日（月）

　　　5月20日（水）
　

講義

2020年度採用看護師 1階　講堂（中会議室） 「５研」

4月27日（月） 講義 2020年度採用看護師 1階　講堂（中会議室） 「：/研」

　　　           2020年度看護職員研修 　　　　　　　　　　　　　　　教育目標：自らの責任において自己研鑽し、倫理綱領に基づき自律・自立した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 思考と行動がとれる人材を育成する

株式会社　ONDO
代表　谷　益美

2020年度採用看護師
看護職員

（会計年度任用職員含む）
のうち希望する者

1階　講堂（中会議室） 「研/:」講義・演習

1階　講堂（中会議室） 「:/研」

「１研」

役割を通して自己の成長を確認できる

8：30～12：00

2020年度採用看護師
看護職員

（会計年度任用職員含む）
のうち希望する者

2020年度看護師長昇任者

14:00～15:00
実地指導者研修

（Part1）
実地指導者の役割と目標を明確にしよう

実地指導者の役割や教育的関わりについて理解する
自己理解・他者理解をし、相手に合ったコミュニケーションや支援方法を考える
実地指導者としての自己課題・目標を明確にする

2020年度副看護師長昇任者

看護管理

グループワーク 1階　講堂（中会議室）

実地指導者研修
（Part2）


