
様式②                         公益社団法人 宮崎県看護協会 

 

【医療機関受入研修の詳細】 

病 院 名 宮崎市郡医師会病院 

所 在 地 宮崎市新別府町船戸 738-1 

研修担当者 

氏名（役職）：戸髙 薫（看護副総看護師長） 

TEL  0985-24-9119 FAX  0985-23-2210 

H P 掲 載 あり 病院ホームページ URL：http://www.cure.or.jp/ 

申 込 方 法 

そ の 他 

（申込方法等施設側からの連絡事項など） 

「新人看護研修申込用紙」に対象となる研修番号をご記入の上、FAX にてご送信下

さい。 

 

～研修内容～ 

実施予定日 テーマ 目標 

受入

可能 

人数 

申込期限 

4 月 24 日（水） 

8：30～16：50 

採血 血管確保 輸液ルー

ト 

1. 静脈注射を安全に実施する為

に必要な知識を得ることがで

きる。 

2. 採血が手順に沿ってできる 

3. 静脈留置針の留置が手順に沿

ってできる 

4. 輸液ラインのセットが出来る 

5. 輸液滴下速度、滴下量の求め方

が分かる 

6. 陽圧ロックの方法が分かる 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 1 日（水） 

8：30～11：30 

医療安全研修：感染 

～感染しない、広げない～ 

1. スタンダードプリコーション

の基礎が理解でき、実践するこ

とができる。 

2. 正しい手洗いと手指衛生の方

法が習得できる。 

3. 正しい個人防護具の着脱の方

法が習得できる。 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 1 日（水） 

12：30～16：50 

もう怖くない救命処置  

一次救命処置 

1. 一次救命処置についての基本

的知識を学ぶ。 

2. 一次救命処置に必要な情報及

び手技を学ぶ。 

3. 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

を使用した心停止への処置に

必要な情報を学ぶ。 

4. 除細動器（DC）の AED モー

ドを使用した手技を学ぶ。 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 10 日（金） 

8：30～16：50 

医療安全研修： 

膀胱留置カテーテル挿入の

方法 

吸引法 

1. 滅菌物の管理の方法がわかる。 

2. 正しい滅菌物の取扱い（攝子、

ガーゼ）、滅菌手袋・滅菌ガウ

ンの着用方法および介助方法

が習得できる。 

3. 吸引の必要性、手技・手順が理

解できる（開放式・閉鎖式） 

制限

なし 
1 週間前 
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実施予定日 テーマ 目標 

受入

可能 

人数 

申込期限 

5 月 17 日（金） 

8：30～11：30 

医療安全研修：医療安全の

基礎 

1. 医療事故の基本を学び、医療事

故防止行動がとれるようにな

る。 

2. 当院の医療事故対策について

学びリスク感性をみがく。 

3. 危険予知し、回避する習慣を身

につける。 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 17 日（金） 

12：30～16：50 
活動と休息の援助 

1．歩行介助・移動の介助・移送の

技術を習得する 

2．体位交換（例：手術後、麻酔等

で活動に制限のある患者等への

実施）の方法を理解し実施できる 

3．廃用性症候群予防・関節可動域

訓練を学び実施できる 

4．入眠・睡眠への援助としてポジ

ショニングを学び実施できる 

5．体動、移動に注意が必要な患者

への援助（例：不穏、不動、高齢

者等への援助）を学び実施できる 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 20 日（月） 

9：30～12：30 

相手に伝わるコミュニケー

ション 

1. 円滑なコミュニケーションス

キルを学ぶ。 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 20 日（月） 

13：30～16：50 

ＰＮＳ：ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾅｰｼﾝｸﾞ 

※現在ＰＮＳを導入してい

る施設 

1. ＰＮＳが導入された理由や、看

護職を取り巻く日本の医療・看

護の実態から理解できる。 

2. ＰＮＳの看護提供システムを

理解する。 

3. ＰＮＳのマインドを理解する。 

4. 「PNS 体感で知る組織力アッ

プ法」を体験し、実務に活かす。 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 28 日（火） 

8：30～11：30 

これであなたも看護記録の

書き方がわかる 

   －基礎編ー 

1. 看護記録の基本を理解する 

2. 院内の看護記録ガイドライン

に沿った記録の実際を学ぶ 

制限

なし 
1 週間前 

5 月 28 日（火） 

12：30～16：50 

自信を持とう輸液管理  

その２ 

1. 正確にシリンジポンプ・輸液ポ

ンプの操作方法が理解でき、取

り扱いができる。 

2. 針刺し事故防止の重要性を血

糖測定の実践を通して理解で

きる。 

制限

なし 
1 週間前 

6 月 3 日（月） 

8：30～12：30 

重症度、医療・看護必要度 

※急性期一般基本料１の施

設が対象 

1. 看護必要度とその測定方法が

わかる。 

2. 重症度、医療・看護必要度の項

目ごとの説明と評価ができる 

3. 必要度の評価の記録が分かる。 

制限

なし 
1 週間前 

6 月 3 日（月） 

13：30～16：50 
看護者の基本的責務 

1. 看護者の基本的責務について

知る 

制限

なし 
1 週間前 
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実施予定日 テーマ 目標 

受入

可能 

人数 

申込期限 

6 月 14 日（金） 

12：30～16：50 

新人のための予防的スキン

ケア 

1. 皮膚の解剖生理がわかる 

2. スキンテアの定義・予防的スキ

ンケアのポイントがわかる 

3. オムツ交換時のポイントや患

者に合ったオムツの選択につ

いてわかる 

制限

なし 
1 週間前 

7 月 3 日（水） 

8：30～16：50 

すぐに活かせるフィジカル

アセスメント 

1. フィジカルアセスメントの意

義や必要性を理解できる。 

2. フィジカルアセスメントと看

護の関連が理解でき、実践演習

を通して臨床での活用方法を

理解できる 

制限

なし 
1 週間前 

7 月 19 日（金） 

8：30～11：30 

新人フォローアップ研修 

３ヶ月目 

～こんな時はどうする～ 

1. 3 ヶ月目の自己を知り、社会

人・職業人としての再確認と修

正ができる 

2. 困っていることの確認ができ、

誰に相談すべきか分かる 

3. 多重課題に対して優先順位の

つけ方が分かる 

制限

なし 
1 週間前 

7 月 19 日（金） 

12：30～16：50 

新人のための褥瘡ケア 

※研修番号 14 番の事前受

講が必須条件 

1. 褥瘡に関する基礎知識を学び

看護実践ができる 

2. 当院の評価ツールがわかる 

3. 体圧分散寝具、補助具の種類、

選択、使用方法について分かる 

制限

なし 
1 週間前 

8 月 2 日（金） 

8：30～11：30 

これであなたも読める心電

図 

～アラームが鳴ってもドキ

ドキしない～ 

1. 正常な心電図がわかる 

2. 心電図モニターの管理がわか

る 

3. 重症不整脈がわかり、先輩看護

師、医師に相談できる 

制限

なし 
1 週間前 

8 月 2 日（金） 

12：30～16：50 

もう怖くない救命処置 

－二次救命処置（ACLS）－ 

※研修番号１５・１８の事

前受講が望ましい 

1. 一次救命処置（ＢＬＳ）を再確

認することができ、確実なＢＬ

Ｓスキルを身につけることが 

  できる。 

2. 二次救命処置（ＡＣＬＳ）を知

ることができる。 

3. 心肺蘇生はチーム医療である

ことを理解する。 

4. 急変場面ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを通してど

のように対応することが必要

か、また今の自分の課題を知る

ことができる。 

制限

なし 
1 週間前 

9 月 20 日（金） 

8：30～11：30 
口腔ケア 

1. 口腔内を観察し異常がないか

アセスメントできる 

2. 口腔ケアの必要性を理解し、正

しい技術を習得することがで

きる 

3. 患者の状態に合わせた口腔ケ

アが実践出来る 

制限

なし 
1 週間前 
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実施予定日 テーマ 目標 

受入

可能 

人数 

申込期限 

9 月 20 日（金） 

13：30～15：00 

医療安全研修 

コミュニケーション・エ 

ラー 

1. コミュニケーションエラーの

発生要因と影響について理解

する。 

2. アサーティブなコミュニケー

ションをとる方法について知

る。 

制限

なし 
1 週間前 

9 月 20 日（金） 

15：15～16：50 
輸血に自信がつきます！ 

1. 輸血の管理について学ぶ 

2. 輸血の最新情報について知る

ことができる 

制限

なし 
1 週間前 

10 月 2 日（水） 

8：30～12：30 

これであなたも看護記録の

書き方がわかる 

   －実践編ー 

※研修番号９番の事前受講

が必須条件 

1. 院内の看護記録ガイドライン

に基づいた記録ができる。 

2. 立案された看護計画の経過記

録（SOAP）ができる 

制限

なし 
1 週間前 

10 月 2 日（水） 

13：30～16：50 

新人フォローアップ研修 

６ヶ月目 

 ～報告の仕方を知ろう～ 

1. 今の思いを吐き出して悩みを

共有し解決策を見出す。 

2. 医師およびスタッフに患者の

状況を分かりやすく伝えるこ

とができる。 

3. 職場や地域社会で多様な人々

と仕事をしていくために必要

な基礎的な力について理解で

きる。 

制限

なし 
1 週間前 

R １． 

2 月 14 日（金） 

13：30～16：50 

新人フォローアップ研修 

１２ヶ月目 

～自分を認めて自信を持

とう～ 

1. 卒後１年目の習熟度・達成感を

振り返り、２年目に向けて課題

が整理できる。 

制限

なし 
1 週間前 
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