
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 池井病院 

所 在 地 小林市大字真方 87 

研修担当者 

氏名（役職）：村田 多美子（教育師長） 

E-mail：murata@yokikai.or.jp 

TEL  0984-23-4151（内線 911） FAX  0984-24-0635 

H P 掲 載 あり 病院ホームページ URL：https://yokikai.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） 

・申し込み期限までに、FAX 又はメールでお申し込みください。 

・FAX 用紙は、病院ホームページより印刷し使用してください。 

・日程変更や追加研修がある場合は、病院ホームページでも掲載いたしますので 

ご確認ください。申し込み後の日程変更の場合は、電話でご連絡いたします。 

 

～研修内容～ 

実施予定日 テーマ 主な内容等 

受入

可能 

人数 

申込期限 

４月 13 日（月） 

13：45～15：45 

患者さんの療養生活を快

適に支えるテクニック獲

得してみよう！ 

・ベッドメーキング  

臥床患者、手術後患者等 

・歩行介助・移動介助・移送

（車いす・ストレッチャー）  

・体位交換 

5 3/31 

4 月 14 日（火） 

13：45～15：00 

輸液ポンプとシリンジポ

ンプの取り扱いと使用方

法 

・ポンプ、シリンジポンプの

正しい操作方法 

 アラーム対応 

 実践 

5 3/31 

4 月 14 日（火） 

15：15～17：00 

感染予防・対策を知ってお

こう！ 

・スタンダードプリコーショ

ン（標準予防策）の実施 

・必要な防具用具（手袋・ゴー

グル・ガウン等）の着脱 

・医療廃棄物の取り扱い 

・針刺防止策と針刺し発生時

の対応 

・感染経路予防策（空気、飛

沫、接触）インフルエンザ、

ノロウイルス 

・吐物処理実践 

・医療器具の洗浄・消毒・滅菌 

5 3/31 
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実施予定日 テーマ 主な内容等 

受入

可能 

人数 

申込期限 

4 月 15 日（水） 

13：45～15：00 

疑似体験 

さあ、いかがですか？ 

・おむつ交換（装着） 

・ミキサー食・刻み・トロミ茶 

・食事介助 

・口腔ケア 

5 3/31 

４月１５日（水） 

15：15～17：00 

●動画視聴 

●実践 

バイタルサインを見逃さ

ないで！ 

・バイタルサインの測定 

腋窩検温、呼吸、脈拍・心拍 

血圧 

・パルスオキシメータ測定 

5 3/31 

４月１７日（金） 

13：45～17：00 

●動画視聴 

シミュレータを使って、や

ってみよう！ 

・採血管の種類と採取優先順 

 位 

・採血（真空管） 

・筋肉注射、皮下注 

・ミキシング 

・サーフロ留置（固定方法等） 

側管注入、生食フラッシン

グ、ロック等、自然滴下調整 

・導尿（持続的導尿、間欠的導

尿） 

・バルン留置 

・浣腸方法 

・摘便方法 

・吸引方法 

・経管栄養 

・血糖測定 

5 3/31 

４月２０日（月） 

13：45～15：15 

与 薬の技 術を習得 しよ

う！ 

・経口薬の与薬 

・外用薬の与薬（点眼、軟膏、

貼付薬） 

・輸血の準備・輸血・輸血後の 

観察 

（輸血の管理と実施、副作

用の観察） 

・インスリン製剤の種類・用

法の理解と副作用の観察 

・麻薬の種類・用法の理解と

副作用の観察 

 麻薬の投与・投与中の観察 

5 3/31 

４月２０日（月） 

15：30～17：00 

３学会合同呼吸療法認定

士により 

フィジカルアセスメント

能力を高めよう！（肺） 

・フィジカルアセスメントの

基本手順 

 問診 視診 触診 打診 

 聴診 

・フィジカルアセスメントの

ポイント 

・スクィージング 

5 3/31 
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実施予定日 テーマ 主な内容等 

受入

可能 

人数 

申込期限 

４月２１日（火） 

13：45～15：45 

 

 

 

救命救急処置技術を学ぶ 

・意識レベルの把握 

・気道確保（一次救命処置） 

・人工呼吸（一次救命処置） 

・閉鎖式心臓マッサージ（一

次救命処置） 

・自動体外式除細動器 

・カウンターショック操作方

法 

・酸素ボンベ 

5 3/31 

４月２２日（水） 

13：45～14：45 

医療と介護の連携の要の

介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）から学ぶ 

・ケアマネの仕事内容 

・ケアマネと病院看護師との

連携に必要なことは？ 

5 3/31 

4 月 22 日（水） 

15：00～17：00 

日本糖尿病療養指導士か

ら学ぼう 

糖尿病看護をマスターし

よう！ 

・糖尿病とは 

・糖尿病の合併症 

・血糖コントロール指標 

・薬物療法：インスリン療法 
手技、スライディングスケール 

・実技（インスリン注射、SMBG） 

5 3/31 

4 月 23 日（木） 

13：45～15：00 

心電図 

24 時間心電図 

・１２誘導心電図の装着と管 

 理 

・心電図モニターの装着と管 

 理 

5 3/31 

4 月 23 日（木） 

15：15～17：00 

日本褥瘡学会認定褥瘡看

護師から学ぶ 

1. 褥瘡とは？発生メカニズ
ム 

2. 耐圧管理について 
3. スキンテア 
4. ポジショニング 

 

 

5 

 

3/31 

4 月 28 日（火） 

17：10～18：10 

認知症は怖くない！ 

認知症患者を理解しよう 

・認知症の基礎知識 

・認知症とせん妄の違い 

・中核症状と BPSD の違い 

認知症患者への対応につい 

て 

5 3/31 

4 月 30 日（木） 

15：00～17：00 
1 か月フォローアップ研修 

慣れましたか？ 
疑問や不安はありませんか？ 

SBAR とは・・・ 
5 3/31 

5 月 26 日（火） 

15：00～17：00 
2 か月フォローアップ研修 

元気ですか？ 

・新人看護師技術チェックリ

スト確認 

 振り返りましょう！！ 

５ 4/31 

6 月 23 日（火） 

17：10～18：00 

リウマチケア看護師に学

ぼう 

・リウマチケア看護師とは 

・リウマチケア看護師の外来

での役割 

５ 5/31 

6 月 24 日（水） 

15：00～17：00 
3 か月フォローアップ研修 

３か月経過しました 

・新人看護師技術チェックリ

スト確認 

事例を通じて責任インスリ

ンを学ぶ 

振り返りましょう 

5 5/31 
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実施予定日 テーマ 主な内容等 

受入

可能 

人数 

申込期限 

７月２８日（火） 

17：10～18：10 

フットケア指導士、足爪補

正士によるケアを学ぶ 

・足病変を早期発見できる 

・正しい爪切りとは 

 

5 6/31 

８月２５日（火） 

17：10～18：10 
透析療法の知識を深める 

・透析療法とは 

・シャント管理 
５ 7/31 

９月 30 日（水） 

15：00～17：00 
６か月フォローアップ研修 

６か月経過しました 

 疲れていませんか？ 

・新人看護師技術チェックリ

スト確認 

 手技：インスリン、心電図、

吸引、血糖測定 

５ 8/31 

 


