
月 テーマ 講師 対象 担当 場所

インシデント入力・転倒転落防止医療安全管理者・担当者会

輸血について 輸血室

画像診断の基礎 画像診断科

麻薬・危険薬について 薬剤師

初めておこなう調査研究入
門①（①～⑤すべてに参

看護研究委員
レベルⅢ初期の看護師
（4-5年目）

看護研究委員会 講堂

第 295 回看護集談会 全看護師 教育委員会

新人教育担当者研修 新人教育担当 新人教育担当者 新人教育担当会 討議室

１２西　看護師

急性重症患者看護専門看護師

新人教育担当者

スキンケア 皮膚・排泄ケア認定看護師

接遇Ⅰ サービス向上委員

看護倫理Ⅰ-① 慢性疾患看護専門看護師

看護技術研修（糖尿病の基
礎・血糖測定・インスリン）

慢性疾患看護専門看護師

接遇Ⅱ サービス向上委員 ラダーⅡ サービス向上委員会 保健教室

ＢＬＳ ＣＰＲ委員 ラダーⅡ以上
ＣＰＲシステム検討委員

会
保健教室

感染防止①（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 看護助手 病棟婦 感染管理認定看護師 討議室

職場教育担当者研修 新人教育担当 職場教育担当者 職場教育担当者会 保健教室

院内感染対策セミナーⅠ 感染管理認定看護師 全看護師 感染管理認定看護師 討議室

基礎看護Ⅰ
（フィジカルアセスメント応用）

新人教育担当者会

転倒転落防止対策 医療安全担当

看護必要度 必要度委員

看護倫理 倫理委員 ラダーⅡ 倫理委員会 講堂

初めておこなう調査研究入
門②（①～⑤すべてに参

看護研究委員
レベルⅢ初期の看護師
（4-5年目）

看護研究委員会 講堂

第296回看護集談会 全看護師 教育委員会

接遇①（①②の内容は同じ） サービス向上委員 看護助手 病棟婦 サービス向上委員会 討議室

緩和ケアについて がん専門看護師

看護過程Ⅰ 看護記録委員

災害拠点病院の役割 災害対策委員会

防災訓練 施設

感染防止②（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 中途採用看護師 ＩＣＴ 討議室

教育原理Ⅰ 院外講師
ラダーⅢ
（実習担当・プリセプター・
新人教育担当）

教育委員会 保健教室

転倒転落防止対策①（①②は
同様の内容）

医療安全担当 全看護師 医療安全担当者会 講堂

教育原理Ⅰ 院外講師
ラダーⅢ
（実習担当・プリセプター・
新人教育担当）

教育委員会 保健教室

コミュニケーションⅠ－① 外部講師 新人教育担当者会

3ヶ月振り返り　 新人教育担当者 新人教育担当者

薬剤の安全な取扱い①（①②
は同様の内容）

医療安全担当 全看護師 医療安全担当者会 保健教室

第297回看護集談会 全看護師 教育委員会

静脈注射研修【実技演習】 ＩＶＮＳ 講義終了者 ＩＶＮＳ 保健教室

指導の振り返り 新人教育担当者 新人教育担当者 講堂

外部講師 実地指導者

災害看護 災害対策委員 ラダーⅡ・Ⅲ 災害対策委員会 災害棟講堂

　院内研修計画

7
月

新規採用者・他

新規採用者・他

６
月

コーチング
指導者のメンタルヘルス

トランスファー
吸引・呼吸療法・
心電図

新人教育担当者会 講堂
災害棟

5

新規採用者・他
新人教育担当者会 講堂

講堂

講堂

講堂

新人教育担当者会
緩和ケアチーム
看護記録委員会

講堂

新規採用者・他

新規採用者・他

新人教育担当者
医療安全担当者会

新規採用者・他

新人教育担当



月 テーマ 講師 対象 担当 場所

論文の書き方 看護研究委員 レベルⅡ 看護研究委員会 5Fセミナー室

院内感染対策セミナーⅡ 感染管理認定看護師
リンクナース
ラダーⅡ以上のナース

感染管理認定看護師 討議室

感染防止②（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 看護助手 病棟婦 感染管理認定看護師 討議室

災害看護 災害対策委員 ラダーⅣ 災害対策委員会 討議室

接遇Ⅲ サービス向上委員 ラダーⅢ サービス向上委員会 保健教室
初めておこなう調査研究入
門③（①～⑤すべてに参
加）

看護研究委員
レベルⅢ初期の看護師
（4-5年目）

看護研究委員会 講堂

第298回看護集談会 全看護師 教育委員会

インシデント分析の実際
　　　　４Ｍ分析

医療安全推進委員 ラダーⅡ以上 医療安全担当者会 保健教室

院内感染対策セミナーⅢ 感染管理認定看護師
リンクナース
ラダーⅡ以上のナース

感染管理認定看護師 討議室

基礎看護Ⅱ（検査データ） 新人教育担当者 新規採用者・他 新人教育担当者 講堂

人工呼吸器 ＭＥ技師

看護倫理 倫理委員 ラダーⅢ 倫理委員会 保健教室
初めておこなう調査研究入
門④（①～⑤すべてに参
加）

看護研究委員
レベルⅢ初期の看護師
（4-5年目）

看護研究委員会 講堂

第299回看護集談会 全看護師 教育委員会

医療安全研修（ＫＹＴ） 医療安全推進委員 看護助手 病棟婦 医療安全担当者会 保健教室

リーダーシップⅠ（メンバーシップ） 新人教育担当者 新規採用者・他 新人教育担当者 講堂

6ヶ月フォローアップ研修②
「チャレンジ進捗」

新人教育担当者

コミュニケーションⅠ－② 外部講師 新人教育担当者会

静脈注射研修（講義①） ＩＶＮＳ 医療安全担当者会

摂食嚥下障害看護セミナー 摂食嚥下障害認定看護師 看護助手
摂食嚥下障害認定看護

師
討議室

ＩＣＬＳ ＣＰＲシステム検討委員会 ラダーⅢ以上
ＣＰＲシステム検討委員

会
講堂

院内感染対策セミナーⅣ 感染管理認定看護師
リンクナース
ラダーⅡ以上のナース

感染管理認定看護師 討議室

感染防止①（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 中途採用看護師 感染管理認定看護師 討議室

第300回看護集談会 全看護師 教育委員会 講堂

災害看護 災害対策委員 ラダーⅣ 災害対策委員会 討議室

摂食嚥下障害看護セミナー① 摂食嚥下障害認定看護師 ラダーⅠ・Ⅱ 摂食嚥下障害認定看護師 討議室

感染防止③（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 看護助手 病棟婦 感染管理認定看護師 討議室

看護倫理Ⅰ-② 慢性疾患看護専門看護師 新規採用者・他 倫理委員会 講堂

看護研究への道①
『研究課題を見つけよう』

看護研究委員 看護研究委員会

第301回看護集談会 全看護師 教育委員会

摂食嚥下障害看護セミナー② 摂食嚥下障害認定看護師 ラダーⅠ・Ⅱ 摂食嚥下障害認定看護師 討議室

接遇Ⅳ サービス向上委員 ラダーⅣ サービス向上委員会 保健教室

摂食嚥下障害看護セミナー 摂食嚥下障害認定看護師 看護助手
摂食嚥下障害認定看護

師
討議室

インシデント分析の実際
【ＲＣＡ　ⅠｍＳＡＦＥＲ】

医療安全推進委員
医療安全担当者主任
副看護師長
ラダーⅢ以上看護師

医療安全推進委員
５Ｆ研修

セミナー室

院内感染対策セミナーⅤ 感染管理認定看護師
リンクナース
ラダーⅡ以上のナース

感染管理認定看護師 討議室

初めておこなう調査研究入
門⑤（①～⑤すべてに参

看護研究委員
レベルⅢ初期の看護師
（4-5年目）

看護研究委員会 講堂

第302回看護集談会 全看護師 教育委員会

摂食嚥下障害看護セミナー 摂食嚥下障害認定看護師 ラダーⅢ 摂食嚥下障害認定看護師 討議室

転倒転落防止対策②（①②は
同様の内容）

医療安全担当 全看護師 医療安全担当者会 講堂

接遇①（①②の内容は同じ） サービス向上委員 看護助手 病棟婦 サービス向上委員会 討議室

リーダーシップ実践報告会 看護部教育委員 ５Ｃ中堅研修受講者 教育委員会 保健教室

９
月

1
1
月

１
０
月



月 テーマ 講師 対象 担当 場所

リーダーシップⅡ研修 副看護師長 ラダーⅡ 教育委員会 講堂

薬剤の安全な取扱い②（①②
は同様の内容）

医療安全担当 全看護師 医療安全担当者会 保健教室

第303回看護集談会 全看護師 教育委員会 講堂

病態関連図（基礎看護Ⅲ）発表 新人教育担当者 新規採用者・他 新人教育担当者会 講堂

看護過程Ⅱ 看護記録委員 ラダーⅡ 看護記録委員会 保健教室

感染防止③（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 中途採用看護師 感染管理認定看護師 討議室

看護過程Ⅲ①（①②通して参
加）

看護記録委員 ラダーⅢ 看護記録委員会 保健教室

災害看護 災害対策委員 ラダーⅣ サービス向上委員会 討議室

リーダーシップⅢ①（講義と
GW)

副看護師長
ラダーⅢ初期（経験年数
3‐4年目）

教育委員会 講堂

第304回看護集談会
ポスターセッション

全看護師 教育委員会 講堂

静脈注射講義② ＩＶナース 新規採用者・他 ＩＶナース 講堂

看護研究への道②
『研究計画書を作ってみよう』

看護研究委員 新規採用者・他 看護研究委員会

第304回看護集談会
ポスターセッション

全看護師 教育委員会 講堂

看護過程Ⅲ②（①②通して参
加）

看護記録委員 ラダーⅢ 看護記録委員会 保健教室

感染防止④（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 看護助手 病棟婦 感染管理認定看護師 討議室

静脈注射実技演習 ＩＶナース
新規採用者で講義修了
者

静脈注射検討グループ 保健教室

コミュニケーションⅠ－③ 外部講師 新規採用者・他 新人教育担当者会 講堂

目標管理をもう一度 副看護師長または看護師長 新人教育担当者会

１年の喜び 新人教育担当者　　

静脈注射実技演習 ＩＶナース
新規採用者で講義修了
者

静脈注射検討グループ 保健教室

医療安全関連委員会
ポスターセッション

全職員 医療安全推進委員会 講堂

医療安全関連委員会
ポスターセッション

全職員 医療安全推進委員会 講堂

医療安全関連委員会
ポスターセッション(発表)

全職員 医療安全推進委員会
講堂

保健教室
リーダーシップⅢ③（振り返り
GW)

副看護師長
ラダーⅢ初期（経験年数
3‐4年目）

教育委員会 講堂

実施指導者研修 教育委員
ラダーⅢ以上でH29年度
プリセプターを担う者

教育委員会

感染防止④（①～④の内容は
同じ）

感染管理認定看護師 中途採用看護師 感染管理認定看護師 討議室

3
月

１
２
月

２
月

１
月




