
2018年度  新人看護職員年間集合研修企画一覧　  

研修コース 新人フォロー研修① 新人フォロー研修② 新人フォロー研修 新人フォロー研修③ 新人フォロー研修④

研修会名
はじめの一歩

「子どもの安全・感染」
ピカッときれいに気持ちよく！
「子どもの排泄・モニター」

正しく使おうHIS
「看護記録・電子カルテ操作」

きちっとしよう！！
「与薬システム・経口薬与薬」

知らなきゃどうする！
「輸液ポンプ・輸液管理」

研修月日 ４月５日（木） ４月６日（金） ４月９日（月） ４月10日（火） ４月17日（火）

研修時間 8：30～17：15 8:30～12:30 / 13:30～17:15 8:30～12:30 / 13:30～17:15 8:30～12:30 / 13:30～17:15 8:30～12:30 / 13:30～17:15

研修のねらい

１．医療安全の基本的知識が理解できる
２．当院のﾋﾔﾘﾊｯﾄ発生時の対応方法が分か
る
３．感染予防の基本を理解し、感染予防に
つなげられる
４．療養環境の安全性について考えられる
５．必要な看護技術を段階的に身につける
ことができる

１．安全、確実にモニターを使用する
ことができる
２．必要な看護技術を段階的に身につ
けることができる

１．看護記録・クリニカルパスの目的
や必要性を理解し、適切な記録ができ
る
２．看護業務に関連した病院情報シス
テム（HIS）の操作を習得する

１．与薬システムについて理解できる
２．必要な看護技術を段階的に身につ
けることができる

１．輸液管理に関する知識を持つこと
ができる
２．輸液に必要な機器の取り扱いが理
解できる

研修目標

１．基本的な安全行動の必要性が分か
り、自分の役割を認識できる
２．ﾋﾔﾘﾊｯﾄ報告の必要性が分かる
３．入院生活における危険予知の視点
が分かる
４．ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・ﾍﾞｯﾄﾞの使用
時の安全確認が実施できる
５．標準予防策を理解し、個人防護具
の着脱、ゴミの分別が正確に実施でき
る

１．SpO２・心電図モニターの使用方

法が分かる
２．オムツ交換・浣腸が手順に沿って
実施できる

１．看護記録・クリニカルパスの概要
が分かる
２．病院情報システムの基本的操作を
習得できる
３．病院情報システムから看護業務に
必要な情報が収集できる
４．適切な操作ができ、適切に情報入
力できる

１．与薬システムの安全確認方法が分
かる
２．与薬の技術が手順に沿って演習で
実施することができる

１．輸液管理の方法が分かる
２．輸液ポンプ・シリンジポンプの取
り扱いが理解できる
３．点滴管理・輸液ポンプ・シリンジ
ポンプ操作が手順に沿って実施できる

研修内容

【講義】
　１．医療安全
　２．標準予防策
【技術演習】
　１．①危険予知トレーニング
　２．感染防止
　　②手指消毒・手袋・ゴミの分別
　　③エプロン・ガウン
　３．危険予知
　　④ﾍﾞｯﾄﾞ・ｽﾄﾚｯﾁｬｰの取り扱い
　　⑤ﾍﾞﾋﾞｰｶｰの取り扱い

【講義】
　１．SpO２ﾓﾆﾀｰの原理

【技術演習】
　１．①SpO２ﾓﾆﾀｰ

　　　②心電図ﾓﾆﾀｰ
　２．③オムツ交換
　　　④浣腸

【講義】
　１．看護記録
　２．クリニカルパス
　３．セキュリティポリシー
【演習】
　１．電子カルテ操作

【講義】
　１．与薬システム・認証手順
　２．経口薬与薬
【技術演習】
　１．与薬システム・認証手順
　２．経口薬与薬

【講義】
　１．輸液管理
　２．IVプライミング
【技術演習】
　１．輸液ポンプ・シリンジポンプ
　２．IVプライミング



2018年度  新人看護職員年間集合研修企画一覧　  

新人フォロー研修⑤ 新人フォロー研修⑥ 新人フォロー研修⑦ 新人フォロー研修⑧ 新人フォロー研修⑨

空前絶後のー
「点滴管理・シーネ固定」

やさしく確実に！！
「薬剤管理・スキンケア」

手術を子どもと乗り越えよう！
「静脈注射・栄養・

周手術期看護・麻酔」

安全に確実に！！
「鼻口腔内吸引・気管内吸引・

NG挿入・TF」

Ⓑビシッと　Ⓛレクチャー
Ⓢしちゃいましょう

「救急蘇生」

４月20日（金） 4月27日（金） ５月23日（水） ５月25日（金） ６月14日（木）/15日（金）

8:30～12:30 / 13:30～17:15 8：30～12：30 8：30～17：15 8:30～12:30 / 13:30～17:15 8：30～17：15

１．必要な看護技術を段階的に身につ
けることができる

１．スキンケアについて理解できる
２．適切な薬剤管理ができる
３．就職後1か月の思いを共有し、今後
の意欲につなげる

１．静脈注射を安全に実施する基礎的
知識を習得する
２．小児の呼吸・循環、周手術期の看
護、麻酔が分かる
３．子どもの栄養について理解できる
４．子どもの摂食行動、介助のポイン
トが理解できる

１．必要な看護技術を段階的に身につ
けることができる

１．蘇生場面における一次蘇生、二次
蘇生の内容が分かり、行動できる
２．必要な看護技術を段階的に身につ
けることができる
３．就職後3か月の思いを共有し、今
後の意欲につなげる

１．点滴介助・ｼｰﾈ固定・抗生剤溶
解・側注が、手順に沿って実施できる

１．スキンケアの基本的知識・技術が
分かる
２．薬品の取り扱い・管理について理
解できる
３．1か月の自分の成長を認めることが
できる

１．看護師による静脈注射実施の法的解釈
を知り、看護師が行う範囲・状況について
理解する
２．与薬方法としての静脈注射の特徴及び
基礎的知識を習得する
３．小児呼吸・循環の基礎が理解できる
４．周手術期の看護についての基本が分か
る
５．小児麻酔、産科麻酔の特徴が分かる
６．子どもの栄養の特徴が分かる
７．摂食行動の原理、摂食援助の方法が分
かる

１．鼻口腔内吸引.・気管内吸引・酸素
吸入の手順が分かり実施できる
２．NG挿入・TFの手順が分かり実施
できる

１．蘇生場面における基本的技術が実
施できる
２．一次蘇生の内容が分かり実施でき
る
３．二次蘇生における新人の役割が分
かる
４．胸骨圧迫、マスクバギング、気道
確保の技術が習得できる
５．AEDの手順を学びイメージ化がで
きる
６．除細動器の使用目的が理解できる
７．3か月間の自分の成長を認めるこ
とができる

【講義】
　１．ｼｰﾈ固定
　２．抗生剤投与
【技術演習】
　１．点滴介助(採血介助)・ｼｰﾈ固定
　２．抗生剤溶解・側注

【講義】
　１．スキンケア
　２．薬剤管理
【技術演習】
　１．スキンケア
【GW】
　１か月の振り返り

【講義】
　１．静脈注射
　２．小児呼吸・循環の基礎
　３．小児・産科麻酔
　４．周手術期看護
　５．小児の栄養
　６．小児の摂食

【技術演習】
　１．鼻口腔内吸引
　２．気管内吸引
　３．酸素吸入
　４．NG挿入・TF

【講義】
　１．小児の救急蘇生
【技術演習】
　１．救急蘇生
　　①ボスミン10倍希釈
　　②気道確保・マスク換気
　　③胸骨圧迫、除細動器の説明
　　④発見から1人法、2人法までの
　　　一連の流れ
【GW】
　3か月の振り返り



2018年度  新人看護職員年間集合研修企画一覧　  

新人フォロー研修⑩ 新人フォロー研修⑪ 新人フォロー研修⑫ 新人フォロー研修⑬

ぼくらはみんな生きている
「子どもの権利・ﾌﾟﾚﾊﾟﾚｰｼｮﾝ・

褥瘡・放射線科検査」

家族とともに元気ガエル
「家族看護・妊産褥婦の心理」

バタバタ走るよ、バタコさん！
「多重業務」

私こんなに成長しました！
「PNS・継続看護・技術発表」

６月26日（火） ７月20日（金） ８月16日（木）/17日（金） ９月21日（金）

8：30～17：15 13：30～17：15 8：30～12：30 8：30～17：15

1．子どもの権利を学び、子どもの擁護者としての
自覚を持つことができる
２．子どもに適したﾌﾟﾚﾊﾟﾚｰｼｮﾝを実践できる
３．褥瘡予防ができる
４．放射線検査を受ける子どもの看護が実践できる
５．医療安全・感染対策に関する日頃の行動を振り
返り、必要な行動を再認識し、実践につなげること
ができる

１．小児看護における家族看護の必要性が分
かる
２．妊産褥婦の心理を知ることができる

１．優先順位について考えられる
２．看護技術の振り返りができる

１．PNSについて理解できる
２．医療安全・感染対策に関する日頃の行動を振り返り、必
要な行動を再認識し、実践につなげることができる
３．小児専門病院看護師として継続看護について理解でき、
実践につなげることができる
４．地域連携について理解できる
５．技術の振り返りを行い、思いを共有し、自己の成長を感
じることができる
６．就職後6か月の思いを共有し、今後の意欲につなげる

１．子どもの権利・倫理原則が分かる
２．入院している子どもの療養環境が分かる
３．プレパレーションの基礎知識と実践方法
が理解できる
４．褥瘡の基礎知識を学び、褥瘡予防治療計
画書が作成できる
５．放射線科で行われる検査内容・方法・注
意点について理解できる
６．医療安全・感染対策に関する日頃の行動
を振り返り、必要な行動を再認識できる

１．家族看護の基礎知識を学ぶ
２．先輩看護師の体験談から家族看護につい
て考えることができる
３．妊娠期・産褥期の心理を学び、家族の体
験から家族看護について考えることができる
４．グループワークやロールプレイを通して
家族支援について具体的に考えることができ
る
　

１．優先順位の根拠について言える
２．これまで経験した看護技術が臨床現場の
状況で確実に実施できる

１．PNSについて学ぶ
２．医療安全・感染対策に関する日頃の行動を振り返
り、必要な行動を再認識できる
３．地域連携について学ぶ
４．継続看護について学ぶ
５．技術の振り返りを行うことで、半年間の自分の成
長を感じることができる
６．6か月間の自分の成長を認めることができる

【講義】
　１．子どもの権利
　２．プレパレーション
　３．褥瘡
　４．感染対策フォローアップ１
　５．医療安全対策フォローアップ１
　６．検体・輸血
　７．放射線科検査
【演習】
　１．褥瘡

【講義】
　１．家族看護
　２．妊産褥婦の心理
　３．先輩看護師の家族看護経験発表
【GW】
　家族支援について具体的に考える

【GW】
　カルガモ研修での学び
【技術演習】
　多重業務シミュレーション

【講義】
　１．PNS
　２．感染対策フォローアップ２
　３．医療安全対策フォローアップ２
　４．地域連携
　５．継続看護
【発表】技術の発表
【GW】6か月の振り返り



2018年度  新人看護職員年間集合研修企画一覧　  

新人フォロー研修⑭ 新人フォロー研修⑮ 新人フォロー研修 新人フォロー研修⑯

このーき　何のき　基本のき
「看護過程1」

やっててよかった
「看護過程2」

フィジカルアセスメント研修
BE　AMBITIOUS!!
「看護を考える」

10月19日（金） 11月12日（月） 11～12月/1～2月 平成31年３月５日（火）/6日（水）

8:30～12:30 / 13:30～17:15 8:30～12:30 / 13:30～17:15 8：30～17：15 8：30～12：30

１．看護過程の展開を学び、情報整理と
アセスメントの考え方が理解できる

１．看護過程の展開を学び、日々の実践
に活かすことができる

１．子どもの生理学的異常兆候を察知し、
報告することができる
２．小児の救急蘇生場面において、迅速な
役割行動をとることができる

１．看護実践を振り返り、次年度の課題を
明確にできる

１．看護過程の基礎知識が理解できる
２．指導を受けながら提示事例の情報整
理・アセスメントができる

１．統合・問題点の抽出の考え方が理解
できる
２．支援を受けながら、目標設定、計画
立案ができる

１．小児のフィジカルアセスメントができ
る
２．質の高いBLSが実施できる
３．ALSに向けた準備ができる

１．１年間の学びを言葉にして語ることが
できる
２．発表やグループワークを通し、小児専
門病院の看護師として求められていること
を理解できる
３．次年度に向けて自分の大切にしたい看
護、今後の自己の課題を明確にできる

【講義】
　１．看護過程の展開
【演習】
　事例を用いて看護過程の展開

【講義】
　１．統合・問題点の抽出
　２．看護計画の立案方法
【演習】
　事例を用いて看護過程の展開

【講義・演習】
　１．フィジカルアセスメントと心肺蘇生
　２．BLS、ALS演習
　３．シミュレーション：
　　　実技、振り返り、評価

【発表・ＧＷ】
　１．実践事例を通して自分の大切に
　　　したい看護についての発表
　２．次年度の目標設定


