
　　　　　　　　　　　　　　 R4年4 月1 日

　　　②論理的な思考と正確な看護技術で、ニーズに応じた看護実践ができる

区分 対象 研修テーマ（目標） 研修内容・方法 担当者 自主研修
◆　新人教育プログラム　　　※詳細は別紙　　　　　　
　　　　・静脈注射プログラムⅠ　　
　　　　・看護過程の展開（基礎情報）等

講義・演習
看護科教育委員会
教育専従

□　外来採血技術習得研修
　　　・採血技術を６R確認を確実に行いマニュアルに沿って実施できる

実地研修：外来(採血)
看護科教育委員会
教育専従

◆　事例（課題）実践レポート
　　　・患者の全体像を把握し、一貫性のある看護を導き優先順位を考慮した
　　　　看護課程の展開を学ぶ　　

講義：受け持ち看護師の役割
実践・報告会 看護科教育委員会

□看護技術習得研修　（希望者）
　　　・新人看護師研修での学びを振り返り基本的な看護技術の習得ができる
□見学・体験研修

実地研修

救急室・手術室・心カテ室・内視鏡検査など

看護師長
教育専従

レベルⅠ到達者

◆　受け持ち患者の看護過程の展開
　　　・患者の状態変化を捉え、状況に応じた看護を実践する

講義・GW:受け持ち看護師の役割　　　　　
実践・報告会

看護科教育委員会

●ナーシングサポート
　　・基礎習得コース　　　　　
　　・中堅コース
●院外研修：看護協会など　　　　　　　　

◆　受け持ち患者の個別的な看護過程の展開
　　　・近年の医療・看護の動向と患者を取り巻く地域の状況を知り、多職種と連携し
　　　　看護実践できる
　　　・倫理的課題を学び、意思決定に必要な情報提供や場の設定ができる

講義・GW:セルフケア・コンサルテーション・意志決定支援（ACP）　　　　　　　
実践報告会

看護科教育委員会

◆　看護研究計画書 eラーニング：看護研究コース
看護研究計画書作成・実践 看護研究委員会

レベルⅢ到達者

◆　予測的判断をもった看護過程の展開
　　　　・近年の医療・看護の動向と患者を取り巻く地域の状況を知り多職種の力を
　　　　　調整し連携しながら看護実践ができる
　　　　・倫理的課題を学び、意思決定支援に伴うゆらぎを共有でき、選択を尊重できる　　

講義・GW:セルフケア・地域包括ケアシステム・コンサルテーション・意思決定支援（ACP）
eラーニング：倫理、チーム医療コース
実践・報告会 看護科教育委員会

●ナーシングサポート
　 ・倫理、チーム医療コース　　　　　　
　 ・看護共有コース
●院外研修：看護協会など

レベルⅣ到達者

◆　QOLを高める看護過程の展開
　　　・より複雑な状況尾のある患者のニーズに対して他職種と連携しリーダーシップを
　　　　発揮し看護実践ができる

eラーニング：倫理、チーム医療コース・管理研修コース
実践・報告会

看護科教育委員会　　　

●ナーシングサポート
　 ・倫理、チーム医療コース　　　
　 ・看護管理コース
●院外研修：看護協会など

　　フレッシュパートナー
　　　　　レベルⅡ到達以上の
者
　　クリニカルコーチ
　　　　　レベルⅢ到達以上の
者

□各部署で新採用看護師育成に携わるための役割・支援方法について知る 講義

看護科教育委員会
教育専従

静脈注射Ⅱ 静脈プログラムⅠ終了者
静脈注射プログラムⅡ：（2年次以上の未受講者対象）
　　　・静脈注射の安全な実施に関する知識技術を習得する

講義・演習：抗がん剤の治療の知識
認定看護師、薬剤師　　　　
看護科教育委員会

静脈注射Ⅲ 静脈プログラムⅡ終了者
選）静脈注射プログラムⅢ：
　　　・静脈注射ガイドラインに沿った静脈注射の知識・技術を知る

講義
実技演習
筆記テスト

認定看護師、薬剤師　　　　
看護科教育委員会

夜勤リーダー レベルⅡ到達者
本研修未受講者

□　リーダーシップⅠ
　　　・リーダーシップを発揮し、夜勤リーダーができる

講義・GW：夜勤リーダーについて・アサーティブコミュニケーション
eラーニング：リーダー育成コース
実践

看護科教育委員会　　　

リーダーシップⅡ レベルⅡ到達者
□　リーダーシップⅡ
　　　・リーダーシップについて理解し自部署で発揮できる

講義：リーダーシップの基本・アサーティブコミュニケーション　
実践・報告会 看護科教育委員会　　　

Ⅰ
レベルⅢチャレンジャー

本研修未受講者
コーディネーター未経験者

□　コーディネーターの役割
　　　・コーディネーターとしての役割を理解し、業務が円滑に実践できる

講義：コーディネーターの役割・ファシリテーション
実践
評価表チェック

看護科教育委員会
看護師長補佐会

Ⅱ
　コーディネーターⅠ修了者
　コーディネーター実践中の者　　　　　　　
全員

□　病棟管理・コーディネーターフォローアップ
　　　・看護の質保証にむけた管理的思考と行動ができる
　　　・院内研修講師を通し、看護実践におけるスタッフの役割モデルとなれる
　　　・部署のスタッフの研修取り組みを理解し支援できる

実践　
評価表チェック（前期・後期/年） 看護科教育委員会

看護師長補佐会

レベルⅢ研修
看護研究を修了者

希望者）
　　　・特定の看護分野において、習得した看護技術を用いて高水準の看護を実践
　　　　できる認定看護師をめざす

別紙 教育専従
看護師長会
認定看護師

緩和委員会
希望者

□がん看護
    　・がん看護における治療に伴う倫理的課題を学び、意思決定支援に役立てる
　　　　ことができる  

講義・GW
eラーニング：中堅コース 認定看護師　　　　　　　　　　　　　

教育専従
⚫ナーシングサポート
　　・中堅コース

褥瘡専任看護師

□褥瘡専任研修
　　・計画や看護ケアが対象患者にに見合った内容となっているか確認し、スタッフへ
　　　アドバイスできる

講義：褥瘡予防・スキンケア、褥瘡対策計画書作成・実施・評価、褥瘡発生要因、
　　　　　悪化予防の褥瘡ケア 認定看護師

教育専従
⚫ナーシングサポート
　　・基礎習得コース

ICTリンクナース
コロナ感染病棟スタッフ

および新採用者

□感染対策
　　・院内感染対策について正しい知識を習得できる
　　・コロナ感染対策（PPE・検体取り扱い・日常ケアなど）ができる

講義・演習
eラーニング：感染対策コース 認定看護師

教育専従
⚫ナーシングサポート
　　・感染対策コース

NSTリンクナース
希望者

□経口摂取を支える看護
　　・口腔内環境を整え誤嚥なく経口摂取の支援ができる

講義・演習
eラーニング： 認定看護師

教育専従
⚫ナーシングサポート
　　・基礎習得コース

レベルⅡ到達者
□　臨地実習指導者院内育成
　　・看護学生について理解し、学生指導ができる

講義
実践

臨地実習担当者会
教育専従
看護実習指導者講習会R３年度参加者

主任看護師Ⅰ 新任主任看護師

◆新任主任看護師研修

□主任看護師会担当研修　計画・実施・評価
eラーニング：リーダー育成コース、看護管理コース 看護科教育委員会

教育専従
看護師長会　　　

主任看護師Ⅱ 現任主任看護師
◆現任主任看護師研修

□主任看護師会担当研修　計画・実施・評価
eラーニング：リーダー育成コース、看護管理コース

看護科教育委員会
教育専従
看護師長会　　　

全主任看護師

□看護管理
　　　・マニュアルに基づいた看護師長代行ができる
□リフレクション研修
　　　・看護経験事例をふり返り、共有することで看護について語り合う

講義
実践

座談会
看護科教育委員会　　　

□　看護管理
　　　・関連部門の役割り意識を理解し、看護の立場から意見を述べ問題解決に
　　　　向けた調整ができる
□看護師長指導のもと勤務管理ができる（勤務表作成など）

講義：労務管理・診療報酬（入院基本料の理解）

勤務表作成：11月・2月

看護科教育委員会　
教育専従　　
看護師長会

⚫ナーシングサポート  　
　　・看護管理コース
⚫院外研修：看護協会、学会

看護管理 講義
eラーニング 看護師長会

教育専従

●ナーシングサポート  　
　　・看護管理コース
⚫学会

全看護スタッフ
接遇　
　　・接遇の基本、コミュニケーション技術を学び看護実践に活かす　

講義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 看護科教育委員会
教育専従
R4年度医療局研修終了者

●ナーシングサポート
　　・接遇

全看護スタッフ
災害看護
　　・有事に備えた看護師としての役割について知る

講義
eラーニング

DMAT
看護科教育委員会
教育専従

全看護スタッフ
認知症看護　 認知症について理解し、対応できる 主任看護師会

教育専従
認知症対応力向上研修終了者

●ナーシングサポート
　　・認知症コース

全看護スタッフ
看護必要度
　　・看護必要度について学び、正しい評価ができる

eラーニング：重症度、医療・看護必要度コース
主任看護師会
看護必要度研修R4年度受講者

●ナーシングサポート
　　・重症度、医療・看護必要度コース

全看護スタッフ
□臨地実習指導者講習会　
　　・研修会での学びを共有し、学生実習に活用する

報告会
臨地実習指導者会
教育専従

全看護スタッフ
□ファーストレベル修了者　
　　・研修会での学びと部署での取り組み課題について共有する

報告会

看護師長
□セカンドレベル修了者
　　・研修会での学びと課題の取り組み、結果を共有する

報告会

主任看護師
レベルⅣ（仮） ◇リフレクション研修（仮） 集合研修 看護師長会

教育専従

全看護スタッフ
□各々のクリニカルラダーに見合う内容を受講することで個人の知見を広め看護実践に活かす eラーニング 看護科教育委員会

教育専従 ●ナーシングサポート
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ン
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採用者・復職者・転入者

看護科オリエンテーション
　　・看護科基本理念、情報管理、安全、感染、褥瘡、看護必要度、認知症などに　
　　　ついて学ぶ

講義・演習
各看護科委員会
認定看護師
教育専従

看護補助者ラダーⅠ

　　　看護補助者ラダーⅡ
（　看護補助者Ⅰ修了
者）

令和4年度 看護科教育計画　
目標：看護実践能力の向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　医療局統一研修　　　　　　□　宮古病院企画研修
　　　①アセスメント能力を高め、看護過程の展開と記録ができる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　③PNSマインドを向上し、知識技術の伝授・伝承されることにより看護の質の向上を図る

研修名

レベルⅡ

レベルⅣ

レベルⅤ

新採用看護師
実地指導者研修

認定看護師チャレンジ

がん看護

皮膚創傷管理

感染

摂食嚥下障害看護

臨地実習指導者
院内養成研修

看護師長補佐

看護師長

認知症看護・せん妄　

看護必要度

三陸地区看護職員研修会

時間内eｰラーニング研修

レベルⅠ

新人

⚫ナーシングサポート　　　
   ・基礎習得コース
⚫院外研修：看護協会など

卒後2年目以降

レベルⅢ レベルⅡ到達者

⚫ナーシングサポート
　　・中堅コース
　　・看護共有コース
　　・看護研究コース
⚫院外研修：看護協会など

I
V
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リ
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ー
シ
ッ
プ

●ナーシングサポート
　　・リーダー育成コース

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

●ナーシングサポート 　
　　・リーダー育成コース
⚫PNS運用基準

専
門

管
理

主
任

●ナーシングサポート  　
　　・看護管理コース
⚫院外研修：看護協会、学会

集合研修

研修報告会
看護師長会
教育専従

看
護
実
務

看護補助者研修

 看護補助者研修
　　・看護補助者業務を安全・確実に行う事ができる
　　・社会人・組織人としての自覚をもち、看護補助者として責任ある行動がとれる
□選択研修
　　・看護補助者希望研修を行い看護補助者のスキルアップとモチベーションアップへ繫げる

講義・演習
　※安全、感染、医療制度、守秘義務、倫理は必須
eラーニング：看護補助者研修コース 看護科教育委員会 ●ナーシングサポート

　・看護補助者研修コース

看
護
実
践


