
 

平成 29年度 内村病院 新人研修プログラム 

4 月 3 日 （月曜日） 

時間 研修内容 所属部署 講習担当者名 研修会場 

13:30 開 会 式 

大会議室 13:45 内村病院概要・組織について 

看護部 看護部長  
14:00 就業規則について 

14:30 

  

施設見学 検査・レントゲン・事務局 

DCたんぽぽ館・マロニエ・病棟 
移動 

15:00 薬剤課について 薬剤課 薬剤師課長 薬局 

16:00 

  

栄養管理課について 
栄養管理課 管理栄養士 

大会議室 

給食棟 

16:30 

  

精神保健福祉に関する法規 地域・医療 

連携課 

精神保健福祉士 
大会議室 

4 月 4 日（火曜日） 

時間 研修内容 所属部署 講習担当者名 研修会場 

9:00 労働安全・衛生について 総務課 看護師 

大会議室 

9:30 防災対策について 医事部 総務課職員 

10:30 院内感染対策について 看護部 看護部長 

11:00 医療安全対策について 看護部 ４病棟師長 

11:30 電子カルテについて 看護部 ３病棟師長 

休         憩 

13:30 行動制限最小化について 看護部 ５病棟師長 

大会議室 14:00 褥瘡対策について 看護部 ２病棟師長 

14:30 作業療法について 作業療法課 作業療法士 

15:00 

  

外来・中材について 
看護部 外来師長 

大会議室 

外来・中材 

16:00 閉 会 式 大会議室 

 

16:10 

16:30 

プリセプターシップ制度について 

～資料配布及びオリエンテーション～ 
看護部 病棟看護師 

大会議室 



平成29年度　看護部年間教育プログラム

月　日 内　　　　　容 月　日 内　　　　　容 月　日 内　　　　　容

新人研修 誤嚥窒息・食事介助 9月28日 リフレッシュ研修

内村病院概要・組織について 薬物療法に伴う看護

就業規則について 副作用と看護 月　日 内　　　　　容

与薬上の注意 10月5日 (2年目・中堅)　フィジカルアセスメント胸部

検査に関する手順 10月6日 (2年目・中堅)　フィジカルアセスメント腹部

電子カルテ アルツハイマー病患者の看護

薬剤課について フィジカルアセスメント腹部 ユマニチュード

栄養管理について フィジカルアセスメント頭部 10月19日 （2年目・3年目）看護研究③

精神保健福祉に関する法規 フィジカルアセスメント骨折 脳腫瘍患者の看護

労働安全・衛生について フィジカルアセスメント胸部 頭部外傷患者の看護

防災対策について 夜勤業務

院内感染対策について 縊首変死 月　日 内　　　　　容

医療安全対策について 離院患者誘導 症状精神病患者の看護

電子カルテについて 入退院時の看護 アルコール・薬物依存患者の看護

行動制限最小化について 清潔操作縫合処置 てんかん患者の看護

褥瘡対策について 5月20日 ふれあい祭 11月9日 (2年目・中堅)　フィジカルアセスメント頭部

作業療法について 11月15日 統合失調症患者の看護

外来・中材について 月　日 内　　　　　容 11月30日 （2年目・3年目）看護研究④

検温（T,P,BP,R,SPO₂）　罨法 6月5日 接遇セミナー

筋肉注射　静脈注射 6月15日 専Ⅰ予備 月　日 内　　　　　容

皮下注射　静脈採血 6月26日 フォローアップ研修 12月6日 診察に伴う看護

点滴　CVポート　輸液ポンプ 6月29日 メンタルヘルスケアについて 躁うつ病患者の看護

血管確保 心因性精神病と神経症患者の看護

経管栄養　経鼻胃管　PEG 月　日 内　　　　　容 人格障害者の看護

オムツ交換　陰洗　 7月3日 （中堅）　中堅看護師の役割 12月21日 （中堅）リーダーシップ研修

グリセリン浣腸　摘便 7月6日 看護過程①（情報収集・計画立案・評価） 12月28日 （2年目・3年目）看護研究⑤

HRモニター12誘導心電計 7月20日 (中堅)　災害看護

血糖測定　インスリン注射 不安状態抑うつ状態 月　日 内　　　　　容

導尿　留置カテーテル 幻覚・妄想状態思考内容と思路の障害 精神遅滞児の看護

吸引　酸素吸入　ネブライザー吸入 自閉症患児の看護（自閉症スペクトラム）

与薬手順 月　日 内　　　　　容 摂食障害児の看護

服薬の進め方と確認 8月3日 看護過程②クリニカルパス 1月18日 認知行動療法

急性薬物中毒と看護 8月17日 （中堅）看護サービス 1月31日 （2年目・3年目）看護研究⑥

悪性症候群 強迫障害意識の変容

横紋筋融解症 記憶障害と知的機能の障害 月　日 内　　　　　容

イレウス・水中毒 8月24日 （2年目・3年目）看護研究① 2月1日 (中堅)　看護記録　看護の展開

カギの管理　危険物の管理 離脱症状心気状態 2月8日 看護過程③事例検討の進め方

所持品の点検　代理行為　市内買物 拒絶症状精神運動興奮 2月15日 (中堅)　指導するということ

院外受診 自発性減退（自閉症状）昏迷状態 精神科リハビリテーション・地域精神保健

面会・外出・外泊時の看護 デイケア活動

急変時看護　胸骨圧迫　急変時連絡 月　日 内　　　　　容 2月21日 SST①

ノロ対策 9月7日 （中堅）人材育成論・看護概論 2月22日 SST②

隔離　拘束行動制限　 神経症状と看護 2月28日 （2年目・3年目）看護研究⑦

急性肺血栓症 てんかん痙攣発作

CVPPP 言語障害 月　日 内　　　　　容

マグネット拘束帯 9月21日 （2年目・3年目）看護研究② 3月1日
(中堅)臨床で抱く陰性感情
先入観とどう向き合う

4月19日 AED　CPR 四肢の運動障害　失行・失認 3月15日 (中堅)　中堅研修まとめ

4月26日 AED　CPR 認知症状態 3月22日 （2年目・3年目）看護研究⑧

4月4日
（火）

4月6日

4月7日

平成29年5月

5月8日

5月9日

平成29年6月

9月14日

4月3日
（月）

施設見学　検査・レントゲン・
事務局・DCたんぽぽ館・
マロニエ・病棟

平成29年4月

4月5日

9月26日

平成29年9月

平成29年8月

平成29年7月

8月23日

8月31日

7月27日

平成29年9月

平成30年3月

平成30年2月

平成30年1月

平成28年12月

平成29年11月

2月19日

平成29年10月

12月14日

1月11日

10月12日

10月26日

11月2日




