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 　     ・夜勤の流れが理解できる（10月）

看護職員と 看護部の組織と機能

して必要な 看護者の倫理と個人情報 職業人としての自覚と倫理的な行動

基本的姿勢 接遇 接遇研修

と態度 自己学習の継続

環境整備技術

技術的
側面

インスリン製剤の用法 輸液ポンプの準備と管理

救命救急処置技術

苦痛の緩和・安楽確保

安全確保の技術
管理的 　安全管理
側面 　情報管理

　業務管理
　災害防災管理 防火訓練 防火訓練

食事援助技術

活動・休息援助技術

清潔・衣生活援助技術

呼吸・循環を整える技術

創傷管理技術

与薬の技術

排泄援助技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2019年度新人看護職員研修プログラム　　　　　　　　　　放射線第一病院　看護部

目標（新人）

集合研修(Off-JT)

・ﾘｱﾘﾃｨｰｼｮﾂｸを和らげ職場に適応できる　　・基本的看護技術が行なえる　　・日勤ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ独り立ちができる(7月）

・病棟の特殊性と業務内容が理解できる      ・日勤の流れが理解できる

　5/11経管栄養法・12誘導心電図の操作　5/25認知症看護   7/6浣腸・膀胱内ｶﾃｰﾃﾙ挿入 ・輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｼﾘﾝｼﾞ　　

　7/20清潔操作・ﾄﾞﾚｰﾝﾁｭｰﾌﾞ管理　　9/14ｽﾄｰﾏ処置、管理・褥瘡対策.　9/28急変対応・人工呼吸器の基本　

　10/5  医療安全 　(8/31) 当院の輸血製剤の取り扱い、手順　　(5/15)手の衛生管理　

・職業人における基本的姿勢を身につける   ・支援をうけながら看護ケアができる　                 ・夜勤入り担当者がフォロー（10月）

部分浴・陰部ｹｱ・おむつ交換

体位ドレナージ・人工呼吸器の管理・低圧胸腔内持続吸引中の患者の管理

　　　　　　　　　　　　　　　　麻薬の取扱い

創傷処置（無菌的操作、消毒薬について）

4/6看護倫理・接遇・ﾏﾅｰ・看護記録・電子カルテ操作・

医療看護必要度　4/13　病室環境調整とリネン類の管

理・食事に関するお世話・食事形態：試食・口腔ｹｱと義

歯の取り扱い・清潔排泄援助（ｵﾑﾂｹｱ・寝衣交換)血糖

測定、ｲﾝｽﾘﾝ注射　　4/20　採血・注射、動画学習

4/27 吸引・移乗ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ

新人看護職員研修：教育説明

ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰの役割を理解（固定ﾁｰﾑﾅｰｼﾝｸﾞ）

自己評価・他者評価を踏まえた学習

看護部について（理念・基本方針）

中心静脈ｶﾃｰﾃﾙ挿入の準備・介助・管理、輸血の準備・観察

洗髪

酸素吸入・吸引・体温調整等

清拭・口腔ｹｱ・義歯の取扱

（PEG～等）

睡眠の質を高める援助

病室整備・ベットメーキング等

浣腸・膀胱内カテーテル挿入と管理・摘便

排尿・便介助（オムツ）

食事介助・経管栄養

移動・体位変換

10/5　6ヶ月ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ ﾒﾝﾀﾙﾌｫﾛｰ 　　　　3/7　　1年後フォローアップ研修

学習成果の実践活動

医療安全管理体制の理解

　　　　VSｻｲﾝの観察、静脈血採血の実施

動脈血採血の準備と検体の取扱

看護技術チェックリスト（自己・他者評価）

導尿・ストーマを造設した患者の管理

姿勢・管理（自己・他者評価）師長面接　　　　　　　　　　　　　　　　   

　　　　　必要な防護用具の選択

・消火設備の定位置と避難経路

看護技術チェックリスト（自己・他者評価） 看護技術チェックリスト（自己・他者評価）

5/31 3ヶ月ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ ﾒﾝﾀﾙﾌｫﾛｰ（出張）

針刺し事故防止対策と事故後の対応

医療安全体制の理解

　　　　　　　　　　　ガス滅菌消毒

緊急時、ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰへの応援要請

経口薬の与薬等

・個人情報保護について　・守秘義務の理解　　看護記録の目的と正確な記録（ﾌｫｰｶｽ）　　看護必要度　　

・ヒヤリハット報告書提出方法

筋肉・静脈内注射、点滴静脈内注射

抗生物質の用法と副作用の観察

ヒヤリハットの報告ができる

　　　　　終末期患者の精神的ケア

洗浄・消毒・滅菌の選択

患者の行動に合わせて転倒転落予防ができる

心電図ﾓﾆﾀｰ・12誘導心電図の装置、管理

意識レベルの把握、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、気管挿管の準備と介助、救急カート

1本鑷子による無菌的操作

ネブライザーの実施

薬剤等の管理方法がわかる

手洗い、医療廃棄物の取扱

血糖測定・ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀー測定
症状・生体機能管理技術

感染防止の技術

身体計測・採尿の方法と検体の取扱

　  評価：（入職時・6ヶ月・1年後） 基本姿勢・管理的側面（自己評価）

　評価：（3ヶ月・6ヶ月・1年後）

安楽な体位、罨法等身体的安楽

褥瘡予防のためのケアができる

基本姿勢・管理側面（自己・他者評価）

　研修の振り返り（フォローアップ）

・業務ﾏﾆｭｱﾙにそって実施　・業務上の報告、連絡、相談の徹底
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								部分浴・陰部ｹｱ・おむつ交換 ブブンヨクインブコウカン

								洗髪 センパツ

				技術的 ギジュツテキ		呼吸・循環を整える技術 コキュウジュンカントトノ		酸素吸入・吸引・体温調整等 サンソキュウニュウキュウインタイオンチョウセイトウ						体位ドレナージ・人工呼吸器の管理・低圧胸腔内持続吸引中の患者の管理 タイイジンコウコキュウキカンリテイアツムネクウナイジゾクキュウインチュウカンジャカンリ

				側面 ソクメン				ネブライザーの実施 ジッシ

						創傷管理技術 ソウショウカンリギジュツ		創傷処置（無菌的操作、消毒薬について） ソウショウショチムキンテキソウサショウドクヤク

								褥瘡予防のためのケアができる ジョクカサヨボウ

						与薬の技術 ヨヤクギジュツ		経口薬の与薬等 ケイコウヤクヨヤクトウ						抗生物質の用法と副作用の観察 コウセイブッシツヨウホウフクサヨウカンサツ						　　　　　　　　　　　　　　　　麻薬の取扱い マヤクトアツカ

								インスリン製剤の用法 セイザイヨウホウ						輸液ポンプの準備と管理 ユエキジュンビカンリ						中心静脈ｶﾃｰﾃﾙ挿入の準備・介助・管理、輸血の準備・観察 チュウシンジョウミャクソウニュウジュンビカイジョカンリユケツジュンビカンサツ

								筋肉・静脈内注射、点滴静脈内注射 キンニクジョウミャクナイチュウシャテンテキジョウミャクナイチュウシャ												薬剤等の管理方法がわかる ヤクザイトウカンリホウホウ

						救命救急処置技術 キュウメイキュウキュウショチギジュツ		緊急時、ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰへの応援要請 キンキュウジオウエンヨウセイ						意識レベルの把握、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、気管挿管の準備と介助、救急カート イシキハアクキドウカクホジンコウコキュウシンゾウキカンザシカンジュンビカイジョキュウキュウ
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				目標（新人） モクヒョウシンジン				・ﾘｱﾘﾃｨｰｼｮﾂｸを和らげ職場に適応できる　　 　 ・基本的看護技術が行なえる　　　　　　・日勤ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ独り立ちができる(7月） ヤワショクバテキオウキホンテキカンゴギジュツオコニッキンヒトダガツ

								・病棟の特殊性と業務内容が理解できる         ・日勤の流れが理解できる ビョウトウトクシュセイギョウムナイヨウリカイニッキンナガリカイ												　     ・夜勤の流れが理解できる ヤキンナガリカイ

								・職業人における基本的姿勢を身につける　  　・支援をうけながら看護ケアができる　　・夜勤入り担当者がフォロー（8月） ショクギョウジンキホンテキシセイミシエンカンゴヤキンイタントウシャガツ

				集合研修(Off-JT) シュウゴウケンシュウ				4月2･6日：看護記録、看護必要度, 看護 ガツヒカンゴキロクカンゴヒツヨウドカンゴ						〇手の衛生管理　　○注射の知識（動画学習）　○移乗・ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ　○採血・注射　○輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｼﾘﾝｼﾞ テエイセイカンリチュウシャチシキドウガガクシュウイジョウチュウシャユエキ

								倫理、血糖測定ｲﾝｽﾘﾝ・接遇ﾏﾅｰ・ｵﾑﾂｹｱ ケットウソクテイ						○浣腸・膀胱内ｶﾃｰﾃﾙ挿入　○12誘導心電図の操作等　○ＣＶＣ・胸腔ﾄﾞﾚｰﾝの挿入準備・介助等　○吸引 カンチョウボウコウナイソウニュウユウドウシンデンズソウサトウムネコウソウニュウジュンビカイジョトウキュウイン

								陰部洗浄・口腔ｹｱ・食事介助・経管栄養 インブセンジョウコウクウショクジカイジョカン						○医療安全  ○褥瘡対策について　○ｽﾄｰﾏ処置・管理　○血液製剤の取扱　○急変対応　○人工呼吸 シトネカサタイサクショチカンリケツエキセイザイトアツカキュウヘンタイオウジンコウコキュウ

				看護職員と カンゴショクイン		看護部の組織と機能 カンゴブソシキキノウ		看護部について（理念・基本方針） リネンキホンホウシン						ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰの役割を理解（固定ﾁｰﾑﾅｰｼﾝｸﾞ） ヤクワリリカイコテイ

				して必要な ヒツヨウ		看護者の倫理と個人情報 カンゴシャリンリコジンジョウホウ		職業人としての自覚と倫理的な行動 ショクギョウジンジカクリンリテキコウドウ

				基本的姿勢 キホンテキシセイ		接遇 セツグウ		接遇研修 セツグウケンシュウ

				と態度 タイド		自己学習の継続 ジコガクシュウケイゾク		新人看護研修教育説明 シンジンカンゴケンシュウキョウイクセツメイ						自己評価・他者評価を踏まえた学習 ジコヒョウカタシャヒョウカフガクシュウ						学習成果の実践活動 ガクシュウセイカジッセンカツドウ

						環境整備技術 カンキョウセイビギジュツ		病室整備・ベットメーキング等 ビョウシツセイビトウ

						食事援助技術 ショクジエンジョギジュツ		食事介助・経管栄養 ショクジカイジョキョウカンエイヨウ

								（PEG～等） トウ

						排泄援助技術 ハイセツエンジョギジュツ		排尿・便介助（オムツ） ハイニョウベンカイジョ								導尿・ストーマを造設した患者の管理 ドウニョウツクセツカンジャカンリ

								浣腸・膀胱内カテーテル挿入と管理・摘便 カンチョウボウコウナイソウニュウカンリテキベン

						活動・休息援助技術 カツドウキュウソクエンジョギジュツ		移動・体位変換 イドウタイイヘンカン

								睡眠の質を高める援助 スイミンシツタカエンジョ

						清潔・衣生活援助技術 セイケツイセイカツエンジョギジュツ		清拭・口腔ｹｱ・義歯の取扱 セイシキコウクウギシトアツカ

								部分浴・陰部ｹｱ・おむつ交換 ブブンヨクインブコウカン

								洗髪 センパツ

				技術的 ギジュツテキ		呼吸・循環を整える コキュウジュンカントトノ		酸素吸入・吸引・体温調整等 サンソキュウニュウキュウインタイオンチョウセイトウ						体位ドレナージ・人工呼吸器の管理・低圧胸腔内持続吸引中の患者の管理 タイイジンコウコキュウキカンリテイアツムネクウナイジゾクキュウインチュウカンジャカンリ

				側面 ソクメン		技術 ギジュツ		ネブライザーの実施 ジッシ

						創傷管理技術 ソウショウカンリギジュツ		創傷処置（無菌的操作、消毒薬について） ソウショウショチムキンテキソウサショウドクヤク

								褥瘡予防のためのケアができる ジョクカサヨボウ

						与薬の技術 ヨヤクギジュツ		経口薬の与薬等 ケイコウヤクヨヤクトウ						抗生物質の用法と副作用の観察 コウセイブッシツヨウホウフクサヨウカンサツ						　　　　　　　　　　　　　　　　麻薬の取扱 マヤクトアツカ

								インスリン製剤の用法 セイザイヨウホウ						輸液ポンプの準備と管理 ユエキジュンビカンリ						中心静脈ｶﾃｰﾃﾙ挿入の準備・介助・管理、輸血の準備・観察 チュウシンジョウミャクソウニュウジュンビカイジョカンリユケツジュンビカンサツ

								筋肉・静脈内注射、点滴静脈内注射 キンニクジョウミャクナイチュウシャテンテキジョウミャクナイチュウシャ												薬剤等の管理方法がわかる ヤクザイトウカンリホウホウ

						救命救急処置技術 キュウメイキュウキュウショチギジュツ		緊急時、ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰへの応援要請 キンキュウジオウエンヨウセイ						意識レベルの把握、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、気管挿管の準備と介助、救急カート イシキハアクキドウカクホジンコウコキュウシンゾウキカンザシカンジュンビカイジョキュウキュウ

						症状・生体機能管理 ショウジョウセイタイキノウカンリ		身体計測・採尿の方法と検体の取扱 シンタイケイソクサイニョウホウホウケンタイトアツカ						　　VSｻｲﾝの観察、静脈血採血の実施 カンサツジョウミャクケツサイケツジッシ						心電図ﾓﾆﾀｰ・12誘導心電図の装置、管理 シンデンズユウドウシンデンズソウチカンリ

						技術 ギジュツ		血糖測定・ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀー測定 ケットウソクテイソクテイ						動脈血採血の準備と検体の取扱 ドウミャクケツサイケツジュンビケンタイトアツカ

						苦痛の緩和・安楽確保 クツウカンワアンラクカクホ		安楽な体位、罨法等身体的安楽 アンラクタイイアミホウトウシンタイテキアンラク						　　　　　終末期患者の精神的ケア シュウマツキカンジャセイシンテキ

						感染防止の技術 カンセンボウシギジュツ		手洗い、医療廃棄物の取扱 テアライリョウハイキブツトアツカ						1本鑷子による無菌的操作 ホンケヌキコムキンテキソウサ						　　　　　必要な防護用具の選択 ヒツヨウボウゴヨウグセンタク

								針刺し事故防止対策と事故後の対応 ハリサジコボウシタイサクジコゴタイオウ						洗浄・消毒・滅菌の選択 センジョウショウドクメッキンセンタク						　　　　　　　　　　　ガス滅菌消毒 メッキンショウドク

						安全確保の技術 アンゼンカクホギジュツ		医療安全体制の理解 イリョウアンゼンタイセイリカイ						ヒアリハットの報告ができる ホウコク						患者の行動に合わせて転倒転落予防ができる カンジャコウドウアテントウテンラクヨボウ

				管理的 カンリテキ		　安全管理 アンゼンカンリ		・ヒアリハット報告書提出方法 ホウコクショテイシュツホウホウ						医療安全管理体制の理解 イリョウアンゼンカンリタイセイリカイ

				側面 ソクメン		　情報管理 ジョウホウカンリ		・個人情報保護について　・守秘義務の理解　　看護記録の目的と正確な記録（ﾌｫｰｶｽ）　　看護必要度 コジンジョウホウホゴマモヒギムリカイカンゴキロクモクテキセイカクキロクカンゴヒツヨウド

						　業務管理 ギョウムカンリ		・業務ﾏﾆｭｱﾙにそって実施　・業務上の報告、連絡、相談の徹底 ギョウムジッシギョウムジョウホウコクレンラクソウダンテッテイ

						　災害防災管理 サイガイボウサイカンリ		・消火設備の定位置と避難経路 ショウカセツビテイイチヒナンケイロ										防火訓練 ボウカクンレン												防火訓練 ボウカクンレン

				　研修の振り返り（フォローアップ） ケンシュウフカエ				　3ヶ月ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・　ﾒﾝﾀﾙﾌｫﾛｰ ゲツ						　6ヶ月ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・　ﾒﾝﾀﾙﾌｫﾛｰ ゲツ												　　　　　　　　　　　１年後研修 ネンゴケンシュウ

				　評価：（3ヶ月・6ヶ月・1年後） ヒョウカゲツゲツネンゴ				看護技術チェックリスト（自己・他者評価） カンゴギジュツジコタシャヒョウカ						看護技術チェックリスト（自己・他者評価） カンゴギジュツジコタシャヒョウカ												看護技術チェックリスト（自己・他者評価） カンゴギジュツジコタシャヒョウカ

				　  評価：（入職時・6ヶ月・1年後） ヒョウカニュウショクジゲツネンゴ				基本姿勢・管理的側面（自己評価） キホンシセイカンリテキソクメンジコヒョウカ						基本姿勢・管理側面（自己・他者評価） キホンシセイカンリソクメンジコタシャヒョウカ												姿勢・管理（自己・他者評価）師長面接　　　　　　　　　　　　　　　　    シセイカンリジコタシャヒョウカシチョウメンセツ
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