
平成30年度　継続看護教育計画
新人看護師対象　　リーダー：3A長谷川（日）　サブ：4D田邉

NO 月　日 曜 時間 対象 看護実践能力 内　容 講師・担当 場所

1 1 4月2日 月 8：30～17：00 新人 組織の理解 講義 入社式 病院 講堂

2 2 4月3日 火 8：30～17：00 新人 看護職員として必要な基本姿勢と態度 講義・演習 接遇 外部講師 講堂

3 3 4月4日 水 8：30～17：00 新人 看護職員として必要な基本姿勢と態度 講義・演習 接遇 外部講師 講堂

4 木 8：30～10：00 新人 感染対策 講義・演習 感染対策 感染管理認定看護師長　小池 講堂

4 10：00～12：30 新人
組織における役割・心構え
の理解と適切な行動

講義・演習
看護師としての心構え・当院の看護師として求められること・期待されること・
学生から社会人への切り替え・仕事の基本と進め方・多重業務マネジメント

深澤総看護師長 講堂

8 13：30～16：00 新人 組織・看護倫理の理解 交流 病棟紹介（3A、3B、ICU　４A、4B、4C、４D、５A、5B、５C、５D、OP、Q、外、腎） 病棟代表 講堂

9 16：00～17：00 新人 組織・看護倫理の理解 交流 委員会活動報告 各代表 講堂

10 8：30～10：00 新人
組織における役割・心構え
の理解と適切な行動

講義 当院の教育システムについて 副総看護師長　村松 講堂

11 10：00～11：30 新人 看護療法 講義・演習 看護療法 加藤教育アドバイザー 講堂

12 12：30～14：00 新人 演習 病棟への自己紹介用紙記入・1年後の私へ 副総看護師長　村松 講堂

13 14：00～14：45 新人 感染防止の技術 講義 感染対策（スタンダードプリコーション） 感染管理認定看護師長　小池 講堂

14 14：45～15：30 新人 看護ケア実践の正確な記録と評価 講義 診療情報管理 診療情報管理主任　石田 講堂

15 15：30～17：00 新人 組織・看護倫理の理解 交流 事例発表・体験報告・懇談会（2年目の先輩と）終了後以後病棟へ　　　　　　　　　　 2年目看護師　新人グループ数 講堂

6 16 4月9日 月 8：30～17：00 新人 現場担当者 各部署

17 8：30～9：15 新人 チーム医療の提供 講義 医療連携 医療連携室　佐藤 講堂

18 9：15～9：45 新人 チーム医療の提供 講義 保険診療と医療事務 医事課長　桑原 講堂

19 9：45～10：15 新人 安全確保の技術 講義 医療機器安全管理 CE科技師長　羽下 講堂

20 10：15～11：15 新人 チーム医療の提供 講義 社会福祉について MSW　安田 講堂

21 11：15～12：00 新人 医療安全の確保 講義 安全管理の取り組み 安全看護管理　古田島 講堂

22 13：00～15：00 新人 安全確保の技術 講義 DVT予防・正しい弾性ストッキングの履かせ方 小柳看護師長 講堂

23 新人 安全確保の技術 演習 施設管理　防火対策（消火器取り扱いなど）・トイレの開錠方法・停電時の対応 施設課　教育委員 講堂

24 新人 安全確保の技術 演習 病理・霊安室・栄養課・薬局・腎センター等施設場所・非常口確認 教育委員 講堂

25 8：30～9：30 新人 創傷管理技術 講義 褥瘡の予防（リスクアセスメント、スキンケア、体圧分散マット等） 皮膚排泄ケア認定看護師　大野 講堂

26 9：30～10：00 新人 排泄援助技術 講義 安全安楽な浣腸・摘便・直腸内与薬 看護師長　大竹 講堂

27 10：00～11：30 新人 排泄援助技術 講義 感染対策（おむつ交換、吐物の処理） 感染管理認定看護師長　小池 講堂

28 12：30～17：00 新人 清潔・衣生活援助技術 演習 安全安楽な陰部ケア（部分浴・オムツ交換・浣腸（ベッドメーキング含む）） 教育委員全員 講堂

9 29 4月12日 木 8：30～17：00 新人 現場担当者 各部署

10 30 4月13日 金 8：30～17：00 新人 現場担当者 各部署

11 31 4月16日 月 8：30～17：00 新人 現場担当者 各部署

12 32 4月17日 火 8：30～17：00 新人 現場担当者 各部署

33 新人 活動・休息援助技術 講義 簡単な動作のみかた(体動、移動に注意が必要な患者への援助) リハビリ技師長　関口 講堂

34 新人 活動・休息援助技術 演習 関節可動域訓練・廃用性症候群予防 リハビリ技師長　関口 講堂

35 新人 安全確保の技術 講義 転倒転落防止 安全看護管理者　古田島 講堂

36 新人 安全確保の技術 演習 転倒転落防止・ベッド回りの環境整備・抑制管理 安全看護管理者　古田島 講堂

37 新人 安全確保の技術 演習 安全な抑制と解除のための努力 看護主任　皆川 講堂

38 新人 活動・休息援助技術 演習 安楽な体位の保持（含むチューブ管理） 教育全員 講堂

39 新人 安全確保の技術・食事援助技術　 演習 移送・移動・歩行介助（含むチューブ管理） 教育全員 講堂

40 新人 排泄援助技術 演習 自然排尿・排便介助（含むチューブ管理）①便器②尿器③Pトイレ④トイレ 教育全員 講堂

41 8：30～11：30 新人 症状・生体機能管理技術 講義
フィジカルアセスメント
正しいVS測定、評価、患者の状態の判断の仕方、記録と報告
報告・連絡・相談の実習、伝言の受けかた、SBAR

看護部長　樋口 講堂

42 新人 清潔・衣生活援助技術 演習 清拭と病衣交換（含むチューブ管理） 教育全員 講堂

43 新人 環境調整技術 演習 臥床患者のベッドメーキング（含むチューブ管理） 教育全員 講堂

44 新人 症状・生体機能管理技術 演習 正しいVS測定、評価、記録と報告 教育全員 講堂

4月20日 金 8：30～17：00 新人

4月23日 月 8：30～17：00 新人 現場担当者 各部署

45 8：30～10：00 新人
与薬の技術・安全確保の技
術・薬剤等の管理

講義
医薬品を安全に使用するために
（入院処方、個人セット、薬剤の請求・保管、化学療法、
　入院持参薬、ハイリスク薬など）

薬剤師　木内 講堂

46 10：00～11：00 新人 症状・生体機能管理技術 講義
検査室の概要と検査実施時の注意点
（検査室の体制、検体検査の流れ、一般・血液・生化・
　血清検査の注意点、輸血・病理・細菌検査についてなど）

臨床検査技師長　水澤 講堂

47 11：00～12：00 新人 安全確保の技術 講義 患者誤認防止、検体誤認防止 看護部長　樋口 講堂

48 13：00～15：00 新人 与薬の技術 講義 安全な経口薬、外用薬の与薬 教育委員全員 講堂
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講堂での研修がある時は病棟に荷物を置き、病棟で挨拶をしてから研修へ参加する。研修後も病棟へ戻り挨拶をする。17時前には帰らないこと。
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夜勤シャドウ研修は病棟配属後4月23日以降5月中に実施
3交代病棟は準夜・深夜各1回経験後　2交代病棟は2交代勤務を1回経験後　3交代2交代混合の病棟は師長が指示した勤務を経験
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49 新人 安全確保の技術 現場見学 放射線安全管理 放射線科　教育委員 講堂

50 新人 安全確保の技術 演習 放射線科見学 教育委員全員 講堂

56 8:30～11:00 新人 メンタルサポート 講義 新人サポートタイム 看護部長　樋口 講堂

54 11:00～12:00 新人 看護ケア実践の正確な記録と評価 講義 クリニカルパス 看護師長　佐藤 講堂

53 13:00～14:30 新人 安全確保の技術 講義 災害看護 看護主任　白倉 講堂

55 14:30～16:00 新人 看護ケア実践の正確な記録と評価 講義 看護必要度 看護主任　田邉 講堂

57 16：00～17：00 新人 メンタルサポート 講義 1ヶ月の振り返り 教育委員 講堂

51 12：30～13：30 新人 安全確保の技術　救命救急処置技術 講義 12誘導心電計装着・AED 日本光電 講堂

52 13：30～17：00 新人 安全確保の技術 演習 12誘導心電計装着・AED 教育委員全員 講堂

58 ８：３０～9：30 新人 症状・生体機能管理技術 講義 血糖測定と検体の取扱い
アークレイまたは

ジョンソン＆ジョンソン
講堂

59 9：30～10：30 新人 与薬の技術 講義 インシュリン製剤の種類・用法･副作用の観察など イーライリリー 講堂

60 10：30～11：30 新人 安全確保の技術 講義 針の処理・廃棄 感染管理認定看護師長　小池 講堂

61 12：30～15：30 新人 与薬の技術 演習
血糖測定と皮下注射
（インシュリン製剤の種類･用法･副作用の観察、針刺し事故防止対策）

教育委員全員 講堂

62 15：30～17：00 新人 看護業務管理 演習 多重課題マネジメント① 教育委員全員 講堂

63 8：30～9：30 新人 食事援助技術 講義 経管栄養法 コビディエン 講堂

64 9：30～10：30 新人 安全確保の技術 講義 経管栄養管理リスクマネジメント 大塚製薬 講堂

65 10：30～11：30 新人 安全確保の技術・創傷管理技術　 講義 テープの話 3M 講堂

66 12：30～14：00 新人 食事援助技術 講義 ①口腔ケア②嚥下訓練③食事生活支援と栄養管理 悠遊健康村病院　副総看護師長　鈴木 講堂

67 14：00～17：00 新人 苦痛の緩和・安楽確保の技術 演習 栄養管理・安全な胃管注入と管理（経管栄養法） 教育全員 講堂

68 8：30～9：15 新人 与薬の技術 講義 静脈注射 テルモ 講堂

69 9：15～10：00 新人 与薬の技術 講義 静脈注射（輸液ラインシステムの理解）　 テルモ 講堂

70 10：00～10：30 新人 安全管理技術 講義 輸液による血管外漏出皮膚傷害と輸液製品の取り扱い 大塚製薬 講堂

71 12：30～17：00 新人 与薬の技術 演習 翼状針・留置針の留置と点滴静脈注射 教育全員 講堂

72 12：30～13：30 新人 症状・生体機能管理技術 講義 安全な静脈血採血・止血、予測予防型の安全対策に関する講義 テルモ 講堂

73 13：30～17：00 新人 症状・生体機能管理技術 演習 静脈血採血・止血と検体の取り扱い 教育委員全員 講堂

22 74 6月6日 水 半日　時間検討中 新人 看護ケア実践の正確な記録と評価 講義・演習 電子カルテ説明・操作 教育委員全員 講堂

75 12：30～13：00 新人 与薬の技術 講義 輸液管理（基礎編） 大塚製薬 講堂

76 13：00～13：30 新人 与薬の技術 講義 抗生物質の用法と副作用の観察 第一三共 講堂

77 13：30～17：00 新人 与薬の技術 演習
静脈注射
（側管からのDIVとその管理、抗生物質の用法と副作用の観察）

教育全員 講堂

78 13：30～17：00 新人 与薬の技術 演習 筋肉注射 教育全員 講堂

79 13：00～13：45 新人 与薬の技術 講義 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい取り扱い テルモ 講堂

80 13：45～17：00 新人 与薬の技術 演習 輸液ポンプの準備と管理　 教育委員全員 講堂

81 13：45～17：00 新人 与薬の技術 演習 微量注入器の準備と管理 教育委員全員 講堂

82 13：00～13：30 新人 与薬の技術 講義 中心静脈内注射の準備・介助・管理（講義） テルモ 講堂

83 13：30～14：00 新人 与薬の技術 講義 栄養輸液に関する知識 大塚製薬 講堂

84 14：00～17：00 新人 与薬の技術・創傷管理技術 演習
中心静脈内注射の準備・介助・管理（演習・・滴下調節、固定、貼りかえ）
滅菌物の取り扱い、創部の清潔な処置、処置の介助と観察

教育委員全員 講堂

85 12：30～13：00 新人 呼吸・循環を整える技術 講義 安全な吸引 コビディエン 講堂

86 13：00～13：30 新人 呼吸・循環を整える技術 講義 酸素流量計の取り扱い、酸素吸入療法 コビディエン 講堂

87 13：30～13：45 新人 呼吸・循環を整える技術 講義 Ｑインポットの使い方 大研医器 講堂

88 13：45～16：00 新人 呼吸・循環を整える技術 演習 吸引と酸素療法 教育委員全員 講堂

89 16：00～17：00 新人 呼吸・循環を整える技術 講義 肺理学療法（講義・演習） 理学療法士 本田 講堂

90 12：30～13：00 新人 排泄援助技術 講義 膀胱内留置カテーテルの挿入と管理（講義） 教育委員全員 講堂

91 13：00～16：00 新人 排泄援助技術 演習 膀胱内留置カテーテルの挿入と管理（演習） 教育委員全員 講堂

92 16：00～17：00 新人 看護職員として必要な基本姿勢と態度 演習 ３ヶ月の振り返り 教育委員全員 講堂

93 8：30～9：15 新人 安全確保の技術 講義 モニターの安全使用 日本光電 講堂

94 9：15～12：30 新人 救命救急処置技術  講義演習
BLS、フィジカルアセスメント
①意識レベルの把握②気道確保③人工呼吸④閉鎖式心臓マッサージ
⑦チームメンバーへの応援要請　・・・タイトル変更したい

花澤・小島・押見・金子
・酒井(や)・皆川・

酒井(ゆ)・吉岡・渡貫
講堂

95 13：30～15：30 新人 救命救急処置技術 演習
緊急時のコミュニケーション（SBAR）
・・・病棟での急変時対応　3人で実践、SBARによる報告

教育委員 講堂

96 15：30～17：00 新人 組織・看護倫理の理解 演習 夜勤業務（GW）  教育委員全員 講堂

97 13：00～14：00 新人 与薬の技術 講義 輸血（講義） 血液センター 講堂

98 14：00～17：00 新人 与薬の技術 演習 輸血（演習） 教育委員全員 講堂

30 99 9月20日 木 8：30～17：00 新人 フォローアップ研修 講義・演習 外部講師 講堂

100 14：00～15：15 新人 看護研究 演習 ①看護研究とは②看護研究の目的と意義③文献検索の仕方 教育アドバイザー　加藤 講堂

101 15：15～15：45 新人 組織・看護倫理の理解 講義 図書室の利用法 図書室司書　長井 講堂

102 15：45～17：00 新人 メンタルサポート 演習
新人サポートタイム
６ヶ月の振り返りと「社会人としての基本の再確認とステップアップ」

教育委員全員 講堂
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103 13：00～14：00 新人 エンゼルケア 講義 エンゼルケア 看護師長　水落 講堂

104 14：00～16：00 新人 エンゼルケア 演習 エンゼルケア 教育委員全員 講堂

105 16：00～17：00 新人 エンゼルケア 講義 葬式の実際～死の看取りから始まるプロセス～ アークベル 講堂

106 13：30～15：00 新人 看護倫理 演習 多重課題マネジメント②　 教育委員全員 講堂

107 15：00～17：00 新人 メンタルサポート 演習 ９ヶ月の振り返り・看護の語り（新人サポートタイム） 教育委員全員 講堂

108 13：00～15：00 新人 救命救急処置技術 演習 ＴＥＬＳ
花澤・小島・金子・
酒井(や)・酒井(ゆ)・

皆川・吉岡・今井
講堂

109 15：00～17：00 新人 安全確保の技術 講義 気管挿管の準備と介助 教育委員 講堂

35 110 2月21日 木 13：00～17：00 新人 事例検討 発表 事例検討・看護の語り 教育委員全員 講堂

111 13：00～15：30 新人 事例検討 発表 事例検討・看護の語り 教育委員全員 講堂

112 15：30～17：00 新人
メンタルサポート/看護職員と
して必要な基本姿勢と態度

演習
新人サポートタイム
12ヶ月の振り返り・私の看護観・今後の課題と目指す方向
2年目看護師としての役割

教育委員全員 講堂

アヒルⅠ対象　　リーダー：5D安川　　サブ：3A本村

113 13：00～13：30 アヒルⅠ  看護職員として必要な基本姿勢と態度 演習 2年目看護師としての目標・役割 副総看護師長　村松 講堂

114 13：30～15：30 アヒルⅠ チーム医療の提供 講義・演習
与薬のプロセスにおけるリスクとKYT
①内服薬与薬②静脈注射③中心静脈内注射の準備･介助･管理

安全管理　古田島 講堂

115 15：30～17：00 アヒルⅠ 看護倫理 講義 倫理的問題について 加藤教育アドバイザー 講堂

2 116 6月8日 金 14：00～17：00 アヒルⅠ 与薬の技術 演習 輸血の安全管理シミュレーショントレーニング 教育委員全員 講堂

3 117 7月20日 金 14：00～17：00 アヒルⅠ 呼吸・循環を整える技術 講義 人工呼吸器装着患者の看護 集中ケア認定看護師　花澤 講堂

118 13：00～14：30 アヒルⅠ 看護研究 演習
①看護研究の目的と意義②看護研究の種類・方法③研究のプロセス④研究
テーマの探し方⑤文献検索の仕方⑥研究計画書の書き方⑦看護研究の倫理
的配慮

教育アドバイザー　加藤 講堂

119 14：30～17：00 アヒルⅠ チーム医療の提供 講義
チームＳＴＥＰＰＳ
～コミュニケーション能力を高めてチームパフォーマンスを向上させる～

看護部長　樋口 講堂

5 120 10月30日 火 13：00～16：00 アヒルⅠ 事例検討 発表・演習 事例検討発表会 教育委員 講堂

121 14：００～15：00 アヒルⅠ チーム医療の提供 講義 退院支援 退院調整部門主任　坂牧 講堂

122 15：00～17：00 アヒルⅠ 看護職員として必要な基本姿勢と態度 演習 2年間の振り返り・次年度への課題 副総看護師長　村松　教育委員 講堂

アヒルⅡ対象　　リーダー：5C吉岡　　サブ：3B今井

123 13：30～14：00 アヒルⅡ 看護職員として必要な基本姿勢 講義 3年目看護師としての役割 副総看護師長　村松 講堂

124 14：00～17：00 アヒルⅡ 安全確保の技術 講義・演習
チームＳＴＥＰＰＳ～コミュニケーション能力を高めてチームパフォーマ
ンスを向上させる

看護部長　樋口 講堂

2 125 8月30日 15：30～17：00 アヒルⅡ 看護管理Ⅰ－② 講義 指導の基本 副総看護師長　村松 講堂

3 126 10月18日 木 13：00～16：00 アヒルⅡ 事例検討 発表・演習 事例検討発表会 教育委員 講堂

127 14：00～15：00 アヒルⅡ 管理研修Ⅰ－② 演習 退院支援 退院調整部門主任　坂牧 講堂

128 15：00～17：00 アヒルⅡ 看護職員としての必要な基本姿勢 演習 3年目の振り返り・次年度への課題 副総看護師長　村松　教育委員 講堂

スワン・カルガモ･ペガサス対象　　リーダー：救外　行方

1 129 6月18日 月 14：00～16：00 スワン・カルガモ マネジメントラダーレベルⅠ－① 講義・演習 看護管理研修・リフレクション 副総看護師長　村松 大会議室

2 130 7月30日 月 14：00～16：00 スワン マネジメントラダーレベルⅠ－② 講義・演習
チームリーダーとしての役割を理解し実践に生かす
～チームSTEPPS　リーダーシップ・ディスクスクリプト～

看護部長　樋口 大会議室

3 131 10月3日 水 14：00～16：00 スワン・カルガモ
マネジメントラダーレベルⅠ－
③　チームリーダー研修

講義・演習 看護記録 総看護師長　深澤 講堂

4 132 11月12日 月 14：00～16：00
ペガサス・スワン・

カルガモ
看護研究（研究指導者） 講義・演習

①看護研究の目的と意義
②看護研究の種類・方法
③研究のプロセス
④研究テーマの探し方
⑤文献検索の仕方
⑥研究計画書の書き方
⑦看護研究の倫理的配慮
⑧データ収集・分析
⑨抄録（論文）の書き方

教育アドバイザー　加藤 講堂

5 133 14：00～15：00 スワン・カルガモ 管理研修 講義 退院支援方法 退院支援部門主任　坂牧 大会議室

1 134 11月9日 金 14：30～16：００ 来年度看護研究に取り組むもの 看護研究 講義・相談

来年度看護研究に取り組むために（＊今年度取り組みたいと考えている
テーマや課題などをある程度考えてくること）
①研究テーマの探し方②文献検索の仕方③研究計画書の書き方
＊今後の研究支援について

教育アドバイザー　加藤 講堂

ペガサス・主任研修　　リーダー：４B皆川

1 135 4月25日 水 14：15～15：00 主任・ペガサス マネジメントラダーレベルⅡ 講義・演習 看護主任研修① 大会議室

2 136 5月23日 水 14：15～15：00 主任・ペガサス  マネジメントラダーレベルⅡ 講義・演習 看護主任研修② 大会議室

3 137 6月27日 水 14：15～15：30 主任・ペガサス  マネジメントラダーレベルⅡ 講義・演習 看護主任研修③ 大会議室

4 138 7月25日 水 14：15～15：30 主任・ペガサス  マネジメントラダーレベルⅡ 講義・演習 看護主任研修④ 大会議室

5 139 8月22日 水 14：15～15：30 主任・ペガサス  マネジメントラダーレベルⅡ 講義・演習 看護主任研修⑤ 大会議室

6 140 10月24日 水 14：15～15：00 主任・ペガサス マネジメントラダーレベルⅡ 講義・演習 看護主任研修⑥ 大会議室

7 141 11月28日 水 14：15～15：30 主任・ペガサス  マネジメントラダーレベルⅡ 講義・演習 看護主任研修⑦ 大会議室

8 142 2月28日 水 14：15～15：30 ペガサス・スワン 指導者研修Ⅴ（教育担当者） 講義・演習 次年度教育担当者研修① 村松 大会議室

9 143 3月27日 水 14：15～15：00 ペガサス・スワン 指導者研修Ⅴ（教育担当者） 講義・演習 次年度教育担当者研修② 村松 大会議室
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指導者研修　　　　　リーダー：金子　　サブ：水科

1 144 15：00～16：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅱ 講義・演習 2年目看護師指導　年間目標設定

2 145 16：00～17：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅲ 講義・演習 実施指導者研修（アソシエート）年間目標設定

3 146 15：00～16：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅱ 講義・演習 2年目看護師指導　中間評価

4 147 16：00～17：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅲ 講義・演習 実施指導者研修（アソシエート）　中間評価

5 148 15：00～16：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅱ 講義・演習 2年目看護師指導　1年のまとめ

6 149 16：00～17：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅲ 講義・演習 実施指導者研修（アソシエート）　1年のまとめ

7 150 12月6日 木 14：00～17：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅰ 講義・演習 次年度実施指導者研修第1回（プリセプター） 金子・水科 講堂

8 151 2月7日 木 14：00～17：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅰ 講義・演習 次年度実施指導者研修第2回（プリセプター） 金子・水科 講堂

9 152 3月6日 水 14：00～17：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅰ 講義・演習 次年度実施指導者研修第3回（プリセプター） 金子・水科 講堂

10 153 3月18日 月 14：00～17：00 カルガモ・スワン 指導者研修Ⅰ 講義・演習 次年度実施指導者研修第4回（プリセプター） 金子・水科 講堂

プリセプター対象　　　リーダー：4B皆川　　サブ：5A丸田

1 154 4月25日 水 15：30～17：00
教育委員・

プリセプター
指導者会議 会議

１ヶ月の評価・振り返りのための教育委員プリセプター合同会議
実施状況報告、課題の共有と解決策の検討、計画の見直し

教育委員 大会議室

2 155 6月27日 水 15：30～17：00
教育委員・

プリセプター
指導者会議 会議

３ヶ月の評価・振り返りのための教育委員プリセプター合同会議
実施状況報告、課題の共有と解決策の検討、計画の見直し

教育委員 大会議室

3 156 9月26日 水 15：30～17：00
教育委員・

プリセプター
指導者会議 会議

６ヶ月の評価・振り返りのための教育委員プリセプター合同会議
施状況報告、課題の共有と解決策の検討、計画の見直し

教育委員 大会議室

4 157 12月26日 水 15：30～17：00
教育委員・

プリセプター
指導者会議 会議

9ヶ月の評価・振り返りのための教育委員プリセプター合同会議
実施状況報告、課題の共有と解決策の検討、計画の見直し

教育委員 大会議室

5 158 2月27日 水 15：30～17：00
教育委員・

プリセプター
指導者会議 会議

1年評価合同会議　1年の振り返り
実施状況報告、課題の共有と解決策の検討、プリセプター1年間の
評価次年度への課題

教育委員 大会議室

臨地実習指導者対象　　リーダー：５A丸田　　サブ：３B笹尾

1 159 5月18日 金 16：00～17：０0 臨地実習指導者
指導者研修Ⅳ
※看護学校指導者会議の後に行う

講義・演習 学生指導　1回目 丸田 講堂

2 160 未定 金 16：00～17：00 臨地実習指導者
指導者研修Ⅳ
※看護学校指導者会議の後に行う

講義・演習 学生指導　２回目 笹尾 講堂

3 161 11月2日 金 16：00～17：00 臨地実習指導者
指導者研修Ⅳ
※看護学校指導者会議の跡に行う

講義・演習 学生指導　3回目 丸田 講堂

4 162 3月16日 金 15：00～16：00 臨地実習指導者 指導者研修Ⅳ 講義・演習 学生指導　4回目 笹尾 大会議室

1 163 11月26日 月 17：15～18：30 全員 看護研究 発表 看護研究発表会 教育委員 講堂

2 164 11月29日 木 17：15～18：30 全員 看護研究 発表 看護研究発表会 教育委員 講堂

1 165 各病棟設定 1時間 全看護師・准看護師 看護ケア実践の正確な記録と評価 講義・演習 看護必要度について 各病棟研修修了者 各病棟

10月24日 水 金子・水科 大会議室

3月15日 金 金子・水科 大会議室

5月23日 水 金子・水科 大会議室


