
5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月

レベルレベルレベルレベル１１１１

＜実施責任者＞

全教育
委員

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメントⅠⅠⅠⅠ
　　（　　（　　（　　（症状編症状編症状編症状編））））
　　　　
★★★★安全管理研修安全管理研修安全管理研修安全管理研修ⅠⅠⅠⅠ
　「　「　「　「確認確認確認確認・・・・照合照合照合照合」」」」

☆☆☆☆フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ
　　　　　　　　　　　　研修研修研修研修ⅠⅠⅠⅠ
　　　　
　　　　　　　　GWGWGWGW＆＆＆＆講義講義講義講義////

★★★★救急蘇生救急蘇生救急蘇生救急蘇生PartPartPartPart１１１１
　「　「　「　「BLSBLSBLSBLS////ACLSACLSACLSACLS」」」」
[[[[急変時急変時急変時急変時ののののフィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント」」」」
　　　　
　　　　
　　　　★★★★安全管理研修安全管理研修安全管理研修安全管理研修ⅡⅡⅡⅡ
　　「　　「　　「　　「麻薬麻薬麻薬麻薬・・・・輸血輸血輸血輸血・・・・」」」」

★★★★安全管理研修安全管理研修安全管理研修安全管理研修ⅢⅢⅢⅢ
　　「　　「　　「　　「転倒転倒転倒転倒・・・・転落転落転落転落」」」」
　　　　

☆☆☆☆フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ
　　　　　　　　研修研修研修研修ⅡⅡⅡⅡ：：：：
　　　　

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメントⅡⅡⅡⅡ
　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（症状編症状編症状編症状編））））
　　　　

★★★★メンバーシップメンバーシップメンバーシップメンバーシップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修研修研修研修ⅠⅠⅠⅠ
　　　　

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメントⅢⅢⅢⅢ
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（症状編症状編症状編症状編））））
　　　　

☆☆☆☆フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ
　　　　　　　　研修研修研修研修ⅢⅢⅢⅢ：：：：

レベルレベルレベルレベル２２２２
＜実施責任者＞
廣田竜・小野塚

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント：：：：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼吸器系呼吸器系呼吸器系呼吸器系
　　        　　        　　        　　        4444EEEE
　　　　

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント：：：：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消化器系消化器系消化器系消化器系
　　       　　       　　       　　       6666WWWW
　　　　

★★★★退院調整退院調整退院調整退院調整////社会資源社会資源社会資源社会資源

　　　　

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント：：：：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　循環器系循環器系循環器系循環器系
　        　　        　　        　　        　5555EEEE
　　　　
★★★★安全管理研修安全管理研修安全管理研修安全管理研修ⅡⅡⅡⅡ
　「　「　「　「インシデントインシデントインシデントインシデント事例事例事例事例」」」」

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント：：：：
　　　　　　　　　　　　代謝系代謝系代謝系代謝系（（（（糖尿糖尿糖尿糖尿））））
　　   　　   　　   　　   5555WWWW
　　　　
★★★★安全管理研修安全管理研修安全管理研修安全管理研修ⅢⅢⅢⅢ
　　「　　「　　「　　「転倒転倒転倒転倒・・・・転落転落転落転落」」」」
　　　　　　　　分析分析分析分析」」」」

★★★★フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント：：：：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳神経系脳神経系脳神経系脳神経系
　　        　　        　　        　　        3333EEEE
　　　　

★★★★フィジカルアセスメントフィジカルアセスメントフィジカルアセスメントフィジカルアセスメント：：：：
　　　　　　　　　　　　腎臓疾患  腎臓疾患  腎臓疾患  腎臓疾患  HDHDHDHD
　　　　
★★★★メンバーシップメンバーシップメンバーシップメンバーシップⅡⅡⅡⅡ
    　体験学習    　体験学習    　体験学習    　体験学習

★★★★事例検討事例検討事例検討事例検討
　　　　レポートレポートレポートレポート＆＆＆＆発表会発表会発表会発表会

レベルレベルレベルレベル３３３３
＜実施責任者＞

平田・花城

★★★★リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップⅠⅠⅠⅠ
　「　「　「　「リーダーリーダーリーダーリーダー業務業務業務業務とととと
　　　　　　　　　　　　リーダーリーダーリーダーリーダーのののの役割役割役割役割」」」」

★★★★ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインにににに
沿沿沿沿ったったったった誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎のののの

予防予防予防予防・・・・実技実技実技実技
NSTNSTNSTNSTリンクナースリンクナースリンクナースリンクナース

★★★★安全管理研修安全管理研修安全管理研修安全管理研修ⅤⅤⅤⅤ
　　「　　「　　「　　「インシデントインシデントインシデントインシデント事例分事例分事例分事例分
析析析析・・・・対策立案対策立案対策立案対策立案」」」」

★★★★リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップⅡⅡⅡⅡ
　　「　　「　　「　　「リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップとはとはとはとは」」」」

★★★★看護観看護観看護観看護観レポートレポートレポートレポート

★★★★リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップⅢⅢⅢⅢ
　「　「　「　「自己分析自己分析自己分析自己分析とととと

　　　　リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップのののの課題課題課題課題」」」」
　　　　看護研究発表看護研究発表看護研究発表看護研究発表

★★★★教育教育教育教育システムシステムシステムシステム・・・・新人看護師新人看護師新人看護師新人看護師
のののの現状現状現状現状：：：：講義講義講義講義
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員教育委員教育委員教育委員

★★★★学習学習学習学習にににに対対対対するするするする基礎基礎基礎基礎
知識知識知識知識（（（（動機付動機付動機付動機付けけけけ））））方法方法方法方法
★★★★新人指導計画立案新人指導計画立案新人指導計画立案新人指導計画立案
　　　　　　　　　　　　　　　　GWGWGWGW：：：：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員教育委員教育委員教育委員

★★★★看護技術看護技術看護技術看護技術のののの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導方法指導方法指導方法指導方法
・・・・ロールプレイングロールプレイングロールプレイングロールプレイング
・・・・研修者同士研修者同士研修者同士研修者同士でのでのでのでの
　　　　　　　　　　　　技術指導技術指導技術指導技術指導のののの実演実演実演実演
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員教育委員教育委員教育委員

★★★★メンタルサポートメンタルサポートメンタルサポートメンタルサポート
　　　　　　　　講義講義講義講義＆＆＆＆GWGWGWGW////

★★★★実際実際実際実際とととと振振振振りりりり返返返返りりりり////GWGWGWGW
　　　　
教育委員教育委員教育委員教育委員

　　　　

　　　　　　　　　　　　フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント
　　＜　　＜　　＜　　＜呼吸器系呼吸器系呼吸器系呼吸器系＞＞＞＞
★★★★担当責任者担当責任者担当責任者担当責任者::::

　　　　　　　　　　　　フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント
　　＜　　＜　　＜　　＜消化器系消化器系消化器系消化器系＞＞＞＞
★★★★担当責任者担当責任者担当責任者担当責任者：：：：

　　　　　　　　　　　　フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント
　　＜　　＜　　＜　　＜循環器系循環器系循環器系循環器系＞＞＞＞
★★★★担当責任者担当責任者担当責任者担当責任者：：：：

　　　　　　　　　　　　　　　　フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント
　　＜　　＜　　＜　　＜代謝代謝代謝代謝（（（（糖尿糖尿糖尿糖尿）＞）＞）＞）＞
★★★★担当責任者担当責任者担当責任者担当責任者：：：：

　　　　　　　　　　　　フィジカルフィジカルフィジカルフィジカル
　　　　　　　　　　　　アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント
　　＜　　＜　　＜　　＜脳神経系脳神経系脳神経系脳神経系＞＞＞＞
★★★★担当責任者担当責任者担当責任者担当責任者：：：：

フィジカルアセスメントフィジカルアセスメントフィジカルアセスメントフィジカルアセスメント
　　＜　　＜　　＜　　＜腎臓疾患腎臓疾患腎臓疾患腎臓疾患＞＞＞＞

管理管理管理管理１１１１
副主任副主任副主任副主任

管理管理管理管理１１１１
主任主任主任主任

管理管理管理管理２２２２

管理管理管理管理３３３３

選選選選
択択択択

全体研修全体研修全体研修全体研修

＜実施責任者＞

全教育委員

　　　　

　　　　
看護必要度研修看護必要度研修看護必要度研修看護必要度研修
業務改善委員業務改善委員業務改善委員業務改善委員

★★★★倫理倫理倫理倫理////接遇接遇接遇接遇PartPartPartPart１１１１
　（　（　（　（追加追加追加追加））））

大阪府済生会泉尾病院大阪府済生会泉尾病院大阪府済生会泉尾病院大阪府済生会泉尾病院　　　　看護部教育委員看護部教育委員看護部教育委員看護部教育委員

★BLS★BLS★BLS★BLS　　　　PratPratPratPrat１１１１
　　　　①①①①BLSBLSBLSBLSのののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識
　　　　②②②②実践実践実践実践
　　　＜　　　＜　　　＜　　　＜教育委員教育委員教育委員教育委員＞＞＞＞

★★★★倫理倫理倫理倫理１１１１
　　　　ロールプレイングロールプレイングロールプレイングロールプレイング
　ＧＷ　ＧＷ　ＧＷ　ＧＷ

★★★★安全管理安全管理安全管理安全管理

平成平成平成平成24242424年度入職者年度入職者年度入職者年度入職者ほかほかほかほか★★★★技技技技
術術術術トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング①①①①
　　　　正正正正しいしいしいしいオムツオムツオムツオムツのののの当当当当てててて方方方方

　　　　　　　　　　　　NSTNSTNSTNST
 ★ ★ ★ ★倫理倫理倫理倫理////接遇接遇接遇接遇PartPartPartPart１１１１
　（　（　（　（追加追加追加追加））））

　　　　

基基基基
礎礎礎礎
ココココ
ーーーー
スススス

専専専専
門門門門
ココココ
ーーーー
スススス

レベルレベルレベルレベル４４４４
＜実施責任者＞

平田・花城

介護士介護士介護士介護士
＜実施責任者＞根来・佐藤知

看護助手看護助手看護助手看護助手
＜実施責任者＞根来・佐藤知

★★★★入職時入職時入職時入職時オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション
　　　　・・・・済生会済生会済生会済生会についてについてについてについて
　　　　・・・・泉尾病院泉尾病院泉尾病院泉尾病院のののの方針方針方針方針についてについてについてについて
　　　　・・・・各施設各施設各施設各施設のののの説明説明説明説明
　　　　・・・・医療保険制度医療保険制度医療保険制度医療保険制度
　　　　・・・・介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度
　　　　・・・・接遇接遇接遇接遇・・・・安全安全安全安全・・・・感染感染感染感染
　　　　・・・・目標管理目標管理目標管理目標管理・・・・クリニカルラダークリニカルラダークリニカルラダークリニカルラダー
　　　　・・・・看護記録看護記録看護記録看護記録・・・・看護記録看護記録看護記録看護記録
　　　　・・・・技術技術技術技術：：：：
　　　　　　　　　　　　注射注射注射注射・・・・採血採血採血採血・・・・心電図心電図心電図心電図

　　　　　　　　　　　　輸液輸液輸液輸液ポンプポンプポンプポンプ
　　　　　　　　　　　　シリンジポンプシリンジポンプシリンジポンプシリンジポンプ
　　　　　　　　　　　　シーツシーツシーツシーツ交換交換交換交換、、、、寝衣交換寝衣交換寝衣交換寝衣交換
　　　　　　　　　　　　体位変換体位変換体位変換体位変換・・・・摂食嚥下摂食嚥下摂食嚥下摂食嚥下
      吸引      吸引      吸引      吸引・・・・膀胱留置膀胱留置膀胱留置膀胱留置カテーテルカテーテルカテーテルカテーテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4444////２２２２～～～～10101010

実実実実
地地地地
指指指指
導導導導
者者者者

（（（（
ププププ
リリリリ
セセセセ
ププププ
タタタタ
ーーーー

））））

★★★★はははは認定認定認定認定　　　　　　　　　　　　☆☆☆☆はははは自由参加自由参加自由参加自由参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成24242424年度年度年度年度　　　　クリニカルラダークリニカルラダークリニカルラダークリニカルラダー////研修計画一覧表研修計画一覧表研修計画一覧表研修計画一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ママママ
ネネネネ
ーーーー

ジジジジ
メメメメ
ンンンン
トトトト

レベルレベルレベルレベル５５５５
＜実施責任者＞

平田・花城

4444月月月月 10101010月月月月

★★★★救急蘇生救急蘇生救急蘇生救急蘇生PartPartPartPart2222
　「　「　「　「挿管挿管挿管挿管＆＆＆＆ACLSACLSACLSACLS」」」」
◎◎◎◎【【【【伝達講習伝達講習伝達講習伝達講習⑤⑤⑤⑤】】】】含含含含むむむむ
　　「　　「　　「　　「急変時急変時急変時急変時のののの
　　　　　　　　　　　　フィジカルアセスメントフィジカルアセスメントフィジカルアセスメントフィジカルアセスメント」」」」
　　　　
　　　　

★★★★看護実践研修看護実践研修看護実践研修看護実践研修////
　　　　　　　　事例検討事例検討事例検討事例検討・・・・GWGWGWGW
    
　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★安全管理研修安全管理研修安全管理研修安全管理研修ⅥⅥⅥⅥ
　　「　　「　　「　　「指導指導指導指導レベルレベルレベルレベル」」」」

実実実実
地地地地
指指指指
導導導導
者者者者

（（（（
ププププ
リリリリ
セセセセ
ププププ
タタタタ
ーーーー

））））

★★★★実際実際実際実際とととと振振振振りりりり返返返返りりりり////GWGWGWGW
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育教育教育教育
伝達講習伝達講習伝達講習伝達講習
実地指導者実地指導者実地指導者実地指導者のためののためののためののためのインインインイン
ジェクションジェクションジェクションジェクション研修研修研修研修

★★★★感染感染感染感染////実技実技実技実技
　　　　①①①①スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
　　　　　　　　　　　　プリコーションプリコーションプリコーションプリコーション
　　　　②②②②感染経路別予防策感染経路別予防策感染経路別予防策感染経路別予防策
　　　　③③③③ノロノロノロノロ感染対策感染対策感染対策感染対策
　＜　＜　＜　＜感染感染感染感染リンクナースリンクナースリンクナースリンクナース＞＞＞＞

★★★★倫理倫理倫理倫理２２２２：：：：12121212////
　　　　　　　　講義講義講義講義＆＆＆＆GWGWGWGW
　　　　

☆☆☆☆技術技術技術技術トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング②②②②
　　　　　　　　・・・・体位変換体位変換体位変換体位変換
　　　　　　　　・・・・トランスファートランスファートランスファートランスファー
　　　　　　　　・・・・口腔口腔口腔口腔ケアケアケアケア
　　　　　　　　・・・・食事介助食事介助食事介助食事介助
　　　　　　　　　　　　　　　　NSTNSTNSTNST

★物品管理
（管理課）

・安全管理：リスクマネジャー
　　　　　　　　　　（２回以上/年）
・褥瘡・誤嚥性肺炎予防：
　　　　　　　　NSTリンクナース
・心電図
・人工呼吸器
・緩和ケア：
・伝達講習
・薬局、医事課関連など

★診療報酬
（医事課）

★防災訓練
（総務課）

★講師＆
ファシリテーター

★講師＆
ファシリテーター

★講師＆
ファシリテーター

★講師＆
ファシリテーター

★講師＆
ファシリテーター

【感染管理研修Ⅰ】
　血液汚染事故防止
　

【褥瘡研修】
　・DESIGN-R評価
　・被覆剤の選択
　　　 NST

　【記録・SOAP】
　新入職者対象
　
　業務改善委員

「救急に関する講義」

　　　　富野医師

医療安全管理研修

インスピロンについて
8 /31（金）17：15～

化学療法について
　薬剤師
　

ファシリテーターについて

　講義・ＧＷ/吉崎

　　　　　7/6（金）

安全な介助方法/リハビ
リ

★講師＆
ファシリテーター

【クリニカルパスに
ついて】

ノロウイルス対策
     感染リンクナース会

院内学会

医療安全管理研修 【看護記録Ⅲ】
　　業務改善委員会心電図　５E


