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月日 時間 形式 人数 講師 ねらい

Ⅰ
【意思決定支援】

患者・家族の思いを支えるケア
10/3 13:30～16:30

講義

演習
30名

塩見美幸

がん看護専門看護師

患者・家族の思いや考えに沿ったケアとは何か

について学び、日々のケアに活かす

Ⅰ

～

Ⅱ

【人材育成】

スタッフ指導に関わる上で知っておくこと
5/17 13:30～16:30

講義

演習
40名 村上しおり副看護部長

OJTにおいて、スタッフを指導するために心得

ておくべきことについて学ぶ
（新人看護職員研修ガイドラインを含む）

Ⅰ

～

Ⅱ

【ナラティブ】

大事にしたい看護について語ろう
7/19 14:00～16:30

グループ

ワーク
40名 久保 幸看護部長

日々の看護実践を振り返り、自分の看護観

について考える機会とする

Ⅱ
【コミュニケーション】

リーダーシップ
6/6 13:30～16:30

講義

演習
30名 竹森香織看護師長

他者の立場や役割を理解し、円滑な連携に

つなげるための方法を学ぶ

Ⅲ
【協働】

チーム医療におけるファシリテーション
7/16 13:00～16:30

講義

演習
40名

守屋　文貴
(株)アクリート・ワークス代表

中立的な立場でのリーダーシップを学び、チー

ム医療への効果的な参画について考える

Ⅲ

～

Ⅳ

【ナラティブ】

「人を育てる・育て合う」とはなんだろう
10/18 14:00～16:30

グループ

ワーク
40名 山岡多恵看護師長

学生や後輩との関わりを振り返りながら、人材

育成について考える機会を持つ

Ⅳ

【地域連携】

高齢者を在宅療養へつなぐための

急性期病院の役割

9/17 13:30～16:30
講義

演習
30名

大岡奈穂子

認知症看護認定看護師

高齢者の特徴（認知・身体機能の低下）

を知り、地域へつなげる支援を考える

【研究】

看護研究（入門編）
5/29 13:30～16:30 講義 40名

崎山貴代
愛媛大学医学部看護学科

教授

研究テーマの見つけ方・進め方を学び、セク

ションでの看護研究の取り組みにつなげる

院内看護研究発表会 2/29 9:00～12:00
各セクションの看護研究で得られた気づきを、

自身の研究的視点に活かす

【看護実践】

フィジカルアセスメント（基礎編）
6/10

9:00～12:00

13:30～16:30

講義

演習
30名/回

フィジカルイグザミネーションの実践から正常・

異常の判断につながる

フィジカルアセスメント（実践編） 9/12
9:00～12:00

13:30～16:30

講義

演習
30名/回

患者状況に応じたフィジカルアセスメントを実

践する

【看護実践】

看護記録（基礎編）

ー看護記録と看護診断ー

6/28 13:30～16:30
講義

演習
50名

記録に書くべきものは何かを考え、看護診断

による計画立案の流れと記録方法について再

学習する

看護記録（実践編）
ーどんな看護診断が記録時間を長くするのかー

9/20 13:30～16:30
講義

演習
50名

事例での演習を通して、患者の状況に合った

看護診断の考え方を学び、適切な記録につ

なげる

【倫理】

「その人らしさ」を守るケア
ーユマニチュードは全ての患者さんにー

7/11 17:15～18:45
DVD視聴

GW
100名 村上しおり副看護部長

最期の日までその人の“人間らしさ”を尊重し

続けるために、看護職ができるケアとは何かを

考える

【災害】

災害時の看護の役割

5～6

月
17:15～18:30 講義 100名

山本静子
西予市立野村病院看護部長

災害時における看護職の役割について、被災

の体験談から学び、考える機会とする

災害への備え 11/20 17:15～18:30 講義 全職員

六田圭一

施設課機械チーム

竹葉　淳

救急科医師

災害時に必要な行動を理解し、日常的な備

えについて考える

【ヘルシーワークプレイス】

元気に仕事を続けるために
11/1 17:15～18:45 講義 100名

PT

伊賀瀬道也
抗加齢・予防医療センター准教

授

業務による腰痛予防を中心に、心身ともに元

気でいるために日常生活の中でできることにつ

いて学ぶ

2019年度　看護部教育計画　【キャリア教育】

研修内容

＜ラダーレベル別研修＞　　※ラダーⅢ以上の看護職へは、集団力学研究所看護管理者支援プロジェクトへの参加を推奨

＜全員対象研修＞　※愛媛地区臨床倫理事例研究会への参加を推奨

共

通

認定看護師
・慢性心不全看護

・慢性呼吸器疾患看護

・脳卒中リハビリテーション看護

村上しおり副看護部長



月日 時間 形式 人数 講師 ねらい

第1回

「看護部の教育（実地指導者）」
5/15 14:00～16:00 講義 久保 幸看護部長

実地指導にあたり、看護部の目指す教育の

方針、目標、計画について理解する

第2回

 「新人看護師の対象理解」
5/28 14:00～16:00 講義

乗松貞子
愛媛大学医学部看護学科教

授

看護基礎教育の現状を知り、対象である新

人看護師について理解する

第3回

「成人学習と指導方法」
6/17 13:00～16:00

講義

演習

白松　賢
愛媛大学教育学研究科教授

成人学習についての基本的な知識と指導方

法について学び、実践につなげる

第4回

「実地指導者の役割」
8/6 14:00～16:00 講義 村上しおり副看護部長

実地指導者の役割について学び、現場での

実践に活かす

第1回

「看護部の教育（臨地実習指導者）」
6/20 14:00～16:00 講義 久保 幸看護部長

看護部の教育についての方針や目標を知り、看

護学生にどう向き合うべきかを考える機会を持つ

第2回

「臨地実習指導者の役割」
7/23 14:00～16:00 講義

山内栄子
愛媛大学医学部看護学科教

授

看護教育における臨地実習の意義と役割を

理解し、実習指導に活かす

第３回

「学生への関わり方と指導方法」
8/7 14:00～16:00 講義

山内栄子
愛媛大学医学部看護学科教

授

成人学習について基本的な知識を学び、セク

ションで活用できる

第１回

「看護部の人材育成」
8/9 14:00～16:00 講義 久保 幸看護部長

組織の教育方針を理解した上で、自セクショ

ンでの教育計画に活かす

第2回

「教育担当者の役割と新人教育計画」
9/4 14:00～16:00 講義 村上しおり副看護部長

教育担当者の役割について理解し、自部署

での教育計画の立案・実施・評価につなげる

第3回

「各セクションにおける現状と課題を考える」
11/14 14:00～16:00

グループ

ワーク
村上しおり副看護部長

セクションの教育における現状を再認識し、ディス

カッションを通して課題解決の糸口を見つける

管理者のための労務管理 5/27 13:30～16:30
講義

演習
45名 﨑田智美副看護部長

労務管理の意義について再学習し、管理の

実践とスタッフへの指導につなげる

副師長に求められるリーダーシップ

ーこんなリーダーがいたらどうする？ー
11/22 13:30～16:30

グループ

ワーク
45名 村上しおり副看護部長

リーダーのあり方について語り合い、自らが発

揮すべきリーダーシップを見つめ直す

次世代の管理者を育てよう（仮） 7/25 13:30～16:30
グループ

ワーク
30名 久保 幸看護部長

自分の看護管理を振り返るとともに、他者と語り

合うことで「管理者には何が必要か」をあらためて

考える

チームマネジメントの知識とスキル 9/27 10:00～15:30
講義

演習
30名

篠田　道子
日本福祉大学社会福祉学部

教授

多職種との効果的な連携について学び、質の

高いケアを提供できるチーム作りにつなげる

看護倫理に基づいた看護補助者の役割 4/23
13:20～14:20

14:30～15:30
講義 各30名 久保　幸看護部長

急性期病院における看護補助者の役割につ

いて理解する

安全管理（医療安全・情報管理） 5/13
13:20～14:20

14:30～15:30
講義 各30名 山下眞代副看護部長

患者の安全を守るための医療安全管理の基

礎について学ぶ

感染管理

-感染防止の基礎、防護具着脱、

　医療廃棄物･リネンの取り扱い-

6/25
13:20～14:20

14:30～15:30
講義 各30名

青野晴孝感染管理

認定看護師

日常生活援助における院内感染防止対策

について理解し、実践につなげる

滅菌物の取り扱い

麻薬・輸血運搬時の注意点
7/30

13:20～14:20

14:30～15:30
講義 各30名 今井恵美子看護師長

業務における安全管理・感染管理上の注意

点を正しく理解し実践する

認知症高齢者の対応 9/3
13:20～14:20

14:30～15:30
講義 各30名

大岡奈穂子認知症看護

認定看護師

認知症高齢者の対応の基本を理解し、日常

生活援助の対応につなげる

災害拠点病院における

看護補助者としての災害への備え
10/9

13:20～14:20

14:30～15:30
講義 各30名 本田晃子看護師長

災害拠点病院で働く病院職員としての災害

への心構えや初期対応を学ぶ

患者状態の変化時の対応

（入浴介助）
11/5

13:20～14:20

14:30～15:30
講義 各30名 三好祐子看護師長

急性期病院における日常生活援助で、患者

の状態変化に気づくための観察ポイントを理

解できる

看護補助者としての活動を振り返る 12/3
13:20～14:20

14:30～15:30

グループ

ワーク
各30名 村上しおり副看護部長

1年間の実践を振り返り、次年度へ向けた取

り組みを具体化する

＜看護管理者研修＞　　※集団力学研究所看護管理者支援プロジェクトへの参加を推奨

副

看

護

師

長

看

護

師

長

＜看護補助者研修＞

看

護

補

助
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ー

ス

対象：ラダーレベルⅡ～Ⅲで、当院実地指導者育成コースを修了し、臨地実習指導を担っている者またはその予定の者

セクション

1~2名

(約30名)

教

育

担

当

者

コ

ー

ス

対象：ラダーレベルⅢ～Ⅳで、当院臨地実習指導者育成コースを修了し、教育担当を担っている者またはその予定の者

セクション

1~2名
(約30名)

＜指導者育成コース＞
※愛媛県委託事業である「新人看護職員研修責任者・教育担当者研修」「新人看護職員研修実地指導者研修」および

　　「保健師助産師看護師実習指導者講習会」への参加を推奨

研修内容

実

地

指

導

者

コ

ー

ス

対象：ラダーレベルⅠ～Ⅱで、実地指導を担っている者またはその予定の者

セクション

1~2名

(約30名)




