
2022年(令和４年)度 卒１対象研修プログラム 

研修名 推奨する e-ラーニング等 研修目標 担当者 日時 

入職時研修Ⅰ 基礎習得コース 

コード：AA2263 

3日坊主にならない入職後の学習方法 

 

別途プログラム 
新人看護職員運営委員会 

研修責任者 

4月 1日(金) 

4月 4日（月） 

8：30-17：00 

入職時研修Ⅱ 

 

NEW 

全体で学研を視聴 

 ・MV0400 「社会人基礎力(接遇)」 

 ・CK2203 「社会人基礎力」 

SNS時代に知っておきたい医療職の情

報伝達心得 

 

①看護基礎力の概念を理解し、「組織社会化」・「専門

職社会化」について学び、社会に求められる自分を

想像する 

②先輩看護師の看護観を聞き、看護師としての自分

を想像する 

新人看護職員運営委員会 

研修責任者 

 

4月 5日(火) 

8：30-17：00 

＊別途案内あり 

基礎看護技術 

・療養環境技術  

振り返り研修 

 

看護の気づき研修Ⅰ 

 

 

ビジュアルナーシングメソッド 

 

①学生時代に習得した基礎看護技術を振り返り、患者

にとって「快」となる療養環境技術を考え、演習で習得

する。基礎看護技術を練習し、実践場面に役立てる 

 ・はさみの使い方 ・鑷子の使い方・テープの貼り方 

 ・環境整備・移動の介助・体位交換・寝衣交換・ 

 ・清潔区域の作り方・ガウンテクニック 

 

②先輩看護師が患者へ関わる場面を視聴し、「看護の

気づき」を述べ、観察に役立てる 

新人看護職員運営委員会 

研修責任者 

4月 6日(水) 

8：30-17：00 

医療安全Ⅰ 

①感染予防対策Ⅰ 

②医療安全対策Ⅰ 

 

 

 

既卒採用者必須 

秋田赤十字病院 

院内感染対策マニュアル 

医療安全防止マニュアル 

院内の感染対策の基本・医療安全の基本を学び、当院

職員が遵守する院内のルールを習得する 

①手指消毒の基本とタイミング、標準予防策の基本 

 正しいオムツ交換の DVDを視聴後、演習 

 尿道カテーテル管理の演習 

②転倒・転落の発生機序と当院の予防対策について

の列記し、自身でできることを述べる 

 当院の転倒・転落のアクシデント事例を知る 

①感染対策室  

感染管理認定看護師 

井上貴子 

 

②医療安全推進室 

医療安全管理者 

五十嵐淑恵 

 

新人看護職員運営委員会 

4月 14日（木） 

①8：45-11：45 

②13：30-16：30 

赤十字と看護倫理 

「基本原則の理解」 

 

 

 

 

 

既卒採用者必須 

看護者の倫理綱領 

若葉と読む赤十字原則 

 

倫理的ジレンマに陥った時に活用するための「看護者

の倫理綱領」と「赤十字の 7原則」について習得する 

国内外の保健・医療・看護・福祉の動向について関心

を持つため、 

①来院する外国の方などの特性と健康問題、自身に

できることは何かを見出す 

②赤十字の歴史、宗教、政治、社会、言語、慣習、ジェ

ンダーを SDGｓに照らし合わせて自己の考えを述

べる 

新人看護職員研修運営 

委員会 

研修責任者 

 

 

 

 

 

4月 15日(金) 

10：30-12：30 

災害看護 

 

 

既卒採用者必須 

秋田赤十字病院 災害対策マニュアル2021 

秋田赤十字病院職員ポケットブック 

①当院の災害対策マニュアルの説明を受け、災害発生

時の初動対応の基本を身につける 

（火災、地震、停電） 

②赤十字看護師として日常の備えを列記し、研修後、 

 実施する 

新人看護職員研修運営 

委員会 

 

4月 15日(金) 

13：30-15：00 

 

呼吸・循環を整える技術 

 振り返り研修 

基礎習得コース 

コード：AA2202 

安全で安楽な排炭・吸引技術をモノにする 

 

①口腔ケア、気管内吸引、酸素療法について、正しい

技術の方法を看護基準に照らし合わせて学び、演

習で実践する 

新人看護職員研修運営 

委員会 

4月 21日(木) 

10：30-12：30 

医薬品の取り扱いと医療 

安全対策 

NEW 

既卒採用者必須 

基礎習得コース 

コード：AA2253 

安全で効果的な薬物療法のために看護師が 

身につけたいこと 

 

①医薬品の安全な取り扱いについて習得し、演習で 

実践する 

（６R、指さし呼称を患者-看護師役で体験） 

②「新人が取り扱いできない薬剤」の一覧を基に、 

 その理由を述べることができる 

看護部 

医療安全委員長 

 

4月 21日(木) 

13：30-15：00 

診療情報管理Ⅰ 基礎習得コース 

コード：AA2260 

あなたの看護記録は大丈夫ですか 

～何を残す？何を伝える？～ 

 

①当院の看護記録記載基準を知り「看護記録」法的 

根拠を習得する 

②看護実践を証明するための記録の書き方を演習で

習得する 

③診療情報の倫理的な取り扱いを知る 

④電子カルテ操作を練習する 

看護部 

基準委員長 

新人看護職員研修運営 

委員長 

4月 22日(金) 

①-③ 

10：30-12：30 

④各部署 

13：30-14：30 

 

褥瘡予防・スキンテア予防

対策研修 

基礎習得コース 

コード：AA225２ 

非褥瘡三原則～つくらない！見逃さない！

悪化させない！～ 

 

①当院の褥瘡予防対策・スキンテア予防対策を知る 

②褥瘡アセスメントシートを用いたアセスメントの方

法を習得する 

看護部 

褥瘡対策小委員会 

新人看護職員研修運営 

委員会 

4月 22日(金) 

15：00-17：00 



摂食・嚥下障害の看護 

 振り返り研修 

 

基礎習得コース 

コード：AA225７ 

経口摂取を支える口腔健康管理と食事介助 

方法～看護師は何をする？～ 

 

①学生時代に習得した食事介助の技術を再確認し、

誤嚥しない食事（体位の工夫、配膳、セッティング、

用具の選択、介助、下膳）について習得する 

②部署の患者に実践する 

 配膳～口腔ケアまで 

新人看護職員研修運営 

委員会 

プリセプター 

4月 28日(木) 

① 

10：30-12：00 

② 

12：00-13：00 

メンタルヘルス研修Ⅰ 

 

既卒採用者必須 

基礎習得コース 

コード：A2213 

あなたのコミュニケーションの特徴を知ろう 

～リアリティショックを和らげるためのヒント 

①入職後の自分の頑張りを認め、同期との語らいを

通して相手も認めることができる 

②ケアする自分をケアするための「セルフケア」の方法

を習得する 

メンタルサポートチーム 
4月 28日 

16：00-17：00 

バイタルサインとフィジカル

イグザミネーション 

 

 

NEW 

基礎習得コース 

コード：A2251 

バイタルサインから患者の現在と未来を 

見抜く 

①患者を想定したバイタルサイン測定を練習し、ペア

看護師への報告を実施する 

②想定した患者のバイタルサインに影響する因子を述

べることができる 

③想定した患者のフィジカルイグザミネーションを演

習で実施する 

プリセプター 

新人看護職員研修運営 

委員会 

5月 11日(水) 

10：30-12：30 

認知症とせん妄患者の看護 

 

 

NEW 

認知症・高齢者コース 

コード：BD2251 

認知症患者に対するアセスメントとケア 

①入院する認知症患者の特徴を知り、関わり方を習

得する 

②入院に伴う高齢者の認知面の変化を知り、療養生

活におけるリズムとは何かを述べることができる 

認知症看護認定看護師 

出雲裕子 

新人看護職員研修運営 

委員会 

5月 20日(金) 

10：30-12：30 

与薬の技術と看護 

(内服：経口投与、経鼻 

胃管、胃ろう) 

 

NEW 

ビジュアルナーシングメソッド 

与薬（内服）の技術 

①4/21の研修で習得した医薬品の取り扱いについ

て演習で実施し、患者の投与経路ごとの安全な技

術を習得する 

②与薬時の患者アセスメントが分かり、注意点を述べ

ることができる 

プリセプター 

新人看護職員研修運営 

委員会 

5月 20日(金) 

13：30-17：00 

症状・生体機能技術 

（採血・血糖測定・検体の取 

り扱い・パニック値の報告） 

ビジュアルナーシングメソッド 

静脈血採血（シリンジ採血・真空管採血） 

検体の取り扱い 

 

①静脈血採血手順を演習で習得し、検体の取り扱い 

 と検査結果反映までの院内のシステムが分かる 

②血糖測定の手順を演習で習得し、低血糖・高血糖時 

 の反応が分かり、対処の方法を述べることができる 

③観察に活かす検査値の見方を習得する 

④パニック値となった場合の医師への報告を SBAR 

 で行うことができる 

新人看護職員研修運営 

委員会 

6月 16日（木） 

10：30-12：30 

看護の気づき研修Ⅱ 

 

 

NEW 

 ①4/6の研修時に視聴した先輩看護師が患者へ関わ

る場面を再視聴し、「看護の気づき」を述べ、観察・

看護アセスメントを述べることができる 

 

新人看護職員研修運営 

委員会 

6月 16日(木) 

13：30-15：00 

与薬の技術 

（皮内、皮下、筋肉内注射） 

 採血技術研修も可 

ビジュアルナーシングメソッド 

皮内注射・皮下注射・筋肉内注射 

静脈血採血 

①安全な注射の方法を演習で習得する 

②神経損傷を回避するための方法を演習で習得する 
新人看護職員研修運営 

委員会 

7月 21日(木) 

10：30-17：00 

与薬の技術 

（静脈注射、輸液ポンプ・シ

リンジポンプの管理） 

ビジュアルナーシングメソッド 

静脈注射 

輸液ポンプ・シリンジポンプの管理 

①安全な注射の方法を演習で習得する 

②神経損傷を回避するための方法を演習で習得する 

③輸液ポンプ・シリンジポンプの仕組みを演習で習得

し、アラームの意味とその対応について述べること

ができる 

新人看護職員研修運営 

委員会 

7月 28日(木) 

8：30-15：30 

看護必要度研修 重症度、医療・看護必要度コース 

コード：ＢＣ２２０１ 

一般急性期病院 

①重症度、医療、看護必要度について理解する 

②重症度、医療、看護必要度の評価をし、確認テスト

で満点を取る 

新人看護職員研修運営 

委員会 

8月 19日（金） 

13：30-15：00 

フィジカルアセスメント 

（胸部・腹部） 

 

NEW 

基礎習得コース 

コード：AA2201 

フィジカルアセスメントの戦術 

～どう着目し、どう進めるか～ 

①胸痛を訴える患者を想定し、フィジカルアセスメン

トを実施し、観察・ケアを述べる 

②腹痛を訴える患者を想定し、フィジカルアセスメン

トを実施し、観察・ケアを述べる 

新人看護職員研修運営 

委員会 

8月 19日(金) 

15：00-17：00 

 

看護倫理Ⅰ 院内全体研修コース 

コード：CD2203 

看護職のための臨床倫理 

～倫理的感受性を育む～ 

①動画を視聴し、看護倫理とは何かについて自らの言

葉で述べることができる 

②院内の看護倫理における問題を知り、自己の実践

場面を振り返り、OJTで実践する 

看護部倫理委員会 
9月 16日(金) 

13：30-14：30 

フィジカルアセスメント 

(脳神経) 

NEW 

基礎習得コース 

コード：AA2201 

フィジカルアセスメントの戦術 

～どう着目し、どう進めるか～ 

①意識障害のある患者を想定し、フィジカルアセスメ

ントを実施し、観察・ケアを述べる 新人看護職員研修運営 

委員会 

9月 16日(金) 

14：30-16：00 

看取りのケア  ①亡くなられた方の尊厳を守りながら死後のケア技

術を習得する 

②亡くなられた方の重要他者の気持ちに配慮したか

かわり方を理解し、実践することができる 

各部署教育担当者 
9月 16日（金） 

16：00-17：00 



フィジカルアセスメント 

（正常な心電図波形と危険

な波形） 

NEW 

救急カートの備品、日常点検方法は研修前 

まで習熟しておく 

緊急コールの扱いについても研修前まで習

熟しておく 

 

①心電図の誘導（Ⅰ-Ⅲ・12誘導）が解剖から判断し 

 演習で正しい装着を実施する 

②危険な不整脈を理解し、迅速な対応について演習

で習得する 

③ＲＲＳとスタットコールの違いが分かり、それぞれの

自己の役割が分かる 

新人看護職員研修運営 

委員会 

看護部迅速対応チーム 

9月 29日(木) 

10：30-12：30 

急変時の対応 ビジュアルナーシングメソッド 

救命救急処置技術 

スタットコール患者を想定した BLS研修 

①応援要請～CPRまでを患者を想定し技術を習得す

る 

②応援者到着後、気管内挿管の介助まで演習で技術

を習得する 

③日ごろの救急カートの点検、除細動器の点検方法を

振り返る 

④止血法 

新人看護職員研修運営 

委員会 

 

9月 29日(木) 

13：30-15：00 

事例シミュレーション 基礎習得コース 

コード：AA2262-1 

ある新人看護師の完璧なる 1日 

～日勤・夜勤編～ 

日勤の担当患者 1-2名を想定し、ケアの優先度を判 

断し、対応、ペア看護師への報告をすることができる 

患者との関りで大切にしたいことをリフレクションか 

ら概念化する 

新人看護職員研修運営 

委員会 

10月 13日(木) 

10：30-：15：00 

地域における当院と看護師

の役割 

 ①がん対策基本法とがん診療連携拠点病院の役割を

知る 

②がん相談支援センター利用者の相談内容とその看

護の実際を知り、自己の看護実践に取り入れる内

容を列記し、取り組む 

がん相談支援センター 

がん看護専門看護師 

川原明子 

10月 13日（木） 

15：00-16：00 

排泄援助技術 

(浣腸・摘便、尿道留置カテ

ーテル) 

学研ビジュアルナーシングメソッド 

浣腸・摘便・尿道カテーテルの挿入 

 

 

①直腸の解剖生理についての知識を再確認し、安全

な浣腸、摘便の技術を演習で習得し、先輩看護師見

守りの下部署で実践する 

②泌尿器の解剖生理についての知識を再確認し、安

全な尿道カテーテルの技術を演習で習得し、先輩看

護師見守りの下実践する 

新人看護職員研修運営 

委員会 

10月 21日(金) 

10：30-15：00 

メンタルヘルス研修Ⅱ  ①半年後の自分の成長を認め自己の課題を整理する 

②ケアする自分をケアするための「セルフケア」の方法

を習得する 

新人看護職員研修運営 

委員会 

メンタルサポートチーム 

10月 21日(金) 

15：00-17：00 

医療安全対策【事例検討】 

研修 

 ①転倒・転落に伴うアクシデント事例（骨折⇒手術）を

分析する 

②分析した結果をもとに対策を立て、実践場面で取り

組む 

看護部医療安全委員会 

新人看護職員研修運営 

委員会 

11月 18日(金) 

13：30-15：30 

看護職としてのキャリア 

 

赤十字系医療施設出身者 

以外の既卒採用者必須 

基礎習得コース 

コード：ＡＡ２２６１ 

なりたい自分を想像しよう 

先輩ナースになる前にできておきたいこと 

①赤十字施設におけるキャリア開発ラダーについて 

目的を再確認し、申請に必要な準備を知る 

②ポートフォリオの将来の自分について俯瞰して考え 

 ることができる 

新人看護職員研修運営 

委員会 

11月 18日(金) 

15：30-17：00 

看護過程研修 基礎習得コース 

コード：AA2212 

事例で学ぶ！やさしい看護過程 

 

①受け持ち患者の看護過程において、看護計画を見

直し、不足している観察・ケア項目を支援を得なが

ら追加・修正し実施する 

②大切にしたい看護が患者に実践されているか振り

返る 

新人看護職員研修運営 

委員会 

12月 1日-12月

20日まで各部署で

実践計画を立案し、

研修する 

静脈注射まとめ研修 秋田赤十字病院看護部 静脈注射基準 

秋田赤十字病院看護部 新人看護師 

静脈注射教育計画 

①化学療法（抗がん剤）、循環動態への影響が大きい

薬物、麻薬の取り扱い・輸血療法を安全に実施する

ための知識を習得し、演習で安全な技術を実施す

る 

②研修後、OJTで先輩看護師の見守りの下実施する

ことができる 

新人看護職員研修運営 

委員会 

令和 5年 

３月 10日(金) 

9：00-12：30 

看護の振り返り研修 

【ナラティブ発表準備】 

 ①自己の 1年の看護実践を振り返り、心に残っている 

 看護体験を語る 

②語りから自身の看護観を同僚へ伝える 

新人看護職員研修運営 

委員会 

令和 5年 

3月 10日(金) 

13：30-15：00 

必須 

部署別学習会への参加 

 部署における代表的な疾患の病態生理・治療・看護に

ついて理解し、日々の実践に取り入れることができる 

 

10月 1日まで各部署で実施 

（遅くても 10月 13日事例シミュレーションまで） 

必須 

関連部署OJT伝達講習 

 所属する部署の関連部署について理解する 

＊2021年度に受講した当該部署スタッフより、関連

部署で行われている検査・治療・看護について伝達を

受け、自部署での看護の継続性と関連性について知

ることができる 

１１月 1日まで各部署で実施 

（遅くても１２月の看護過程研修まで） 

看護技術未到達項目の習得 学研ビジュアルナーシングメソッド 到達していない看護技術については、計画的に自己

学習や支援を受け習得する(他部署で実践する場合、 

教育担当者間で調整する） 

最終提出日は、令和６年 3月 31日まで 

提出先：看護部 今野 



2022年(令和４年)度 卒２対象研修プログラム 

 

研修名 推奨する e-ラーニング 研修のねらい 担当者 日時 

ナラティブ発表会  

 
新人看護職員運営委員会 

委員長・副委員長 

4月 5日(火) 

11時～ 

ハイブリット形式 

①看護アセスメント研修 

 （OJT） 

②フォローアップ研修 

 （集合研修） 

基礎習得コース 

コード：AA2251 

「バイタルサインから患者の現在と未来を見

抜く」 

①看護実践における自己の課題を解決する 

②２年目として到達したい自己の目標を立案し、年間

計画を立案する 

＊提出日：5月 6日(金)8：30  委員長へ提出 

新人看護職員運営委員会 

委員長・副委員長・委員 

4月 13日(水) 

①8：30-15：30 

②16：00-17：00 

インシデント事例から、自己

の看護実践を振り返ろう 

(医療安全：転倒・転落) 

基礎習得コース 

コード：AA2206 

「転倒転落予防のためのアセスメントを知ろ

う」 

当院のインシデント事例から、背景要因を分析し自己

の看護実践を振り返る 

＊転倒、転落 

医療安全管理者 

看護部医療安全委員会 

新人看護職員運営委員会 

5月 11日(水) 

13：30-15：30 

認知症・せん妄ケアの基本 

その 1 

認知症・高齢者コース 

コード：BD2251 

認知症患者に対するアセスメントとケア 

認知症・せん妄ケアの基本知識を習得し、自らの看護

実践に反映する 認知症看護認定看護師 

出雲裕子 

5月 11日(水) 

15：30-17：00 

退院支援を学ぼう・活かそ

う 

中堅コース 

コード：AB2255 

退院後の「暮らしを支える」訪問看護を知る 

患者の退院後の生活を見据えた看護師としての関わ

りを学び、退院支援に活かす 
患者支援センター 

 

6月 3日（金） 

13：30-14：30 

「手指衛生5つの瞬間」に基

づく実践を振り返ろう 

 

 

日常実践場面を想定し、手指衛生の基本となる「５つ

の瞬間」が実践できているか、セルフチェックを行う 

同僚からも評価を得て、課題を抽出する 

看護部感染委員(係長) 

感染リンクナース 

感染管理認定看護師 

6月 16日（木） 

15：00-17：00 

 

認知症・せん妄ケアの基本 

その２ 

認知症・高齢者コース 

コード：BD2202 

認知症のケアにおける医療安全 

コード：BD2204 

認知症患者の日常ケアで生じる倫理的課題 

５/11 受講後、実践していることを同僚に紹介する。

悩んでいることを共有し、必要時講師より助言を得る 
認知症看護認定看護師 

出雲裕子 

新人看護職員研修運営 

委員会 

8月 30日(火) 

15：00-17：00 

看護アセスメント研修 

（OJT） 

基礎習得コース 

コード：AA2212 

「事例で学ぶ！やさしい看護過程」 

受け持ち患者 1名の看護過程の展開を関連図に記載

する 

(事前課題：研修日より 1週間前まで) 

関連図から、必要な看護ケアを抽出し「チームで実践

する看護」の視点をもとにした看護計画を立案し、実

践する 

チームリーダー 

看護係長 

9月 9日（金） 

8：30-16：00 

16：00-振り返り 

インシデント事例から自己

の看護実践を振り返ろう 

(医療安全：誤薬防止) 

基礎習得コース 

コード：AA2253 

安全で効果的な薬物療法のために看護師が 

身につけたいこと 

 

当院のインシデント事例から、背景要因を分析し自己

の 

看護実践を振り返る 

6Rがなぜ順守されないのか？を入れる 

＊内服誤投与 

医療安全管理者 

看護部医療安全委員会 

新人看護職員運営委員会 

9月 29日(木) 

15：00-17：00 

セルフアセスメントを実践

しよう 

 セルフアセスメントの方法を学び、自己の悩みや不安

と向き合うためのスキルを磨く 

同期と語り合い、日頃のモヤモヤを解消する機会とす

る 

メンタルサポートチーム 

清水富士子 

10月 25日（火） 

13：30-14：30 

標準予防策と感染経路別予

防策を復習しよう 

 看護実践場面で実践している標準予防策に加え、感

染経路別予防策を習得する 看護部感染委員(係長) 

感染管理認定看護師 

11月 11日（金） 

10：30-12：30 

はじめてのリーダー研修 

（OJT） 

基礎習得コース 

コード：A2261 

なりたい自分を想像しよう 

トップリーダーに帯同し、リーダーシップとは何か、リ

ーダーシップに影響があるメンバーシップとは何かが

分かる 

チームリーダー 

看護係長 

令和5年3月中に各

部署で日程を調整し

実施 

アクションシート記載 

看護技術未到達項目の習得 学研ビジュアルナーシングメソッド 到達していない看護技術については、計画的に自己

学習や支援を受け習得する 
最終提出日は、令和 5年 3月 31日まで 

提出先：看護部 今野 

年間計画の評価  1年間の実践計画を振り返り、3年目に向けての自己

の課題を明らかにする 

＊面接（令和 5年 1月中） 適宜実施 

最終提出日は、令和 5年 3月 31日まで 

提出先：看護部 今野 

①事例検討 

②発表会 

 （OJT） 

 ①看護理論を用いて受け持ち患者の看護実践を紐解

き、患者との関りから自己の看護観を醸成する 

②所属するチーム会で発表する 

 （卒 2も参加を調整する） 

①最終提出日は、令和 5年５月 31日まで 

提出先：看護部 今野 

②発表会の日時は令和 5年 6月以降、各部署で 

決めて実施する 

 

 


