
＊外部講師の場合、都合により日時を変更する可能性もあります。



場所 時間 内容 講師
まち研３階

多目的実習室
13:30～15:50

センター新規採用職員辞令交付式

給与・事務手続き説明会
総務課

研修ホール 15:50～17：15 看護部新任職員オリエンテーション 金子看護部次⾧

管理棟３F研修室 10:00～12:00 総合リハ新任職員研修会 総務課

13：00～14：00 看護部概要Ⅱ 看護部方針 看護部全体概要 岸看護部⾧ 

14：00～15：30 自己紹介  金子看護部次⾧

15：30～17：00 病院見学（4班に分かれて実施） 看護部⾧室

8:30～9:50 看護職員として必要な基本姿勢と態度 金子看護部次⾧

9:50～11:10 看護部概要Ⅳ  教育に関すること 金子看護部次⾧

11:10～12:00 看護部概要Ⅳ  教育に関すること 金子看護部次⾧

13：00～14：00 NST栄養管理 森下管理栄養士

14：00～16：15 他部門紹介 各部門関係者

8：30～10：00 看護部概要Ⅲ  勤務に関すること 髙橋看護部次⾧

10：00～10：30 総合リハビリテーションセンターDVD聴講 金子看護部次⾧

10 ：30～11 ：00 配属部署発表 看護部紹介  看護師⾧・師⾧補佐

11：00～11:30 ユニフォーム配布 金子看護部次⾧

第2，3研修室 11：30～12：00 掲示用写真撮影 金子看護部次⾧

研修ホール 13：00～13：50 病院⾧講話～皆さんに期待すること 橋本病院⾧

14：00～15：30 リスクマネジメント① 医療安全推進室の役割と実際 辻本医療安全部課⾧

15:30～17：00 リスクマネジメント①救急教育対応 救急教育チーム

13:45～14：30 リハビリ療法部概要（理学療法） 高瀬理学療法士 

14：30～15：15 リハビリ療法部概要（作業療法） 溝部作業療法士 

15：15～16：00  リハビリ療法部概要（臨床心理） 岡崎心理判定員 ・梶田音楽療法士 

16：00～16：45 リハビリ療法部概要（臨床心理・音楽療法） 鮫島言語聴覚士 

16:45～17:00 新型コロナウイルスについて 乃美感染対策委員⾧

家庭介護実習室 9：00～11:30
リスクマネジメント②

感染対策  スタンダードプリコーション 手洗

ICTメンバー

（ 5東 ）補佐
15：30～16：00 展示場見学（１G）

16:00～16：30 展示場見学（２G）

OJT 9：00～11:00 電子カルテの操作（パワポ+演習） 各病棟担当（チーフ層以上）

研修ホール 14：00～16：00 総合リハセンターの生い立ちと現在まで 澤村名誉院⾧

OJT 10：00～11:00 日常生活の援助技術②更衣 各病棟担当（チーフ層以上）

14：00～15：00 当院における記録の実際 記録委員

15：00～16：30 報告って何をどうするの？ 記録委員の補佐

日常生活の援助技術③ おむつ・尿便器のあて方

看護技術③  浣腸  

おむつ体験を話そう

10：30～11：30 リハビリ看護の専門性① 皮膚・排泄ケア認定看護師

13：00～ 各病棟でパワーポイントの視聴

14：00～14：30 看護技術吸引（１G）

14：30～15：00 看護技術吸引（２G）

15：00～15：30 看護技術吸引（３G）

OJT 9：30～10：30 看護技術①②酸素吸入・血糖測定 各病棟担当（チーフ層以上）

13:00～14:00 日常生活の援助技術④ 食事と口腔ケア（１G）

14:00～15:00 日常生活の援助技術④ 食事と口腔ケア（２G）

リハビリ看護の専門性② 回復期リハ看護師 ICFの考え方 茂山回復期リハ看護師

リハビリ看護の専門性③

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師
鈴木脳卒中リハ看護認定看護師

FIM （  4西  ）補佐

13：30～14：30 看護必要度 日常生活機能評価 宗重脳卒中リハ看護認定看護師

各部署 13:00～ 日常生活の援助技術①移乗・移動（パワポ視聴） 各部署担当（チーフ層以上）

13：30～15：00 日常生活の援助技術①移乗・移動（1G）

15：00～16：30 日常生活の援助技術①移乗・移動（2G）

14：30～15：00 リハビリ看護の実際・先輩看護師から
3-4年目看護師

3東・4東・5東
15：00～16：30 思いを言葉に～こんな看護師になりたい！！～ 相談室補佐

※4月18日～OP室看護師によるPPE・手洗い指導、病棟ローテーション研修等について検討する

4月14日（木）
家庭介護実習室

NST

3新補佐

4月15日（金） 研修ホール
9：00～12：00

4月18日（月）
家庭介護実習室

3西繁田補佐・3東主任

準備・片付け要員（ 3新 ）

4月19日（火） 研修ホール

展示場職員

4月11日（月）

4月12日（火）
研修ホール

4月13日（水）

家庭介護実習室
9：00～10：30

谷口皮膚・排泄ケア

認定看護師（師⾧補佐）

吉谷主査・井上看護師

（おむつフィッター）

内視鏡室
得平補佐・米分補佐

準備、片付け要員（ 外来 ）補

佐

4月8日（金）
福祉用具展示場

4月6日（水）

研修ホール

研修ホール

4月7日（木） 研修ホール

令和4年度 看護部新任職員中央オリエンテーション スケジュール    セラピスト参加  12名 検査部2名   2022.3.30

4月1日（金）

4月4日（月）
研修ホール

4月5日（火）

研修ホール

研修ホール



開催月 日 曜日 研修項目 講師（担当）

４月 新人看護職員研修の概要

看護職員として必要な基本姿勢と態度

看護部概要・教育・各部門紹介等

４月 11日 リハ看護の専門性・基本的看護 師長補佐会・各部署主査・主任

～ 看護技術・介助方法の習得 認定看護師

18日 日常生活援助技術　診療の補助技術 各委員会メンバー

5月 11日 水 看護技術③　　採血 補佐2名・主査1名

夜勤に向けての説明会

薬の見方

5月 25日 水 記録 補佐・記録委員各1名

6月 1日 水
点滴・静脈注射の管理
静脈留置（既卒者・経験者・中途採用者） 補佐2名

6月 17日 金 医療機器の取り扱い（モニター） 　　　　　　補佐1名　　※オンライン講義+実技はOJT

6月 29日 金
医療機器の取り扱い（輸液ポンプ・シリンジポ
ンプ）

　　　補佐1名　　※講義+実技はOJT

7月 6日 水 薬剤について 補佐1名

7月 20日 水 3か月の振り返り 補佐2名

8月 17日 水 （公開講座１）　移乗・移動介助技術 理学療法士

8月 10日 水 実地指導者研修② 補佐2名

9月
7日か
14日

水 （公開講座２）　看護倫理 県立こども病院小児看護専門看護師

10月 5日 水 （公開講座３）　退院調整　支援 医療福祉相談室看護師

10月 19日 水 （公開講座４）　摂食嚥下障害看護 NSTリンクナース

10 月 26日 水 （公開講座５）　～フットケア～ フットケアチーム

１１月 未日 水 （再就労支援研修） 未定

11月 16日 水 症状・生体機能管理技術（シミュレーション研修） 補佐2名、主査・主任

11月 未日 KYT危険予測トレーニング 転倒転落プロジェクトチーム

11月 4.10.18 AED研修　 救急教育チーム

12月 7日 水 静脈注射（留置針）実施者へのチェック 補佐2名、主査・主任

1月 18日 水 1年の振り返り 補佐2名

2月 1日 水 実地指導者研修③ 補佐2名

2月 15日 水 次年度　実地指導者研修① 実地指導者研修受講者・補佐

令和4年度新人職員臨床研修                                                                                     2022.3.15

1日
～
7日

金
～月

院内各部門責任者等

月
～月

5月 18日 水 補佐・主査各1名


