


















実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/28 13：30～16：00
基礎看護技術
「フィジカル入門：
バイタルサイン②」

・看護の視点からみるフィジカルアセスメントの基礎知識
・バイタルサインの測定方法・アセスメント 
・事例検討

集中ケア認定看護師 レベルⅠ

8/18 13：30～14：30 フィジカル入門④「食事・排泄」 ・看護の視点からみるフィジカルアセスメントの基礎知識
・食事・排泄

皮膚・排泄ケア 
認定看護師 レベルⅠ

9/11 13：30～14：30 マインドセルフケア
・ストレスマネジメントについて
・ストレス自己評価
・ストレス対処法について

臨床心理士 レベルⅠ

10/15 13：30～14：30 看護技術研修「活動・休息」 ・床上臥床による身体の影響 看護係長 レベルⅠ

11/16 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 ・医療安全についいて
・新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

12/9
～11

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）
日程はご相談ください

・多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開
・実技演習

教育担当師長・
看護係長・実地指導者 レベルⅠ

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/10 13：30～14：30 急変症状のアセスメント ・脳梗塞の急変症状のアセスメントと初期対応について
・抗凝固剤中止時の脳梗塞発症事例について 集中ケア認定看護師 レベルⅡ

8/11 13：30～14：30 看護と診療報酬 ・診療報酬制度・保健医療福祉の動向・医療経済の仕組
みについて 看護部長 レベルⅡ

9/7 13：30～14：30 看護研究（文献検討） ・文献の内容を正しく理解する 専門看護師 レベルⅡ
10/20 13：30～14：30 キャリア開発Ⅱ ・キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/27 13：30～14：30 看護と受容的態度 ・受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
7/6 13：30～15：00 コーチング① ・後輩育成とコーチングスキル(講義) 看護師長 レベルⅢ
8/28 13：30～14：30 実地指導者研修② ・実地指導者として自己の指導方法・関りについて振り返る 看護師長 レベルⅢ
10/6 13：30～14：30 看護倫理Ⅲ ・倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/9
～11

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

・多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）の支援

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

12/15 13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅲ ・キャリア開発について 看護副部長 レベルⅢ

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
7/14 13：30～14：30 感染予防 ・標準予防策について 感染管理認定看護師 看護補助者
10/23 13：30～14：30 医療安全 ・医療安全について（危険予知）・日常生活動作 看護係長 看護補助者

▶レベルⅠ研修

▶レベルⅡ研修

▶レベルⅢ研修

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/3 ☆循環器疾患の看護＊初級編＊
心電図の読み方と看護②

内容（講義形式です）
・モニター心電図について
・十二誘導心電図について

集中ケア認定看護師 全体

7/3 適正抗菌薬について ・周術期の適正抗菌薬使用
・適正抗菌薬に向けた取り組み 感染管理認定看護師 全体

7/5 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

７/９. ８/１３. ９/１０.
１０/８. １２/１０ がん患者の意思決定支援 ・講義と演習 がん看護専門看護師 全体

7/14 ☆中播磨がん看護事例検討会 ・地域医療機関の看護師が集まり、事例検討会を実施。
困難事例を通してがん看護を考える。

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

7/17
7/23(am)

◎がん看護研修：緩和ケアベー  
　シックコース

・緩和ケア概論
・緩和ケアで使用する薬剤について
・疼痛のアセスメントと看護ケア
・終末期の身体症状の緩和
・看取り期のケア

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/23（pm）
8/30. 9/13. 9/27 ◎がん看護研修：共通コース

・がん看護における看護師の役割
・がん患者の在宅療養支援
・精神的苦痛に対する看護
・がん患者の社会的苦痛について
・スピリチュアルペイン
・コミュニケーションスキル
・症状マネジメント
・がん患者への意思決定支援
・がん患者への家族看護
・全人的苦痛（講義・演習）
・専門科への橋渡し/多職種連携
・がん患者とリハビリテーション
・社会資源の活用と地域連携
・がん患者の栄養管理

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

７月

小児急変時対応スキルアップコース
～PALS G2015準拠～
②急変時の初期評価
　体系的アプローチ

・小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定
看護師・小児科医 全体

7月(日程未定) CTGレビューミーティング ・CTG判読、事例検討 母性看護専門看護師 全体

7月頃 外回り看護（基礎編Ⅰ）

・概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・術前評価　
・全身麻酔について
・各種モニター

手術看護認定看護師 全体

7月頃 褥瘡研修

・褥瘡とは
・褥瘡のアセスメント
・褥瘡の予防
・褥瘡の治療
・栄養管理

皮膚・排泄ケア認定
看護師 全体

７月中旬
８月中旬

せん妄勉強会
認知症ケア加算用研修

・せん妄の定義・スクリーニングケア
・認知症の定義・ケア事例　　　　 認知症看護認定看護師 全体

8/13 ☆業務リーダーが押さえる！
アセスメント②

・グループワーク形式
・病棟で起こりそうな場面を提示
・その事例から患者の状態をアセスメントし、具体的な看
護ケアプランを考え、リーダーとしてのることができる事
を目的に研修をすすめていきます

集中ケア認定看護師 全体

8/19 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

9月中 周術期看護（挿管編） ・挿管介助について 手術看護認定看護師 全体

9月中
小児急変時対応スキルアップコース
～PALS G2015準拠～
③呼吸器系緊急事態の管理

・小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定
看護師・小児科医 全体

9/13 ☆中播磨がん看護事例検討会 ・地域医療機関の看護師が集まり、事例検討会を実施。
困難事例を通してがん看護を考える。

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

9月頃 CTGレビューミーティング CTG判読、事例検討 母性看護専門看護師 全体

10/4.18 ◎がん看護研修：がん薬物療法　　
　看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/4 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ）
・腰椎麻酔
・局所麻酔
・麻酔記録の見方

手術看護認定看護師 全体

10/21 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

11月～2021年1月
で計5回 ストーマケア研修

・術前～術後ケア
・社会復帰に向けてのケア
・装具交換の演習

皮膚・排泄ケア認定
看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアップコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
　ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定
看護師・小児科医 全体

12月（日程未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体



実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/28 13：30～16：00
基礎看護技術
「フィジカル入門：
バイタルサイン②」

・看護の視点からみるフィジカルアセスメントの基礎知識
・バイタルサインの測定方法・アセスメント 
・事例検討

集中ケア認定看護師 レベルⅠ

8/18 13：30～14：30 フィジカル入門④「食事・排泄」 ・看護の視点からみるフィジカルアセスメントの基礎知識
・食事・排泄

皮膚・排泄ケア 
認定看護師 レベルⅠ

9/11 13：30～14：30 マインドセルフケア
・ストレスマネジメントについて
・ストレス自己評価
・ストレス対処法について

臨床心理士 レベルⅠ

10/15 13：30～14：30 看護技術研修「活動・休息」 ・床上臥床による身体の影響 看護係長 レベルⅠ

11/16 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 ・医療安全についいて
・新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

12/9
～11

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）
日程はご相談ください

・多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開
・実技演習

教育担当師長・
看護係長・実地指導者 レベルⅠ

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/10 13：30～14：30 急変症状のアセスメント ・脳梗塞の急変症状のアセスメントと初期対応について
・抗凝固剤中止時の脳梗塞発症事例について 集中ケア認定看護師 レベルⅡ

8/11 13：30～14：30 看護と診療報酬 ・診療報酬制度・保健医療福祉の動向・医療経済の仕組
みについて 看護部長 レベルⅡ

9/7 13：30～14：30 看護研究（文献検討） ・文献の内容を正しく理解する 専門看護師 レベルⅡ
10/20 13：30～14：30 キャリア開発Ⅱ ・キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/27 13：30～14：30 看護と受容的態度 ・受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
7/6 13：30～15：00 コーチング① ・後輩育成とコーチングスキル(講義) 看護師長 レベルⅢ
8/28 13：30～14：30 実地指導者研修② ・実地指導者として自己の指導方法・関りについて振り返る 看護師長 レベルⅢ
10/6 13：30～14：30 看護倫理Ⅲ ・倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/9
～11

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

・多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）の支援

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

12/15 13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅲ ・キャリア開発について 看護副部長 レベルⅢ

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
7/14 13：30～14：30 感染予防 ・標準予防策について 感染管理認定看護師 看護補助者
10/23 13：30～14：30 医療安全 ・医療安全について（危険予知）・日常生活動作 看護係長 看護補助者

▶レベルⅠ研修

▶レベルⅡ研修

▶レベルⅢ研修

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/3 ☆循環器疾患の看護＊初級編＊
心電図の読み方と看護②

内容（講義形式です）
・モニター心電図について
・十二誘導心電図について

集中ケア認定看護師 全体

7/3 適正抗菌薬について ・周術期の適正抗菌薬使用
・適正抗菌薬に向けた取り組み 感染管理認定看護師 全体

7/5 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

７/９. ８/１３. ９/１０.
１０/８. １２/１０ がん患者の意思決定支援 ・講義と演習 がん看護専門看護師 全体

7/14 ☆中播磨がん看護事例検討会 ・地域医療機関の看護師が集まり、事例検討会を実施。
困難事例を通してがん看護を考える。

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

7/17
7/23(am)

◎がん看護研修：緩和ケアベー  
　シックコース

・緩和ケア概論
・緩和ケアで使用する薬剤について
・疼痛のアセスメントと看護ケア
・終末期の身体症状の緩和
・看取り期のケア

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/23（pm）
8/30. 9/13. 9/27 ◎がん看護研修：共通コース

・がん看護における看護師の役割
・がん患者の在宅療養支援
・精神的苦痛に対する看護
・がん患者の社会的苦痛について
・スピリチュアルペイン
・コミュニケーションスキル
・症状マネジメント
・がん患者への意思決定支援
・がん患者への家族看護
・全人的苦痛（講義・演習）
・専門科への橋渡し/多職種連携
・がん患者とリハビリテーション
・社会資源の活用と地域連携
・がん患者の栄養管理

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

７月

小児急変時対応スキルアップコース
～PALS G2015準拠～
②急変時の初期評価
　体系的アプローチ

・小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定
看護師・小児科医 全体

7月(日程未定) CTGレビューミーティング ・CTG判読、事例検討 母性看護専門看護師 全体

7月頃 外回り看護（基礎編Ⅰ）

・概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・術前評価　
・全身麻酔について
・各種モニター

手術看護認定看護師 全体

7月頃 褥瘡研修

・褥瘡とは
・褥瘡のアセスメント
・褥瘡の予防
・褥瘡の治療
・栄養管理

皮膚・排泄ケア認定
看護師 全体

７月中旬
８月中旬

せん妄勉強会
認知症ケア加算用研修

・せん妄の定義・スクリーニングケア
・認知症の定義・ケア事例　　　　 認知症看護認定看護師 全体

8/13 ☆業務リーダーが押さえる！
アセスメント②

・グループワーク形式
・病棟で起こりそうな場面を提示
・その事例から患者の状態をアセスメントし、具体的な看
護ケアプランを考え、リーダーとしてのることができる事
を目的に研修をすすめていきます

集中ケア認定看護師 全体

8/19 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

9月中 周術期看護（挿管編） ・挿管介助について 手術看護認定看護師 全体

9月中
小児急変時対応スキルアップコース
～PALS G2015準拠～
③呼吸器系緊急事態の管理

・小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定
看護師・小児科医 全体

9/13 ☆中播磨がん看護事例検討会 ・地域医療機関の看護師が集まり、事例検討会を実施。
困難事例を通してがん看護を考える。

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

9月頃 CTGレビューミーティング CTG判読、事例検討 母性看護専門看護師 全体

10/4.18 ◎がん看護研修：がん薬物療法　　
　看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/4 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ）
・腰椎麻酔
・局所麻酔
・麻酔記録の見方

手術看護認定看護師 全体

10/21 ☆ＮＣＰＲフォローアップ ・事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

11月～2021年1月
で計5回 ストーマケア研修

・術前～術後ケア
・社会復帰に向けてのケア
・装具交換の演習

皮膚・排泄ケア認定
看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアップコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
　ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定
看護師・小児科医 全体

12月（日程未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体
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