
対象 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

師長・主任合同研修会

師長・主任合同研修会

「一次救命処置の復習」 「急変シミュレーション」

体験しよう！転倒を防ぐリハビリ
テーション看護～ロコモ・フレイル・

サルコペニアに着眼して～
【6/19（金）】

明日からできる！
高齢者救急セミナー

【7/21（火）】

発達障害・適応障害を
もつ人への理解と対応

【8/11（火）】

病院と地域つながろう！つなげよ
う！事例で学ぶ在宅療養支援に

おけるそれぞれの役割
【9/25（金】

地域でも病院でもみんなで支える！
がん患者の症状マネジメント

【10/28（水）】

エンド・オブ・ライフにおける家族看
護～病院で、在宅で、あなたは家族

を支えていますか？～
【11/2（月）】

見直そう！QOLを高める排泄ケア
～残存能力に応じた排泄をめざす

～
【12/11（金）】

みんなが笑顔になれる！
アンガーマネジメント

【8/18（火）】

明日からできる！
摂食・嚥下ケアと経管栄養PEG

静脈栄養CVポートの管理
【11/20（金）】

ナースが取り組む！スキンケア
～病院・施設から在宅まで～

【12/17（木）】

ナースが取り組む！スキンケア
～病院・施設から在宅まで～

【1/14（木）】

固定チームナーシング
近畿地方会

公開講座：実習指導者
看護のための形態機能学

【8/26（水）】

固定チームナーシング
全国集会

「急変シミュレーション」

テーマの検討 計画書作成/コンサル開始 倫理委員会 実践 研究内容をまとめる
抄録提出

パワーポイント作成

はじめてみよう！
看護研究のための統計手法

【5/18（月）】
　《奈良県看護協会》

はじめてみよう！看護研究
【6/1（月）】

　《奈良県看護協会》

みのがさない「急変のサイン」と
あわてない「対応」

【7/3（金）】

みんなが笑顔になれる！
アンガーマネジメント

【8/18（火）】

教わる人も教える人も苦手意識を
克服！根拠からわかる本当に

必要な循環器疾患看護
【9/14（月）】

ナースが取り組む！
脳卒中リハビリテーション看護
～急性期から回復期まで～

【10/27（火）】

エンド・オブ・ライフにおける家族看
護～病院で、在宅で、あなたは家族

を支えていますか？～
【11/2（月）】

奈良県看護学会
【12/8（火）】

《奈良県看護協会》

体験しよう！転倒を防ぐリハビリ
テーション看護～ロコモ・フレイル・

サルコペニアに着眼して～
【6/19（金）】

明日からできる！
高齢者救急セミナー

【7/21（火）】

みのがさない「急変のサイン」と
あわてない「対応」

【9/17（木）】

地域でも病院でもみんなで支える！
がん患者の症状マネジメント

【10/28（水）】

明日からできる！
摂食・嚥下ケアと経管栄養PEG

静脈栄養CVポートの管理
【11/20（金）】

明日からできる！呼吸器疾患看護
と呼吸リハビリテーション

【12/1（火）】

明日からできる！
フィジカルアセスメント

【9/18（金】

見直そう！QOLを高める排泄ケア
～残存能力に応じた排泄をめざす

～
【12/11（金）】

病院と地域つながろう！つなげよ
う！事例で学ぶ在宅療養支援に

おけるそれぞれの役割
【9/25（金】

ナースが取り組む！スキンケア
～病院・施設から在宅まで～

【12/17（木）】

ナースが取り組む！スキンケア
～病院・施設から在宅まで～

【1/14（木）】

Ⅲa
卒後4年目

プリセプター研修Ⅱ
（プリセプティと合同研修）

プリセプター研修Ⅲ
プリセプター研修Ⅳ
「半年の振り返り」

プリセプター研修Ⅴ
「1年の振り返り」

　

リーダーシップⅠ 「一次救命処置の復習」 「急変時のフィジカルアセスメント」
「救急カートの薬剤」

「急変時のチーム医療と
リーダーの役割」

リーダーシップⅡ 「急変シミュレーション」
プリセプター研修Ⅰ

ケースとは/患者選定 実践/記述 原稿作成 パワーポイント作成 ケーススタディー発表会

体験しよう！転倒を防ぐリハビリ
テーション看護～ロコモ・フレイル・

サルコペニアに着眼して～
【6/19（金）】

みのがさない「急変のサイン」と
あわてない「対応」

【7/3（金）】

みんなが笑顔になれる！
アンガーマネジメント

【8/18（火）】

教わる人も教える人も苦手意識を
克服！根拠からわかる本当に

必要な循環器疾患看護
【9/14（月）】

ナースが取り組む！
脳卒中リハビリテーション看護
～急性期から回復期まで～

【10/27（火）】

エンド・オブ・ライフにおける家族看
護～病院で、在宅で、あなたは家族

を支えていますか？～
【11/2（月）】

明日からできる！呼吸器疾患看護
と呼吸リハビリテーション

【12/1（火）】

明日からできる！
高齢者救急セミナー

【7/21（火）】

みのがさない「急変のサイン」と
あわてない「対応」

【9/17（木）】

地域でも病院でもみんなで支える！
がん患者の症状マネジメント

【10/28（水）】

明日からできる！
摂食・嚥下ケアと経管栄養PEG

静脈栄養CVポートの管理
【11/20（金）】

見直そう！QOLを高める排泄ケア
～残存能力に応じた排泄をめざす

～
【12/11（金）】

明日からできる！
フィジカルアセスメント

【9/18（金】

ナースが取り組む！スキンケア
～病院・施設から在宅まで～

【12/17（木）】

ナースが取り組む！スキンケア
～病院・施設から在宅まで～

【1/14（木）】

「呼吸管理」
人工呼吸器/気管挿管

「化学療法看護Ⅱ」 「脳卒中看護」

ナラティブとは/テーマの選択 記述開始 原稿作成 ナラティブ発表会

プリセプター研修Ⅰ
　「ストレスマネジメント」

（プリセプターと合同研修）
　

プリセプティ研修Ⅱ
「多重課題・夜勤シミュレーション」

プリセプティ研修Ⅲ
「半年の振り返り」

　
プリセプティ研修Ⅳ
「1年の振り返り」

「修了式」

「一次救命処置」 「フィジカルアセスメント」 「心電図」 「酸素療法」 「輸血」 　　「急変シミュレーション」 「化学療法看護Ⅰ」

バイタルサインの評価 看護記録～基礎編～ 急変対応
最新のエビデンスに基づいた

褥瘡管理方法
迅速なフィジカルアセスメントで行う

急変予測と対応

～新人からベテランまで
誰もが知っておくべき～

やさしい心電図の読み方・基礎編

クラーク クラーク会年間計画に準ずる

師長

奈良県看護協会研修/その他研修

クラーク研修　【 クラーク会 】

済生会中和病院看護部教育委員会

Ⅱa
卒後2年目

【 教育委員会 】

ナラティブ（別表参照）
【　師長会・看護研究サポートチーム  】

看護補助者 補助者研修　【 補助者会 】 補助者会年間計画に準ずる

レベルⅠ
新人

新人
フォロー
アップ
研修

　【 主任会 】 【入職時研修】
4/1AM　全体研修

4/1PM～4/9　看護部研修
4/9AM　はばたけ！新人ナース【 教育委員会 】

【 救急チーム 】

ナーシングスキル動画講義視聴研修・自己学習

レベルⅡ
卒後２～３年目

Ⅱb
卒後3年目

【 教育委員会・救急チーム 】

ケーススタディー　（別表参照）
【 主任会・看護研究サポートチーム 】

奈良県看護協会研修

レベルⅢ
卒後４～５年目

Ⅲb
卒後5年目

【 教育委員会・救急チーム 】

看護研究　（別表参照）
【 看護研究サポートチーム 】

奈良県看護協会研修

プリセプター研修
　【 主任会 】

師長研修（主任会と合同）

看
護
研
究
発
表
会
　
　
全
看
護
職
員
対
象
　
　

（
看
護
研
究
サ
ポ
ー

ト
チ
ー

ム
会

）

主任

主任研修会（師長会と合同）

奈良県看護協会/その他研修

新人看護職員研修
研修責任者・教育担当者研修①

【5/28（木）】
《奈良県看護協会》

公開講座：ファースト
①看護実践のレポート・計画書に

活かせる思考と書き方
【6/10（水）】

②組織管理論Ⅰ
組織マネジメント概論

【6/13（土）】
《奈良県看護協会》

新人看護職員研修
研修責任者・教育担当者研修②

【6/4（木）PM】
《奈良県看護協会》

実習指導者
主任・ラダーⅣ

実習指導者会
奈良県看護協会研修

レベルⅣ
卒後６年目以上

【 教育委員会・救急チーム 】

炎上ざせない！いまどき社会に
おける苦情・暴言・暴力対応

【1/15（金）】
《奈良県看護協会》

看護教員継続研修①
「地域・在宅看護論」における

カリキュラム展開について
【4/24（金）】

《奈良県看護協会》

奈良県看護協会/その他研修

研修種類 3月

令和２年度　看護部教育計画
注）記載の研修については、日程が変更になったり、中止もしくは内容が一部変更になることもあります。あらかじめご了承ください。

発達障害・適応障害をもつ人への
理解と対応【8/11（火）】

看護教員継続研修②
ICTを活用した授業の実際

【8/20（木）】
《奈良県看護協会》

実習指導者講習会
＊伝達講習＊

公開講座：セカンド
④組織管理論Ⅱ

組織マネジメントの実際
【12/5（土）】

看護教員継続研修③
臨床判断能力育成のための

カリキュラムについて
【9/26（土）】

《奈良県看護協会》

炎上ざせない！いまどき社会に
おける苦情・暴言・暴力対応

【1/15（金）】
《奈良県看護協会》

固定チームナーシング
全国集会

新人看護職員研修
研修責任者・教育担当者研修③

【10/21（水）又は10/22（木）】
《奈良県看護協会》

公開講座：セカンド
①資源管理Ⅱ経営資源と管理の

実際【11/6（金）】
②人材管理Ⅱ多職種チームの

マネジメント【11/10（火）】
③質管理Ⅱ安全管理

【11/12（木）】

新人看護職員研修
研修責任者・教育担当者研修④

【11/26（木）】
《奈良県看護協会》

看護補助者活用推進のための
看護管理者研修（ＤＶＤ）

【2/5（金）】
《奈良県看護協会》

新人看護職員研修
実地指導者研修①②③

【5/11（月）・5/20（水）・5/27（水）】
《奈良県看護協会》

計5回

新人看護職員研修
実地指導者研修④

【6/4（木）AM】
《奈良県看護協会》

新人看護職員研修
実地指導者研修⑤

【7/1（水）】
《奈良県看護協会》

公開講座：セカンド
①資源管理Ⅱ経営資源と管理の

実際【11/6（金）】
②人材管理Ⅱ多職種チームの

マネジメント【11/10（火）】
③質管理Ⅱ安全管理

【11/12（木）】

公開講座：セカンド
④組織管理論Ⅱ組織マネジメントの

実際【12/5（土）】

重症度、医療・看護必要度評価者
院内指導者研修（衛星通信）

【6/21（日）】
《奈良県看護協会》

固定チームナーシング
近畿地方会

発達障害・適応障害をもつ人への
理解と対応【8/11（火）】

《奈良県看護協会》

みんなが笑顔になれる！
アンガーマネジメント

【8/18（火）】
《奈良県看護協会》

固定チームナーシング
近畿地方会

発達障害・適応障害をもつ人への
理解と対応【8/11（火）】

《奈良県看護協会》

みんなが笑顔になれる！
アンガーマネジメント

【8/18（火）】
《奈良県看護協会》

ファーストレベル ≪奈良県看護協会≫【6/9～7/17】 

実習指導者講習会 ≪奈良県看護協会≫【7/27～10/16】 

セカンドレベル ≪奈良県看護協会≫【11/4～1/22】 


