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       平成 19 年 4 月 2 日 

春です。新しい年度の始まりですね。就職して何年も経つと、いつもと変わらない４月と 
いう感じがしますが、気持ちはフレッシュに頑張って行きましょう。 
 新人オリエンテーションの案内です。新人対象ですが、興味のある人の参加も出来ます。 
積極的に参加して、知識の再確認をしてみてはいかがでしょう！（希望者は現任教育委員会 
まで事前に連絡を下さい。） 
≪オリエンテーション・実技研修日程表≫  

日時   研修項目 内容 講師 

4 月 2 日 （月）     辞令交付式 市役所で辞令交付を受ける

10：00～11：00 病院長挨拶 病院理念・動向  市民病院の歴史 新職員への期待 鈴木院長 

11：10～12：30 職員としての心構え 看護部の理念・方針 看護基準 勤務体制 組織図 田邊看護部長 

  看護部の概要 看護専門職としての心構え 出勤簿の捺印 免許の手続き   

    看護協会・看護連盟 看護師自治会（さつき会）   

13：30～14：30    新病院について 新病院建設計画について。常滑市の展望 八谷主幹

14：40～ 自己紹介ゲーム 教育計画   みんなで自己紹介  新人研修計画 現任教育委員会 

17:15 院内探索  外来部門の概要 あちらこちらをフラフラと・・・。 受付～会計までの流れ 久米師長 大橋師長 

4 月 3 日 （火）    接遇 言葉（挨拶・患者との対応）・態度・人間関係 水谷師長

8：30～9：30  電話の応答  みだしなみ 服装（髪型・カーディガン・靴・ストッキング）   

9：40～    救急看護 救急医療とは 救急領域で扱う主要疾患 興絽師長

    救急処置のＡＢＣ ＣＡＣのかけ方  救急室見学   

  災害看護 火災・地震が起こった時 避難訓練について 松原師長 

     12：30   消火設備の定位置と避難ルートの把握   

13：30～15：30  ＡＣＬＳ

  ＢＬＳ 

講義・実技トレーニング 救急場面における必要な知識・技術の習得 心配蘇生の実践

気道内挿管の準備と介助 ＡＥＤ 救命救急士   竹内博司さん 

15：40～17：15    体位変換 ナーシングバイオメカニクスを活かした体位変換 大岩主任

    実技トレーニング   

4 月 4 日（水）   インシデント・アクシデント ミスが起きた時の対応   

8：30～10：00 リスクマネージメント 事故報告書  ヒャリハットレポートの書き方 伊藤師長 

10：10～11：10    血液製剤の取り扱い 血液製剤の請求・受領・保管について 検査技師

11：20～12：30   薬剤の取り扱い（毒薬・劇薬・麻薬） 毒薬・劇薬・麻薬・危険薬の取り扱い 調剤室見学 薬剤師

13：30～14：30    医療廃棄物 医療廃棄物の取り扱い 施設全般・電気系統など 榎戸課長補佐

14：40～17：15 医療安全 医療安全について 新人看護師が起こしやすい事故 危険予知トレーニング 久米師長 

4 月 5 日（木）～6 日（金）     市役所での職員研修 常滑市役所

4 月 9 日（月）     感染対策 感染対策の基礎（標準予防策・感染経路別予防策など） 長屋師長

8：30～14：50（昼休みを含む）   看護ケアと感染防止 手洗い指導 針刺し事故 ｅｔｃ 牧野看護師(認定） 

15：00～16：00    尿路感染予防 CDC ガイドラインを基にした CAUTI 対策について 日本シャーウッド

16：10～17：15    安全な気管内吸引 開放式、閉鎖式吸引の手順、実践方法、安全な吸引方法について 日本シャーウッド

4 月 10 日（火）    静脈注射 静脈注射の実技トレーニング テルモ

8：30～17：15     点滴・輸液ポンプ 輸液ポンプ・シリンジポンプの基礎知識 現任教育委員会

    点滴セットの実技トレーニング 三方活栓の使い方  ※ツ反・感染症採血   

4 月 11 日（水） 褥創 ＮＳＴ 委員会の活動  褥創・NST の基礎知識 中島師長 

8：30～12：30 摂食機能障害 摂食機能障害の基礎知識  機能訓練・看護 岸岡看護師（認定） 

13：30～14：30    胃婁ケア 造設から日常管理 トラブルシューティング 日本シャーウッド

14：40～15：40   深部静脈血栓症／肺血栓塞栓予防 病態生理から具体的な理学的予防法について 日本シャーウッド

15：50～17：15  輸液ライン管理・ＣＶ挿入中の管理 ＣＶ挿入の基礎知識・管理/輸液ラインの事故防止対策について 日本シャーウッド 

4 月 12 日（木)    .   

8：30～10：00 看護と倫理 個人情報保護 看護と倫理 「倫理綱領」について  個人情報保護 中島師長 

10：10～11：30   死後の処置 講義 竹本主任 

12：30～    看護記録 看護記録マニュアルより（カルテの内容・目的・注意事項） 村上師長

17:15   看護記録の実際 看護記録の書き方の実際 看護記録委員会

4 月 13 日（金）    酸素療法 講義 小林メディカル 

8：30～12：30 酸素・吸引の実際 酸素・吸引の設置の仕方 使用方法 （実技練習） 現任教育委員会 

13：30～15：00    心電図の基礎 心電図の見方・モニターの取り扱い 日本光電

15：10～16：00    医療器材の洗浄 一時消毒廃止の理由 浸漬洗浄について アルボース

16：10～    中央機材室見学 滅菌までの流れ 滅菌物の取り扱い 久米師長

17:15     ローテション研修について 今後の研修について・・・。 まとめ 現任教育委員会

4 月 16 日～6 月 29 日までローテション研修（詳細は別紙参照） 

 
 
 

 
 

 
クリ二カル・ラダーと人事考課       平成 19 年 2 月 7 日 2 階病棟 神田 すみゑ 
 今回の講師は大雄会第一病院事務長の吉矢富美子先生（元看護部長）で定員 80 名の研修でした。看

護部長や看護師長達ばかりでとても緊張しました。 
新しい人事制度のねらいは、患者様により一層良質な医療を提供出来るように看護師・コメディカ

ル職員の能力開発を促進する事、またレベルアップが適切に評価されることで、仕事の充実感が得ら

れるようにしていく事だそうです。そこで、クリニカル・ラダーを取り入れ全職種共通の能力等級基

準書を作り、その基準書を基に各職種に合うようアレンジして全職種に使うことがポイントだそうで

す。今まで使っていた評価表にあわせ、この評価もしていくのでとても難しかったです。今回、この

研修で活動性のある人事評価を学ぶことができ、今後これらを参考に役立てていきたいです。 
 

 

平成 19 年度の看護部の目標 
      

 

  

(1) すべての患者にその人らしさを尊重した看護を実践する 

(2) 安心・安全・安楽な医療環境を整える 

(3) 経営改善(人・モノ・コスト・時間)に積極的に取り組む 

(4) 自己の目標が明確になり、自主的・自律的にキャリア開発ができる
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれが自覚を持って活き活きと仕事をしていきましょう！ 


