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石橋病院 研修計画



院内研修プログラムの概要

基本プログラム
それぞれが果たす役割や能力が発揮されるよう支援するプログラムです。

●新卒者研修

●新採用、中途採用者研修

●実習指導者

●看護補助者研修

●管理者研修

スキルアップコース
個人の関心があるテーマを選択して探究することで、キャリア開発に取り組むコースです。

●高齢者ケア（認知症・身体合併症）コース①②

●うつ病 ●認知行動療法 ●CVPPP（包括的暴力防止プログラ

ム）

●ＳＳＴコース①②③ ●統合失調症コース①②

●精神科薬物療法 ●境界性パーソナリティ障害とストレス関連障害

●アルコール依存症コース①②③

●看護研究コース ●事例検討会（4回）

共通プログラム

●BLS/AED研修会

●医療機器の安全使用に関する研修会

●医療安全に関する研修会（医療安全委員会主催）

●感染管理に関する研修会（褥瘡・感染・医療廃棄物対策委員会主催）

●行動制限に関する研修会（行動制限最小化委員会主催）

●診療報酬に関する研修会

●接遇研修会（患者サービス委員会主催）



月 研修名

4 新採用者①

新採用者②（看護記録）

実習指導

5 BLS/AED

6 ＳＳＴコース①ビギナー

ＳＳＴコース②ビギナー

7 統合失調症コース①

CVPPP

事例検討会①（2-2病棟）

8 医療安全①

感染管理①

9 心電計の取扱いに関する研修会

統合失調症コース②

ＳＳＴコース③フォローアップ

行動制限最小化①

10 アルコール依存症コース①

アルコール依存症コース②

アルコール依存症コース③

高齢者ケアコース①認知症

事例検討会②（2-3病棟）

11 中途採用者①

中途採用者②

高齢者ケアコース②身体合併症

境界性パーソナリティ障害

事例検討会③（3-2病棟）

12 うつ病

1 認知行動療法

2 感染管理②

医療安全②

精神科薬物療法

事例検討会（3-1病棟）

3 行動制限最小化②

看護研究発表

管理者

平成30年度　年間研修計画一覧



4月2日（月） 9:00～10:20　　オリエンテーション
1．院長挨拶
2．辞令交付
3．看護部長挨拶
4．事務長挨拶
5．就業規則について

10:30～17：00　　新採用者研修
1．人と人とのかかわり方（10:30～11:00）
2．電子カルテシステムについて（11:00～11:15）
院内案内（11:20～12:00）
【　　昼　　食　　】　12:00～13:30
3．精神科医療へ携わるための心得（13:30～14:30）
4．精神科病院の入院形態と処遇（14:40～15:10）
5．感染対策について（15:20～16:20）
6．安全対策について（16:30～17:00）

4月7日（金）14:00～15:30
看護記録について （対象者：看護師、准看護師のみ）

11月1日（木）13:30～17:00
1．精神科医療へ携わるための心得（13:30～14:30）
2．精神科病院の入院形態と処遇（14:30～15:00）
3．人と人とのかかわり方（15:00～15:30）
4．感染対策について（15:40～16:30）
5．安全対策について（16:30～17:00）

11月　日（　）14:00～15:30
看護記録について （対象者：看護師、准看護師のみ）

中途採用者研修

対象者

今年度の新採用者研修から本研修までの期間に採用された全職員

対象者

新採用者研修

目的・目標

組織人として、社会人として自分の役割を理解し、協力して仕事ができる

前年度の中途採用者研修から本研修までの期間に採用された全職員

日時・方法・内容



①5月　日（　）14:00～15:00　BLS/AED研修会

②6月　日（　）13:30～15:00　基礎看護技術確認研修
③7月　看護規則　電子カルテ研修（基礎）
④9月　隔離・身体拘束　体験講習
⑤10月　アルコール依存症コース
⑥ 1月　看護規則　電子カルテ研修（応用）
⑦ 2月　初年度振り返りグループワーク研修

日時・内容

看護部新採用者研修

目的・目標

組織人として、社会人として自分の役割を理解し、協力して仕事ができる

対象者

前年度の中途採用者研修から本研修までの期間に採用された全職員



・看護補助者に必要知識や技術を習得する

看護補助者

日時・方法・内容

対象者

看護補助者研修

目的・目標

看護チームの一員である看護補助者として活動できる能力を養う

看護師長・看護主任・他管理者

日時・方法・内容

管理者研修

目的・目標

マネジメント力を高め、実践に即した現場感覚を磨く

対象者



目的・目標

対象者

目的・目標

対象者

講義
認知行動療法の実践に必要な知識と演習

認知症患者について理解を深め、看護の方法を学ぶ（仮）

身体合併症の看護の基礎を学び、実践に役立てる

高齢者ケアコース

①認知症

職種を問わず全職員対象

日時・方法・内容

②身体合併症

職種を問わず全職員対象

日時・方法・内容

職種を問わず全スタッフ

日時・方法・内容

認知行動療法

目的・目標

認知行動療法の基礎を理解して実践に活用できる

対象者



目的・目標

対象者

目的・目標

対象者

講義
境界性パーソナリティ障害、ストレス関連障害とは

治療・看護のポイントと援助方法

境界性パーソナリティ障害と

ストレス関連障害

職種を問わず全職員対象

統合失調症コース

①統合失調症治療

統合失調症患者について疾患の理解を深める

日時・方法・内容

②統合失調症看護

統合失調症の看護の基礎を学び、実践に役立てる

職種を問わず全職員対象

日時・方法・内容

日時・方法・内容

目的・目標

対象者

境界性パーソナリティ障害、ストレス関連障害などの理解を深め、治療や援助方法を学ぶ

職種を問わず全スタッフ



講義
うつ病の特徴と自殺予防の基礎知識

ビギナーコース　　　　　　講師：2-3病棟　源野 禎伸
SSTの理論　デモンストレーション
実践　基本訓練モデル　問題解決技法　個人SST

フォローアップコース　　　講師：2-3病棟　源野　禎伸
職場環境における、さまざまなコミュニケーションの方法

日時・方法・内容

①
②

③

全職員

対象者

目的・目標

● 効果的なSSTを実践するために必要な知識・技術を習得して援助場面に活用できる

● リーダー・コリーダーの体験を通して、理論と実践を統合できる

うつ病コース

目的・目標

うつ病の予防、専門療法、援助方法、自殺予防の基礎知識を理解する

職種を問わず全スタッフ

日時・方法・内容

対象者

SSTコース



精神科薬物療法を支援するために必要な知識と技術を習得する

コメディカルスタッフ

講義：「精神科薬物療法Ｑ＆Ａ」
・精神科薬物療法の最新知識

・ 研修は病棟に心電計を持ち込んで行う
・ 12誘導心電図の電極取り付け方法・取扱い方法を実際に実演して学ぶ
・ きれいな波形が出ないとき、エラーメッセージなどの対処方法
・ その他、心電計使用にあたっての注意点を解説

対象者

目的・目標

夜間・休日等に看護師が病棟で心電図検査を実施する際の手順を学ぶ

日時・方法・内容

対象者

精神科薬物療法

目的・目標

日時・方法・内容

心電計の取扱いに関する研修

1病棟の看護職員　（毎年、異なる病棟で年１回実施する予定）



1日目　講義：「アルコール依存症」って何？

2日目　演習：アルコール依存症の人の体験談を聞こう！

3日目　グループワーク：受講してみて感じたことをシェアしよう！！

研修担当・講師

希望する職員と相談

アルコール依存症看護コース

2-3病棟看護師長　岩代　純
看護研究コース

「依存症の人は嫌だな・・・」や「依存症の人を知りたい・・・」「依存症って何？」というスタッフ

日時・方法・内容

対象者

目的・目標

依存症看護の基礎を学ぶ

職種を問わず全職種対象

日時・方法・内容

対象者

目的・目標

看護研究の基礎知識や事例報告、業務改善報告のまとめ方を習得し、院内・外で研究発

表をすることができる



① 7月・・・2-3病棟 ②9月・・・3-2病棟 ③11月・・・3-3病棟 ④ 2月・・・3-1病棟

7月と1月の年２回実施予定

医療安全に関する研修会

目的・目標

誤嚥等の急変時の対応を体験を通して学ぶ

新採用者および中途採用者研修参加者と希望する職員（全職員対象）

日時・方法・内容

対象者

日時・方法・内容

日時・方法・内容

対象者

事例検討会

目的・目標

事例検討を通して臨床場面を振り返り、その意味を考える

職種を問わず全職員対象

目的・目標

医療安全に対する意識を高め事故防止対策に活用できる

対象者

希望する職員（全職種対象）

BLS/AED研修

講義「救急蘇生について」

演習「AEDの取扱い」



8月と2月の年２回実施予定

９月と３月の年２回実施予定

未定

希望する職員（全職種対象）

日時・方法・内容

対象者

行動制限に関する研修会

目的・目標

精神保健福祉法に基づき行なう隔離・行動制限について、人権尊重の観点から理解する

希望する職員（全職種対象）

日時・方法・内容

対象者

接遇研修（患者サービス委員会）

目的・目標

患者サービス向上

感染対策について学び、予防や発生時の対応ができるようにする

対象者

希望する職員（全職種対象）

日時・方法・内容

感染管理に関する研修会

目的・目標


