
バンビナース研修Ⅱ 

フライデートレーニングセミナー 

研修  

番号 
月日 曜日 時間 研修内容 方法 担当者(講師） 

16 4/21 金 

8:30～10:00 看護実践Ⅰ 
テクニカルスキル  

採血・静脈留置針・血糖測定・膀胱留置カテーテル 
講義 

医療安全推進室副室長        
10:10～11:30 看護実践Ⅰ 

シミュレーション実践研修                                               

血糖測定のリスク管理 患者確認・説明～実践・評価 
講義       

演習 
12:30～17:15 看護実践Ⅰ 

シミュレーション実践研修 

事例から安全管理（患者確認～評価）を考える                                             

採血・点滴静脈注射・膀胱留置カテーテル                           

17 

4/28 金 

8:30～12:00 看護実践Ⅰ 

患者情報について学ぼう                                             

考えて情報収集・アセスメントする力をつける                                        

体温表の使い方いろいろ 

（看護必要度・栄養管理・褥瘡管理 他） 

講義          

演習 

看護記録                   

電子ｶﾙﾃ委員会 

13:00～16：30 看護実践Ⅰ 
フィジカルアセスメントⅠ                                             

考えてアセスメント・計画する力をつける                                                                                      

講義          

演習 
実地指導者 

18 

16:40～17：05 看護倫理Ⅰ 
看護者の倫理綱領・臨床倫理                                          

皆で倫理について考えよう 

GW           

発表 
実地指導者 

17:05～17：15 
 

夜勤シャドーイングについて 
ｵﾘｴﾝ 

ﾃｰｼｮﾝ 
看護師長（教育担当） 

19 5/12 金 

8:30～12：00 看護実践Ⅰ 

フィジカルアセスメントⅡ                                                     

考えて計画を実践・記録する力をつける                                   

循環器のフィジカルアセスメント（呼吸・循環）                                                                                                                                  

講義           

演習 
慢性心不全看護認定看護師 

13：00～14:30 看護実践Ⅰ 糖尿病と循環器疾患  
講義         

演習 

                         

糖尿病看護認定看護師       

実地指導者 
14:40～16:20 看護実践Ⅰ 糖尿病看護と療養指導 

講義         

演習 

16:30～17:15  看護倫理Ⅰ 皆で倫理について考えよう 
GW          

発表 
新人看護師 

20 

5/19 金 

8:30～12:00 看護実践Ⅰ 

フィジカルアセスメントⅢ                                             

考えて評価する力をつける                                        

事例の看護過程展開の評価                                                                                            

講義         

演習 
慢性心不全看護認定看護師 

21 

13:00～17:15 

医療の安全Ⅱ 

テクニカルスキル（輸液ポンプ・シリンジポンプ  

使用前確認・セッテイング～後片付けまで 

トラブルシューテイング                                 
講義           

演習 

テルモ                  

医療安全推進室副室長  

22 看護実践Ⅰ 
ローテーション技術演習                                                 

①経管栄養  ②弾性ストッキング装着  ③吸引 

 

１ヶ月振り返り研修  みんな同じ！ 同期との仲間づくり 

  目的：１ヶ月を振り返り、課題と困っていること等を表現することにより、看護師としての自覚と明日への意欲につなげることができる 

23 5/26 金 

8：30～12:00 看護実践Ⅰ 
1 日の行動計画  

工夫していること 等 GW            

発表 
実地指導者 

13:00～16:30 教育Ⅰ 
1 ヶ月の振返り   

学びと今後の目標（2 分間スピーチ） 

16:40～17：15 
 

夜勤シャドーイング オリエンテーション 
ｵ ﾘ ｴ ﾝ 

ﾃｰｼｮﾝ 
看護師長（教育担当） 

5/26 17：30～ ＊認知症サポータ研修「職員全員がオレンジリングをもとう」 （講師）地域包括支援センター   

 

３ヶ月フォローアップ研修 夜勤に向けて必要な看護技術の確認 

  目的：看護実践の評価と適応状況を振り返り、今後の課題を見出す 

24 

6/16 金 

8：30～9：30 
看護実践Ⅰ 

医療の安全Ⅱ 

フィジカルアセスメントⅣ                                               

夜間に多いインシデント・アクシデントレポートから学ぶ

（転倒・転落 離院事例 等） 

講義 医療安全推進室副室長 

25 

9：40～12:00 
看護実践Ⅰ 

医療の安全Ⅱ 

先輩看護師から学ぼうⅠ  （報告・連絡・相談の重要性）           

OJT で実施した基礎看護技術 これで夜勤も安心！           

考えてＳＢＡＲ、先輩から夜勤の様子を聞いてみよう  

講義 卒後 2 年目看護師 

13:00～16：30 
看護実践Ⅰ 

医療の安全Ⅱ 
多重課題シミュレーション 「複数患者の夜間の観察」 演習 実地指導者 

16:30～16：50 看護倫理Ⅰ 皆で倫理について考えよう  新人看護師 

 
16:50～17：15 看護実践能力 夜勤導入へのオリエンテーション 

ｵ ﾘ ｴ ﾝ 

ﾃｰｼｮﾝ 
看護師長（教育担当） 



 

夏期シミュレーショントレーニング 2017 

 目的：遭遇する様々な臨床現場で常に的確な判断をすることで、患者さんの生命を救うことや患者さんに降りかかる危険を取り除く能力を身につける 

26 

7/14 金 

別  紙 
講義         

演習 

テルモメディカルプラネックス     

（神奈川県） 
7/15 土 

7/16 日 

＊ 7/7 までに所属部署でＢＬＳ基本スキルについて学習   所属部署の看護師 

 

6 ヶ月振り返り研修 

 目的：基礎看護技術の修得度の確認を行い、就職後 1 年に向け課題を整理する 

27 

10/5 木 

8：30～11：00 
感染Ⅱ 

実践 

感染対策Ⅱ（応用） 

療養環境における感染対策と対応 

講義         

演習 
感染管理認定看護師 

28 11:10～12:30 医療の安全Ⅱ 
多重課題で発生しやすい  

インシデント・アクシデント事例から学ぶ 

講義         

演習 
医療安全推進室副室長 

29 13:30～17:15 看護実践Ⅰ 
先輩看護師から学ぼうⅡ  

OJT で実施した基礎看護技術を先輩看護師が確認！  

講義         

演習 
卒後 2 年目看護師         

30 

10/6 金 

8：30～11：30 
看護実践Ⅰ 

医療の安全Ⅱ 
多重課題シミュレーション 「複数患者の検温」 

講義         

演習 
実地指導者 

12:30～15：00 
看護実践Ⅰ 

医療の安全Ⅱ 
多重課題シミュレーション 「急変対応」 

講義         

演習 
実地指導者 

31 

15:10～16：30 看護実践Ⅰ 
先輩看護師から学ぼうⅢ   

OJT で実施した基礎看護技術を先輩看護師が確認！  

講義         

演習 
卒後 2 年目看護師         

16:40～17：00 看護倫理Ⅰ 
皆で倫理について考えよう 

        ＊17 時～ナラテイブ研修：会場準備 

全体 

討議 
新人看護師 

 

奈良県立病院機構新規採用者研修（後期） 

 目的：患者・家族及び協働者と良好な人間関係や信頼関係を構築するために必要な基本的能力を習得する 

同
内
容 

11/15 水 

13:30～17:00 

コミュニケーションⅠ 

マネジメントⅠ 

（総論） 

11/17 金 

11/24 金 

 ＊指示された月日に参加 

 

1 年振り返り研修 

 目的：看護過程の展開（1 事例）を通して、助言を受けながら、患者理解への看護の視点を養う 

    1 年を振り返り、成人学習者として自分の成長を認め、課題を見出すことができる 

32 3/16 金 

8:50～9：30 

教育Ⅰ 

 

考え 

表現する力Ⅰ 

会場準備 準備 

新人看護師 

9:30～12：30 
「看護過程の展開」発表会   

心に残った患者さんとの出会い  
発表 

13:30～14:30 「看護過程の展開」発表会 リフレクション GW 

14:40～15:40 頑張った自分を認め、自分の成長を発表しよう   発表 

15:50～16:20 修了式 修了証授与式 副院長兼看護部長 

16:30～17:15 教育Ⅰ 次年度の目標     看護師長（教育担当） 

          ＊ポートフォリオ（ファイル）提出日：3/15    3/16：展示 

個別面接 

   職場適応や課題を相談しよう 

第 1 回 6/1 ～ 6/26  日時は、1 ヶ月前に決定 

 面接時にポートフォリオ（ファイル持参） 

 オーダーメイド・院内留学研修：場所と日時を相談 

看護師長（教育担当） 第 2 回 8/1 ～  9/1 

第 3 回 1/9 ～ 1/26 

 


