
新人看護職員研修プログラム

方法 時間 6月 7〜8月 9月

新人看護師研修の概要 講義 1時間

3時間

看護師として必要な基本姿勢と態度 講義 1時間

患者の安全と事故防止 講義 1時間 暴力被害報告も含む 看護過程１

院内感染防止対策 講義 1. 5時間 スタンダード プリ コーショ ン 　 個別的なケアプランを

与薬の技術： 内服薬・ 外用薬講義・ 演習 2. 5時間 自己管理基準、 内服時の注意点 　 立案するために情報収

座薬・ テープ・ シッ プ薬など含む 　 集・ アセスメ ント の視点

　 　 　 　 　 ： 輸血 1時間 セッ ティ ング・ 記録方法・ 注意点 　 を養う 　 （ グループワーク ）
　 　 　 　 　 ： 注射 4時間 皮下注射・ 筋肉注射・ 点滴

静脈注射・ 高カロリ ー輸液 スト レスマネジメ ント 研修

指示受け方法 　 自己の問題を認知し

輸液ポンプ・ シリ ンジポンプ 　 スト レス対処行動の

の使い方 　 見通しを立てる事が
経管栄養・ 胃瘻栄養と管理 講義・ 演習 1. 5時間 　 できる（ 講義・ 演習）

痰吸引法 講義・ 演習 1. 5時間 ローテーショ ン研修

救急の看護 講義・ 演習 3時間 救急蘇生法 　 1−2病棟

心マッ サージ・ アンビュー 　 2−3病棟

挿管介助 　 2-4病棟

生体管理技術 講義・ 演習 4時間 心電計（ モニター含む） 　 3−3病棟

Ｄ Ｃ 　 外来・ 手術室
自動血圧計 ＊各病棟での実習内容は別紙参照

血中酸素濃度測定 新人看護職員
導尿法（ 留置カテーテル管理を含む） 多重課題シミ ュレーショ ン研修

記録 講義・ 演習 4時間 院内の記録基準・ 看護診断 新人フォローアッ プ研修

　 １ 年間を振り 返り

看取り の看護 講義・ Ｄ Ｖ Ｄ 1時間 　 自己の課題を見いだせる
　 　 　 （ グループワーク ）

移動・ 移乗のコツ 講義・ 演習 2時間

在宅支援の活動 講義 1時間

その他配属部署で必要な ＯＪ Ｔ 各部署で必要な看護技術
看護技術 （ 年間通して）

　 登別厚生年金病院
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研修項目 4月（ 入職時〜5日間） 3月5月

登別厚生年金病院の概要と各部門 講義



１−２ 病棟【 急性期病棟】
排泄援助技術 膀胱洗浄ができる

与薬の技術（ 内服・ 注射） 麻薬・ 特殊薬の受け方、 返品方法
輸液ポンプの操作
シリ ンジポンプの操作
点滴の準備実施

創傷管理 創傷処置

血液製剤 血液製剤の受領方法
血液製剤の取り 扱い
凍結血漿の取り 扱い
輸血中と輸血後の観察

症状・ 生体機能管理技術 動脈血採血の準備・ 介助
CVP測定が出来る

呼吸循環を整える技術 低圧持続吸引器の準備とバッ ク交換
低圧持続パッ ク（ ポーティ ナー） の取り 扱い
酸素吸入（ インスピロン含む）
人工呼吸器の管理

救命・ 救急処置 呼吸器の必要物品の準備
カウンターショ ッ クの準備・ 介助

感染防止の技術 中心静脈カテーテルのルート 交換

死亡時の対応 死後の処置

薬剤などの管理 薬剤の適切な請求・ 受領・ 保管（ 毒薬・ 劇薬・ 麻薬を含む）
血液製剤の請求・ 受領・ 保管

その他の技術 手術室への患者移送の準備と迎え

部署別研修内容



外来
消化器検査の準備と介助（ 胃カメ ラ・ 大腸ファイバー）

その他の技術 ギブス巻きの準備と介助
バリ ウム検査の準備・ 介助・ 観察
造影剤使用時の準備・ 介助・ 観察

２ −３ 病棟【 療養病棟】 【 短期入所療養介護】
胃瘻交換の準備と介助

その他の看護技術
ショ ート ステイの入所から退所（ 送迎）

介護保険関連 ケアマネージャーとの関わり
家族との情報交換（ 書類・ カルテ・ 記録等）

２ −４ 病棟【 回復期リ ハビリ テーショ ン病棟】
回復期リ ハビリ テーショ ン対象患者の在宅支援

在宅支援 カンファレンスへの参加（ ケースカンファレンス・ 合同カンファレンス等）

リ ハビリ テーショ ンとの連携
地域連携パスの理解

３ −３ 病棟【 障害者施設等一般病棟】
ポート からの点滴の準備と実施

与薬の技術（ 内服・ 注射） 麻薬および特殊薬の指示受けと受領・ 返品

言語的コミ ュニケーショ ンが困難な患者への援助
清潔・ 衣生活援助技術 口腔ケア（ 口腔ケアが困難な患者）
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