2021年度
4月
男性膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ
：挿入希望者対応
(看護支援室田口に連絡）

5月

天理よろづ相談所病院 看護部集合研修年間計画（off-JT院内）
6月

7月

8月

9月

☆事例で考える認知症に特有
な倫理的課題と意思決定支援
(各部署で視聴)

全
体
乳児･小児BLS 田中
5/12(水)17:00-18:00
西会議3
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子どものﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ
(小児科外来・小児病棟) 田中
6/9(水)17:00-18:00 西会議3

子どものﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ 田中
7/14(水)17:00-18:00 西会議3

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲン2021①
5/24(月)14:10-15:30 外中

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
5/
マネジメント研修①
5/21(金)13:15-14:20 外中
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10月

疼痛緩和の基本（主に新人）
池嶋
10/14(木)9:00-10:30 外講

看護を語る会② 丹生
12/16(木)13:40-14:40 外講

災害看護 石本
10/22(金)13:10-14:45 外講

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 石本 災害看護(10/22と同) 石本
11/4(木)13:15-14:45 研
12/10(金)13:10-14:45 外講

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 石本
1/27(木)13:15-14:45 研
☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
1/
マネジメント研修②
1/21(金)13:15-15:45 外構

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
11/
リフレクション研修③
11/15(月)13:40-14:40 外中

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
12/

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ‵NURSE’①
松尾・池嶋・明道
6/17(木)13:15-16:25 研

IENがん看護分野フォローアップ
研修① 池嶋・明道
7/8(木)14:00～17:00 研

がん看護/疼痛緩和 池嶋
9/14(火)9:00-11:00 外講

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ‵NURSE’③
松尾･明道・藤本・松本・長谷川
10/14(木)13:15～16:25 研

がん薬物療法看護② 明道
11/11(木)9:00-11:00 外中

IENがん看護分野フォローアッ
プ研修② 水嶋・松村
12/9(木)14:30～16:30 研

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ‵NURSE’②
松尾・水嶋・藤本･桐田
9/16(木)13:15～16:25 研

がん放射線療法看護 松村
10/8（金)14:00-16:00 外中

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
6/
フレッシュパートナー研修①(対人
関係の倫理）
6/23(水)13:40-14:20 外講

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
7/

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ‵NURSE’①
松尾・池嶋・明道
6/17(木)13:15～16:25 研

老人虐待とDVへの介入
田中
1/12(水)17:00-18:00 西会議3

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
石本・救急蘇生小委員会
9/2(木)13:15-14:45 研

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
10/

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
5/

2月

3月

2021年度憩の家看護発表会
2/

子どものﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ 田中
2/9(水)17:00-18:00 西会議3

子ども虐待と地域連携 田中
3/9(水)17:00-18:00 西会議3
キャリアデザイン②報告会
3/11(金)13:40～14:40 外中

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
9/
リフレクション研修②
9/10(金)13:40-14:40 外中

看護研究の進め方
①6/ ②6/

2021.4.23

認知症対応力向上研修
熊木・吉田・山崎
11/5(金)14:00-15:00 外構

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
7/

実習指導者研修
/

1月

部署研修

子ども虐待と地域連携（小児 子ども虐待とDVの地域連携（助 老人虐待とDVへの介入 田中 乳児･小児BLS 田中
科外来・小児病棟） 田中
産師） 田中
11/10(水)17:00-18:00 西会議3 12/8(水)17:00-18:00
9/8(水)17:00-18:00 西会議3 10/13(水)17:00-18:00 西会議3
西会議3

がん薬物療法看護① 水嶋
9/30(木)9:00-11:00 外中
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12月
暴力を予防し防止するｹｱ

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
6/
リフレクション研修①
6/24(木)13:40-14:40 外中

退院調整IENフォローアップ研修①
6/29(火)14:00-16:00 外中

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
4/

11月

看護を語る会① 丹生
10/21(木)13:40-14:40 外講

がん看護/疼痛緩和 池嶋
9/14(火)9:00-11:00 外講
看護研究の進め方
①6/ ②6/

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
4/

＊レベルに合わせて選択して受講 ※は認定必須研修

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
2/

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮ
3/
2021年度 リフレクション研修
2022年度 問題解決研修
を実施の予定です。

退院調整IENﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修②
2/18(金)14:00-16:00 外講
認知症対応力向上研修
熊木・吉田・山崎
11/5(金)14:00-15:00 外構

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
石本・救急蘇生小委員会
9/2(木)13:15-14:45 研

災害看護 石本
10/22(金)13:10-14:45 外講

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 石本 災害看護(10/22と同) 石本
11/4(木)13:15-14:45 研
12/10(金)13:10-14:45 外講

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 石本
1/27(木)13:15-14:45 研

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
9/
フレッシュパートナー研修②
（ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
9/3(金)13:40-14:20 外講

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
10/
リーダーシップ研修①
10/6(火)13:40-14:20 外講

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
11/
フレッシュパートナー研修③（☆
コーチング）
11/10(水)13:10-14:20 外講

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
1/

がん看護/疼痛緩和 池嶋
9/14(火)9:00-11:00 外講

がん放射線療法看護 松村
10/8（金)14:00-16:00 外中

がん薬物療法看護② 明道
11/11(木)9:00-11:00 外中

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ‵NURSE’②
松尾・水嶋・藤本･桐田
9/16(木)13:15～16:25 研

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ‵NURSE’③
松尾･明道・藤本・松本・長谷川
10/14(木)13:15～16:25 研

緩和ケア 松尾
11/17（水）13:10-15:30 外中

退院支援基礎④
10/15(金)14:00-16:00 外講

退院支援基礎⑤-1
11/19(金)14:00-16:00 外講

災害看護 石本
10/22(金)13:10-14:45 外講

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 石本 災害看護(10/22と同) 石本
11/4(木)13:15-14:45 研
12/10(金)13:10-14:45 外構

急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 石本
1/27(木)13:15-14:45 研

ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ発表研修②
11/18(木)13:10-15:00 外講
11/25(木)13:10-15:00 外講
※レベルⅡ認定必須

レベルⅡチャレンジ フレッシュ
パートナー研修
1/14(金)13:10-15:20 外講
エンドオブライフケア
1/20（木)13:10-15:15 外講

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
12/
リーダーシップ研修②
12/15(水)13:40-14:20 外講

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
2/
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの運営
2/25（金）14:10-15:20 外構

☆研究ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮ
3/
フレッシュパートナー研修④（1年
間の振り返り）
3/10(木)13:40-14:20 外構

エンドオブライフケア
1/20（木)13:10-15:15 外講

がん薬物療法看護① 水嶋
9/30(木)9:00-11:00 外中
退院支援基礎③
9/17(金)14:00-16:00 外講
認知症対応力向上研修
熊木・吉田・山崎
9/6(月）13:10-15:10 外講
9/13(月)13:10-15:10 外講
急変対応の場のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
石本・救急蘇生小委員会
9/2(木)13:15-14:45 研

看護研究の進め方
①6/ ②6/
ケーススタディ研修①
※レベルⅡ認定必須
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認知症対応力向上研修
熊木・吉田・山崎
9/6(月）13:10-15:10 外講
9/13(月)13:10-15:10 外講

部署研修

留置針による静脈穿刺
5/27(木）①13:00-13:45 研
②15:00-15:45 研
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部署・集合選択

(

留置針による静脈穿刺
5/28(金）①13:00-13:45 研
②14:45-15:30 研

ナーシングデザイン①
6/11(金)13:10～15:00 外構
6/22(火)13:10～15:00 外構
※レベルⅠ認定必須

退院支援基礎⑤-2
12/17(金)14:00-16:00 外講

がん看護/疼痛緩和 池嶋
9/14(火)9:00-11:00 外講

事例から学ぼう!意思決定支援
藤本
10/27(水)14:00～15:00 外講

がん薬物療法看護② 明道
11/11(木)9:00-11:00 外中

がん薬物療法看護① 水嶋
9/30(木)9:00-11:00 外中

がん放射線療法看護 松村
10/8（金)14:00-16:00 外中

緩和ケア 松尾
11/17（水）13:10-15:30 外中

退院支援基礎③
9/17(金)14:00-16:00 外講

退院支援基礎④
10/15(金)14:00-16:00 外講

退院支援基礎⑤-1
11/19(金)14:00-16:00 外講

退院支援基礎⑤-2
12/17(金)14:00-16:00 外講

がん放射線療法看護 松村
10/8（金)14:00-16:00 外中

緩和ケア 松尾
11/17（水）13:10-15:30 外中

ナーシングデザイン②発表
12/6(月)13:10-15:00 外講
12/13(月)13:10-15:00 外講
※レベルⅠ認定必須

退院支援基礎①入退院支援に
必要な情報収集
7/2（金）14:00－16:00 外講
7/16（金)14:00－16:00 外講

膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ挿入
6/10(木)①9-10 ②10-11③11-12
④13-14 ⑤14-15⑥15-16 研

がん看護/疼痛緩和 池嶋
9/14(火)9:00-11:00 外講

事例から学ぼう!意思決定支援
藤本
10/27(水)14:00～15:00 外講

膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ挿入
ﾚﾍﾞﾙⅠﾁｬﾚﾝｼﾞ社会人基礎力①
6/16(水)①9-10 ②10-11③11-12 7/7(水)14:00-15:00 外講
④13-14 ⑤14-15⑥15-16 研

がん薬物療法看護① 水嶋
9/30(木)9:00-11:00 外中

ﾚﾍﾞﾙⅠﾁｬﾚﾝｼﾞ社会人基礎力②
10/7(木)14:00-15:00 外中

認知症対応力向上研修
熊木・吉田・山崎
6/7(月）13:10-15:10 外構
6/21(月)13:10-15:10 外構

退院支援基礎③
9/17(金)14:00-16:00 外講

退院支援基礎④
10/15(金)14:00-16:00 外講

レベルⅠ～Ⅲ
チャレンジ

退院支援基礎②訪問看護実習 （月･水･木いずれか半日）
①9:00～12:00 ②13:00～16:00

☆自己研鑽

エンドオブライフケア
1/20（木)13:10-15:15 外講

部署・集合選択
急変シミュレーション 石本
5/19(水）10:00-11:30 研
14:00-15:30 研
5/26(水）10:00-12:00 研

退院支援基礎⑤-1
11/19(金)14:00-16:00 外講

退院支援基礎⑤-2
12/17(金)14:00-16:00 外講

レベルⅡチャレンジ フレッシュ
パートナー研修
2/17(木)13:10-15:20 外講

研:看護研修室
外講：外来棟5階講堂
外中：外来棟中会議室
外カ：外来棟5階
カンファレンス室
外１会:外来棟南1階会議室
西カ1・2:西病棟画像
カンファレンス室1・2
西会議１：西病棟会議室１
地下：南棟地下会議室
サロン:南棟2階がんサロン
西会議3：西病棟会議室3

