
平成27年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名 ストーマケアスキルアップⅠ① 新生児① 救急・集中ケア① 摂食・嚥下障害看護①

研修日 7月29日（水） 7月29日（水） 7月29日（水） 7月29日（水）

研修時間 ８：３０～１２：３０ 13:30～17:15 ８：３０～１２：３０ 13:30～17:15

研修のねらい １．小児のストーマケアが適切にできるように
なるために、小児のストーマ造設をする疾患
や術前術後のケア、ストーマ装具・皮膚保護
材、スキンケアの原則とスキントラブル、社会
保障について理解する。

１．新生児期の生理学的適応過程を理解し、
必要な看護について理解する。
２．親子の始まりを支えるための看護を理解
する。
３．母乳育児支援の実際について理解する。
４．デベロップメンタルケアやポジショニングな
ど、新生児の神経発達援助を理解する。
５．１）～４）をふまえ、疾病新生児の看護の実
際について考えられる。

１．適切なアセスメントと報告のスキルを身に
つけ、患者への適切なケアや治療につなげる
ことで、児の急変や重症化を防ぐことができ
る。

１．摂食・嚥下の基本的なメカニズムについて
知り、こどもにとっての食の意味や食行動の
理解を深めることができる
２．当院に入院中のこども達の摂食・嚥下障
害の原因について理解・推測し、必要時、看
護計画を立案及び実施・展開することができ
る
３．各所属部署のリンクナース的役割を担い、
必要時、認定看護師へのコンサルテーション
をし、共同して取り組むことができる

研修目標 １．小児消化管ストーマのケアが適切にできる
ように消化管ストーマを要する主な対象疾患
について理解する。
２．小児の消化管ストーマの特徴に応じたケ
アができるように、ストーマ造設術の概略とそ
の合併症を理解する
３．小児のストーマケアが適切にできるように
なるために小児のストーマ特徴とケアの特殊
性について理解する。
４．小児オストメイトやその家族の社会生活を
支援するための社会保障について理解する

１．新生児ケア研修シリーズのねらいを理解
し、仲間づくりができる。
２．新生児期の生理学的適応過程をふまえた
フィジカルアセスメントについて理解する。
３．新生児看護の基本である「体温管理」「栄
養」「感染防止」について理解する。
４．late preturm（在胎週数34～37週未満の
児）の看護について理解する。

１． 患者の状態の変化について、系統建てた
情報収集とそのアセスメントの視点が理解で
きる。
２．患者の情報を的確に報告することができ
る。
行動目標（第１回）
アセスメントの視点について（循環・呼吸・神
経）理解できる。
・ アセスメントに必要な情報の整理（フィジカ
ルアセスメント、モニタリング数値の意味）がで
きる。
・ 状態悪化の徴候を早期に捉えることの重要
性が理解できる。（前兆をとらえる。）
・ 報告の方法がわかる。（SBARについて理解
できる）

１．食欲のメカニズムについて理解することができ、
「自分で食べる」ことの重要性を理解することができ
る
２．脳がどのように摂食・嚥下機能を制御している
かを理解することができる
３．小児の食行動の発達について理解することがで
きる
４．食事にどのような要因が影響するかを理解する
ことができる
５．摂食・嚥下に関する諸器官の基礎的な解剖生
理について理解することができる
６．小児の摂食機能段階と成人の嚥下機能分類に
ついて理解することができる
７．摂食・嚥下に関するリスク管理について理解す
ることができる（GERD・VAP含む）
８．摂食・嚥下機能検査（VF・VE）について理解する
ことができる

研修内容 １．講義：小児の消化管ストーマを要する疾患
と手術とその合併症・小児ストーマケア概論・
社会保障

１．講義：胎児期～生後日数毎の適応過程の実際
および、必要な観察と看護・late preturmの児の適
応過程と必要な観察および看護・新生児のフィジカ
ルアセスメントのポイント

１．講義：小児の摂食・嚥下障害の特徴・解剖
生理・リスク管理

研修方法
講義 講義 講義 講義

学習者 ラダーⅡ以上（経験5年以上）で ストーマケア
に興味のある人　7名（聴講は１０名）

ラダーⅡ以上新生児看護に興味がある人・新生児
の入院を受け入れている病棟に所属する人10名程
度

ラダーⅢ（日々リーダー経験者）、10人前後 ラダーⅡ以上で摂食・嚥下障害看護に興味の
ある人10名程度（聴講は制限なし）

スキルアップ研修（CN)



平成27年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名 ストーマケアスキルアップⅠ② 新生児② 救急・集中ケア② 摂食②

研修日 9月29日（火） 9月29日（火） 9月29日（火） 9月29日（火）

研修時間 ８：３０～１２：３０ 13:30～17:15 ８：３０～１２：３０ 13:30～17:15

研修のねらい １．小児のストーマケアが適切にできるように
なるために、小児のストーマ造設をする疾患
や術前術後のケア、ストーマ装具・皮膚保護
材、スキンケアの原則とスキントラブル、社会
保障について理解する。

１．新生児期の生理学的適応過程を理解し、
必要な看護について理解する。
２．親子の始まりを支えるための看護を理解
する。
３．母乳育児支援の実際について理解する。
４．デベロップメンタルケアやポジショニングな
ど、新生児の神経発達援助を理解する。
５．１）～４）をふまえ、疾病新生児の看護の実
際について考えられる。

目的：適切なアセスメントと報告のスキルを身
につけ、患者への適切なケアや治療につなげ
ることで、児の急変や重症化を防ぐことができ
る。
目標：１． 患者の状態の変化について、系統
建てた情報収集とそのアセスメントの視点が
理解できる。
２． 患者の情報を的確に報告することができ
る。

１．摂食・嚥下の基本的なメカニズムについて
知り、こどもにとっての食の意味や食行動の
理解を深めることができる
２．当院に入院中のこども達の摂食・嚥下障
害の原因について理解・推測し、必要時、看
護計画を立案及び実施・展開することができ
る
３．各所属部署のリンクナース的役割を担い、
必要時、認定看護師へのコンサルテーション
をし、共同して取り組むことができる

研修目標 １．適切なストーマ造設の準備ができるように
術前ケアについての知識を習得する。
２．小児において適切な位置にストーマが造
設されるように、ストーマサイトマーキングの
原則、方法を理解する。
３．ストーマ造設直後から退院までの間、適切
にストーマケアがおこなわれるために必要な
事項を理解する。
４．ストーマケアが適切に行えるようになるた
めに、ストーマ用品について理解する。
５．小児のストーマケアを実践するためにス
トーマケアの基本的技術を身につけ、用品の
取り扱いを習得する。

１．新生児ケア研修Ⅰのポイントを復習する。
（知識の定着ができる）
２．親子の始まりを理解し、危機的状況にある
家族へのケアを理解する。
３．母子相互作用、ファミリーセンタードケアな
ど親子関係確立への援助を理解する。
４．母乳育児支援について理解する。
５．デベロップメンタルケアの概念および実際
について理解する。

　事例を通じて患者の情報をアセスメントし問
題点の抽出ができる。（第１回で学んだ知識を
もとに）
・ グループでアセスメントを行い、各症例にお
ける問題点を抽出することができる。
・ 各症例の患児の病勢を捉えることができ
る。

１．小児の栄養管理について理解し、実際に
使用する食具・食形態に触れ、適切な姿勢な
どについても考えることができる
２．口腔ケアの意義について理解し、その実
際を経験することができる
３．間接訓練と直接訓練について理解し、適
応や介助方法の注意点について説明すること
ができる
  

研修内容 １．講義・演習：術前・術後ケア・ストーマ用品
の種類

１．講義：家族ケア・デベロップメンタルケアに
ついて
２．ファミリーケアについての事例検討

１．講義・演習：BLS研修・ＡＬＳ演習
２．シミュレーション

１．講義：栄養管理・食具（哺乳瓶・スプーン）・
食形態・増粘剤・注入・姿勢について
２．実技：口腔ケア・間接訓練・直接訓練

研修方法
講義・演習 講義 事例演習 講義・実技

学習者 ラダーⅡ以上（経験5年以上）で ストーマケア
に興味のある人　7名（聴講は１０名）

ラダーⅡ以上新生児看護に興味がある人・新生児
の入院を受け入れている病棟に所属する人10名程
度

ラダーⅢ（日々リーダー経験者）、10人前後 ラダーⅡ以上で摂食・嚥下障害看護に興味の
ある人　　　　６名（聴講は制限なし）

スキルアップ研修（CN)



平成27年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名 ストーマケアスキルアップⅠ③ 新生児③ 救急・集中ケア③ 摂食③

研修日 平成28年1月26日（火） 平成28年1月26日（火） 平成28年1月26日（火） 平成28年1月26日（火）

研修時間 8:30～12:30 13:30～17:15 8:30～12:15 13:30～17:15

研修のねらい １．小児のストーマケアが適切にできるようにな
るために、小児のストーマ造設をする疾患や術
前術後のケア、ストーマ装具・皮膚保護材、スキ
ンケアの原則とスキントラブル、社会保障につい
て理解する。

１．新生児期の生理学的適応過程を理解し、必
要な看護について理解する。
２．親子の始まりを支えるための看護を理解す
る。
３．母乳育児支援の実際について理解する。
４．デベロップメンタルケアやポジショニングな
ど、新生児の神経発達援助を理解する。
５．１）～４）をふまえ、疾病新生児の看護の実際
について考えられる。

１．看護師の生理学的異常に対するアセスメン
ト力及び初期対応力を培い、もって早期の治療
介入・患児の状態悪化防止につなげる

１．摂食・嚥下の基本的なメカニズムについて知
り、こどもにとっての食の意味や食行動の理解
を深めることができる
２．当院に入院中のこども達の摂食・嚥下障害
の原因について理解・推測し、必要時、看護計
画を立案及び実施・展開することができる
３．各所属部署のリンクナース的役割を担い、必
要時、認定看護師へのコンサルテーションをし、
共同して取り組むことができる

研修目標 １．ストーマ周囲皮膚を常に健全な状態を保つ
ために必要なスキンケアとスキントラブルについ
て理解する。
２．小児オストメイトが快適で健全な日常生活を
送るために日常生活の問題点や援助に必要な
事項を理解する。
３適切なストーマケアを継続するうえで必要な記
録方法について理解する。

１．主な疾病新生児の治療および必要な看護に
ついて理解する。
２． 新生児看護研修で学んだ知識の確認がで
きる．
３．母乳育児支援について理解する。
４．研修後の課題を明確にできる。

１． 生命の危機を来す恐れのある生理学的異
常（呼吸・循環・中枢神経系）を迅速にアセスメ
ントすることができる
２． 患者の危急的状態に対し、的確な対処行動

がとれる

１．疾患別に必要なケア、おこりうる問題点があ
ることを理解することができる
２．摂食・嚥下障害ケアを展開するにあたり、収
集すべき情報・注意すべき事柄を理解すること
ができる
３．当院における摂食・嚥下障害に関わる他職
種の役割の概要を知り、チームアプローチの必
要性を知る
４．GWを通してNCP立案することができる

研修内容 １．講義：ストーマスキンケアとスキントラブルの
対応・在宅ケア・ストーマケア記録（演習含む）
２．修了試験

１．講義：主な疾病新生児の治療および必要な
看護・母乳育児支援
２．修了試験

１．講義・演習：ＡＬＳ演習
２．シミュレーション
３．終了試験

１．講義：疾患別に特異的なことについて説明
チームアプローチ・ケア展開方法
２．GW　３．終了試験

研修方法
講義・演習 講義・修了試験 講義・実技・シミュレーション 講義・GW・修了試験

学習者 ラダーⅡ以上（経験5年以上）で ストーマケアに
興味のある人　７名（聴講は１０名）

ラダーⅡ以上新生児看護に興味がある人・新生児の
入院がある病棟勤務者8名（聴講は10名まで）

ラダーⅡ以上６名 ラダーⅡ以上で摂食・嚥下障害看護に興味のあ
る人　　　　６名（聴講は制限なし）

スキルアップ研修（CN)


