
平成29年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名

研修のねらい

研修日 7月26日（水） 9月27日（水） 平成30年1月31日（水）

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

研修目標

1.スキルアップ研修①で学んだことをベースにスキルアッ
プ研修②に参加する。
2.小児の尿路系ストーマのケアが適切に行われるための
必要な事項を理解する。

1.ストーマ周囲に皮膚障害のあるストーマのケアを適切に
行うために必要な事項を理解する。
2.ストーマ造設後の経過が順調であるかどうかを判断し適
切に対処できるようになるために、消化管・尿路ストーマ
の合併症について理解する。
3.ストーマ合併症に伴う管理困難なストーマに適切に対処
するために必要な事項を理解する。
4.管理困難なストーマに対処するために必要な技術、用
品の取り扱いを理解する。

1.低出生体重児のストーマケアが適切に行われるために
必要な皮膚の特徴や選択されるストーマ用品やケアに
ついて理解する。
2.学んできた知識を統合し実践でケアがおこなえるための
問題解決能力を習得する。

研修内容

1.講義
「尿路変向を要する疾患と手術と合併症」
「尿路ストーマケア」
2.演習

1.講義
「ストーマ合併症」「ストーマ合併症のケア」
「ストーマスキントラブルの対応」
2.演習

1.講義
「低出生体重児の皮膚の特徴とスキンケア」「低出生体重
児のストーマケア」
「テープ貼付による皮膚炎」
２.演習
３.GW　修了試験

研修方法 講義　演習 講義　演習 講義　演習　GW

学習者

ストーマケア②
1.管理が難しい小児のストーマケア（尿路ストーマ、ストーマ周囲に皮膚炎のあるストーマ、低出生体重児のストーマ、ストーマ合併症のあるストーマ）を
適切に行なうために、ケアの特徴と方法について理解する。

人数　10名程度
・スキルアップ研修ストーマケア①修了者
・日本小児ストーマ・排泄管理セミナーを3年以内に受講した者

スキルアップ研修（CN)



平成29年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名

研修のねらい

研修日 7月26日（水） 9月27日（水） 平成30年1月31日（水）

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

研修目標

1. 血糖恒常性とその維持機構と異常について理解するこ
とができる
2.インスリンの作用機序を知る
3.糖尿病の定義を理解する
4. 糖尿病の疫学を知る
5.血糖測定の意義と方法を理解し、自己血糖測定の技術
を習得する

1.1型糖尿病のインスリン療法の特徴や注意点を理解できる
2. CSII治療の実施法、利点、注意点、適応を知る
3.CSIIの実施例を見学や専門職からの説明を通して経験す
る
4.カーボカウント法を理解できる

１. 学校生活を含めた生活指導、家族への指導を理解す
る
２. 低血糖・シックDAY指導を知る
３. 患者及び家族の病期における心理状況を理解する
４. 成長発達における患者の心理問題やセルフケアの移
行について知る
５. 発症時～在宅への支援を理解する

研修内容

1.講義
「血糖の基本」
「血糖測定の意義」
2.演習
血糖測定　SMBGの方法

1.講義
「インスリンポンプ療法について」
「小児糖尿病の食事療法
～カーボカウント法について～」
2.演習
インスリンポンプの実際

1.講義
「小児糖尿病患者の療養支援
～ライフステージの視点から～」
2.GW
「小児1型糖尿病の支援とは～病期の支援～」
「発病時と在宅療養中の支援ポイント等」
3..修了試験

研修方法 講義　演習 講義　GW　演習 講義 GW

学習者
10名程度（聴講可能人数：2名程度）
ラダー２以上で、糖尿病看護に興味がある人

糖尿病看護
１. 糖尿病の病態理解に基づいた支援を行うために、血糖調節機構と異常を説明できる能力を身につける
２. 糖尿病の成因と病態を理解し、小児1型糖尿病の療養支援を実践できる自信が持てる
３. 小児1型糖尿病患者に成長発達段階をふまえた看護の実際を考えることができる

スキルアップ研修（CN)



平成29年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名

研修のねらい

研修日 7月26日（水） 9月27日（水） 平成30年1月31日（水）

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

研修目標

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

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

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
「小児の摂食・嚥下障害の特徴」
「食の大切さ、食育に関して」
「解剖生理
小児の摂食機能段階と成人の嚥下機能分類　リスク管
理」
「誤嚥防止手術について

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

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」
2.GW
3.修了試験

研修方法 講義 講義 講義・実技・シミュレーション

学習者

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

摂食・嚥下障害看護に興味のある人
参加者は10名までとし、聴講者は自由参加

スキルアップ研修（CN)

摂食嚥下障害看護



平成29年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名

研修のねらい

研修日 8月21日（月） 10月10日（火） 平成30年2月13日（火）

研修時間 8：30～12：30 8：30～12：30 8：30～12：30

研修目標

1.皮膚の解剖生理、創傷治癒過程、創傷の見方を理解す
る。
2.基本的スキンケアとスキントラブルのアセスメントを理解
する。

1.褥瘡（医療関連機器圧迫創傷含む）についての基礎知
識と技術を理解する。

1.肛門周囲皮膚炎のケアが適切にできるようになるため
に、皮膚炎発生の要因と対処について理解する。
2. 胃瘻周囲の皮膚炎のケアが適切にできるようになるた
めに、胃瘻チューブの構造と特徴、スキントラブル発生の
要因と対処について理解する。
3. テープ（医療用粘着材）貼付による皮膚炎のケアが適
切にできるようになるために、テープの種類と特徴、テー
プ貼付による皮膚炎の種類、テープの取り扱いや選択に
ついて理解する。

研修内容

1.講義
「皮膚の解剖生理（小児の皮膚の特徴）創傷治癒過程
創傷の見方」
「基本的スキンケアとスキントラブルのアセスメント」

1.講義
「褥瘡予防ケア」「DESIGN－R」「褥瘡局所ケア」
「医療関連機器圧迫創傷」
2.演習

1.講義
「肛門周囲皮膚炎」「胃瘻周囲皮膚炎」
「テープ貼付による皮膚炎」
２.演習
３.修了試験

研修方法 講義　 講義　演習 講義　演習

学習者

スキルアップ研修（CN)

創傷ケア
1.小児によくみられるスキントラブル（褥瘡・医療関連機器圧迫創傷・肛門周囲皮膚炎・胃瘻周囲皮膚炎・テープ貼付による皮膚炎）に
適切に対処するために必要な知識と技術を習得する。

人数　15名程度　・ラダーⅡ以上・創傷ケアに興味がある人



平成29年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名

研修のねらい

研修日 8月8日（火） 10月10日（火） 平成30年2月13日（火）

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

研修目標

1.新生児のスキルアップ研修の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

1.新生児スキルアップ研修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、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学び、危機的状
況にある家族へのケアを理解する
3.ディベロップメンタルケアの概念および実際のケアにつ
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.栄養の進め方と母乳育児支援について理解する
3.新生児スキルアップ研修で学んだ知識の確認ができる
4.研修後の課題を明確にできる

研修内容

1.講義
「新生児看護について」
「胎児期～新生児期の適応過程の実際、および、必要な
観察と看護」
「早産児の成長・発達について」
2.GW

1.講義
「ディベロップメンタルケアについて」
「家族看護について」
2.NICU見学
演習・GW

1.講義
「主な疾病新生児の治療および必要な看護」
「栄養の進め方（直母・経口哺乳の進め方）と母乳育児支
援について」
2.修了試験

研修方法 講義　GW 講義　GW　演習 講義

学習者

スキルアップ研修（CN)

新生児
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.ディ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

新生児看護に興味がある人　新生児病棟以外の、新生児の入院を受け入れている病棟に所属するラダーⅡ以上の看護師（産科病棟含む）
一部一般聴講可（１０名程度）



平成29年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名

研修のねらい

研修日 8月8日（火） 10月10日（火） 平成30年2月13日（火）

研修時間 8：30～12：30 8：30～12：30 8：30～12：30

研修目標

1.フィジカルアセスメントの意味がわかる。
2. 呼吸状態の評価に必要な情報の診方、アセスメントの
視点について理解できる。
3. 呼吸状態を適切にアセスメントでき、SBARを用いて報
告することができる。
4.呼吸アセスメントの結果、患者に必要なケアを考えるこ
とができる。

1.循環状態の評価に必要な情報の診方、アセスメントの
視点について理解できる。
2.循環状態を適切にアセスメントでき、SBARを用いて報告
することができる。
3.循環アセスメントの結果、患者に必要なケアを考えるこ
とができる。

1.中枢神経の評価に必要な情報の診方、アセスメントの
視点について理解できる。
2.中枢神経障害の異常を適切にアセスメントでき、SBAR
を用いて報告することができる。
3.中枢神経アセスメントの結果、患者に必要なケアを考え
ることができる。

研修内容

1.講義
「SBAR」
「フィジカルアセスメントとは」
「呼吸アセスメントのポイント」
2.演習
呼吸アセスメント

1.講義
「循環アセスメントのポイント」
2.演習
循環アセスメント

1.講義
「神経アセスメントのポイント」
2.演習
中枢神経アセスメント
3.修了試験

研修方法 講義　演習 講義　演習 講義　演習

学習者

集中ケア
1.適切な病態アセスメントと情報の共有、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、合併症を予防することができる。

人数　5〜7名程　講義のみ聴講可（制限なし）
ラダーⅡ以上で集中ケアに興味がある人

スキルアップ研修（CN)



平成29年度　看護部集合教育企画

研修コース

研修会名

研修のねらい

研修日 8月8日（火） 10月10日（火） 平成30年2月13日（火）

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

研修目標

1.感染防止の基本を理解する
2.当院の感染管理組織と役割を理解する
3.国内、国外のガイドラインを知る
4.当院で使用する抗菌薬と、その適正使用について理解
する
5.病原微生物を理解し、現場での感染対策に活かす

1.洗浄・消毒・滅菌の基本的な概念がわかる
2. 消毒の分類、方法を理解する
3.滅菌の方法、滅菌物の取り扱いを理解する
4.職業感染について理解する
5.針刺し・切創マニュアルを理解し、発生時の対応がわか
る
6.医療器具および処置関連感染症（CLA－BSI、CA－UTI
、VAP、SSI）発生のメカニズムと、その防止技術を理解す
る
7.医療器具および処置関連症サーベイランスの必要性
と、その方法を理解する

1.感染症や感染対策が必要な事象が発生した場合の適
切な対処方法を理解し、実践できる

研修内容

1.講義
「感染防止の基本」
「抗菌薬」
「病原微生物」

1.講義
「洗浄・消毒・滅菌」
「職業感染防止～感染症～」
「職業感染防止～針刺し・切創、血液・体液曝露～」
「医療器具および処置関連感染症予防策」
「医療器具および処置関連症ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ」

演

1.GW
2.修了試験

研修方法 講義　 講義　 講義　演習

学習者

スキルアップ研修（CN)

感染管理
1.ラダ―２以上の看護師の、感染対策に対するレベルが向上する
2.現場における感染対策の風土を改善する
3.受講者が、 感染対策の基礎知識を基盤に、根拠を理解して看護ケアを展開できる
4.受講者が、役割モデルとして感染対策を実践、推進、スタッフへの指導ができる
5.受講者が、常に問題意識をもって行動し、感染防止対策の改善策について考えることができる

15名程度（聴講可能人数：5名程度）
ラダー２以上で、感染管理に興味がある人


