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開催日 テーマ（講師） 対象 担当 延べ参加者数 

4/2～4/4 看護部新入職員ガイダンス 平成 30年度新入職看護師 キャリア支援教育委員会 104 

4/20 

看護部ウォッチング（大平看護部
長） 
各看護単位紹介（各看護単位師長） 

全看護職員 看護部勉強会 103 

5/1 
将来像を描く  

～BSC による自己目標～   
師長・主任、看護部(希望
者) 

師長会・主任会 45 

5/12 

6/2 

平成 30 年度新人研修「フィジカ
ルアセスメント」①②（春田 CN） 

平成 30年度新入職看護師 救急看護認定看護師 54 

5/16～ 
実地指導者研修 
全３回[5/16・7/4・11/7] 

平成 30 年度実地指導者 
キャリア支援教育委員
会 

21 

5/17 

看護部勉強会&新人研修 
｢メンタルヘルス｣講師：熊本心理
カウンセリングセンター代表  
岡崎光洋氏 

全職員 看護部勉強会 44 

5/19 
新人看護師研修 
｢ME 機器トレーニング」 

平成 30 年度新卒看護師 
関係職種の職員及び中途
入職者 

キャリア支援教育委員
会、看護部医療安全推
進委員会 

30 

5/24 

1/30 

看護部勉強会「感染管理：抗菌剤
の適正使用について」 

全職員 感染対策委員会 227 

5/25～ 

新人看護師研修 
｢看護記録 partⅠ～Ⅲ」 
全 3 回［5/25・6/22・7/27］ 

平成 30年度新入職看護師 看護記録基準検討会 65 

5/26～ 

新人看護師研修 
｢社会の中の私 partⅠ~Ⅲ」 
全３回［5/26・9/29・2/2］ 

平成 30年度新入職看護師 
キャリア支援教育委員
会 

75 

6/5 

入退院支援の充実：効果的な多職
種カンファレンスのあり方を考え
る 

全職員 
師長会・主任会・患者支
援室 

47 

6/6 
新人看護師研修 
｢スキンケア研修Ⅰ」（大内 CN） 

平成 30年度新入職看護師 
ストーマスキンケアリ
ンク Ns 

31 

6/7 
看護リフレクション研修Ⅱ・Ⅲ 
「ガイダンス」 

クリニカルラダー：習熟度
Ⅰ・Ⅱ 

キャリア支援教育委員
会 

21 

6/11～ 

実地指導者養成講座 全 10 回 
[6/11・7/9・8/6・9/10・10/9・
11/12・12/10・1/7・2/4・3/11] 

マネジメントラダー：円熟
度Ⅱ 

キャリア支援教育委員
会 

延べ 157 

6/15 
看護部勉強会「気くばり・目くば
り・心くばり：看護倫理の視点」 

看護部職員  師長会・主任会 88 

6/28 
新人看護師研修「血糖降下薬:注射
編」講師：笹原誉之氏（医師） 

平成 30年度新入職看護師
関係職種の職員 

看護部医療安全推進委
員会 

26 

6/29 感染管理研修～手洗い研修 全職員 感染対策委員会 195 

7/3 夜勤前残業低減に伴う現場の変化 師長・主任 師長会・主任会 29 

7/10 
新人看護師研修「血糖降下薬:経口
編」講師：笹原誉之氏（医師） 

平成 30年度新入職看護師
関係職種の職員 

看護部医療安全推進委
員会 

28 

7/19 短時間正社員制度利用者会 短時間正社員制度利用者 
吉田・岩橋・中村絵、
看護管理研修生 

15 
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7/19 

8/16 

新人看護師研修「抗がん剤の基礎
知識Ⅰ・Ⅱ」（惠藤 CN）） 

平成 30年度新入職看護師 
がん化学療法認定看護
師 

42 

7/20～ 
`18 重症度、医療・看護必要度評
価院内指導者研修［7/20・7/30］ 

医師、看護師、薬剤師、理
学療法士、管理栄養士 

DPC 委員会、藤本知 102 

7/25 

医療安全研修「倫理とは何か」 
講師：熊本市総務課 行政管理部 

藤井可氏(医師) 
全職員 

リスクマネジメント委
員 

114 

7/31 新人看護師研修「麻薬」 平成30年度新入職看護師 
看護部医療安全推進委
員会・薬局長・主任会 

27 

8/2 看護リフレクション研修 partⅢ 
クリニカルラダー：習熟度
Ⅱ 

キャリア支援教育委員
会 

13 

8/7 
新人看護師夜勤参入のための取り
組み評価 

師長・主任  師長会・主任会 28 

8/17 
｢日本の医療の歩みと今｣ 
講師：廣田昌彦氏（医師） 

全職員 看護部勉強会 40 

8/24 新人看護師研修「輸血」 
平成 30年度新入職看護師 
関係職種の職員 

看護部医療安全推進委
員会 

27 

9/4 看護職員の負担軽減に資する体制 師長・主任 師長会・主任会 25 

9/21 
看護部勉強会「災害対策マネジメ
ント」 

全職員 
師長会・主任会 
災害対策委員会 

72 

10/6 
ジョブローテーションの評価と今
後の課題 

師長・主任 師長会・主任会 27 

10/19 
看護部勉強会「看護業務サポータ
ーとの協働促進」 

全看護職員 師長会・主任会 78 

10/29 時短の会 短時間正職員制度利用者 
吉田・岩橋・中村絵、
看護管理研修生 

14 

11/6 

看護部 BSC 進捗報告  
財務の視点：定着活動の戦力を練
る｢全ての勤務帯で残業がゼロに
なる取り組み」 

師長・主任 師長会・主任会 28 

11/16 
看護部勉強会「救急場面において
的確な報告ができる」（春田 CN） 

全看護職員 
救急看護認定看護師 
看護部医療安全推進委
員会 

74 

11/30 

12/7 

感染管理研修 
インフルエンザ対策～アウトブレ
イクを未然に防ぐ～ 

全職員 感染対策委員会 305 

12/21 

看護研究発表会 全看護職員 看護部勉強会 

77 

第 1 部 認知症の看護 講話（浅井師長） 
第 2 部 看護研究発表会 
   １．検査室看護師の内部ローテーションに伴う医療安全の取り組みの試み 

～ロジックツリー（原因分析思考）の考え方を導入して～ 
検査室 小森小波 

   ２．術後訪問実施率の向上への取り組み～術前訪問を活かして～ 
手術室 長尾美鈴 

1/18 
高齢者総合機能評価研修 
｢認知症ケア｣(浅井師長) 

全職員 DPC 委員会 84 

1/25 

熊本地域医療センター緩和ケアに
関する研修 
会：第 59 回ケアカンファレンス 
 

緩和ケアに携わる医療
職 
 

がん臨床拠点病院委員
会（熊本県がん診療連携
協議会 緩和ケア部・熊
本大学附属病院緩和ケ
アセンター共催） 

89 

1/26 

第 12 回熊本地域医療センター市
民公開講座「知っておきたい呼吸
器の病気」 

一般市民・全職員  
がん診療拠点病院委員
会 

145 



平成 30 年度 看護部勉強会・職員研修会 

 ページ 3 

 

開催日 テーマ（講師） 対象 担当 延べ参加者数 

2/1 

NST 研修会 
１．情報提供「脂肪乳剤の基礎と
当院の現状」（深井靖大薬剤師） 
２．症例報告「NST 介入における
症例報告」(佐藤章浩言語聴覚士)  

全職員  NST 委員会 106 

2/5 
急性期看護補助体制加算25対1取得
に向けて 

師長・主任 師長会・主任会 30 

2/22 

臨床倫理～IC意思決定支援～  
（熊本市総務課 行政管理部 藤井可
氏医師) 

全職員 
院内臨床倫理委員会 
リスクマネジメント委
員会 

173 

２/27 

個人情報勉強会 
講師：アルフレックス㏍  

島田輝夫氏 飲野武司氏 
全職員 事務部 103 

3/5 夜間専従看護師導入に向けて 師長・主任 師長会・主任会 29 

3/18 看護部勉強会「成果報告会」 全看護職員 看護部勉強会 77 

 

 

 

合計            3334 


