
＊　COVID19感染状況に応じて、研修日時、開催場所、方法の変更の可能性あり。
差し換え　4月7日

【必須研修】　勤務時間内で受講
目的 対象者 勤務記号 場所 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

研修Ⅰ
5月26日（木）、6月2日（木）
15：30～17：00
*いずれか1回受講

事例検討・グループワーク：
  看護チーム及び医療チームメン
バーに自己の意見や活動内容を明
確に伝えることが出来る
  メンバーシップの意味を理解し、メ
ンバーシップを発揮するための具体
的行動がわかる

【事前課題】
自部署の看護を後輩に語る

研修Ⅱ（部署研修）
9月1日（木）～15日（木）
15：30～17:30
*期間中の部署の希望時間（1時
間）に合わせて開催

グループワーク：
  研修Ⅰで挙げた目標の到達度
を確認する
  自身の実践した看護について
リフレクションできる

*グループワークは各部署の教
育担当副看護師長が支援する

研修Ⅲ
12月6日（火）、13日（火）
15：30～17：00
*いずれか1回受講

グループワーク：
  自身の看護実践を語り、学びと
気づきを他者と共有できる
  リフレクションにより研修Ⅱで
見出した自己目標の達成を推進
できる具体策がわかる

新人指導要項、クリニカルラダーに
照らし振り返り

新人指導要項、クリニカルラ
ダーに照らし振り返り

新人指導要項、クリニカルラ
ダーに照らし振り返り

研修Ⅱ
6月23日(木）、30日（木）
15：30～17：00
*いずれか1回受講
事例検討・グループワーク：
　チームで患者にとってより良い
看護を提供するための具体的行
動を考える（指導的役割、メン
バーシップやリーダーシップ）
【事後課題】
自身の役割を認識し、チームで
最善の看護が行えた実践事例
をまとめる（研修Ⅲで活用）

研修Ⅲ
10月13日(木）、18日(火)
15：00～16：30
*いづれか1回受講

グループワーク：
　最善の看護をチームで行うこと
を意識して実践した、自身の看
護実践を振り返る

新人指導要項、クリニカルラ
ダーに照らし振り返り

新人指導要項、クリニカルラ
ダーに照らし振り返り

OJTトレー
ナー研修

学生や後輩の指導者の成長を促し、
OJTの風土作りの活動ができる

★ラダーⅡ以上で看護師
長が推薦する者

3年目看護師をはじめ、部
署の指導者を支援する立
場の者

　        15名程度
（過去に受講歴がないこ
と）

医学交流会館

研修Ⅰ
4月16日（土）
9：00～16：30

外部講師による講義・演習：
　指導スキルと心構えを学び、
部署での後進育成に活かす

【事後課題】
「部署の指導者を育成支援する
立場にある自己」の分析から見
えた実践課題への取り組み

OJTトレーナーとしての活動の中
間評価

研修Ⅰの事後課題を提出する

研修Ⅱ
9月16日（金）
15:30～17:00

グループワーク：
自部署での後進育成やOJTの
風土づくりの取り組みについて

【事後課題】
指導的役割を担う人材を支援す
る取り組みの成功体験事例をま
とめる

「指導的役割を担う人材を支援
する取り組みの成功体験事例」
をまとめ提出する。

マネジメント
スタートアップ

研修
（中堅看護師）

リーダーの考え方を学び、「現場全体を
見渡す力」の視点に気づく（わかる）
チームが活性化し、目標達成に繋がる
活動ができる

ラダーⅡ取得以上で、役
職以外、リーダー的役割を
期待し、看護師長が推薦
する者

　　　　　　20名程度

医学交流会館

研修Ⅰ
5月16日（月）
13：00～17：00
【第1部】外部講師による「リーダーと
マネジメント」に関連した講義
自身の取り組みのヒントを得る
 
【第2部】自部署における自己の役
割を知る
グループワーク
・どんなリーダーと働きたいか、どん
なリーダーの下なら成長できるか
・SWOT分析（自分の強みを知る）
・自分の強みを使い、「チーム目標
達成のための活動」を１つ挙げ取り
組む
【事前課題】自己のＳＷＯＴ分析

研修Ⅱ
10月１１日（火）
15:00～16:30

中間報告会
自分の強みを使った「チーム目
標達成のための活動」について

研修Ⅲ
1月17日（火）
15：00～16：30

最終活動報告会
自分の強みを使った「チーム目
標達成のための活動」について

看護補助者
研修

看護補助者の役割を理解し看護補助者
業務を遂行するために必要な知識、技
術を習得する

★看護補助者 医学交流会館

研修Ⅰ
7月11日(月）・12日（火）
13:30～14:30
*いずれか１回に参加

講義・演習：
・看護補助者としての基本知識
（補助者研修要項Ⅰ～Ⅵ）
・感染防止対策

研修Ⅱ
10月4日（火）
13:30～14:30
＊研修Ⅰ未受講者及び中途採
用者のみ対象

講義・演習：
・看護補助者としての基本知識
看護（補助者研修要項Ⅰ～Ⅵ）
・感染防止対策

【自己啓発研修】

日常の看護に関わる疑問や課題に対し
文献を検索し文献レビューを作成する

Ⅰ
（3名）

部署の研究メンバーは除く

日常の看護に関わる疑問や課題につい
て、文献クリティークに取り組み、研究
テーマを絞り込むことができる

Ⅱ
(3名）

部署の研究メンバーは除く

英会話
異国文化を知り、外国人の医療ニーズを
把握するための医療・看護領域の英会
話を学ぶ

全看護職員 看護部研修室

院内看護研究
発表会

1．看護の質保証・向上するための看護
研究を推進する
2．看護実践に活かせる知見を得る

全看護職員 看護研究演題募集
看護研究・活動報告

発表会

　　＊専門的知識・技術に関するスキルアップは、クリニカルラダー別教育研修（専門・認定看護師主催）を参照

看護研究抄録提出・査読

リサーチ
マインド

研修Ⅰ（OJTトレーナー研修）
4月16日（土）
9：00～16：30

外部講師による講義・演習：
　後輩の成長を促せるよう、指導
スキルと心構えを学び部署での
後輩指導の具体的行動がわか
る

5月～7月（1クール）　17：00～18：30
火曜日×８回　（5/10　5/24　6/7　6/14　6/21　7/5　7/12　7/19）

ZOOMによる研修

9月～11月（2クール）
火曜日×８回

ZOOMによる研修
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卒後２年目
研修

チームの一員としての自己の活動を理
解し、患者中心の看護を実践できる

医学交流会館
（研修Ⅰ・Ⅲ）

各部門・部署
（研修Ⅱ）

★卒後2年目看護師

看護部研修室

令和４年度　山形大学医学部附属病院　看護部　現任教育計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【現任教育目標】 山形大学医学部附属病院の使命を果たすために必要な能力の育成を支援する

★卒後3年目看護師卒後３年目
研修

2月24日（金）
17:00～18:00

リサーチ活動報告会

5月17日（火）、23日（月）の2日間
17:00～18:00
講義：
・看護研究の意義について
・看護研究の進め方について
・文献検索方法について
・文献クリティークについて
・研究計画書作成の準備について
*講師：修士課程を修了している看
護職員等

9月2日（金）
17:00～18:00

ラダー別ゼミナール形式

11月25日（金）
17:00～18:00

ラダー別ゼミナール形式

患者にとって最善の看護をチームで実践
するために、自律した活動ができる

2022.4

医学交流会館


