
赤色は変更分 キャンディーリンク
eラーニング毎月2回精
神科4～9月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

14 オムツ交換 12 看護研修 16 看護技術研修 14 教育研修 15 教育研修 27 教育研修 19 タクティールケア 12 教育研修 16 教育研修 9 看護研究

(  ネピア　　  ) （　コロナ対策　） （　胃瘻・ストマ・IVH　） （救急看護） （ＣＶＰＰＰ） （精神看護） （　　　　　） (虐待） (接遇　）

14 看護研究（龍野先生）

14 医療機器・医薬品 19 感染①（手洗い） 23 救急看護 21 虐待について 15 ＣＶＰＰＰ 6 感染ノロ 17 医療機器・医薬品 3 救急看護 21 行動制限 3 接遇（エチケット）

( 医療安全  ) （ＩＣＴ） （ＩＣＬＳ） （医療安全） （医療安全） （ＩＣＴ） （　　医療安全　） （ＩＣＬＳ） （　　　　Ｄｒ）

16 看護技術研修 18 行動制限 24 接遇（エチケット）

（　胃瘻・ストマ・IVH　）（教育）
（行動制限）

1 全体ＯＲ 19 感染①（手洗い） 23 救急看護 21 虐待について 25 急性期看護（7F） 15 ＣＶＰＰＰ 13 フィジカルアセスメント（3F） 2 精神科看護（老年期) 22 統合失調症の看護（5F） 17 精神疾患（気分障害）

2 看護部ＯＲ （ＩＣＴ） （　　ＩＣＬＳ　　） （医療安全） 25 野外活動（新卒のみ） 6 感染ノロ（ＩＣＴ） 17 医療機器・医薬品 Ｄｒ 2 （プロセスレコード

看護手順・看護記録 4 精神疾患（ＡＬ）麻生Ｄｒ 2 精神看護①ＡＬ（6F） 18 行動制限 24 接遇（エチケット） （　　医療安全　） 8 精神疾患（Ｓ） 21 行動制限 ケーススタディー

5 精神保健福祉法（初） 16 看護技術研修 （行動制限） Ｄｒ （　　　　Ｄｒ） ローテまとめ）（新卒のみ）

看護技術（新卒のみ） （　胃瘻・ストマ・IVH　）（教育）
3 救急看護（　　ICLS　　） 3 接遇（エチケット）

14 医療機器・医薬品 臨床ベーシックコース 臨床ベーシックコース 臨床ベーシックコース

オムツ交換 カテゴリー1・2終了 カテゴリー3・4・5終了 カテゴリー6・7終了 次のポイントにチャレンジ

16 留置針（メディキット）

4 認知症 20 薬物治療法①（森田） 17 薬物療法②（森田） 19 作業療法（OT） 2 訪問看護（外来） 2 前年度の新卒者のみ

28 プリセプターについて 臨床ベーシックコース （奥田） 臨床ベーシックコース 次のポイントにチャレンジ

准Ⅱ （実地指導者） カテゴリー1・2終了 カテゴリー3・4・5終了

9
ロールプレイ・プロセスレコード

20 実地指導者について 10 精神保健福祉法 18 心理療法（高橋）

（錦山・上原） （　小薮 　） ラダーⅢ （PSW) ラダーⅢ 次のポイントにチャレンジ

准Ⅲ ポイント3000達成 ポイント5000達成 ポイント8000達成

7 実地指導者の役割 14 教育研修 8
チームリーダとしての役割

27 教育研修 5 実地指導者の役割2 15 実習指導者の役割 12 教育研修 9 組織人としての知識

（小薮 ） ラダーⅣ （救急看護） （丸石・野中） （精神看護） （小薮  ） （小薮・天羽） (虐待） （中井・野村） 次のポイントにチャレンジ

（実地指導者全員） ポイント3000達成
ラダーⅣ

ポイント7000達成 （実地指導者全員）
ラダーⅣ

ポイント10000達成

12 教育研修 15 教育研修（ＣＶＰＰＰ） 18 指導者の役割（部長） 26 精神保健福祉法（上） 25 ベテランＮＳとして

（コロナ対策） ラダーⅠ～Ⅳ ラダーⅠ～Ⅳ ラダーⅠ～Ⅳ （PSW) （才木・西村）

ポイント5000達成 ポイント10000達成 ポイント15000達成 16 教育研修(　接遇　） ポイント達成

. 26 労務管理について 8 人材育成（部長） 5
看護管理について（研修者）

17 管理研修（副部長）

（　田中事務長　）

26 接遇（ 田畑 ） セレクトコース セレクトコース 24 感染対策（野中） セレクトコース 22 精神看護（奥田）

カテゴリー1・2終了 カテゴリー3・4終了 カテゴリー5終了

14 看護研究ＯＲ 看護研究会 看護研究会 看護研究会 看護研究会

11月の麻生Drの研修削除

教育

2021看護部　ラダー研修(案） eラーニング継続12回は何月でも
受講可

担当 外来 外来 5F 5F 6F 6F 7F 7F 3F 3F 4F 4F

周知

Ⅰ
（新卒・新人）

准Ⅰ

Ⅱ　　　（2
～3年目）

臨床ベーシックコース6・7

ﾘｰﾀﾞｰマネージャー実践

カテゴリー1終了

Ⅲ
ラダーⅢ

Ⅳ

Ⅴ

管理

看護助手

看護研究

＊准看護師ラダーⅠ～Ⅲに関しては下線をいれている内容のみ参加 ＊講師変更がありますので毎日確認してください 2021年３月31日更新


