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「看護必要度と記録」研修実施 

 【 研修担当 師長 坂出  】    
  重症度 ・ 医療 ・ 看護必要度評価者 院内指

導者研修を終了した看護師３名が、講師とな
り「看護必要度と記録」の研修会を ①看護必
要度の評価が正しくできる ②看護必要度評

価の根拠となる看護記録が記載できることを
目的に実施しました。Ａ項目・Ｂ項目に求めら
れる記録について復習を行った後、事例を通
しＡ項目・Ｂ項目それぞれ正しく評価できてい
るか、看護記録の中に看護必要度評価を裏
付ける内容が記載できているかなどを受講者
に監査・発表してもらいました。研修後のアン
ケートでは、「自分の評価方法を振り返ること
ができた。」「評価を間違えていた事に気づけ
た。」「記録の必要性と簡潔明瞭に書くことの
難しさを感じた。」という感想がありました。 
                

【 ５階東病棟 師長 湯淺 】 
      平成２２年から始まった他施設 
合同新人看護研修は、今年で６回 
目を迎えました。今年の新人看護 
研修の参加人数は当院４８名、他 
施設１４名で今年は 例年通りの指 
導者である師長 ・ 学校教員に加え 
各部署の主任リーダーの協力が、 

得られました。また、今年も薬剤部、検査部、業者など多職種
から多大な協力 ・ 支援が得られ有意義な研修となりました。 
  研修は左記に示すとおり、７回に分けて開催し、研修内容に   
                    よっては、講義と実技を交えた 
                    研修を行ったり、同じ内容を２ 
                    回に分けて実施する等の工夫  
                    をしています。 
                        入職から３ケ月が過ぎようと 
                     していますが、新人看護職員 
                                                             が研修で学んだ事を基礎にし 
                                                            て徐々に業務に慣れ、一日も 
                                                              早く一人立ち出来ることを期 
                                                              待しています。  
                                                                            

   ３階西病棟は目標を達成するために「同一チーム内で３人

までの小集団」という本来の小集団の形を取り１０の小集団
で活動をしました。３人までの尐人数は、まとまって活動しや 
すく活動内容も幅が広がり達成率の上昇につながりました。
その他に大きな取り組みとして、申し送りの廃止をすること 
で業務にスムーズに移ることが可能となり時間を有効に使 
えるようになりました。また、３階西病棟独自の経験年数別 

到達目標を設定することで、個々の役割を再認識できるよう
になり、スタッフの意識の向上につながりました。平成２６年
度は様々な事に挑戦し、スタッフ全員一丸となり、目標に向 
かい頑張ったことにより１位を頂けたのだと思います。今後 
も新しいことへ積極的に取り組み、 継続する事を忘れずに 
スタッフ全員でより良い病棟を作り、患者様に寄り添える病 
棟でありたいと思います。  【 ３階西病棟 師長 坂手 】 
  
 

坂手師長・河藤さん・國司さん 

  ３月１２日（木）、平成２６年度

看護部部署目標成果発表会が
開催されました。結果は以下の
とおりです。 
       １位 ３階西病棟  
       ２位 救命救急ｾﾝﾀｰ 
       ３位 化学療法ｾﾝﾀｰ 

  全看護職員対象研修「看護必要度と記録」

を５月２８日（木）、６月４日（木）、６月１２（金）
の３日間にわたり、実施しました。３１９名の参
加状況から、看護必要度記録が、病院経営に
おける重要な業務であることを認識しているこ
とがうかがえました。 
 
 
      

   平成２７年度 、他施設合同新人
研修を実施しました。 
   年々、研修を重ねる事で開催時

期の設定や内容等を検討し、有意
義な研修を実施できるようになりま
した。他施設からの参加も増え、当 
院だけでなく、地域における新人看 
 護職員教育に貢献ができることを、嬉しく思っております。 

第１回 ４月１０日  「新人看護師として必要な基本姿勢 と  
   態度」講義 

第２回 ４月 ９日・１６日 清潔・褥瘡予防・口腔ケア・オムツ 

第３回 ４月２１日 静脈留置・検査・採血 

第４回 ４月２３日 経口与薬・輸血・筋肉、皮下、皮内注射 

第５回 ５月２０日・２６日 観察・フィジカルアセスメント・心電図 

第６回 ６月１７日・１８日 急変時の対応・救命救急処置 

第７回 ６月 ２日・２３日 吸入・吸引・栄養・浣腸・導尿 

【 新人看護研修日程 】 
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 【 ５階西病棟 師長 小坂 】 
    ５月２１日（木）、師長・ 主任リーダー合同研修会は、
「病棟運営管理に 必要な計数」 というテーマで当院の 

経営コンサルタントである、板野先生に講師をお願いし
ました。 
    「計数」と聞くと身構えるところもありましたが、先生の

ソフトなお人柄と、語り口で緊張が溶けていきました。し
かしその雰囲気を察してか先生が 「では実際の計算を

やってみましょう」ということで日常的に私達に関係する
１日平均入院患者数・病床利用率・平均在院日数など
の計算を電卓片手に行いました。診療録管理室から毎
月添付していただいたものを見ていただけでしたがそも
そもの計算式を知らない部分もありました。 
    次回の研修会は ７月１６日（木） の予定です。看護管

理者として病院経営における「数字」を読み解き、読み
解いた「数字」 を経営や部門運営にどのように反映させ
ていくか・・・・今後の課題です。                                    
 
 

 【 ３階東病棟 師長 樫本 】   
   吉備国際大学の学生が当部署へ見学に来ました。ちょ

うど分娩があった後で、生まれたばかりの赤ちゃんを抱っ
こしてもらいました。初めての体験とのことで 「わーっ、小
さい、かわいい」と赤ちゃんをずーっと見つめていました。 

 わずか１５分という短い時間でしたが命の大切さを実感
していたようです。 
 
 【 ３階西病棟 師長 坂手 】 
      病棟の特徴を説明し、その後NICU内で新生児に触れ
て頂きました。小児が好きと 
いこともあり、とても嬉しそう 
に優しい笑顔で声をかけて 
くれていました。 
   今後の小児看護、新生児 
看護を担ってくれる貴重な力 
になってくれると嬉しいです。 
 
             

                                                             
                                                   
 
 
 
 近代看護教育の生みの親で  「クリミアの 天使」と呼ば
れたフローレンス ・ ナ イチンゲールの誕生の日である、
５月１２日にちなんだ  『病院の日・看護の日』  の催しを 
５月１４日（木）に開催しました。 
  無料相談コーナーでは、４２名の 
方が参加され、日頃気になっている 
血圧測定や体脂肪率、血管年齢測 
定を行い、「血圧の薬を飲んでいる 
がどうだろう」「運動は苦手だがどん 
なことに気をつけたら体重が増えな 
いか」「何に気をつけたら良いのか」 
と相談されました。 
 食事については栄養士に熱心に 
相談されている方も多く見かけまし 
た。 
   午後からあったオカリナ演奏には、外来患者様だけで 

なく入院患者様もご家族と一緒に聞きに行かれてい
ました。３０分という短い時間でしたが、オカリナの優 
                                     しい音色に心が癒されたと喜ん 
                                     で下さったり、中には気持ちよい 
             音色についうとうとされる方の姿  
             もありました。 「病 院でこのよう 
                                      なことをされるのは良いでね。」   
                                     と 嬉しいお言葉を頂きました。 
              今後も地域の皆様にお役に 
             立てまた、喜んでいただける催 
             しを開催したいと思いますので 
足を運んでいただければ幸いです。 
              
【 Ｎ１病棟 師長 小幡 】 

AED・救命処置体験コーナー 

体脂肪・血圧測定コーナー 

インターンシップ実施 「病棟運営管理」研修実施 

  昨年より実施しています、
師長・主任リーダー合同勉強
会では、法律・運営・管理等、
リーダーとして必要な経営力
を養う為の研修を取り入れて
います。   
  今回は「病棟運営管理」に
ついて研修を実施しました。 

  ５月１６日（土）、吉備国際大学の学

生さんがインターンシップに参加され
ました。小児科・産婦人科希望で、３
階東・西病棟での看護業務体験をし
ていただきました。今回のインターン
シップで体験し、感じた事を将来に繋
いでいってくれることを願っています。 
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      よろしくお願いします！ 
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