平成２９年度 研修医オリエンテーション・プログラム
部分は研修医専用のプログラム。それ以外は一般オリエンテーションと合同。

４月１日（土）
8:20
8:30～8:40
8:40～9:00
9:00～9:40
9:40～10:10
10:10～10:25
10:25～10:55
10:55～11:15
11:15～11:20
11:20～13:00

４月３日（月）

会場

医局集合（医局秘書・関根担当）
医局 8:50
「平成２９年度 入職式」
第1 9:00～9:30
「平成２９年度 辞令式」
第4
病院長 講話「Vision-G 2017」
第1 9:30～10:20
当院の中長期事業計画、方針について
「病院長講話②」 ※着任Dr向け
第6 10:20～10:50
「医局長からの連絡事項」
第6
医局長 髙橋泌尿器科科長
10:50～11:00
「情報保護委員会より連絡」
第6 11:00～11:30
池田情報保護委員長
「ネームプレート用 顔写真撮影（全員）」
第4 11:30～11:35
※写真撮影は第４会議室で実施。
11:35～12:00
休憩5分間
第4
「アイスブレーキング」
第4 12:00～13:00
2年目研修医との座談会（Q&Aなど）
13:00～13:50
臨床研修管理室／2年目研修医
13:50～14:20
14:20～14:30
14:30～14:50
14:50～15:05
15:05～15:20
15:20～15:30
15:30～16:00
16:00～17:00
17:00～17:30
17:30～19:30

会場

集合
第1 8:50
講義「院内感染対策」
第1 9:00～10:30
感染情報管理室 山根看護師長
院内感染対策 手洗い研修
第1
感染情報管理室 山根看護師長
講義「医療廃棄物の扱い」
第1
感染情報管理室 山根看護師長
休憩10分間
第6 10:30～11:00
講義「病院概要・研修ガイダンス①」
第6
臨床研修管理室 田中主任
移動
11:00～11:30
医局連絡
医局
医局秘書 関根主任
11:30～12:00
昼食
第6
職場長紹介
第1
※職員の手引き参照。
11:50～13:00
講義「研修医に知ってほしい放射線のイロハ」 第6 13:00～14:55
放射線科 西川係長
休憩10分間
第6
講義「診断書・診療録の書き方について」
第6
診療情報管理委員会 矢和田委員長
講義「保険診療の理解のために」
第1 14:55～15:00
医療情報課 浅利課長補佐
15:00～15:20
講義「カルテ管理について」
第1
診療情報管理課 佐藤主任
15:20～15:25
休憩10分間
第1 15:25～16:25
講義「患者さんの安全管理」
第1
医療安全管理室 根岸室長
「研修ガイダンス②」
第6
臨床研修管理室 田中主任
休憩30分間
第6 16:25～16:30
「新入職医師オリエンテーション」
第1 16:30～17:00
各部署・委員会より

４月４日（火）
集合
講義・見学「医療機器の取扱い」
臨床工学科 雲母科長

「抗体検査（全員）」
※健康管理センター（2F）で実施。

会場
第6
第6

ｹﾝｶﾝ

講義「医療安全教育について」
医療安全管理室 根岸室長
「医療総合ＳＣ研修」
医療総合SC 船山センター長

第6

昼 食
「電子カルテの操作説明」
情報システム課／SEC

第6
第5

休憩5分間
講義「コードQQ／AEDについて」
集中治療センター 小黒看護師長
休憩5分間
「ＤＰＣ 病名の入れ方について」

第6
第1

第6

第6
第5

医療情報課 浅利課長補佐

休憩5分間
講義「当院の褥瘡対策」
スキンケア管理室 仙石副看護師長

第6
第1

４月５日（水）

４月６日（木）

8:50
9:00～10:00

集合
「研修ガイダンス③」

第6 8:50
第6 9:00～12:00

10:00～10:30

臨床研修管理室 田中主任
講義「ＣＰＣについて」
パソロジーセンター 池田診療部長

第6

10:30～10:40
10:40～11:10

11:10～11:30
11:30～12:00
12:00～12:50
12:50～13:10
13:10～13:40
13:40～13:50
13:50～15:20

15:20～15:30
15:30～17:00

休憩10分間
講義「研修医に知ってほしいリハビリ
テーションのイロハ」
リハビリテーション科 中釜科長
休憩20分間
講義「予防医療について」
健康管理センター 森センター長
昼 食
当院の接遇改善活動について
教育研修委員会・患者サポート室
講義「救急研修について」
救急医療対策委員会 小林委員長
休憩10分間
講義「救急外来におけるポイント」
消化器内科
循環器内科
整形外科

集合
実習「採血・注射・動脈採血実習」
臨床検査科 目黒科長
医療安全管理室 根岸室長
感染情報管理室 山根看護師長
2年目研修医

４月７日（金）
第6 8:50
第6 9:00～10:50

集合
実習「手術室・麻酔科実習」

第6
手術室

黄麻酔科科長
手術看護認定看護師 堂本副看護師長

第6
第6
10:50～11:00
11:00～11:30
第6
第6
12:00～13:00
第6 13:00～13:20
第1
第6
13:20～14:50
第6
第6

休憩10分間
第6
講義・見学「研修医に知ってほしい検査の
第6
検査科
イロハ①」
検査科 松田係長

14:50～15:00
15:00～17:00

昼 食
「当院の臨床研修プログラム責任者、
副プログラム責任者より」
矢和田副院長
福眞循環器内科科長
講義・見学「研修医に知ってほしい検査の
イロハ②」
検査科 松田係長
休憩10分間
実習「皮膚縫合実習」
形成外科 石崎科長

11:30～12:00
第6
第6 12:00～13:10
13:10～13:40
13:40～13:50
第6 13:50～14:50
検査科

第6 14:50～15:00
第6 15:00～17:00

休憩10分間
第6
講義「研修医に知ってほしい緩和ケアのイロハ」
第6
がん相談支援室 高橋看護師長
講義「当院の栄養管理について」
第6
栄養科 佐藤科長
昼休み（検食）
第6
「病院長より講話（研修医向け）」
第6
中田病院長
休憩10分間
第6
病棟実習
病棟
九嶋看護部長・松田副看護部長・各病棟師長
休憩10分間
講義「研修医に知ってほしい薬剤のイロハ」
薬剤科 各担当者

第6
第6

