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地区 病院名
担当者
連絡先

研修期間 研修内容
受入人数
（1回の研修

につき）
備考

あさひ総合病院

副看護部長
0765-83-1160
kangobukyouiku@hos.town.asahi.t
oyama.jp

４月～令和5年１月
・認知症ケア
・緩和ケア（疼痛コントロール、スピリチュアルケア）

２人
新型コロナウイルス感染症の感染状況により受け
入れが出来なくなる場合があります。
研修前には健康チェックをお願いいたします。

黒部市民病院

副看護部長
0765-54-2211
kazumi.watanabe@med.kurobe.toy
ama.jp

４月～令和５年３月

・感染予防対策　　・医療安全　　・フィジカルアセスメント
・急変時対応　　・リーダーシップ　　・看護倫理　　・緩和ケア
・認知症看護　　・糖尿病看護　　　・放射線治療と看護
・褥瘡予防対策　　　・がん化学療法　　　・エンゼルケア

３人
地域の感染状況によっては、Zoom研修になる場合
があります。

富山労災病院
看護副部長
0765-22-1280
kango370@toyamah.johas.go.jp

４月～令和５年３月

・新採用者基礎技術研修
　食事介助・口腔ケア、吸引、排泄・導尿、褥瘡ケア、
　フィジカルアセスメント
・看護診断研修
・看護倫理研修

３人
※新人のみ

富山県立中央病院
看護研修科長
076-424-1531
kangokenshu@pref.toyama.lg.jp

４月～令和５年３月

・医療安全と事故防止について　　・薬剤について　　・接遇について
・看取りのケア（エンゼルメイク）について　　・感染防止について
・救急看護について　　・心電図セミナー　　・呼吸器セミナー
・がん看護セミナー

10人
COVID-19の感染拡大状況により、中止する場合
があります。開催できない場合は、ホームページに
て早めにお知らせしていきます。

富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
・こども支援センター

看護副部長
076-438-2233
yoshioka@toyama-reha.or.jp

６月～令和５年２月
リハビリテーション看護シリーズ
・摂食・嚥下障害患者の看護
・高次脳機能障害患者の看護

５人
リハビリテーション看護に興味のある方は、ぜひご
参加ください。事前に質問がありましたらお知らせく
ださい。

富山市立富山市民病院
教育担当主幹
076-422-1112（PHS：７２９２）
jun-co@tch.toyama.toyama.jp

４月～令和５年３月
・新人技術研修　　　　　　　・褥瘡対策ケア
・接遇　　　　・緩和ケア
・NST　　　　・医療機器

５～７人

研修に参加される場合は、公共交通機関での来院
をお願い致します。
実技のある研修に参加される場合は、動きやすい
服装でお越しください。

かみいち総合病院
副看護部長
076-472-1212
okiyama@kamiichi-hosp.jp

５月～令和５年１月
・摂食嚥下障害看護　　　・認知症看護　　　　　・緩和ケア（在宅看取
り）
・呼吸器疾患看護　　　　 ・脳卒中リハビリテーション看護

５人

富山大学附属病院
副看護部長
076-434-7913
tokie@med.u-toyama.ac.jp

５月～令和５年３月

＜専門領域セミナー＞
　・感染管理　　・がん看護　　・褥瘡対策　　・認知症看護
　・摂食嚥下障害看護　　　　・糖尿病看護　等
＜新人看護師対象＞
　・がん看護の基礎
＜管理者対象＞
　・詳細未定

５～20人
※研修により
受入人数変更

COVID-19の影響で、受け入れ人数を制限して実
施の予定です。令和３年度は、当院指定の健康
チェック用紙を持参いただき実施しましたが、注意
事項を遵守できない方もおられましたので、参加予
定の方には、くれぐれも注意事項を守り参加をお願
いいたします。

独立行政法人
国立病院機構富山病院

看護部長
076-469-2135
300-kangobu@mail.hosp.go.jp

４月～１２月
新人の技術研修及び、神経難病や重症心身障害児（者）の看護全般
　（ポジショニング、　経管栄養、　排痰ケア、　吸引・吸入、　人工呼吸
器の管理　等）

２～３人
神経難病看護や重心看護に興味のある方は、ぜひ
ご参加ください。感染症の状況により研修が開催さ
れない可能性もあります。

富山赤十字病院
研修センター看護師長
076-433-2222
Kensyuu@toyama-med.jrc.or.jp

４月～１２月

・医療安全（転倒転落防止）　　　・移乗、移動動作演習
・感染防止対策
・口腔ケア及び摂食・嚥下障害フィジカルアセスメント
・薬剤の基礎知識　　　　・注射技術の基礎知識
・褥瘡ケア　　　・リフレクション　　　・呼吸管理

３人
※新人のみ

研修の日程、内容の詳細については病院ホーム
ページに掲載いたしますのでご確認ください。
参加ご希望の方は、開催日の２週間前までに研修
センターに連絡をお願いします。
感染対策として、研修２週間前より健康観察をさせ
ていただいております。

厚生連滑川病院
副看護部長
076-475-1000
kango@kouseiren-namerikawa.jp

４月～１２月
・感染管理　　・救急看護　　・褥瘡予防　　　・摂食嚥下ケア
・薬剤の基礎知識　　・フィジカルアセスメント

２人
※新人のみ

高岡市民病院
看護科長
0766-23-0204
nurse@p1.tcnet.ne.jp

４月～１２月

・感染管理　　　・医療安全　　    ・接遇と倫理
・採血  　  ・筋肉注射　　  ・点滴静脈注射　　　　・輸液ポンプの管理
・輸血　　　・血糖測定とインシュリン注射　　　　・排泄ケアと褥瘡対策
・食事介助と口腔ケア　　　　　・酸素吸入と喀痰吸引

５人

新人看護師への看護技術指導に関し、経験豊かな
看護師が研修を担当しています。
高岡医療圏にある医療機関や施設で提供される安
全な看護の質向上に貢献できれば幸いです。１コ
マのみ、半日のみの参加も受け入れます。
研修に参加される場合は、感染症検査の抗体価お
よび参加日２週間前からの健康管理表の提出が必
要です。

金沢医科大学
氷見市民病院

看護副部長（教育担当）
0766-74-1900
h-masumi@kanazawa-med.ac.jp

４月～９月 ・医療安全　　　・感染対策　　　・医療機器の取り扱い
２～４人 日程は相談の上調整いたします。

研修時の服装、シューズは各自持参・着用をお願
います。

射水市民病院
看護科長
0766-82-8100
kango2@imizu-city-hosp.jp

４月～令和５年１月
・医療安全　　　・感染管理　　　・認知症看護
・緩和ケア　　　・退院支援

２～３人 日程は相談の上、調整させていただきます。

富山県済生会高岡病院
教育担当看護師長
0766-21-0570
i-murata@takaoka-saiseikai.jp

４月～１２月

・看護技術
（与薬の技術・口腔ケア・食事援助・排泄介助・静脈注射・皮下注射・
輸液ポンプ、シリンジポンプ・採血・呼吸ケア等）
・救急看護（BLS）　　・フィジカルアセスメント
・医療安全　　・感染管理

３人 感染状況によって開催できない可能性があります。

厚生連高岡病院
副看護部長
0766-21-3930
kangobu@kouseiren-ta.or.jp

４月～１２月
・感染管理　　・医療安全　　・認知症看護
・移乗移動/体位変換　　・BLS　　・フィジカルアセスメント
・災害看護　　・看護倫理　　・抗がん剤

５人
※新人のみ

研修時の服装・シューズは貴院の指定のものを持
参、着用でお願いします。
研修会は当院で定める「新型コロナウイルスの院
内発生レベルと対応」に準じて実施しております。
状況に変化があれば、研修中止の可能性もありま
すことをご了承ください。

JCHO高岡ふしき病院

看護師長
0766-44-1181
nagasawa-
chiyori@takaoka.jcho.go.jp

４月～５月
・感染対策　　　　・摂食・嚥下障害看護
・認知症看護　　 ・褥瘡予防

２人
※新人のみ

当院の新人研修の予定に合わせて実施するため、
日程はお問い合わせ下さい。

市立砺波総合病院
看護部　教育研修科長
0763-32-3320
tgh-kango@med.tonami.toyama.jp

４月～６月
・BLS　　・医療安全　　　・感染管理　　　・摂食嚥下ケア
・創傷管理ケア　　・高齢者認知症ケア　　・呼吸循環アセスメント

４人

内容や日程、ご希望の研修等詳しくお知りになりた
い方はご連絡ください。
コロナ感染症対策として、研修前に健康観察（２週
間前からの行動・体調状況の確認、当日検温）を実
施させていただきます。

公立学校共済組合
北陸中央病院

教育担当看護師長
0766-67-1150
h-ishisa@h-c-h.jp

４月～５月 ・医療安全　　　　・感染管理　 　　・認知症ケア　　　　・緩和ケア
２人

※新人のみ

南砺市民病院
看護副部長
0763-82-1475
emaeda.mihoko@city.nanto.lg.jp

４月～令和５年１月

・看護技術（静脈注射・輸液管理・嚥下障害患者ケア・排泄ケア・口腔
ケア・移動動作）
・看護倫理　　　・認知症ケア　　　・緩和ケア
・医療安全　　　・感染管理

２人

研修希望者は事前にお知らせください。コロナ感染
症対策として、研修2週間前より行動・体調確認を
行っております。南砺市民病院専用用紙がありま
すので、よろしくお願いいたします。

独立行政法人
国立病院機構北陸病院

副看護部長
0763-62-1340
301-hokuriku-
kango@mail.hosp.go.jp

５月～12月 ・医療安全　　　　　・認知症ケア　　　　　・摂食嚥下障害看護 ２人 日程、内容については、ご相談下さい。

　下表の施設において、他施設からの看護職員の研修受入を実施いたします。新人看護職員対象の研修内容ですが、新人看護職員以外の方が受講できるものもあります。
　受講を希望される看護職員の方は、自分の所属する施設の担当者を通じ、早めに希望する施設の担当者にお問合せください。
　なお、看護職員からの直接の申込みは受け付けません。
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発信元：富山県・公益社団法人富山県看護協会


