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褥 瘡 教 育

財団法人 星総合病院

星総合病院 教育プログラム



社会人教養講座 参加状況（平成22年度 上半期）

 社会保障制度勉強会 146名

 防犯対策講座（4日間） 260名

 おとなのための総合講座
年金について 66名

インドネシア料理教室 42名

 身だしなみ向上プロジェクト
髪のまとめ方講座 87名

スーツの着こなし方講座１・２ １０７名

歯の磨き方講座 60名

ビジネスマナー講座 126名

自分を元気にする顔作り講座 91名

患者さんの心をつかむコミュニケーション 91名

 禁煙について 23名

2

資料４



新入職者･1年目研修（9日間）45名

オリエンテーション(3・4・5・9月)

3年目職員研修（半日間）56名

 医療倫理・ストレスとうまく付き合う方法

5年目職員研修（半日間）28名

 後輩育成スキルアップ講座・接遇セミナー

10年目職員研修（3日間）20名

 財団施設見学・地域連携について

 経営・医療安全・教育の視点から病院への提案（GW）

管理監督職研修

 新管理・監督職者研修

 管理・監督職者セミナー
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褥瘡対策の概要
○平成14年4月 褥瘡対策委員会設立

委員会開催日（1回／月） 褥瘡回診（1回／週）

委員会メンバー: 医師２名・看護師24 名・薬剤師

管理栄養士・ＰＴ・ＳＴ・医療事務 各１名

○平成14年 9月 体圧分散寝具60台購入

褥瘡マニュアル作成し褥瘡予防・ケアの統一

リンクナースへの研修開始 （1回／週 2時間）

（褥瘡委員として各病棟から2名選出）

○平成15年 8月 皮膚排泄ケア認定看護師１名誕生

○平成18 年 4月 褥瘡患者管理加算取得

褥瘡ハイリスク患者ケア加算取得

○平成21年 1月 褥瘡ドック開設（8床）
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おた

患者・家族教育

デブリードメン

スキンケア

栄 養

褥瘡のトータルケア

リハビリ除圧 ズレ力除去

リスクアセスメント

口腔ケア

悪化防止の治療

治癒を目標とする治療

植皮 皮弁

保存的治療

予
防

外科的治療
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専門病棟教育

褥瘡教育を段階的に実施
０．基礎教育（学生）

１．新人（1年）看護師教育

２．中堅（3年～5年）看護師教育

３．ベテラン（6年以上）看護師

４．褥瘡リンクナース教育

（経験5年以上の看護師）

５．訪問看護師教育

６．専門病棟における教育

７．院外医療従事者向け研修

訪問看護

リンク
ナース

ベテラン

中堅

新人

基礎教育
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１．新人看護師教育（基礎教育の確認）

目 的：褥瘡に関する基礎知識を学び、看護実践ができる

教育内容

4月 入院時の褥瘡リスクアセスメント

看護計画・評価、ハイリスクの記録に関する指導

（集合教育 講義2時間）

5月 褥瘡の発生機序、褥瘡発生因子と予防の看護ケア

（集合教育 講義2時間）

6月 褥瘡予防のための看護ケアの演習

ポジショニング、体位交換、座位時の体位保持

ベットアップ、ダウン時の圧の開放方法

（集合教育 演習2時間）
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２．中堅看護師教育

目 的：褥瘡に関する知識を高め、褥瘡予防や褥瘡ケア

に取り組むことができる

教育内容：7月 褥瘡予防と褥瘡治療

褥瘡予防の知識の復習 体圧分散寝具

ポジショニングの方法

スキンケアの物品と使用方法

創部処置の方法

軟膏・創傷被覆剤の理解

（集合教育 2時間）
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３．ベテラン看護師教育

目 的：褥瘡の発生原因を追究し、治癒に向けた

看護計画を立案・実践できる

教育内容：9月 褥瘡のアセスメントと看護計画

褥瘡を診て、発生原因をアセスメントする

原因を取り除くための看護計画と実践方法

（集合教育 2時間）
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４．褥瘡リンクナース教育（１）
目的：褥瘡に関する知識・技術を高め、看護スタッフへ

教育指導ができる

教育内容：褥瘡回診・症例検討会（１回／週 約２時間）

褥瘡回診メンバー

形成外科医師２名

褥瘡委員会担当師長

褥瘡リンクナース２名

病棟看護師

皮膚排泄ケア認定看護師

管理栄養士１名

薬剤師１名

リハビリ２名(ST･PT)
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４．褥瘡リンクナース教育（２）

・最新情報の勉強会 （１回／月 １時間）（集合教育）

（例）弾性ストッキング着脱･観察方法・有効な体位変換

ポジショニング・圧抜き方法・創傷被覆材の基礎

・褥瘡委員会主催の院内勉強会（平成21年度）

（集合教育 １時間2回）

１.口腔ケアについて（11月）

職員７８名参加

2. 創傷被覆材について（2月）

職員９１名参加
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５．訪問看護師教育

概要：職員数：看護師 6 名 理学療法士 1名 事務1名

利用者：150名（介護保険・医療保険）

訪問延べ回数（約４５0件／月）

目的

１）褥瘡に関する知識･技術を高め予防･早期発見･対応できる

２）チーム間で統一した効果的なケアが実践できるように、

連携を図る

教育内容

・症例検討会（１回／２ケ月） 集合教育

・褥瘡に関する勉強会に参加

（看護協会・褥瘡対策委員会主催）

・皮膚排泄ケア認定看護師への相談・症例検討会
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６．褥瘡ドック専門病棟の教育（１）

褥瘡ドック病棟 ８床 （平成21年開設）

褥瘡ドック看護における標準１２ケア（ＯＪＴ）

1.体圧分散寝具の選択

2.褥瘡と周囲の泡洗浄

3.皮膚保湿剤の塗布

4.ポジショニングの工夫

5.背抜き・圧抜き・下肢置き直し

6.車椅子乗車時姿勢の工夫

7.リハビリテーション

8.機械浴

9.バブ浴 11.ストッキング

10.口腔ケア 12.栄養管理
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６．褥瘡専門病棟の教育（2）

退院

ドック報告書 退院後教育

入院中

褥瘡看護標準ケア１２実践 カンファレンス

入院

リスクアセスメント ＤＥＳＩＧＮ－Ｒ 評価
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７．院外医療従事者向け研修会（平成22年度 ）

第1回 医療安全について（7月）18:30～1時間 講義

40医療機関、施設 84名参加

講師：リスクマネジャー

第2回 褥瘡予防とスキンケア（10月）
18:30～1時間 講義

40医療機関、施設 58名参加

講師：皮膚排泄ケア認定看護師

第3回 当院における 褥瘡治療 褥瘡ドックを中心に

講師：形成外科医師 （11月予定）
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褥瘡学習方法

褥瘡状
態評価ス
ケール

褥瘡の
栄養アセ
スメント

褥瘡ア
セスメン
トと対応

体圧分散寝
具の選択

スキン
ケア

新人看護師
集合教育・ ＯＪＴ

中堅・ベテラン
看護師

集合教育 ＯＪＴ 集合教育
ＯＪＴ

集合教育
ＯＪＴ

集合教育
ＯＪＴ

褥瘡リンク
ナース

集合教育・ ＯＪＴ・カンファレンス

訪問看護師
集合教育
ＯＪＴ

集合教育 集合教育
ＯＪＴ

集合教育 集合教育

褥瘡ドック病棟
集合教育・ ＯＪＴ・カンファレンス



星総合病院 教育プログラム
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教育研修

センター

人材育成
院内研修

段階別研修
社会人教養講座

新入職者研修

3年目研修

5年目研修

10年目研修

管理監督者研修
専門別研修

医療安全・感染・褥瘡

ラダー教育 プリセプター制度

施設別研修

委員会研修院外研修

海外研修

教育支援
自己啓発制度

資格取得祝い金制度

奨学金制度

短期留学制度

臨床研修医受け入れ

実習受け入れ

地域貢献

集談会

院内研究

院外医療従事者
研修

どこでも

メディカルセミナー

どこでも

健康教室
小中高見学
実習受け入れ
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看護部教育
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