
平成28年度　ＳＤセンター研修・講習会開催実績

開催期間 研修名 受講者数 対象者 担当部門 主催／共催

4/1
入職者オリエンテーション

（3病院看護部共通　新入職者研修含む）
273人 入職者対象　 職員研修部門 共催

4/22 医学教育講習会 62人 全教員（医科大学） 教員研修部門 共催

4/27 医学教育講習会 54人 全教員（医科大学） 教員研修部門 共催

4/27 平成28年度診療報酬改定に関る講習会 479人 本学教職員 職員研修部門 主催

5/26、6/7、6/11、

6/14、6/23、6/29、

6/30

医療安全管理者養成講習会（Ａ日程） 28人
医療安全管理者の任にあたる者、または今後その役割を担う予定の者

本学教職員として勤務期間3年以上の者
職員研修部門 主催

6/8 放射線等安全取扱講習会 495人 全教職員 教員研修部門 共催

6/9、6/16、7/5、7/9、

7/12、7/16、7/17
医療安全管理者養成講習会（Ｂ日程） 31人

医療安全管理者の任にあたる者、または今後その役割を担う予定の者

本学教職員として勤務期間4年以上の者
職員研修部門 主催

6/13 院内助産システム研修会 54人 本学産科医・小児科医・助産師・看護師・近隣産科医・助産師教育者
職員研修部門

看護教育部門
共催

6/25、6/26
認知症疾患患者の理解と看護実践プログラム

（大学病院）
61人 看護師(他施設者含) 看護教育部門 主催

6/27 健康エクササイズセミナー 14人 教職員（本学・病院） 職員研修部門 共催

6/29 健康エクササイズセミナー 11人 教職員（本学・病院） 職員研修部門 共催

7/2、7/3 ELNEC－J in とちぎ 40人 終末期に携わる看護職員　(他施設者含) 看護教育部門 主催

7/2、7/3
認知症疾患患者の理解と看護実践プログラム

（越谷病院） 62人
看護師(他施設者含) 看護教育部門 主催

7/9、7/10
認知症疾患患者の理解と看護実践プログラム

（日光医療センター）
72人 看護師(他施設者含) 看護教育部門 主催

7/21 医学部海外研修向けAED講習 20人 医学部海外研修参加予定学生及び引率教員 教員研修部門 共催

7/27 第2回　大学・部課長級SD研修 22人 大学所属の事務系職員（課長補佐以上） 職員研修部門 主催

7/31 NCPR（Aコース） 12人 周産期医療機関の医師・看護師・助産師・救命救急士 看護教育部門 主催

8/6 中心静脈カテーテル挿入研修会 30人 医師（臨床研修医を含む） 教員研修部門 共催

8/25 実習指導者養成講習会フォローアップ講習 61人 平成25･26・27年度　実習指導者養成講習会修了者 看護教育部門 主催

8/25 平成27年度決算説明会 252人 本学教職員 職員研修部門 共催

8/26 平成27年度決算説明会（DVD開催） 51人 本学教職員 職員研修部門 共催

8/30 平成27年度決算説明会（DVD開催） 48人 本学教職員 職員研修部門 共催

9/26 管理職研修会（経営） 293人 学内教授以上及び副技師長、課長補佐以上の管理職、看護部副主任以上 職員研修部門 主催

9/27、9/28 学園並びに本学の財務状況のDVD研修 22人 本学教職員 職員研修部門 主催

9/28 第3回　大学・部課長級SD研修 19人 大学所属の事務系職員（課長補佐以上） 職員研修部門 主催

10/1 教育セミナー 340人 全教職員・学生 職員研修部門 主催

10/12 リハビリテーション部門接遇研修 54人 大学病院及び越谷病院のリハビリテーション部門職員 職員研修部門 主催

10/24 健康エクササイズセミナー 14人 教職員（本学・病院） 職員研修部門 共催

10/25 健康エクササイズセミナー 14人 教職員（本学・病院） 職員研修部門 共催

10/26 BLSヘルスケアプロバイダーコース 35人 本学医療従事者
看護教育部門

職員教育部門
主催

10/27 BLSヘルスケアプロバイダーコース 30人 本学医療従事者
看護教育部門

職員教育部門
主催

10/28 BLSヘルスケアプロバイダーコース 30人 本学医療従事者
看護教育部門

職員教育部門
主催

10/29、11/26 退院支援看護師養成講習会（越谷病院） 26人

・所属する部署にて退院支援及び退院調整の業務にあたる看護職者

・スタッフが行う退院支援・退院調整を指導・サポートする看護職者

・退院支援・退院調整に関心のある看護職者及び医療従事者

看護教育部門 主催

11/4 BLSヘルスケアプロバイダーコース 34人 本学医療従事者
看護教育部門

職員教育部門
主催

11/10 医学教育講習会 70人 全教員（医科大学） 教員研修部門 共催

11/24 メンタルヘルス講演会（アサーティブ講演会） 198人 全教職員（医科大学） 職員研修部門 共催

11/26 看護系教員診療報酬講習会（壬生） 20人 本学看護学部・附属看護専門学校・附属看護専門学校三郷校教員
教員研修部門

看護教育部門
主催

11/30 第4回　大学・部課長級SD研修 21人 大学所属の事務系職員（課長補佐以上） 職員研修部門 主催

12/3、12/4 ALSOプロバイダーコース 20人 産科医・助産師等 資格管理部門 主催

12/3 BLSOプロバイダーコース 12人 救急医・看護師・救急救命士等 資格管理部門 主催

12/4 BLSOプロバイダーコース 12人 救急医・看護師・救急救命士等 資格管理部門 主催

12/7、12/8
認知症疾患患者の理解と看護実践プログラム

（大学病院）
37人 看護師(他施設者含) 看護教育部門 主催

1/14、1/28 退院支援看護師養成講習会（大学病院） 70人

・所属する部署にて退院支援及び退院調整の業務にあたる看護職者

・スタッフが行う退院支援・退院調整を指導・サポートする看護職者

・退院支援・退院調整に関心のある看護職者及び医療従事者

看護教育部門 主催

1/16、1/30
認知症疾患患者の理解と看護実践プログラム

（越谷病院）
45人 看護師(他施設者含) 看護教育部門 主催

1/21 JMECC（壬生） 10人 本学内科系教員(医師） 資格管理部門 主催

1/25 第5回　大学・部課長級SD研修 18人 大学所属の事務系職員（課長補佐以上） 職員研修部門 主催

1/27、1/28
認知症疾患患者の理解と看護実践プログラム

（日光医療センター）
43人 看護師(他施設者含) 看護教育部門 主催

2/2 看護系教員診療報酬講習会（三郷） 12人 本学看護学部・附属看護専門学校・附属看護専門学校三郷校教員
教員研修部門

看護教育部門
主催

2/7 獨協医科大学病院における経営改善の実際２ 187人 全教職員（医科大学） 職員研修部門 共催

2/17 ハートセイバーCPR AED 18人 事務員・多職種等 職員研修部門 主催

2/20 ハートセイバーCPR AED 18人 事務員・多職種等 職員研修部門 主催

2/23 管理職研修会（目標管理）（日光医療センター） 26人
大学・大学病院の学内教授以上及び副技師長、課長補佐以上の管理職、

看護部副主任以上
職員研修部門 主催

2/24 BLSヘルスケアプロバイダーコース 18人 本学医療従事者
看護教育部門

職員教育部門
主催

2/27 管理職研修会（人材育成） 266人 学内教授以上及び副技師長、課長補佐以上の管理職、看護部副主任以上 職員研修部門 主催

3/11 獨協医科大学リハビリテーション3病院合同研修会 41人 ３病院リハビリテーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 職員研修部門 共催

3/15 管理職研修会（目標管理）（大学病院） 139人
大学・大学病院の学内教授以上及び副技師長、課長補佐以上の管理職、

看護部副主任以上
職員研修部門 主催

3/23 管理職研修会（目標管理）（越谷病院） 82人
大学・大学病院の学内教授以上及び副技師長、課長補佐以上の管理職、

看護部副主任以上
職員研修部門 主催

計 29コース 4526人


