
MLOでは、診療能力向上、チーム力強化のため、
研修プログラムを用意しています。

2年間での研修プログラム履修を目標とします。

＊日本病院会認定 好生館病院総合医育成プログラム
（2021年認定）



日本病院会認定 好生館病院総合医育成プログラム

 コーディネーションスキル

 コンサルテーションスキル

 ファシリテーションスキル

 インテグレーションスキル

 マネジメントスキル

【到達目標】高い倫理観、人間性、社会性をもって総合的な医療を展開するための実践能力を身につける。

例）組織運営の実践

例）多職種間のコーディネート

例）迅速な初期対応・専門科へのコンサルト

例）患者中心の医療・チームの活性化

例）倫理観・人間性・社会性の追求

ノンテクニカルスキル

テクニカルスキル

 多様な病態に対応できる幅広い知識を習得する
 患者への適切な初期対応を行う

（2021年申請中）

＊履修後レポート提出あり

＊履修後スキルチェックシート提出あり



ノンテクニカルスキル



包括的視野をもち、組織運営に関与するために
• 臨床研修指導医講習会
• 医療安全管理者養成講習会
• 感染対策に関するセミナー
• 栄養管理に関するセミナー
• マネジメントに関するセミナー
• 地域医療に関するセミナー
• 医療経営に関するセミナー
• 幹部職員に関するセミナー
• チーム医療に関するセミナー

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

※３

※５

※４

※６

※２

※１

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル）

※７



• 臨床研修を行う病院・施設での適
切な指導体制確保を目的とする

• 2日間のワークショップ
（2021年度はオンライン開催）

• 開催団体複数あり（佐賀県内1回/年）

臨床研修指導医講習会
（指導医養成のためワークショップ）

成人教育の基本を学ぼう

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル）※１

プログラム1例【1日目：オンデマンド型研修】

【2日目：オンラインライブ型研修】

必須



【主催】全日本病院協会、医療の質・安全学会など
(2日×３もしくは3日×２の全6日：例9月23-25日と12月11-12日

医療安全管理者養成講習会 医療安全について学び、質の高い
医療を提供を提供しよう

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル）※２

必須

https://www.ajha.or.jp/seminar/yousei/index.html

【内容一部抜粋】
・医療現場におけるコミュニケーションの実際
・ヒューマンエラーの認知科学
・医療安全管理者のリーダーシップ
・医療安全のための研修の企画・運営・評価
・事象分析の手法について
・医療安全の具体的な取り組み
・心理的に安全な医療安全地域連携の形
・コンフリクトマネジメント
・医療事故かもと思ったときの対応



• 院内講習会
（e-learning形式あり）

2回/年（6月/11月）
• 日本環境感染学会

地域セミナーオンライン講習会

感染対策に関するセミナー 感染対策の基本を学ぼう

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル）※３

必須

例）

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU
_dEM_9NVr02GOUOxM2eeo0Nkwl2Wrpv

※ver.2 にて追記

院内講習会ポスター

日本環境感染学会 you tube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_dEM_9NVr02GOUOxM2eeo0Nkwl2Wrpv


栄養管理に関するセミナー

【内容】
・11章のスライドセッション
・５項目のワークショップ
・６項目の症例検討

https://www.jspen.or.jp/education-training/tnt/about-tnt/

必須 栄養について学び、
チーム医療を実戦しよう

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル）※４

・TNT(Total Nutrition therapy)研修会
【主催】日本臨床栄養代謝学会 2日間

例）

・院内e-learning教材

【第１章】栄養障害とその結果
【第２章】生理機能と代謝
【第３章】スクリーニングと栄養アセスメント
【第４章】栄養療法の論理的根拠
【第５章】微量栄養素
【第６章】静脈栄養
【第７章】経腸栄養ー適応、アクセスおよび処方
【第８章】経腸栄養法ー合併症とその対策
【第９章】重症患者における経腸栄養
【第10章】病態別栄養製品
【第11章】NSTの設立と運営方法

2022年:7月8ー９の2日間(※ver.2にて追記)
（申し込み）
https://procomu.jp/jssmn2022/seminar.html
（プログラム）
https://procomu.jp/jssmn2022/pdf/jssmn59

_seminar.pdf

https://procomu.jp/jssmn2022/seminar.html
https://procomu.jp/jssmn2022/pdf/jssmn59_seminar.pdf


マネジメントに関するセミナー

（2021年度はWeb開催）

必須

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル）※５

マネジメントを学び、
組織運営にいかそう

https://www.sougouiikusei.primary-care.or.jp/

例）• 総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキルコース）
【主催】日本プライマリ・ケア連合学会

10コース（1回/月程度）
【内容】
・MBTI（性格タイプ別コミュニケーション）
・コンフリクトマネジメント
・コーチング＋人材育成
・教育技法
・リーダーシップ・チームビルディング
・ミーティングファシリテーション
・問題解決 全2回
・TEAMS-BI（仕事の教え方）
・TEAMS-BP/BR（業務改善の仕方/人への接し方）



•地域医療に関するセミナー
第24回日本医療マネジメント学会学術集会

持 続 可 能 な 地 域 医 療 を 目 指 し て
～機能分化・連携と人材マネージメント～

https://convention.jtbcom.co.jp/jhm2022/greeting/index.html

地域医療研修会に関するセミナー 地域医療について学び、
身近な医療に還元しよう

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル） ※６

例）

※ver.2 にて追記

https://convention.jtbcom.co.jp/jhm2022/greeting/index.html


【研修主催者例】
• GLOBAL HEALTH CONSULTING

• 日本医業経営コンサルタント協会

医療経営に関するセミナー 医療経営について学び、
多角的視野をもった医療を展開しよう

【主な学会例】
• 医療マネージメント学会

好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル）※7

・医業経営コンサルトの研修会の受講

・医療経営に関する学会への参加

https://www.ghc-j.com/event/

https://www.jahmc.or.jp/cgi-bin/training/main_semilist/performance_test.html



【研修主催者例】
・日本病院会

・全日本病院協会

・全国自治体病院協議会

幹部職員に関するセミナー
好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル） ※６

・幹部職員研修会の受講
【例】第一日目：10:00～17:00

・コロナ禍を乗り越えて病院の未来を創る
・オンライン診療の現状と課題
・新型コロナウイルス国内初の院内感染を経験して
・病院医療を支える看護職員の確保
・2025年へ向けた地域医療構想のゆくえ

第二日目：9:00～12:00
・医師の働き方改革の最新の動向と

院内で進めるための３つのポイント
・コロナ禍における病院経営
・2025年へ向けた時期診療報酬改定のゆくえ

http://www.hospital.or.jp/seminar/

https://www.ajha.or.jp/seminar/cat01.html

https://www.jmha.or.jp/jmha/seminar/



チーム医療に関するセミナー
好生館病院総合医育成プログラム（ノンテクニカルスキル） ※６

・チーム医療研修会の受講
【研修主催者例】
・認定病院患者安全推進協議会

・全国自治体病院協議会
https://www.jmha.or.jp/jmha/seminar/

【例】第一日目
・基本的な概念・用語の復習
・レジリエンスとは
・ノンテクニカルスキル

第二日目
・レジリエンスとFMEA
・グループワーク



テクニカルスキル



総合診療スキルアップ
(off the job training)

診療実践コース

総論
・臨床推論・EBM
・Triage＆Action（T＆A）：頭痛、胸痛、腹痛、痙攣など
・小児T＆A
・T＆A（マイナーエマージェンシー）：外科系処置
・生活習慣指導
・地域包括ケア実践
・リハビリテーション

各論
・循環器：胸痛/高血圧/不整脈など
・呼吸器：肺炎/喘息/COPDなど
・消化器：内視鏡検査一般/慢性便秘など
・代謝内分泌：糖尿病の診断/治療開始など
・腎・泌尿器：CKD/頻尿/失禁/血尿など
・神経：頭痛/しびれ/脳卒中/てんかんなど
・血液・膠原病：血液検査異常/スクリーニング

検査など

診療技術をブラッシュアップしよう
好生館病院総合医育成プログラム（テクニカルスキル）

例）

https://www.sougouiikusei.primary-care.or.jp/

• 総合医育成プログラム（診療実践コース）
【主催】日本プライマリ・ケア連合学会

総論７コース/各論 7コース（1回/月程度）



急変対応スキルアップ
(off the job training)

• 内科領域の急変初期対応をみにつけるための1日のコース
（日本内科学会認定コース/ICLSプロバイダー資格取得可能）

• 年に一度、当院で開催予定
（2021年10月31日＠好生館 受講数6名）

(2022年度も下半期に開催予定)

急変対応技術を
ブラッシュアップしよう

https://jmecc.net/
例） JMECC（内科学会急変コース) @好生館

好生館病院総合医育成プログラム（テクニカルスキル）

コース内容
午前 一時救命処置

気管挿管と除細動
心停止への対応

午後 内科救急総論
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