
  

看護専門領域スキルアップ研修 

実施要綱 

平成30年度 

受付開始：平成30年4月20日(金) 

 

東京女子医科大学 

女性医療人キャリア形成センター 

看護職キャリア開発支援部門 

以下の内容について、次ページ以降に掲載しています 

必ずご確認ください 

 

【1】申し込み方法について 

【2】最新情報(研修日時･場所･受付状況等)の確認方法について 

【3】研修会場地図 

【4】看護専門領域スキルアップ研修を受講される皆様へ 

学内外共通 



 



【1】申し込み方法について 

 
ナースナビで申し込みが可能な場合(女子医大勤務者) 

 
【手順】 
1. ナースナビの画面上、スキルアップ研修名は、研修名の前に「★印」がついています。 
2. 院内研修同様、参加希望の研修とコースについて事前に所属師長に確認、承諾を得てから、

「ナースナビ」に各自で入力して申し込みをしてください。 
なお、PC操作上は、承認者名を選択する必要はありません。 

3. 「ナースナビ」の入力方法は、院内研修と同様です。入力後は、必ず届出状況を確認し、申し
込んだ研修名が表示されているかを確認してください。 

 
【受付後の連絡】 
以下の場合を除き、事務局から個人宛の受付完了連絡は行いません。 
 
～事務局から個人宛に連絡する場合～ 

1. 定員オーバー等の理由により申し込みの受付ができない場合 
2. 定員に満たない等の理由により研修が中止となった場合 

⇒上記「1」「2」の場合は研修日の 3日前までに事務局から連絡します 
3. 「看護師のための ICLS講習会」に申し込まれた場合 

⇒応募者多数の場合は抽選で参加者を決定し、申し込まれた方全員に当選・落選の 
連絡をします。 

 
 

ナースナビの利用ができない場合(女子医大勤務者) 
 
「看護専門領域スキルアップ研修参加申込書」を師長経由で提出してください。受付後の連絡も、
例年通り事務局から通知書を師長経由でお戻しします。申込書は本実施要綱の一番後ろに添付さ
れています。(ホームページからのダウンロードも可能) 

 
 

女子医大以外に勤務されている方 
 
「看護専門領域スキルアップ研修参加申込書」をメール、または FAXでお送り下さい。5日経過し
ても事務局から返信がない場合は、恐れ入りますが事務局まで電話でご連絡ください。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

<学内外共通>東京女子医科大学 

女性医療人キャリア形成センター 

看護職キャリア開発支援部門 

03-3353-8112（内線 41382） 

<学 内 専 用>看護職雇用対策チーム 

佐藤 美由紀（PHS 26607） 
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【2】最新情報(研修日時・場所・受付状況等)の確認方法 
 
本要綱上で研修日時･場所等が「未定」となっている研修は、詳細が決まり次第、HP に情
報を掲載致します｡適宜、最新情報のご確認をお願い致します。 
 

女子医大に勤務されている方の確認方法 

 
研修日時や会場が決定する度に、HP上の「年間研修一覧表」を更新しています。この一
覧表は法人イントラからご確認いただけます。定員に達した場合は予定より早く受付を締め
切る場合などもございますので、恐れ入りますが定期的に各自でご確認くださいますようお
願い致します。 
 

< 法人イントラ > 

 

法人イントラの「新着情報」をご確認ください。 

「研修年間一覧表」を更新した際は、必ずこの新着情報でお知らせします。 

 

< 看護職キャリア開発支援部門 スキルアップ研修ページ > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

クリック 

最新の「年間研修一覧表」

はこちらから閲覧と 

ダウンロードが可能です 

更新内容はこちらにも 

掲載しています 

更新内容はこちらにも 

掲載しています 
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女子医大以外に勤務されている方の確認方法 

 
研修日時や会場が決定する度に、HP上の「年間研修一覧表」を更新しています。定員に
達した場合は予定より早く受付を締め切る場合などもございますので、恐れ入りますが定
期的に各自でご確認くださいますようお願い致します。 
 

< 大学トップページ > 

 

 

 

 

 
 

< 女性医療人キャリア形成センタートップペー ジ > 

 

 

 

 

 
 

センタートップページの「新着情報」をご確認ください。 

「研修年間一覧表」を更新した際は、必ずこの新着情報でお知らせします。 

 

< 看護職キャリア開発支援部門 スキルアップ研修ページ > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女性医療人活躍支援」 

をクリック 

最新の「年間研修一覧表」

はこちらから閲覧と 

ダウンロードが可能です 

更新内容はこちらからも 

ご確認いただけます 

クリック 
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スキルスラボⅠ･Ⅱ
【1階】

第1病棟
第1～第5会議室

【3階】

総合外来センター
大会議室【5階】

地下1階会議室【地下1階】

中央校舎
524教室
【5階】

南病棟会議室
【2階】

階段

臨床講堂Ⅰ･Ⅱ
【地下1階】

※階段を下りた先

西病棟A3(脳)会議室
【2階】

      【3】研修会場地図
看護専門領域スキルアップ研修

女性医療人キャリア形成センター
03-3353-8112 内線41382

cdc.bm@twmu.ac.jp
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【4】看護専門領域スキルアップ研修を受講される皆さまへ 

(女子医大勤務者) 
 

本研修のねらい 
 

本研修は、実践での学びとの統合を繰り返すことにより、明日からの看護
実践に生かすことをねらいとしています。また、実践者主導の体験型研修に
より、個々に見合った看護力の獲得に寄与します。さらに、受講者と学習支
援者の相互的なキャリア形成につながることを目指しています。 
「スキルアップ研修受講修了証明カード(学内専用)」は、各々が受講した

研修の履歴を把握できるツールのひとつとしてご活用ください。自身のキャリ
アの足跡をたどり、今後のキャリア形成に生かすためにも役立ちます。学外参
加者の方には「参加証」を発行いたします。 
 

 
申し込みについて 

 研修内容は、クリニカルラダーレベルに合わせたものにしています。 
各自のレベルに該当する研修を選択し、申し込んでください。 

 受講が決定した際には受講日時を厳重に把握して、各自責任をもって参
加してください。定員になり次第、募集を締め切る場合があります。また、
定員に満たない場合は中止となることがありますので、その際は HP や通
知等でご連絡いたします。HPは各自確認をお願いいたします。 

 会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は、研修前にホーム
ページにて最新情報を確認してください。 

 
受講時の持参物品について 

 「スキルアップ研修受講修了証明カード」は毎回忘れずに持参してくださ
い。受講時にスタンプを押します。お持ちでない方には初回の研修時にお
渡しします。(学外参加者は持参不要です) 
 

受付締切後の追加申し込み、変更、キャンセルについて 
 キャンセルは、やむを得ない事情を除いて原則不可とします。 
 受付締切後の追加申し込み、参加者等の編国、またやむを得ない事情
によるキャンセルにつきましては、師長経由で各研修担当者まで直接ご
連絡ください。(事務局への連絡は不要です) 

 
研修担当者の連絡先 

 平成 30 年度より、「研修担当者連絡先一覧」を本実施要綱と一緒に配
布しておりますので、そちらをご確認ください。 
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クリニカル
ラダー
レベル

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ

段階の定
義と構成

基本的な看護手順に従い
必要に応じ助言を得て
看護を実践する

標準的な看護計画に基づき
自立して看護を実践する

ケアの受け手に合う
個別的な看護を実践する

幅広い視野で予測的判断をもち
看護を実践する

より複雑な状況において、
ケアの受け手にとっての最適な
手段を選択しQOLを高めるため

の看護を実践する

がん看護

皮膚・排泄
ケア

救急看護

看護師のためのＩＣＬＳ講習会（3回）＊本院のみ

救急患者の症状・所見の見方・考え方（1回)＊東のみ
～臨床推論を用いて～

災害看護（1回)＊東のみ

がん看護（2回）＊本院のみ
がん看護概論

包括的症状マネジメントとがん疼痛緩和ケアパス

がん患者の身体症状のケアと心理支援（1回）＊本院のみ

入門コース

がん化学療法看護（1回）＊本院のみパワーアップ

コース

がん放射線療法看護（2回）＊本院のみ

がん化学療法看護（各2回）＊本院・東のみ

基礎コース

基礎コース

基礎コース

リンパ浮腫患者のケア（1回）＊東のみ

がん患者の全人的苦痛の理解（2回） ＊八千代のみ

乳がん患者のリンパ浮腫と予防ケア・院内のみ（1回） ＊八千代のみ

がん看護の概要と緩和ケア（2回） ＊八千代のみ

ストーマ勉強会Ⅱ （1回）＊本院のみ
ストーマ周囲皮膚のケア、ストーマ用品概要

ストーマ勉強会Ⅰ （1回）＊本院のみ
ストーマリハビリテーションの基本とストーマサイトマーキング

ストーマ勉強会Ⅲ（1回）＊本院のみ
ストーマ造設法・合併症・そのケアの方法

新生児期～小児のベーシックなスキンケア （1回）＊本院のみ

乳がん看護（1回） ＊八千代のみ
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クリニカル
ラダー
レベル

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ

段階の定
義と構成

基本的な看護手順に従い
必要に応じ助言を得て
看護を実践する

標準的な看護計画に基づき
自立して看護を実践する

ケアの受け手に合う
個別的な看護を実践する

幅広い視野で予測的判断をもち
看護を実践する

より複雑な状況において、
ケアの受け手にとっての最適な
手段を選択しQOLを高めるため

の看護を実践する

脳神経
看護

脳卒中リハ
ビリテー
ション看護

腎臓病
(CKD)
看護

慢性疾患
看護

遺伝看護

HIV/AIDS
看護

リエゾン
精神看護

手術看護

呼吸ケア
看護

高次脳
機能障害
看護

正しく評価！NIHSS（脳卒中重症度評価スケール）（各1回）＊本院・東のみ

バイタルサインをアセスメントする～３つの数字の変化で患者状態を予測する（5月以降隔月） ＊八千代のみ

HIV / AIDS看護を学ぼう （1回）＊本院のみ

高次脳機能障害の症状と看護（1回）＊本院のみ

脳血管障害によって生じる高次脳機能障害と看護（1回）＊本院のみ

大脳・神経疾患でみられる精神症状（神経精神症状）の特徴（1回）＊本院のみ

周術期看護レベルアップ シリーズ１（同内容2回） *本院・八千代
手術を受ける患者の看護をもっと深める！！

周術期看護レベルアップ シリーズ2（同内容2回） *本院・八千代

手術見学から学ぶ実践強化

周術期の疼痛管理（1回）＊東のみ

慢性の病いの過程にある人を理解する－慢性腎不全をもつ人への支援－（1回）＊本院のみ

人工呼吸器セミナー（1回）＊本院のみ
人工呼吸器装着患者と気管切開患者の看護

非侵襲的人工呼吸器セミナー（1回）＊本院のみ
さわってみようNPPVとネーザル・ハイフロー

もう怖くない NPPV管理（2回）＊東のみ

人工呼吸(侵襲的陽圧換気)患者のケア（1回）＊東のみ

血液ガス分析を評価する（2回）＊東のみ

看護に役立つ心理療法（1回）＊本院のみ

精神状態のアセスメント・一般的な精神ケア（各1回）＊本院・東・八千代

対応が難しい患者のこころの理解（各1回）＊本院・東・八千代
①不安・抑うつを抱える患者

対応が難しい患者のこころの理解（各1回）＊本院・東・八千代
②怒りを呈する患者

精神領域の薬を知ろう（各1回） ＊本院・八千代のみ
向精神薬の知識とケア

遺伝看護総論（1回）＊本院のみ
～染色体疾患からがんの最新治療まで～

腎代替療法勉強会（1回）、血液透析(HD)勉強会(2回)

腎臓移植勉強会(1回)、腹膜透析(CAPD)勉強会(1回) ＊すべて東のみ
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東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター
看護職キャリア開発支援部門

平成30年度 看護専門領域スキルアップ研修年間一覧表  2018/4/1現在

専門領域
記
号

番
号

場
所

研修担当者
※連絡先は別紙参照

(学内配布)
研修名

募集
人数

日時 受付締切 場所 目的（内容）
参加対象
院内のみ
の場合
「〇」

1 服部雅美
<入門コース>
がん看護
＊同一内容を年2回開催

50

【本院】
A：6月(予定）

B：11月上旬(予定)
9:30－16：30

未定 未定
がん看護の概論、緩和ケアの概念、がん特有の諸症状、
がん治療の基礎知識を初めて学ぶ方の入門コースです
＊A・Bは同一内容

2 松尾あゆみ
<基礎コース>
がん患者の身体症状のケアと心
理支援

20
【本院】

11月（予定）
9：30-16：00

未定 未定
がん患者の身体症状、心理状態を理解し、身体症状マネ
ジメントや心理支援を実践する方略を学ぶコースです

3 尾﨑直美

<基礎コース>
がん放射線療法看護　C

＊同一内容を年2回開催
＊「C」と「D」は同日開催
　(どちらかひとつの申し込みも可)

30

【本院】
C①：7月（予定）
C②：12月(予定）

9：30-12：00

未定 未定
〈1〉放射線療法と併用した化学療法〈2〉緩和放射線療法
〈3〉放射線療法を受ける患者の精神面への関わり方を学
ぶコースです。

4

<基礎コース>
がん化学療法看護　D

＊同一内容を年2回開催
＊「C」と「D」は同日開催
　(どちらかひとつの申し込みも可)

30

【本院】
D①：7月（予定）
D②：12月(予定）

13：00-17：00

未定 未定

殺細胞薬と分子標的薬の副作用とその対策について学び
ましょう。演習では副作用評価を体験してみましょう。ま
た、がん治療を受ける患者の皮膚障害についても学んで
みませんか。

5
<パワーアップコース>
がん化学療法看護

6～15
名

【本院】
2月（予定）

13：00-17：00
未定 未定

薬剤添付文書を読んで薬剤の理解を深めたり、事例を用
いながら看護手順書に沿った患者・薬剤アセスメントの考
え方を一緒に学びましょう。

6 小湊篤子
がん化学療法看護

＊同一内容を年2回開催
30

【東医療センター】
①10月(予定)
②11月(予定)
17:30-18:45

未定 未定
看護師が抗がん剤を安全に取り扱うための基本的な知識
や抗がん剤投与管理の看護について学べます。

〇

7 冨永春子 リンパ浮腫患者のケア 20
【東医療センター】

7月または8月
18：00-19：30

未定 未定
リンパ浮腫に関する知識を深め、より具体的な患者指導
ができるようになることが目的となります。

8 江川知子
がん患者の全人的苦痛の理解

＊同一内容を年2回開催
50

【八千代医療センター】
①未定
②未定

未定 未定
がん患者の苦痛を全人的に理解し、苦痛緩和に必要なケ
アについて学ぶことができます。

9 菅原恵里子
がん看護の概要と緩和ケア

＊同一内容を年2回開催
50

【八千代医療センター】
①未定
②未定

未定 未定
がん看護の概論(がん看護とは？がん患者とその家族の
特徴、看護師の役割)を学びます。

10 白井藍 乳がん看護 30
【八千代医療センター】

(未定）
未定 未定

目的：乳がん看護について紹介　乳がん看護の基本につ
いて学べます。内容：①乳がんってどんな病気？②治療に
ついて③各治療期の看護について

11 菅藤智香 乳がんリンパ浮腫の予防 20
【八千代医療センター】

未定
未定 未定

乳がんによるリンパ浮腫の基本的知識および予防方法、
セルフケアについて学びます。

〇

森奈々子

本
院

がん看護

【開催施設】
本院,東医療,八千代

【研修代表者】
松尾あゆみ(本院）
小湊篤子(東医療)
冨永春子(東医療)

島田いづみ(八千代)

A

東
医
療

八
千
代

■受付締切後の追加申込、キャンセル、変更、問い合わせ等の連絡は、直接、各研修担当者までお願い致します。（連絡先は別途配布の担当者連絡先一覧参照）
■募集人数に達し次第、受付は終了となりますので、早めの申し込みをお願い致します。(受付終了はHPに掲載する最新の本一覧表でお知らせ致します)
■会場変更等の可能性もあるため、参加される方は必ず研修前にホームページで最新情報(日時と会場)をご確認ください。確認方法は本要綱の巻頭に掲載しています。 1/5
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東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター
看護職キャリア開発支援部門

平成30年度 看護専門領域スキルアップ研修年間一覧表  2018/4/1現在

専門領域
記
号

番
号

場
所

研修担当者
※連絡先は別紙参照

(学内配布)
研修名

募集
人数

日時 受付締切 場所 目的（内容）
参加対象
院内のみ
の場合
「〇」

1 6
【本院】

6/14(木) ･ 6/15(金)
17:30-20:30

5/24(木)

2 6
【本院】

9/13(木) ･ 9/14(金)
17:30-20:30

8/23(木)

3 6
【本院】

11/8(木) ･ 11/9(金)
17:30-20:30

10/18(木)

4
救急患者の症状・所見の
見方・考え方
～臨床推論を用いて～

40
【東医療センター】

6月(予定)
未定 未定

救急患者の症状・所見から臨床推論を用いた状態変化の
判断および適切な患者ケアについて学びます

5 災害看護 20
【東医療センター】

9月(予定）
未定 未定

災害看護の特徴を学び、災害時に不安なく緊急度・優先
度を判断し、看護実践ができるよう学習していきます

1
新生児期～小児のベーシックな
スキンケア

30
【本院】
未定

17：00-18：30
未定 未定

新生児期から小児の皮膚の特徴とそれをふまえたスキン
ケアの方法について学びましょう。

2
ストーマ勉強会Ⅰ
ストーマリハビリテーションの
基本とストーマサイトマーキング

20
【本院】

7月(予定)
17：00-18：30

未定 未定
ストーマ造設患者に適切な看護を行えるよう、ストーマリハ
ビリテーションの特徴とマーキングを学びます。

3
ストーマ勉強会Ⅱ
ストーマ周囲皮膚のケア、ストー
マ用品概要

50
【本院】

8月(予定)
17：00-18：30

未定 未定
ストーマ周囲皮膚障害の予防と対応ができるよう、ケアの
実際やストーマ用品の特徴について学びます。

4
ストーマ勉強会Ⅲ
ストーマ造設法と合併症・そのケ
アの方法

50
【本院】

12月(予定)
時間未定

未定 未定
ストーマ造設の手術の実際を動画を見ながら学び、その
後の術後合併症について医師と看護師から講義します。

1
人工呼吸器セミナー
～人工呼吸器装着患者と気管切
開患者の看護～

50
【本院】

9月下旬(予定)
18：00-19：45

未定 未定
人工呼吸器の設定やモード、人工呼吸器装着中の看護
（体位変換・吸引・口腔ケア）を実践し学びます。今年度か
ら気管切開患者の看護も加えます！

〇

2
非侵襲的人工呼吸器セミナー
〜NPPVとネーザルハイフロー～

50
【本院】

6月下旬(予定)
18：00-19：45

未定 未定
非侵襲的人工呼吸器の基本的モードとネーザルハイフ
ローの基礎を一緒に学びましょう。今年度から気管切開患
者の看護も加えます！

〇

3 工藤順子
人工呼吸（侵襲的陽圧換気）患者
のケア

20
【東医療センター】

12月(予定)
未定 未定

人工呼吸中のケアに必要なモードの基礎知識、観察・アセ
スメント、必要なケアについて学びます

4
もう怖くない　NPPV管理

＊同一内容を年2回開催
6

【東医療センター】
①11月(予定)
②11月(予定)

未定 未定
非侵襲的陽圧換気量法（NPPV）装着中の管理や看護ケア
を身につけることができるよう講義と演習を行います

5
血液ガス分析を評価する

＊同一内容を年2回開催
20

【東医療センター】
①10月(予定)
②10月(予定)

未定 未定
講義や演習を行い、酸素化能の評価・酸塩基平衡の診
断、酸塩基平衡を起こす病態について学ぶことができます

東
医
療

小林敬子

中村邦子
本
院

C

東
医
療

本
院

B

呼吸ケア看護

【開催施設】本院,東医療

【研修代表者】
加藤彩(本院)

小林敬子(東医療)

D

相園晴子

心停止発生時の最初の10分間に、チームで行うべき対応
を、看護師としての行動を中心にシミュレーションにより学
びます。救急看護

【開催施設】本院,東医療

【研修代表者】
中村邦子(本院)

斉藤静香(東医療)

本
院

皮膚・排泄ケア

【開催施設】本院

【研修代表者】
下村貴司

〇

斉藤 静香

看護師のためのICLS講習会

＊時間は全日程17:30-20:30

スキルスラボⅡ

下村貴司

先着順ではなく、締切後にその
都度「抽選」で参加者を決定しま
す。

2回目以降は初参加の方を優先
させていただく場合があります
ので、予めご了承ください。

■受付締切後の追加申込、キャンセル、変更、問い合わせ等の連絡は、直接、各研修担当者までお願い致します。（連絡先は別途配布の担当者連絡先一覧参照）
■募集人数に達し次第、受付は終了となりますので、早めの申し込みをお願い致します。(受付終了はHPに掲載する最新の本一覧表でお知らせ致します)
■会場変更等の可能性もあるため、参加される方は必ず研修前にホームページで最新情報(日時と会場)をご確認ください。確認方法は本要綱の巻頭に掲載しています。 2/5
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東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター
看護職キャリア開発支援部門

平成30年度 看護専門領域スキルアップ研修年間一覧表  2018/4/1現在

専門領域
記
号

番
号

場
所

研修担当者
※連絡先は別紙参照

(学内配布)
研修名

募集
人数

日時 受付締切 場所 目的（内容）
参加対象
院内のみ
の場合
「〇」

1
本
院

古川智美 20
【本院】

10月中旬(予定)
18：00-19：30

未定 未定

2
東
医
療

加澤延枝 30
【東医療センター】

12月(予定)
18：00-19：30

未定
東医療センター

職員食堂

1 佐藤由紀子 高次脳機能障害の症状と看護 50
【本院】

9月か10月の水曜日
9：30～16：00

未定 未定
高次脳機能障害の定義・症状・特徴を理解し、特にグリ
オーマの術後患者に必要な看護について学びます。

2 茂木奈津
脳血管障害によって生じる
高次脳機能障害と看護

50
【本院】

9月か10月の水曜日
9：30～16：00

未定 未定
脳血管障害の後遺症として現れる高次脳機能障害の病態
と看護について実際の患者の体験を通して学びます。

3 山内典子
大脳・神経疾患でみられる
精神症状（神経精神症状）の特徴

50
【本院】

9月か10月の水曜日
9：30～16：00

未定 未定
大脳・神経疾患の「神経精神症状」を学び、生物学的・心
理社会的要因との関連性を理解します。

1 10
【八千代医療センター】

5月8日（火）
13:00～15:00

4月26日(木) 未定

2 10
【八千代医療センター】

7月10日（火）
13:00～15:00

7月3日(火) 未定

3 10
【八千代医療センター】

9月11日（火）
13:00～15:00

9月4日(火) 未定

4 10
【八千代医療センター】

11月13日（火）
13:00～15:00

11月6日(火) 未定

5 10
【八千代医療センター】

1月15日（火）
13:00～15:00

1月7日(月) 未定

6 10
【八千代医療センター】

3月12日（火）
13:00～15:00

3月5日(火) 未定

本
院

脳卒中
リハビリテーション看護

【開催施設】八千代

【研修代表者】
柬理純子

G 柬理純子
八
千
代

E

高次脳機能障害看護

【開催施設】本院

【研修代表者】
佐藤由紀子

F

脳神経看護

【開催施設】本院,東医療

【研修代表】
古川智美(本院)

加澤延枝(東医療)

バイタルサインをアセスメントする
～3つの数字の変化で患者状態を
予測する～

日々観察しているバイタルサイン、その数値の変化の意味
を知り急変させない看護を目指します。

正しく評価！NIHSS
（脳卒中重症度評価スケール）

NIHSSの項目について、自信をもって評価できますか？
体験しながら一緒に学びましょう。

■受付締切後の追加申込、キャンセル、変更、問い合わせ等の連絡は、直接、各研修担当者までお願い致します。（連絡先は別途配布の担当者連絡先一覧参照）
■募集人数に達し次第、受付は終了となりますので、早めの申し込みをお願い致します。(受付終了はHPに掲載する最新の本一覧表でお知らせ致します)
■会場変更等の可能性もあるため、参加される方は必ず研修前にホームページで最新情報(日時と会場)をご確認ください。確認方法は本要綱の巻頭に掲載しています。 3/5
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東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター
看護職キャリア開発支援部門

平成30年度 看護専門領域スキルアップ研修年間一覧表  2018/4/1現在

専門領域
記
号

番
号

場
所

研修担当者
※連絡先は別紙参照

(学内配布)
研修名

募集
人数

日時 受付締切 場所 目的（内容）
参加対象
院内のみ
の場合
「〇」

本
院

安田妙子 50
【本院】

10月10日(水）
9：00-9：50

10月2日(火) 未定

東
医
療

飯塚あつ子 50
【東医療センター】

10月29日(月）
10：00-11：00

10月22日(月)
東医療センター
医局棟大会議室

八
千
代

山内典子 50
【八千代医療センター】

10月10日(水）
10：00-11：00

10月2日(火) 未定

2
本
院

安田妙子 看護に役立つ心理療法 50
【本院】

10月10日(水）
10：00-11：00

10月2日(火) 未定

看護に役立ついくつかの心理療法について、それを専門と
する臨床心理士がわかりやすく解説します。患者さんの看
護、そして自身のメンタルヘルスの対策のひとつとして、こ
の機会にぜひ、ご一緒に学んでみませんか？

本
院

安田妙子 50
【本院】

10月10日(水）
11：10-12：10

10月2日(火) 未定

東
医
療

飯塚あつ子 50
【東医療センター】

10月29日(月）
11：10-12：10

10月22日(月)
東医療センター
医局棟大会議室

八
千
代

山内典子 50
【八千代医療センター】

10月10日(水）
11：10-12：10

10月2日(火) 未定

本
院

安田妙子 50
【本院】

10月10日(水）
13：30-14：45

10月2日(火) 未定

東
医
療

飯塚あつ子 50
【東医療センター】

10月29日(月）
13：30-14：45

10月22日(月)
東医療センター
医局棟大会議室

八
千
代

山内典子 50
【八千代医療センター】

10月10日(水）
13：30-14：45

10月2日(火) 未定

本
院

安田妙子 50
【本院】

10月10日(水）
15：00-16：00

10月2日(火) 未定

八
千
代

山内典子 50
【八千代医療センター】

10月10日(水）
15：00-16：00

10月2日(火) 未定

4

患者さんからの怒りに遭遇することはありませんか。その
ような状態にある患者さんの心を理解し、後半ではアセス
メントシートやロールプレイを通してその対応について具体
的に学びます。

5
精神領域の薬を知ろう！
～向精神薬の知識とケア～

現場で使用することが多い精神科領域の薬について、基
本的な知識を中心に精神科医がわかりやすく解説します。
基本的なケアについても一緒に学びましょう。

患者さんの精神状態が心配だな、様子がいつもと違うな、
と心配になることはありませんか。日常に役立つ精神状態
のアセスメントの方法と一般的な精神ケアについて学びま
す。

3
対応の難しい患者さんのこころの
理解
～①不安･抑うつを抱える患者～

患者さんの不安や抑うつへの対応に困ることはありません
か。不安および抑うつを抱える患者さんについて理解し、
不安のレベルに応じた対応方法や、抑うつ症状を呈する
患者のアセスメント方法を学びます。

H

1
精神状態のアセスメント
一般的な精神ケア

対応の難しい患者さんのこころの
理解
～②怒りを呈する患者の理解～

リエゾン精神看護

【開催施設】
本院,東医療,八千代

【研修代表者】
安田妙子(本院,東,八千代)

■受付締切後の追加申込、キャンセル、変更、問い合わせ等の連絡は、直接、各研修担当者までお願い致します。（連絡先は別途配布の担当者連絡先一覧参照）
■募集人数に達し次第、受付は終了となりますので、早めの申し込みをお願い致します。(受付終了はHPに掲載する最新の本一覧表でお知らせ致します)
■会場変更等の可能性もあるため、参加される方は必ず研修前にホームページで最新情報(日時と会場)をご確認ください。確認方法は本要綱の巻頭に掲載しています。 4/5
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東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター
看護職キャリア開発支援部門

平成30年度 看護専門領域スキルアップ研修年間一覧表  2018/4/1現在

専門領域
記
号

番
号

場
所

研修担当者
※連絡先は別紙参照

(学内配布)
研修名

募集
人数

日時 受付締切 場所 目的（内容）
参加対象
院内のみ
の場合
「〇」

1
本
院

荒木田真子 20
【本院】

10月23日(火)
13：30ー15：00

10月16日(火) 未定

患者が安全に手術を受けるために、麻酔の影響、手術侵
襲などを理解し、周術期における患者の看護に活かして
みませんか？

＊手術見学に参加する方は必須研修となります。

〇

2
八
千
代

森舞 20
【八千代医療センター】

10月31日(水)
13：30ー15：00

10月24日(水) 未定

患者が安全に手術を受けるために、麻酔の影響、手術侵
襲などを理解し、周術期における患者の看護に活かして
みませんか？

＊手術見学に参加する方は必須研修となります。

〇

3
本
院

荒木田真子 10
【本院】

10月23日(火)
8：10－12：00

10月16日(火)
本院

中央手術室

手術見学を通して、手術を受ける患者看護を深めません
か？シリーズ１への参加が必須です。

＊本院看護師限定

〇

4
八
千
代

森舞 8
【八千代医療センター】

10月31日(水)
8：40－12：00

10月24日(水)
八千代医療センター

中央手術室
手術見学を通して、手術を受ける患者看護を深めません
か？シリーズ１への参加が必須です。

〇

5
東
医
療

工藤順子 周術期の疼痛管理 30
【東医療センター】

10月(予定)
未定 未定

全人的ケアの視点から周術期の疼痛管理を捉え、早期回
復に必要なケアは何かを学びます。

1 腎代替療法勉強会 10
【東医療センター】

7月予定
17:30-18:30

未定
東医療センター

東病棟
血液浄化カンファレンス室

腎代替療法(血液透析･腹膜透析･腎臓移植)について各療
法のメリット・デメリットについてお話しします。

2 血液透析(HD)勉強会 10

【東医療センター】
①8月予定
②8月予定
17:30-18:30

未定
東医療センター

東病棟
血液浄化カンファレンス室

血液透析、シャント管理、透析中の注意点などをお話しし
ます。透析室見学もします。　＊①・２は同一内容

3 腎臓移植勉強会 10
【東医療センター】

9月予定
17:30-18:30

未定
東医療センター

東病棟
血液浄化カンファレンス室

腎臓移植の選択･免疫抑制剤･移植後の生活についてお
話しします。

4 腹膜透析(CAPD)勉強会 10
【東医療センター】

10月予定
17:30-18:30

未定
東医療センター

東病棟
血液浄化カンファレンス室

腹膜透析のしくみ、種類、PDバッグ交換手技についてお話
しします。実際のPDバッグ交換を体験します。

慢性疾患看護

【開催施設】本院
【研修代表者】内田邦子

K 1
本
院

内田邦子
慢性の病いの過程にある人を理
解する－慢性腎不全をもつ人へ
の支援－

30
【本院】

10月(予定)
17：30-18：30

未定 未定
慢性の病いとともに生きる人を「病みの軌跡」理論を用い
て理解し、支援を学ぶことができます。

遺伝看護

【開催施設】本院
【研修代表者】佐藤裕子

L 1
本
院

佐藤裕子
遺伝看護総論
～染色体疾患からがんの最新治
療まで～

50
【本院】
未定

18：00-19：15
未定 未定

普段、遭遇している遺伝性疾患についての病態の基本や
最新の治療について学んでいきます。

HIV/AIDS看護

【開催施設】本院
【研修代表者】平山江美

M 1
本
院

平山江美 HIV/AIDS看護を学ぼう 20
【本院】
未定

未定 未定
HIV/AIDSについて初めて学ぶ方向けの基礎研修です。
HIV/AIDSの病態や治療、看護について一緒に学びましょ
う。

周術期看護レベルアップ
シリーズ１
手術を受ける患者の看護をもっと
深める！！

腎臓病(CKD)看護

【開催施設】東医療

【研修代表者】
星井英里

J
東
医
療

星井英里

手術看護領域

【開催施設】
本院,東医療,八千代

【研修代表者】
荒木田真子(本院,八千代)

工藤順子(東医療)

I

周術期看護レベルアップ
シリーズ2
手術見学から学ぶ実践強化！

「周術期看護レベルアップ
シリーズ１」を受講することが
申込条件です

本院の方は「I-1」と「I-3」
八千代の方は「I-2」と「I-４」
両方必ず申し込んでください

■受付締切後の追加申込、キャンセル、変更、問い合わせ等の連絡は、直接、各研修担当者までお願い致します。（連絡先は別途配布の担当者連絡先一覧参照）
■募集人数に達し次第、受付は終了となりますので、早めの申し込みをお願い致します。(受付終了はHPに掲載する最新の本一覧表でお知らせ致します)
■会場変更等の可能性もあるため、参加される方は必ず研修前にホームページで最新情報(日時と会場)をご確認ください。確認方法は本要綱の巻頭に掲載しています。 5/5
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A-1 
 

＜入門コース＞がん看護  

 

【連絡先】 服部 雅美 本院・がん看護領域  

 

【一般目標】 

がん看護に必要な基礎知識や看護師の役割を学ぶことができる 
 
【行動目標】 

1) がん医療およびがん看護の基本的知識が理解できる 
2) 緩和ケアの概念、全人的苦痛の考え方を知ることができる 
3) がん疼痛の基礎知識を学び、がん疼痛緩和における看護師の役割を知ることができる 
4) がん化学療法看護の役割と抗がん剤投与管理の基礎が理解できる 
5) 放射線治療の基礎知識を理解し、治療を完遂するための看護師の役割を知ることができる 
 

【受講者】 

・定員人数： 50 人  

・受講の条件： がん看護に携わっている、または関心のある方  

・該当するクリニカルラダー： Ⅰレベル以上 
 
【研修形式】 

講義形式 
 
【研修スケジュール】 ※第 1 回目、第 2 回目は同一内容です。希望日に申し込みをお願いします 

・開催日時、曜日、時間 ： 日程 A 平成 30 年 6 月(予定) 9:30-16:30 

 日程 B 平成 30 年 11 月上旬(予定) 9:30-16:30 

・場所： 未定 

・講師名 ： がん看護専門看護師  小山美樹 

緩和ケア認定看護師  吉田有里 

がん性疼痛看護認定看護師 服部雅美 、松尾あゆみ、寺田惟香 

        がん化学療法看護認定看護師  中別府多美得、森奈々子 

        がん放射線療法看護認定看護師  尾﨑直美 

・具体的な学習項目： 

1) がん看護の概論 (がんに関する制度・政策、がんの疫学、がんの発生、治療とその評価、 
がんサバイバーシップ) を学びます 

2) 緩和ケア (緩和ケアとは？全人的苦痛とは？苦痛症状の対処方法の考え方) を学びます 
   3) がん疼痛 (がん疼痛の考え方、観察項目、看護師の役割) を中心に学びます 

4) 化学療法 (曝露対策、アレルギー対応、血管外漏出対応) を中心に学びます 
5) がん治療における放射線治療の役割と看護について学びます 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

事前学習なし 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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〈基礎コース〉がん患者の身体症状のケアと心理支援 

 
【連絡先】 松尾あゆみ 本院・がん看護領域 

 

【一般目標】 
がん患者の身体症状の原因と根拠、がんの告知や治療経過で患者・家族がおかれている

心理状態を理解し、身体症状マネジメントや心理支援を実践するための方略を得る 
 

【行動目標】 
1) 包括的アセスメントの考え方を学ぶことができる 
2) がん患者の疼痛、疼痛以外の主な苦痛症状について、基本的なマネジメントの方策を

知ることができる 
3) がん疼痛緩和ケアパスを通して、がん疼痛のケア方法を学ぶことができる 

4) がん患者・家族が体験するストレスや危機、非嘆や抑うつなどの心理状態を理解できる 
5）患者・家族への基礎的な心理支援とコミュニケーションスキルについて学ぶことができる 

 

【受講者】 
・定員人数： 20 人  
・受講の条件： 日頃からがん患者や家族との看護実践に関心のある方 
          がん看護入門コースを受講していることが望ましい 

・該当するクリニカルラダー： レベルⅡ以上 
【研修形式】 講義、ロールプレイ 

【研修スケジュール】 
・開催日時、曜日、時間： 平成 30 年 11 月(予定) 9:30-16:00 
・場所： 未定  
・講師名： 松尾あゆみ、服部雅美、寺田惟香（がん性疼痛看護認定看護師） 

吉田有里（緩和ケア看護認定看護師） 
佐藤由紀子、小山美樹、渡邉直美 (がん看護専門看護師) 
藤井淳子（家族看護専門看護師） 

・具体的な学習項目：講義、ロールプレイ 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 
・筆記用具、職員証 (左胸につけてください)、私服でも制服でも参加可能 

 ・他施設の参加者の方へ 

当院の「がん性疼痛緩和ケアパス」を教材として使用いたしますことをご了承ください 

 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、

達成とする 
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。 

 

＜基礎コース＞がん放射線療法看護 

 

【連絡先】 尾﨑 直美 本院・がん看護領域 

 

【一般目標】 

がん放射線療法看護の実際を学ぶ 
 

【行動目標】 

1) 治療の意思決定支援がわかる 
2) 化学放射線療法を受ける患者のケアがわかる 
3) 緩和放射線療法を受ける患者のケアがわかる 
4) 放射線療法を受ける患者の開始及び治療中におこる不安や落ち込みへの具体的な関わり方

がイメージできる 

 

【受講者】 

・定員人数： 30 人 

・受講条件： がん看護に関わっている方、または放射線治療看護に関心のある方 

・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 

 

【研修形式】 

・講義 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時： 日程 C① 平成 30 年 7 月(予定) 9:30-12:00 

日程 C② 平成 30 年 12 月(予定) 9:30-12:00 

・場所： 未定  

・講師名：がん放射線療法看護認定看護師  尾﨑 直美 

・具体的な学習項目：1） 治療の意思決定支援 
2) 化学放射線療法看護（直腸がん・頭頸部がんなど） 

3) 転移腫瘍への緩和放射線療法看護 

4) 放射線療法を受ける患者の心理状態と関わり方 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

筆記用具 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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＜基礎コース＞ がん化学療法看護 

 

【連絡先】 森 奈々子 本院・がん看護領域 
 
【一般目標】  

がんの成りたちと化学療法の特性を理解し、がん化学療法(分子標的治療薬を含む)に伴う主な副

作用のケアを学ぶ 
 
【行動目標】 

1) がん化学療法看護に必要な知識として、がんの成りたちやがん腫による効果の違い、抗がん 
剤の特性がわかる 

2) 引き起こされる副作用の種類と時期がわかる 
3) がん化学療法(分子標的治療薬を含む)に伴う主な副作用のケアを学び、研修資料を参考にし

たり、支援者(プリセプターや病棟主任)の助言を受けたりしながら副作用に対するケアを考察

または実施することができるようになる 
4) CTCAE を用いた副作用の評価がわかる 

 5) がん治療を受ける患者の皮膚障害の予防ケアについてわかる 
 
【受講者】 

・定員人数：30 人程度 
・受講の条件： がん化学療法に携わる新卒看護師 

がん化学療法の副作用対策を学びたい看護師 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 
【研修形式】 

・講義と演習(CTCAE を用いた演習) 
 
【研修スケジュール】  

・開催日時、曜日、時間： 日程 D① 平成 30 年 7 月(予定) 13:00-17:00 
日程 D② 平成 30 年 12 月(予定) 13:00-17:00 

・場所:未定  
  ・講師名：がん看護専門看護師/皮膚・排泄ケア認定看護師：花田正子 

         がん化学療法看護認定看護師：中別府多美得、森奈々子 
・具体的な学習項目： 

1) がん化学療法概論(がん細胞の特徴と化学療法の効果) 
2) がん化学療法(分子標的治療薬を含む)の副作用の評価とケア 

 3) がん治療を受ける患者の皮膚障害の予防ケア 
 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・看護部ホームページより「がん化学療法看護手順書」をコピーし、持参して下さい。 
・薬剤部ホームページより「化学療法安全運用マニュアル第 5 版」をコピーし、持参して下さい。 

 
【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成   
とする 
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＜パワーアップ＞がん化学療法看護 

 

【連絡先】 森 奈々子 本院・がん看護領域 

 

【一般目標】  
がん化学療法看護の理解を深め、自部署での看護実践に生かすことができる 

 
【行動目標】 

1) 薬剤添付文書の読み方がわかる 
2) 薬剤アセスメントの視点がわかる 
3) 患者アセスメントの視点がわかる 

 
【受講者】 

・定員人数：15 人程度 
・受講の条件： 所属部署でがん化学療法の実施において病棟内で指導経験のある看護師 
・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 

 
【研修形式】 

・講義と演習（グループワーク） 
  
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間： 平成 31 年 2 月(予定) 13:00-17:00  
・場所： 未定 
・講師名：がん化学療法看護認定看護師 中別府多美得、森奈々子 
・具体的な学習項目： 

1) 薬剤添付文書の読み方（講義） 

2) 抗がん剤における6R（講義） 
3) 事例を用いた患者・薬剤アセスメントの実際(グループワーク) 

              
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・事前に配布された事例に目を通し、アセスメントの視点を考えてきて下さい 
・看護部ホームページより「がん化学療法看護手順書」をコピーし、持参して下さい。 
・薬剤部ホームページより「化学療法安全運用マニュアル第 5 版」をコピーし、持参して下さい。 

 
【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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がん化学療法看護（院内のみ） 

  
【連絡先】 小湊 篤子 東・がん看護領域 

 

【一般目標】 

がん化学療法看護の基礎知識を学び、抗がん剤投与管理や看護師の役割を理解する 

 

【行動目標】 

1) がん化学療法の基礎知識を理解できる 

2) 抗がん剤投与管理が分かり、患者・看護師に与える影響が分かる 

3) がん化学療法における看護師の役割の中で救急時(過敏症、血管外漏出)の対応が分かる 

 

【受講者】 

・定員人数：30 名  

・受講の条件：がん化学療法に携わっている、または関心のある者 

・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 

【研修形式】 

・講義 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間： 日程① 平成 30 年 10 月(予定) 17:30-18:45 

日程② 平成 30 年 11 月(予定) 17:30-18:45 

※同一内容を年 2 回開催 

・場所：未定(東医療センター) 

・講師名：小湊篤子(がん化学療法看護認定看護師) 

・具体的な学習項目： 

1) がん化学療法概論(がん細胞の特徴と化学療法の効果) 

2） 投与管理(皮下埋め込み式ポート管理を含む)、曝露対策(閉鎖式器具の扱い方を含む) 

3) 過敏症対応、血管外漏出対応 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

事前学習なし 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、

達成とする 
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リンパ浮腫患者のケア 

 

【連絡先】 冨永 春子 東・がん看護領域 

 

【一般目標】 

リンパ浮腫についての基本的な知識を学び、リンパ浮腫患者への指導を充実させる 

 

【行動目標】 

1) リンパ浮腫とその他の浮腫の違いを理解する 

2) リンパ浮腫の病態・病因について学ぶ 
3) 基本的なリンパ浮腫治療について学ぶ 
4) リンパ節郭清術を受けた患者の術後指導におけるポイントをおさえる 
5) リンパ浮腫予防と蜂窩織炎について理解する 
6) リンパドレナージの演習、実技を行い、治療をイメージする 

 
【受講者】 

・定員人数：20 名  

・受講の条件：リンパ浮腫に関心のある看護師、リンパドレナージセラピストに興味のある看護師 

・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 

【研修形式】 

講義、演習、実技 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間： 平成 30 年 7 月または 8 月 18:00-19:30  

・場所：未定(東医療センター) 

・講師名：冨永 春子(緩和ケア認定看護師・リンパドレナージセラピスト) 
      貴島 香織(リンパドレナージセラピスト) 
・具体的な学習項目： 

1) リンパ浮腫の基本的知識と看護師の役割について 
2) 基本的なリンパ浮腫治療の実際について 
3) リンパ郭清術を受けた患者への指導について 
4) 蜂窩織炎の予防と発症した際の対処方法について 
5) リンパドレナージの演習・実技 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・私服の場合は、動きやすい服装で参加 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成

とする 
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がん患者の全人的苦痛の理解 
 

【連絡先】 江川 知子  八千代・がん看護領域 
 

【一般目標】 
がん患者の苦痛を全人的に理解し、苦痛緩和に活用する 
 

【行動目標】 
1) がん患者の全人的苦痛についての考え方を理解する 
2) 全人的苦痛を構成する 4 つの苦痛の特徴と患者に与える影響について理解する 
3) 全人的苦痛の緩和ケアにおけるチームアプローチの必要性について理解する 
4) がん患者の全人的苦痛のアセスメント方法を習得する 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名 
・受講の条件：がん看護、緩和ケアに興味のある方 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 
【研修形式】 

・講義および演習(グループワーク) 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間： 日程① 未定 時間は 90 分程度 
日程② 未定 時間は 90 分程度 
※同一内容を年 2 回開催 

・場所：未定(八千代医療センター) 
・講師名：江川知子(がん看護 CNS) 
・具体的な学習項目： 

1) 講義 
・がん患者の全人的苦痛について 

2) 演習(グループワーク) 
・事例を基に患者の全人的苦痛のアセスメントを行い必要な支援を考える 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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A-9 
 

がん看護の概要と緩和ケア 

【連絡先】 菅原 恵里子 八千代・がん看護領域 

 

【 目 標 】 

1）がん看護に必要な基礎知識や看護師の役割を学ぶことができる 

2）がんの治療と早期からの緩和ケア介入の必要性について理解できる 

 

【受講生に知ってほしい事・行動して欲しいこと】 

1) がん看護の基本知識、がん患者とその家族の特徴を踏まえた看護師の役割を理解し実践できる 
2）がんに関する症状について理解し、早期からの緩和ケアの必要性について各部署内、患者への

啓蒙活動ができるようになる 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名  

・受講の条件：ELNEC-J などの緩和ケア研修会に参加していることが望ましい 

・該当するクリニカルラダー：Ⅱ以上 
 
【研修形式】 

講義形式 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時：日程① 未定 

日程② 未定 

※同一内容を年 2 回開催 

・場所：未定(八千代医療センター) 

・講師名：がん看護専門看護師   島田いづみ   

緩和ケア認定看護師   菅原恵里子 

・具体的な学習項目： 
 1) がん看護の概論（がん看護とは？がん患者とその家族の特徴、看護師の役割）を学びます 
 2）緩和ケア（緩和ケアとは？苦痛症状の対処方法の考え方）を学びます 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

ELNEC 等の研修に参加していると理解しやすい。 
 

【評価方法、基準】 

・自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成と

する。 
 

21



A-10 
 

乳がん治療と看護ケアについて 

 

【連絡先】白井藍 八千代・がん看護領域 

 

【一般目標】 

乳がん看護の基礎知識、付随した看護について理解できる。 

 

【行動目標】 

1) 乳がん看護に必要なの病態生理が理解できる 

2) 乳がん看護のケアのポイントと看護について理解できる 

 

【受講者】 

・定員人数：20名 

・受講の条件：乳がん看護に携わる者、または興味関心をもつ者 

・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 

【研修形式】 

・講義 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成30年 未定 

・場所：未定 

・講師名：白井藍 

・具体的な学習項目： 

講義 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 

 

【評価方法、基準】 

・自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達 

成とする。 
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A-11 
 

乳がん患者のリンパ浮腫と予防ケア（院内のみ） 

 

【連絡先】菅藤 智香 八千代・がん看護領域 

 

【一般目標】 

乳がんによるリンパ浮腫を理解し、リンパ浮腫の予防ケアについて学ぶ。 

 

【行動目標】 

1) リンパ浮腫の要因、病態が理解できる 

2) リンパ浮腫発症のリスク因子と予防の重要性が理解できる 

3) リンパ浮腫予防におけるケアのポイントと具体的な方法について知る 

 

【受講者】 

・定員人数：20名 

・受講の条件：乳がん看護に携わる者、リンパ浮腫予防に関する指導で困った経験がある者、興 

味関心をもつ者 

・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 

【研修形式】 

・講義 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：未定 

・場所：未定(八千代医療センター) 

・講師名：菅藤智香（乳がん看護認定看護師） 

・具体的な学習項目： 

講義 

・乳がんによるリンパ浮腫への理解 

・予防ケアのポイントと具体策 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 

 

【評価方法、基準】 

・自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達 

成とする。 
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B-1，B-2，B-3 
 

看護師のための ICLS 講習会（院内のみ） 

 
【連絡先】 中村 邦子 本院・救急看護領域 

 

【一般目標】 

一次救命処置、二次救命処置の演習、シミュレーション学習を通し、臨床現場の急変時にも、蘇生

チームの一員としてリーダーシップ、メンバーシップを発揮して看護実践できることを目指す 

 

【行動目標】 

1) 一時救命処置を開始する状態を評価、判断できる 

2) 良質な胸骨圧迫が継続的に実施できる 

3) 電気ショックが必要時、AED または除細動器による電気ショックを迅速かつ安全に実施できる 

4) 急変時の看護記録が記載できる 

5) 急変時の気道管理の基本が理解できる 

6) 心停止の際の心電図モニターが判読できる 

 

【受講者】 

・定員人数：6 名以内 
・受講の条件：下記日程の連日の 2 回コースに参加できる者 

看護部にある「ICLS 講習会資料」に目を通して参加できる者 

・クリニカルラダー：レベルⅡ以上 

 

【研修形式】 

・ミニ講義  実技演習 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：【B-1】平成 30 年 6 月 14 日(木)・15 日(金) 17:30-20:30 

【B-2】平成 30 年 9 月 13 日(木)・14 日(金) 17:30-20:30 

【B-3】平成 30 年 11 月 8 日(木)・9 日(金) 17:30-20:30 

・場所：スキルスラボⅡ 

・講師名：中村邦子(救急看護認定看護師、日本救急医学会認定 ICLS インストラクター) 
武田宗和医師(コースディレクター) 
他、日本救急医学会認定インストラクター及び学内インストラクター 

・具体的な学習項目：心停止時の基礎知識、実際の対応、機器の取り扱い、看護記録の記載方法 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・事前学習：看護部にある「ICLS 講習会資料」をコピーして目を通し、「心停止時の 4 つの波形」

は熟読して参加する 

・服装：制服・私服は問わないが、動きやすい服装で参加する 

(胸の大きく開いたものや、ヒールの高い靴、ミニスカートなどは控える) 
 

【評価方法、基準】 

・自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達

成とする 
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B-4 
 

救急患者の症状・所見の見方・考え方 

～臨床推論を用いて～ 
 

【連絡先】 斉藤 静香 東・救急看護領域 

 

【一般目標】 

救急場面において患者の状態変化を適切に判断・対処するために、臨床推論に基づいたアプロ

ーチを学び、患者ケアの質の向上を目指す 
 
【行動目標】 

1) 臨床推論とは何かを学ぶことができる 
2) 症状・所見から観察ポイントや対処法の実際を理解することができる 
3) 模擬患者の症状・所見から臨床推論を用い、緊急度の判断や対処法を考えることができる 

 
【受講者】 

・定員人数：40 名 

・受講の条件：救急看護について興味・関心がある者 

・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 
 
【研修形式】 

・講義および机上シミュレーション 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 6 月(予定) 

・場所：未定(東医療センター) 

・講師名：斉藤 静香(救急看護認定看護師) 
      宮腰 龍弥(救急看護認定看護師) 
・具体的な学習項目： 

 1) 講義 

   ・臨床推論の実際や症状・所見から観察や対処に必要な知識を説明する 

 2) 机上シミュレーション 

   ・模擬患者情報をパワーポイントに提示し、その情報から実際に緊急度の判断や対処法を考  

    える 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成

とする 
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B-5 
 

災害看護 

 

【連絡先】 斉藤 静香  東・救急看護領域 

 

【一般目標】 

災害や災害看護の特徴を学び、災害発生時に最大多数への最善が尽くせるよう、緊急度・優先

度を判断することができ、不安なく看護実践ができることを目指す。 
 
【行動目標】 

1) 災害の種類・特徴を学ぶことができる 
2) 災害看護の実際を理解することができる 
3) トリアージタッグを記入することにより、緊急度・優先度を判断することができる 

 
【受講者】 

・定員人数：20 名(最小催行人数：3 名)  

・受講の条件：災害看護について興味・関心がある者 

・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 
 
【研修形式】 

・講義および机上シミュレーション 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 9 月(予定) 

・場所：未定(東医療センター) 

・講師名：斉藤 静香(救急看護認定看護師) 
      宮腰 龍弥(救急看護認定看護師) 
・具体的な学習項目： 

 1) 講義 

   ・災害の種類や特徴、災害看護の実際、トリアージタッグ記入に必要な知識を説明する 

 2) 机上シミュレーション 

   ・患者情報をパワーポイントに提示し、その情報から実際にトリアージを実施する 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成

とする 
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C-1 
 

新生児期～小児のベーシックなスキンケア～ 

 

【連絡先】 下村 貴司 本院・皮膚・排泄ケア領域 
 

【一般目標】 

 新生児期から小児まで皮膚の特徴を理解しスキンケアを実践することができる 

 

【行動目標】 

1) 新生児期～小児の皮膚の特徴を知ることができる 
2) 皮膚にやさしいスキンケアとよくみられるスキントラブルを知ることができる 
3) スキントラブルに対する基礎的対処法を知る 

 

【受講者】 

・定員人数：30 名 
・受講の条件：新生児・小児の皮膚に興味のある方 
・該当するクリニカルラダー：全てのレベルにおいて参加可能 
                  他職種の方も参加可能 

 

【研修形式】 

 ・講義形式 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：未定 17:00-18:30 

・場所：未定  

・講師名：児玉 操 

・具体的な学習項目：新生児期～小児の皮膚と特徴と標準的なスキンケアの方法を学びます 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

 特になし 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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C-2 
 

ストーマ勉強会Ⅰ：ストーマリハビリテーションの基本と 

ストーマサイトマーキング 
 

【連絡先】下村 貴司 本院・皮膚・排泄ケア領域 

 

【一般目標】 

ストーマ保有者の健康的な日常生活への復帰を効果的に援助できるようなストーマリハビリテーシ

ョン及び、患者の身体状況や術式に応じたストーマサイトマーキングの基礎的な知識と技術を習

得する 

 

【行動目標】 

1) リハビリテーション医学におけるストーマリハビリテーションの特徴を説明できる 
2) ストーマからの排泄とボディイメージの変化が患者に及ぼす影響を説明できる 
3) ストーマ造設に伴う患者の心理的状態の変化の概略を説明できる 
4) ストーマサイトマーキングの意義と方法を説明できる 

 

【受講者】 

・定員人数：16 名 
・受講の条件：特になし 
・該当するクリニカルラダー：全てのレベルにおいて参加可能 

 

【研修形式】 

・講義と演習形式  

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 7 月(予定) 17:00-18:30 

・場所：未定 

・講師名：熊坂 綾乃 

・具体的な学習項目：ストーマリハビリテーションの特徴と受容を支援するストーマサイト 

マーキングの方法について学びます 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

制服・私服ともズボンを着用する 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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C-3 
 

ストーマケア勉強会Ⅱ：ストーマ周囲皮膚のケア、ストーマ用品概要 

 

【連絡先】 下村 貴司  本院・皮膚・排泄ケア領域 
 

【一般目標】 

ストーマ周囲皮膚障害に対して適切な処置ができるために予防的スキンケアの意義と方法、及び

個々のストーマ保有者に合わせたストーマ用品の選択ができるための基本的な知識について理解

する 

 

【行動目標】 

1) 予防的スキンケアの方法とストーマ装具交換の手順を説明できる 
2) ストーマと周囲皮膚の観察点を列挙できる 
3) ストーマ周囲皮膚炎とその対策について述べることができる 
4) 皮膚保護剤とストーマ袋ならびにストーマ用品について知る 

 

【受講者】 

・定員人数：50 名 
・受講の条件：特になし 
・該当するクリニカルラダー：全てのレベルにおいて参加可能 

 

【研修形式】 

・講義形式 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 8 月(予定) 17:00-18:30 
・場所：未定 

・講師名：児玉 操 

・具体的な学習項目：ストーマ周囲皮膚障害とその対策、ストーマ用品の特徴について学びます 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

特になし 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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C-4 
 

ストーマ勉強会Ⅲ：ストーマ造設法と合併症・そのケアの方法 

 

【連絡先】 下村 貴司 本院・皮膚・排泄ケア領域 
 

【一般目標】 

ストーマ保有者の健康的な日常生活への復帰を効果的に援助できるように、ストーマリハビリテー

ションの基礎的な知識と技術を習得する 
 

【行動目標】 

1) ストーマの手術と術後合併症の種類について述べることができる 
2) 原因の概略と対策について説明できる 
3) ストーマ合併症のケア方法について知る 

 

【受講者】 

・定員人数：30 名 
・受講の条件：特になし 
・該当するクリニカルラダー：全てのレベルにおいて参加可能 

 

【研修形式】 

・講義形式 
 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 12 月(予定) 
・場所：未定 

・講師名：医師(検討中)、下村 貴司 
・具体的な学習項目：ストーマ造設の手術手技を動画で見ながら学び、その後の合併症とケア

について学びます 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

特になし 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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D-1 
 

人工呼吸器セミナー （院内のみ） 

～人工呼吸器装着患者と気管切開患者の看護～ 

 
【連絡先】 相園晴子 本院・呼吸ケアサポートチーム(RST) 

 

【一般目標】 

人工呼吸器の知識を理解し、人工呼吸器装患者の看護を学ぶことができる 

 

【行動目標】 

1)人工呼吸器の目的と基本的なモード・初期設定について理解できる 

  2)人工呼吸におけるアラームの種類と対応について理解できる 

  3)人工呼吸器装着患者の全人的苦痛と看護について理解できる 
  4)人工呼吸器装着患者の看護ケア(体位変換・吸引・口腔ケア)が実践できる 
  5)気管切開患者の看護について理解できる。 
 

【受講者】 

・定員人数： 50 名 

・受講の条件： 人工呼吸器管理に携わる方 

・該当するクリニカルラダー： Ⅰレベル以上 

 

【研修形式】 

・講義、演習 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間： 平成 30 年 9 月下旬(予定) 18:00-19:45 

・場所： 未定  

・講師名： 嶋田正子(集中ケア認定看護師)、古川智美(集中ケア認定看護師)、相園晴子(集中ケ

ア認定看護師)、茂木奈津(脳卒中リハビリテーション看護認定看護師)、竹添麻貴(小児救急看

護認定看護師)、加藤彩(慢性呼吸器疾患看護認定看護師) 
・具体的な学習項目： 研修内容 

 1)人工呼吸器の目的と基本的なモード・初期設定 

   2)人工呼吸におけるアラームの種類と対応 

   3)人工呼吸器装着患者の全人的苦痛と看護 
   4)人工呼吸器装着患者の看護ケア(体位変換・吸引・口腔ケア) 
   5)気管切開患者の看護 
 
【事前準備、持参物品、注意事項など】  

筆記用具をお持ちください 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価により受講生の 70%以上が「理解できた」・「できた」と 

評価する 
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D-2 
 

非侵襲的人工呼吸器セミナー（院内のみ） 

～触ってみよう NPPV とネーザル・ハイフロー～ 

 

【連絡先】 相園晴子 本院・呼吸ケアサポートチーム(RST) 
 

【一般目標】 

非侵襲的人工呼吸管理とネーザル・ハイフローについての基礎的な知識を身につける 

 

【行動目標】 

 1) 非侵襲的陽圧換気法 (NPPV)の適応について理解できる 

 2) NPPV の基本的なモードについて理解できる 

 3) NPPV 装着患者の看護について理解できる 

 4) ネーザル・ハイフローの特徴について理解できる 

 5) ネーザル・ハイフロー装着患者の看護について理解できる 
 

【受講者】 

・定員人数： 50 名 

・受講の条件： 人工呼吸器管理や酸素療法に携わる方 

・該当するクリニカルラダー： Ⅰレベル以上 

 

【研修形式】 

・講義および演習 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 6 月下旬(予定) 18:00-19:45 

・場所： 未定 

・講師名： 嶋田正子 (集中ケア認定看護師)、相園晴子 (集中ケア認定看護師)、古川智美 (集中

ケア認定看護師)、茂木奈津 (脳卒中リハビリテーション看護認定看護師)、竹添麻貴 (小児救急

看護認定看護師)、加藤彩 (慢性呼吸器疾患看護認定看護師)、相馬泉 (臨床工学部) 
・具体的な学習項目：研修内容 

 1) NPPV の適応について 
2) NPPV の基本的なモードについて 
3) NPPV 装着患者の看護について 

4) ネーザル・ハイフローの特徴について 

5) ネーザル・ハイフロー装着患者の看護について 
   

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

筆記用具をお持ちください 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価により受講生の 70%以上が「理解できた」・「できた」と 

評価する 
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D-3 
 

人工呼吸(侵襲的陽圧換気)患者のケア 

 

【連絡先】 工藤 順子 東・呼吸ケア看護領域 

 

【一般目標】 

人工呼吸器(侵襲的陽圧換気)の特徴を理解し、ケアに必要な知識を深める 
 
【行動目標】 

 1) 人工呼吸療法の目的が理解できる 
 2) 陽圧換気と自発呼吸の違いが何か理解できる 
 3) 人工呼吸器の基本的な換気モードが理解できる 
 4) 人工呼吸器のアラーム設定と対応が理解できる 
 5) 呼吸のモニタリング方法が理解できる 
 6) 侵襲的陽圧換気サポートを要する患者に必要なケアが理解できる 
 
【受講者】 

・定員人数：20 名  

・受講の条件：人工呼吸中の患者のケアに携わる方 

・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 
 
【研修形式】 

・講義、演習 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 12 月(予定) 

・場所：未定(東医療センター) 

・講師名：工藤 順子(急性・重症患者看護専門看護師) 
      小林 敬子(集中ケア認定看護師) 
・具体的な学習項目： 

 1) 陽圧換気を要する病態 

 2) 陽圧換気が身体に及ぼす影響 
 3) 人工呼吸器の基本的な換気モード 
 4) 人工呼吸器のアラーム設定と対応 
 5) 人工呼吸中の呼吸のアセスメント方法 
 6) 侵襲的陽圧換気中の患者ケアについて 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・筆記用具をお持ちください 
 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成

とする 
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D-4 
 

もう怖くない NPPV 管理 

 

【連絡先】 小林 敬子 東・呼吸ケア看護領域 

 

【一般目標】 

非侵襲的陽圧換気量法(NPPV)装着中の管理や看護ケアを身につけることができる 
 
【行動目標】 

 1) NPPV 適応患者について理解できる 
 2) NPPV で使われる換気モードが理解できる 
 3) 機器の設定画面を理解できる 
 4) マスクフィッティングができる 
 5) NPPV 装着中の観察・看護ケアが実践できる 
 6) アラームの対処ができる 
 
【受講者】 

・定員人数：各 6 名  

・受講の条件：NPPV 管理に携わる方 

・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 
 
【研修形式】 

・講義と演習 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間： ①11 月(予定) ②11 月(予定)  ※①と②は同一内容 

・場所： 未定(東医療センター) 

・講師名：小林敬子(集中ケア認定看護師)  

      工藤順子(急性・重症患者看護専門看護師） 

・具体的な学習項目： 

 1) 講義 

  ・病態生理を含めた NPPV 適応疾患について 

  ・換気モードや機器の設定について 

  ・マスクフィッティングについて 

  ・NPPV 装着中の観察、看護ケア、アラームへの対処方法について 

 2) 演習 

  ・マスクフィッティングとリークへの対処法 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

マスクフィッティングを行うので、化粧など注意してください。 
 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成 

とする 
 

34



D-5 
 

血液ガス分析を評価する 

 

【連絡先】 小林 敬子 東・呼吸ケア看護領域 

 

【一般目標】 

酸素化能の評価・酸塩基平衡について学ぶことができる 
 
【行動目標】 

 1) 酸素化能の評価ができる 
 2) pH・酸・塩基について理解できる 
 3) アシデミア・アシドーシス、アルカレミア・アルカローシスについて理解できる 
 4) 酸塩基平衡の診断について学ぶことができる 
 5) 酸塩基平衡障害を起こす病態について学ぶことができる 
 
【受講者】 

・定員人数：各 20 名  

・受講の条件：血液ガス分析の評価に対し理解を深めたい方 

・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 
 
【研修形式】 

・講義、演習 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：①平成30年10月(予定) ②平成 30 年 10 月(予定) 

※①と②は同一内容 

・場所：未定(東医療センター) 

・講師名：小林敬子(集中ケア認定看護師) 
・具体的な学習項目： 

 1) 講義 

  ・動脈血酸素分圧の評価・肺の酸素化能の評価について 

  ・酸塩基平衡の基礎（pH・酸・塩基）について 

  ・アシデミア・アシドーシス、アルカレミア・アルカローシスについて 
  ・酸塩基平衡診断法・酸塩基平衡の代償について 
  ・酸塩基平衡障害を起こす病態について 
 2) 演習 

  ・酸塩基平衡診断の演習問題 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

電卓 
 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成

とする 
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E-1,E-2 
 

正しく評価！NIHSS（脳卒中重症度評価スケール） 

 

【連絡先】 古川 智美  本院・脳神経看護領域 
 

【一般目標】 
NIHSS(National Institutes of Health Stroke Scale)を正確に評価できる 

 
【行動目標】 
 1) 講義を通して、NIHSS の目的を学ぶ 
 2) 演習を通して、NIHSS を体験する 
 
【受講者】 

・定員人数：20 名 
・受講の条件：NIHSS を学びたい人、興味がある人 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰ以上 

 
【研修形式】 

講義および演習 
 
【研修スケジュール】  

・開催日時、曜日、時間：<本院(E-1)>平成 30 年 10 月中旬(予定) 18:00-19:30 

<東医療(E-2)>平成 30 年 12 月(予定) 18:00-19:30 

・場所：<本院(E-1)>未定 

<東医療(E-2)>東医療センター職員食堂 

・講師名:古川 智美(集中ケア認定看護師) 
      加澤延枝(脳卒中リハビリテーション看護認定看護師) 

茂木奈津 (脳卒中リハビリテーション看護認定看護師) 
・具体的な学習項目：NIHSS の項目にそった講義・演習 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 
動きやすい服装で参加してください 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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F-1，F-2，F-3 

 

高次脳機能障害看護 

 

【連絡先】佐藤由紀子 本院・脳神経看護領域 

【一般目標】 

易疲労性、注意障害、記憶障害、遂行機能障害などの社会的行動障害を伴う「高次脳機能障害」は、

当院の患者では外傷性脳損傷・脳血管障害などの後遺症や、脳腫瘍の術後回復期でよくみられる。障

害そのものによる生活上の困難に加え、外見上分かりにくいという特徴もあって、患者、家族だけでなく

周囲の人々も困惑することが多い。患者が退院後も安心して生活していくためには、まずは看護師が

高次脳機能について適切な知識を持ち、治療早期から充分なケアを提供し、退院時には患者・家族に

指導を行う必要がある。脳神経看護の専門的知識や技術を有した「ニューロナース」育成・向上のため

に、高次脳機能障害の看護に必要な知識・技術を学ぶことのできる研修を開催する。 
【行動目標】 

1） 高次脳機能障害とは何かが分かる。 
2） 高次脳機能障害の発生メカニズムが分かる。 
3） 神経精神症状について分かる。  
4） 高次脳機能障害を有した患者に対する必要な看護が分かる。 

【受講者】 

・定員人数：50 名 
・受講条件：脳神経看護に関心のある看護師なら部署を問わず参加可能。高次脳機能の理解を深める

ためには、全回の参加が望ましいが、単回の参加も可能。クリニカルラダーは全てのレベルにおいて

参加可能。 
【研修形式】 

・講義形式。終了後、ディスカッション、自由質問を行います。 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：「F-1，F-2，F-3」いずれも平成 30 年 9 月か 10 月の水曜日 9:30-16:00 

・場所：未定 

・講師名： 

①佐藤 由紀子(がん看護専門看護師) 
F-1：「高次脳機能障害の症状と看護」 

高次脳機能障害の定義・症状・特徴を理解し、特にグリオーマ術後患者に必要な看護につ

いて学びます。 
②茂木 奈津(脳卒中リハビリテーション看護認定看護師) 
F-2：「脳血管障害によって生じる高次脳機能障害と看護」 

脳血管障害の後遺症として現れる高次脳機能障害の病態と看護について実際の患者の体

験を通して学びます。 
③山内 典子(精神看護専門看護師) 
F-3：「大脳・神経疾患でみられる精神症状（神経精神症状）の特徴」 

大脳・神経疾患の「神経精神症状」を学び、生物学的・心理社会的要因との関連性を理解します。 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 なし 

【評価方法、基準】 

・自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3 以上と評価した場合、達成とする。 
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G-1，G-2，G-3，G-4，G-5，G-6 
 

バイタルサインをアセスメントする 

～3 つの数字の変化で患者状態を予測する～ 
 

【連絡先】 柬理 純子 八千代・脳卒中リハビリテーション看護領域 
 

【一般目標】 
日々、測定しているバイタルサインが示している数値と、その変化の意味を知り患者状態を予測

することで急変を予防するスキルを学ぶ。 
 

【行動目標】 
1) 脈拍・血圧・SpO2 の関係性を知る 
2) 急変時に起こりうるバイタルサインの変化を習得する 
3) 血管イベント時に起こりやすいバイタルサインの変化を習得する 

 
【受講者】 

・定員人数：10 名 
・受講の条件：患者急変時の対応に悩んでいる者  
・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 

 
【研修形式】 

・講義および演習 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：<G-1>平成 30 年 5 月 8 日(火)  <G-2>平成 30 年 7 月 10 日(火) 
<G-3>平成 30 年 9 月 11 日(火)  <G-4>平成 30 年 11 月 13 日(火) 
<G-5>平成 31 年 1 月 15 日(火)  <G-6>平成 31 年 3 月 12 日(火)  
※時間はいずれも 13:00-15:00 

・場所：未定 
・講師名：柬理純子 (脳卒中リハビリテーション看護 CN) 
・具体的な学習項目： 

1) 講義 
・脈拍・血圧・SpO2 の数値を中心にバイタルサインの関係性・変化予測 

2) 演習(ロールプレイ) 
・実際の数値を参考にバイタルサインの変化をアセスメントする 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

普段の勤務で気になっている患者や、バイタルサインの数値があった場合、それをメモして持参

する 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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H-1 
 

精神状態のアセスメント・一般的な精神ケア 

 

【連絡先】 安田 妙子 本院 
山内 典子 八千代医療センター 
飯塚 あつ子 東医療センター 

リエゾン精神看護領域 

 

【一般目標】 
患者さんの精神状態が心配な時や、様子がいつもと違う時に役立つ精神状態のアセスメントの方

法、および一般的な精神ケアについて学ぶ。 
 
【行動目標】 

1) 精神状態のアセスメントとは何か理解する 
2) 精神状態のアセスメントに必要な情報や実際の方法について理解する 
3) 一般的な精神ケアとは何か理解する 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名 
・受講の条件：患者や家族の精神状態のアセスメントおよび精神ケアで困った経験がある者、興

味関心をもつ者 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 
 

【研修形式】 
・講義および演習 

 
【研修スケジュール】 

・開催日時・曜日・時間：<本院>平成 30 年 10 月 10 日(水) 9:00-9:50 
<東医療センター>平成 30 年 10 月 29 日(月) 10:00-11:00 
<八千代医療センター>平成 30 年 10 月 10 日(水) 10:00-11:00  

・場所：<本院>未定 
<東医療センター>医局棟大会議室 
<八千代医療センター>未定 

・講師名： 
本院：末益朝衣子(精神看護 CNS) 
東医療センター：飯塚あつ子(看護学部教員，精神看護 CNS)、金内和昭 
八千代医療センター：異儀田はづき(看護学部教員，精神看護 CNS) 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする。 
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H-2 
 

看護に役立つ心理療法 
                                    

【連絡先】 安田 妙子 本院・リエゾン精神看護領域 
 

【一般目標】 
患者の心のケアにおける基本的な知識な習得、対応に困難を感じる患者に対する心理療法の基

本を学ぶ 
 
【行動目標】 

1) 身体の病気における心のケアのあり方について理解しアセスメントできる 
2) 対応が難しい患者への基礎的な心理療法を習得する 
 

【受講者】 
・定員人数：50 名 
・受講の条件：心理療法に興味、関心がある者 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 
 

【研修形式】  
・講義および演習 
 

【研修スケジュール】 
・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 10 月 10 日(水) 10:00-11:00 
・場所：未定 
・講師名：筒井順子 (神経精神科 臨床心理士) 
・具体的な学習項目 

1) 講義 
・病気になった人の心の状態を理解しアセスメントする 
・看護実践の中で用いることができる基礎的な心理療法の理解 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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H-3 
 

対応の難しい患者さんのこころの理解 

～①不安・抑うつを抱える患者～ 
 

                【連絡先】   安田 妙子 本院 
山内 典子 八千代医療センター 
飯塚 あつ子 東医療センター 

                    リエゾン精神看護領域 
【一般目標】 

日ごろケアする際に対応が難しいと感じる患者さんのうち、特に不安・抑うつを抱える患者につい

てのこころの理解と対応を学ぶ。 
 

【行動目標】 
1) 不安の特徴・レベルと反応・背景要因などを理解し、不安のアセスメントができる 
2) 不安のレベルに合わせた具体的な対応方法を習得する 
3) 「うつ」の知識、身体疾患を持つ患者の抑うつ、アセスメントの視点や対応方法について理解

する 
4) 抑うつ状態にある患者の具体的なアセスメント方法を習得する 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名 
・受講の条件：不安・抑うつを抱える患者への対応に困った経験がある者、興味関心をもつ者 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 
【研修形式】 

・講義および演習 
 
【研修スケジュール】 

・開催場所・日時・曜日・時間： 
   本院：平成 30 年 10 月 10 日(水) 11:10-12:10 場所：未定 
  東医療センター：平成 30 年 10 月 29 日(月) 11:10-12:10 場所：医局棟大会議室 
  八千代医療センター：平成 30 年 10 月 10 日(水) 11:10-12:10 場所：未定 
・講師名： 

本院：安田妙子(精神看護 CNS)  
東医療センター：嵐 弘美(精神看護 CNS)  
八千代医療センター：山内典子(精神看護 CNS)，異儀田はづき(看護学部，精神看護 CNS) 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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H-4 
 

対応の難しい患者さｎのこころの理解  

～②怒りを呈する患者～ 
                                    

                  【連絡先】 安田 妙子 本院 
山内 典子 八千代医療センター 
飯塚 あつ子 東医療センター 

                    リエゾン精神看護領域 

 
【一般目標】 

日ごろケアする際に対応が難しいと感じる患者さんのうち、特に怒りの強い患者についてのこころ

の理解について学ぶ 
 
【行動目標】 

1) 怒りという感情、それに伴う行動の背景にあるこころのあり方について理解する 
2) 怒りの強い患者への具体的な対応方法を習得する 
 

【受講者】 
・定員人数：50 名 
・受講の条件：怒りが強い患者の対応に困った経験がある者，関心をもつ者 
・クリニカルラダー：Ⅰレベル以上 
 

【研修形式】  
・講義および演習(ロールプレイ) 
 

【研修スケジュール】 
・開催場所・日時・曜日・時間： 

本院：平成 30 年 10 月 10 日(水) 13:30-14:45  場所：未定 
東医療センター：平成 30 年 10 月 29 日(月) 13:30-14:45  場所：医局棟大会議室 
八千代医療センター：平成 30 年 10 月 10 日(水) 13:30-14:45  場所：未定 

・講師名： 
本院：飯塚あつ子 (看護学部教員，精神看護 CNS) 
東医療センター：飯塚あつ子(看護学部教員，精神看護 CNS) 
八千代医療センター：山内典子(精神看護 CNS) 

・具体的な学習項目 
1) 講義：怒りを呈する患者のこころの理解 
2) 演習(ロールプレイ)：怒りの強い患者に対する効果的な看護師の対応 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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H-5 
 

精神領域の薬を知ろう！～向精神薬の知識とケア～ 
                                    

【連絡先】  安田 妙子 本院 
山内 典子 八千代医療センター 

                                        リエゾン精神看護領域 
 

【一般目標】 
病棟や外来で使用することが多い向精神薬の基本的な知識と看護ケアについて学ぶ 

 
【行動目標】 

1) 向精神薬の基本的な知識について理解する 
2) 向精神薬を内服する患者の基本的な看護ケアについて理解する 
 

【受講者】 
・定員人数：50 名 
・受講の条件：向精神薬を内服する患者のケア経験がある者，興味関心をもつ者 
・クリニカルラダー：Ⅰレベル以上 
 

【研修形式】  
・講義および演習 
 

【研修スケジュール】 
・開催場所・日時・曜日・時間： 

本院：平成 30 年 10 月 10 日(水) 15:00-16:00  場所：未定 
八千代医療センター：平成 30 年 10 月 10 日(水) 15:00-16:00  場所：未定 

・講師名： 
本院：赤穂理絵(精神科医)、安田妙子 (精神看護 CNS) 
八千代医療センター：内出容子(精神科医)、異儀田はづき(看護教員，精神看護 CNS) 

・具体的な学習項目 
1) 講義 

・医療現場で使用することが多い向精神薬の基本的な知識 
・向精神薬を内服する患者の看護ケア 

2) 質疑応答 
・医療現場で生じる向精神薬の困った場面への対処 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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I-1，I-2 
 

周術期看護レベルアップ  

シリーズ１ 手術を受ける患者の看護をもっと深める！！ 

 

【連絡先】 荒木田真子 本院 

森舞 八千代 

手術看護領域 

【一般目標】 

 患者が安全安楽に手術を受けるために、麻酔の影響、手術侵襲、手術室で行われるケア

について理解し、周術期における患者の看護に活かすことができる 

【行動目標】 

1）手術を受ける患者の，ケアをするための根拠が理解できる 
2）患者が手術室で受けるケアについて理解できる 
3) 手術侵襲や麻酔による影響を理解した上で、手術前後の患者の看護を考えることが

できる 
4）研修を通して，日々行っている周術期看護を深めることができる 

【受講者】 

・定員人数：20人  

・受講の条件：周術期患者の看護を深めたい者 

＊周術期看護レベルアップシリーズ2に参加希望の方(研修参加が必須となります) 
・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダーⅠ〜Ⅱ 

【研修形式】 

講義 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成30年10月23日(火) 本院13：30～15：00  

                平成30年10月31日(水) 八千代医療センター 13:30〜15:00 

・場所：東京女子医科大学病院 未定 

     東京女子医科大学 八千代医療センター 未定 

・講師名：手術看護認定看護師 
 八千代医療センター 森舞、高橋典子，篠原牧 本院 山口紀子、荒木田真子 

・具体的な学習項目 

① 全身麻酔で手術を受ける患者に必要な情報収集とその根拠について 

② 術前訪問で患者が受ける説明をもとに手術室で受ける看護ケアについて理解する 

③ 手術を受ける患者の麻酔(全身麻酔・硬膜外麻酔）影響について 

④ 手術を受ける患者の手術侵襲の影響(合併症・体位・侵襲)について 

上記内容について講義形式で実施。講義後ディスカッションを通して疑問の解決を行う 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・職員証、スキルアップ受講カードを持参してください 

【評価方法、基準】 

・自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、

達成とする 
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I-3，I-4 

 

周術期看護レベルアップ【院内】 

シリーズ２ 手術見学から学ぶ実践強化！ 

 

【連絡先】 荒木田真子 本院 

森舞 八千代 

手術看護領域  

【一般目標】 

手術見学を通して、手術を受ける患者の看護を理解することができる 

 

【行動目標】 

1) 手術を受ける患者の一連(手術開始から退室まで)の流れを理解することができる 

2) 手術を受ける患者の看護について理解することができる 

 

【受講者】 

・定員人数：各施設 8〜10 名程度  

・受講条件：①H30 年度の「周術期看護レベルアップ シリーズ１参加者 (必須条件となります) 
②本院，八千代医療センターで働く手術室勤務以外の看護師  

③周術期看護を深めたい方 

・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダーⅠ〜Ⅱ以上 

【研修形式】 

 ・見学参加者は「周術期看護 術前術後の看護に活かす」を受講すること 

・中央手術室または八千代医療センターにて見学実習 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年10 月 23 日（火） 本院 8：１0～12：00 

                平成 30 年 10 月 31 日（水） 八千代医療センター 8：40～12：00 

   開催は上記開催されます．研修は半日です．  

＊見学診療科の選択はできません．当日予定手術の見学を行います 

・場所：中央手術室(本院 / 八千代医療センター) 

・講師名：手術看護認定看護師 本院 荒木田真子，山口紀子 

                    八千代医療センター 森舞，篠原牧，高橋典子 

・具体的な学習項目：研修時間の間，手術を受ける患者の見学を通して学びます 

              

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・集合場所 開始時間に以下の場所に集合してください（時間厳守！） 

本院：東３階エレベーターホール前 / 八千代医療センター：中央手術室前エレベーターホール 

・手術着に着替えをします。私服でもかまいませんが、靴はシューズを準備してください。ロッカー

に鍵はかかりません。複数名で使用します。貴重品は各自で管理をお願いいたします 

・職員証、スキルアップ受講カードを持参してください 

・メモや筆記用具は各自で準備してください 

【評価方法、基準】 

・自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 

45



I-5 
 

周術期の疼痛管理 

 

【連絡先】 工藤 順子 東・周術期看護領域 

 

【一般目標】 

周術期における疼痛管理の必要性を全人的ケアの視点から理解し、看護実践に活用できる 
 
【行動目標】 

 1) 痛みの定義が理解できる 
 2) 痛みが術後の回復に及ぼす影響を理解できる 
 3) 痛みのアセスメント方法が理解できる 
 4) 鎮痛方法が理解できる 
 
【受講者】 

・定員人数：30 名  

・受講の条件：周術期の疼痛管理、安楽のケアに興味関心がある者 

・該当するクリニカルラダー：Ⅱレベル以上 

 

【研修形式】 

・講義、演習 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 10 月(予定) 

・場所：未定(東医療センター) 

・講師名：工藤 順子(急性・重症患者看護専門看護師) 
・具体的な学習項目： 

1) 全人的苦痛としての痛み 

2) スケールによる痛みの評価方法 

3) 術後疼痛の特徴 

4) 術後疼痛管理の目標と鎮痛法 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

筆記用具を持参してください 
 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成

とする 
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J-1,J-2,J-3,J-4 

腎臓病(CKD)看護勉強会 
 

【連絡先】 星井 英里 東・腎臓病看護領域 

 

【一般目標】 

腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)のイメージがつけられる 
 
【行動目標】 

腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)のそれぞれの治療内容、看護が理解できる 
 

【受講者】 

・定員人数：10 名 
・受講の条件：腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)の患者と関わる機会のある看護師 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

【研修形式】 
・講義、実技(腹膜透析勉強会)、透析室見学(血液透析勉強会) 

 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：以下の通り 

・場所：東医療センター 東病棟 血液浄化カンファレンス室 

・講師名：星井英里 

・具体的な学習項目： 

 学習項目 日程 時間 定員

<J-1> 
腎代替療法勉強会 

腎代替療法について 

平成 30 年

7 月予定 

17:30-18:30

講義 50 分 10 名

<J-2> 
血液透析(HD)勉強会 

血液透析のしくみ、シャント

管理、透析中の注意点 

※①②は同一内容 

平成 30 年

①8 月予定

②8 月予定

17:30-18:30

講義 40 分 
+透析室見学 10 分 

10 名

<J-3> 
腎臓移植勉強会 

腎臓移植(生体腎移植・献腎

移植の違い)・免疫抑制剤・

移植後の生活 

平成 30 年

9 月予定 

17:30-18:30

講義 50 分 10 名

<J-4> 
腹膜透析(CAPD)勉強会

腹膜透析のしくみ、種類、PD

バッグ交換手技 

平成 30 年

10 月予定 

17:30-18:30

講義 25 分 
+実技 25 分 

10 名

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

血液透析勉強会受講者は、透析室見学があるため、華美な服装は避けてください 

(白衣でなくても大丈夫です) 
 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者 70%以上が評点 3 以上と評価した場合、達成

とする 
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K-1 
 

慢性の病いの過程にある人を理解する 

－慢性腎不全をもつ人への支援－ 
 

【連絡先】 内田 邦子 本院・慢性疾患看護領域 
 

【一般目標】 
慢性の病いとともに生きる人を「病みの軌跡」理論を用いて理解し、支援を学ぶ。 
 

【行動目標】 
1．慢性の病いをもつ人の特徴を理解する。 
2．「病みの軌跡」理論の考え方を理解する。 
3．「病みの軌跡」理論の活用方法が理解できる。 
4．事例への支援を「病みの軌跡」理論を用いて検討できる。 

 
【受講者】 

・定員人数：30 名 
・受講の条件：慢性疾患看護に関心がある方 
・該当するクリニカルラダー：Ⅲレベル以上 

 
【研修形式】 

・講義およびディスカッション 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 10 月(予定) 17:30～18:30 
・場所：未定 
・講師名：内田 邦子 (慢性疾患看護専門看護師) 
・具体的な学習項目： 

＜講義＞ 
慢性の病いをもつ人の特徴や「病みの軌跡」理論の考え方や活用方法について 
＜ディスカッション＞ 
事例について「病みの軌跡」理論を用いた支援を検討する 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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L-1 
 

遺伝看護総論 

～染色体疾患からがんの最新治療まで～ 
 

【連絡先】 佐藤 裕子 本院・遺伝看護領域 
 

【一般目標】 
臨床で遭遇する遺伝性疾患の基本について学ぶ 
 

【行動目標】 
1) 遺伝の基本を理解できる 
2) 染色体疾患、遺伝性疾患を抱える患者の病態が理解できる 
3) 最新の遺伝子診断、治療について情報を習得できる 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名 
・受講の条件：遺伝性疾患の患者・家族の対応に困った経験がある者、興味関心をもつ者 
・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 
【研修形式】 

・講義 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：未定 18:00-19:15  
・場所：未定 
・講師名：佐藤 裕子（EN） 
・具体的な学習項目： 

遺伝とは 
染色体・遺伝子が関係する疾患の病態と看護 
遺伝を取り巻く医療について（染色体疾患・がん） 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

なし 
 

【評価方法、基準】 
自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、達成

とする 
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M-1 
 

HIV / AIDS 看護を学ぼう 
 

【連絡先】 平山 江美・HIV/AIDS 看護領域 
 

【一般目標】 

HIV/AIDS看護に必要な基礎知識や看護師の役割を学ぶことができる 

  

【行動目標】 

1) HIV/AIDSの現状を知ることができる 

2) HIV/AIDSの治療や看護の基礎知識を知ることができる 

3) HIV/AIDS患者の特徴や、心理社会的問題を理解できる 

 

【受講者】 

・定員人数：20名 

・受講の条件：Ⅰ以上 

・該当するクリニカルラダー：全てのレベルにおいて参加可能 

 

【研修形式】 

・講義形式 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：未定 

・場所：未定 

・講師名：平山 江美 

・具体的な学習項目：  

HIV/AIDSの病態と治療、患者の特徴を踏まえた看護の基本について学習する 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

特になし 

 

【評価方法、基準】 

自己記入式アンケートによる主観的評価で、受講者70%以上が評点3以上と評価した場合、

達成とする 
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東京女子医科大学
女性医療人キャリア形成センター
看護職キャリア開発支援部門 行

開催日：（　　　　　　　　　　　）

師長名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

部署名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職員番号 参加者氏名 役職名 ラダーレベル
トータル

経験年数

　 1週間経過しても事務局から返信がない場合は、送受信エラーの可能性もございますので

看護職キャリア開発支援部門
e-mail：ns-career.bm@twmu.ac.jp

T  E  L：03-3353-8112　内線：41382
F  A  X：03-3353-6793

＜事務局使用欄＞

　　　　　　　　参加申し込みを受け付けました

    ※追加申込、変更、キャンセル等の連絡は、受付締切前は事務局まで、受付締切後は直接研修担当者まで

　　　 ご連絡ください。

    ※研修会場が変更になったり、申込多数により締切日前に受付を終了する場合があります。また、要綱作成時に

　　　 会場や日時が未定の研修もございますので、必ず事前にホームページで確認の上、研修に参加してください。

　　　 最新情報の確認方法は、実施要綱の巻頭に掲載されています。

　　【研修会場】

 

　 お手数ですが、確認のため事務局までご連絡をお願い致します。

看護専門領域スキルアップ研修参加申込書
(平成30年度は4月20日より受付開始です)

研修名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号-番号：（　　　　　　　　　　）

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

※空欄をご記入いただき、受付締切までに下記事務局までメール添付にてお送りください。

　 FAXのお申込みでも結構です。

東京女子医科大学　女性医療人キャリア形成センター

スキルスラボⅠ 臨床講堂Ⅱ 中央校舎400教室

第一病棟① 第一病棟③ 第一病棟④ 第一病棟⑤

中央手術室

外来 地下1階西病棟A1・A2 西病棟A3(脳)

臨床講堂Ⅰ 中央校舎524教室スキルスラボⅡ

受付印

学内用
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1.男 2.女

〒 －

年

1.看護部長職 2.副看護部長職 3.師長職 1.保健師 2.助産師 3.看護師

4.主任・副師長職 5.病院職員（スタッフ） 4.准看護師

6.看護教員 7.介護福祉施設職員（スタッフ） 5.その他（ ）

8.その他（ ）

1.外科系病棟 　2.内科系病棟 3.混合病棟

4.手術室 　5.ICU・CCU 6.救命センター 1.認定看護管理者

7.小児病棟　　　　8.精神科病棟 9.外来 2.専門看護師（分野： ）

10.訪問看護 　11.その他（　　　　　　　　　　　　） 3.認定看護師（分野： ）

研修記号･番号：「　　　　　　　　　」　(例)A-1

研修名： 年 月 日 （ ）

※お申し込みいただいた方全員に研修受講の可否をメールもしくはFAX・電話でご連絡いたします。
   開催日1週間前になっても連絡がない場合は、お手数ですが事務局までご連絡をお願い申し上げます。
※会場は変更になる可能性があるため、開催日直前にホームページで最新情報をご確認下さい。
※いただいたメールアドレスなどの個人情報は、看護スキルアップ研修の関係業務のみに使用させていただきます。

受講動機

特記事項

勤務先 所属

参加証希望
の有無

職位など 職種

勤務領域
認定の
有無

研修名
開催

年月日

住所

ＴＥＬ
（　　　　）　　　　　　－　　　　　　

ＦＡＸ
（　　　　）　　　　　　－　　　　　　

実務経験

Ｅ－ｍａｉｌ

東京女子医科大学　女性医療人キャリア形成センター　看護職キャリア開発支援部門

平成30年度　看護専門領域スキルアップ研修申込書

記載日：　　　年　　　月　　　日
ふりがな

年代 性別
氏名

歳代

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで

東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター 看護職キャリア開発支援部門

〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 TEL：03-3353-8112 内線：41382

URL：http://www.twmu.ac.jp/Ns-career/ FAX：03-3353-6793

有（下記該当箇所にご記入下さい。）

自宅 勤務先 その他

自宅 勤務先 その他

自宅 勤務先

自宅 勤務先

あり なし

学外用
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◆本学職員は、申し込み・問い合わせは必ず各部署の師長を通して行ってください◆  
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