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平成29年度より「本院職員」の方は 

スキルアップ研修の申し込み方法が変わります 
(詳細は次ページをご覧ください) 



 



平成２９年度より「本院職員の方」は 
スキルアップ研修の申し込み方法が変わります 

  
平成 29年度より、院内研修同様に，「ナースナビ」の利用が可能な本院職員は、

「ナースナビ」に各自で入力して申し込みを行う方法に変更となります。 

以下の手順でお申し込みください。 

 
【手順】 

１、 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 2週間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 

⇒例年同様に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。 
 
本院以外の職員は、例年通り「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「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) 

 

 

 

問い合わせ先 ・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） 

 ・看護職雇用対策チーム 佐藤 美由紀（PHS 26607） 



 



～看護専門領域スキルアップ研修を受講される皆さまへ～ 
 

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。 

「看護スキルアップ研修修了確認書」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。 

 

 

 

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

ページにより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 

 「看護スキルアップ研修修了確認書」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。 

 

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。キャンセル

の場合は、必ず師長経由で 10日前までに事務局に連絡してください 

 ただし、当日または研修の途中における連絡は、自身で本要綱の各研修

ページ右上にある【連絡先】の PHSあるいは内線まで連絡してください 



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29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）

1

＜入門コース＞
がん看護

＊同一内容を年2回開催

50
A 10月20日(金)
B 1月12日(金)

南病棟会議室
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。

2
＜入門コース＞
心理的支援

20 12月28日(木)
第1病棟3階
第4会議室

がん患者・家族の心理状態を学んで、ケア
に活かしましょう！ロールプレイも体験でき
ます。

3
＜基礎コース＞
がん放射線療法看護

30 C 9月2日(土) 南病棟会議室

治療の意思決定支援方法が分かり、化学
放射線療法や緩和放射線治療について学
び、治療を受ける患者の心理状態と関わり
方を学ぶコースです。

4
＜基礎コース＞
がん化学療法看護

30 D 9月2日(土) 同上

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

1月9日(火)
西病棟A3(脳)

会議室

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。

がん看護 A

日時

A 11月21日(火)
B 2月6日(火)
9：30-16：30

1月29日（月）
9：30-13：00

C 10月3日（火）
9：30-12：00

D 10月3日（火）
13：00-17：00

2月9日(金)
13：00-17：00

尾﨑直美◎
小山美樹

佐藤由紀子
高野綾子
寺田惟香

中別府多美得
服部雅美
花田正子
廣井陽子

松尾あゆみ
森奈々子
吉田有里
渡邉直美

日程CとDは同日に開催しますが、
申し込みは研修テーマ毎に別々
にお願い致します。
どちらか一つの申し込みも可能で
す。

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 1/11



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29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

1 15 8月31日(木)

2 25 9月19日(火)

3 15 10月16日(月)

4 25 11月20日(月)

5 15 12月18日(月)

6 25 1月15日(月)

7 12

8 12

9 12

10 14 8月18日(金)

11 14 10月13日(金)

12 14 12月22日(金)

未定

未定

未定

9月21日（木）

9月21・22日（木･金）

11月16･17日（木･金）

1月18日（木）

11月14日（火）

看護師のためのICLS講習会

＊時間は全日程17:30-20:30

症状別初期対応
　「患者が急変！その時あなた
はどうする？」

＊時間は全日程17:30-19:00

中村邦子◎
赤池麻奈美

1月18・19日（木･金）

10月19日（木）

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。

患者が急変した際に看護師としてとるべき
初期対応を、症状別に学びます。実際の場
面を設定し、臨床で活用できるようにするこ
とで急変が怖くなくなることを目指します。

9月19日（火）

1月23日（火）

12月21日（木）

11月16日（木）

救急看護 B

何度でも学べるBLS/AED

＊時間は全日程17:30-18:30

心停止発生時の基本である一時救命処置
（BLS/AED）を学べます。定期的な受講で、
常に自分のスキルとして身に付けておきま
しょう。

2月15日（木）

※平成29年9月
～平成30年1月
開催分すべて
8月31日(木)
締め切りで抽選
を行います。

「看護師のためのICLS講習
会」は先着順とはせず、部
署に偏りのないよう配慮し、
事務局で抽選を行った上で
受講者を決定します。
期日までにお申込みいただ
ければ、後日師長宛に抽選
結果をご連絡いたします。

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 2/11



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29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

1 20 8月28日(月) 未定

2 20 9月4日(月) 未定

3 20 9月16日(土) 未定

4 20 11月6日(月) 未定

1 高次脳機能障害の症状と看護 25 9月11日(月)
第1病棟3階
第1会議室

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
脳血管障害によって生じる
高次脳機能障害と看護

25 9月11日(月) 同上
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
大脳・神経疾患でみられる
精神症状（神経精神症状）の特徴

25 9月11日(月) 同上
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。

佐藤由紀子◎
茂木奈津
山内典子

12月7日（木）
18：00-19：30

高次脳機能障害看
護

10月17日（火）
18：00-19：30

知れば怖くない！脳神経基礎編

＊同一内容を年2回開催

10月11日（水）
10：00-12：00

10月5日(木)
18：00-19：30

急変時の観察　脳神経編

＊同一内容を年2回開催

意識状態・麻痺・瞳孔の観察方法がマス
ターできるように、演習を行います！脳神
経の基礎を学びましょう。

患者の状態がいつもと違う！どうしたらよい
か、学びます。脳神経病棟に勤務していな
い方、大歓迎です。

9月28日（木）
18：00-19：30

10月11日（水）
13：00-14：00

10月11日（水）
14：10-15：10

古川智美◎
茂木奈津

D

脳神経看護 C

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 3/11



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29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

1 腎代替療法勉強会 30 8月23日(水)
外来センター

地下1階会議室

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
ついてお話します。

2
血液透析（HD）勉強会

＊同一内容を年2回開催
25

①9月2日(土)
②1月12日(金)

同上
血液透析、シャント管理、透析中の注意点
などをお話します。透析室見学もします。
①②は同じ内容です。

3 腎臓移植勉強会 30 10月6日(金) 同上

腎臓移植の選択・免疫抑制剤・移植後の生
活についてお話します。移植看護のシリー
ズで生体腎移植、献腎移植の実際につい
てはお話しします。そちらも併せて参照くだ
さい。

4 腹膜透析（CAPD）勉強会 12 11月6日(月) 同上
腹膜透析のしくみ、種類、PDバッグ交換手
技についてお話します。実際のPDバッグ交
換を体験します。

1 インスリンを安全に取り扱おう 50 9月5日(火)
臨床講堂Ⅱ

(予定）
看護師がインスリンを安全に取り扱うため
の基本的な知識や技術が学べます。

2
おさえておきたい血糖降下薬の
基本

50 9月19日(火) 同上
血糖降下薬（経口薬・インスリン以外の注
射剤）の基本的知識が学べます。

3
おさえておきたいインスリン療法
の基本

50 10月10日(火) 同上
インスリンを自己管理していく上で患者自
身が知っておくべき知識や技術、インスリン
導入時の説明内容が学べます。

9月5日（火）
17：30-18：30

①10月3日（火）
②2月6日（火）
17：30-18：30

11月10日（金）
17：00-18：00

10月20日（金）
17：00-18：00

11月7日（火）
17：30-18：30

F糖尿病看護
土田由紀子◎

佐藤暁子

腎臓病看護

12月6日（水）
17：30-18：30

10月6日（金）
17：00-18：30

廣川牧子◎
岡部祥

E

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 4/11



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29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

1

呼吸のフィジカルアセスメント～
見えない病変部位を探る！！～

＊同一内容を年2回開催

30
①8月23日(水)
②8月25日(金)

未定
呼吸のフィジカルアセスメント技術を学びま
せんか？肺音シミュレーターを用いて聴取
能力を磨きます。

2

人工呼吸器セミナーベーシック
～これでバッチリ人工呼吸と
NPPV～

70 9月9日(土) 未定

人工呼吸器およびNPPV（非侵襲的陽圧換
気）装着中の患者ケアを行う上で欠かせな
い、生理的変化やモードについて理解を深
めます。今年度からNPPVも学べます。

3
人工呼吸器セミナーアドバンス
～あなたにもできる、一歩進んだ
呼吸ケア看護～

50 10月20日(金) 未定
人工呼吸の目的や評価の視点、人工呼吸
器装着中の看護を全人的苦痛の視点から
学びましょう。

4 血液ガス分析と酸塩基平衡 100 11月18日(土) 未定
超基本、基礎をわかりやすく説明します。
練習問題を通じて、アシデミア、アルカレミ
アを判別する力をつけましょう！

10月10日（火）
18：00-19：45

11月21日（火）
18：00-19：45

12月19日（火）
18：00-19：45

① 9月5日(火)
②9月26日(火)
18：00-19：45

加藤彩◎
相薗晴子
古川智美
茂木奈津

栗田直央子
竹添麻貴
嶋田正子

呼吸ケア看護 G

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 5/11
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平成29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

1
正常の心電図モニター
＜基礎編＞

100 未定
臨床講堂Ⅱ

(予定）

「洞調律」を制する者は不整脈を制する！正常が
わかれば異常がわかる！心電図モニターの基
礎を学び「洞調律＝サイナスリズム」の基礎を押
さえましょう!

2
心電図モニター読解
＜応用編Ⅰ＞

100 未定 同上

読めるナースはできるナース！Ⅰは不整脈基礎
編。正常とどこが違う？不整脈の判読ポイントを
学び、異常の早期発見・対処の方法を学びましょ
う!

3
心電図モニター読解
＜応用編Ⅱ＞

100 未定 同上

読めるナースはできるナース！Ⅱは不整脈応用
編。不整脈の判読にチャレンジ！！実際に動く
心電図波形を読み取り、明日から使えるスキル
を身につけましょう！

4 循環のフィジカルアセスメント 60 未定 同上

血圧が変動する仕組みや原因から、生命の危機
状態につながるショックについて事例を通して学
びます。循環のフィジカルアセスメントを深めて、
急変の予測に役立てましょう。

5 心不全の基礎知識 60 未定 同上

心不全を抱える患者の看護で戸惑ったことはあ
りませんか？心不全症状や心不全増悪時の看
護のポイントなど、明日から活かせる知識を一緒
に学び、この機会に苦手意識を克服しましょう！

6 心不全患者の緩和ケア 60 未定 同上
心不全患者の全人的苦痛・緩和ケアについて事
例を通して学び、日頃の悩みを解決していく糸口
を見つけましょう。

7
VAD　看護の実際
＜基礎編＞

50 未定 同上

補助人工心臓って聞くだけでハードルが上がっ
ていませんか？人工心臓治療は今後さらに一般
的な治療になります。人工心臓看護の基礎を学
びましょう。（循環器内科・他領域看護師向け）

8
VAD　看護の実際
＜実践編＞

20 未定 同上

どんな患者を看護するの？通常の看護と何が違
うの？実際の補助人工心臓が見てみたい！など
皆様のご希望にもお答えします（循環器内科・他
領域看護師向け）

1月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

2月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

嶋田正子◎
若林留美
山中源治
石森千絵

H

12月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

9月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

10月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

10月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

循環器看護

10月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

11月(日程未定)
18：00-19：45

※7月末～8月中旬頃
確定予定

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 6/11



女性医療人キャリア形成センター
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平成29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

1 退院支援基礎研修
60人
程度

8月23日(水)
外来センター5階

大会議室

退院支援に必要な情報収集・アセスメント
方法を学びながら、当院の目指す退院支
援プロセスを習得します。

2 退院支援応用研修
60人
程度

8月23日(水) 同上
意思決定支援、多職種連携など、退院支援
に必要な能力について学びます。
参加型講義を予定しています。

3 マネージメント研修
60人
程度

8月23日(水) 同上
グループワークを通して、自部署で実施で
きる退院支援や目標を検討していきます。

老年看護
原沢のぞみ◎

三村千弦
J 1

認知症ケアを知る
～その人らしさをとらえたケア～

＊最少催行人数10名

50 10月19日(木)
臨床講堂Ⅱ

(予定）

認知症の病態を学び、その人らしさを捉え
た認知症ケアの理解と、家族支援の実践
への応用を目指します。

1
周術期看護
術前術後の看護に活かす！！

50 8月14日(月) 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、手術の流れについて理解
し、周術期における患者の看護に活かして
みませんか？

2
周術期看護
手術見学から学ぶ実践強化

6 8月14日(月) 中央手術室
手術見学を通して、手術患者看護に活かし
てみませんか？麻酔導入から手術終了、
退室までの一連を見学します。

3
周術期看護
手術見学から学ぶ実践強化

6 8月14日(月) 同上
手術見学を通して、手術患者看護に活かし
てみませんか？麻酔導入から手術終了、
退室までの一連を見学します。

4
周術期看護
手術見学から学ぶ実践強化

6 8月14日(月) 同上
手術見学を通して、手術患者看護に活かし
てみませんか？麻酔導入から手術終了、
退室までの一連を見学します。

K手術看護領域

荒木田真子◎
森舞

高橋典子
山口紀子

8月19日(土)
10：00-12：00

8月22日（火）
8：15-15：30

1月11日（木）
17：30-19：00

11月20日(月)
9：00-12：00

10月4日（水）
9：00-12：00

8月23日（水）
8：15-15：30

8月21日（月）
8：15-15：30

藤井淳子◎
社会支援部
坂井志麻

I

9月13日（水）
9：00-12：00

退院支援

①②③全ての参加が

必須です。申し込みは

①の前の1回のみ。

K１「周術期看護 術前
術後の看護に活か
す！！」を受講してい
ることが参加条件です。

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 7/11
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平成29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

8月26日(土) 未定

8月23日(水)
八千代医療センター

大会議室

8月26日(土) 未定

8月23日(水)
八千代医療センター

大会議室

10月7日(土) 未定

10月10日(火)
東医療センター
医局棟大会議室

10月10日(火)
八千代医療センター

大会議室

4

リエゾン精神看護
看護に役立つ心理療法

＊最少催行人数10名

50 10月7日(土) 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？

1

L

2

リエゾン精神看護

安田妙子◎
末益朝衣子

異儀田はづき
飯塚あつ子
三村千弦
山崎千草
渡邉直美
山内典子
小泉雅子

原沢のぞみ

【本院】
9月27日(水)
9：00-12：00

【八千代医療センター】
9月8日（金）
9：00-12：00

【八千代医療センター】
10月4日(水)
9：00-13：00

各部署で遭遇したせん妄事例を皆で持ち
寄り、講義で学んだ知識を基にじっくりと検
討します。各専門領域のファシリテーターが
入り、日頃の疑問が解決されるよう企画し
ています。新たに対応の難しい場面を取り
上げ、ロールプレイも行います。対応に今
一つ自信が持てない方、さらに磨きをかけ
たい方、一緒に学びましょう！

【本院】
10月18日(水)
9：00-13：00

せん妄は急性の脳機能不全です。事前に
せん妄の危険性がわかれば・・・その見極
めポイントや介入のタイミング、ケアの視点
がきっと明日から深まります。多彩な講師
陣によるオムニバス形式で、幅広く学びま
しょう。

リエゾン精神看護
せん妄ケアⅠ（講義）

＊2部構成になっておりますので
Ⅰ・Ⅱ両方の参加をお願いします

＊最少催行人数10名

11月8日（水）
10：00-11：00

【本院】
11月8日（水）
9：00-9：50

【八千代医療センター】
11月10日（金）
10：00-10：50

50

リエゾン精神看護
せん妄ケアⅡ（事例）

＊2部構成になっておりますので
Ⅰ・Ⅱ両方の参加をお願いします

＊最少催行人数10名

50

3

精神状態のアセスメント
一般的な精神ケア

＊最少催行人数10名

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。

50
【東医療センター】

11月10日（金）
10：00-10：50

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 8/11
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 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

10月7日(土) 未定

10月10日(火)
東医療センター
医局棟大会議室

10月10日(火)
八千代医療センター

大会議室

10月7日(土) 未定

10月10日(火)
東医療センター
医局棟大会議室

10月10日(火)
八千代医療センター

大会議室

10月7日(土) 未定

10月10日(火)
八千代医療センター

大会議室

リエゾン精神看護 L

【本院】
11月8日（水）
11：10-12：10

【本院】
11月8日（水）
13：30-14：45

【東医療センター】
11月10日（金）
11：00-11：50

【八千代医療センター】
11月10日（金）
14：40-15：40

【八千代医療センター】
11月10日（金）
11：00-12：00

安田妙子◎
末益朝衣子

異儀田はづき
飯塚あつ子
三村千弦
山崎千草
渡邉直美
山内典子
小泉雅子

原沢のぞみ

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。

【東医療センター】
11月10日（金）
13：00-13：50

5

リエゾン精神看護
不安・抑うつの理解

＊最少催行人数10名
50

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。

【八千代医療センター】
11月10日（金）
13：15-14：30

6

リエゾン精神看護
怒りを呈する患者の理解

＊最少催行人数10名

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。

50

【本院】
11月8日（水）
15：00-16：00リエゾン精神看護

精神領域の薬を知ろう

＊最少催行人数10名

7 50

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 9/11
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専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

1
移植看護　総論

＊最少催行人数5名
50 8月23日(水) 未定

臓器提供をする側（ドナー）、受ける側（レシ
ピエント）を含め、移植医療の基礎について
学びましょう。

2

脳死・心停止下臓器提供につい
て

＊最少催行人数5名

50 8月26日(土) 未定
脳死下、心停止下臓器提供とはどのような
ものか、実際に希望があった場合の対応等
について一緒に学びましょう。

3
組織提供（角膜）について

＊最少催行人数5名
50 8月26日(土) 未定

組織提供とはどのようなものか、組織提供
の希望があった場合の対応について一緒
に学びましょう。

4
心臓移植の実際

＊最少催行人数5名
50 9月4日(月) 未定

当院では2015年12月までに19例の心臓移
植が行われています。登録から待機、人工
心臓管理、移植の実際を学びましょう。

5
膵臓移植の実際

＊最少催行人数5名
50 11月6日(月) 未定

膵腎同時移植、腎移植後膵移植、膵単独
移植の違い、登録手順、待機中の管理、問
題点などを学びましょう。

6
肝臓移植の実際

＊最少催行人数5名
50 10月7日(土) 未定

当院の肝臓移植は20例/年程度行われて
います。ドナー選択、配慮、移植後管理の
ポイントを学びましょう。

7
生体腎移植の実際

＊最少催行人数5名
50 9月5日(火) 未定

健康な人から臓器を摘出して行われるため
の問題点を事例から学んでみましょう。

8
献腎移植の実際

＊最少催行人数5名
50 10月10日(火) 未定

平均待機年数14-15年 登録の意義、待機
中の管理、現在のレシピエント選択基準の
問題点を学びましょう。

9月20日（水）
17：30-18：30

10月6日（金）
17：30-18：30

11月8日（水）
17：30-18：30

11月10日（金）
17：30-18：30

9月27日（水）
17：30-18：45

10月10日(火)
17：30-18：30

12月6日（水）
17：30-18：30

移植看護

山﨑千草◎
遠藤奈津美

岡部祥
佐々木愛
松村里美
山科咲智

M

9月27日（水）
18：45-19：15

2～3は同日開催、申込

は研修毎となります。

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 10/11



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29年度 看護専門領域スキルアップ研修 年間一覧表 【院内】
《8/7(月)より受付を開始します》

 2017/7/20作成

専門領域 担当者
◎研修代表者

記
号

番
号

研修名 定員 受付締切 場所 目的（内容）日時

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

4

褥瘡勉強会Ⅳ
褥瘡ケアの実際

＊最少催行人数10名

20 1月6日(土)
外来センター

地下1階会議室

全身的・局所的な褥瘡管理を行えるよう、
事例をもとにグループワークで褥瘡のケア
の実際を学びましょう。

5

新生児期～小児のベーシックな
スキンケア

＊最少催行人数10名

50 9月4日(月) 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。

6

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
＊最少催行人数10名

20 8月12日(土) 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。

7

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
＊最少催行人数10名

50 9月4日(月) 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。

8

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
＊最少催行人数10名

50 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。

皮膚・排泄ケア

下村貴司◎
末永きよみ
花田正子
児玉操

東医療
センター：
石井佳子

　
八千代医療
センター：
渡邊朋子

工藤みゆき

1

10月5日（木)
17:00～18:30

10月～11月(日程未定)
17：00-18：30

※10月～11月に
3回開催予定

2

褥瘡勉強会Ⅱ
皮膚の解剖生理を学び創傷治
癒過程を知る

＊同一内容を3回開催
＊時間は全日程17：00-18：30
＊最少催行人数10名

褥瘡勉強会Ⅰ
褥瘡を予防できるナースになろう！

＊同一内容を3回開催
＊時間は全日程17：00-18：30
＊最少催行人数10名

N

12月(日程未定)

褥瘡を保有する患者に正しい知識と技術を
もってケアができるように、創傷被覆剤と軟
膏について知識を深めましょう。

9月13日（水）
17:00～18:30

3

9月(日程未定)
17：00-18：30

※9月に3回開催予定

10月4日(水)
18:00～19:30

褥瘡勉強会Ⅲ
創傷被覆剤と軟膏の種類と使い
分けのポイント

＊同一内容を3回開催
＊時間は全日程17：00-18：30
＊最少催行人数10名

100

褥瘡予防の必要性を理解し、発生機序と明
日から活かせる具体的な予防策を学びま
しょう。

9月(日程未定)
17：00-18：30

※9月に3回開催予定

未定
症例を通してDESIGN-Rを学んでみません
か？皮膚の解剖生理を学び創傷治癒過程
を知ればきっと興味が持てると思います。

未定

未定

2月7日（水）
17:00～18:30

100

100

■定員に達し次第、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、その場合は各申請者にご連絡いたします。
■会場変更が生じる可能性があるため、参加される方は必ず研修前にホームページにて最新情報(日時と会場)をご確認ください。
■やむを得ない事情によるキャンセルは、師長経由で10日前までに事務局に連絡する。（研修当日の連絡は本要綱の各ページを参照の上、直接担当者宛にすること） 11/11



平成29年 平成30年

1火 1金 1日 1水 1金 1月 1木

2水 2土 2月 2木 2土 2火 2金

3木 3日 3火 A3,A4,E2 3金 3日 3水 3土

4金 4月 4水
I2,N5
L2(八千代)

4土 4月 4木 4日

5土 5火 E1,G1 5木 C2,N7 5日 5火 5金 5月

6日 6水 6金 F1,M7 6月 6水 E4,M5 6土 6火 A1,E2

7月 7木 7土 7火 E3 7木 C4 7日 7水 N4

8火 8金 L1(八千代） 8日 8水 本院:L3,L4,L5,L6,L7,M6 8金 8月 8木

9水 9土 9月 9木 9土 9火 9金 A5

10木 10日 10火 G2,M4 10金

本院：F3,M8
八千代：L3,L5,L6,L7
東：L3,L5,L6

10日 10水 10土

11金 11月 11水 D1,D2,D3 11土 11月 11木 I3 11日

12土 12火 12木 12日 12火 12金 12月

13日 13水 I1,N6 13金 13月 13水 13土 13火

14月 14木 14土 14火 B11 14木 14日 14水

15火 15金 15日 15水 15金 15月 15木 B6

16水 16土 16月 16木 B3,B8 16土 16火 16金

17木 17日 17火 C3 17金 B8 17日 17水 17土

18金 18月 18水 L2(本院) 18土 18月 18木 B5,B9 18日

19土 K1 19火 B10 19木 B2 19日 19火 G4 19金 B9 19月

20日 20水 M1 20金 F2 20月 J1 20水 20土 20火

21月 K2 21木 B1,B7 21土 21火 A1,G3 21木 B4 21日 21水

22火 K3 22金 B7 22日 22水 22金 22月 22木

23水 K4 23土 23月 23木 23土 23火 B12 23金

24木 24日 24火 24金 24日 24水 24土

25金 25月 25水 25土 25月 25木 25日

26土 26火 G1 26木 26日 26火 26金 26月

27日 27水
M2,M3
L1(本院)

27金 27月 27水 27土 27火

28月 28木 C1 28土 28火 28木 28日 27水

29火 29金 29日 29水 29金 29月 A2

30水 30土 30月 30木 30土 30火

31木 31火 31日 31水

看護職キャリア開発支援部門　2017/7/20

平成29年度カレンダー（看護スキルアップ研修年間一覧表）　 (院内版）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月



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

段階の定
義と構成

指導や助言を得ながら看護活動
ができるもの

自立して看護活動ができるもの
リーダーシップを発揮しながら看護活動を
行いスタッフの指導にもかかわれるもの

自部署にとどまらず看護部門に影響
を及ぼしながら医療の質向上をもたらす

看護活動を行うもの

糖尿
病
看護

がん
看護

救急
看護

脳神
経
看護

呼吸
ケア
看護

循環
器
看護

がん看護（2回）
がん看護概論

包括的症状マネジメント

がん放射線療法看護

がん患者の心理支援（1回）

入門コース

がん化学療法看護（1回）パワーアップコース

がん放射線療法看護（1回）

がん化学療法看護（1回）

呼吸のフィジカルアセスメント（2回）
見えない病変部位を探る！！

人工呼吸器セミナーベーシック（1回）
これでバッチリ人工呼吸と非侵襲的陽圧換気法（NPPV）

血液ガス分析と酸塩基平衡 基礎編（1回）

人工呼吸器セミナーアドバンス （1回）
あなたにもできる、一歩進んだ呼吸ケア看護

知れば怖くない！脳神経基礎編（2回）
意識状態・麻痺・瞳孔の観察方法をマスターしよう

急変時の観察 脳神経編（2回）
患者さんの状態が普段と違う⁉その時あなたは何を観察する？

脳血管障害によって生じる高次脳機能障害と看護（1回）

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）

基礎コース

何度でも学べるＢＬＳ・ＡＥＤ（6回）

看護師のためのＩＣＬＳ講習会（3回）

症状別初期対応（3回）

おさえておきたい血糖降下薬の基本（１回）

おさえておきたいインスリン療法の基本（１回）

インスリンを安全に取り扱おう（１回）

高次脳機能障害の症状と看護（1回）

応用コース

心電図モニター講座 応用編Ⅰ（1回）
読めるナースはできるナース！不整脈基礎編

心電図モニター講座 応用編Ⅱ（1回）
読めるナースはできるナース！不整脈判読編

心電図モニター講座 基礎編（1回）
～「サイナスリズム」を制する者は不整脈を制する～

『循環のフィジカルアセスメント』（1回）
急変には必ず前兆がある！

心不全の基礎知識（1回）

心不全患者の緩和ケア（1回）

補助人工心臓患者の看護 基礎編（1回）

補助人工心臓患者の看護 実践編（1回）

基礎コース

基礎コース



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

段階の定
義と構成

指導や助言を得ながら看護活動
ができるもの

自立して看護活動ができるもの
リーダーシップを発揮しながら看護活動を
行いスタッフの指導にもかかわれるもの

自部署にとどまらず看護部門に影響
を及ぼしながら医療の質向上をもたらす

看護活動を行うもの

退院
支援

老年
看護

腎臓
病
看護

手術
看護

ﾘｴｿﾞ
ﾝ
精神
看護

移植
看護

皮膚・
排泄
ケア

移植看護総論（1回）

脳死下・心停止下臓器提供について（1回）

組織提供（角膜）について（1回）

生体腎移植の実際（1回）

膵臓移植の実際（1回）

心臓移植の実際（1回）

肝臓移植の実際（1回）

献腎移植の実際（1回）

血液透析勉強会 （同内容２回） 各論

腎代替療法勉強会 （1回） 総論

腹膜透析 勉強会（１回） 各論

腎移植勉強会 （1回） 各論

※ 各論ではそれぞれの療法を詳しく説明します

ストーマケアⅡ （1回）
ストーマ周囲皮膚のケア、ストーマ用品概要

褥瘡管理Ⅲ（3回）
創傷被覆材と軟膏の種類と使い分けのポイント

褥瘡管理Ⅱ（3回）
創傷治癒過程と褥瘡の深達度

ストーマケアⅠ （1回）
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ｸﾞ

褥瘡管理Ⅰ （3回）
褥瘡を予防できるナースになろう

ストーマケアⅢ（1回）
ストーマ造設法・合併症・そのケアの方法

褥瘡管理Ⅳ（１回）
褥瘡ケアの実際

新生児期～小児のベーシックなスキンケア （1回）

周術期看護レベルアップ（1回）
術前術後の看護に活かす！！

周術期看護レベルアップ （同内容3回）
手術見学から学ぶ実践強化

退院支援 （全3回）

認知症ケアを知る（1回）
～その人らしさをとらえたケア～

明日につながる！せん妄ケアⅠ・Ⅱ（1回）＊本院・八千代のみ

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（1回）

対応が難しい患者のこころの理解（1回）
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（1回）

精神領域の薬を知ろう（1回） ＊本院・八千代のみ



A-1 
 

＜入門コース＞ がん看護  

 

【連絡先】 森 奈々子（内線：29150） 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知ることができる 
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： クリニカルラダーⅠ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 29 年 11 月 21 日（火） 9：30～16：30 

日程 B 平成 30 年 2 月 6 日（火） 9:30～16:30 

・場所：南病棟会議室 

・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  高野綾子、吉田有里、廣井陽子 

        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？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、ポート管理) 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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〈入門コース〉 がん患者の心理的支援 

 
【連絡先】 小山美樹（20951） がん看護領域 

 

【一般目標】 
がんの告知や治療経過で体験する患者・家族の心理状態を理解し、コミュニケーションの 

重要性と方法について (知識、態度、スキル) 理解が深まる 
【行動目標】 

1) がん患者が体験するストレスや危機についてわかる 
2) 家族の一員ががんサバイバーになることで、他の家族員に及ぼす影響についてわかる

3) がん患者・家族の喪失・非嘆・抑うつ・不安・死別についてわかる 
4) 患者・家族のケアにおけるコミュニケーションの重要性がわかる 
5) 基本的な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 (最少催行人数：6 人、最大人数 20 人) 
・受講の条件： 日頃からがん患者や家族とのコミュニケーションに関心のある方 
・該当するクリニカルラダー： Ⅰレベル以上 
 

【研修形式】 
講義、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 1 月 29 日(月） 9:30～13:00 

・場所：第 1 病棟 3 階第 4 会議室  

・講師・ファシリテーター名： 渡邉直美、佐藤由紀子、小山美樹 (がん看護専門看護師) 
藤井淳子 (家族支援専門看護師) 

・具体的な学習項目： 
1) 講義：心理状態、家族看護、コミュニケーション概論 
2) ロールプレイ：受講者が看護師役・患者役となって臨床場面を想定し、講義で学んだ

コミュニケーションスキルを活かした患者の思いの引き出し方を体験する 
 

【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) 
 

【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。 



A-3 
 

。 

 

＜基礎コース＞ がん放射線療法看護 

 

【連絡先】 尾﨑 直美（PHS：28950） 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 

・主な対象は 2 年目以上の看護師 

・該当するクリニカルラダーⅡ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 29 年 10 月 3 日（火） 9:30～12:00 
・場所：南病棟会議室 
・講師： がん放射線療法看護認定看護師  尾﨑 直美 

 

・具体的な学習内容 

1） 治療の意思決定支援 
2) 化学放射線療法看護 

3) 骨転移における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 



A-4 
 

 

＜基礎コース＞ がん化学療法看護 

 

【連絡先】 中別府 多美得 (PHS：29295)  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 (有害事象共通用語規準) 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 (最少催行人数 5 人)  
・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：有害事象共通用語規準を用いた演習) 
 
【研修スケジュール】  

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 10 月 3 日（火） 13:00～17:00 
・場所：南病棟会議室  
・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、 

がん看護専門看護師 花田正子 
・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 



A-5 
 

 

＜パワーアップコース＞ がん化学療法看護 

 

【連絡先】 中別府 多美得 (PHS：29295)  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 (最少催行人数 5 人)  
・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 30 年 2 月 9 日（金） 13:00～17:00 
・場所：西病棟 A3（脳）会議室 
・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 
  



B1～6 
 

 

何度でも学べる BLS/AED 

 
【連絡先】 中村 邦子 (PHS：29181) 救急看護領域 

 

【一般目標】 

一次救命処置について実技演習し、臨床現場の急変時にも対応できるようになることを目指す 

 

【行動目標】 

1) 一次救命処置を開始する状態を評価、判断できる 

2) 良質な胸骨圧迫ができる 

3) AED を迅速かつ安全に使用できる 

 

【受講者】 

・定員人数：25 名(奇数月は 15 名、最低催行人数 3 名) 
・受講の条件：学内テキストを復習して研修に臨める者 

・該当するクリニカルラダー：Ⅰレベル以上 

 

【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：平成 29 年 9 月 21 日(木)、10 月 19 日(木)、11 月 16 日(木)、12 月 21 日(木) 
平成 30 年 1 月 18 日(木) 、2 月 15 日(木) 

・時間：17：30～18：30 

・場所：未定 

・講師名：中村邦子(救急看護認定看護師)  

      他、学内インストラクター及び日本救急医学会認定 ICLS インストラクター 

・具体的な学習項目：実技を実践し評価表に基づき手技を確認する 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・事前学習：学内テキスト(2015 ガイドライン対応、2017 改訂版)を熟読し、イメージトレーニング 

をして参加する 

・服装：制服・私服は問わないが、動きやすい格好で参加する 

(胸の大きく開いたものや、ヒールの高い靴、ミニスカート・ショートパンツなどは控える) 
 

【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。 

・BLS/AED スキル評価表において受講生全員が合格する 

 



B7～9 
 

 

看護師のための ICLS 講習会 

 
【連絡先】 中村 邦子 (PHS：29181)  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：12 名以内(学会認定コースであるため、厳守、最低催行人数 4 名) 
・受講の条件：第 3(木) (金)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：平成29 年9 月21･22 日(木･金)、11 月16･17 日(木･金)、平成30 年1 月18･19 日(木・金) 
・時間：17：30～20：30 

・場所：未定 

・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 



B10～12 
 

症状別初期対応 

 

【連絡先】 中村 邦子 (PHS：29181) 救急看護領域 

 

【一般目標】 

患者急変時に看護師として実践すべき行動を体験し、日々急変のリスクを抱えた患者の看護が不

安なく実践できること、起こってしまった急変時に患者への襲浸が最小限に管理できることを目指

す 

 

【行動目標】 

1) ミニ講義により、急変時の基本概念である A(気道)B(呼吸)C(循環)についての知識が習得でき

る 

2) A(気道)B(呼吸)C(循環)の評価と、必要に応じた応援要請ができる 

3) 患者が呈する症状に対し、状況をアセスメントすることの必要性が理解できる 

 

【受講者】 

・定員人数：14 名(最少催行人数：3 名) 
・受講の条件：急変時対応について興味・関心がある者 
・クリニカルラダー：レベルⅡ以上 

 

【研修形式】 

・ミニ講義およびシミュレーション体験学習 
 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日：平成 29 年 9 月 19 日(火)、11 月 14 日(火)、平成 30 年 1 月 23 日(火) 
・時間：17：30～19：00 
・場所：未定 

・講師名：中村邦子(救急看護認定看護師)  
赤池麻奈美(救急看護認定看護師)  

・具体的な学習項目： 

講義：急変時の基本概念である A(気道)B(呼吸)C(循環)や急変対応するために必要な知識を、

根拠を含めて説明する 

シミュレーション体験学習：実際の急変場面を提示し、初期対応を体験する 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・制服・私服は問わないが、動きやすい服装で参加する 

(ヒールの高い靴・ミニスカート・ショートパンツ・胸もとの大きく開いた服装は控える) 
 

【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 



C1,C2 
 

知れば怖くない！脳神経 基礎編 

～意識状態・麻痺・瞳孔の観察方法をマスターしよう～ 

 

【連絡先】 古川 智美 (内線：25251~25252) 脳神経看護領域 
 

【一般目標】 
基本的な脳神経の解剖生理を学び、意識状態と麻痺、瞳孔を正しく観察することができる 

 
【行動目標】 
 1) 講義を通して、脳の機能と脳神経の働き、脳神経フィジカルイグザミネーションを学ぶ 
 2) 演習を通してフィジカルアセスメント(瞳孔の見方、意識・麻痺の見方、脳神経症状)を体験する 
 
【受講者】 

・定員人数：20 名(最少人数 5 名) 
・受講の条件：脳神経フィジカルイグザミネーションを学びたい人、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】 ※ 同一内容を 2 回開催 

・開催日時、曜日、時間：①平成 29 年 9 月 28 日(木) 18：00～19：30 

②平成 29 年 10 月 5 日(木) 18：00～19：30 

・場所：未定 

・講師名: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) 

・具体的な学習項目： 
脳の機能と脳神経の働き、脳神経フィジカルイグザミネーション 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

ペンライト、瞳孔形を持参してください 
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 
 

 



C3,C4 
 

急変時の観察 脳神経編 

～患者さんの状態が普段と違う⁉その時あなたは何を観察する？～ 

 

【連絡先】 古川 智美 (内線：25251~25252) 脳神経看護領域 
 

【一般目標】 
患者さんのいつもと様子が違う・・・。こんな時、脳出血や脳梗塞など脳の疾患が原因かもしれませ

ん。そんな時、いち早く、経時的に何を観察したらいいか、ポイントを押さえて学びます。 
 
【行動目標】 
 1) 講義を通して、脳の機能について学ぶ 
 2) 脳卒中(脳出血や脳梗塞)、転倒転落などによる頭部外傷などで生じる急変のメカニズムに 
   ついて学ぶ 
 3) 事例を通して急変時の脳神経フィジカルイグザミネーションとアセスメントを学ぶ 
 
【受講者】 

・定員人数：20 名(最少人数 5 名) 
・受講の条件：脳神経フィジカルイグザミネーションを学びたい人、興味がある人 
・該当するクリニカルラダー：Ⅱ以上 

 
【研修形式】  

講義および演習 
 
【研修スケジュール】 ※ 同一内容を 2 回開催 

・開催日時、曜日、時間：①平成 29 年 10 月 17 日(火) 18：00～19：30 

②平成 29 年 12 月 7 日(木) 18：00～19：30 

・場所： 未定 

・講師名: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) 

・具体的な学習項目： 
脳の機能と脳神経の働き、脳神経フィジカルイグザミネーション 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

ペンライト、瞳孔形を持参してください 
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 



D-1～3 

 

高次脳機能障害看護 

 

【連絡先】佐藤由紀子(PHS：28931)・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：25 名、(最少催行人数 10 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：平成 29 年 10 月 11 日(水)  

①10：00～12：00 ②13：00～14：00 ③14：10～15：10 

・場所：第１病棟３階第１会議室 

①佐藤 由紀子(がん看護専門看護師) 
「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) 

「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) 

「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。 



E1～4 

 

 

腎臓病(CKD)看護勉強会 
 

【連絡先】 岡部 祥 （PHS：28973） 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：12～30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：限定しない 
 

【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】 

・開催時間：17：30～18：30 

・場所：外来センター地下 1階会議室  

・講師名：岡部祥、廣川牧子 

・具体的な学習項目： 

 学習項目 日程 時間 定員 

腎代替療法勉強会 腎代替療法について 9月 5日（火） 講義50分 30名 

血液透析勉強会 

(同内容を 2回開催) 

血液透析のしくみ、シャント

管理、透析中の注意点 

① 10月 3日（火） 

② 2月 6日（火） 

講義40分 

+透析室見学10分 

25名 

腎移植勉強会 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 

11月 7日（火） 講義50分 30名 

腹膜透析勉強会 * 

 

腹膜透析のしくみ、種類、

PDバッグ交換手技 

12月 6日（水） 講義25分 

+実技25分 

12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 
 



F-1 
 

 

 

インスリンを安全に取り扱おう 

 

【連絡先】 土田 由紀子 (PHS：29183) 糖尿病看護 

 

【一般目標】 

看護師がインスリン製剤を安全に取り扱うための知識と技術を習得する 

 

【行動目標】 

1) ハイリスク薬であるインスリンの特徴や取扱方法を知る 
2） インスリンの種類と作用時間の違いについて知る 

3) インスリン器具の取り扱い方法が分かる 

4) 食待ち検査時の注意点が分かる 

5) インスリン療法開始時における患者への指導内容が分かる 
6) インスリン療法で生じやすいインシデント・アクシデントについて分かる 

 

【受講者】 

・定員人数  50 名 

・受講の条件 インスリンを取り扱うことがある看護師、テーマに興味がある看護師 

・クリニカルラダーは、全てのレベルにおいて受講可能 

 

【研修形式】 

・講義 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 10 月 6 日(金) 17：00～18：30 

・場所：臨床講堂Ⅱ（予定） 

・講師名 土田 由紀子 佐藤 暁子 

 

・具体的な学習項目 

部署内で、看護師がインスリンを安全に取り扱うための知識、インスリンの種類と作用時間、イン

スリン導入患者への説明ポイント、食待ち検査時の対応、インスリン療法に関連したインシデン

ト・アクシデントについて学習する。 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・事前学習 特になし 

・服装 白衣、私服どちらも可 

 

【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。 



F-2 
 

おさえておきたい血糖降下薬の基本 

 

【連絡先】 土田 由紀子 (PHS：29183) 糖尿病看護 

 

【一般目標】 

糖尿病薬を安全に取り扱うための知識を習得する 

 

【行動目標】 

1) 血糖降下薬(経口薬、インスリン以外の注射剤)の作用の特徴を知る 

2) 糖尿病薬開始時における患者への指導内容が分かる 

3) 糖尿病降下薬使用患者の検査前後の注意点が分かる 

 

【受講者】 

・定員人数  50 名 

・受講の条件 糖尿病薬を取り扱うことがある看護師、テーマに興味がある看護師 

・クリニカルラダーは、全てのレベルにおいて受講可能 

 

【研修形式】 

・講義 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 10 月 20 日(金) 17：00～18：00  

・場所：臨床講堂Ⅱ（予定） 

・講師名 土田 由紀子 佐藤 暁子 

 

・具体的な学習項目 

糖尿病薬それぞれの特徴や使用時の注意点、患者への説明ポイント、糖尿病薬使用患者が検

査を受ける際の注意点を学習する。 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・事前学習 特になし 

・服装 白衣、私服どちらも可 

 

【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。 



F-3 
 

おさえておきたいインスリン療法の基本 

 

【連絡先】 土田 由紀子 (PHS：29183) 糖尿病看護 

 

【一般目標】 

患者がインスリンを自己管理していく上で必要な知識や技術にはどのようなものがあるか理解する 

 

【行動目標】 

1) インスリンの種類、作用時間に合わせた注射時間が分かる 

2) インスリン注入器具の正しい使い方が分かる 
3) 低血糖および高血糖症状と対処方法が分かる 
4) 血糖測定のタイミングについて知る 

5) インスリン療法開始時における患者への指導内容が分かる 
6) インスリンに関する患者が起こしやすいインシデント・アクシデントについて知る 

 

 

【受講者】 

・定員人数  50 名 

・受講の条件 糖尿病患者の看護を行っている看護師、インスリン使用患者の教育に興味がある

看護師 

・クリニカルラダーは、全てのレベルにおいて受講可能 

 

【研修形式】 

・講義 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 11 月 10 日(金) 17：00～18：00  
・場所：臨床講堂Ⅱ（予定） 

・講師名 土田 由紀子 佐藤 暁子 

 

・具体的な学習項目 

   インスリンを自己管理していく上で患者自身が習得しておくべき知識や技術について、看護師

が指導する上での注意点を学習する。また、インスリン使用患者が患者要因で起こしやすいイ

ンシデント・アクシデントを学習する。 

 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・事前学習 特になし 

・服装 白衣、私服どちらも可 

 

【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。 



G-1 
 

呼吸フィジカルアセスメント 

～見えない病変部位を探る！！～ 

             

【連絡先】 相園晴子 (内線：36151) 呼吸ケアサポートチーム(RST) 
 
【一般目標】 

呼吸のフィジカルアセスメントを学ぶことで、呼吸ケアを深めることができる  
 
【行動目標】 

1) 呼吸に関する解剖から具体的なフィジカルアセスメント方法を理解できる 
2) 演習を通して、5 つのフィジカルアセスメント方法を学ぶことができる 

 
【受講者】 

・定員人数： 30 名 
・受講の条件： 呼吸フィジカルアセスメントについての知識を深めたい方 
・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】 ※ 同一内容を 2 回開催 

・開催日時、曜日、時間：①平成 29 年 9 月 5 日(火） 18:00～19:45 
   ②平成 29 年 9 月 26 日(火） 18:00～19:45 

・場所： 未定 
・講師： 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)、加藤彩 (慢性呼吸

器疾患看護認定看護師)、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) 

・具体的な学習項目： 
   講義：呼吸ケアフィジカルアセスメントについて  
   演習：呼吸音を実際に聴取して、副雑音の違いを理解する 
        実際にフィジカルアセスメントを行う 
 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・聴診器、筆記用具を持参してください 
・ベッドを使用した実習を行いますので、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の主観的評価により受講生 70%以上が「理解できた」・「できた」と評価する 



G-2 
 

人工呼吸器セミナー ベーシックコース 

～これでバッチリ 人工呼吸と NPPV～ 

 

【連絡先】 相園晴子 (内線：36151) 呼吸ケアサポートチーム(RST) 
 

【一般目標】 

人工呼吸管理を理解するための基本的な知識を身につける 

 

【行動目標】 

 1) 呼吸のメカニズムについて理解できる 

 2) 人工呼吸と非侵襲的陽圧換気法 (NPPV)の適応について理解できる 

 3) 人工呼吸の生理的変化について理解できる 

 4) 基本的な人工呼吸器・NPPV のモード (VCV、PCV 含む)、PS、PEEP について理解できる 

 5) 人工呼吸器・NPPV 装着患者の看護について理解できる 
 

【受講者】 

・定員人数： 70 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 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 10 月 10 日(火） 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) 
・具体的な学習項目：研修内容 

 1) 換気・ガス交換のメカニズム 

2) 人工呼吸と NPPV の適応について (呼吸不全の病態生理含む) 
3) 人工呼吸の生理的変化について 

4) 基本的な人工呼吸器・NPPV のモード、PS、PEEP について 

5) 人工呼吸器・NPPV 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 



G-3 
 

人工呼吸器セミナー アドバンスコース 

～あなたにもできる、一歩進んだ呼吸ケア看護～ 

 
【連絡先】 相園晴子 (内線：36151) 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身につけ、人工呼吸器装着患者の評価視点と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) 人工呼吸が必要となる状態と評価 (酸素化、換気、呼吸仕事量) の方法について理解できる 

 4) 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 
 

【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、人工呼吸ベーシックを受講した方 

・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 29 年 11 月 21 日(火） 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) 

・具体的な学習項目： 

研修内容 

 1) 基本的な人工呼吸モード・条件設定の意味について復習する 

2) 人工呼吸におけるアラームの種類と対応について 

3) 人工呼吸が必要となる状態と評価(酸素化、換気、呼吸仕事量)の方法について 

4) 人工呼吸器装着患者の全人的苦痛と看護について理解する 

   

【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 



G-4 
 

血液ガス分析と酸塩基平衡 

～基礎編～ 

 
【連絡先】 相園晴子(内線：36151) 呼吸ケアサポートチーム(RST) 

 

【一般目標】 

血液ガス分析と酸塩基平衡について理解を深めることができる 

 

【行動目標】 

 1) 酸と塩基、酸塩基平衡について理解できる 
 2) アシデミア、アルカレミアについて理解できる 

 3) 酸塩基平衡の評価方法を学ぶことができる  

 4) 練習問題を通して評価を体験できる 

  

【受講者】 

・定員人数： 100 名 

・受講の条件： 酸塩基平衡について理解を深めたい方 

・該当するクリニカルラダー： Ⅰ～Ⅱ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：平成 29 年 12 月 19 日(火） 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)、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) 血液ガス分析で分かること、酸塩基平衡とは 

2) アシデミア、アルカレミア、アシドーシス、アルカローシスの違いについて、呼吸性、代謝性

について 

3) 酸塩基平衡の評価方法についてステップを踏んで学ぶ 

4) 演習問題から評価方法、アセスメントの考え方を体験する 

   

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

筆記用具、電卓をお持ちください 

 

【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 



H-1 
 

心電図モニター講座 基礎編 

～「サイナスリズム」を制する者は不整脈を制する～ 

 

【連絡先】 嶋田 正子 (内線 36252)  循環器看護領域 

 

【一般目標】 
心電図モニターの基礎を学び、正常波形を理解することができる 
 
【行動目標】 

 1) 心電図モニターについて学ぶことができる  

2) P 波・QRS 波、T 波とは何かがわかる 

3) 異常・正常なリズム、サイナスリズムとは何かがわかる 

4) 心電図モニター波形から、心拍数のカウント方法がわかる 
 
【受講者】 

・定員人数：100 名 

・受講の条件：心電図モニターを装着する機会のある部署の看護師 

・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダーⅠ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29年10月(日程未定) 18：00-19：45 

・場所：臨床講堂Ⅱ(予定) 

・講師名：嶋田 正子 (集中ケア認定看護師) 
若林 留美 (慢性心不全看護認定看護師) 
山中 源治 (急性・重症患者看護専門看護師)  
石森 千絵 (補助人工心臓装着患者看護エキスパートナース) 
 

・具体的な学習項目： 

1) 心電図モニターについて  

2) P 波・QRS 波、T 波とは何か 

3) サイナスリズムとは何か 

4) 心拍数のカウント方法 

5) 現場でよく見る不整脈について 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・筆記用具・計算機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。 



H-2 
 

心電図モニター講座 応用編Ⅰ 

読めるナースはできるナース！不整脈基礎編 

 

【連絡先】 嶋田 正子 (内線 36252) 循環器看護領域 

 

【一般目標】 

不整脈波形を読むことができ、対処が必要な不整脈とその対処方法がわかる 
 
【行動目標】 

1) 正常・異常波形の判別および不整脈波形を読むことができる  

2) それぞれの不整脈の理解ができ、対処が必要な不整脈がわかる 

3) 対処が必要な不整脈の対処方法について学ぶことができる 

 

【受講者】 

・定員人数：100 名 

・受講の条件：モニター心電図を装着する機会のある部署の看護師 

※ 応用編Ⅰ・Ⅱの両方に参加できる方 

・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダーⅡ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：時間：平成29年11月(日程未定) 18：00-19：45 

・場所：臨床講堂Ⅱ(予定) 

・講師名：嶋田 正子 (集中ケア認定看護師) 
若林 留美 (慢性心不全看護認定看護師) 
山中 源治 (急性・重症患者看護専門看護師)  
石森 千絵 (補助人工心臓装着患者看護エキスパートナース) 
 

・具体的な学習項目： 
1) 不整脈波形 (心房細動・心房粗動、期外収縮、心室細動・心室粗動、房室ブロック、 

洞不全症候群) 
2) 不整脈が循環動態に及ぼす影響について 

3) 不整脈の対処方法 について 
 

【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。 



H-3 
 

心電図モニター講座 応用編Ⅱ 

読めるナースはできるナース！不整脈判読編 

 

【連絡先】 嶋田 正子 (内線 36252)  循環器看護領域 

 

【一般目標】 

不整脈波形が判別でき、自ら対処方法を考えることができる 
 
【行動目標】 

1) 不整脈波形を判別することができる  

2) 不整脈の対応方法を考えることができる 

 

【受講者】 

・定員人数：100 名 

・受講の条件：モニター心電図を装着する機会のある部署の看護師 

※ 応用編Ⅰ・Ⅱの両方に参加できる方 

・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダーⅡ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：平成29年12月(日程未定) 18：00-19：45 
・場所：臨床講堂Ⅱ(予定) 
・講師名： 嶋田 正子 (集中ケア認定看護師) 

若林 留美 (慢性心不全看護認定看護師) 
山中 源治 (急性・重症患者看護専門看護師) 
石森 千絵 (補助人工心臓装着患者看護エキスパートナース) 
  

・具体的な学習項目： 
演習：演習問題を解く 
講義：演習問題の解説 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 
・不整脈基礎編の資料と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。 
 



H-4 
 

急変には必ず前兆がある！『循環のフィジカルアセスメント』 

 

【連絡先】 嶋田 正子 (内線 36252 ) 循環器看護領域 
 

【一般目標】 
心臓の役割と解剖生理を学び、循環のフィジカルアセスメントについて深めることができる 
 

【行動目標】 
1) 心臓の役割・解剖生理について理解できる 
2) 心拍出量を規定する因子について理解できる 
3) ショックの分類について理解できる 
4) 循環のフィジカルアセスメントについて理解できる 

 
【受講者】 

・定員人数：60 名 
・受講の条件：循環のフィジカルアセスメントに関して興味のある方 
・該当するクリニカルラダー：すべてのレベルにおいて参加可能 
 

【研修形式】 
・講義 

 
【研修スケジュール】 

・開催日時・曜日・時間：平成29年10月(日程未定) 18：00-19：45 
・場所：臨床講堂Ⅱ(予定) 
・講師名： 嶋田正子(集中ケア認定看護師)  

若林 留美(慢性心不全看護認定看護師) 
山中源治(急性・重症患者看護専門看護師) 
石森 千絵 (補助人工心臓装着患者看護エキスパートナース) 

 
・具体的な学習項目： 

1)  心臓の役割・解剖生理(心臓の構造、冠動脈、刺激伝導系など) 
2)  心拍出量を規定する因子(心収縮力、前負荷、後負荷、心拍数) 
3)  各種ショックの分類について 
4)  循環のフィジカルアセスメント(バイタルサインズ、末梢の冷感・冷汗、浮腫、チアノーゼ

等の見かた) 
 

【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。 



H-5 
 

心不全の基礎知識 
 

【連絡先】 嶋田 正子 (内線 36252)循環器看護領域 
 

【一般目標】 
心不全とは何か基礎知識を学び、心不全の症状、増悪時の対応について知ることができる 

 
【行動目標】 

1) 心不全とは何かがわかる 
2) 心不全の症状がわかる 
3) 心不全増悪時の対応についてわかる 

 
【受講者】 

・定員人数：名 60 名 
・受講の条件：心不全患者の看護について学びたい・深めたい方 
・該当するクリニカルラダー：すべてのレベルにおいて参加可能 

 
【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1月(日程未定) 18：00-19：45 
・場所：臨床講堂(予定) 
・講師：若林 留美 (慢性心不全看護認定看護師)   

嶋田 正子 (集中ケア認定看護師) 
山中 源治 (急性・重症患者看護専門看護師) 
石森 千絵 (補助人工心臓装着患者看護エキスパートナース) 
 
 

・具体的な学習項目：  
1) 心臓の解剖・生理、心拍出量規定因子 
2) 心不全とは何か 
3) 心不全症状について 
4) 心不全増悪時の対応について 

 
【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 



H-6 
 

心不全患者の緩和ケア 
 

【連絡先】 山内 典子 (PHS：28937) 循環器看護領域 
 

【一般目標】 
心不全患者の全人的苦痛を理解し、緩和ケアについて考えることができる 
 

【行動目標】 
1) 全人的苦痛とは何か理解できる 
2) 心不全患者の全人的苦痛について考えることができる 
3) 心不全患者の緩和ケアについて考えることができる 

 
【受講者】 

・定員人数：60 名 
・受講の条件：心不全患者緩和ケアに興味のある方 
・該当するクリニカルラダー：レベルⅠ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 2 月(日程未定) 18：00-19：45 
・場所：臨床講堂Ⅱ(予定) 
・講師名：若林 留美 (慢性心不全看護認定看護師) 

山内 典子 (リエゾン精神看護専門看護師) 
・具体的な学習項目： 

1) 全人的苦痛について 
2) 心不全患者の全人的苦痛について 
3) 心不全患者の緩和ケアについて(事例を用いて) 

 
【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 



H-7 
 

補助人工心臓患者の看護 基礎編 

 

【連絡先】 嶋田正子（内線：36252） 循環器看護領域 

 

【一般目標】 
補助人工心臓とは何か、理解することができる 
 

【行動目標】 

1) 人工心臓治療の目的が理解できる 

2) 人工心臓の合併症について理解できる 

3) 人工心臓治療に特有の家族ケアについて理解できる 

 

【受講者】 

・定員人数：50 名 

・受講の条件：循環器内科・他領域看護師 

・該当するクリニカルラダー：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：時間：平成29年9月(日程未定) 18：00-19：45 

・場所：臨床講堂Ⅱ(予定) 

・講師名：石森 千絵 (補助人工心臓装着患者看護エキスパートナース) 
山中 源治 (急性・重症患者看護専門看護師)  

・具体的な学習項目： 
1) 心臓移植と補助人工心臓治療の概要 ～日本の現状～ 
2) 脳血管障害、出血、血栓、感染症の予防について 

3) 患者と生活する家族のケアの方略 
 

【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。 



H-8 
 

補助人工心臓患者の看護 実践編 

 

【連絡先】  嶋田正子（内線：36252） 循環器看護領域 

 

【一般目標】 
補助人工心臓の看護について理解することができる 
 

【行動目標】 

1) 補助人工心臓患者の退院支援プログラムについて理解することができる 

2) 補助人工心臓患者の日常生活指導について理解することができる 

3) 機器の取り扱い、日常チェック方法について理解することができる 

 

【受講者】 

・定員人数：20 名 

・受講の条件：循環器内科・他領域看護師 

・該当するクリニカルラダー：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、曜日、時間：時間：平成29年10月(日程未定) 18：00-19：45 

・場所：臨床講堂Ⅱ(予定) 

・講師名：石森 千絵 (補助人工心臓装着患者看護エキスパートナース) 
山中 源治 (急性・重症患者看護専門看護師)  

・具体的な学習項目： 
1) 退院支援プログラムの流れ ～いかに安全に退院を目指すか～ 
2) 日常生活指導内容について 

3) 各デバイスの具体的な取り扱い方法、日常チェックの方法について 
 

【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。 



I1～3 

 

退院支援 
 

【連絡先】 藤井 淳子 (PHS:28995) 社会支援部  

 

【一般目標】 

高度急性期病院における退院支援に必要なスキルを習得し、自部署の退院支援に積極的に関わ

ることができる 

 

【行動目標】 

1） 当院の目指す退院支援プロセスが理解できる 

   ①高度急性期病院における退院支援の特徴がわかる 

   ②入退院支援センターの役割を理解し、連携ができる 

   ③地域・外来から得た情報から「暮らしにつながる」アセスメントができる 

   ④患者・家族の疾病や暮らしに対する思いを受け止め、療養の場の意思決定支援ができる 

   ⑤入院早期から院内の多職種と連携して退院支援が実践できる 

   ⑥退院支援に関する記録ができる 

2)  退院支援に関する診療報酬の仕組みを理解し、自部署で算定につながる行動ができる 

3） 自部署の退院支援に関する目標が立案できる 

 

【受講者】 

・定員：60名程度 

・受講の条件： 

①成人看護領域病棟・外来に所属する看護師 

②部署において、現在もしくは将来的に退院支援の中心的役割を可能性のある看護師 

③１部署２名以上の参加が望ましい 

 

【研修形式】 

・講義とグループワーク 
 
【研修スケジュール】 ※ 3回すべての参加が必須 

･開催日： 平成29年9月13日(水)、10月4日(水)、平成30年1月11日（木） 

･時間：1・2回目は 9:00～12:00、3回目は 17:30～19:00 

・場所：外来センター5階大会議室 

・講師：社会支援部、看護学部（坂井志麻） 
 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

特になし ※2回目以降宿題あり 

 

【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 
 



J-1 

 

認知症ケアを知る 

～その人らしさをとらえたケア～ 

                                    

【連絡先】三村千弦（内線：23351）老年看護領域 

 

【一般目標】 

認知症について症状､診断、治療の基本的な知識の理解とその人らしさをとらえた認知症高齢者

へのケアや介護の現状と家族支援のあり方を学び、実践のケアに生かすことを目指す 

 

【行動目標】 

1) 認知症の病態、診断および治療について理解する 

2) 認知症高齢者の体験している世界を理解し、その人らしさを活かした看護について学ぶ 

3) 認知症高齢者の家族介護の現状やシステムを知り、家族支援について理解する 

 

【受講者】 

・定員人数：50名(最少催行人数：10名) 

・受講の条件：認知症ケアに興味・関心がある者 

・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29年11月20日(月) 9：00～12：00 

・場所：臨床講堂Ⅱ（予定） 

・講師：三村千弦（老人看護CNS）、原沢のぞみ（看護学部教員） 

・学習項目 

1) 講義 

・認知症の病態、診断治療に関する基礎的知識を理解する 

・認知症高齢者世界を知り、その人らしさをどのように看護に取り入れることができるかを理解する 

・家族介護の現状やそれを支えるシステムの紹介、家族支援のあり方を事例等を通して理解する 

 

【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。 



K-1 
 

周術期看護レベルアップ  

～術前術後の看護に活かす！！～ 

 

【連絡先】 荒木田真子 （PHS：29063） 手術看護領域 

 

【一般目標】 

患者が安全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

ケアの流れについて理解し、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) 手術を受ける患者に、安全、安楽なケアを提供するために必要な情報を理解できる  
2) 手術侵襲や、麻酔の影響による患者の身体的変化を理解できる 
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）手術患者が手術で受ける一連の流れについて理解できる 
【受講者】 

・定員人数：50人(最小催行人数 5人)  

・受講の条件：手術を受ける患者の看護を深めたい者 

         ＊手術見学を希望の受講生(参加には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29年8月19日(土) 10：00～12：00 

・場所：未定 

・講師名：手術看護認定看護師：森舞、高橋典子、篠原牧 

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一連の流れを理解する 

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 



K-2～4 

 

周術期看護レベルアップ 

～手術見学から学ぶ実践強化！～ 

 

【連絡先】 荒木田 真子（PHS：29063）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：6 名(定員に満たない時は中止にします)  

・受講条件：①H29 年度の「周術期看護 術前術後の看護に活かす」シリーズに参加した方 

         (必須となります) 
②本院看護師で手術室勤務以外の看護師  

③手術を受ける患者看護を深めたい方 

・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダーⅡ以上 

【研修形式】 

 ・（必須）見学参加者は別日の「周術期看護 術前術後の看護に活かす」を受講すること 

・中央手術室にて見学実習、終了後質疑応答を行います 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 8 月 21 日(月)、22 日（火），23 日（水） 8：15～15：30 

   開催は上記開催されます．研修は一日です．曜日により診療科は異なります 

＊中央手術室における事前の診療科の選択はできません 

当日予定されている手術の見学を行います 

・時間：講義:「周術期看護 術前術後の看護に活かす」参照、見学 8:15～15:30  

・場所：中央手術室 

・講師名：荒木田真子（手術看護認定看護師）  

・具体的な学習項目：①手術を受ける患者の、麻酔導入から手術終了までを見学を通して学ぶ 

               ②抜管を行う手術の場合は、麻酔終了時の看護を、見学を通して学ぶ 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・開始時間に中央手術室１階エレベーターホールに集合してください（時間厳守） 

・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。着替え

のロッカーには鍵はかかりません。複数名で使用してもらいます。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 

・当日見学する手術により終了時間は異なります 

【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 



L-1,L-2 
 

明日につながる！せん妄ケアⅠ・Ⅱ 

                             
【連絡先】 安田 妙子 (PHS：29103)、八千代医療センター：山内 典子(PHS: 7880) 

 リエゾン精神看護領域 
 

【一般目標】 
 せん妄について、医学的な基礎から臨床現場に応用可能な治療やケアまで、幅広い知識と技術

を学び、せん妄患者をケアする場面で“実際に明日から活用できる”ことを目指す  
【行動目標】 

1) 講義により、せん妄の状態、診断、原因、認知症・うつとの鑑別、看護介入の方法(術後、がん

など専門領域における特徴を含む)が習得できる 
2) グループワークにより、せん妄の判断、要因のアセスメント、介入方法について明確にできる 
3) 演習をを通じて、せん妄ケアの実践に結びつけられそうという実感が得られる 

【受講者】 
・定員人数：50 名(最少催行人数：10 名) 
・受講の条件：せん妄について興味・関心がある者、講義・グループワーク両方に参加できる者 
・クリニカルラダー：Ⅱレベル以上 

【研修形式】  
・講義およびグループワークの 2 部構成 

【研修スケジュール】  ※ Ⅰ、Ⅱはセットでの受講となります。 
・開催場所・日時・曜日：時間 

【Ⅰ】本院：未定、平成 29 年 9 月 27 日(水) 9：00～12：00 
   八千代医療ｾﾝﾀ―：八千代医療ｾﾝﾀｰ大会議室、平成29年9月8日(金) 9：00～12：00 
【Ⅱ】本院：未定、平成 29 年 10 月 18 日(水) 9：00～13：00 
   八千代医療ｾﾝﾀ―：八千代医療ｾﾝﾀ―大会議室、平成 29 年 10 月 4 日(水) 9：00～13：00 

・講師・ファシリテーター名： 
本院：赤穂理絵(精神科医)、安田妙子(精神看護 CNS)、山崎千草(急性・重症患者看護 CNS)、

渡邉直美(がん看護 CNS)、小泉雅子(看護学部教員・急性・重症患者看護 CNS) 
三村千弦(老人看護 CNS)、原沢のぞみ(看護学部教員)、末益朝衣子 (精神看護 CNS) 

    八千代医療センター：内出容子(精神科医)、山内典子、異儀田はづき(精神看護 CNS) 
・具体的な学習項目 

講義) 
せん妄の概要、治療、認知症・うつとの鑑別のポイント、せん妄のケア(術後、がんなど

専門領域における特徴を含む)、事例提示 
グループワーク) 
病棟で遭遇したせん妄の事例を持ち寄り、せん妄の要因、悪化(遷延)予防の看護ケアを

検討する。各グループにファシリテーターが入り、適宜アドバイスを行う 
ロールプレイ)  
対応の難しい場面を設定してロールプレイを行い、適切な介入方法について学ぶ 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 
グループワークまでに「ワークシート」(フォーマット有、講義時に配付)を記述し、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 



L-3 
 

精神状態のアセスメント・一般的な精神ケア 

 

【連絡先】 本院：安田 妙子 (PHS：29103)、八千代医療センター：山内 典子(PHS: 7880)
東医療センター：飯塚 あつ子(03-3357-4804 内線: 42164)   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(最少催行人数：10 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】 

・開催場所・日時・曜日・時間： 
本院：未定、平成 29 年 11 月 8 日(水) 9：00～9：50 
東医療ｾﾝﾀｰ：東医療ｾﾝﾀｰ医局棟大会議室、平成 29 年 11 月 10 日(金) 10：00～10：50 
八千代医療ｾﾝﾀｰ：八千代医療ｾﾝﾀｰ大会議室、平成 29 年 11 月 10 日(金) 10：00～10：50 

・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。 
 
 



L-4 
 

看護に役立つ心理療法 
                                    

【連絡先】 安田 妙子 (PHS：29103) 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(最少催行人数：10 名) 
・受講の条件：心理療法に興味、関心がある者 
・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】 
・開催日時、曜日、時間： 

本院：未定、平成 29 年 11 月 8 日(水) 10：00～11：00 
・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 

2) 演習(ロールプレイ) 
・心理的ケアが必要な場面での具体的なアセスメント法と対応法 

 
【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 
 
 



L-5 
 

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】 本院：安田 妙子 (PHS：29103)、八千代医療センター：山内 典子(PHS: 7880)
東医療センター：飯塚 あつ子(03-3357-4804 内線: 42164)   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(最少催行人数:10 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(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：未定、平成 29 年 11 月 8 日(水) 11：10～12：10 
東医療ｾﾝﾀｰ：東医療ｾﾝﾀｰ医局棟大会議室、平成 29 年 11 月 10 日(金) 11：00～11：50 
八千代医療ｾﾝﾀｰ：八千代医療ｾﾝﾀｰ大会議室、平成 29 年 11 月 10 日(金) 11：00～12：00 

・講師名： 
本院：安田妙子(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 
 



L-6 
 

対応が難しい患者のこころの理解  

～②怒りを呈する患者～ 
                                    

【連絡先】 本院：安田 妙子 (PHS：29103)、八千代医療センター：山内 典子(PHS: 7880)
東医療センター：飯塚 あつ子(03-3357-4804 内線: 42164)   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(最少催行人数：10 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：未定、平成 29 年 11 月 8 日(水) 13：30～14：45 
東医療ｾﾝﾀｰ：東医療ｾﾝﾀｰ医局棟大会議室、平成 29 年 11 月 10 日(金) 13：00～13：50 
八千代医療ｾﾝﾀｰ：八千代医療ｾﾝﾀｰ大会議室、平成 29 年 11 月 10 日(金) 13：15～14：30 

・講師名： 
本院：飯塚あつ子 (看護学部教員) 
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：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 
 
 



L-7 
 

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 (PHS：29103)、八千代医療センター：山内 典子(PHS: 7880) 
 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(最少催行人数：10 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：未定、平成 29 年 11 月 8 日(水) 15：00～16：00 
八千代医療ｾﾝﾀｰ：八千代医療ｾﾝﾀｰ大会議室、平成 29 年 11 月 10 日(金) 14：40～15：40 

・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 
 



M-1 

 
移植看護総論 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 

 

【一般目標】 

臓器を提供する側(ドナー)、受ける側(レシピエント)を含め、移植医療の全体がわかる 
 
【行動目標】 

1) 移植医療の歴史について知る 
2) 移植医療に関わる法律について知る 
3) ドナーとなり得る対象と選定基準について理解できる 

4) レシピエントとなり得る対象とレシピエント選定基準について理解できる 
 
【受講者】 

・定員人数：50 名(最少催行数:5 名) 
・受講の条件：当院で行われている心臓移植の待機中、移植後の患者に関わる機会のある者、興

味関心がある者 
・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 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 9 月 20 日(水) 17：30～18：30 

・場所：未定 

・講師名：遠藤 奈津美(レシピエント移植コーディネータ) 
岡部 祥(レシピエント移植コーディネーター) 
佐々木 愛（院内ドナーコーディネーター） 
松村 里美（レシピエント移植コーディネーター） 
山科 咲智(レシピエント移植コーディネーター) 
山崎 千草（院内ドナーコーディネーター/急性・重症患者看護専門看護師・EN） 

・具体的な学習項目： 

移植医療の歴史と移植医療に関わる法律について 
ドナーの選定基準と生体および死体臓器提供(脳死下、心停止下)の違いについて 
ドナーとなり得る患者の家族の心理的特徴や看護について 
どのような疾患の時に移植を受けるのか、レシピエントの選定基準などについて 
レシピエントやその家族に対する看護について 

 
【事前準備、持参物品、注意事項など】 

・事前準備：特になし 

・持参物品：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 



M-2 
 

脳死・心停止下臓器提供について 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 

 

【一般目標】 

脳死下・心停止下臓器提供の一連の流れや、それぞれの違いについて知る 
 
【行動目標】 

1) 脳死下臓器提供の一連の流れについて知る 
2) 心停止下臓器提供の一連の流れについて知る 
3) 脳死下・心停止下臓器提供時の摘出できる臓器の違いを理解する 
4) 臓器提供に至るまでの患者、家族への看護について知る 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名(最少催行数：5 名)  
・受講の条件：臓器提供について興味のある看護師 
・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 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 9 月 27 日(水) 17：30～18：45 

・場所：未定 

・講師名：佐々木 愛(院内ドナーコーディネーター) 
      山崎 千草（院内ドナーコーディネーター/急性・重症患者看護専門看護師・EN） 
・具体的な学習項目： 

臓器移植ネットワークを含めた移植医療システムについて 

脳死下臓器提供および心停止下臓器提供時の一連の流れについて 

脳死下臓器提供および心停止下臓器提供時の摘出できる臓器の違いについて 

ドナー選定基準について 

ドナー家族の心理的特徴と家族ケアについて 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

事前準備：特になし 

持参物品：職員証(左胸に着用をお願いします)、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 
 



M-3 
 

組織提供（角膜）について 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 

 

【一般目標】 

角膜提供の一連の流れについて知る 
 
【行動目標】 

1) 角膜提供が行える対象を理解できる 
2) 角膜提供の一連の流れについて知る 
3) 角膜提供を行うドナーへのケアについて知る 
4) 角膜提供を行うドナー家族へのケアについて知る 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名（最少催行数：5 名）  

・受講の条件：組織提供について興味のある方 

・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 
 
【研修形式】 

・講義 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 9 月 27 日(水) 18：45～19：15 

・場所：未定 

・講師名：佐々木 愛(院内ドナーコーディネーター) 
      山崎 千草（院内ドナーコーディネーター/急性・重症患者看護専門看護師・EN） 
・具体的な学習項目： 

  角膜提供の一連の流れについて 

  角膜提供を受ける対象の疾患とドナー選定基準について 

  角膜提供時の看護と家族ケアについて 
 

【事前準備、持参物品、注意事項など】 

事前準備：特になし 

持参物品：職員証(左胸に着用をお願いします)、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 
 
 



M-4 
 

心臓移植の実際 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 
 

【一般目標】 
当院で行われている心臓移植の実際がわかる 

 
【行動目標】 

1) 心臓移植における日本の現状を理解する 
2) 心臓移植待機中～手術当日～移植後のおおまかな流れと各段階の看護を理解する 
3) 心臓移植待機中に行われる補助人工心臓による治療の概要が理解できる 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名(最少催行人数:5 名) 
・受講の条件：当院で行われている心臓移植の待機中、移植後の患者に関わる機会のある者、興

味関心がある者 
・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 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 10 月 10 日(火) 17：30～18：30 

・場所：未定 
・講師名：遠藤奈津美(レシピエント移植コーディネーター) 
・具体的な学習項目：講義(心臓移植の対象、手順、実際、看護) 

 
【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 
 



M-5 
 

膵臓移植の実際 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 

 

【一般目標】 
当院で行われている膵臓移植の実際がわかる 

 
【行動目標】 

1) 膵臓移植の日本国内の現状、当院の現状を知る 
2) 膵臓移植適応、登録手順、待機中の管理、移植術前後、移植後の経過がわかる 
3) 膵臓移植による生活の変化がわかる 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名(最少催行人数:5 名) 
・受講の条件：膵臓移植患者に関わる機会のある者、興味関心のある者 
・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 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 12 月 6 日(水) 17：30～18：30 

・場所：未定 
・講師名：岡部祥(レシピエント移植コーディネーター) 
      松村里美（レシピエント移植コーディネーター） 
・具体的な学習項目：講義(膵臓移植の対象、手順、実際、看護) 

 
【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 



M-6 
 

肝臓移植の実際 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 
 

【一般目標】 
当院で行われている肝臓移植の実際が分かる 

 
【行動目標】 

1) 生体・脳死肝移植の適応について理解できる 
2) 生体ドナー選択と心理について理解できる 
3) 適応評価から手術、退院までの流れを理解できる 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名(最少催行人数:5 名) 
・受講の条件：当院で行われている肝臓移植に興味のある者、移植待機・移植術後患者に関わる

機会のある者 
・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 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 11 月 8 日(水) 17：30～18：30 

・場所：未定 
・講師名：山科咲智(レシピエント移植コーディネーター) 
・具体的な学習項目：講義(肝臓移植の対象、手順、実際) 

 
 
【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 



M-7 
 

生体腎移植の実際 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 

 

【一般目標】 
当院で行われている生体腎移植の実際がわかる 

 
【行動目標】 

1) 生体腎移植における当院の役割を知る 
2) 生体腎移植の希望から移植までの流れがわかる 
3) 生体腎移植ドナー選択、意思決定支援の考え方がわかる 

 
【受講者】 

・定員人数：50 名(最少催行人数:5 名) 
・受講の条件：腎臓移植患者に関わる機会のある者、興味関心のある者 
  CKD ケアチームの『腎移植勉強会』で腎臓移植の基本的な内容はお話しします。 
  基本的なことから知りたい方はそちらから受けてください。 
・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】 

・講義および簡単な事例検討 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 10 月 6 日(金) 17：30～18：30 

・場所：未定 
・講師名：岡部祥(レシピエント移植コーディネーター) 
      松村里美（レシピエント移植コーディネーター） 
・具体的な学習項目： 

1) 講義：生体腎移植の対象、手順、実際、看護 
2) 数名のグループでの事例検討 

 
【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 



M-8 
 

献腎移植の実際 

 

【連絡先】 山崎 千草 (PHS：29929) 移植看護領域 

 

【一般目標】 
当院で行われている献腎移植の実際がわかる 

 
【行動目標】 

1) 献腎移植の現状（待機年数、レシピエント選択基準、費用）を知る 
2) 献腎移植の希望から移植までの流れがわかる 
3) 献腎移植の問題点、生体腎移植との違いがわかる 
4) 臓器移植ネットワークとの連携体制を知る 

 
 
【受講者】 

・定員人数：50 名(最少催行人数:5 名) 
・受講の条件：腎臓移植患者に関わる機会のある者、興味関心のある者 
  CKD ケアチームの『腎移植勉強会』で腎臓移植の基本的な内容はお話しします。 
  基本的なことから知りたい方はそちらから受けてください。 
・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 
 
【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 29 年 11 月 10 日(金) 17：30～18：30 

・場所：未定 
・講師名：岡部祥(レシピエント移植コーディネーター) 
      松村里美（レシピエント移植コーディネーター） 
・具体的な学習項目：講義：生体腎移植の対象、手順、実際、看護、事例紹介 

 
【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 



N-1 
 

褥瘡管理Ⅰ：褥瘡を予防できるナースになろう 

 

 【連絡先】 下村 貴司 (PHS：29145) 皮膚・排泄ケア領域 
 

【一般目標】 

褥瘡の予防ケアを提供できるようになるために、褥瘡管理についての知識と技術を習得する 
 

【行動目標】 

1) 褥瘡が発生することの問題点を述べることができる 
2) 皮膚の解剖と生理機能を述べることができる 
3) 褥瘡発生のメカニズムとリスクアセスメントを知る 
4) 褥瘡予防の具体的ケア方法を知る 

 

【受講者】 

・定員人数：定員：100 名(最少催行人数 10 名) 
・受講の条件：看護師、他職種で興味のある方  
・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダー全てのレベル 

 
【研修形式】  

 ・講義形式 

 

【研修スケジュール】 ※ 同一内容を 3 回開催 

・開催日時、曜日、時間： 
≪1 回目≫平成 29 年 9 月(日程未定) 17：00～18：30 
≪2 回目≫平成 29 年 9 月(日程未定) 17：00～18：30 
≪3 回目≫平成 29 年 9 月(日程未定) 17：00～18：30 

・場所：未定 
・講師名：下村 貴司 

・具体的な学習項目：褥瘡予防の必要性を理解しその発生機序と予防の具体的な方法を学び 

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 
 

 

 



N-2 
 

褥瘡管理Ⅱ：創傷治癒過程と褥瘡の深達度 

                                      

                        【連絡先】 下村 貴司（PHS:29145）皮膚・排泄ケア領域 
 

【一般目標】 

褥瘡の予防ケアと治癒を促すケアを提供できるようになるために、褥瘡管理についての知識と

技術を習得する 
 

 

【行動目標】 

1) 褥瘡の深達度(DTI を含む)について述べることができる 
2) 創傷(急性創傷と慢性創傷)の治癒過程と DESIGN-R について知る 

 

【受講者】 

・定員人数：100 名(最少催行人数 10 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】 ※ 同一内容を 3 回開催 

・開催日時、曜日、時間： 
≪1 回目≫平成 29 年 9 月(日程未定) 17：00～18：30 
≪2 回目≫平成 29 年 9 月(日程未定) 17：00～18：30 
≪3 回目≫平成 29 年 9 月(日程未定) 17：00～18：30 
・場所：未定 

・講師名：花田 正子 

・具体的な学習項目：褥瘡をアセスメントするために創傷治癒過程と DESIGN-R 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 
 

 

 



N-3 
 

褥瘡管理Ⅲ：創傷被覆剤と軟膏の種類と使い分けのポイント 

 

【連絡先】 下村 貴司 (PHS：29145) 皮膚・排泄ケア領域 
 

【一般目標】 

患者の褥瘡の状態に合わせた治癒を促すための創傷被覆剤と軟膏について理解する 

 

【行動目標】 

 1) 創傷被覆剤と軟膏の特徴を知る 
 2) 褥瘡の状態に合わせて創傷被覆剤や軟膏を選択できる 
 3) 患者の全身状態に合わせて創傷被覆剤や軟膏を選択できる 
 

【受講者】 

・定員人数：各回定員：100 名(最少催行人数 10 名) 
・受講の条件：看護師、他職種で興味のある方  
・該当するクリニカルラダー：クリニカルラダー全てのレベル 

 

【研修形式】 

 ・講義形式 

 

【研修スケジュール】 ※ 同一内容を 3 回開催 

・開催日時、曜日、時間： 
≪1 回目≫平成 29 年 10 月予定(日程未定) 17：00～18：30 
≪2 回目≫平成 29 年 11 月予定(日程未定) 17：00～18：30 
≪3 回目≫平成 29 年 11 月予定(日程未定) 17：00～18：30 
・場所：未定 
・講師名：児玉 操 

・具体的な学習項目：患者の状態にあわせたケアを提供できるように創傷被覆剤と外用薬につい 

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 
 

 



N-4 
 

褥瘡管理Ⅳ：褥瘡ケアの実際 

 

【連絡先】 下村 貴司 (PHS：29145) 皮膚・排泄ケア領域 
 

【一般目標】 

褥瘡の治癒を促すケアを提供できるようになるために、全身的・局所的な褥瘡管理を習得する 

 

【行動目標】 

1) 全身的な褥瘡管理のアセスメントとプランニングができる 
2) 局所的な褥瘡管理のアセスメントとプランニングができる 

 

【受講者】 

・定員人数：定員 20 名(最少催行人数 10 名) 
・受講の条件：看護師 
・該当するクリニカルラダー：平成 28 年度褥瘡管理Ⅰ～Ⅲすべてに参加しクリニカルラダーⅢ 

以上の方 
 

【研修形式】 

・グループワーク形式 

 

【研修スケジュール】 

・開催日時、曜日、時間：平成 30 年 2 月 7 日(水) 17:00~18:30 

・場所：外来センター地下 1 階会議室 

・講師名：下村貴司、花田正子、末永きよみ、児玉操 

・具体的な学習項目：症例から褥瘡のアセスメントとケアの選択についてグループディスカッション

を通して学びます 

 

【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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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 (PHS:29145) 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：50 名(最少催行人数 10 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：平成 29 年 10 月 4 日(水) 18：00～19：30 

・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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ストーマケア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 (PHS：29145) 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：20 名(最少催行人数 3 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 29 年 9 月 13 日(水) 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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ストーマケア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 (PHS：29145) 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(最少催行人数 10 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 29 年 10 月 5 日(木) 17：00～18：30 
・場所：未定 

・講師名：下村 貴司 

・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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ストーマケア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(PHS：29145) 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：50 名(最少催行人数 10 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 29 年 12 月(日程未定) 
・場所：未定 

・講師名：医師(検討中)、花田 正子 
・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 
 

 



女性医療人キャリア形成センター 【本院以外用】
看護職キャリア開発支援部門 行 (本院の方はナースナビを利用して
 e-mail：ns-career.bm@twmu.ac.jp 申し込んでください)
 FAX：03-3353-6793

開催日：（　　　　　　　　　　　）

師長名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

部署名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職員番号 参加者氏名

　 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

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

 e-mail：ns-career.bm@twmu.ac.jp

TEL：03-3353-8112　内線：41382

＜事務局使用欄＞

　　　　　　　　参加申し込みを受け付けました

    ※お申し込み後にキャンセルをされる場合は、必ず研修1週間前までに師長経由で

　　　 事務局までご連絡ください。

    ※キャンセル等を含め、研修当日の連絡は、直接研修担当者へ行ってください。

    ※研修会場が変更になる場合があります。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。

　　【研修会場】

 

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

※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。

　 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29年度は8月7日より受付開始です)

トータル経験年数

研修名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号-番号：（　　　　　　　　　　）

受付印

スキルスラボⅡ 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)



 



 





 

◆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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