
2015年度講義配信スケジュ ール

基礎習得コ ース（AA)

公開日 再配信 テー マ名 講師

資料 04/03 09/01～ 感染防止対策のための基礎舌田 理香先生
VOD: 04/08～ 10/31 知識 東京医療保健大学大学院医療保

05/12 一これだけは絶対覚えよ 健学研究科感染制御学；佳教授／

う！標準予防策 感染管理 認定看護師

資料・05/08 09/01～ 輸液ポンプ・ シリシジポン小林剛志先生
VOD 05/13～ 10/31 プの取り扱い 平塚共済病院 臨床工学科技士

06/16 長

資料・06/05 09/01～ 静脈血採血のコツとつザ 膝田浩先生
VOD: 06/10～ 10/31 東京都立墨東病院輸血 科部長

07/14 

資料：07/03 09/01～ 看護業務と医療安全 安井lまるみ先生
VOD: 07/08～ 10/31 セコム医療システム株式会社 企

08/11 画国際部

資料 08/07 01/06～ 急変対応すぐやる技術 藤野智子先生
VOD: 08/12～ 02/29 聖マリアンナ医科大学病院 急

09/15 性・重症患者看護専門看護師集
中ケア認定看護師

資料；09/04 01/06～ 看護記録をどう書くか 三浦紀子先生
VOD: 09/09～ 02/29 公益財団法人東京都保健医療公

10/13 社多摩南部地域病院看護部看
護部長

資料 10/09 01/06～ ｜看取りと工ンゼルケア 佐々木祐子先生
VOD: 10/14～ 02/29 新潟青陵大学 看護学科成人看

11/17 護学准教授

資料・11/06 01/06～ 経管栄養チュー ブ管理 寺見雅子先生
VOD: 11/11～ 02/29 新横浜リJ Lビリ テーシヨシ病院

12/15 看護師 長／摂食・鴨下障害看護認
定看護師

資料：12/04 05/01～ 高齢患者の感染予防対策 鈴木幹三先生
（金） 06/30 名古屋市 立大学大学院看護学研

VOD: 12/09～ 究科 感染予防看護学客員研究
01/19 員インフ工クシヨシコントロ ー

ルドクター

資料 01/08 05/01～ 心電図モニタ ー のみかた、 徳野慎一先生
（金） 06/30 使いかた、 アラー ム対応 東京 大学 大学院医学系研究科

VOD: 01/13～ 音声病態分析学講座特任准教授
02/16 

資料 02/05 05/01～ 輸血の準備 から実施、 実施田中朝志先生
VOD: 02/10～ 06/30 後の観察 東京医科大学 八王子医療セン

03/15 タ ー臨床検査医学科；佳教授／輸
血郡部長

資料 03/04 05/01～ 情護の”心とわざ” 村松静子先生
（金） 06/30 在宅看護研究センター 代表

VOD: 03/09～ 
04/12 

※資料公開・公開初日は当日［17：・00～1、 Live講義国講義日の【17・30～】、VOD配信・配信初日は当日【17・00～】からご利用いただけます，また、資料公開の鼠終日は:VOD配信最終日と同一です．
※やむを得ない事情により日程・講師・テ マが変わる場合があります． ※2016/01/05版

申堅コ ース（AB)

公開日 ライブ デーマ名 講師

資料 04/10 04/16 （木）呼吸音の聴診 山内豊明先生
VOD目04/21～ 名古屋大学大学院医学系

05/19 研究科臨床アセスメント
看護学分野教授

資料：05/15 05/21 （木）クI)デイカルケア領域のせん妄 鶴田良介先生
VOD 05/26～ の理解とその対応 山口大学医学部附属病院

06/23 ーJ-PAD刀イドラインを読み解先進救急医療センタ セ

く ンタ ー長

資料：06/12 06/17 （水）中堅看護師の力で病棟は変わる佐藤紀子先生
VOD: 06/23～ ー看護が変わる 東京女子医科大学看護学

07/21 部長 教綬／大学院 看護
学研究科教授／偲定君護
師教育センター長

資料 07/10 07/15 （水）重症度、 医療・ 看護必要度、 記 高橋弘枝先生
VOD目07/21～ 録記載のポイシト 独立行政法人 地域医療機

08/18 能推進機幡本部企画経営
部医療副部長看護担当

資料・08/14 08/19 （水）一般病棟でちできる人工呼吸器中線正樹先生
VOD: 08/25～ 管理のポイント 山形大学医学部附属病院

09/24 高度集中治療センター教
授

資料 09/11 09/16 （水）「口から食べるjを実現する 三鬼達人先生
VOD目09/18～ 一経管栄養から経口摂取へ 蔵田保健衛生大学病院看

10/20 議長摂食・鴨下障害看護
訟定看護師

資料：10/16 10/20 （火）糖尿病の合併症ケア 畑中あかね先生
VOD 10/27～ 一網膜症、 神経障害、 腎症をち大阪医科大学 看護学部

11/24 つ患者に学ぶ 糖尿病看護認定看護師・
f劃主疾患看護専門看護師

資料 11/13 11/18 （水）皮膚疾患をふまえた科学的スキ 安部正敏先生
（金） ンケア 医療法人社団属仁会札

VOD 11/24～ 幌皮膚科クリニック 副院
12/22 長／医療法人社団 扇仁会

得癒·All傷治癒研究所

資料・12/11 12/16 （水）抗がん薬の最新知識と最新レラ中根実先生
（金） メンの理解 武蔵野 赤十字 病院腫鹿内

VOD目12/22～ 科 部長
01/26 

資料目01/15 01/20 （水）認知症の早期診断（スクリ一二 長田乾先生
（金） ング）と早期治療・ケア 秋田県立脳血管研究セン

VOD: 01/26～ タ ー 神経内科学研究部
02/23 部長

資料目02/12 02/18 （木）看護に役立つ胸部画像のみかた 金子 教宏先生
VOD目02/23～ 亀田 メデイカルセンタ

03/22 呼吸器内科 部長亀田京
橋 クリニック副院長

資料 03/11 03/16 （水）陣書受容の理解と患者支援 稲川利光先生
VOD: 03/22～ NTT東日本関東病院＇））＼

04/19 ビりテーション科宮市長

管理職・チーム医療コ ース（AC)

公開日 テー マ名 講師

資料：04/17 医療職に求められる 「社会人 高橋恵先生 （チ）
VOD・04/22～ 基礎力Jとは 聖マリアンナ医科大学統括看護

05/26 部長 ナ ースサポートセンター畏

資料：05/22 患者・ 家族へのクレー ム対応 尾内康彦先生 （管）
VOD: 05/28～ とトラフ

、

ルシユ ーデイング の大阪府保険医協会事務局主幹
06/30 進め方

資料：06/19 医療職のためのメンタルケア 久持修先生 （チ）
VOD・06/24～ やまさ心理臨床オフィス 主任

07/28 臨床，L哩士

資料：07/17 スタッフの自立をサポー トす諏訪茂樹先生 （管）
VOD: 07/22～ るティ ー チング とコ ー チング東京女子医科大学看種学部人

08/25 文社会科学系准教授

資料：08/21 看護管理者の育成 市川幾恵先生 （管）
VOD 08/26～ チー ム医療と人材育成の視昭和大学 統括看護部長／昭和大

09/29 点 学看護キャリア開発・ 研究セン
タ 長

資料：09/18 メンタルヘルスの保持増進と山蔦圭輔先生 （管）
VOD: 09/24～ スタッフ・ ケア の実際 早稲田大学人間科学学術院 准

10/27 一健康的な職場をめざして 教授

資料：10/23 効果的な院内研修プログラム宗村美江子先生J福家幸子 先（管）
VOD・10/28～ の考え方 生

12/01 虎の門 病院 副院長・看護部長／
看護部次長（教育担当）

資料：11/20 災害看護 石井美恵子先生 （管）
VOD: 11/25～ 一地域の医療機関としての備東京医療保健大学買が.Ei·立!II

12/29 えとは 看護学部災害看護コース准教
授

資料：12/18 リソ ースナースの上手な活用 渡遺員理先生 （管）
（金） 法 地方独立行政法人神奈川県立病

VOD 12/24～ 院機構神奈川県立がん センタ
02/02 副院長／ がん看護専門看護師

資料：01/22 みんなで共有できる病棟目標任事日子先生
VOD: 01/27～ の作成 京都大学大学院 医学研究科人

03/01 間健康科学系専攻臨床看議学講
座教授

資料；02/19 リフレクションにおける 田村由美先生 （管）
VOD・02/24～ フィ ー ドJCックの方法とその日本赤十字看護大学 大学院博士

03/29 技術 課程教育DNGL教授

資料：03/18 チー ム医療と信念対立 清水広久先生 （チ）
VOD: 03/23～ 埼玉成恵会病院外科

04/26 
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