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個人学習にも使える、ラダー／領域ごとの
豊富なテーマをご用意しています！
看護の質向上にお役立ていただけます！

約460※テーマ
※基本パッケージにオプションコースをすべて含めたテーマ数です

診療報酬改定対応テーマ公開！
クリニカルラダー×4つの力にも対応！

無料でデモ体験できます！
学研ナーシングサポート で検索

No.1No.1
（2022年10月当社調べ）

業界
ご契約施設数

全31コース、約460テーマの講義＋看護技術約370テーマをご利用いただけます！コース紹介

院内全体研修コース
 （全34テーマ）

看護管理者特別コースⅠ
（12テーマ）

＋ or ＋ ＋
基礎習得
コース

（29テーマ）

重症度、医療・看護必要度コース（5テーマ） 看護補助者関連コース（27テーマ）

認知症・高齢者コース（16テーマ） 看護研究コース（22テーマ）

看護のプロフェッショナル（4テーマ）

多職種連携コース（8テーマ）

チェック動画ライブラリ

看護のフロントランナーズ（1テーマ）

ミミガクコース（2テーマ）

病院経営・マネジメントコース（3テーマ）

グローバルセミナーコース（8テーマ）

中堅コース
※基本パッケージ（一般）時

（24テーマ） 看護管理
コース

（10テーマ）

看護共育
コース

（13テーマ）
精神科コース

※基本パッケージ（精神科）時
（24テーマ）

お問い合わせ・資料請求は

TEL: 03-6431-1228
FAX

（代表）
平日9：00～18：00
担当：営業部

03-6431-1414 https://gakken-meds.jpWEB〒141-8414　東京都品川区西五反田 2-11-8
株式会社　学研メディカルサポート

医療安全関連（5テーマ）

コース
内容
リニュー
アル

看護管理者特別コースⅡ　　
（12テーマ）

入退院支援・地域包括
ケアコース（12テーマ）

※詳細は別紙パンフレットをご覧ください

学研介護サポート
（89テーマ）

※「基本パッケージ（一般）」をご契約されたお客様向け

看護師の特定行為
研修実践サポート

※詳細は別紙パンフレットをご覧ください

看護実践
シミュレーション
（18テーマ）

※詳細は別紙パンフレットをご覧ください

看護師の
特定行為研修

（共通科目、区分別科目、領域別パッケージ）

ビジュアルナーシング
メソッド

（約 370テーマ）

※詳細は別紙パンフレットをご覧ください

学研訪問看護
サポート

（96テーマ）

※詳細は別紙パンフレットをご覧ください

非常時対応関連（4テーマ）

内容
リニュー
アル

感染対策関連（4テーマ）

倫理関連（3テーマ）

社会人基礎力関連（7テーマ）

全体研修関連（11テーマ）

リニュー
アル

リニュー
アル

リニュー
アル

精神科コース
（24テーマ）

リニュー
アル

リニュー
アル

テーマ
追加

テーマ
追加

テーマ
追加

基本パッケージ　（一般or精神科）全22コース

選べるオプション

新
サービス

病床数 199床以下 200〜399床 400〜599床 600床以上
料金（税別） 39,800円/月 49,800円/月 59,800円/月 69,800円/月

看護管理者
特別コースⅠ

看護管理者
特別コースⅡ

入退院支援・
地域包括ケアコース

精神科コース
「基本パッケージ（一般）」

をご契約のお客様向け
学研介護サポート 学研訪問看護サポート

10,000円/月 10,000円/月 10,000円/月 10,000円/月 10,000円/月 15,000円/月

ビジュアル
ナーシングメソッド

看護師の特定行為研修※2

（共通科目）
看護師の特定行為研修 

実践サポート
視聴状況

見える化オプション
（有料版/年4回※３）

プレミアム管理機能 看護実践
シミュレーション

20,000円/月※1 5,000〜10,000円/月 10,000円/月 10,000円/年度 10,000円/月 10,000円/月

※1 ビジュアルナーシングメソッドを単体で（基本パッケージのお申し込みなく）お申し込みされる場合は、40,000円/月（税別）となります
※2 看護師の特定行為研修の区分別科目、領域別パッケージの費用については、別紙パンフレットをご参照ください
※3 無料版（年２回）は全施設に適用されます

20230101

年度途中からの 
お申し込みも可能年度契約

「基本パッケージ（一般）」または「基本パッケージ（精神科）」

オプション

受講費用（税別）



効果が
上がる！

豊富なコースと優れた
コンテンツ内容

費用が
安い！
安心して導入
できる料金設定

負担が
軽減！
教育担当者の
負担減に貢献

操作が
簡単！
使い勝手のよい
研修システム

研修のための講義映像を、年間で系統的に配信
するe-ラーニングサービスです。
パソコンなど、インターネットにつながる環境を
準備するだけで、いつでもどこでも研修を受講
することができます。

の特長

　 つの

あらゆる研修環境で レベルごと、ラダー別・経年別といった
対象別の研修に対応できる
豊富なコンテンツ、医療安全や感染対策
看護補助者研修といった
院内全体研修向けテーマも充実!

4

学研ナーシングサポートとは

コンセプト

管理者＆教育担当者向けの管理機能も充実！

個人学習 少人数の研修に使う場合も

パソコン・スマートフォン、
タブレット端末で受講できます。
1チャプター15分以内で
スキマ時間での受講が可能です

導入はとてもカンタン！ いつでもどこでも学習できる！

毎年内容をリニューアルし、最新の情報が得られます。
研修に活用できる資料もダウンロードできます

修了証テスト・解答・解説講義資料 ワークシート

画面はイメージです画面はイメージです

配信期間中は
いつでも何度でも
院内研修が行えます

対象に合わせた
研修内容を
考えるのは大変

資料準備など
研修担当が
忙しすぎる

最新の医療・看護の情報を
学習したい/させたい

幅広い講師の講義を
聴いてもらいたい

がお手伝いします！

スタッフの受講時間はテーマごとにチェックで
きます。きちんと受講できているか、管理者が確
認可能です!

受講状況の
確認ができる！

最新の情報・技術・知識を
習得できる！

研修カリキュラムに
組み込みやすい！

見逃してほしくないテーマは、課題テーマ設定
でスタッフごとに締切つきで設定できます見てほしいテーマは

課題テーマ設定！

効果的な活用例、オススメの使い方を動画で
ご紹介しています！ 実際のご導入施設のお話
を動画で視聴することができます

教育担当者向け
コンテンツが充実！

人を集めての
“密”になる研修は
できない

管理者

自分のラダーレベルや
経年別に合った研修に
参加させたい
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ご利用病院様の さまざまな病院様でご活用いただいております

個人の学習状況を確認でき、評価にも活用できます

学研ナーシングサポートがお悩み解決をお手伝いします！

基礎習得
コース

中堅
コース

コース

看護共育
コース

看護管理
コース

看護
補助者
関連
コース

〈さまざまな対象に合わせた豊富なコンテンツ〉看護部長
Aさん

〈オススメの使い方〉

研修担当
Bさん

研修担当
Cさん

毎年内容がリニューアル！　最新情報が得られる！さらに

新人から管理職まで充実した研修が組めた！

短時間で学びが深まり、実践力UP！

e-ラーニングだから複数回開催もラクラク！
病院全体で活用しています！

著名な
講師陣！

多彩な
研修スタイル！

e-ラーニングで
研修計画を組む

少人数で複数回開催
or

個人で学習してもらう
参加率
UP！

1か所に集まるのは
避けたいが、研修は
続けていきたい…

カリキュラム作成、
研修資料準備も
限界…

現場に出るまでに
みんなが集まる機会に
限りがある…
実践的な研修にしたい… ワークシートも

準備しています

ラダー別にまとめた
シラバスもご用意しています

知識をインプット 実践的な集合研修 学んだことを実践 さらなる学びの定着

ラダー別・経年別の
研修計画にお悩みの

Aさん

集合研修が
開催しにくくなった

Bさん

効率よく研修をしたい、
効果を上げたい

Cさん

集合研修と自己学習のハイブリッド活用で
学びを継続

当院は、一人ひとりの成長を支援するため、配信内容が充実している学研ナーシン
グサポートを2015年に導入し、看護部の研修や全職員対象のランチョンセミナー
に活用しています。また、集合研修が困難なコロナ禍においても、学研ナーシング
サポートの魅力の1つである「みる場所を選ばない」を活かし、自己学習に活用す
ることで学びを継続することができました。今後は、さらなる活用方法を提案して
いきたいと思います。

医療法人 光愛会 
光愛病院
左：看護部長

坂木 まどか 様
右：精神科認定看護師・病棟主任

村井 隆二 様

病院職員の
全体研修にも活用

当院は2020年に学研ナーシングサポートを導入し、今年で3年目になります。
導入当初、コロナ禍で集合研修が中止された際には、自己学習という形で活用で
きました。
また、多様な働き方により集合研修に参加が難しい場合でも、e-ラーニングを活
用することで自分のタイミングで視聴することができています。毎年タイムリーな
テーマが加わり、新たな知識を学ぶことができるところが魅力です。
また、看護部で導入した学研ナーシングサポートですが、2021年から病院職員の
全体研修にも活用しています。

佐野厚生農業協同組合連合会 
佐野厚生総合病院
左：事務部長

秋山 渉 様
中：看護部長

向田 千津 様
右：看護副部長（教育担当）

舘野 雅子 様

自ら学習する
組織づくりをめざして

当院はラダー研修に学研ナーシングサポートを取り入れており、研修ではワーク
シートを利用した事前学習を行うことで効率的な研修ができています。また多岐
にわたるテーマからラダーごとにおすすめの講義を提示し、上位ラダーのチャレン
ジに役立てています。e-ラーニングなどの学習記録を可視化するカード（キャリア
アップカード）を作成し、ポートフォリオとしてスタッフ、管理者とともに自身の学
びを振り返れるようにしています。
院内で録画した講義映像は施設オリジナルとして活用することができ、当院のラ
ダー研修に即した教育プログラムに役立っています。また、講義の倍速機能は、学
習スタイルに応じて調整できると好評です。

市立加西病院
左：病棟兼教育担当課長

高見 康子 様
中：看護部長

山中 恵 様
右：看護副部長

長江 菜穂美 様

e-ラーニング
事前視聴

● レポート
● グループワーク
● ロール
 プレイング

現場で実践
● e-ラーニングで
 復習
● みんなで
 リフレクション

※記載内容は2022年11月現在のものです

事例のご紹介も行っています

資料提供：岩見沢市立総合病院 （学研メディカルサポート）

目標達成の手段としても
活用

当院では学研ナーシングサポートを導入し5年目になります。シラバスのクリニカ
ルラダーレベルを参考にして、当院のランク別必須研修へ活用しています。また
e-ラーニングの視聴をレベルアップ申請を行う際の条件の1つに定めています。
合わせて自己研鑽研修表を作成しており、個人目標達成のために目標とリンクさ
せたテーマを表に記載しています。これを用いることで面接時、目標達成へ向かっ
ているかを確認することができています。学研ナーシングサポートのe-ラーニン
グは個人で好きなときに視聴できるため、集合研修がままならないコロナ禍で目
標達成への一助となっています。

伊万里有田共立病院

左：看護部長

釘島 詠花 様
右：副看護部長

奥野 茂 様

e-ラーニングの運用にお困りのご施設様、他施設での取り組みを知りたいご施設様にも、
ご参考いただける資料をお届けしています
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2023年度のポイント！
多職種連携コースの拡充1
看護補助者関連コースのスタート2
ミミガクコースの新設3

看護のフロントランナーズの新設4
病院経営・マネジメントコースの新設5

基
礎
習
得
コ
ー
ス

コード テーマ 講師

AA2301 そのバイタルサインは何を示す？ 
〜患者の現在を見極め、未来を見通す〜 山内 豊明 先生 放送大学大学院 文化科学研究科 教授

AA2302 褥瘡ケアの「いろは」 
〜予防・発見・悪化防止の3ステップ〜 松岡 美木 先生 埼玉医科大学病院 褥瘡対策管理室 褥瘡管理者/ 

皮膚・排泄ケア特定認定看護師

AA2303 看護師が知っておきたい薬物療法 
〜安心・安全と効果的な治療のために〜 荒井 有美 先生 北里大学病院 医療の質・安全推進室  

専従医療安全管理者/保健師/看護師/薬剤師

AA2304 患者さんの変化を見逃さない！ 心臓の動きから理解する心電図モニタ 佐伯 悦彦 先生 東京医科大学病院 救命救急センターER・プライマリケア 
師長/救急看護認定看護師

AA2305 「わかる」が「できる」になる急変対応 
〜新人看護師のあなたにできる第一歩〜 川原 千香子 先生 昭和大学 医学部 医学教育学講座 准教授

AA2306 明日からのケアも怖くない！ 人工呼吸器ベーシック 長尾 大志 先生 島根大学医学部附属病院 准教授、 
病院医学教育センター センター長、呼吸器・化学療法内科

AA2307 「口から食べたい」を叶える看護師の口腔ケア・摂食嚥下支援 三鬼 達人 先生 藤田医科大学 ばんたね病院 看護部長室 看護科長/ 
摂食・嚥下障害看護認定看護師

AA2308 これであなたも皮下注・筋注マスター！ 
〜オロオロから卒業しよう〜 藤田 浩 先生 東京都立墨東病院 輸血科 部長

AA2309 これであなたも静注・静脈留置針マスター！ 
〜ヒヤヒヤしなくても大丈夫〜 藤田 浩 先生 東京都立墨東病院 輸血科 部長

AA2310 患者の安全・安心・安楽を守る採血のコツ 
〜正しい手技で正確な検査結果につなげよう〜 三浦 ひとみ 先生 東京女子医科大学病院 中央検査部 技師長

AA2311 患者が見える、ケアが伝わる看護記録 畠山 有希 先生 聖路加国際病院 看護部

AA2312 未来の「わたし」をイメージしよう 
〜“先輩ナース”には何が必要？〜 塩田 美佐代 先生 学校法人 湘南ふれあい学園 湘南医療大学  

保健医療学部 看護学科 准教授

ミ
ニ
動
画

AA2313 みんな一度は新人ナース 
〜先輩のエピソードから学んで明日の看護に活かそう〜 熊谷 雅美 先生 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部  

済生会横浜市東部病院 特任院長補佐

継
続
配
信

AA2351 フィジカルアセスメントの戦術 
〜どう着目し、どう進めるか〜 山内 豊明 先生 放送大学大学院 文化科学研究科 教授

AA2352 安全で安楽な排痰・吸引技術をモノにする 塚原 大輔 先生 一般社団法人 集中ケア認定看護師会  
クリティカルケア認定看護師/特定看護師

AA2353 輸液ポンプ・シリンジポンプのアラームを鳴らさないための基本テクニック 小林 剛志 先生 平塚共済病院 臨床工学科 技士長、 
公益社団法人 神奈川県臨床工学技士会 会長

AA2354 安全な尿道留置カテーテルの挿入と感染管理 石川 美菜子 先生 JA三重厚生連 三重北医療センター いなべ総合病院  
感染管理認定看護師

AA2355 患者の希望を叶え、家族を支えるエンド・オブ・ライフケア 林 ゑり子 先生 横浜市立大学 医学部 看護学科 がん看護学/ 
がん看護専門看護師

AA2356 転倒・転落予防のためのアセスメントを知ろう 黒川 美知代 先生 武蔵野赤十字病院 看護部 看護師長

AA2357 輸血の基礎知識と安全のためのコミュニケーション 牧野 茂義 先生 虎の門病院 輸血部長、 
日本輸血・細胞治療学会 認定医・理事

AA2358 患者の痛みを知り、疼痛ケアに活かす 廣橋 猛 先生 永寿総合病院 がん診療支援・緩和ケアセンター長

AA2359 ナースコールにも慌てない！ チームで多重課題に立ち向かえ 安彦 一也 先生/矢島 由貴 先生 日本赤十字社 諏訪赤十字病院 看護部

AA2360 みえないニーズをとらえよう 
〜精神的・社会的・スピリチュアルニーズのとらえ方〜 渡邉 眞理 先生 学校法人 湘南ふれあい学園 湘南医療大学  

保健医療学部 看護学科 教授

AA2361 新人看護師のあなたが身につけたい協働する力『コミュニケーション力』 熊谷 雅美 先生 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部  
済生会横浜市東部病院 特任院長補佐

AA2362 事例で学ぶ！ やさしい看護過程 宮本 千津子 先生 東京医療保健大学 千葉看護学部 学部長

ミ
ニ
動
画

AA2363-1 ある新人看護師の完璧なる1日 
〜日勤・夜勤編〜 看護師のかげさん

AA2363-2 ある新人看護師の完璧なる1日 
〜タイムラインのつくり方編〜 看護師のかげさん

AA2364 3日坊主にならない入職後の学習方法 岩本 実加 先生 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 看護副部長

AA2365 あなたのコミュニケーションの特徴を知ろう 
〜リアリティショックを和らげるためのヒント〜 内藤 知佐子 先生 愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター

新規配信テーマ 継続配信テーマ

■ 基礎習得コース 全テーマ通年配信

リアリティショックに負けない！ 現場で大切な臨床実践能力を身につけよう 約45分 ミニ動画 約15分

2023年度配信コース一覧
約230テーマ

※2023年1月時点での情報です
※各テーマ、講師は変更する場合がございます
※講師の肩書は収録時のものです
※公開初日は当日【17：00～】ご利用いただけます
※最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください

病院・施設・地域で切れ目なく看護をつなぎ、高い専門性を発揮して
多職種連携の礎となる看護師の育成をサポートします

基礎習得コース

■ 新規配信13本+継続配信16本

P.7へ約45分 ミニ動画 約15分

中堅コース

■ 新規配信12本+継続配信12本

P.8へ約45分

看護管理コース

■ 新規配信5本+継続配信5本

P.10へ約45分

グローバルセミナーコース

■ 継続配信8本

P.14へ約10分〜20分

倫理関連

■ 新規配信3本

P.16へ約30分

重症度、 
医療・看護必要度コース
■ 新規配信4本、テスト25問×年2回配信

P.12へ約50分

病院経営・ 
マネジメントコース
■ 新規配信3本

P.15へ約30分〜50分

多職種連携コース

■ 新規配信5本+継続配信3本

P.15へ約30分 ミニ動画 約15分

社会人基礎力関連

■ 新規配信4本+継続配信3本

P.17へ約30分

看護共育コース

■ 新規配信6本+継続配信7本

P.10へ約45分

看護の 
プロフェッショナル
■ 新規配信1本+継続配信3本

P.14へ約10分〜40分

感染対策関連

■ 新規配信4本

P.16へ約30分

認知症・高齢者コース

■ 新規配信8本+継続配信8本

P.12へ約30分

看護のフロントランナーズ

■ 新規配信1本

P.15へ約10分〜20分

チェック動画ライブラリ

P.14へ

全体研修関連

■ 新規配信6本+継続配信5本

P.17へ約30分

精神科コース

■ 新規配信12本+継続配信12本

P.9へ約45分

看護研究コース

■ 新規配信4本+継続配信18本

P.11へ初めての院内発表 約30分 初めての学会発表 約50分

非常時対応関連

■ 新規配信2本+継続配信2本

P.17へ約30分

看護補助者関連コース
■ 新規配信10本+継続配信17本

P.13へ約15分〜30分

医療安全関連

■ 新規配信5本

P.16へ約30分

ミミガクコース

■ 新規配信2本

P.15へ約10分〜20分

次のページから基本パッケージの詳しいテーマをご紹介

（2023年4月～2024年3月）

or

院
内
全
体
研
修
コ
ー
ス

新人看護職員研修ガイドラインに準拠！
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精
神
科
コ
ー
ス

中
堅
コ
ー
ス

■ 精神科コース 毎月1日から2024年3月31日まで配信

地域に暮らす患者・家族を支援し、外来機能をはじめとする看護実践力を身につける

監修  松永 智香 先生 
医療法人 白菊会 白菊園病院 統括看護部長■ 中堅コース 毎月1日から2024年3月31日まで配信

知識を深め、自らの可能性を広げていくための看護実践能力を身につける

コード テーマ 講師

4月開始

AB2301 チームで取り組む急変対応 
〜中堅看護師のあなたがめざすステップアップ〜 川原 千香子 先生 昭和大学 医学部 医学教育学講座 准教授

AB2302 心不全パンデミック時代の急性増悪への対応 
〜再入院予防のために看護師ができること〜 荒木 沙織 先生 社会医療法人社団 十全会 心臓病センター榊原病院  

看護部

5月開始

AB2303 夜勤でもあわてない！ せん妄対策と対応を知ろう 横関 有美 先生 東京医科大学八王子医療センター  
認知症看護認定看護師

AB2304 急性期から慢性期へとつなぐ呼吸管理 
〜COPDを中心に〜 中西 美貴 先生 大阪大学医学部附属病院 専門看護室/ 

慢性呼吸器疾患看護認定看護師

6月開始

AB2305 患者とともに学ぶ、透析予防のための糖尿病セルフマネジメント 東 めぐみ 先生 日本赤十字北海道看護大学 看護学部 成人看護学（慢性）  
教授/慢性疾患看護専門看護師

AB2306 重症心身障害児者の呼吸ケア 
〜重症児の呼吸障害の特徴を知り、ケアに活かす〜

下柳 響子 先生/ 
村野 佳州 先生

社会福祉法人 日本心身障害児協会 島田療育センター  
看護主任/3学会合同呼吸療法認定士
看護師

7月開始

AB2307 めざせスペシャリスト！ 専門性の高い看護師が輝く現場とは 
〜特定看護師、専門看護師、認定看護師の活躍〜 山田 亨 先生 東邦大学医療センター大森病院 看護部 看護管理室  

主任看護師/急性・重症患者看護専門看護師/特定看護師

AB2308 看護師が知っておきたい画像検査の読み解き方 山本 憲 先生 京都大学 医学研究科 医学教育・国際化推進センター  
講師

8月開始

AB2309 看護師が知っておきたいADL評価指標とその活用 
〜共通言語を身につける！〜 林 泰史 先生 一般社団法人 巨樹の会 原宿リハビリテーション病院  

名誉院長

AB2310 看護者として考えるカンファレンス
〜看護過程を看護実践につなぐ方法〜 阿部 幸恵 先生 東京医科大学病院 シミュレーションセンター  

センター長/教授

9月開始

AB2311 患者のQOLを高める排便ケアの基本 榊原 千秋 先生
うんこ文化センター おまかせうんチッチ 代表、 
訪問看護ステーションややのいえ 統括所長、 
一般社団法人 日本うんこ文化学会 代表理事、 
保健学博士/保健師/助産師/看護師

AB2312 地域の暮らしを支えるための訪問看護師との連携 山川 将人 先生 ウィル訪問看護ステーション豊見城 管理者

継
続
配
信

AB2351 フィジカルアセスメントの戦略 
〜どう展開し、どう仕上げるか〜 山内 豊明 先生 放送大学大学院 文化科学研究科 教授

AB2352 いまさら聞けない褥瘡の適切なアセスメントに必要な知識 松岡 美木 先生 埼玉医科大学病院 褥瘡対策管理室 褥瘡管理者/ 
皮膚・排泄ケア特定認定看護師

AB2353 手術室でこそ気をつけたい医療安全 
〜インシデント・アクシデントとその対策〜 堤 美江 先生 武蔵野赤十字病院 手術センター 看護師長

AB2354 がん薬物療法の最新知識 
〜専門的な知識をもって患者を支援する〜 菅野 かおり 先生 公益社団法人 日本看護協会 神戸研修センター  

がん薬物療法看護認定看護師教育課程 教員

AB2355 外来看護のテクニック 
〜トリアージ、アセスメント、在宅療養支援〜 柏 彩織 先生 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター  

緩和ケアセンター 副看護師長/がん看護専門看護師

AB2356 看護師が知っておくべき耐性菌とマネジメント 島崎 豊 先生 NPO法人 日本・アジア口腔保健支援機構 理事、 
中部地区中材業務研究会 会長

AB2357 重症心身障害児者の介助とポジショニング 
〜安心・安全・安楽なケアを提供する〜 丸森 睦美 先生 東京小児療育病院 理学療法士

AB2358 多職種連携を基盤としたアドバンス・ケア・プランニング（ACP）
〜入退院支援・地域包括ケアの視点から〜 片山 陽子 先生 香川県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科 教授

AB2359 中堅ナースに伝えたい看護マネジメントの基礎 高橋 弘枝 先生 公益社団法人 大阪府看護協会 会長

AB2360 妊産婦のメンタルヘルス 
〜産前から産後まで「切れ目ないケア」をつなげる〜 光田 信明 先生 大阪母子医療センター 病院長

AB2361 未来のはしごを登っていこう 
〜“先輩ナース”になったら考えたいこと〜 塩田 美佐代 先生 学校法人 湘南ふれあい学園 湘南医療大学  

保健医療学部 看護学科 准教授

AB2362 多職種チームで取り組む排尿ケア・排尿自立支援 谷口 珠実 先生 山梨大学大学院 総合研究部医学域看護学系  
看護学講座 教授

コード テーマ 講師

4月開始

AP2301 事例からひも解く精神科看護に必要な 
精神保健・精神障害者福祉の法律知識 東 美奈子 先生

訪問看護花の森 管理者、 
一般社団法人 日本精神科看護協会 副会長/ 
精神科認定看護師

AP2302 理解が進む精神科で知っておきたい医療安全 明間 正人 先生 医療法人 昨雲会 飯塚病院 院長補佐/看護部長/ 
精神看護専門看護師/医療安全管理者

5月開始

AP2303 事例からひも解く身体拘束の最小化 山口 球 先生 東京都立松沢病院 主任看護師/精神科認定看護師

AP2304 理解が進む精神科の感染対策 佐藤 綾乃 先生 感染管理認定看護師

6月開始

AP2305 事例からひも解く服薬指導とアドヒアランス向上のための 
精神科看護ケア 古谷 貴司 先生 医療法人 仁愛会 水海道厚生病院 病棟師長/ 

精神科認定看護師

AP2306 理解が進む患者・家族との接し方 田井 雅子 先生 高知県立大学 看護学部 精神看護学 教授

7月開始

AP2307 事例からひも解く精神科リハビリテーションと地域包括ケア 西岡 由江 先生 社会福祉法人 ファミーユ高知  
高知ハビリテーリングセンター センター長

AP2308 理解が進む統合失調症で精神科看護師が知っておきたいこと 木戸 芳史 先生 浜松医科大学 医学部 看護学科 臨床看護学講座  
精神看護学領域 教授

8月開始

AP2309 事例からひも解く精神科外来で看護職の果たす役割 草地 仁史 先生 一般社団法人 日本精神科看護協会 業務執行理事

AP2310 理解が進む精神科病棟における暴力対策 寺岡 征太郎 先生 帝京大学 医療技術学部 看護学科 精神看護専門看護師

9月開始

AP2311 事例からひも解く精神科看護師が知っておきたい認知症看護 岡本 充子 先生 社会医療法人 近森会 統括看護部長/老人看護専門看護師

AP2312 理解が進むソーシャル・スキルズ・トレーニング（SST）の基本知識 
〜患者のQOLを向上させるために〜 瀧本 優子 先生 梅花女子大学 心理こども学部 心理学科 教授

継
続
配
信

AP2351 事例を実践に活かす精神科看護関連法 末安 民生 先生 佛教大学 保健医療技術学部 看護学科 教授

AP2352 やさしく学ぶ精神科の医療安全 山中 利文 先生 長崎県精神医療センター 副院長兼看護部長

AP2353 事例を実践に活かす行動制限最小化 三宅 美智 先生 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  
公共精神健康医療研究部

AP2354 やさしく学ぶ精神科における感染対策 山浦 剛 先生 地方独立行政法人 大阪府立病院機構  
大阪精神医療センター

AP2355 事例を実践に活かす服薬支援 船橋 英樹 先生 宮崎大学医学部附属病院 精神科 講師/緩和ケアチーム

AP2356 やさしく学ぶ家族支援 川田 美和 先生 兵庫県立大学 看護学部 生涯健康看護講座 精神看護学  
准教授

AP2357 事例を実践に活かす認知行動療法 白石 裕子 先生 福岡国際医療福祉大学 看護学部看護学科 教授

AP2358 やさしく学ぶ精神科訪問看護 仲野 栄 先生 一般社団法人 日本精神科看護協会 医療看護部長

AP2359 事例を実践に活かす精神科のターミナルケア 冨川 順子 先生 大阪府立大学 大学院看護学研究科 教授

AP2360 やさしく学ぶうつ病の看護の実際 金子 亜矢子 先生 一般社団法人 日本精神科看護協会 業務執行理事

AP2361 事例を実践に活かす地域連携 
〜重層的支援〜 廣末 ゆか 先生 高知学園短期大学 看護学科 教授（特別任用教員）

AP2362 やさしく学ぶ精神科看護での事例検討 西池 絵衣子 先生 兵庫県立大学 看護学部 生涯広域健康看護講座Ⅱ  
精神看護学 講師

ハイレベル（目安：ラダーⅢ〜Ⅴ）テーマハイレベル（目安：ラダーⅢ〜Ⅴ）テーマ

約45分約45分

新規配信テーマ 継続配信テーマ 新規配信テーマ 継続配信テーマ
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看
護
研
究
コ
ー
ス

看
護
共
育
コ
ー
ス

看
護
管
理
コ
ー
ス

コード 講師

5月開始

ALA2301
1
年
目
以
上
：
学
習
の
マ
イ
ン
ド
を
身
に
つ
け
る

みんなが笑顔になれるアサーションの基本 
〜看護師として働く前に知っておきたいこと〜 宮下 ルリ子 先生 県立広島大学 助産学専攻科 教授/助産学専攻科長

ALA2302 困ったときにも役立つアサーションの実際 
〜多職種・患者・家族との円滑なコミュニケーションをめざす〜 宮下 ルリ子 先生 県立広島大学 助産学専攻科 教授/助産学専攻科長

継
続
配
信

ALA2351
プリセプターマインド 
〜後輩とともに成長するための心構え〜
※本テーマは実地指導者が対象です

宇野 友美 先生 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 副主任

ALA2352 メンバーシップ・フォロワーシップ 
〜みんなでつくる働きやすい看護チーム〜 平井 亮 先生 京都市立病院 看護部管理室 教育担当/副看護師長

ALA2353 がんばっているあなたに知ってほしいセルフ・コンパッションのすすめ 
〜自分に優しくする力を身につけて思いやり回路を回そう〜 髙橋 聖子 先生 折尾愛真高等学校 看護科・看護専攻科 教諭/公認心理師

6月開始 ALB2301

実
地
指
導
者
以
上
：
教
育
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る

シミュレーションのいろはを学ぶ 
〜いまどき学習者の伸ばし方〜 内藤 知佐子 先生 愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター 助教

7月開始

ALB2302 これからのティーチング 
〜基礎から実践のコツまで〜 高橋 平徳 先生 愛媛大学 教育・学生支援機構 教職総合センター 准教授

ALB2303 これからのコーチング・ファシリテーション 
〜基礎から実践のコツまで〜 高橋 平徳 先生 愛媛大学 教育・学生支援機構 教職総合センター 准教授

8月開始 ALB2304 こんなときどうする？ 「発達障害」にまつわる指導のヒント 川上 ちひろ 先生 岐阜大学 医学教育開発研究センター

継
続
配
信

ALB2351 インストラクショナル・デザイン 
〜教えたつもりで終わらない研修を計画しよう〜 三科 志穂 先生 神戸大学医学部附属病院 看護部  

看護実践・教育開発センター

ALB2352 患者のきもちを知り、看護を考えるロールプレイ 髙橋 聖子 先生 折尾愛真高等学校 看護科・看護専攻科 教諭/公認心理師

ALB2353 はじめてのリフレクション 
〜実践を新たなケアにつなげる〜 宇野 友美 先生 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 副主任

ALB9999 実践につなげる！ 効果的な研修のヒント 
〜サポート便りコラムアーカイブ〜 内藤 知佐子 先生 愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター 助教

コード テーマ 講師

5月開始 AC2301 今日からリーダー！ スタッフを巻き込むマネジメント術 岩本 実加 先生 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 看護副部長

6月開始 AC2302 心理的安全性が叶えるヘルシーワークプレイス 
〜暴力・ハラスメントからスタッフを守る〜 熊谷 雅美 先生 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部  

済生会横浜市東部病院 特任院長補佐

7月開始 AC2303 看護補助者と看護師の協働がかなえる医療の効率化 
〜すべての看護スタッフが主体的にいきいきと働く職場をつくる〜 大橋 純江 先生 了德寺大学 健康科学部 看護学科 准教授

8月開始 AC2304 地域と患者を守る病床管理のためのマネジメント術 入学 佐美里 先生
医療法人社団 顕鐘会 神戸百年記念病院 看護部長、 
医療法人 俊榮会 本部事務局看護部 教育管理部長、 
Samiri-lab.（同）代表

9月開始 AC2305 中間評価を最大限に活かす目標管理 
〜年間目標を見据えた評価と人材育成〜

山元 恵子 先生/ 
高田 誠 先生

富山福祉短期大学 看護学科長/教授
株式会社オーセンティックス 代表取締役

継
続
配
信

AC2351 チームで成果を上げる目標管理 
〜目標管理シートの考え方と書き方〜

山元 恵子 先生/ 
高田 誠 先生

公益社団法人 東京都看護協会 会長
株式会社オーセンティックス 代表取締役

AC2352 施設を守る感染マネジメント入門 松島 由実 先生 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 看護部長/ 
認定看護管理者

AC2353 管理者からみるスタッフのメンタルケア 川上 潤子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護部長

AC2354 人事考課とマネジメントラダーを活用する事例 河野 秀一 先生/ 
中村 真寿美 先生

株式会社サフィール 代表取締役/ 
金沢医科大学病院 副院長/看護部 看護部長

AC2355 対応に配慮が必要なスタッフとともに働くための支援 吉川 孝子 先生 春日部市立医療センター 副院長

■ 看護研究コース 全テーマ通年配信

日常のケアに光を当てる「看護研究」一歩前に踏み出そう

監修  中村 美鈴 先生 
東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 教授

初めての学会発表 約50分初めての院内発表 約30分

コード テーマ 講師

継
続
配
信

BBH2301

初
め
て
の
院
内
発
表

院内発表につなげる気づき  
〜気づきから臨床研究につなげるために〜 樅山 定美 先生 前 横浜創英大学 看護学部 成人看護学 講師/ 

急性・重症患者看護専門看護師

BBH2302 文章の書き方 
〜人に伝わる文章を書くコツ〜 明神 哲也 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 講師

BBH2303 よりよい看護ケアのためのケーススタディ（事例研究）  
〜実践につなげる研究とは〜 渡邊 好江 先生 杏林大学医学部付属病院 高度救命救急センター  

急性・重症患者看護専門看護師

BBH2304 倫理的配慮の基本 明神 哲也 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 講師

BBH2305 文献はなぜ読むの？ どう探すの？ 室岡 陽子 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 講師/
皮膚・排泄ケア認定看護師

BBH2306 発表で気をつけること、おさえるポイント  
〜次の看護研究につなげるために〜 小幡 祐司 先生 元 横浜市立大学附属市民総合医療センター  

急性・重症患者看護専門看護師

BBS2301

初
め
て
の
学
会
発
表

コースオリエンテーション 
〜看護研究をはじめるために〜 中村 美鈴 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 教授

BBS2302 看護研究とは？ どうして研究するの？ 上澤 弘美 先生 総合病院土浦協同病院 救命救急センター  
急性・重症患者看護専門看護師

継
続
配
信

BBS2303 研究デザインを理解する 樅山 定美 先生 医療創生大学 看護学部 看護学科 講師

BBS2304 文献の読み方Ⅰ  
〜量的研究のクリティーク〜 樅山 定美 先生 前 横浜創英大学 看護学部 成人看護学 講師/ 

急性・重症患者看護専門看護師

BBS2305 文献の読み方Ⅱ  
〜質的研究のクリティーク〜 吉田 紀子 先生 獨協医科大学病院 集中治療室  

急性・重症患者看護専門看護師

BBS2306 研究テーマの絞り込み 谷島 雅子 先生 自治医科大学附属病院 急性・重症患者看護専門看護師/
救急看護認定看護師

BBS2307 文献検索と文献検討を行う 渡邊 好江 先生 杏林大学医学部付属病院 急性・重症患者看護専門看護師

BBS2308 研究にまつわる倫理的配慮 中村 美鈴 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 教授

BBS2309 研究計画書を作成する 務䑓 理惠子 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 助教

BBS2310 研究活動を実施し、データを得る 上澤 弘美 先生 総合病院土浦協同病院 看護部  
急性・重症患者看護専門看護師

BBS2311 量的データと質的データの分析 山本 伊都子 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 講師

BBS2312 研究成果を発表するⅠ 
〜演題応募と発表のタイプ〜 段ノ上 秀雄 先生 学校法人和洋学園 和洋女子大学

継
続
配
信

BBS2313 研究成果を発表するⅡ  
〜パワーポイントを活用する〜 小幡 祐司 先生 元 横浜市立大学附属市民総合医療センター  

急性・重症患者看護専門看護師

BBS2314 研究論文を作成するⅠ  
〜研究結果を表現する〜 段ノ上 秀雄 先生 学校法人和洋学園 和洋女子大学

BBS2315 研究論文を作成するⅡ 
〜研究結果を考察する〜 中村 美鈴 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 教授

継
続
配
信

BBS2316 研究論文を作成するⅢ  
〜論文にまとめる〜 中村 美鈴 先生 東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 成人看護学 教授

■ 看護共育コース 毎月1日から2024年3月31日まで配信

学びつづける人材を育成するための学習マインドと教育スキル

監修  内藤 知佐子 先生 
愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター 助教

約45分

■ 看護管理コース 毎月1日から2024年3月31日まで配信

1歩先へ進むためのリーダーシップとマネジメント力を育てる

監修  山元 恵子 先生 
富山福祉短期大学 看護学科長/教授

約45分

新規配信テーマ 継続配信テーマ 新規配信テーマ 継続配信テーマ
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■ 認知症・高齢者コース 全テーマ通年配信

超高齢社会の医療現場をサポートする、認知症・高齢者のための看護ケア

コード テーマ 講師

BD2301 ＜看護編1＞現場で役立つ！  
認知症のアセスメントとケア 植田 恵 先生 帝京平成大学 健康メディカル学部 言語聴覚学科 教授

BD2302 ＜看護編1 事例動画＞現場で役立つ！  
認知症のアセスメントとケア 原 等子 先生 新潟県立看護大学 看護学部 老年看護学 准教授

BD2303 ＜看護編2＞現場で役立つ！  
認知症の方へのコミュニケーション・環境調整 植田 恵 先生 帝京平成大学 健康メディカル学部 言語聴覚学科 教授

BD2304 ＜看護編2 事例動画＞現場で役立つ！  
認知症の方へのコミュニケーション・環境調整 原 等子 先生 新潟県立看護大学 看護学部 老年看護学 准教授

BD2305 二次性骨折の予防のために！ 
〜骨粗鬆症のケアとFLS〜 平岡 峰子 先生 徳島文理大学 保健福祉学部 看護学科

BD2306 安全・安楽・自立・QOLを意図した食事介助技術 小山 珠美 先生 伊勢原協同病院 看護師/ 
NPO法人口から食べる幸せを守る会理事長

BD2307 症状変化を見逃さない！ 脳神経看護の基本をおさえる 久松 正樹 先生 社会医療法人医仁会 中村記念南病院  
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

BD2308 高齢者の運動機能回復とリスク管理 平岡 峰子 先生 徳島文理大学 保健福祉学部 看護学科

継
続
配
信

BD2351 ＜医学編1＞認知症にみる原因疾患とその症状・治療法 中野 輝基 先生 医療法人社団 悠翔会 精神科

BD2352 ＜医学編2＞事例から学ぶ認知症とせん妄 中野 輝基 先生 医療法人社団 悠翔会 精神科

BD2353 ＜事故防止編＞認知症のケアにおける医療安全 茅野 理香 先生 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター  
医療安全管理室 医療安全管理者

BD2354 ＜倫理編＞認知症患者の日常ケアで生じる倫理的課題 渡邉 啓子 先生 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター  
看護部/認定看護管理者

BD2355 高齢者をサルコペニア・フレイルにさせないために 
〜看護師が行う栄養看護〜 森 みさ子 先生 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院  

急性・重症患者看護専門看護師/臨床栄養代謝専門療法士

BD2356 消化器疾患をもつ高齢者のためのケア 森 みさ子 先生 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院  
急性・重症患者看護専門看護師/臨床栄養代謝専門療法士

BD2357 患者に寄り添うCKD支援 
〜治療を取り入れた生活への変更・継続の支援〜 柏崎 純子 先生 共立女子大学 看護学部 看護学科 成人看護学 准教授

BD2358 高齢者の糖尿病のセルフケアを支える 柏崎 純子 先生 共立女子大学 看護学部 看護学科 成人看護学 准教授

■ 重症度、医療・看護必要度コース 全テーマ通年配信

重症度、医療・看護必要度を理解して病棟マネジメントに活用できる

監修  箕浦 洋子 先生 
関西看護医療大学 看護学研究科 看護学部 看護学科 教授

コード テーマ 講師

BC2301 一般急性期病棟編： 
看護マネジメントに活かす重症度、医療・看護必要度の評価のポイント 箕浦 洋子 先生 関西看護医療大学 看護学研究科 看護学部 看護学科 教授

BC2302 地域包括ケア・療養病棟編： 
患者をつなぐ重症度、医療・看護必要度の評価のポイント 吉田 かおり 先生 社会医療法人財団 聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院  

看護師長

BC2303 回復期リハビリテーション病棟編： 
急性期からの連携を意識した重症度、医療・看護必要度の評価のポイント 講師交渉中

BC2304 HCU編： 
看護マネジメントに活かす重症度、医療・看護必要度の評価のポイント 箕浦 洋子 先生 関西看護医療大学 看護学研究科 看護学部 看護学科 教授

BC2305 評価チェック動画×テスト 箕浦 洋子 先生 関西看護医療大学 看護学研究科 看護学部 看護学科 教授評価チェック動画 25問×年2回

コード テーマ 講師

BAA2301

看
護
補
助
者
向
け

医療制度の概要および病院の機能と組織の理解 川上 潤子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護部長

BAA2302 チームの一員としての看護補助者業務の理解 
〜業務範囲と役割、夜勤業務、ほう・れん・そう〜 川上 潤子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護部長

BAA2303 守秘義務、個人情報保護の基礎知識 ソルステインソン  
みさえ 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護副部長

BAA2304 労働安全衛生の基本的知識 川上 潤子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護部長

BAA2305 接遇・マナーの基本 
〜患者・家族へのかかわり方〜

ソルステインソン  
みさえ 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護副部長

BAA2306 倫理の基本 
〜医療機関において求められる倫理的な行動〜 馬目 裕子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護副部長

BAA2307 環境整備 
〜ベッドメーキング、リネン交換など〜 土屋 圭祐 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 主任

BAA2308 入浴のお世話 二宮 晶子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 主任

BAA2309 清潔のお世話
〜清拭、洗髪〜 福島 奈美 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 主任

BAA2310 排泄のお世話 
〜排尿・排便のお世話、おむつ交換など〜 川﨑 充 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 主任

BAA2311 食事のお世話 
〜食事介助の基本〜 秋山 里子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部  

摂食・嚥下障害看護認定看護師

BAA2312 洗面のお世話 
〜顔を拭く、ひげを剃る〜 中澤 清香 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 主任

BAA2313 口腔ケア 秋山 里子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部  
摂食・嚥下障害看護認定看護師

BAA2314 移動のお世話 
〜歩行、車椅子、ストレッチャー、スライディングボード〜 滋田 泰子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護師長

BAA2315 診療にかかわる補助業務の基本 滋田 泰子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護師長

BAA2316 医療安全 
〜患者誤認による重大事故対策を中心に〜 馬目 裕子 先生 日本赤十字社医療センター 医療安全推進室 看護師長

BAA2317 感染予防
〜手指衛生、標準予防策など〜 大久保 佳代 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 感染管理認定看護師

BAA2318 認知症患者の対応 甲斐 真沙実 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 認知症看護認定看護師

BAA2319 療養生活上の世話にかかわる業務マニュアル 学研メディカルサポート 看護補助者研修業務マニュアル作成委員会

BAA2320 看護補助者が知っておきたい実践医療用語 学研メディカルサポート 看護補助者研修実践医療用語集作成委員会

BAB2301

看
護
職
向
け（
師
長
等
以
外
）

看護職と看護補助者との協働推進の背景 川上 潤子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護部長

BAB2302 看護補助者の位置づけ 川上 潤子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護部長

BAB2303 看護補助者との協働における看護業務の基本的な考え方 西塚 弘子 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護師長

BAB2304 看護補助者との協働における業務実施体制 渡邉 美香 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護師長

BAB2305 看護師による看護補助者への指示について 渡邉 美香 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護師長

BAB2306 知っておきたい看護補助者へ適切な業務指示を行うための留意事項 加藤 ひろみ 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護師長

BAB2307 看護補助者と協働するための情報共有とコミュニケーション 加藤 ひろみ 先生 日本赤十字社医療センター 看護部 看護師長

■ 看護補助者関連コース 全テーマ通年配信

動画で学び、理解を深める！ 看護補助者の業務と看護師との連携

制作協力：日本赤十字社医療センター

約30分

約50分

約15分〜30分

新規配信テーマ 継続配信テーマ 新規配信テーマ 継続配信テーマ

マーク：講義内動画あり

12  13



多
職
種
連
携
コ
ー
ス

ミ
ミ
ガ
ク
コ
ー
ス

看
護
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
ズ

病
院
経
営
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ー
ス

看
護
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

グ
ロ
ー
バ
ル
セ
ミ
ナ
ー
コ
ー
ス

チ
ェ
ッ
ク
動
画
ラ
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ラ
リ

コード テーマ 講師

GT2301 人を支え、地域を支える看護職に求められる力とは 坂本 すが 先生 東京医療保健大学 副学長

継
続
配
信

GT2351 50年の看護経験から語られる看護のプロフェッショナルとは 村松 静子 先生 在宅看護研究センターLLP 代表

GT2352 豊富な国際活動経験から語られる看護師のあるべき姿とは 伊藤 明子 先生 元 名古屋第二赤十字病院 副院長/看護部長

GT2353 看護の対象はすべての人〜いろいろな人を支えたい〜 惣万 佳代子 先生 特定非営利活動法人 デイサービス  
このゆびとーまれ 理事長

■ 看護のプロフェッショナル 全テーマ通年配信

看護界のレジェンドが語る「看護のプロフェッショナル」とは？ すべての看護師に贈る、胸に刻まれる講義！

■ グローバルセミナーコース 全テーマ通年配信

海外の著名な講師陣による貴重な講義を特別配信！

コード テーマ 講師

継
続
配
信

GS2301 看護における臨床推論とその会得方法 
How to learn nursing Clinical Reasoning パトリシア・ベナー 先生 カリフォルニア大学 サンフランシスコ校  

名誉教授

GS2302
クリティカルケア領域における看護師の成長モデルと臨床推論との結びつき 
Relations between critical care nurse’s progress model and 
Clinical Reasoning

パトリシア・ベナー 先生 カリフォルニア大学 サンフランシスコ校  
名誉教授

GS2303
移行理論とは何か、その真髄 
The essence of Transition Theory and its effect on nursing 
practice

アフアフ・イブラヒム・メレイス 先生
ペンシルべニア大学 看護学・社会学 教授/ 
名誉学部長・名誉教授、カリフォルニア大学 
サンフランシスコ校 名誉教授

GS2304 移行理論の実践への応用とそのアウトカム 
Application and outcome of Transition Theory in nursing アフアフ・イブラヒム・メレイス 先生

ペンシルべニア大学 看護学・社会学 教授/ 
名誉学部長・名誉教授、カリフォルニア大学 
サンフランシスコ校 名誉教授

GS2305 移行理論の発展と未来 
Development of Transition Theory and future アフアフ・イブラヒム・メレイス 先生

ペンシルべニア大学 看護学・社会学 教授/ 
名誉学部長・名誉教授、カリフォルニア大学 
サンフランシスコ校 名誉教授

GS2306 ヒューマンケアリング理論の真髄 
The essence of Human Caring Theory ジーン・ワトソン 先生 コロラド大学 名誉教授、 

日本赤十字看護大学 名誉博士

GS2307
基礎看護教育へのヒューマンケアリング理論の活用 
How to  integrate Human Caring Theory into basic nursing 
education

ジーン・ワトソン 先生 コロラド大学 名誉教授、 
日本赤十字看護大学 名誉博士

GS2308 ヒューマンケアリングの臨床実践 
Clinical practice of Human Caring ジーン・ワトソン 先生 コロラド大学 名誉教授、 

日本赤十字看護大学 名誉博士

約10分〜20分

新規配信テーマ 継続配信テーマ新規配信テーマ 継続配信テーマ

約10分〜40分

コード テーマ 講師

GU2301 地域連携に変革をもたらし、患者・家族を支える 田渕 典子 先生 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 副病院長

■ 看護のフロントランナーズ 全テーマ通年配信

新たな視点！ 新たな取り組み！ 一歩先ゆく看護業務から学び、リードする 約10分〜20分

コード テーマ 講師

FC2301 社会・医療環境の変化にも負けない病院経営の考え方 
〜地域連携・多職種連携の実際〜 田中 恭子 先生 社会医療法人 ペガサス 理事/馬場記念病院 事務部長

FC2302 診療報酬、先進事例を的確に読み解いて収益向上戦略につなぐ！  
〜患者も病院も満足できる医療を届けるために〜 長 英一郎 先生 東日本税理士法人 所長

FC2303 事業計画立案と実行の戦略的マネジメント 渡辺 明良 先生 学校法人聖路加国際大学 法人事務局長

■ 病院経営・マネジメントコース 全テーマ通年配信

たゆたえども沈まず！ 激変する環境を生き抜く病院経営の羅針盤！ 約30分〜50分

コード テーマ 講師

FA2301 チーム医療の極意〜専門職がもちたいリーダーシップの考え方〜 山﨑 康太郎 先生 医療法人社団 健育会 竹川病院  
リハビリテーションセンター長

FA2302 チームの叡智を集結！ これからのNSTに求められる役割 矢吹 浩子 先生 医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院 看護部長

ミ
ニ
動
画

FA2303 チーム力を底上げする！ 薬剤師との連携 百瀬 智恵 先生 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院

FA2304 患者の生きる力を支える！ 管理栄養士との連携 大島 真理子 先生 地方独立行政法人 東京都立病院機構  
東京都立多摩北部医療センター 栄養科 科長/管理栄養士

FA2305 地域の健康を守る！ 保健師との連携 堀間 華世 先生 保健師

継
続
配
信

FA2351 もう一度振り返ろう！ チーム医療の基本 辰巳 陽一 先生 近畿大学病院 安全管理部・医療安全対策室、 
近畿大学医学部 血液・膠原病内科 教授

FA2352 外国人スタッフとともに築くチーム医療 小澤 美紀 先生 医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 看護部長

FA2353 タスクシフト・シェアと他職種協働をめぐる現状を整理する 
〜看護職の業務範囲を前提に〜 友納 理緒 先生 前 公益社団法人 日本看護協会 参与/ 

保健師・看護師・弁護士

■ 多職種連携コース 全テーマ通年配信

新人看護師からベテラン看護師まで、チーム医療の一員として躍進するための必需コンテンツ 約30分 ミニ動画 約15分

コード テーマ 講師

FB2301 私の忘れられない看護 任 和子 先生 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻  
先端中核看護科学講座 生活習慣病看護学分野 教授

FB2302 明日から使える！ コミュニケーション・テクニック  
〜患者さんへの接し方〜 内藤 知佐子 先生 愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター 助教

■ ミミガクコース 全テーマ通年配信

ミミで学んで心をミガク！ 明日の看護がもっと輝く、音声だけのコンテンツ 約10分〜20分

コード テーマ 内容

MV0100 与薬（輸液ポンプ・シリンジポンプ） 輸液ポンプ・シリンジポンプ

MV0200 感染対策

あなたの手はきれいですか

手指消毒

手洗い

嘔吐物・排泄物の処理方法

個人防護具の着用方法

個人防護具のはずし方

咳エチケット

MV0300 救急救命処置（急変対応）

前日の患者との会話から予測（良い例・悪い例）

急変患者の気づき

急変患者発見時の対応

MV0400 社会人基礎力（接遇）

クレーム対応

ことばの伝え方

挨拶のポイント

MV0500 医療安全 
（アンガーマネジメント）

怒っている人がいたら

場所の優劣

距離を取る

それぞれの場面で

■ チェック動画ライブラリ 全テーマ通年配信

過去に配信されたチェック動画がいつでも視聴可能！

コード テーマ 内容

MV0600 チーム医療 
（多職種カンファレンス）

共有編（よくない例・よい例）

基本編（よくない例・よい例）

実践編（よくない例・よい例）

MV0700 呼吸

咳嗽の介助

呼吸介助法〜臥位〜

呼吸介助法〜座位〜

ハフィング〜座位〜

口鼻腔吸引

閉鎖式吸引

MV0800 注射・採血

静脈血採血

筋肉内注射

皮下注射

静脈注射

MV0900 シミュレーション教育
急変対応シミュレーション

接遇シミュレーション

院長・事務長様も是非ご覧ください！！
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内
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修
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ス

コード テーマ 講師

CA2301 基礎から学ぶ！ 医療安全 原田 賢治 先生 国立大学法人 東京農工大学 保健管理センター 教授

CA2302 医療安全を組み立てる！ プロセス指向と標準化 梶原 千里 先生 静岡大学 情報学部 行動情報学科 准教授

CA2303 チームの力を引き上げる！ 多職種で取り組む医療安全 松村 由美 先生 京都大学医学部附属病院 医療安全管理部 部長/教授

CA2304 患者参加で実現する医療安全 奥津 啓子 先生 武蔵野赤十字病院 医療安全推進センター 患者相談室長/ 
看護師長

CA9999 動画で実践！ みんなで取り組むKYT！ 〜KYT事例動画アーカイブ〜 黒川 美知代 先生 武蔵野赤十字病院 看護部 看護師長

■ 医療安全関連 全テーマ通年配信

多職種で築き上げる院内の安全文化〜みんなで学ぶ医療安全〜

監修  杉山 良子 先生 一般社団法人 医療安全全国共同行動 改善アドバイザー、 
パラマウントベッド株式会社 顧問、転倒転落研究会（RoomT2）主幹/看護師

約30分

コード テーマ 講師

CB2301 学び直しの標準予防策（スタンダードプリコーション） 藤本 佐希子 先生 JA愛知厚生連 海南病院 感染制御部 感染制御室  
感染制御係長/感染管理認定看護師

CB2302 感染経路別予防策をおさらい！  
〜「もしも」に備えるアウトブレイク対策〜 島崎 豊 先生 NPO法人 日本・アジア口腔保健支援機構 理事、 

中部地区中材業務研究会 会長

CB2303 基礎からわかるインフルエンザ対策 仲田 勝樹 先生 JA愛知厚生連 江南厚生病院 感染制御部 感染制御室  
感染制御課長/感染管理認定看護師

CB2304 基礎からわかるノロウイルス感染症対策 桑山 祐樹 先生 愛知県医療療育総合センター中央病院  
感染管理認定看護師

■ 感染対策関連 全テーマ通年配信

地域全体でつながる感染対策！ 約30分

コード テーマ 講師

CK2301 医療従事者が知っておくべき個人情報の適切な取り扱い方 須貝 和則 先生 国立国際医療研究センター 医事管理課 課長

CK2302 医療職のためのメンタルヘルス対策 久持 修 先生 やまき心理臨床オフィス 代表/公認心理師/臨床心理士

CK2303 医療職として働くときのチームワークのあり方 平井 亮 先生 京都市立病院 看護部管理室 教育担当/副看護師長

CK2304 医療職が育む社会人基礎力の必要性 高橋 恵 先生 聖マリアンナ医科大学 ナースサポートセンター  
統括看護部長/センター長

継
続
配
信

CK2351 新医療人のためのビジネスマナー 村尾 孝子 先生 株式会社スマイル・ガーデン 代表取締役

CK2352 医療従事者に必要なキャリアのつくり方 市川 幾恵 先生 昭和大学 特任教授/看護キャリア開発・研究センター  
センター長

CK2353 SNS時代に知っておきたい医療職の情報伝達心得 山本 健人 先生 田附興風会医学研究所 北野病院 消化器外科

■ 社会人基礎力関連 全テーマ通年配信

医療従事者に必要な行動力、思考力、協働力を学ぶ 約30分

コード テーマ 講師

CJ2301 ヤングケアラーの事例から考える重層的支援のあり方 中島 由美子 先生 訪問看護ステーション愛美園 所長

CJ2302 AYA世代における思春期のがん患者へのACP実践から学ぶ 多田羅 竜平 先生 大阪市立総合医療センター 緩和医療科部長/ 
緩和ケアセンター長

CJ2303 医療ガスの安全管理と事故防止策 野口 裕幸 先生 CE野口企画 代表/臨床工学技士、 
北里大学保健衛生専門学院 臨床工学専攻科

CJ2304 医療機関で備えておきたいサイバーセキュリティ対策 髙取 幸江 先生 聖霊病院 医事業務課 事務次長

CJ2305 高齢者虐待における病院の役割 香川 卓見 先生 三鷹市大沢地域包括支援センター センター長/ 
主任介護支援専門員

CJ2306 障がい者虐待における病院の役割 香川 卓見 先生 三鷹市大沢地域包括支援センター センター長/ 
主任介護支援専門員

継
続
配
信

CJ2351 医療従事者が知っておきたいLGBTへの理解 針間 克己 先生 はりまメンタルクリニック 院長

CJ2352 児童虐待における病院の役割 岡田 邦之 先生 おかだこどもの森クリニック 院長

CJ2353 医療職が知っておくべき障害者福祉関連法 遠山 真世 先生 高知県立大学 社会福祉学部 准教授

CJ2354 事例から学ぶ医療現場におけるハラスメント対策 伊東 亜矢子 先生 三宅坂総合法律事務所 弁護士

CJ2355 放射線従事者等に対する診療用放射線における安全管理  
〜患者に納得いただくための説明と同意の必要性〜 關 良充 先生 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター  

医療安全管理部 医療安全管理者/診療放射線技師

■ 全体研修関連 全テーマ通年配信

プラスαを学び、医療人として期待される人材になる 約30分

コード テーマ 講師

CD2301 臨床倫理入門 会田 薫子 先生 東京大学大学院 人文社会系研究科 死生学・ 
応用倫理センター 上廣死生学・応用倫理講座 特任教授

CD2302 臨床倫理 事例検討法 会田 薫子 先生 東京大学大学院 人文社会系研究科 死生学・ 
応用倫理センター 上廣死生学・応用倫理講座 特任教授

CD2303 多職種で最善のケアを考える 
〜緩和ケアでの倫理的配慮から考える〜 長尾 式子 先生 北里大学 看護学部 臨床看護学 教授

■ 倫理関連 全テーマ通年配信

倫理的な課題に気づき、みんなで考える風土をつくる 約30分

コード テーマ 講師

CH2301 重大な事件・事故発生時に備えた医療体制のあり方 赤星 昂己 先生 独立行政法人 国立病院機構 厚生労働省DMAT事務局

CH2302 現場に根ざしたBCP 
〜震災レベルから多様な災害への一般化〜 植木 穣 先生 東京医科歯科大学病院 病院長補佐/ 

救命救急センター 助教/災害テロ対策室 室長

継
続
配
信

CH2351 病院における災害シミュレーション 庄古 知久 先生 東京女子医科大学附属足立医療センター  
救命救急センター長/救急医療科 教授

CH2352 災害医療対策における平時の備え 阿部 喜子 先生 東北大学病院 災害対応マネジメントセンター

■ 非常時対応関連 全テーマ通年配信

不測の事態にも対応できる医療体制の整備に向けて知っておくべき基本を学ぶ 約30分

新規配信テーマ 継続配信テーマ 新規配信テーマ 継続配信テーマ

院内全体研修コース
医療施設で働くすべての方に知ってほしい・身につけてほしいテーマ
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オプションコース オプションコース 約230※テーマ

コード テーマ 講師
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HEA2351 看護管理者が知っておきたい社会保障（医療）改革 宮田 俊男 先生 早稲田大学 先端生命医科学センター 教授、 
医療法人社団 DEN 理事長

HEA2352 診療報酬改定を読み解く 
〜2040年を見据えた改定のポイント〜 加藤 源太 先生 京都大学医学部附属病院 病床運営管理部 部長/病院教授

HEA2353 ワーク・エンゲイジメント向上につながる労務管理 
〜「働きがい」のある職場づくりの具体策〜 松村 眞吾 先生 株式会社メディサイト 代表取締役、 

横浜市立大学大学院 国際マネジメント研究科 特任教授

HEA2354 スタッフ全員で取り組む医療安全・危機管理と管理者の責務 松村 由美 先生 京都大学医学部附属病院 医療安全管理部 教授

HEA2355 看護のブランディングを考える 任 和子 先生
京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻  
先端看護科学コース 先端中核看護科学講座  
生活習慣病看護学分野 教授

HEA2356 「ポジまね」でつくるいきいきした職場 
〜スタッフ一人ひとりの心理的安全性を守る〜 内藤 知佐子 先生 愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター

HEA2357 新しい時代に求められる看護倫理 
〜倫理的文化を育むための管理者の役割〜 竹之内 沙弥香 先生 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻  

先端基盤看護科学講座 看護倫理学分野 准教授

HEA2358 質管理 
〜看護を可視化し、質改善につなげる〜 吉川 久美子 先生 公益社団法人 日本看護協会 常任理事

HEA2359 多様性を活かす組織論・組織マネジメント 松浦 正子 先生 日本赤十字豊田看護大学 看護管理学領域 教授

HEA2360 目標管理と人事考課を通じたキャリア開発 渡辺 明良 先生 学校法人聖路加国際大学 法人事務局長

HEA2361 人とチームのレジリエンスを高める問題解決の考え方 平林 慶史 先生 有限会社ノトコード 代表取締役

HEA2362 地域をつなぐ多職種協働と看護のリーダーシップ 山田 佐登美 先生
川崎医科大学総合医療センター 看護部長付参与、 
川崎医療福祉大学 看護実践・キャリアサポートセンター 
センター長

※ オプションコースに、学研介護サポート、 
学研訪問看護サポート、看護実践シミュレーションを 
含めたテーマ数です

■ 看護管理者特別コースⅠ 全テーマ通年配信

＜基礎・概論編＞認定看護管理者セカンド・サードレベルがおさえておくべき最新の看護マネジメント

監修  任 和子 先生 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻  
先端中核看護科学講座 生活習慣病看護学分野 教授

約50分

コード テーマ 講師

HEB2301 ケア移行・ケア連携を看護記録で実現する 任 和子 先生 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻  
先端中核看護科学講座 生活習慣病看護学分野 教授

HEB2302 「対応に配慮が必要なスタッフ」と人材育成〜看護管理の視点から〜 川上 ちひろ 先生 岐阜大学 医学教育開発研究センター

HEB2303 組織と個人の目標をつなげる目標面接〜主体的なキャリア形成を支援する〜 濱田 安岐子 先生 NPO法人 看護職キャリアサポート 代表、 
株式会社はたらく幸せ研究所 代表取締役

HEB2304 看護補助者を活かすための看護管理者の心得 
〜外国人スタッフとの協働を考える〜 山中 寛惠 先生 大阪府済生会茨木病院 看護部長

HEB2305 生涯学習のコアとしてのクリニカルラダー 川本 利恵子 先生 学校法人 湘南ふれあい学園 湘南医療大学 保健医療学部  
看護学科 学科長/教授

HEB2306 データを活用した病棟マネジメント 
〜DPC/PDPSや重症度、医療・看護必要度を理解すると病棟マネジメントが変わる〜 木村 憲洋 先生 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 准教授

HEB2307 地域包括ケアシステムを実現する施設間連携 坂井 志麻 先生 杏林大学 保健学部 看護学科 高齢者看護学 教授

HEB2308 未来のために「考動」する地域連携 
〜インタビュー動画で入退院支援のいまを知る〜 餅田 敬司 先生 京都橘大学 看護学部 准教授、 

株式会社 日本看護サービス 代表取締役

HEB2309 事例で学ぶ組織の倫理的文化の醸成 
〜立ち止まって考えるスタッフを育成する〜 古谷 和紀 先生

京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 先端中核看護科学講座  
生活習慣病看護学分野 助教、京都大学医学部附属病院 看護部管理室 

（教育担当） 副看護師長/老人看護専門看護師

HEB2310 質指標を用いた看護の質改善 瀬戸 僚馬 先生 東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科 教授/ 
IR推進室長補佐

HEB2311 多職種連携で実現するチーム医療〜介護職との連携事例から学ぶ〜 松永 智香 先生 医療法人 白菊会 白菊園病院 統括看護部長

HEB2312 へルシーワークプレイスの実現につなげるコンフリクトマネジメント  
〜スタッフを守るための考え方・心がまえ〜 奥村 元子 先生 公益社団法人 日本看護協会 労働政策部 看護労働課

■ 看護管理者特別コースⅡ 全テーマ通年配信

＜実践編＞認定看護管理者セカンド・サードレベルを対象とした明日から使えるマネジメントのコツ

監修   任 和子 先生 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻  
先端中核看護科学講座 生活習慣病看護学分野 教授

約50分

コード テーマ 講師

4月開始

HG2301 認知症患者への退院支援 
〜認知症のある人と家族が安心して暮らすために〜 田中 和子 先生 深大寺元町訪問看護ステーション 老人看護専門看護師/ 

認知症ケア専門士/居宅介護支援専門員

HG2302 精神疾患のある患者が地域で「暮らす」ということ 藤森 祥子 先生 訪問看護ステーションよつば 管理者/精神看護認定看護師

5月開始

HG2303 退院後も口から食べる！ 
〜多職種で行う高齢者の摂食・嚥下ケア〜 稲本 陽子 先生 藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科  

教授/言語聴覚士

HG2304 地域で活躍する！ 保健師の取り組みから考える地域共生社会 渡會 睦子 先生 東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授

6月開始

HG2305 退院後も健やかに暮らすための栄養管理 
〜入院前から退院後まで〜 大島 真理子 先生 地方独立行政法人 東京都立病院機構  

東京都立多摩北部医療センター 栄養科 科長/管理栄養士

HG2306 外来でがん化学療法を受けている人の暮らし
〜地域連携からみる支援の実際〜 安原 加奈 先生 国立病院機構 大阪医療センター 看護部 外来化学療法室  

がん化学療法看護認定看護師

7月開始

HG2307 ヤングケアラーと家族の暮らしを支える 
〜私たちにできること〜 横山 惠子 先生 横浜創英大学 看護学部 看護学科 教授

HG2308 患者の暮らしを支えるためのネットワーク 
〜訪問看護師の視点から〜 福田 裕子 先生 株式会社まちナース まちのナースステーション八千代  

統括所長

8月開始

HG2309 生活困窮者への退院支援 
〜地域とつなぐためにできること〜 西岡 大輔 先生 大阪医科薬科大学 医学研究支援センター医療統計室 講師

HG2310 地域で活躍する特定行為看護師 村上 弘子 先生 訪問看護ステーション愛美園 特定行為看護師

9月開始

HG2311 ICT利活用で変わる地域包括ケア 伊藤 勝陽 先生 特定非営利活動法人 天かける 理事長、 
尾道市医師会介護老人保健施設 やすらぎの家 施設長

HG2312 地域で行う医療的ケア児への支援 紅谷 浩之 先生 医療法人社団 オレンジ 理事長

■ 入退院支援・地域包括ケアコース 毎月1日から2024年3月31日まで配信

地域共生社会を支える〜地域と病院をつなぐ看護〜

監修  角田 直枝 先生 常磐大学看護学部・大学院 教授/ 
茨城県立中央病院 がん看護専門看護師

約50分

新規配信テーマ 継続配信テーマ 新規配信テーマ 継続配信テーマ
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新人から管理者まで施設（全職員）のためのe-ラーニング
監修：白井 孝子 先生／東京福祉専門学校 副学校長

自信をつけて学びにつなげる
介護福祉士をはじめとする、介護スタッフの資質向上に！
● 新人介護スタッフ向け講義を配信！
● リーダー、管理者向け講義も開始！
● 介護の魅力発信！

訪問看護の現場の声から生まれたe-ラーニング！
監修：角田 直枝 先生／

常磐大学看護学部・大学院 教授/茨城県立中央病院 がん看護専門看護師

ステーションの運営方法から接遇、疾患への
適切な対応までを網羅した充実のe-ラーニング教材！
● 現場での事例を交えた実践的な講義
● 訪問看護の現場で活かせる看護技術を厳選
● 繰り返し学べて、看護技術や知識が身につく

特長1

監修：内藤 知佐子 先生／
愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター 助教

『気づく力』を鍛えるシミュレーション研修
準備不要特長1

特長2 臨場感ある良質な事例動画
特長3 理解を深める学習ステップ
特長4 個人完結・集合研修も可能

最新の看護手順書・技術動画で安心な看護を！

OJTの事前学習に使える！

手技だけでなく、ベッドサイドの声かけから確認できる！

簡単に施設独自の内容に編集できる！
看護手順書特長1

技術動画 特長2

【フィードバック内容の一例】
総括 視聴テーマ数ランキング

オプションサービス「プレミアム管理機能」のご案内

選べるオプション ◎詳細は別紙パンフレットをご覧ください

より便利な管理機能を使うことができます！

※ プレミアム管理機能は別料金のオプション機能です

学研ナーシングサポートの
修了要件を自由に設定できる！

テーマごとに、講義再生割合の基準と
テスト合格点を修了要件として設定できます。
また、テーマの修了を自動判定できます！

修了要件の設定
自施設や院外の研修の動画や資料を掲載し、

履歴を一括で管理できる！

弊社が配信しているe-ラーニング以外の
研修の登録、動画の配信やレポート添削、
研修出席・進捗管理ができます

施設オリジナル研修

ご導入後も安心！徹底したアフターフォロー！ 学びを深める！ さまざまなオプション

専任の営業担当者が操作方法はもちろん、
研修運用やお悩みごとへのご提案を行います
安心してご利用いただけます

担当者がしっかりフォロー！

弊社でご導入施設様の視聴状況を分析し、「視聴状況レポート」として定期的にフィードバックします
※年2回（9月/3月）のレポート提出は全施設様に無料で行います
　年4回（6月/9月/12月/3月）のレポートをご希望の場合は、別途お申し込みが必要です

視聴状況を見える化！

医師の判断を待たずに患者の病態を適切にとらえ、
手順書にのっとった38の診療の補助行為を行うための

特定行為研修を学研のe-ラーニングで！

研修に必要なすべての教材を
サポート！

特長1

指定研修機関になるための
申請をサポート！

特長2

生涯学習をサポート！特長3

施設みんなで学べるe-ラーニング
修了者をフォローアップ！業界初！

月に1回発行の「メディカルサポート便り」で
他施設様の取り組みをご紹介
ご導入施設様にお役立ていただけます

「メディカルサポート便り」で
しっかりサポート！

新型コロナウイルス感染症の感染防止や感染者

の看護等のために、36協定で定めた時間外・休

日労働時間の上限時間を超えて、労働を命じるこ

とはできますか?『Yes』です。ただし、あらかじめ許可（あるい

は事後の届出）が必要です。
　1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合

や、毎週少なくとも 1 日与えることとされている法定休日に労働さ

せる場合、時間外・休日労働の上限時間を定めた36協定を締結し、

労働基準監督署に届け出ることが必要です。使用者（病院・施設側）

は、36 協定で定めた上限時間を超えて、時間外・休日労働を命じ

ることはできません（労働基準法第36条）。
　しかし、災害その他避けることのできない理由により臨時に時間

外・休日労働を命じる必要がある場合には、使用者は労働基準監督

署長の事前許可か、事態が急迫している場合には事後の届出※によ

り、必要な限度の範囲内に限り特例で時間外・休日労働をさせるこ

とができます（労働基準法第 33 条）。なお、やむを得ず月 80 時間を

超える時間外・休日労働を行わせたことにより疲労の蓄積が認められ

る労働者には、医師による面接指導など適切な事後措置を講じる必

要があります。また、特例の場合でも割増賃金の支払いは必要です。

　非常時災害等の特例に該当するかどうかは、感染症への対策状

況、労働の緊急性・必要性など総合的に判断されますが、新型コロ

ナウイルス感染症は現在、指定感染症に定められており（2021年 1

月時点）、人命・公益の保護の観点から、急務として非常時災害等

の特例に該当するものと考えられます。
　新規陽性者数・重症者数が連日更新される厳しい状況のなか、医

療現場を守ってくださっている医療従事者のみなさま、毎日本当に

ありがとうございます。※「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書（届）」

事前に届け出る場合は許可申請書を提出し、事前に提出が難しい場合は事後に

遅滞なく届け出る。提出先は所轄の労働基準監督署

◆労働基準法関係主要様式ダウンロードページ（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
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学会＆イベント情報
2月第18回 日本臨床腫瘍学会学術集会テーマ：Evolving Treatment Paradigms for Precision 

Oncology会　期：ライブストリーミング 2021年2月18日（木）～ 21日（日）

オンデマンドストリーミング 2021年3月1日（月）～ 3月

31日（水）会　場：オンライン開催https://www.congre.co.jp/jsmo2021/
第38回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会

テーマ：実践と検証～経験を科学する～
会　期：2021年2月26日（金）～27日（土）

会　場：福岡国際会議場（福岡市）、オンライン開催

http://jsscr38.umin.jp/第35回 日本がん看護学会学術集会テーマ：ポストゲノム時代のケアを先導する
会　期：2021年2月27日（土）～（約2か月）

会　場：オンライン開催http://jscn35.umin.jp/
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スタッフからの声

●初心にかえって基本
が学べる

● さまざまなテーマ
があるため、学習

意欲が高まる

● 自分の好きな時間
・好きなタイミン

グで視聴できてよい

● 縮小印刷して本の
サイズにし、手軽

に自己学習できる

● 患者さんの看護に
役立てることがで

きる
● 動画により、患者

さんとの接し方や

距離感を理解しやすい

 視聴状況レポートを
分析し、 

教育プログラム作成
に活用

 時間外研修ゼロをめ
ざし、 

学研ナーシングサポ
ートを導入

 e-ラーニングを個人
視聴で活用！ 

コロナ禍でも幅広い
研修をカバー

e -ラーニングを個人
視聴で活用し、臨床で

の実践につながる研修
に！

神奈川県横浜市にある
横浜カメリアホスピタ

ルで、児童思春期スト
レスケア病棟シニアマ

ネージャーを務める

村松千春さんに、視聴
率アップのための取り

組みや教育プログラム
作成時の工夫について

ご寄稿いただきました
。

〒 241-0003 　神奈川県横浜市旭区白根町 920 番地

電話 : 045-958-0205　FAX : 045-958-0206　

病床数：120 床 ( 精神科急性期うつ病治療病棟 60 床、児童思春期ストレスケア病棟 60 床 )

診療科：精神科、児童精神科

看護職員数：57 名

カメリアグループ理念：医療・福祉・教育を通してより健やかな日本社会と豊かな未来の創造をめざす

病院理念：日本社会の新たなニーズに応えるために専門性の高い精神科保健医療福祉の創造をめざす

導入コース： 基本パッケージ（精神）

▲ 児童思春期ストレ
スケア病棟看護師の

宮﨑栄子さん

（左）と精神科急性期
うつ病治療病棟マネ

ージャーの早

川貴紀さん（中央）、
児童思春期ストレス

ケア病棟シニ

アマネージャーの村
松千春さん（右）

 専門性の高い精神科保
健医療福祉の

創造をめざして
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2023年度基本パッケージ約230テーマのなかから、院内の必須研修や今年度の学研ナーシングサポートの軸と 
なるコンセプトに対応した86テーマをご案内いたします。院内の研修計画を立てる際、ご参考にしてください

これらのテーマも含め約230テーマをご用意しております

各テーマの詳細はシラバスをご用意しております！

コード テーマ

AA2355 患者の希望を叶え、家族を支えるエンド・オブ・ライフケア
AA2358 患者の痛みを知り、疼痛ケアに活かす
AB2354 がん薬物療法の最新知識 〜専門的な知識をもって患者を支援する〜

「がん看護」に関する主なテーマ

コード テーマ

AA2308 これであなたも皮下注・筋注マスター！ 〜オロオロから卒業しよう〜
AA2309 これであなたも静注・静脈留置針マスター！ 〜ヒヤヒヤしなくても大丈夫〜
AA2310 患者の安全・安心・安楽を守る採血のコツ 〜正しい手技で正確な検査結果につなげよう〜
AA2353 輸液ポンプ・シリンジポンプのアラームを鳴らさないための基本テクニック
AA2357 輸血の基礎知識と安全のためのコミュニケーション
AA2358 患者の痛みを知り、疼痛ケアに活かす
AB2354 がん薬物療法の最新知識 〜専門的な知識をもって患者を支援する〜

「IVナース」に関する主なテーマ

コード テーマ

AA2354 安全な尿道留置カテーテルの挿入と感染管理
AB2356 看護師が知っておくべき耐性菌とマネジメント
AP2304 理解が進む精神科の感染対策
AP2354 やさしく学ぶ精神科における感染対策
AC2352 施設を守る感染マネジメント入門
CB2301 学び直しの標準予防策（スタンダードプリコーション）
CB2302 感染経路別予防策をおさらい！ 〜「もしも」に備えるアウトブレイク対策〜
CB2303 基礎からわかるインフルエンザ対策
CB2304 基礎からわかるノロウイルス感染症対策

「感染対策」に関する主なテーマ

コード テーマ 

AA2312 未来の「わたし」をイメージしよう 〜“先輩ナース”には何が必要？〜
AB2307 めざせスペシャリスト！ 専門性の高い看護師が輝く現場とは 〜特定看護師、専門看護師、認定看護師の活躍〜
AB2359 中堅ナースに伝えたい看護マネジメントの基礎
AB2361 未来のはしごを登っていこう 〜“先輩ナース”になったら考えたいこと〜
ALA2301 みんなが笑顔になれるアサーションの基本 〜看護師として働く前に知っておきたいこと〜
ALA2302 困ったときにも役立つアサーションの実際 〜多職種・患者・家族との円滑なコミュニケーションをめざす〜
ALB2301 シミュレーションのいろはを学ぶ 〜いまどき学習者の伸ばし方〜
ALB2302 これからのティーチング 〜基礎から実践のコツまで〜
ALB2303 これからのコーチング・ファシリテーション 〜基礎から実践のコツまで〜
ALB2304 こんなときどうする？ 「発達障害」にまつわる指導のヒント
AC2305 中間評価を最大限に活かす目標管理 〜年間目標を見据えた評価と人材育成〜
AC2351 チームで成果を上げる目標管理 〜目標管理シートの考え方と書き方〜
AC2354 人事考課とマネジメントラダーを活用する事例
CK2303 医療職として働くときのチームワークのあり方
CK2304 医療職が育む社会人基礎力の必要性
CK2352 医療従事者に必要なキャリアのつくり方
GT2353 看護の対象はすべての人 〜いろいろな人を支えたい〜

「キャリア開発」に関する主なテーマ

コード テーマ 

AA2357 輸血の基礎知識と安全のためのコミュニケーション
AA2361 新人看護師のあなたが身につけたい協働する力『コミュニケーション力』
AB2309 看護師が知っておきたいADL評価指標とその活用 〜共通言語を身につける！〜
AB2312 地域の暮らしを支えるための訪問看護師との連携
AB2358 多職種連携を基盤としたアドバンス・ケア・プランニング（ACP） 〜入退院支援・地域包括ケアの視点から〜
AB2362 多職種チームで取り組む排尿ケア・排尿自立支援
AP2307 事例からひも解く精神科リハビリテーションと地域包括ケア
AP2361 事例を実践に活かす地域連携 〜重層的支援〜

ALA2302 困ったときにも役立つアサーションの実際 〜多職種・患者・家族との円滑なコミュニケーションをめざす〜
FA2301 チーム医療の極意〜専門職がもちたいリーダーシップの考え方〜
FA2302 チームの叡智を集結！ これからのNSTに求められる役割
FA2303 チーム力を底上げする！ 薬剤師との連携
FA2304 患者の生きる力を支える！ 管理栄養士との連携
FA2305 地域の健康を守る！ 保健師との連携
FA2351 もう一度振り返ろう！ チーム医療の基本
FA2352 外国人スタッフとともに築くチーム医療
FA2353 タスクシフト・シェアと他職種協働をめぐる現状を整理する 〜看護職の業務範囲を前提に〜
CA2303 チームの力を引き上げる！ 多職種で取り組む医療安全
CD2303 多職種で最善のケアを考える 〜緩和ケアでの倫理的配慮から考える〜
CK2303 医療職として働くときのチームワークのあり方

「多職種連携」に関する主なテーマ

コード テーマ

AB2312 地域の暮らしを支えるための訪問看護師との連携
AB2355 外来看護のテクニック 〜トリアージ、アセスメント、在宅療養支援〜
AB2358 多職種連携を基盤としたアドバンス・ケア・プランニング（ACP） 〜入退院支援・地域包括ケアの視点から〜
AP2309 事例からひも解く精神科外来で看護職の果たす役割
AP2358 やさしく学ぶ精神科訪問看護
AP2361 事例を実践に活かす地域連携 〜重層的支援〜
CJ2301 ヤングケアラーの事例から考える重層的支援のあり方
CJ2302 AYA世代における思春期のがん患者へのACP実践から学ぶ
GT2301 人を支え、地域を支える看護職に求められる力とは

「入退院支援・地域包括ケア」に関する主なテーマ
コード テーマ

AA2303 看護師が知っておきたい薬物療法 〜安心・安全と効果的な治療のために〜
AA2353 輸液ポンプ・シリンジポンプのアラームを鳴らさないための基本テクニック
AA2356 転倒・転落予防のためのアセスメントを知ろう
AA2357 輸血の基礎知識と安全のためのコミュニケーション
AA2359 ナースコールにも慌てない！ チームで多重課題に立ち向かえ
AB2353 手術室でこそ気をつけたい医療安全 〜インシデント・アクシデントとその対策〜
AP2302 理解が進む精神科で知っておきたい医療安全
AP2310 理解が進む精神科病棟における暴力対策
AP2352 やさしく学ぶ精神科の医療安全
AP2353 事例を実践に活かす行動制限最小化
AC2353 管理者からみるスタッフのメンタルケア
BD2353 ＜事故防止編＞認知症のケアにおける医療安全

BAA2316 医療安全 〜患者誤認による重大事故対策を中心に〜
CA2301 基礎から学ぶ！ 医療安全
CA2302 医療安全を組み立てる！ プロセス指向と標準化
CA2303 チームの力を引き上げる！ 多職種で取り組む医療安全
CA2304 患者参加で実現する医療安全
CJ2303 医療ガスの安全管理と事故防止策
CJ2305 高齢者虐待における病院の役割
CJ2306 障がい者虐待における病院の役割
CJ2355 放射線従事者等に対する診療用放射線における安全管理〜患者に納得いただくための説明と同意の必要性〜

「医療安全」に関する主なテーマ

感染対策やがん看護など、コースを横断し受講できる分野が充実！
目的に合わせたテーマの受講で、施設全体の専門分野を強化できます

基本パッケージ カテゴリー別テーマ

※入退院支援・地域包括ケアに特化したオプション「入退院支援・地域包括ケアコース」もご用意しております
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