
コース コード テーマ 講師

基礎習得コース
AA2101 バイタルサインから患者の現在と未来を見抜く

山内 豊明 先生

放送大学大学院 文化科学研究科 教授

AA2102
非褥瘡三原則

～つくらない！見逃さない！悪化させない！～

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/特定看護師/皮膚・排泄ケ

ア認定看護師

AA2103  安全で効果的な薬物管理のために看護師が身につけたいこと
箱田 美知恵 先生

北里大学病院 医療の質・安全推進室 医療安全管理者

AA2104
心電図への苦手意識をなくそう

～患者さんを見つめて学ぶ心電図モニタ～

佐伯 悦彦 先生

東京医科大学病院 救命救急センター EICU主任/救急看護認定看護師

AA2105 新人看護師のあなたが知っておきたい急変対応
三上 剛人 先生

吉田学園医療歯科専門学校 救急救命学科 学科長

AA2106 アラームにも慌てない！人工呼吸器の基礎をおさえよう
塚原 大輔 先生

一般社団法人 集中ケア認定看護師会 代表理事 集中ケア認定看護師 看護

師の特定行為に係る研修修了

AA2107
経口摂取を支える口腔健康管理と食事介助方法

～看護師は何をする？～

三鬼 達人 先生

藤田医科大学病院 看護部長室 看護科長/摂食・嚥下障害看護認定看護師

AA2108 もうオロオロしない！ 皮下注・筋注の基本をマスターしよう
藤田 浩 先生

東京都立墨東病院 輸血科 部長

AA2109 もうヒヤヒヤしない！ 静注の基本をマスターしよう
藤田 浩 先生

東京都立墨東病院 輸血科 部長

AA2110 多重課題を理解する！事例で学ぶ優先順位とコミュニケーション
挾間 しのぶ 先生

東京慈恵会医科大学 教育センター 看護キャリアサポート部門 主事

AA2111
あなたの看護記録は大丈夫ですか

～何を残す？何を伝える？～

畠山 有希 先生

聖路加国際病院 看護部

AA2112
なりたい自分を想像しよう

～“先輩ナース”になる前にできておきたいこと～

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

AA2113-1
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

ナース・ライセンススクールWAGON 講師

AA2113-2
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

ナース・ライセンススクールWAGON 講師

AA2114 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

基礎習得コース
AA2151 コミュニケーション・タイプ診断

内藤 知佐子 先生

京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター クリニカルシミュ

レーションセンター 教育研修担当 助教

AA2152
初めての吸引でも自信をもって行える

～患者が楽になる排痰・吸引ができる～

乙黒 恵子 先生

地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 慢性呼吸器疾患

看護認定看護師

AA2153 やさしく学べる！ 最新エビデンスに基づいた疼痛看護
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

AA2154
自信をもって取り組める！ 輸液ポンプ・シリンジポンプの

安全な操作と管理方法

小林 剛志 先生

平塚共済病院 臨床工学科 技士長、一般社団法人 神奈川県臨床工学技士

会 会長

AA2155
排泄ケアにおける感染予防

～膀胱留置カテーテルと間欠的導尿（自己導尿含む）～

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

AA2156 そこが知りたい！ 採血の手技と基礎知識
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

AA2157
看取り期の患者・家族支援

～がん終末期の症状緩和からお見送りまで～

林 ゑり子 先生

一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 がん看護専門看護師

AA2158
転倒・転落へのあせらない対処法A to Z

～要因別対応のしかた～

黒川 美知代 先生

武蔵野赤十字病院 看護部 看護師長

AA2159
これから輸血を学ぶ、学び直す看護師へ

～事例から学ぶ安心・安全な輸血ケア～

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

■全テーマ通年配信　■1テーマ：約45分　■ミニ動画：15分（AA2113-1, AA2113-2, AA2114, AA2151）■基礎習得コース

　看護職としての自信につながる臨床実践能力を身につける 　　　　　　　　※2020年11月時点での情報です。講師の肩書は収録時のものです
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■認知症・高齢者コース ■全テーマ通年配信　■1テーマ：約30分

コース コード テーマ 講師

認知症コース
BD2101 ＜看護編1＞認知症患者に対するアセスメントとケア

平佐 靖子 先生

日本赤十字社医療センター 看護部 老人看護専門看護師

BD2102 ＜看護編1 事例動画＞認知症患者に対するアセスメントとケア
平佐 靖子 先生

日本赤十字社医療センター 看護部 老人看護専門看護師

BD2103
 ＜看護編2＞認知症患者に対するコミュニケーションと

療養環境の調整

及川 咲 先生

日本赤十字社医療センター 看護部

BD2104
＜看護編2 事例動画＞認知症患者に対するコミュニケーションと

療養環境の調整

及川 咲 先生

日本赤十字社医療センター 看護部

BD2105 高齢者の「息苦しさ」をケアする
吉田 小百合 先生

東邦大学医療センター 大橋病院 緩和ケア認定看護師

BD2106 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア
渡邊 裕 先生

北海道大学 歯学研究院 口腔医学部門 口腔健康科学分野 准教授

BD2107 脳卒中看護の基本を学ぶ
川合 茜 先生

社会医療法人医仁会 中村記念病院 脳卒中リハビリテーション看護認定看

護師

BD2108
骨粗鬆症をケアするために

～寝たきりにさせない高齢者看護～

石橋 英明 先生

医療法人社団愛友会 伊奈病院 副院長/整形外科部長

認知症コース
BD2151 ＜医学編1＞認知症の原因疾患と病態・治療

中野 輝基 先生

医療法人社団 悠翔会 精神科

BD2152 ＜医学編２＞認知症とせん妄-症状と心理状態を知る
中野 輝基 先生

医療法人社団 悠翔会 精神科

BD2153 ＜事故防止編＞認知症患者の看護に必要な医療安全
鈴木 みずえ 先生

浜松医科大学 臨床看護学講座 教授

BD2154 ＜倫理編＞認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援
平佐 靖子 先生

日本赤十字社医療センター 看護部 老人看護専門看護師

　超高齢化社会のケアを学ぶ～知識と事例を実践に～　　　　　　　　　　　　※2020年11月時点での情報です。講師の肩書は収録時のものです
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