
2019年度 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌによる地域連携研修会                         2019.11.29 看護部 

 

・対 象：看護師、助産師、看護教員、医療施設.介護施設の職員 等 

・参加費：無料 

お申し込み時点で受講決定とし、変更時のみご連絡をさせていただきます 
 研修会名 日時 場所 講師 内容 対象者 

第1回 救急医学会公認コース BLS 2019年4月27日(土) 

13:00～16:30 

C棟2階 

集会室1.2.3 

救急看護認定看護師 BLS  

第2回 救急医学会公認コースICLS 2019年5月25日(土) 

8:00～16:00 

C棟2階 

集会室1.2.3 

救急看護認定看護師 ICLS ※ BLS受講済み

の方 

第3回 がん化学療法学習会 第1回 2019年6月20日(木) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん化学療法看護認定看護師 

薬剤師 

がん化学療法総論・概論  

第4回 アピアランスケア 2019年6月29日(土) 

13:00～16:00 

C棟2階 

集会室1 

がん化学療法認定看護師 

乳がん看護認定看護師 

がん治療に伴う外見の変化は患者さんに様々

な苦痛をもたらします。それを軽減させるため

の支援のポイントを学習します。 

 

第5回 がん化学療法学習会 第2回 2019年7月18日(木) 

17:30～19:00 

C棟2階 

第1会議室 

がん化学療法看護認定看護師 

薬剤師 

免疫チェックポイント阻害剤  

第6回 Step Up 

人工呼吸器看護 第1回 

2019年7月22日(月) 

19:00～20:30 

C棟2階 

集会室1 

集中ケア認定看護師 呼吸器設定や、モニタリングについて学

習します。 

初心者～中堅看

護師 

第7回 Step Up 

人工呼吸器看護 第2回 

2019年7月29日(月) 

19:00～20:30 

C棟2階 

集会室1 

集中ケア認定看護師 人工呼吸器装着患者に提供する看護ケアにつ

いて、事例を用いてＧＷを行い学習します。 

初心者～中堅看

護師 

第8回 がん化学療法学習会 第3回 2019年8月15日(木) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん化学療法看護認定看護師 

薬剤師 

白金製剤・タキサン系薬剤  

第9回 がん患者の疼痛マネジメント 2019年8月28日(水) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん看護専門看護師 

(乳がん看護認定看護師･緩和ケア認定看護師)  

適切な痛みの観察、評価をすることで患者の

QOL維持、向上をめざします。明日から使える

疼痛マネジメントのポイントをお伝えします。 

看護師経験年数

3年目以上 

第10回 エンゼルケア 第1回 2019年9月18日(水) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

緩和ケア認定看護師 

(がん看護専門看護師･乳がん看護認定看護師)  

時間の経過により、ご遺体は変化します。

ご遺体の変化について学習を深めます。 

 

第11回 がん化学療法学習会 第4回 2019年9月19日(木) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん化学療法看護認定看護師 

薬剤師 

アンスラサイクリン系薬剤  

第12回 リエゾン精神医学 第1回 2019年9月27日(金) 

18:00～19:00 

C棟2階 

集会室1 

精神神経科医師 リエゾン精神医学の基礎  

第13回 薬に頼らない認知症ケア 2019年10月12日(土) 

13:00～16:00 

C棟2階 

集会室1 

老人看護専門看護師 

認知症ケア認定看護師 

認知症についての基本的な知識や関わり方の

ポイントの学習。 

認知症患者に対する非薬物療法の学習・体験。 

 

第14回 エンゼルケア 第2回 2019年10月16日(水) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室2 

緩和ケア認定看護師 

(がん看護専門看護師･乳がん看護認定看護師)  

患者・家族への最善なケアが提供するために、

ご遺体の変化に合わせたエンゼルケアのポイ

ントについて学びます。 

 

第15回 がん化学療法学習会 第5回 2019年10月17日(木) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん化学療法看護認定看護師 

薬剤師 

代謝拮抗剤  

第16回 リエゾン精神医学 第2回 2019年10月25日(金) 

18:00～19:00 

C棟2階 

集会室1 

精神看護専門看護師 リエゾン精神医学における看護  

第17回 がん患者の意思決定支援 

第1回 

2019年11月20日(水) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

乳がん看護認定看護師 

(がん看護専門看護師･緩和ケア認定看護師) 

治療や療養の場の選択など意思決定をしなけ

ればならない場面での状況と必要な支援を理

解し、具体的なコミュニケーション、意思決定

の方法について深めます。 

看護師経験年数

3年目以上 



 研修会名 日時 場所 講師 内容 対象者 

第18回 がん化学療法学習会 第6回 2019年11月21日(木) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん化学療法看護認定看護師 

薬剤師 

トポイソメラーゼ系薬剤  

第19回 リエゾン精神医学 第3回 2019年11月22日(金) 

18:00～19:00 

C棟2階 

集会室1 

臨床心理士 患者・家族との関わり方  

第20回 感染管理 2019年11月30日(土) 

13:00～14:30 

C棟2階 

集会室1 

感染管理認定看護師 感染管理の基本 

・感染症の成り立ち・標準予防策と経路 

別予防策について 

 

第21回 がん患者の意思決定支援 

第2回 

2019年12月11日(水） 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

乳がん看護認定看護師 

(がん看護専門看護師･緩和ケア認定看護師) 

11月の学習を深め、アドバンス・ケア・プラン

ニング＝人生会議について深めていきます。 

看護師経験年数

3年目以上 

第22回 がん化学療法学習会 第7回 2019年12月19日(木） 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん化学療法看護認定看護師 

薬剤師 

分子標的薬  

第13回 

振替分 

薬に頼らない認知症ケア 2019年12月20日(金) 

16:00～18:00 

C棟2階 

集会室1 

老人看護専門看護師 

認知症ケア認定看護師 

認知症についての基本的な知識や関わり方の

ポイントの学習。 

認知症患者に対する非薬物療法の学習・体験。 

 

第23回 がん患者の看護倫理 第1回 2020年1月15日(水) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室2 

がん看護専門看護師 

(乳がん看護認定看護師･緩和ケア認定看護師)  

患者、家族にとって“良い”と思って提供する看

護は、本当に“良いこと”なのかを考えます 

看護師経験年数

3年目以上 

第24回 看護倫理について考えてみよう 2020年1月25日(土) 

14:00～15:30 

C棟2階 

集会室1 

精神看護専門看護師 モヤモヤ事例を用いてディスカッションし、検

討の方法を学びながら様々な考え方を共有し

ましょう。 

 

第25回 退院支援･退院調整学習会 2020年1月30日(木) 

18:00～19:00 

C棟2階 

集会室1 

退院支援看護師 

社会福祉士 

生活の場に帰るためのチームアプローチ 

当院の退院支援･退院調整の事例を通して病院

と地域の多職種連携を考えます。 

 

第26回 がん患者の看護倫理 第2回 2020年2月12日(水) 

17:30～19:00 

C棟2階 

集会室1 

がん看護専門看護師 

(乳がん看護認定看護師･緩和ケア認定看護師)  

事例検討を通して、日々モヤモヤとした感情を

皆さんと共有していきます。そして、次の看護

へ活かせるエッセンスを学習します。 

看護師経験年数

3年目以上 

第27回 超緊急帝王切開術について 

(グレードAカイザー) 

2020年2月29日(土) 

10:30～12:00 

C棟2階 

第1会議室 

手術看護認定看護師 直ちに手術を開始し一刻も早い児の娩出

をはかる超緊急帝王切開(グレードＡカイ

ザー)について当院で行っているシミュレ

ーションも含めて学習会を行います  

 

第28回 Step Up 心電図 第1回 2020年3月19日(木) 

19:00～20:30 

C棟2階 

集会室1 

集中ケア認定看護師 基本的なモニタリングを中心に学習しま

す。 

初心者～中堅看

護師 

第29回 Step Up 心電図 第2回 2020年3月27日(金) 

19:00～20:30 

C棟2階 

集会室1 

集中ケア認定看護師 事例を用いて実践的な臨床での判断も含

めてＧＷを中心に学習します。 

初心者～中堅看

護師 

追加1 急性期脳梗塞に対する｢血栓回

収｣勉強会 

2019年9月27日(金) 

17:30～18:30 

C棟2階 

第1会議室 

救命救急ｾﾝﾀｰ医師 アンギオ業務についての講義と、準備か

ら患者入室、穿刺、治療中の観察点など

動画を用いて解説します。 

 

追加2 看護研究 データ分析講義 2019年11月18日(月) 

17:30～18:30 

C棟2階 

集会室3 

内科・循環器内科医師 

小谷 英太郎 

量的研究実践における、統計・データ分

析方法についての分かりやすい講義で

す。分析方法に不安や疑問のある方はぜ

ひご参加ください。 

研究の分析方法

に興味、不安、

疑問のある方。 

 

ご不明な点は下記までお問い合わせください。 

 

日本医科大学多摩永山病院 看護部 

担当：白鳥 

Mail：n-nsvr9@nms.ac.jp  TEL ：042-371-2111（代表） 

mailto:n-nsvr9@nms.ac.jp

