
 
 
いつでもどこでもパソコンやスマートフォン、タブレットで視聴ができます。 

基礎習得コース（18テーマ：バイタルサイン、看護記録、静脈血採血の手順等）と院内全体
研修コース①・②（29テーマ：医療安全、感染対策、連携、認知症等）の全47コース。 
北海道ナースセンターホームページ内の『e ラーニングによる復職支援講習』の箇所から

ログインし、視聴をします！！ 
 
✿対 象✿ 
（1） 届出制度登録者で未就業の者 
（2） 届出制度登録者で保健師助産師看護師法に規定する業務に従事していない者 

（事務職等） 
※既に届出登録をしている方で、再就業されている方は、対象外となります。 

 再就業等で届け出た情報に変更がある場合は、「とどけるん」にアクセスし、届出情報の更新をお願

いいたします。ご不明な場合は、北海道ナースセンターまでご連絡ください。 

✿内 容✿  別紙参照 （学研ナーシングサポート eラーニング活用） 

✿受講料✿ 無料 

✿定 員✿ 199名（先着順） 

✿視聴期間✿ 4ヶ月 （個別 ID・PW発行から） 

✿申込方法✿  

▶専用の申込書で郵送またはFAXでお申し込みください。 

   ※申込書は、裏面もしくは北海道ナースセンターホームページからダウンロードしてご使用ください。 

 ▶申し込み後、届出制度登録完了の確認をし、個別 ID・パスワードを郵送します。 
  その際に視聴方法等の資料を同封します。（申込み後2～3週間後） 

✿申込先・問合先✿ 

 〒003-0027 札幌市白石区本通17丁目北3番24号 

          北海道看護協会 北海道ナースセンター 

           TEL：011-863-6794 

           FAX：011-866-2244 

         

 

 

 

 

 

 

 

eラーニングによる復職支援講習 

  ～もう一度看護の現場に戻ってみませんか？～ 

届出制度に登録をされていない方は、 

「看護師等の届出サイト とどけるん」 

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/ 

または、スマートフォン（下記QRコード）から登録

してください。 

          

 

 

 

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/


 

 テーマ 講師 

新規配信 膀胱留置カテーテル挿入時感染の原因から対策まで  

～これがCAUTI予防のキホン！～ 
一木 薫 先生 兵庫医科大学病院 感染制御部 副部長/看護部 看護師長/感染管理認定看護師 

新規配信 人工呼吸器のファーストタッチ 看護のポイントとアラーム対応 片山 雪子 先生 日本海総合病院 ICU師長/集中ケア認定看護師 

新規配信 末梢静脈カテーテル（留置針）の留置と管理 “超入門” 伊藤 和史 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 特定准教授 

新規配信 「解剖生理学」と「エビデンス」から採血を学ぶ ～動画で学ぼう～ 田中 朝志 先生 東京医科大学八王子医療センター 臨床検査医学科 准教授 

新規配信 アラームが鳴ったらこうする！ 輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱い方  

～トラブルから学ぼう～ 
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師会 会長 

新規配信 誤薬を防ぐための医薬品の知識とハイリスク薬の理解 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 

新規配信 1秒でもはやく あなたができる急変対応 ～手技・連絡・応援～ 川原 千香子 先生 愛知医科大学 シミュレーションセンター 講師 

新規配信 バイタルサインでここまでわかる 徳田 安春 先生 総合診療医/群星（むりぶし）沖縄臨床研修センター長 

新規配信 こんなところで転倒・転落！？ あなたならどうする ～素早い初期対応のために～ 黒川 美知代 先生 武蔵野赤十字病院 医療安全推進センター 医療安全推進室 医療安全管理者/看護師長 

新規配信 最新ガイドラインとチーム医療がわかる！ 輸血と有害事象対策 牧野 茂義 先生 虎の門病院 輸血部 部長/日本輸血・細胞治療学会認定医・副理事長 

新規配信 ウチの病院ならこれでOK！ 福島 芳江 先生 兵庫県立尼崎総合医療センター 看護部参事 

新規配信 効率的に看護記録を書くコツ 柏谷 優子 先生 辻仲病院柏の葉 看護部 看護師長/緩和ケア認定看護師 

再配信 死の兆候から看取り、家族対応 ～家族対応と身体の変化～ 徳野 慎一 先生 東京大学大学院医学系研究科 音声病態分析学講座 特任准教授 

再配信 ここからスタート！ 心電図モニターとのつきあい方 ～設定の確認とアラーム対応～ 戎 初代 先生 東京ベイ・浦安市川医療センター 集中ケア認定看護師/米国呼吸療法士 

再配信 安全な吸引・排痰を行うための手技とコツ 三鬼 達人 先生 藤田保健衛生大学病院 看護長/摂食・嚥下障害看護認定看護師 

再配信 嚥下障害のある患者のための食事介助 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 

再配信 褥瘡を予防する ～発生要因の理解とアセスメント～ 
弘田 智香 先生 自治医科大学附属病院 看護職キャリア支援センター 教育プログラム開発支援部門 部門長/看護師

長 

再配信 多重課題を乗り切るためのコミュニケーションと優先順位の考え方 大島 敏子 先生 NPO看護職キャリアサポート 顧問/フリージア・ナースの会 会長 

2018年度 配信テーマ 基礎習得コース（各 40～50分 18テーマ）  ※配信期間…2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 



 

 

 

 テーマ 講師 時間 

医療安全 医療安全文化の醸成ってなに？ 
杉山 良子 先生 パラマウントベッド株式会社 技術本部 主席研究員（看護師）/一般社団法人 医療安全全国共同行

動 改善アドバイザー 
約30分 

医療安全 KYT（危険予知トレーニング）のほんとうの意義とは 
杉山 良子 先生 パラマウントベッド株式会社 技術本部 主席研究員（看護師）/一般社団法人 医療安全全国共同行

動 改善アドバイザー 
約30分 

医療安全 KYTを実践してみよう【動画編】 
杉山 良子 先生 パラマウントベッド株式会社 技術本部 主席研究員（看護師）/一般社団法人 医療安全全国共同行

動 改善アドバイザー 
ミニ動画 

医療安全 転倒・転落を減らすための工夫 ～事例を交えて～ 黒川 美知代 先生 武蔵野赤十字病院 医療安全推進センター 医療安全推進室 医療安全管理者/看護師長 約30分 

感染対策 
これだけは覚えておきたい！ スタンダードプリコーション（標準予防策）  
～医療従事者に必要な感染対策の基礎知識～ 

𠮷田 理香 先生 東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科 感染制御学 教授/感染管理認定看護師 約30分 

感染対策 耐性菌とサーベイランス 島崎 豊 先生 中部地区中材業務研究会 会長/NPO法人 日本・アジア口腔保健支援機構 理事 約30分 

感染対策 インフルエンザ対策 ～流行期に押さえておきたいポイント～ 島崎 豊 先生 中部地区中材業務研究会 会長/NPO法人 日本・アジア口腔保健支援機構 理事 約30分 

感染対策 ノロウイルス対策 ～発生から対応まで～ 高橋 一嘉 先生 豊橋市民病院 感染症管理センター 看護師長/感染管理認定看護師 約30分 

個人情報 医療施設で働く人が必ず知っておきたい個人情報の基本 小野瀬 由一 先生 公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 理事/経営学博士 約30分 

個人情報 
医療施設における個人情報漏えい対策  
～求められる情報セキュリティマネジメントとは～ 

小野瀬 由一 先生 公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 理事/経営学博士 約30分 

倫理 医療施設で働く人のために必要な倫理 山田 佐登美 先生 川崎医科大学附属川崎病院 看護部 看護部長付参与 約50分 

接遇 施設のホスピタリティ ～医療者として欠かせない接遇～ 桑田 みか 先生 エデュ コミュニケーション 代表 約30分 

接遇 医療現場でのクレーム対応○と× ～やっていいこと、悪いこと～ 桑田 みか 先生 エデュ コミュニケーション 代表 約30分 

院内全体研修コース①（13テーマ）                ※配信期間…2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 



 

 テーマ 講師 時間 

連携 リンクナースが活躍できるコミュニケーションスキル 堀 成美 先生 国立国際医療研究センター 国際感染症センター 感染症対策専門職（看護師） 約50分 

連携 病院、施設、在宅の連携を強化する ～外来看護師の役割を含めて～ 角田 直枝 先生 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 看護局長/がん看護専門看護師 約50分 

連携 看護に役立つ介護保険制度 齋藤 訓子 先生 公益社団法人 日本看護協会 副会長 約50分 

連携 多職種連携の視点を獲得するケースカンファレンスのもち方 春田 淳志 先生 筑波大学附属病院 病院講師 約50分 

認知症 認知症の原因疾患と病態・治療＜医学編1＞ 佐々木 淳 先生 医療法人社団 悠翔会 理事長/診療部長 約30分 

認知症 認知症の行動・心理症状（BPSD）、せん妄の予防と対応＜医学編2＞ 佐々木 淳 先生 医療法人社団 悠翔会 理事長/診療部長 約30分 

認知症 入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術＜看護編1＞ 萩原 淳子 先生 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 看護部 認知症看護認定看護師 約30分 

認知症 認知症患者に対するコミュニケーション方法および療養環境の調整方法＜看護編2＞ 藤﨑 あかり 先生 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 看護部 認知症看護認定看護師 約30分 

認知症 認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援＜倫理編＞ 四垂 美保 先生 医療法人社団慶成会 青梅慶友病院 師長/認知症看護認定看護師 約30分 

災害 災害に備える ～災害発生時、医療施設と従事者が行うべきこと～ 寺田 英子 先生 前 JA広島総合病院 看護部 副部長 約50分 

災害 災害を経験してみえたもの ～被災地病院の看護部長の語り～ 庄司 正枝 先生 医療法人社団 健育会 石巻健育会病院（石巻港湾病院） 看護部長 約50分 

特定行為 スタート！ 特定行為看護師 ～看護師の病棟・地域での役割と在宅での活躍～ 北川 智美 先生 彦根市立病院 看護部 看護副部長/特定看護師/皮膚・排泄ケア認定看護師 約50分 

ストレス 医療職に必要なメンタルマネジメント ～心のサイン・ストレスに気がつくために～ 
山口 律子 先生 NPO法人 MDA-JAPAN（うつ・気分障害協会） 就労支援（リワークチーム）  

理事長/保健師 
約50分 

診療報酬 
ここが変わった診療報酬 ～病院全体にかかわる項目をいちはやく紹介～ 
※5月以降配信 

猪口 雄二 先生/西本 育夫 先生 全日本病院協会 会長・医療法人財団 寿康会 寿康会病院  

理事長・中央社会保険医療協議会 診療側委員/全日本病院協会 医療保険・診療報酬委員会 委員 
約50分 

診療報酬 
看護職が知っておくべき診療報酬改定のポイント 
※5月以降配信 

大島 敏子 先生 NPO看護職キャリアサポート 顧問/フリージア・ナースの会 会長 約50分 

診療報酬 
看護にかかわる診療報酬 ～介護報酬とのダブル改定で何が変わったのか～ 
※5月以降配信 

酒井 麻由美 先生 株式会社M＆Cパートナーコンサルティング 取締役 約50分 

 院内全体研修コース②（16テーマ）     ※配信期間…2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 


