
開催期間：令和 4 年 6 月 1 日～令和 5 年 3 月 15 日    5 回開講 

   方 法：e-ラーニング視聴と演習 

   会 場：埼玉県看護協会研修センター（演習のみ集合研修） 

   対 象：今後、新型コロナウイルス感染症対応の業務に興味がある、就業等を検討して

いる看護職。（就業、未就業は問いません） 

    ＊受講後新型コロナウイルス感染症対応看護師リストへの登録をお願いします。 

申込方法：埼玉県看護協会ナースセンターへ電話で申込  

     ℡ ０４８－６２０－７３３７（９時～１６時） 

定 員：各回 24 名    受 講 料：無料 

   研修日程： 

回数 e-ラーニング視聴期間 演習日 申し込み期間 

第 1回 令和 4年 6月１日～ 7月 15日  7月 28日 4月 1１日～ 5月 12日 

第 2回  8月 1日～ 9月 15日      9月 28日  5月 13日～ 7月 12日 

第 3回 10月 3日～ 11月 18日     11月 30日  7月 13日～ 9月 12日 

第 4回 12月 1日～令和 5年 1月 15日  1月 30日 9月 13日～11月 8日 

★ 演  習 （追加）          2月 24日（金） 時間：10時～13時 

対象：eラーニング視聴終了者で、予定の演習日に参加できない方 

第 5回  1月 16日～ 2月 28日          3月 15日 11月 9日～12月 26日 

 

プログラム： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊注意事項 

・e-ラーニング視聴期間内に視聴が必須となりますので、視聴が可能なパソコン、スマート

フォンのご準備が必要となります。 

・視聴期間内に視聴を済ませてください。期限を過ぎますと視聴できなくなります。 

演習は e-ラーニングの必須項目の視聴を終了した方のみ受講ができます。 

 

公益社団法人 埼玉県看護協会 

埼玉県ナースセンター 

常務理事  佐藤 啓子 

課長  禰屋 文恵 

TEL： ０４８ – ６２０ ‐ ７３３７ 

ｅ-mail： saitama@nurse-center.net 

項目 / 時間 内    容 

e-ラーニング受講 

/受講期間中 24 時間

視聴可能 

新型コロナウイルス感染症の基礎知識・検査・治療 

感染管理、感染予防に関する知識・検査・治療 

最新の看護知識 医療安全 バイタルサイン 与薬  

急変対応 医療ガスの取り扱い 

倫理  

演習/13:00～16:00 酸素療法  手洗い 個人防護用具の着脱 

コロナ関連施設へ就業する看護職のための 

スキルアップ研修 
新型コロナウイルス感染症対応に従事が可能な看護職の人材確保を目的とした研修です。 

病態・治療、感染管理・予防、最新の看護技術を学びませんか。 



コース コード テーマ 講師

基礎習得コース
AA2201

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

AA2202 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

AA2203
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

AA2204 安全な膀胱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

AA2205 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 成人看護学領域 助教

AA2206 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

AA2207 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

AA2208 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

AA2209 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

AA2210
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

AA2211
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

AA2212 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

AA2213
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

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 研究員

基礎習得コース
AA2251 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

AA2252
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

AA2253 安全で効果的な薬物療法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

AA2254
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

AA2255 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

AA2256 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 集中ケア認定看護師/特定看護師

AA2257
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

AA2258
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

AA2259 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

AA2260
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

AA2261
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

■全テーマ通年配信　■1テーマ：約45分　■ミニ動画：15分（AA2213、AA2262-1、AA2262-2、AA2263）■基礎習得コース

「できる！」を増やして臨床実践能力を高めよう　　　　　　　　　　　　※2021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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AA2262-1
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

AA2262-2 
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

AA2263 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

■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
BD2201 ＜医学編1＞認知症にみる原因疾患とその症状・治療

中野 輝基 先生

医療法人社団 悠翔会 精神科

BD2202 ＜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

BD2203 ＜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

BD2204 ＜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

BD2205
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東邦大学医療センター 大橋病院 緩和ケア認定看護

師

BD2206 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東邦大学医療センター 大橋病院 緩和ケア認定看護

師

BD2207
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

BD2208 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

認知症コース
BD2251 ＜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

BD2252 ＜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

BD2253 ＜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 老人看護専門看護師

BD2254
＜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 老人看護専門看護師

BD2255 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

BD2256 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア
渡邊 裕 先生

北海道大学大学院 歯学研究院 口腔健康科学分野 准教授

BD2257 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 主任/

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

BD2258
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・高齢者患者のケアに強くなる！～実践に活きる力を身につける～　※2021年10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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コース テーマ 内容

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

あなたの手はキレイですか

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

前日の患者との会話から予測

（悪い例・良い例）

急変患者の気づき

急変患者発見時の対応

クレーム対応

ことばの伝え方

挨拶のポイント

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

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）

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

注射・採血 静脈血採血

急変対応シミュレーション

接遇シミュレーション

チェック動画ライブラリ

救急救命処置（急変対応）

チーム医療（多職種カンファレンス）

■チェック動画ライブラリ

過去に配信されたチェック動画がいつでも視聴可能！　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2021年11月時点での情報です

感染対策

医療安全（アンガーマネジメント）

社会人基礎力（接遇）

呼吸

シミュレーション教育



■院内全体研修コース ■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

CA2201 みんなでつくり、みんなで根づかす医療安全文化
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

CA2202 動画で実践！ みんなで取り組むKYT！
黒川 美知代 先生

武蔵野赤十字病院 看護部 看護師長

CA2203 磨け、コミュ力！ 医療安全のためのコミュニケーション
小松原 明哲 先生

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 経営システム工学科

人間生活工学研究室 教授

CA2204 チームの力で転倒・転落を予防する
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

CB2201
標準予防策（スタンダードプリコーション）

～院内全体で取り組もう～

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

CB2202
基礎から学ぶワクチン

～麻疹・風疹から新型コロナウイルス感染症まで～

脇 眞澄 先生

あいち小児保健医療総合センター 看護部 専門員/感染管理認定看護師

CB2203
感染経路別予防策 Up to date 2022

～ノロウイルス対策も含めて～

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

CB2204
インフルエンザ対策 Up to date 2022

～新型コロナウイルス感染症も含めて～

脇 眞澄 先生

あいち小児保健医療総合センター 看護部 専門員/感染管理認定看護師

CD2201
立ち止まる臨床倫理のススメ

～臨床倫理入門～

金城 隆展 先生

琉球大学病院 地域・国際医療部

CD2202
他者と出会うための倫理

～コロナ禍の分断を超えて～

金城 隆展 先生

琉球大学病院 地域・国際医療部

CD2203
看護職のための臨床倫理

～倫理的感受性を育む～

出村 淳子 先生

金沢大学附属病院 看護部 副看護部長 臨床倫理担当

CF2201 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

CF2202 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

CF2251 チーム医療におけるタスクシェア
齋藤 訓子 先生

公益社団法人 日本看護協会 副会長、関東学院大学 看護学部 在宅看護学 教授

CF2252 これからの栄養サポートチームにおける多職種協働
矢吹 浩子 先生

医療法人 明和病院 看護部長

CH2201 病院における災害シミュレーション
庄古 知久 先生

東京女子医科大学東医療センター 救命救急センター長/救急医療科 教授

CF2202 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

CH2251
災害を理解し、これからの医療体制をつくる

～想定外をコントロールする～

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

CH2252
医療崩壊を起こさせない新興感染症対策におけるBCPの考え方

～新型コロナウイルス感染症の対策から学ぶ～

田辺 正樹 先生

三重県医療保健部 医療政策総括監

CI2200
速報 2022年度診療報酬改定

～コロナ禍を生き抜く病院経営～

長 英一郎 先生

東日本税理士法人 所長

CI2201
2022年度診療報酬改定のポイント

～変化に取り残されない病院経営～

猪口 雄二 先生/西本 育夫 先生

全日本病院協会 会長、日本医師会 副会長、医療法人財団 寿康会 寿康会病院 理事長

/全日本病院協会 医療保険・診療報酬委員会 委員、横浜メディカルグループ 本部 事

務局

CI2202
看護部・多職種チームで取り組む診療報酬改定

～働き方改革をふまえた多職種連携～

酒井 麻由美 先生

株式会社 リンクアップラボ 代表

CI2203
診療報酬改定と介護報酬改定

～看護管理に活かす医療・介護連携～

齋藤 訓子 先生

公益社団法人 日本看護協会 副会長、関東学院大学 看護学部 在宅看護学 教授

CJ2201 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

CJ2202 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

CJ2203 医療職が知っておくべき障害者総合支援法
遠山 真世 先生

高知県立大学 社会福祉学部 准教授

CJ2204 安全な医療ガスの取り扱いのために
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

CJ2205 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

CJ2206
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

CK2201 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

全体研修関連

社会人基礎力関連

診療報酬関連

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　　　　※2021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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CK2202 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

CK2203 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

CK2251 身につけておきたい医療現場の個人情報保護と情報リテラシー
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

CK2252 医療職のメンタルヘルスをケアするストレスマネジメント術
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

CK2253 接遇マナーの基本「あいさつ」で変わるおもてなしの心
村尾 孝子 先生

株式会社スマイル・ガーデン 代表取締役

CK2254 落ち着いてクレームに対応するためのポイントを学ぼう
村尾 孝子 先生

株式会社スマイル・ガーデン 代表取締役

社会人基礎力関連
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