認定看護管理者教育課程セカンドレベル
開講予定 （認定申請中）

2017年11月

－－－公 開 講 座 の ご 案 内－－－
【詳細およびお申込方法はホームページをご覧ください】
2017年12月2日（土）9：45～16：45

お昼休み60分（9：00 開場）

講師：日本看護協会 常任理事 齋藤 訓子 先生
講義：ヘルスケアサービス管理論

看護キャリアアップ支援に向けて様々な企画をお届けします。

・保健医療福祉サービス提供組織を規定する法律
・専門職チームによるヘルスケアシステムと課題
会場：藍野大学 中央図書館
定員：30名

ネットで簡単申込み

合同教室

受講料：6,000円

藍野 キャリア

申込み受付：2017年/10月16日（月）～

検索

h p://cdr.aino.ac.jp

10月31日（火）

2017年12月16日（土）9：45～16：45 お昼休み60分（9：00 開場）
講師：福井医療短期大学 教授 PNS研究会会長 橘 幸子 先生
講師：固定チームナーシング研究会会長 西元 勝子 先生

（午前の部）

（午後の部）

講義：看護組織管理論
・効果的な看護ケア提供方式の構築と活用
会場：藍野大学 中央図書館
定員：30名

合同教室

受講料：6,000円

申込み受付：2017年/10月16日（月）～

2018年1月27日（土）9：45～16：45

10月31日（火）

午前の部

午後の部

橘

西元 先生

先生

お昼休み60分（9：00 開場）

講師：公益財団法人 日本医療機能評価機構 執行理事 橋本 廸生 先生
講義：ヘルスケアサービス管理論
・事故発生のアセスメント、分析、対処
・安全管理教育 ・法令順守
・クオリティマネジメント
会場：藍野大学 中央図書館
定員：30名

学校法人藍野学院

合同教室

受講料：6,000円

JR摂津富田駅北口
バス停

申込み受付：2017年/11月15日（水）～

キャリア開発・研究センター

主催

11月30日（木）
〒567-0011

大阪府茨木市高田町1-22

アイノピア2階

地下道出口

※

受講の可否については申込み締切り後、2週間以内にお知らせいたします

※ ご入金いただいた受講料は、欠席やキャンセルされた場合でもご返金出来かねますこと、予めご了承ください

JR京都線「摂津富田駅」駅北口より、スクールバス(無料)で約7分

TEL

072-627-7878

FAX

URL

h p://cdr.aino.ac.jp

072-627-7997
E-mail

cdr@kanri-u.aino.ac.jp

管 理 と 倫 理 の は ざ ま で
講師：ｵﾌｨｽKATSUHARA代表

わたしがもういちど看護師長をするなら

2017年7月23日（日）

勝原裕美子先生

講師：日本看護協会

会長

坂本すが先生

プロフィール

10：00～16：00（9：20 開場）

13：30～16：00（12：30 開場）

大阪生まれ
同志社大学文学部英文学科卒業後

ちはいろんな場面で倫理的問題に出会い、葛藤します。その時、
意思決定はどのようにされるのでしょうか。

聖路加看護大学卒業後、

国立循

環器病センター勤務
(博士・経営学)

自己の意思決定場面を倫理的な視点から振り返ってみましょう。
レンマから解放されることでしょう。
今回は「組織で生きる 管理と倫理のはざまで」（2016年12月 医
学書院発行）を当日テキストとして使用いたします。本書は勝原
先生が、雑誌「看護管理」に連載されたものを加筆修正し、一冊

兵庫県立看護大学 教育・管理看護学助手、講師、助教授、
兵庫県立大学看護学部助教授

昭和51年関東逓信病院産婦人科病棟
平成元年NTT東日本関東病院産婦人科病棟婦長

2016年12月 オ フ ィ スKATSUHARAを 立 上 げ、医 療 機 関 の 顧
問、講演、研修講師として活躍

平成5年日本看護協会看護研修学校管理コース終了

がもういちど看護師長をするなら」は、今看護管理で悩ま
れている方、今後看護管理に携わるであろう方々にとって

平成8年青山学院大学経営学部経営学科卒業
平成10年ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽ研究会幹事医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会理事

大いなる道標になるでしょう。

平成16年3月埼玉大学大学院経済科学研究科

受講料：8,000円
定員：60名（先着順）

定員に達し次第、締切らせていただきます。

博士課程

前期修了（修士）

を既にお読みになった方、まだ読んでおられない方も坂本

平成18年東京医療保健大学看護学科学科長・教授

すが先生が、ご経験から得られた考え方や解決方法をここ

平成19年3月埼玉大学大学院経済科学研究科

で直接伺うことによって、これからの皆様の看護管理実践

平成20年東京都看護協会副会長、日本看護協会副会長、中央社会保険医療

本書をお持ちでない方は、当日会場にて割引販売いたします。

※

昭和47年和歌山県立高等看護学校 保健助産学部卒業

における貴重な時間になることと信じております。

会場：アイノピア２Ｆアルバスホール

和歌山

トを経験され、さらに日本看護協会会長の立場から、看護

「わたしがもういちど看護師長をするなら」（医学書院）

2007年4月より聖隷浜松病院副院長兼総看護部長

にまとめあげたものです。

申込受付：6月30日（金）17時まで

出身地

坂本先生ご自身が看護師長や看護部長の立場でマネジメン
管理者を支援されてこられたからこそ言えること「わたし

神戸大学経営学研究科博士後期課程修了

そして、プロセスモデルを使って整理してみましょう。きっとジ

プロフィール

同年和歌山県立医科大学附属病院に助産婦として入職

㈱ 京阪百貨店勤務

人間として、看護者として、組織人として、管理者として、私た

2017年9月23日（土）

博士課程

後期修了（博士）

協議会専門委員
平成23年6月7日日本看護協会通常総会で会長に選出

申込方法（掲載している各講演会・セミナー共通です）

会場へは摂津富田より専用バスでお越しください。

キャリア開発・研究センターのホームページにアクセスし、受講申込フォームに必要事項

お振り込みいただいた参加費は、欠席やキャンセルの場合でもご返

をご記入の上お申込ください。

金できかねますこと予めご了承ください。

藍野

昼食は各自ご用意ください。

キャリア

検索

会場：藍野大学中央図書館 合同教室

受講料：4,000円

申込受付：8月31日（木）17時まで

定員：200名（先着順）

定員に達し次第、締切らせていただきます。

※迷惑ﾌｨﾙﾀｰ機能をご利用の方は予め @kanri-u.aino.ac.jpのﾄﾞﾒｲﾝを受信可能に設定し「入金確認ﾒｰﾙ」を受信できるようにしてください

効率も内容もレベルアップ！！

循環器看護セミナー

レポート・論文作成の作法とコツ

よくわかる！ＰＣＰＳとＩＡＢＰ（基礎編）

ナースのためのＰＣＰＳ・ＩＡＢＰ

講師：藍野大学 看護学科 講師 武内 龍伸 先生

講師：藍野大学 臨床工学科

講師：藍野大学 臨床工学科

循環器看護セミナー

1

准教授

臨床工学技士・看護師：山崎 康祥 先生

心電図・パルスオキシメータを中心に

2

（臨床編）

准教授

生体情報モニタで知っておきたいポイント
講師：藍野大学 臨床工学科

臨床工学技士・看護師：山崎 康祥 先生

教授

博士（工学） ：五十嵐 朗 先生

レポートや論文に限らず、文書の作成を求められることは多々
あります。何となく文章を書いていていても、出来上がるかも

近年、ＰＣＰＳやＩＡＢＰは心疾患領域において多く使用されて

本セミナーでは、新人看護師や循環器部門に新しく配属された方

います。

生体情報モニタは、手術室から病棟まで病院内で幅広く使われて

しれません。しかし、それは求められていたものになっている

などを対象に、PCPS・IABP施行中の看護上のポイントを、その根

いる医療機器です。得られるバイタルサインの情報は、治療方針

拠に基づきながら学習します。

の決定や異常の早期発見に役立っています。しかし正確な情報を

是非この機会にスキルアップしましょう。

得るためには、正しい取扱い方法を知っておく必要があります。

〈プログラム 前半〉 IABP装着中の患者の看護（臨床の実際）

本セミナーでは、生体情報モニタを使用する上で知っておきたい

でしょうか？もっと効率よく、良いものを作る方法はないで

本セミナーでは、新人看護師や循環器部門に新しく配属された方

しょうか？

などを対象に、わかりやすくＰＣＰＳとＩＡＢＰについて、原理

レポートや論文の作成にはルールがあります。内容や構成、体

や装置の取扱い方法の基礎を学びます。

裁の作り方、実際の作業方法・・・ソフトウェアの使い方を交

講義の後半には実機を用いた実習も行ないますので、この機会に

えて、日々の作業に役立つｔｉｐｓをお見せいたします。

ＰＣＰＳ・ＩＡＢＰマスターを目指しましょう。

特にファーストレベル・セカンドレベルの受講を予定されてい

〈プログラム 前半〉 基本原理と装置の理解 IABPを知ろう

る方、そして今ちょうど受講中の方にも、今まさにレベルアッ

IABP看護上の観察ﾎﾟｲﾝﾄ PCPSを知ろう PCPS看護上のﾎﾟｲﾝﾄ

プのチャンスを是非このセミナーに参加してつかみ取ってくだ
さい。

〈プログラム 後半〉 機器取扱い実習 IABP装置の操作体験
PCPS装置の操作体験

2017年6月21日（水）13：00～16：00（12：10開場）
会場：アイノピア２Ｆアルバスホール
申込受付： 5月31日（水）17時まで

受講料：3,000円
定員：40名（先着順）

なんでも質問コーナー

2017年8月22日（火）13：00～16：00（12：10開場）
会場：アイノピア２Ｆアルバスホール

受講料：3,000円

申込受付：7月31日（月）17時まで

定員：40名（先着順）

モニタリングの各項目や注意事項などのポイントを分かりやすく
PCPS装着中の患者の看護（臨床の実際）
〈プログラム 後半〉 トラブルシューティング

説明します。特に誤アラームの発生原因となる電極やセンサの装
着について、計測原理を踏まえながら、適切な装着方法を解説し
ていきます。

IABPこんなときどうする？
PCPSこんなときどうする？
ディスカッション

電極やセンサの適切な装着は、誤アラームの発生を減らし、ア
ラーム見過ごしによるインシデントを防止するための第一歩で
す。

2017年8月24日（木）13：00～16：00（12：10開場） 2017年8月30日（水）13：00～16：00（12：10開場）
会場：アイノピア２Ｆアルバスホール
申込受付：7月31日（月）17時まで

受講料：3,000円
定員：40名（先着順）

会場：アイノピア２Ｆアルバスホール

受講料：3,000円

申込受付：7月31日（月）17時まで

定員：40名（先着順）

