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初めての人工呼吸器  ー 基礎編 ー 

   ーこれから人工呼吸器を扱う方や新人看護師の方へー 

これから人工呼吸器を装着した患者さんの看護

をおこなう予定の方や新人看護師さんを対象と

したセミナーです。 

人工呼吸器の原理や基本的なモード、画面の見

方などについて看護師の視点から実機を用いて

説明します。 

※ 定員の都合上、参加された方すべてに器械を触って 

  いただけないことがあります。 

         

バス停 

JR摂津富田駅北口 

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 

地下道出口 

お申し込みはホームページから,,, 

2018年度 
 

初めての血液透析・血液透析濾過 

◆◆◆ ◆◆◆ 

平成30年8月21日（火） 14：00～16：30 

藍野大学 臨床工学科 講義室・実習室  

  受付（集合）はアイノピアビル２Ｆです 

受講料 3,000円  募集 30名 

受付ご入金締切 8月8日（水）17：00まで 
※ ご入金の確認をもってお申込みの確定とさせていただきます。 

平成30年8月28日（火） 14：00～16：30 

藍野大学 臨床工学科 講義室・実習室 

  受付（集合）はアイノピアビル２Ｆです 

受講料 3,000円  募集 20名 

受付ご入金締切 8月8日（水）17：00まで 
※ ご入金の確認をもってお申込みの確定とさせていただきます。 

      

     藍野大学医療保健学部臨床工学科  

     准教授 山﨑 康祥 

     大阪府臨床工学技士会 理事 

     日本臨床工学技士連盟 理事 

     ニプロ株式会社 企画開発事業部 顧問 

    

講師 ： 藍野大学 医療保健学部 臨床工学科  畑中 由佳   臨床工学技士 

 新人看護師の方や新たに透析室に配属された方などを対象に、血液透析（ＨＤ）・ 

血液透析濾過（ＨＤＦ）についての原理や周辺知識について、実演を交えて学びます。 

〈プログラム〉 

 1. 治療の原理 ～拡散と限外濾過～     3. 透析液 ～透析液の特徴～ 

 2. ダイアライザとヘモダイアフィルタ    4. ＨＤとＨＤＦ ～両者の違い～ 

    ～両者の違い～             5. やってみよう！限外濾過体験 

「わかってはいるんだけど・・・」をもう一度原理から知っておきたい・・・と思ったら、是非！！ 

講師 

〈プログラム〉 

  1. 人工呼吸器の原理 

  2. 生理呼吸との違い 

    人工呼吸管理中のバイタルサインの見方 

  3. 従量式と従圧式 

  4. 人工呼吸器の構造と基本的な取り扱い 

  5. 画面の見方と基本モード（人工呼吸器 Servoｌ） 

     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

申込方法（掲載している各講演会・セミナー共通です） 

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

に必要事項をご記入の上お申込ください。           

 

  ※迷惑ﾌｨﾙﾀｰ機能をご利用の方は @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 

検索 藍野 キャリア  

会場へは摂津富田より専用バスでお越しください。 

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

ご返金できかねますこと予めご了承ください。 

 

 

平成30年度診療報酬改定にみる看護管理者の役割とは 

 

平成30年5月26日（土） 

10：00 ～ 16：00 （昼休憩 60分） 

藍野大学中央図書館 合同教室（予定）  

受講料 6,000円（昼食お弁当付）募集 100名 

申込ご入金締切: 5月8日（火）17：00まで 
※ ご入金の確認をもってお申込みの確定とさせていただきます。 

 

師長や主任・リーダーのひとたちには絶対に知ってほしい・・・ 

Ｓ Ｔ Ｏ Ｐ！！         メディケーションエラー 

  ー患者と看護職にやさしいー 

      固定チーム・デイパートナー方式 

平成30年6月9日（土） 10：00～12：30 

藍野大学中央図書館 合同教室 

受講料 3,000円    募集 100名 

申込ご入金締切：5月15日（火）17：00まで 

※ ご入金の確認をもってお申込みの確定とさせていただきます。 

平成30年7月21日（土） 10：00～12：30 

藍野大学中央図書館 合同教室 

受講料 3,000円   募集 100名 

申込ご入金締切：6月27日（水）17：00まで 

※ ご入金の確認をもってお申込みの確定とさせていただきます。 

プロフィール 

プロフィール 

プロフィール 

講師 公益社団法人 日本看護協会 

   副会長 齋藤 訓子 先生 

  

講師 Medical Safety System Studio 
   医療安全システム デザイナー 
   古川 裕之 先生  

講師 藍野大学キャリア開発・研究センター 

   専任教員 認定看護管理者 林 靖子 

大学病院薬剤部と医療安全管理部で「医薬品使用時

の安全管理」に関する業務経験をもとに、看護領域

の書籍執筆の他、各地の看護協会、医療機関で講演

活動を行っている。 

 

1975年3月 金沢大学薬学部 卒業 

1977年3月 同大学院修士課程（薬学研究科） 修了 

1977年4月 同大学医学部附属病院薬剤部 勤務 

2003年3月 同大学院博士課程（自然科学研究科）修了 

2003年4月 金沢大学 助教授 （臨床試験管理センター） 

 ※金沢大学医学部附属病院で薬剤師として勤務 

  医療情報、臨床試験管理、医療安全管理分野の 

  業務に従事     

2010年9月 山口大学大学院医学系研究科 

     （臨床薬理学）教授  

      同医学部附属病院薬剤部長（兼任） 

2014年4月 同医学部附属病院臨床研究ｾﾝﾀｰ長（兼任） 

2018年3月 定年退職 

2018年4月 満41年の薬剤師業務、教育と研究経験を 

      活かし【Medical Safety System Studio】開設 

 

 

★講義の内容★ 

医薬品使用時のリスクは、①薬本体が持つ好ましくない副作用

（薬物有害反応）と②医薬品使用時のエラーによる健康被害に分

けられる。本講義では、患者の経過観察とエラーの根本原因・再

発防止策についての考え方、さらに2010年以降急増している医療

スタッフによる医薬品関連の事件と患者の診療情報漏えいについ

て、新聞等で報道された事例を示しながら、医療スタッフに求め

られる責任について、わかりやすく説明する。 

看護管理者の皆さんは 

 ☆インシデント・アクシデントを減らしたい 

 ☆効率的に業務を行って、早く帰れるようにしたい  

 ☆スタッフを育てたい   ・・・・・・・・・・・・とは思いませんか。 

私はそんな思いから、タイトルの看護方式を考えました。  

1982年  北海道立釧路高等看護学校 卒業（看護師） 

1994年  神奈川県立看護教育大学校 看護教員養成課程 修了 

1998年  立教大学 法学部 卒業 

2001年  兵庫県立看護大学院 看護研究科修士課程 修了 

2001年  日本看護協会 政策企画室 

2015年  5月 同 事業開発部長/7月 同 政策企画部長 

2009年  同 常任理事 

2017年  同 副会長 

薬剤師、博士（薬学） 

大雪の中で生まれ（福井県大野市生まれ） 

憧れの京都で看護を学び（京都第一赤十字

看護学校卒業） 

福井に戻って看護管理に目覚め（福井赤十

字病院副院長兼看護部長経由） 

現在は藍野大学キャリア開発・研究セン

ターで看護管理者教育に勤しんでいます。 

 雪国生まれなのにラテン系性格 ★ 元 山口大学教授 

今回の改定は、将来の医療提供体制を見据えた改定

になっております。 

管理職の皆様には病院内の看護管理のみならず、病

院の所在地域が政策動向等によってどのような変化

とニーズが生まれているのかといった地域への視点

が不可欠になります。 

◇診療報酬改定の方向性とポイント 

◇診療報酬改定の内容 

◇介護との連携 

◇看護管理のポイント・看護職への      

 期待  


