CandY Link 監修者・著者・協⼒者⼀覧
⼤テーマ

（20170327）
著者・協力者（所属 役職）

テーマ監修者（所属 役職）

カテゴリ1 【看護師としての⼼得】
奥山 美奈
（TNサクセスコーチング株式会社 代
表取締役）

社会⼈・看護師としての⼼構えとマナー
患者・患者家族とのコミュニケーション

奥山 美奈
（TNサクセスコーチング株式会社
代表取締役）

西俣 美奈子
桑原 由紀恵
（医療法人真鶴会 小倉第一病院 看 （医療法人真鶴会 小倉第一病院 看
護部）
護部）

チーム内でのコミュニケーション
病院組織の成り⽴ち
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仕事の進め⽅
情報の取り扱い
看護師と学習
看護倫理

桑原 由紀恵
西俣 美奈子
（医療法人真鶴会 小倉第一病院 看 （医療法人真鶴会 小倉第一病院 看
護部）
護部）

浅野 久美子
（順天堂東京江東高齢者医療セン
ター 看護部教育課）

五十嵐 文子
（順天堂東京江東高齢者医療セン
ター）

河又 恵子
（順天堂東京江東高齢者医療セン
ター）

茅野 理香
（順天堂東京江東高齢者医療セン
ター 5A病棟師長）

瀬戸 僚馬
（東京医療保健大学 医療保健学部
医療情報学科 准教授）

瀬戸 僚馬
（東京医療保健大学 医療保健学部
医療情報学科 准教授）

福田 友洋
大澤 敦子
（弁護士法人佐々木総合法律事務所
（新札幌豊和会病院 看護部長）
弁護士[札幌弁護士会]/医師）

奥山 美奈
（TNサクセスコーチング株式会社
代表取締役）

安田 直生
（TNサクセスコーチング株式会社 講
師）

鈴木 淳子
（順天堂東京江東高齢者医療センター
看護部長）

鈴木 淳子
（順天堂東京江東高齢者医療センター
看護部長）

渡邉 啓子
（順天堂東京江東高齢者医療セン
ター）

カテゴリ2 【看護技術】①
藤川 暢子
（原三信病院泌尿器科病棟 看護師
長）

⽣活環境の整備
⾷事の介助
藤川 暢子
（原三信病院泌尿器科病棟 看護師長）
排泄の援助

藤川 暢子
（原三信病院泌尿器科病棟 看護師
長）

⾝体の清潔と服装の調整

真矢 正代
（原三信病院 皮膚・排泄ケア認定看
護師）

患者の移動介助

野村亜由美
（首都大学東京 人間健康科学研究
科 基礎看護学、医療人類学、国際
看護 准教授）

体位変換
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藤川 暢子
（原三信病院泌尿器科病棟 看護師
長）

野村亜由美
野村 亜由美
（首都大学東京 人間健康科学研究
（首都大学東京 人間健康科学研究科
科 基礎看護学、医療人類学、国際
基礎看護学、医療人類学、国際看護 准教授）
看護 准教授）
野村亜由美
（首都大学東京 人間健康科学研究
科 基礎看護学、医療人類学、国際
看護 准教授）

患者の苦痛や不快の緩和

酸素療法

竹川 幸恵
（地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
看護部 呼吸ケアセンター副センター長/
慢性疾患看護専門看護師）

竹川 幸恵
（地方独立行政法人 大阪府立病院
機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医
療センター看護部 呼吸ケアセンター
副センター長/慢性疾患看護専門看
護師）

吸⼊療法

渡部 妙子
（地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
呼吸器内科病棟/
慢性呼吸器疾患看護認定看護師）

渡部 妙子
（地方独立行政法人 大阪府立病院
機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医
療センター 呼吸器内科病棟 慢性呼
吸器疾患看護認定看護師）

⼈⼯呼吸

吸引

鬼塚 真紀子
（地方独立行政法人 大阪府立病院
機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医
療センターHCU 主任/慢性呼吸器疾
患看護認定看護師）

鬼塚 真紀子
鬼塚 真紀子
（地方独立行政法人 大阪府立病院
（地方独立行政法人 大阪府立病院機構
機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センターHCU
療センターHCU 主任/慢性呼吸器疾
主任/慢性呼吸器疾患看護認定看護師）
患看護認定看護師）
平田 聡子
（地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
呼吸器内科病棟）

鬼塚 真紀子
平田 聡子
（地方独立行政法人 大阪府立病院
（地方独立行政法人 大阪府立病院
機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医
機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医
療センターHCU 主任/慢性呼吸器疾
療センター 呼吸器内科病棟）
患看護認定看護師）

カテゴリ2 【看護技術】②
⽣体モニター

創傷処置と管理

ドレーン管理

経管栄養

輸液とルート管理

注意が必要な薬剤（治療薬）
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山田 聡子
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
看護部 統括部長/
急性・重症患者看護専門看護師）

足羽 孝子
（岡山大学病院 看護部
周術期管理センター 看護師長/
集中ケア認定看護師）

出貝 裕子
（宮城大学看護学部 准教授）

加藤 佐知子
（愛知県立総合看護専門学校）
山元 恵子
（東京都看護協会 会長）
嶋森 好子
（岩手医科大学 医歯薬総合研究所
看護・政策研究部門）

泊瀬川 紀子
（日本医科大学武蔵小杉病院
看護部 副看護部長）

フィジカルアセスメント

検査

青井 美由紀
大木 晴美
（岡山大学病院 看護部 消化器内
（岡山大学病院 看護部/皮膚・排泄
科・消化管外科外来/皮膚・排泄ケア
ケア認定看護師）
認定看護師）

中村 晴美
（岡山大学病院 看護部 皮膚科外来
/皮膚・排泄ケア認定看護師）

足羽 孝子
服部 芳枝
（岡山大学病院 看護部
（岡山大学病院 看護部 総合診療棟
周術期管理センター 看護師長/集中
4階ICU・HCU 看護師長）
ケア認定看護師）
出貝 裕子
（宮城大学看護学部 准教授）

佐々木多恵子
（公益社団法人地域医療振興協会
公立黒川病院 看護部 手術室 兼 褥
瘡管理室看護師長/皮膚・排泄ケア
認定看護師）

加藤 佐知子
（愛知県立総合看護専門学校）
古田 康之
（名古屋大学医学部附属病院 医療
の質・安全管理部 病院助教/薬剤
師）

奥主 仁
甲斐 由紀子
（独立行政法人地域医療機能推進機
（宮崎大学医学部看護学科 基礎看
構 東京高輪病院 医療安全管理室
護学講座 教授）
医療安全管理者/薬剤師）

泊瀬川 紀子
（日本医科大学武蔵小杉病院 看護
部 副看護部長）
泊瀬川 紀子
（日本医科大学武蔵小杉病院 看護
部 副看護部長）

輸⾎

検体採取と管理

山田 聡子
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
看護部 統括部長/急性・重症患者看
護専門看護師）

泊瀬川 紀子
（日本医科大学武蔵小杉病院 看護
部 副看護部長）

経⼝与薬
注射

岡﨑 利恵
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 美木 圭介
ICU臨床教育担当師長/集中ケア認 （集中ケア認定看護師）
定看護師）

山本 剛
山本 剛
（西神戸医療センター 臨床検査技術
（西神戸医療センター 臨床検査技術部 主査/
部 主査/感染制御認定臨床微生物
感染制御認定臨床微生物検査技師）
検査技師）
上坂 真弓
（名古屋大学大学院医学系研究科
看護学専攻 基礎・臨床看護学領域/
集中ケア認定看護師）

上坂 真弓
（名古屋大学大学院医学系研究科
看護学専攻 基礎・臨床看護学領域/
集中ケア認定看護師）

枡田 ゆかり
枡田 ゆかり
（独立行政法人国立病院機構 名古
（独立行政法人国立病院機構
屋医療センター 救命救急センター
名古屋医療センター 救命救急センター
ICU・HCU 副看護師長/集中ケア認
ICU・HCU 副看護師長/集中ケア認定看護師）
定看護師）

新井 まゆ子
（西神戸医療センター 看護部主任/
感染防止対策室/感染管理認定看護
師）

⼤テーマ

著者・協力者（所属 役職）

テーマ監修者（所属 役職）

カテゴリ3【感染対策】
標準予防策①⼿指衛⽣ほか

標準予防策②個⼈防護具ほか

3

菅原 えりさ
（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）

高島 真美
（医療法人医誠会本部 看護実践研
修室 現任教育課長）

勝平 真司
（医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 医
療安全管理室 課長代行/感染管理
認定看護師）

今川 嘉樹
（姫路聖マリア病院 医療安全管理室
感染管理責任者/感染管理認定看護
師）

高島 真美
（医療法人医誠会本部 看護実践研
修室 現任教育課長）

勝平 真司
（医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 医
療安全管理室 課長代行/感染管理
認定看護師）

梅津 敦士
（医療法人社団水光会 宗像水光会
総合病院 医療安全管理室／感染管
理者）

感染経路別予防策

吉田 理香
（東京医療保健大学大学院
医療保健学研究科 感染制御学
准教授/感染管理認定看護師）

吉田 理香
岡本 みちる
（東京医療保健大学大学院 医療保
（三菱神戸病院 看護部/感染管理認
健学研究科 感染制御学 准教授/感
定看護師）
染管理認定看護師）

職業感染予防

李 宗子
（職業感染制御研究会 副代表/
感染管理認定看護師）

李 宗子
中川 祐介
（職業感染制御研究会 副代表/感染 （滋賀県立成人病センター 感染管理
管理認定看護師）
室 主査/感染管理認定看護師）

清潔／無菌操作

患者使⽤後の器材、リネンの取り扱い

感染性廃棄物の処理

四宮 聡
（箕面市立病院 チーム医療推進部
ICT担当副部長/感染管理認定看護師）
岡森 景子
（医療法人医誠会本部 感染監査室 室長/
看護実践研修室 感染管理課長/
感染管理認定看護師）
西内 由香里
（京都府立医科大学附属病院/
感染管理認定看護師）

四宮 聡
林紫
小川 順子
（箕面市立病院 チーム医療推進部
（市立池田病院 医療安全・質管理部 （医療法人協和会協立病院 感染管
ICT担当副部長/感染管理認定看護
感染対策室/感染管理認定看護師） 理室/感染管理認定看護師）
師）
岡森 景子
（医療法人医誠会本部 感染監査室
室長/看護実践研修室 感染管理課
長/感染管理認定看護師）

堀越 敦子
（大阪府済生会中津病院 感染管理
室 師長/感染管理認定看護師）

橋本 渚
（大阪府済生会千里病院 感染管理
室副室長/看護副師長/感染管理認
定看護師）

坂本 麗花
（大阪鉄道病院 感染制御部/感染管
理認定看護師）

扇田 千代
西内 由香里
嶋 雅範
（大阪府立急性期・総合医療センター
（京都府立医科大学附属病院/感染
（三菱京都病院 看護科 副看護部長
感染制御室 副室長/感染管理認定
管理認定看護師）
/感染管理認定看護師）
看護師）

カテゴリ4 【安全管理】
患者の安全管理①

患者の安全管理②
4
職員の安全管理

山元 恵子
（東京都看護協会 会長）
嶋森 好子
（岩手医科大学 医歯薬総合研究所
看護・政策研究部門）

寺井 美峰子
（名古屋大学医学部附属病院 医療
の質・安全管理部 病院助教）

杉山 良子
甲斐 由紀子
（パラマウントベッド株式会社 技術開 （宮崎大学医学部看護学科 基礎看
発本部 主席研究員）
護学講座 教授）

山元 恵子
（東京都看護協会 会長）

嶋森 好子
（岩手医科大学 医歯薬総合研究所
看護・政策研究部門）

關 良充
（東京北医療センター医療安全管理
室 室長/医療安全管理者/診療放射
線技師）

山内 桂子
瀬下 律子
木村 眞子
佐々木 久美子
（東京海上日動メディカルサービス株
（前 東京都看護協会 常務理事/医 （北海道文教大学 人間科学部 看護 （前 医療法人財団慈生会野村病院
式会社 メディカルリスクマネジメント
療安全・WLB推進事業担当）
学科 准教授）
看護部長）
室 主席研究員）
甲斐 由紀子
（宮崎大学医学部看護学科 基礎看
護学講座 教授）

組織の安全管理

亀森 康子
（自治医科大学附属さいたま医療セ
ンター 医療安全・渉外対策部 看護
師長）

關 良充
（東京北医療センター医療安全管理
室 室長/医療安全管理者/診療放射
線技師）

關 良充
（東京北医療センター医療安全管理
室 室長/医療安全管理者/診療放射
線技師）

カテゴリ5【看護の実際】
急変対応
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浅香 えみ子
(獨協医科大学越谷病院 看護副部長 兼
救命救急センター師長/
救急看護認定看護師/認定看護管理者）

浅香 えみ子
(獨協医科大学越谷病院 看護副部
長 兼 救命救急センター師長/救急
看護認定看護師/認定看護管理者）

⼊院時の看護

志田 沙織
高橋 みえ
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
心臓血管外科・外科病棟 看護副師
看護部 副看護部長補佐）
長）

夜勤時の看護

金谷 民和
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
3階病棟 看護副師長）

術前術後看護

山田 聡子
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
看護部 統括部長/
急性・重症患者看護専門看護師）

福間 綾
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
ICU 看護副師長）

退院を⾒据えた看護・退院指導

大口 ひとみ
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
循環器内科病棟 主任看護師）

死亡時の看護

下原 秀美
（医療法人愛心会 東宝塚さとう病院
ICU 看護副師長）

カテゴリ6 【指導者向けコンテンツ】
杉浦 真由美
（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
看護部 教育担当主任）

【Step1】効果的な教え⽅のポイント
【Step2】運動スキルの教え⽅
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【Step3】認知スキルの教え⽅
【Step4】態度スキルの教え⽅

杉浦 真由美
（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
看護部 教育担当主任）
向後 千春
（早稲田大学人間科学学術院 教授）

杉浦 真由美
（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
看護部 教育担当主任）
杉浦 真由美
（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
看護部 教育担当主任）
杉浦 真由美
（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
看護部 教育担当主任）

【Step5】年間教育計画の⽴て⽅

カテゴリ7【⼿技ムービー】

杉浦 真由美
（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
看護部 教育担当主任）

手技ムービー全体監修者（所属 役職）

著者・協力者（所属 役職）

テーマ監修者（所属 役職）

【movie】⽣活環境の整備

中西 美千代
（首都大学東京大学院）

出貝 裕子※
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】排泄の援助

中西 美千代
（首都大学東京大学院）

出貝 裕子※
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】⾝体の清潔と服装の調整

中西 美千代
（首都大学東京大学院）

出貝 裕子※
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】患者の移動介助

中西 美千代
（首都大学東京大学院）

出貝 裕子※
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】吸引

成澤 健
（宮城大学 看護学部 助教）
出貝 裕子
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】創傷処置と管理

佐々木多恵子
（公益社団法人地域医療振興協会
公立黒川病院 看護部 手術室 兼 褥
瘡管理室看護師長/皮膚・排泄ケア
認定看護師）
佐藤 円
（石巻市立病院 看護部 褥瘡管理者
/副看護師長/皮膚・排泄ケア認定看
護師）

田中 純子
（名古屋大学大学院医学系研究科）
中西 美千代
（首都大学東京大学院）

※撮影協力者

出井理恵子
（宮城大学 看護学部 助教）
出貝 裕子
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】輸液とルート管理

社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 看護部
中西 美千代
（首都大学東京大学院 ）

佐藤久美子
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 看護部長）

丸田恵美
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 教育担当）

高橋香織
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 医療安全担当）

鈴木和恵
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 業務担当）

【movie】注射

社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 看護部
中西 美千代
（首都大学東京大学院 ）

佐藤久美子
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 看護部長）

丸田恵美
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 教育担当）

高橋香織
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 医療安全担当）

鈴木和恵
（社会医療法人財団石心会 川崎幸
病院 業務担当）

【movie】検体採取と管理

中西 美千代
（首都大学東京大学院）

出貝 裕子※
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】フィジカルアセスメント

中西 美千代
（首都大学東京大学院）

出貝 裕子※
（宮城大学 看護学部 准教授）

芳賀祥子※
（首都大学 東京健康福祉学部 看護
学科 非常勤講師）

【movie】感染対策

藤本憲明
（大阪府済生会吹田病院 看護部 手
術室看護師長/感染管理認定看護
師）

【movie】急変対応

浅香えみ子
(獨協医科大学越谷病院 看護副部
長 兼 救命救急センター師長/救急
看護認定看護師/認定看護管理者）
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【movie】経管栄養

習田 明裕
（首都大学東京健康福祉学部
看護学科 教授）

パラマウントベッド株式会社、クリエートメディック株式会社、株式会社京都科学ほか

