月イチゼミ
配信中コンテンツ（2018年9月末まで）
タイトル

内容

講師

対象

世代別・キャリア別ナースの輝きポイントはここ！

世代別にナースが果たすべき役割、どのような活躍が期待されるかを紹介。あなたのキャリアアップに
役立つ教材です！

大島 敏子(NPO法人看護職キャリアサポートフリージア・
ナースの会 会長)

看 Ⅰ〜Ⅳ

高齢者のスキン-テア：こう防ぐ！ケアする！

スキン-テアの分類、
リスクアセスメント、
予防ケア、
処置方法を学び、
高齢者の皮膚を守りましょう。

間宮 直子(大阪府済生会吹田病院 副看護部長/皮膚・排泄
ケア認定看護師/特定看護師)

看 Ⅰ〜Ⅲ、
補、介、
他

入院患者の軽症頭部外傷：確認ポイント6

誰もが経験する患者さんの転倒と頭部外傷！要領のよい観察の仕方とそのもととなる考え方を学
びましょう。

中島 伸(国立病院機構大阪医療センター 総合診療部長/脳
神経外科 医長)

看 Ⅰ〜Ⅲ

配信中コンテンツ（2018年11月末まで）
タイトル

内容

講師

医療と介護の連携：病院ナースの役割とは？

地域包括ケアの実現には、医療と介護の連携が必要！そこで「
、つなぐ」
を意識した連携についてお
話しします。

おさえておきたい！循環器の基礎知識と看護

「心電図」
が出てこない
「循環器」
の考え方を知りましょう。
きっと目の前の患者さんに応用できます。

酸素投与や人工呼吸管理をしている症例を正しく理解するために、そのメカニズムや根拠を学び
ましょう。

対象

髙須 久美子(大阪府看護協会看護師職能委員会Ⅱ 委員長/
社会医療法人美杉会佐藤病院 理事・看護部長)

看 Ⅰ〜Ⅲ、
介、他

鷲田 幸一（神戸女子大学看護学部 助教/兵庫県立尼崎総
合医療センター/慢性心不全看護認定看護師）

看 Ⅰ〜Ⅲ

長尾 大志(滋賀医科大学 呼吸器内科 講師)

看 Ⅰ〜Ⅲ

2018年4月〜2019年3月リリース予定
タイトル

内容

講師

対象

＜4月 診療報酬＞
2018年診療報酬改定と入院医療の変化

2025年にむけて「医療制度・病院はどう変わる？「
」だから今回の診療報酬はこうなるのか！」がわ
かる。実は身近な診療報酬のこと、少し難しいけど知っておこう！ 医療制度と病院、7対1病床、看
護必要度など。

武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院教授）

看 Ⅰ〜Ⅳ、
補、介、
他

＜5月 介護報酬＞
2018年度介護報酬改定と地域包括ケアシステム

2025年にむけて
「医療制度・病院はどう変わる？「
」だから今回の介護報酬はこうなるのか！」
がわ
かる。実は身近な介護報酬のこと、少し難しいけど知っておこう！ 訪問看護ステーション、看多機
など。

武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院教授）

看 Ⅰ〜Ⅳ、
補、介、
他

矢野 邦夫(浜松医療センター 副院長/感染症内科長/衛生
管理室長)

看 Ⅰ〜Ⅳ、
補、介、
他

桂木 祥子（QWRC理事/医療法人いちえ サポいちえ所長・
相談支援部門管理者/精神保健福祉士/相談支援専門員）

看 Ⅰ〜Ⅳ、
補、介、
他

患者の気持ちに寄り添うのは医療者、では医療者に寄り添うのは？ 答えは「自分」。命の現
場、人手不足、ストレスフルな現場で自分の心を健全に保つ方法を、全国で年間180回の講演を
行う山本先生が軽妙な語り口で紹介！

山本 晴義（独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病
院勤労者メンタルヘルスセンター長）

看 Ⅰ〜Ⅲ

ほかの病院ではどんな事例（訴訟・医療事故）があるの？どんな成功例があるの？医療安全に関す
る幅広いトピックスとリーダーオピニオンを、コンパクトな時間で紹介。まずは「知ること」からは
じめよう。

古田 康之（昭和大学病院 薬学部病院薬剤学 助教）

看 Ⅰ〜Ⅳ、
補、介、
他

高橋 弘枝（公益社団法人大阪府看護協会 会長）

看 Ⅰ〜Ⅳ、
補、介、
他

＜11月 糖尿病＞
糖尿病有病者は推計1000万人超。病棟・外来・地域など、どこでも出会う糖尿病患者の何に注意す
最新知識をおさえる！糖尿病の基礎とケア 〜治療・薬剤、
べきか、高齢者対応・治療・薬剤の最新情報がわかる！
何がどう変わった？

細井 雅之（地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立
総合医療センター 糖尿病・内分泌センター長/糖尿病内科
部長）

看 Ⅰ〜Ⅲ

＜12月 医療制度＞
地域包括ケア時代に輝く！
病院の在宅ケア支援と看護師の役割

2025年問題にむけての新たな医療体制づくりに国や地域は動き出している。そこで医療者はどう
貢献できるか？時流をよむ力をつけ、輝き働くためのプロフェッショナリズムについて考えてみ
よう。

小松 裕和（佐久総合病院 地域ケア科 医長）

看 Ⅰ〜Ⅳ、
補、介、
他

毎日の看護の繰り返しだけではキャリアとは言えない。忘れられない患者を言葉で表して、看護の
原点を見つけ出し、自分の看護の強みを再認識しましょう。

陣田 泰子（横浜市立大学看護キャリア開発支援センター
長、淑徳大学教授）

看 Ⅱ〜Ⅳ

病棟・外来問わず、経験の浅い看護師でも救急（急変）患者を目の前に落ち着いて初期対応できるよ
うになる。TBS系列
『情熱大陸』やNHK『総合診療医 ドクターG』出演、メディカ出版セミナーの人
気講師によるユニーク講義。

今 明秀（八戸市立市民病院院長）

看 Ⅰ〜Ⅲ

人を育てるのも看護師の大切な仕事だが、
忙しい医療現場では
「とりあえず見ていて「
」指導なんて
無理」
という場面も多いのでは。
そこで役立つのが
「教える技術
（インストラクショナルデザイン）
」
、
さっそく実践してみよう！

杉浦 真由美(札幌医科大学 医療人育成センター教育開発
研究部門 講師)

看 Ⅱ〜Ⅳ

感染症を患者にうつさない・職員がもらわない。
医療関連感染を減らすには、
職員一人ひとりの正し

＜6月 感染管理＞
医療関連感染を防ぐ極意とトピックス

＜7月 ライフ＞
病院職員のためのLGBT入門

環境制御／HBVワクチン／インフルエンザ対策／結核対策 などを予定）
。

〜こんな場合の対応は？

＜8月 ヘルス＞
「自分」に寄り添えるようになろう！
手軽メンタルヘルス講座

〜医療従事者のお

＜9月 医療安全＞
医療安全の厳選トピックス＆オピニオン2018
の「医療安全力」を高めよう！
＜10月 キャリア＞
特定行為研修ってなに？

〜病院

〜新しい活躍の場を知ろう！

＜1月 キャリア＞
「見える化」する！
＜2月 救急＞
あなたの救急初期対応が日本を変える！

〜ドクター今

＜3月 教育＞
伝わる・身につく「教える技術」 〜忙しい医療現場だから
こそ実践したい！インストラクショナルデザイン

「LGBT」という言葉をニュースで見ない日はない現在でも、さまざまな生きづらさを抱えている
LGBT当事者は多い。医療従事者として必ず知っておきたい知識と対応を具体的に学ぶ。

「特定行為研修」ってどんなものか知っていますか？ これから一緒に働いたり、自分自身がチャ
レンジするかもしれない特定行為研修について、まずは、概要や修了者の活動を紹介します！

※2018年11月現在の情報となります。タイトル・掲載予定等予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
★ラダー表記について
CandY Linkラダーは、
本コンテンツのレベルの目安を示したものです。
Ⅰ
（新人）
、
Ⅱ
（2〜3年目）
、
Ⅲ
（中堅）
、
Ⅳ
（ベテラン）
クラスの方の学習に適しています。
ただし、
医療機関の特性や病棟・外来などの所属先、
個々の看護師の能力の違いなどにより、
必要な学習項目は異なります。学習項目の優先順位や学習の順番は、
各医療機関の特性や看護師の能力に合わせて選択し、
CandY Linkをより効果的に活用してください。

各コースの紹介、活用方法などくわしくはパンフレットをご覧ください
まずは 無料お試し版 をぜひご体験ください！
・導入をご検討いただくご施設でお申し込みください。
・2週間お使いいただけます。
・アカウント・IDを10名様分まで発行いたします。
・右記 WEB サイトからお申し込みいただけます。

WEBサイト

メディカ キャンディリンク

candylink-all@medica.co.jp

