平成29年度

看護師救急医療業務実地修練プログラム
リロの会議室 田町会場
東京都港区芝5-26-24 田町スクエア

第1日

平成29年9月7日（木）

9：30～ 9：50 受付（20分）
9：50～10：00 開会挨拶及び事務説明（10分）
10：00～11：00 自己紹介（60分）

帝京大学医学部付属病院
高度救命救急センター

センター長・教授 三宅

康史

11：00～11：10 休憩（10分）
11：10～12：10 講義（60分）

救急医療の現状
帝京大学医学部付属病院
高度救命救急センター

センター長・教授 三宅

康史

12：10～13：10 昼食（60分）
13：10～14：10 講義（60分）

救急に必要な不整脈の知識
日本大学病院循環器病センター
循環器内科 研究所教授

長尾

建

ショックの病態と治療
虎の門病院 救急科部長

西田

昌道

呼吸不全
湘央学園湘央生命科学技術専門学校
学監

相馬

一亥

14：10～14：20 休憩（10分）
14：20～15：20 講義（60分）
15：20～15：30 休憩（10分）
15：30～16：30 講義（60分）

第2日

平成29年9月8日（金）

10：00～11：00 講義（60分）

高齢者医療
医療法人社団親樹会

恵泉クリニック

顧問

東京女子医科大学東医療センター客員教授 太田

祥一

11：00～11：10 休憩（10分）
11：10～12：10 講義（60分）

小児医療
東京都立小児総合医療センター
救命・集中治療部 部長

清水

直樹

ＡＣＳ
杏林大学保健学部

四倉

正之

森安

恵実

12：10～13：10 昼食（60分）
13：10～14：10 講義（60分）

教授

14：10～14：20 休憩（10分）
14：20～15：20 講義（60分）

院内救急対応
北里大学病院
ＲＳＴ・ＲＲＴ室

看護師

15：20～15：35 休憩（15分）
15：35～17：05 講義（90分）

意識障害（ＡＣＥＣ、ＰＣＥＣ）
国際医療福祉大学熱海病院
救急科

安心院

康彦

災害医療概論
国立病院機構災害医療センター
臨床研究部長

小井土

雄一

11：10～12：10 ワークショップ（60分）
災害医療概論
国立病院機構災害医療センター
臨床研究部長

小井土

雄一

13：10～17：00 ワークショップ（230分）
災害医療の現状 災害トリアージ ＤＭＡＴ
国立病院機構災害医療センター
臨床研究部長
小井土

雄一

第3日

平成29年9月11日（月）

10：00～11：00 講義（60分）

11：00～11：10 休憩（10分）

12：10～13：10 昼食（60分）

17：00～17：10 休憩（10分）
17：10～18：40 講義（90分）

災害看護学概論
東京医療保健大学
東が丘・立川看護学部

准教授

石井

美恵子

第4日

平成29年9月12日（火）

10：00～11：00 講義（60分）

ＥＲの現状
東海大学医学部附属病院
高度救命救急センター

看護師

峯山

幸子

臓器不全・血液浄化法
千葉大学大学院医学研究院
救急集中治療医学 教授

織田

成人

グリーフケアとＤＭＯＲＴ
神戸赤十字病院 心療内科部長

村上

典子

救急患者への対応と緊急度判定
杏林大学医学部附属病院
看護部師長

横田

由佳

西塔

依久美

林

幸子

横田

由佳

西塔

依久美

林

幸子

横田

由佳

西塔

依久美

林

幸子

11：00～11：10 休憩（10分）
11：10～12：10 講義（60分）

12：10～13：10 昼食（60分）
13：10～14：10 講義（60分）
14：10～14：20 休憩（10分）
14：20～15：20 講義（60分）

15：20～15：30 休憩（10分）
15：30～17：00 講義（90分）

第5日

院内トリアージの実際
成人緊急度判定
東京医科大学医学部看護学科
助教
小児緊急度判定
国立成育医療研究センター
救急センター 副看護師長

平成29年9月13日（水）

9：30～12：00 ワークショップ（150分）
救急トリアージの実際
杏林大学医学部附属病院
看護部師長
東京医科大学医学部看護学科
助教
国立成育医療研究センター
救急センター 副看護師長
12：00～13：00 昼食（60分）
13：00～17：00 ワークショップ（240分）
救急トリアージの実際
杏林大学医学部附属病院
看護部師長
東京医科大学医学部看護学科
助教
国立成育医療研究センター
救急センター 副看護師長

第6日

平成29年9月14日（木）

9：30～10：30 講義（60分）

急性中毒
さいたま赤十字病院
救命救急センター
副院長/救急部長・救命救急センター長 清田

和也

ドクターヘリにおけるフライトナース
埼玉医科大学総合医療センター
高度救命救急センター
フライトナース主任

内藤

ゆみえ

救急における安全管理（感染管理も含む）
日本大学病院
看護師

大熊

尚人

精神病状を持つ患者へのアプローチ
埼玉医科大学病院
救急科 教授

上條

吉人

脳卒中（ＩＳＬＳ、ＰＳＬＳ）
昭和大学江東豊洲病院
脳血管センター長

池田

尚人

脳死と臓器移植
和歌山ろうさい病院
救急科部長

中村

俊介

10：30～10：40 休憩（10分）
10：40～11：40 講義（60分）

11：40～12：40 昼食（60分）
12：40～13：40 講義（60分）

13：40～13：50 休憩（10分）
13：50～14：50 講義（60分）

14：50～15：00 休憩（10分）
15：00～16：10 講義（70分）

16：10～16：20 休憩（10分）
16：20～17：20 講義（60分）

第7日

平成29年9月15日（金）

9：30～10：30 講義（60分）

熱傷
帝京大学高度救命救急センター
准教授

池田

弘人

千明

政好

小池

伸享

小池

伸享

10：30～10：40 休憩（10分）
10：40～12：40 ワークショップ（120分）
（私の施設の）救急で困っていること
上武大学看護学科 教授
12：40～13：40 昼食（60分）
13：40～15：10 ワークショップ（90分）
ＪＮＴＥＣの実技
日本赤十字九州国際看護大学
認定看護師教育課程 講師
15：10～15：20 休憩（10分）
15：20～16：50 ワークショップ（90分）
ＪＮＴＥＣの実技
日本赤十字九州国際看護大学
認定看護師教育課程 講師

