ケアにつなげる!
透析の知識と看護
プラクティカル
看護セミナー

開催

b

We

〜病態生理から理解する現場の疑問〜

到達
目標
受講対象
のめやす

●透析患者の電解質異常がわかるようになる！

●ドライウエイト設定の根拠がわかる！ 合併症への知識と対応法がキチンと身につく！
●透析室勤務3年以上のナース
●すでに透析室に勤務しているが，
さらにレベルアップしたいナース

2022 年 10月16日(日)
9,000 円

10:00〜16:45

（カラーテキスト代・送料・消費税込み）

アーカイブ視聴期間
2022年10月16日（日）▶ 2022年11月15日（火）または
2022年11月18日（金）▶ 2022年12月19日（月）

本セミナーは，上記
のアーカイブ
視聴期間ごとに参加募集いたします．
の内容に違いはございません．ど
ちらも上 記 の 配 信日に開 催するセミ
ナーを編集して配信いたします．ご自
身のご都合がよい時期を選んでお申込
みください．

プログラム（仮）

※当日の進行状況により一部内容が変更になる場合がございます
※途中，約１時間の昼休憩と，5〜10分の小休憩を挟みます

１．腎機能とは
●まずは，腎臓の機能を再確認しましょう！
●腎臓は，体液の恒常性維持を行い，電解質濃度の調節を行っています．
しかし，他にも老廃物の排泄という重要な機能をもっています．さら
に，血圧や貧血も管理しています．
・腎機能の指標とその考え方とは？ CKD とは？
・腎不全保存期とはどうしたらいいの？ 患者指導はどうする？

…その他

２．透析療法
●腎機能の低下のメカニズムをおさらいし，透析療法の基礎を再確認し
ましょう！ 腎機能の代替機能としての限界を知ることも重要です．
・透析導入の基準って？ 電解質の補正って何を，どう見るの？
・透析液が及ぼす影響って？

…その他

３．ドライウエイトの考え方
●ドライウエイトとは何かを確認しましょう！
●透析ナースが知っておくべき体液管理の基礎と，日々の生活指導につ
いて再確認しましょう！
・体重増加の管理では何をどう指導する？
・透析時の血圧低下の原因は何？ 患者さんへの対応は？ 何を注意して見れ
…その他
ばいいの？

選べる視聴期間！

４．透析患者の循環器合併症
ボリューム感の
あるセミナーな
ので、秋の夜長
に少しずつ見て
勉強しよう！
（視聴期間はたっぷり
１か月）

※講師への質問は，それぞれ一定期間メールに
て承ります．

講師

（受講生アンケートより）

●腎臓の機能と，透析の原理を理解して，説明できる！ 透析患者の血圧管理がわかる！

生配信日

受講料

実例交えてわかりやすい！
教科書では学べない知識が学べる！

田部井 薫 先生

現職：南魚沼市民病院 透析センター長 /
自治医科大学名誉教授
経歴：昭和 50 年 群馬大学医学部卒業
昭和 55 年 米国 Harvard 大学医学部
Brigham & Women's Hospital に留学
平成 15 年 自治医科大学附属さいたま医療センター 腎臓科 教授
主な著書：
『透析療法パーフェクトガイド』
（総合医学社）
『透析ケア Q&A 透析現場からの質問 110』
（総合医学社）
『腎臓内科診療マニュアル』
（日本医学館）
『透析療法における心・血管系合併症と対策』
（日本メディカルセンター）

●透析患者の死亡原因の第一位は心不全です．
●透析患者の循環器合併症への対策は，透析患者の管理に重要なものです！
透析ナースが知っておくべき循環器合併症を解説します．
・うっ血性心不全，虚血性心疾患，動脈硬化性疾患，不整脈などの合併症は，
どのような頻度で起こり，どのような治療が選択され，何に注意して見て
…その他
いけば良いのか？

５．予後改善のための透析療法
●透析患者さんの生命予後を改善するためのさまざまな取り組みについて
考えてみましょう！ 結果的には，快適な透析ライフのお手伝いができ
ることになると思います．
・予後改善のために必要な対策とは？ どう予防する？
…その他

田部井先生からのメッセージ

透析はチーム医療ですが，その中心は看護師です．看護師は，医師の診
療行為の補助に加え，臨床工学技師や栄養士や薬剤師のサポートも行わな
ければならないのですが，逆にいえば，そのすべてのことができるのです．
透析では毎日の血圧測定，透析機器からの情報，2 週間毎の血液検査など
の情報があります．
それらの情報を有効に使うことが，透析看護ではとても重要なのです．
せっかく得た情報は十分に活用して，透析患者の看護に役立てたいと思い
ませんか．このセミナーは，見過ごされそうな臨床症状や血液データを有
効に使うためのものです．

お申し込み方法

［下図は画面イメージです．実際の画面とは異なる場合がございます．
］

〔電子チケット発券サービス「Peatix」を利用します〕

1

チケット

3

受講料
（視聴期間10/16-11/15）¥9,000
￥9,000
受講料（資料郵送付き）

※コンビニ /ATM でのお支払いは，2022/XX/XX で
締め切られます．

https://www.sogo-igaku.co.jp/

ご希望の視聴期間
をクリック

igaku-kyoiku/ﬂyer/22d.html

QRコードまたは上記URLに
アクセス

チケットを申し込む

ページ内の［チケットを申し込む］
ボタンをクリック

4
チケット選択

受講料（資料郵送付き）
（視聴期間10/16-11/15）
¥9,000



1

＋

5

6

「Peatix」のアカウ
ントをすでにお持
ちの方はログイン
して下さい．
請求先情報へ進む
初めてご利用され
戻る
る方は新規登録で
Peatixアカウント
ご希望のチケット，お支払い方法を選 を作成して下さい．
択し［請求先情報へ進む］をクリック
合計 ¥9,000

支払い方法を選択

視聴方法

7

お申し込み完了！

登録したメールアドレス宛に，
お申し込みの詳細が届きます
ので，ご確認下さい．

今すぐ支払う

お申し込みが完了しますと，チケット購入成立のメールやマイチケットに掲載されたリン
クから，
［イベント視聴ページ］にアクセスできるようになります．生配信やアーカイブを
試聴されるときは，
こちらの［イベント視聴ページ］
にアクセスして下さい．
希望視聴期間：

■ チケット詳細

視聴をご希望される期間によって，チケットが異なり，販売終了日お
よびキャンセル締切等も異なります．下記日程をお確かめください．
希望視聴期間：

2022年10月16日（日）▶ 2022年11月15日（火）

●チケットの種類と料金 （カラーテキスト代・送料・消費税込）
チケットの種類

受講料（視聴期間 10/16-11/15）

料 金

9,000 円

チケットの販売終了は 10 月 16 日 AM10:00 となっております．
ただし，それまでに定員に達した場合は，販売を停止する場合があります
ことをご了承ください．また生配信日までにテキストの配送を希望される
場合は，
なるべく 10 月 4 日までにお申込みください．
なお，10月15日以降は「コンビニ /ATM」でのお支払は選択できなくなり
ます．

●キャンセルについて
キャンセル締切

請求先情報を入力
し，続く画面で姓名，
メールアドレス等を
確認し，間違いがな
ければお支払いを確
定して下さい．

10 月 5 日（水） AM 10:00

上記締切日時までは，キャンセル可能です．Peatix 電子チケットの［主催
者へ連絡］フォームより，キャンセル希望の旨ご連絡ください（万が一，
［主
催者への連絡］のリンクが動かない場合は，医学教育研究所までお電話く
ださい）
．この期日を過ぎますと，開催運用経費調整の都合上，キャンセル
を承ることが不可能となりますので，
ご注意ください．

●資料（テキスト）の発送時期

テキストは 10月6日以降に医学教育研究所より郵送にて順次発送いたし
ます．10月7日以降は平日の PM16:00 に発送作業を行います．
お申込み
の時期によっては，生配信後のお届けになってしまう場合がありますこと
をご了承ください．

2022年11月18日（金）▶ 2022年12月19日（月）

●チケットの種類と料金 （カラーテキスト代・送料・消費税込）
チケットの種類

受講料（視聴期間 11/18-12/19）

料 金

9,000 円

チケットの販売終了は 11 月 18 日 AM10:00 となっております．
ただし，それまでに定員に達した場合は，販売を停止する場合があります
ことをご了承ください．また配信初日までにテキストの配送を希望される
場合は，
なるべく 11 月 6 日までにお申込みください．
なお，11月17日以降は
「コンビニ /ATM」
でのお支払は選択できなくなり
ます．

●キャンセルについて
キャンセル締切

11 月 7 日（月） AM 10:00

上記締切日時までは，キャンセル可能です．Peatix 電子チケットの［主催
者へ連絡］フォームより，キャンセル希望の旨ご連絡ください
（万が一，
［主
催者への連絡］のリンクが動かない場合は，医学教育研究所までお電話く
ださい）
．この期日を過ぎますと，開催運用経費調整の都合上，キャンセル
を承ることが不可能となりますので，
ご注意ください．

●資料（テキスト）の発送時期

テキストは 11月8日以降に医学教育研究所より郵送にて順次発送いたし
ます．11月9日以降は平日の PM16:00 に発送作業を行います．
お申込み
の時期によっては，配信開始後のお届けになってしまう場合がありますこ
とをご了承ください．

共通事項
・「コンビニ/ATM」を選択された場合は，お申込みから72時間以内にお振込ください．期
間内にお振込が完了しない場合は自動キャンセルとなります．手数料は340円発生しま
す．また，テキストの発送はお振込が確認されたあとになります．
・キャンセルが成立した場合の返金手続きはPeatix社が行います．キャンセル料金は無料で
すが，お支払い方法が「コンビニ/ATM」の場合，あるいは申込みから50日以上経過して
いる場合は，340円の手数料がかかります．
免責事項
・なんらかの理由で視聴できなかったとしても，開催日後のご返金の対応はいたしかねま
す．視聴期間の記憶忘れや，携帯回線でご視聴の場合の容量不足などにご注意下さい．

お問い合わせ先

医学教育研究所

主催：

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 1-1-4

電話 03（3219）2064 ／ FAX 03（3219）0410

（※電話受付：平日 9:00〜17:00）

igaku-kyoiku@sogo-igaku.co.jp
http://igaku-kyoiku.net
（22D+D2）

