
令和 2年度

教育研修計画



日　　時 令和2年12月9日（水）10:00 ～ 16:00 
主　　催 公益社団法人 愛知県看護協会 
会　　場 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
特別講演

シンポジウム 地域包括ケア時代における看護職者の連携

交流ｾｯｼｮﾝ 地域包括ケアおよび看‒看連携に関するセッション（２セッション）

第３６回

～地域包括ケア時代の新たな看護実践の創造～
愛知県看護学会

テーマ  地域包括ケア時代における
　　　  　看護職者のグローバルかつローカルな視点とは

学会発表支援講座 事例・実践報告の進め方・まとめ方・発表のしかた

講 師  南　裕子 　神戸市立看護大学　学長



令和2年度教育研修計画の発刊にあたって

団塊の世代が全て後期高齢者となる 2025 年、団塊ジュニア世代が 65 歳以上の高齢
者となる2040年と、サービスの担い手が減少する超高齢化・人口減少社会が目前に迫っ
ています。地域に生きる一人ひとりが尊重され、その可能性が最大限に発揮できる「地
域共生社会」の実現に資する取り組みが求められるなか、看護職は入院施設から在宅
に至るまであらゆる場での活動が期待され、切れ目のない継続した質の高い看護の提
供が必要とされています。
愛知県看護協会は、看護職の資質の向上を組織の目的のひとつとしており、看護職
一人ひとりが自己研鑽し、看護の力を発揮できるように継続教育機関としての役割を
担っております。
今年度の大きな特徴は、日本看護協会の「訪問看護及び介護施設等の看護管理者研
修プログラム」を基に構築した『訪問看護管理者研修（愛知県版）』を開催します。
訪問看護ステーションの看護管理者を対象に系統的な研修を実施し、今後地域共生社
会で役割を担う管理者の育成を目指します。また、重点事業として取り組んできまし
た介護施設への出前講座が愛知県の基金を活用した事業として認められ 20 研修を開
催することとなりました。訪問看護ステーション出前講座 10 研修と共に皆様のご意
見を反映した出前講座が可能となりますので、是非ご活用ください。
継続研修内容は愛知県看護協会の重点事業をふまえ、愛知県・名古屋市より委託を
受けての研修や、教育委員会・職能委員会・特別委員会による研修を 131 研修に増やし、
定員数を 9900 人に拡大しました。また、新規研修は「小児のフィジカルアセスメント」
「怒りとうまく向き合うためのアンガーマネジメント」「大人の発達障害の理解と対応」
「原点にもどって、看護を考える」「学会や研究会で実践・事例報告をする時のコツ」等、
アンケートでいただいた皆様の声を反映し、16 研修を企画しています。
今年度は、より多くの方にご参加いただけるよう継続教育方法を見直しました。定
員数を増やす他、期間を拡大し 5 月より研修を開始します。募集期間も 1 週間から 2
週間へ延長し、皆様が希望する研修を選び申し込んでいただける時間を増やしました。
また、ご自分の目指すレベルに合わせた研修を選べるように対象者を明確にすると共
に、研修区分を「看護実践能力の核として必要な 4つの力」等に分けました。その他、
地区でのＪＮＡ収録ＤＶＤ研修の開催など、身近な地域で受講していただく機会を増
やします。
多くの会員の皆様に研修へご参加いただき、看護の質の向上を図ることができるよ
う願っています。また、研修内容の詳細につきましては、協会ホームページをご覧い
ただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人愛知県看護協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務理事　小池　三奈美



愛知県看護協会の教育研修計画の概要

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」

研修会申込み手順・受講選考と通知

受講手続き・研修会当日の動き・参加に関する注意事項

愛知県看護協会継続教育研修 申込書

愛知県看護協会継続教育研修 申込書（記入方法）

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」による
　　　　　看護共通・専門分野（ラダー別）研修のマトリックス

「訪問看護ステーションにおける看護師の
　　　　　クリニカルラダー（日本看護協会版）」と研修体系

教育研修計画（分野別）

教育研修計画（月別）

第36回　愛知県看護学会

交通案内

･･･････････････････････････････Ｐ１

･････････････････････Ｐ２

･････････････････････････････････Ｐ３

･･････････････Ｐ４

････････････････････････････････Ｐ５

････････････････････Ｐ６

･････Ｐ７

･･･････Ｐ８

･････････････････････････････････････････････Ｐ９

･･･････････････････････････････････････････････Ｐ16

･･･････････････････････････････････････････Ｐ19

･･･････････････････････････････････････････････････････････Ｐ30



　愛知県看護協会は専門職業人として倫理を遵守し、より適切な看護サービスを提供するために、
個々の看護職者が自己のライフサイクルの中で計画的にキャリア開発していけるよう、生涯教育
の体系化を図り、教育・研修の機会を創設し支援する。
　愛知県における社会資源となる能力・資格を持つ看護人材を養成する。

１　継続教育の体系化を図り、会員及び看護職のキャリア開発に努める。
２　社会や組織から期待される役割を遂行できるよう、領域別・専門別研修の充実を図る。
３　変化する社会に対応できるよう研修を柔軟に企画する。
４　日本看護協会及び都道府県看護協会との連携をとり教育の充実を図る。
５　社会的資源となる看護職者の養成を行う。

１　看護に必要な知識・技術・態度を学び、根拠に基づく看護実践能力を養う。
２　専門職としての感性をみがき、倫理的意思決定ができる能力を養う。
３　専門職として必要な知識・技術・態度を学び、安全な医療・看護が提供できる能力を養う。
４　チーム医療を推進するために、看護専門職としての判断力・指導力・調整力を養う。
５　臨床に必要な知識・技術・態度を学び、教育・研究活動ができる看護職者を育成する。

＜クリニカルラダーについて＞
　受講される皆様の満足度や研修効果を向上させることを目的として、受講対象者が目指す
ラダーレベルを表記しています。「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」（ＪＮＡラダー）
に準じていますので、より適切な研修を選択していただくための指標としてください。

愛知県看護協会の教育研修計画の概要

基本的な看護手順
に従い必要に応じ
助言を得て看護を
実践する

標準的な看護計画
に基づき自立して
看護を実践する

ケアの受け手に合
う個別的な看護を
実践する

幅広い視野で予測
的判断をもち看護
を実践する

より複雑な状況に
おいて、ケアの受
け手にとっての最
適な手段を選択し
QOLを高めるため
の看護を実践する

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ

－ 1 －



－ 2 －



１）  受講を希望する研修の選定
(1) 各研修の内容と「開催月日」「申込区分」を教育研修計画（本冊子及び本協会の
ホームページ）で確認し、受講希望する研修を選定してください。

(2)研修の詳細（開催要領）は、愛知県看護協会ホームページ＞継続教育研修 研修一覧から
確認できます。

１）  受講選考
　応募者多数の場合は、より多くの施設の方に受講していただけるよう選考させていただくこ
とがあります。

２）  選考通知の送付
　応募者全員に施設代表者をとおして選考結果（受講の可否）を通知します。研修開催日の２週間前
までに通知がない場合は教育センター（TEL052－871－0761）までお問い合わせください。

２） 応募方法
(1) 「愛知県看護協会 継続教育研修申込書」（P.５）に必要事項を記入してください。　　
（研修一覧表に✍印がある研修は、専用申込用紙での申込みが必要となります。
専用申込用紙はホームページからダウンロードしてください。）

(2) 愛知県看護協会会員の方は、申込書に会員証のコピーを貼付してください。
各研修の募集期間初日までに入会および継続手続きが完了している方を「会員」とします。
また、入会手続きが完了するには数週間かかりますので早めに手続きをしてください。

(3) 各研修の募集期間内に、申込書を愛知県看護協会 教育センター宛に郵送してください。
　 （FAXによる送信や募集期間外に届いたもの等は受付けできませんので、ご注意ください。）

【募集期間】

【送 付 先】

【選考結果発送予定】

　４月　３日（金）～　４月１６日（木）必着

　６月　１日（月）～　６月１５日（月）必着

　７月３１日（金）～　８月１３日（木）必着

１０月　１日（木）～１０月１４日（水）必着

５月・６月・７月

８月・９月

10月・11月

12月～翌年２月

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

〒４６６－００５４
名古屋市昭和区円上町26番18号
愛知県看護協会　教育センター

５月
６月
７月
８月
９月

４月２４日
５月　８日
５月２９日
６月３０日
７月３１日

１０月
１１月
１２月
翌年１月
翌年２月

　８月３１日
　９月３０日
１０月３０日

１１月３０日

－ 3 －

※定員に満たない場合は募集期間を延長します。詳細はホームページで確認してください。

申込区分 研修開催月 募集期間

研修開催月 発送予定 研修開催月 発送予定



１）  受講料の振込み
　「受講通知」が届いた方は、記載してある指定口座へ期日までにお振込みください。
注１：口座番号は研修会ごとに異なりますので、必ず「受講通知」で確認してください。
注２：募集期間初日に入会および継続手続きが完了している方は会員の受講料となります。なお、

日本看護協会によるナースシップ導入に伴い、研修申込後、研修日までに入会手続きが完了さ
れても、会員の受講料での対応はできませんのでご承知ください。

＜振込時の注意事項＞
＊振込み確認ができるもの（明細書等）を「発行」し、保管してください。インターネットバンキングを
利用される場合は、振込完了を確認し、「振込明細照会」を必ず印刷して保管をしてください。

＊二重振込みに注意してください。施設からと個人からの重複が多くありますのでご注意ください。
＊振込み手数料は各自のご負担となります。
＊振込み後の返金は致しません。
＊今年度より受講料は消費税別となっております。（ただし、JNA収録DVD研修は除く）

１）  受付
(1)研修開始３０分前から行います。
(2)受講通知の下部にある「受講票」を切り取って必ずご持参下さい。 
また、必要時、「受講料の振込み確認ができるもの」「看護協会会員証」を確認させていただくこと
がありますので、ご持参ください。

２）  研修時間
原則として、10：00 ～ 16：00 です。
ただし、研修によってはこの限りではありません。ホームページの開催要領を確認してください。

３）  受講証明書・修了証の発行
(1)研修時間の5分の4以上受講された方に、発行します。
ただし、特定分野（養成）研修等は全時間の受講が必要です。

(2)受講証明書・修了証の再発行はできません。
(3)受講証明書・修了証に記載される氏名は、会員証と同じ文字となります。

４）  アンケートの実施
研修会ごとにアンケート調査を行っておりますので、ご協力ください。

(1)研修会によっては、参考図書や演習物品等の準備が必要となります。
✎印がある研修は、必ず開催要領で確認してください。

(2)選考通知の発送に関するお問い合わせや、研修の欠席・遅刻の連絡は、下記までお電話ください。

(3)看護協会に受講者用の駐車場はありません。必ず公共交通機関でお越しください。
駐車に関するトラブルが発生していますので、ご協力をお願いします。

(4)持参された昼食は、会場内で飲食可能ですが、ゴミは必ずお持ち帰りください。
(5)会場内は室温調整していますが、個別対応はしかねますので各自で調整できるようご用意ください。
(6)忘れ物は研修日から１カ月間保管した後、処分させていただきますのでご了承ください。
(7)看護協会は会館内・敷地内は全面禁煙となっております。

０５２－８７１－０７６１教育センター
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－ 6 －

P.2



※各研修の内容は、全ての教育目標に係るが、ここでは主な学習内容で位置づけている。

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）による」看護共通・専門分野(ラダー別）研修のマトリックス

Ⅰラダーレベル

看護に
必要な能力

定義

ニーズを
とらえる力

ケアする力

1･2.実践に活かすフィジカルアセスメント
3･4.急変をどう予測するか

7.誤嚥性肺炎の予防とケア

9.呼吸器ケア～慢性呼吸器疾患に対する病院・在宅での呼吸管理～
10・11.褥瘡とスキンｰテアに対するケア

12.高齢者のスキン-テア～病院・施設・在宅で応用できるスキルを学ぼう～
13･14.リンパ浮腫ケア

15.うつ・せん妄の予防と対応
16.高齢者のもてる力を活かしたケア～実践編～

17.認知症患者の看護～その人らしい生活を支援する看護～
18.心不全患者の看護～急性期から慢性期まで～

19.糖尿病患者の看護～アセスメントと患者・家族支援～
20．がん化学療法と看護～患者のライフスタイルの支援～
21.クリティカルケア～生命危機状態にある患者の治療と看護～

22.周手術期におけるチーム医療と看護

8.看護の場で必要な感染管理

23.コミュニケーションに活かすコンフリクトマネジメント～メディエーションの理論と技法～
24.いま、求められる外来看護

38.大人の発達障害の理解と対応

25.現場で活かす医療事故防止対策と安全教育

27.<JNAオンデマンド活用研修＞看護の倫理綱領と看護業務基準
28.<JNAオンデマンド活用研修>チーム医療の構成員としての役割

29･30.職場の人間関係を潤おすコミュニケーション～アサーションの活用～
31･32.コーチングの基礎知識

47.看護が見える看護記録
48.看護師に求められる役割とそれぞれの立場における対応

49.インストラクショナルデザインの理解と活用

53.組織分析～管理者のための問題解決手法～
54.管理者に求められる組織倫理

59.学会や研究会で実践・事例報告をする時のコツ

55.<JNAオンデマンド活用研修＞「看護師のクリニカルラダー
　　　（日本看護協会版）」の理解と施設内教育への活用

58.看護研究のはじめの一歩
 ～研究疑問を看護研究に結びつける方法を学ぶ～

33.怒りとうまく向き合うためのアンガーマネジメント
34.看護力を発揮するためのチームビルディング

42.エンドオブライフケア～患者・家族のACP･意思決定の支援～
43.意思決定支援と倫理

50.施設内教育とインストラクショナルデザイン～活用と改善のポイント～
51.多職種との実践をつなぐ看護記録

52.職場におけるメンタルヘルスケア～管理者に求められる対応を事例から考える～

60.看護実践の質を高める看護研究の推進～看護研究の支援方法を学ぶ～
61.看護の動向と展望

57.ストレスコーピングとアサーティブネス

44.<JNAオンデマンド活用研修＞ケアの受け手の意思決定
45.<JNAオンデマンド活用研修＞ケアの受け手の自己決定支援

35.小児医療と地域連携～子どもと家族への支援～
36.病院（施設）と在宅をつなぐ看護～生活を支えるためのチームアプローチ～

37.災害看護～自律と協働～

39.原点にもどって、看護を考える

26．診療所における医療安全管理

40.<JNAオンデマンド活用研修＞地域での看護職連携
41.<JNAオンデマンド活用研修＞地域での多職種連携

46.看護実践のなかにある倫理

56.看護職の法的責務と看護記録

5.小児のフィジカルアセスメント～子どもの状態を的確に把握するためのポイント～

協働する力

意思決定を
支える力

組織的役割
遂行能力

自己教育・
研究能力

Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
基本的な看護手順に従
い必要に応じ助言を得
て看護を実践する

標準的な看護計画に基
づき自立して看護を実
践する

ケアの受け手に合う個
別的な看護を実践する

幅広い視野で予測的判
断をもち看護を実践す
る

より複雑な状況におい
て、ケアの受け手にとっ
ての最適な手段を選択
しＱＯＬを高めるための
看護を実践する

看
護
の
核
と
な
る
実
践
能
力

6.先輩ナースのためのフィジカルアセスメント

－ 7 －
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「訪問看護ステーションにおける看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」と研修体系

Ⅰラダーレベル

核となる
　　実践能力

ニーズを
とらえる力

ケアする力

協働する力

意思決定を
支える力

訪問看護に
関する研修

定義

９．呼吸器ケア
～慢性呼吸器疾患に対する病院・在宅での呼吸管理～

12.高齢者のスキン-テア
～病院・施設・在宅で応用できるスキルを学ぼう～

36.病院（施設）と在宅をつなぐ看護
～生活を支えるためのチームアプローチ～

訪問看護職員養成講習会

※ 研修No.１～61の看護共通・専門分野（ラダー別）研修も是非ご受講ください。

97～106.訪問看護ステーション出前講座

訪問看護職員養成講習会（ｅラーニング）

72．訪問看護管理者研修(愛知県版）

93.訪問看護師ブラッシュアップ研修

95.訪問看護スキルアップ研修
～在宅における感染管理～

Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

基本的な看護手順に
従い必要に応じ助言を
得て看護を実践する

標準的な看護計画に
基づき自立して看護を
実践する

ケアの受け手に合う個
別的な看護を実践する

幅広い視野で予測的
判断をもち看護を実践
する

より複雑な状況におい
て、ケアの受け手に
とっての最適な手段を
選択しＱＯＬを高める
ための看護を実践する

助言を得てケアの受け
手や状況（場）のニーズ
をとらえる

ケアの受け手や状況
（場）のニーズを自らと
らえる

ケアの受け手や状況
（場）の特性をふまえた
ニーズをとらえる

ケアの受け手や状況
（場）を統合し、ニーズ
をとらえる

ケアの受け手や状況
（場）の関連や意味をふ
まえニーズをとらえる

助言を得ながら、安全
な看護を実践する

ケアの受け手や状況
（場）に応じた看護を実
践する

ケアの受け手や状況
（場）の特性をふまえた
看護実践をする

様々な技術を選択・応
用し看護を実践する

最新の知見を取り入れ
た創造的な看護を実
践する

関係者と情報共有がで
きる

看護の展開に必要な
関係者を特定し、情報
交換ができる

ケアの受け手やその関
係者、他職種と連携が
できる

ケアの受け手を取り巻
く他職種の力を調整し
連携できる

ケアの受け手の複雑
なニーズに対応できる
ように、多職種の力を
引出し連携に活かす

ケアの受け手や周囲の
人々の意向を知る

ケアの受け手や周囲の
人々の意向を看護に活
かすことができる

ケアの受け手や周囲の
人々に意思決定に必要
な情報提供や場の設
定ができる

ケアの受け手や周囲の
人々の意思決定に伴う
ゆらぎを共有でき、選
択を尊重できる

複雑な意思決定プロ
セスにおいて、他職種
も含めた調整的役割を
担うことができる



教育研修計画 （分野別）

[看護共通・専門分野（ラダー別）研修]
【ニーズをとらえる力】

※：外部会場（会場名は開催要領参照）
：参考図書・演習物品等の準備が必要（費用は各自負担） 
：各研修専用申込用紙での申し込みが必要
会員：各募集期間初日に入会手続きを完了されている方 

研修
№

目指す
レベル

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

【ケアする力】
研修
№

目指す
レベル

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

1日 210 8,000
会員：4,000

8,000
会員：4,000

実践に活かす
フィジカルアセスメント

急変をどう予測するか

中野　千春
　（独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　診療看護師）

対象の状態を把握し、査定するための
基本的看護技術であるフィジカルアセ
スメントの基本を学ぶ。

Ⅰ・Ⅱ
1日 Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ

210

10/6

11/17

8/3

1日 130 8,000
会員：4,000

褥瘡とスキン-テアに対するケア

山口　梨乃　
　（独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
　　　　　　　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師）
藤井　由佳
　 （あいち小児保健医療総合センター
　　　　　　　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師）

褥瘡とスキン‐テア（皮膚裂傷）の相
違を理解し、それぞれの予防・発生時
の対処（処置）方法を学ぶ。

Ⅰ6/29

1日 130 8,000
会員：4,000Ⅲ11/13

1日 80 8,000
会員：4,000

リンパ浮腫ケア

大前　敬子　
　（大阪警察病院
　　　医療徒手リンパドレナージセラピスト
　　　　　　　　　　　　  緩和ケア認定看護師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

がん患者にみられるリンパ浮腫の病態
を理解し、リンパ浮腫ケアに必要な基
本的知識と実際をを学ぶ。

Ⅰ6/5

1日 80 8,000
会員：4,000Ⅱ9/25

12/15

1日 210 8,000
会員：4,000

8,000
会員：4,000

濱本　実也
　（公立陶生病院　集中ケア認定看護師）

急変につながる危険な兆候に気づき、
迅速な対応をするために必要な基本
的知識を学ぶ。1日 210

10/30 1日 ⅢⅡ・Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

小児のフィジカルアセスメント
～子どもの状態を的確に
　　把握するためのポイント～

小山田　恵
　（名古屋掖済会病院　小児救急看護認定看護師）
辻　和美
　（　　同　　　　　　小児救急看護認定看護師）

重篤化や状態が変化しやすい子ども
の状態を的確に把握するために必要
な小児のフィジカルアセスメントにつ
いて学ぶ。

8/7 1日 ⅡⅠ～Ⅲ 170 8,000
会員：4,000

看護の場で必要な感染管理

長﨑　由紀子
　（愛知医科大学看護学部
                                 　感染症看護専門看護師）
田上　由紀子
　（名古屋市立大学病院　感染管理認定看護師）

看護を提供する場で必要な感染管理
の基本を理解し、必要な知識と複雑化
する感染対策の実際を学ぶ。

11/4 1日 Ⅲ 130 8,000
会員：4,000

高齢者のスキン-テア
～病院・施設・在宅で
　応用できるスキルを学ぼう～

鈴木　華代
　（藤田医科大学ばんたね病院
　　　　　　　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師）
足立　美恵子
　（豊川市民病院　皮膚・排泄ケア認定看護師）

高齢者の皮膚の特徴とスキン‐テア
（皮膚裂傷）のメカニズムを理解し、病
院・施設・在宅での予防・対処（処置）方
法の実際を学ぶ。

9/18 1日 Ⅱ 200 8,000
会員：4,000

がん化学療法と看護
～患者のライフスタイルの支援～

宮谷　美智子
　（愛知県がんセンター
　　　　　　　　がん化学療法看護認定看護師）　
　　　　　　　　

がん化学療法の基本的知識を理解し、
安全な投薬、曝露予防、抗がん剤によ
る有害事象、また通院治療も視野に入
れた就業支援や在宅におけるセルフ
ケア支援について学ぶ。

10/2 1日 ⅢⅢ・Ⅳ 120 8,000
会員：4,000

先輩ナースのための
　　　フィジカルアセスメント

松本　幸枝　
　（まつもとクリニック　急性・重症患者看護専門看護師）

指導的な立場にある者が、フィジカル
アセスメントで重要なことや優先する
ことを学び、事例をもとに系統的・客観
的な情報収集方法の理解を深める。

8/27 1日 ⅡⅠ・Ⅱ 220 8,000
会員：4,000誤嚥性肺炎の予防とケア 狩谷　明美

　（県立広島大学保健福祉学部看護学科）

誤嚥性肺炎のメカニズムに関する知
識をもとに、食事支援・口腔ケア・ポジ
ショニング等の誤嚥予防ケアについて
学ぶ。

11/4 1日 Ⅲ

Ⅱ・Ⅲ

160 8,000
会員：4,000

呼吸器ケア
～慢性呼吸器疾患に対する
　　病院・在宅での呼吸管理～

松尾　正樹
　（中部ろうさい病院　医師）
山内　美樹
　（　　同　　慢性呼吸器疾患看護認定看護師）

慢性呼吸器疾患の最新の治療と病院・
在宅で行われる呼吸管理（酸素吸入・
人工呼吸器等）の実際と看護を学ぶ。

10/8 1日 Ⅲ 200 8,000
会員：4,000うつ・せん妄の予防と対応

服部　希恵　
　（名古屋第一赤十字病院　精神看護専門看護師）
舘　理江
　（　　同　　　　　　　　精神看護専門看護師）

様々な年代・要因で生ずるうつ・せん
妄の予防と、リスクの早期発見や具体
的な対応方法を学ぶ。

12/4 1日 Ⅳ 200 8,000
会員：4,000

認知症患者の看護
～その人らしい生活を
　　　　　　　支援する看護～

中嶋　宏貴
　(医療法人和光会山田病院　医師）
加藤　滋代 
　（藤田医科大学病院　認知症看護認定看護師）

認知症の特徴を理解し、認知症患者が
その人らしい生活を送るための看護
や関わり方を学ぶ。

12/17 1日 Ⅳ 200 8,000
会員：4,000

心不全患者の看護
～急性期から慢性期まで～

中島　義仁　
　（公立陶生病院　医師）
新納　慎也
　（一宮市立市民病院　慢性心不全看護認定看護師）

心不全の病態と増悪因子、重症化予防
のための治療と慢性心不全をコントロ
ールするための患者教育を理解し、状
態に応じた生活支援を学ぶ。

12/18 1日 Ⅳ 220 8,000
会員：4,000

クリティカルケア
～生命危機状態にある患者の
　　　　　　　　治療と看護～

松嶋　麻子
　（名古屋市立大学病院　医師）
稲尾　景子
　（　　　　同　　　　　救急看護認定看護師）

生命危機状態にある患者の特徴と治
療の現状、クリティカルケアに必要な
フィジカルアセスメントと看護につい
て学ぶ。

9/17 1日 Ⅱ 80 8,000
会員：4,000

周手術期における
　　　　　　チーム医療と看護

後藤　紀久
　（岐阜大学医学部附属病院）
古市　ふみよ
　（　　　　　同　　　　　）

外来・病棟と手術室が連携し、患者が
安心・安全に手術を受け、社会復帰す
るために必要な知識・技術、病棟との
連携を学ぶ。　

7/28 1日 Ⅰ 120 8,000
会員：4,000

糖尿病患者の看護
～アセスメントと
　　　　　　患者・家族支援～

伊藤　光泰
　(医療法人誠厚会名駅前診療所保健医療センター　医師）
土川　睦子 
　（DM NURSE LAB　 糖尿病看護認定看護師）　 

糖尿病の病態・治療に関する知識を深
め、患者及び家族支援に必要なアセス
メントとケアについて学ぶ。

12/22 1日 Ⅳ 200 8,000
会員：4,000

高齢者のもてる力を活かしたケア
～実践編~

長瀬　亜岐
（大阪大学大学院
　　　　　　老人看護専門看護師　診療看護師）

高齢者がもてる力を活かし、その人らし
いて生活を送るための看護を学ぶ。
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※:外部会場（会場名は開催要領参照）

※:外部会場（会場名は開催要領参照）

※:外部会場（会場名は開催要領参照）

研修
№

目指す
レベル

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

【協働する力】
研修
№

目指す
レベル

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

【意思決定を支える力】
研修
№

目指す
レベル

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

11/19 1日 Ⅲ

Ⅱ～Ⅳ

100 8,000
会員：4,000

コミュニケーションに活かす
　　コンフリクトマネジメント
～メディエーションの
　　　　　　　　理論と技法～

和田　仁孝
　（早稲田大学大学院法務研究科）

事故発生時等に、患者のニーズに誠実
に対応し、医療機関との橋渡しを行う
メディエーターとしての看護師の役割
とコミュニケーションについて学ぶ。

11/7 半日
（AM） Ⅲ 100 4,000

会員：2,000
いま、求められる外来看護

新良　啓子
　(独立行政法人 労働者健康安全機構
　　　　　　　　　　　　　　東北ろうさい病院)

地域包括ケアシステムや在院日数の
短縮に伴う外来看護の役割の変化と、
いま外来看護に何が求められている
かを知り、患者のセルフマネジメント
力を高める支援方法を学ぶ。

7/7 1日 Ⅰ 220 8,000
会員：4,000

病院(施設)と在宅をつなぐ看護
～生活を支えるための
　　　　　チームアプローチ～

水野　正明
　（名古屋大学医学部附属病院
　　　　先端医療・臨床研究支援センター　医師）
古城　敦子
　（聖霊病院　地域医療連携センター）

病院（施設）と在宅をつなぐ看護の機
能・役割について学び、療養者が安心
して在宅で生活するために必要なチ
ームアプローチについて考える。

8/5 1日 Ⅱ 120 8,000
会員：4,000

原点にもどって、看護を考える 村松　静子
　（在宅看護研究センターLLP）

ナイチンゲール生誕200年を機に医師
や他職種、患者・家族の懸け橋となり、
その人に寄り添う看護とは何かを考え
る。

Ⅲ・Ⅳ

Ⅲ～Ⅴ

Ⅳ・Ⅴ

夛喜田　惠子
　（愛知医科大学 看護学部）

職場内の人間関係を円滑にするため
に、自分も相手も大切にした自己表現
ができるアサーティブな対応について
学ぶ。

12/21 1日 Ⅳ 200 8,000
会員：4,000

現場で活かす
　医療事故防止対策と安全教育

長尾　能雅
　（名古屋大学医学部附属病院　患者安全推進部）
寺井　美峰子
　（　　　　　　　　　同上　　　　　　　　　）

医療安全管理の知識を深め、医療事故
発生のメカニズムと防止対策、事故発生
時の対応及び安全教育について学ぶ。

10/3 1日 Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

怒りとうまく向き合うための
　　　　アンガーマネジメント

田辺　有理子
　（横浜市立大学医学部看護学科）

看護の対象者だけでなく、多職種や同
僚等と上質な人間関係を構築、自己啓
発のために、アンガーマネジメントの
活用方法を学ぶ。

11/9 1日 Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

看護力を発揮するための
　　　　　チームビルディング

安達　久美子
　（首都大学東京　健康福祉学部看護学科）

協働できるチームづくりのため、「仲間
が思いを一つにしてゴールに向かって
進んでいける組織づくり(チームビル
ディング）」の理論と方法を学ぶ。

10/27 1日 Ⅲ 130 8,000
会員：4,000

小児医療と地域連携
～子どもと家族への支援～

田﨑　あゆみ
　（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）
西村　和子
　（藤田医科大学地域包括ケア中核センター）

小児医療の現状と看護の実際、医療依
存度の高い子どもの退院支援や地域
連携について学ぶ。

9/15 1日 Ⅱ 150 8,000
会員：4,000

災害看護
～自律と協働～

内海　清乃
　（日本医科大学看護専門学校）

看護専門職として、災害発生時のリーダ
ーシップやコミュニケーション能力、管
理能力等の向上を図る。他者との協働
や自律的な活動の重要性を認識する。

11/25 1日 Ⅲ 120 8,000
会員：4,000大人の発達障害の理解と対応 吉川　徹

　（愛知県医療療育総合センター中央病院　医師）
大人の発達障害に関する基礎的知識
と特性の理解を深め、適切な対応方法
を学ぶ。

Ⅰ～Ⅴ 10/12 1日 Ⅲ 180 8,000
会員：4,000看護実践のなかにある倫理 川﨑　つま子

　(東京医科歯科大学医学部附属病院）

看護職者の倫理的責務と〈語り〉〈意味〉
〈ケア〉の3つの探求から、倫理的アプロ
ーチ方法を学び、看護実践のなかにあ
る倫理に気づく感性を高める。

診療所に
勤務する
看護職

8/30 半日
（AM) Ⅱ 50 4,000

会員：2,000診療所における医療安全管理

福本　由美子
　（藤田医科大学病院　公衆衛生看護科）
久留宮　愛
　（愛知医科大学病院　感染制御部　
                              　                  感染管理認定看護師）

診療所および小規模施設における医
療安全対策と感染対策についての知
識を学ぶ。

5/29 半日
（AM) Ⅰ

Ⅰ・Ⅱ
60 4,000

会員：2,000
＜JNAオンデマンド活用研修＞
看護の倫理綱領と看護業務基準

『日常看護提供場面で理解する看護の倫理綱領と看護業務基準(2016年改訂版）』の視聴と、
それをもとに演習をすることで、倫理綱領及び看護医業務基準の理解を深める。

5/29 半日
（PM) Ⅰ 60 4,000

会員：2,000
＜JNAオンデマンド活用研修＞
チーム医療の構成員としての役割

7/2 1日 Ⅰ

Ⅱ・Ⅲ

Ⅲ・Ⅳ

60 8,000
会員：4,000職場の人間関係を潤おす

　　　　　　コミュニケーション
～アサーションの活用～ 8/20 1日 Ⅱ 60 8,000

会員：4,000

中　友美
　（シンカナース株式会社）

人材育成に必要なコーチングの基礎
となる理論と、ティーチングとは異なる
コーチング技法を学ぶ。

11/20 1日 Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

コーチングの基礎知識
12/11 1日 Ⅳ 80 8,000

会員：4,000

『チーム医療の構成員である看護師として果たすべき役割』の視聴と、それをもとに演習をす
ることで、チームにおける看護師の役割の理解を深める。

1/13 半日
（AM） Ⅳ

Ⅰ～Ⅴ
60 4,000

会員：2,000
＜JNAオンデマンド活用研修＞
地域での看護職連携

『地域で暮らす高齢者を支える看護職連携』の視聴と、それをもとに演習をすることで、地域で
暮らす高齢者を支える看護職連携の理解を深める。

1/13 半日
（PM） Ⅳ 60 4,000

会員：2,000
＜JNAオンデマンド活用研修＞
地域での多職種連携

『複合的問題を抱えながら地域で暮らす高齢者を支える看護職・多職種連携』の視聴と、それ
をもとに演習をすることで、地域での高齢者を支える看護職・多職種連携の理解を深める。

6/15 半日
（AM) Ⅰ

Ⅲ・Ⅳ
60 4,000

会員：2,000
＜JNAオンデマンド活用研修＞
ケアの受け手の意思決定

『ケアの受け手の意思決定における権利擁護』の視聴と、それをもとに演習を行い、ケアの受
け手の意思決定における権利擁護の理解を深める。

6/15 半日
（PM) Ⅰ 60 4,000

会員：2,000
＜JNAオンデマンド活用研修＞
ケアの受け手の自己決定支援

『ケアの受け手の自己決定を支える多職種の協働・連携』の視聴と、それをもとに演習を行い、
ケアの受け手の自己決定の支援の理解を深める。

9/8 1日 ⅡⅡ・Ⅲ

Ⅱ～Ⅳ

160 8,000
会員：4,000

エンドオブライフケア
～患者・家族のACP・
　　　　　　意思決定の支援～

山本　陽子
　（名古屋大学医学部附属病院　がん看護専門看護師）
加藤　恵美
　（愛知国際病院　緩和ケア認定看護師）
近藤　佳子
　（名古屋療養サービス事業団）

緩和ケアに対する理解を深め病院・施
設・地域と連携した看取りと、患者と家
族に対する看護やACP・意思決定の支
援について学ぶ。

8/4 1日 Ⅱ 220 8,000
会員：4,000

意思決定支援と倫理 稲葉　一人
　（中京大学法務総合教育研究機構）

患者・家族の意思決定の支援者である
ことの認識を深め、意思決定支援のプ
ロセスと倫理的な視点を学ぶ。
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【組織的役割遂行能力】
研修
№

目指す
レベル

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

※:外部会場（会場名は開催要領参照）

【自己教育・研究能力】
研修
№

目指す
レベル

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

[委員会企画研修]
研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要

対象

11/26 1日 Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

＜災害看護委員会＞
災害支援ナース育成研修 災害看護委員会

災害支援ナースとして登録する看護職
が、被災地において他者と協働し、自
律的に活動するための基礎的な力を、
講義や演習を通して学ぶ。

11/10 1日 ⅢⅡ・Ⅲ

Ⅰ・Ⅱ

80 8,000
会員：4,000

看護師に求められる役割と
　それぞれの立場における対応

濱田　安岐子
　（NPO法人　看護職キャリアサポート）

リーダーシップ、セカンドリーダーシッ
プ、フォロワーシップの基本的知識と理
論を学び、より複雑化する人間関係を
円滑にするための知識と技法を学ぶ。

12/3 1日 Ⅳ

Ⅳ・Ⅴ
管理者

50 8,000
会員：4,000

組織分析
～管理者のための問題解決手法～

長谷川　しとみ
【演習支援】
　小川　和加子
　内藤　圭子
　（JA愛知厚生連江南厚生病院）　　

スタッフが前向きな気持ちで仕事に取
り組める職場環境を整備するために、
組織分析の意義と必要性を知り、その
方法を学ぶ。

12/16 1日 Ⅳ 60 8,000
会員：4,000

看護研究のはじめの一歩
～研究疑問を看護研究に
　　　結びつける方法を学ぶ～

水野　暢子
　（藤田医科大学 保健衛生学部看護学科）

看護実践の場での疑問をいかに看護
研究に結びつく研究疑問とするかから
研究計画書の作成までの看護研究の
基礎を学ぶ。

8/1 1日 ⅡⅢ～Ⅴ 80 8,000
会員：4,000

施設内教育と
インストラクショナルデザイン
～活用と改善のポイント～

浅香　えみ子
　（獨協医科大学埼玉医療センター）

効果的な施設内教育を行うために、イ
ンストラクショナルデザインの活用方
法と改善のポイントを学ぶ。

11/19 半日（PM) Ⅲ 60 4,000
会員：2,000

＜看護師職能委員会Ⅰ＞
身体拘束における検討や不必要
な身体拘束への看護の工夫

茨木　美由紀
　（医療法人鉄友会宇野病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

病院における身体拘束をするにあ
たって、3原則に基づいた検討や判断、
不必要な身体拘束への看護の工夫を
学ぶ。

9/9 半日
（PM) Ⅱ 100 4,000

会員：2,000

＜看護師職能委員会Ⅱ＞
人が育つ組織づくり
～多様性を活かす～

棚橋　さつき
　（高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科）　

個の多様性を尊重し、それぞれの特性
や持ち味を最大限生かした組織づくり
のエッセンスを学ぶ。

7/30 1日 Ⅰ 80 8,000
会員：4,000看護が見える看護記録 杉浦　美佐子

　（椙山女学園大学 看護学部）
専門職の責務としての看護記録の意
義を理解し、何をどのように記録する
必要があるのかを学ぶ。

Ⅰ～Ⅲ

Ⅱ・Ⅲ

7/10 半日
（PM) Ⅰ 60 4,000

会員：2,000
学会や研究会で
　実践・事例報告をする時のコツ

加藤　美奈子
　(独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター）
深谷　基裕
　(名古屋第二赤十字病院）

はじめて学会や研究会で発表する際
に、テーマを絞り込んだり、抄録を書く
時のコツを学ぶ。

11/11 1日 Ⅲ 60 8,000
会員：4,000

看護実践の質を高める
　　　　　　　看護研究の推進
～看護研究の支援方法を学ぶ～

杉浦　美佐子
　（椙山女学園大学 看護学部）
施設での支援の実際に関する講師（2名）

実例から、現場で、管理者（指導者）が
出来る支援と、施設としての支援方法
を学ぶ。

Ⅲ～Ⅴ

2/15 半日
（PM) Ⅳ 80 4,000

会員：2,000看護の動向と展望 　（愛知県看護協会　会長）
いま、看護職に何が求められているの
か、また医療・福祉・看護の動向をしり、
今後を展望することで各自が果たすべ
き役割や働き方を見つめる機会とする。

9/16 1日 Ⅱ 100 8,000
会員：4,000

ストレスコーピングと
　　　　　　アサーティブネス

鈴木　英子
　（国際医療福祉大学大学院）

自分自身のストレスコーピングを振り
返り、アサーティブな対応とアサーティ
ブネスについて学ぶ。

Ⅲ・Ⅳ 10/5 1日 Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

インストラクショナルデザイン
　　　　　　　　の理解と活用

政岡　祐輝
　（国立循環器病研究センター）

最適な学習効効果あげるをインストラ
クショナルデザインの基礎となる理論
と活用方法を学ぶ。

Ⅰ～Ⅴ
管理者 10/9 1日 Ⅲ 220 8,000

会員：4,000看護職の法的責務と看護記録 友納　理緒
　（土肥法律事務所　弁護士　看護師）

看護職の法的責務を理解し、医療事故
発生時のカルテ開示や訴訟時に必要
とされる看護記録を判例から学ぶ。

7/30 1日 Ⅰ 80 8,000
会員：4,000管理者に求められる組織倫理 久保田　聡美

　（高知県立大学看護学部）
組織における倫理的課題および倫理
的課題に対する組織的対応について
学ぶ。

10/20 1日 Ⅲ

Ⅲ～Ⅴ
管理者

120 8,000
会員：4,000多職種との実践をつなぐ看護記録 任　和子

　（京都大学大学院医学研究科）

看護記録は、看護実践の＜証明＞
＜継続性と一貫性を担保＞＜評価及
び質の向上を図る＞ものである。多職
種との協働をつなぐツールでもあるの
で、マネジメントの視点から効果的な
看護記録を再考する。

11/26 1日 Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

＜JNA オンデマンド活用研修＞
「看護師のクリニカルラダー（日
本看護協会版）」の理解と施設内
教育への活用

塩田　美佐代
　（湘南医療大学保健医療学部看護学科）

『JNAラダーの基礎的理解と施設導入
に関する研修』と『施設内教育体制整
備と教育活動の展開』の視聴と、講義
により、「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）の理解と、いかに施
設内教育へ活用するかを学ぶ。

8/29 半日
（PM) Ⅱ 50 4,000

会員：2,000

＜保健師職能委員会＞
母子のための安心・安全な地域
包括ケアシステム
～妊娠期から切れ目のない
　　　　　　　　支援のために～

保健師
　（東海市市民福祉部健康推進課）
保健師
　（あいち小児保健医療総合センター
　　　　　　　　　　　　保健センター保健室）

妊娠期から子育て期までの切れ目のな
い効果的な支援を実現するために、必
要な施策について理解し、医療的ケア児
の取り組みの先進事例を知ることにより
効果的かつ効率的な支援に繋げるとと
もに、関係機関の連携について学ぶ。

9月
予定 1日 Ⅱ 60 8,000

会員：4,000

＜労働環境改善委員会＞
こんな職場で働きたい！と誰も
が思える職場を目指して
～ヘルシーワークブレイスを根
付かせ、ハラスメントのない職場
をつくろう～

神谷　喜代子
　(有限責任監査法人トーマツ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

「労働安全衛生ガイドライン」の理解を
深め、心身の健康と安全に配慮した職
場環境マネジメントに取り組めるよう
にする。ヘルシーワークプレイスのハ
ザードの一つであるハラスメントに焦
点を当て、ハラスメントのない職場を
作るために管理者が配慮すべきことを
学ぶ。

6/4 半日
（PM) Ⅰ 100 4,000

会員：2,000

職場におけるメンタルヘルスケア
～管理者に求められる対応を
　　　　　　事例から考える～

吉田　契造
　（株式会社デンソー　産業医）

効率性や臨機応変な対応が求められ
る職場で、不適応となる職員が多くな
っている。管理者として、ストレスマネ
ジメントとメンタルヘルスの意義を理
解し、対応策を学ぶ。

【専用申込用紙】

看護職

看護職

施設・在宅
領域に勤務
する看護管
理、看護職

災 害 支 援
ナースの未受
講者、または
災 害 支 援
ナース希望者

施設・在
宅領域に
勤務する
看護職管
理者、事
務職
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研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要

【JNA収録DVD研修】
研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

※:外部会場（会場名は開催要領参照）

【特定分野(養成）研修】
研修
№

開催
月日

申込
区分 対象者 受講料

（税別:円）研 修 名 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要
：参考図書・演習物品等の準備が必要（費用は各自負担）

対象

7/9 半日
（PM) Ⅰ 60 4,000

会員：2,000

＜看護制度委員会＞
准看護師のキャリアアップ研修
～基本から学ぼう！緊急時の対応～

井上　弥生
　（JCHO中京病院　救急看護認定看護師）

緊急時の観察や対応について、認定
看護師から学び、日常の看護に役立
てる。

6/18 1日 Ⅰ 100 8,000
会員：4,000

＜地域包括ケア推進委員会＞
看護職が知っておきたい
　　　　　　　　社会福祉制度

長岩　嘉文
　（日本福祉大学中央福祉専門学校）
浅野　正嗣
　（ソーシャルワーク・サポートセンター名古屋）

地域共生社会、地域包括ケアシステム
の推進に向けて多職種との連携に必
要な介護保険制度等の社会福祉制度
及びその活用方法を学ぶ。

7/28
7/29 2日 Ⅰ 130

会　員：
6,270
非会員：
9,460

災害支援ナースの第一歩
～災害看護の基本的知識～

10/22
10/23 2日 Ⅲ 130

会　員：
6,270
非会員：
9,460

【東三河地区開催】
災害支援ナースの第一歩
～災害看護の基本的知識～

主催者の決定に準ずる
災害支援ナースに必要な災害医療の
基礎知識や災害時に求められる看護
支援活動、災害時の心理変化とこころ
のケアなどを学ぶ。

11/30
12/1 2日 Ⅲ 130

会　員：
6,270
非会員：
9,460

【海部地区開催】
災害支援ナースの第一歩
～災害看護の基本的知識～

7/8
7/9 2日 Ⅰ 130

会　員：
6,270
非会員：
9,460

認知症高齢者の看護実践に必要な知識
★「認知症ケア加算２」に対応した研修
★全時間の受講が必要

主催者の決定に準ずる
【演習支援】
　滝沢　なぎさ
　　（中部労災病院　認知症看護認定看護師）

国の施策や医療の現状を理解すると
ともに、入院中の認知症高齢者を適
切にケアするための基本的な知識を
学ぶ。

9/25 半日
（PM) Ⅱ 80 4,000

会員：2,000

＜地域包括ケア推進委員会＞
地域で暮らす
　　　　精神障がい者への支援

菊池　美智子
　（もりやま総合診療病院　精神看護専門看護師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

精神障がい者の社会復帰が進み、住
み慣れた地域で生活することが増えて
いるため、看護職に必要な精神保健福
祉施策の知識と地域で暮らす精神障
がい者のケアについて知る。

5/16～
令和
3年2/3

８ヶ月
3/2
～
3/31

20 50,000
会員：26,000

訪問看護管理者研修（愛知県版） 詳細はホームページ・開催要領等を確認
訪問看護事業所の看護管理者が、管
理者としての役割を認識し、行動でき
るようになる。

10/5 1日 Ⅲ 80 8,000
会員：4,000

＜災害看護委員会＞
災害支援ナーススキルアップ研修

保健師
　（愛知県）
大竹　まゆみ
　（千葉県看護協会　災害支援ナース）
大根　美千子
　（千葉県看護協会　災害支援ナース）

実際の災害現場で活動した災害支援
ナースや保健師の活動報告より、災害
現場の実際や被災地の人々の健康支
援について災害支援ナースに求めら
れる役割を学び、活動に備える。

7/6 1日 Ⅰ 60 8,000
会員：4,000

＜災害看護委員会＞
病院における災害時初動体制

大久保　貴仁
　（総合大雄会病院　災害看護専門看護師）　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

大規模災害発生時の病院における初
期対応について、講義と演習を通して
学び、受講者自身の災害対応に関する
知識と技術を高めるとともに、受講者
の各職場における初動体制のための
準備をすることができる。

11/9
～
7日

（分散）
Ⅲ

要件は
開催
要領を
確認

45 84,000
会員:42,000

医療安全管理者養成研修

★「医療安全対策加算の施設基準における、
　医療安全対策に係る適切な研修」
★全時間の受講が必要

長谷川　剛（医療法人社団愛友会上尾中央総合病院）
深見　達弥（名古屋大学医学部附属病院）
海渡　健　（東京慈恵医科大学附属病院）
杉山　良子（パラマウントベッド株式会社）
久保　美幸（刈谷豊田総合病院）
小林　美和（愛知医科大学病院）
＜医療安全管理者養成研修DVD活用＞　　　　他

医療の質の向上と安全確保を目的とし
た、医療安全管理業務を遂行するため
に必要な知識と技術を習得し、実践能
力の向上を図る。

【専用申込用紙】

【専用申込用紙】

7/1
～

実習2日
6日

（分散） Ⅰ

・看護師実
務経験が通
算5年以上
ある者
・現在退院
調整の任に
ある者又は
その予定の
ある者
（保･助･看）

30 48,000
会員:24,000

退院調整看護師養成研修

篠田　道子　（日本福祉大学社会福祉学部）　　
新田　國夫　（日本在宅ケアアライアンス）
渡邉　和子　（常滑市民病院訪問看護ステーションきずな）
竹下　真由美（名古屋大学医学部附属病院）
中沼　清美　（豊川市民病院）
成瀬　みゆき（トヨタ記念病院）
木下　智美　（愛知医科大学病院）
清水　里香　（名古屋第二赤十字病院）
真下　美枝子（愛知県看護協会）

退院調整看護師の役割を理解し、その
実践に必要な知識と訪問看護の実際
を学び、患者の個別性を考慮して調整
できる能力を養う。

参考図書・演習物品は、開催要領・
HPで確認の上、必ず持参すること

【専用申込用紙】

7/14
7/15
7/16

3日

Ⅰ

レベルⅢ以
上で以下の
要件をすべ
て満たす者
・所属施設
が糖尿病合
併症管理料
を算定する
ための要件
のうち本研
修を受講す
ること以外
の 要 件 が
整っている
施設である
こと
・糖尿病足
病変患者の
看護に5年
以上従事し
ている看護
師
・全時間の
受講ができ
ること

30 36,000
会員:18,000

糖尿病重症化予防のためのフットケア研修

★「糖尿病合併症管理料の施設基準における、
　糖尿病足病変の指導に係る適切な研修」
★全時間の受講が必要

伊藤 光泰
　（医療法人誠厚会
　　　　名駅前診療所保健医療センター　医師）

糖尿病看護認定看護師
　　土川　睦子　（DM NURSE LAB）　　　　　他

糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、
通院する患者の糖尿病足病変に関す
る指導のための知識・技術を習得す
る。
糖尿病患者のＱＯＬ向上に向けて、個
別性を考慮した実践ができる人材を
育成する。

参考図書･演習物品は、開催要領･
HPで確認の上、必ず持参すること

10/27
10/28
10/29

3日

Ⅲ 30 36,000
会員:18,000

伊藤 光泰
（医療法人誠厚会
　　　　名駅前診療所保健医療センター　医師）

糖尿病看護認定看護師
　　土川　睦子　（DM NURSE LAB）　　　　　他

【専用申込用紙】

災害支援
ナ ー ス
登 録 者

訪問看護事
業所の看護
管理者、ま
たはその予
定の者

看護職

看護職

看護職

准看護師

－ 12 －



丸数字は同内容研修の複数開催を示す

研修
№

開催
月日

申込
区分 対象者 受講料

（税別:円）研 修 名 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

[愛知県委託　新人看護職員研修責任者等研修事業]
研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 対象 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要

[愛知県委託　訪問看護推進事業]
研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 対象 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要
：参考図書・演習物品等の準備が必要（費用は各自負担）

【委託事業】

令和3年
2/8 
2/9

2日

Ⅳ

Ⅱ・Ⅲ
(保･助・看)
全時間の
受講が
できること

60 24,000
会員:12,000

認知症高齢者のケアの実際

★「認知症ケア加算２」に対応した研修
★全時間の受講が必要

猪口　里永子
　（国立長寿医療研究センター　老人看護専門看護師）
萩原　淳子
　（　同　　認知症看護認定看護師）
竹内　さやか
　（　同　　認知症看護認定看護師）
鈴木　千世
　(藤田医科大学病院　認知症看護認定看護師）

国の施策や現状を理解するとともに、
認知症高齢者のケアに必要な専門的
知識として、症状の悪化予防と治療、ケ
アの実際を学ぶ。

8/21
8/24
8/25
8/28
9/4
5日

新人看護
職員の研
修責任者
の役割を
担う者、ま
たはその
予定の者

新人看護
職員の教
育担当者
の役割を
担う者、ま
たはその
予定の者

新人看護
職員の実
地指導者
の役割を
担う者、ま
たはその
予定の者

Ⅱ 30 40,000
会員:20,000

新人看護職員　研修責任者研修

葛本　有実子（JCHO中京病院）
末永　由理　（東京医療保健大学)
夛喜田　惠子（愛知医科大学看護学部）
川﨑　登茂子（名古屋第二赤十字病院）
靏羽　美紀　（介護老人保健施設ハビリス一ツ木）
吉永　恵　　（JA愛知厚生連安城更生病院）

・組織の理念に基づき、さまざまな意
見や課題を集約し、新人看護職員に
対する研修計画や具体的な研修プロ
グラム策定について学ぶ。
・研修の進捗状況の管理と評価を行い、
評価に基づいた研修計画及びプログ
ラムの修正に必要な知識を習得する。
・教育担当者と実地指導者への教育
的・精神的支援について学ぶ。

7/17
7/18
8/5・6
(実習）
8/11
5日

訪問看護
に 従 事
し、業 務
経験 3年
以上の看
護職

Ⅰ 20 無料訪問看護師ブラッシュアップ研修

岩野　ミカ　（ＪＡ愛知厚生連稲沢厚生病院）
神谷　雅代　（刈谷豊田総合病院）
田中　陽子　 (津島市訪問看護ステーション）
古城　敦子　（聖霊病院）
渡邉　和子　（常滑市民病院訪問看護ステーションきずな）
中内　真由美（名古屋第二赤十字病院）
山下　裕美　（訪問看護ステーションパウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  他

訪問看護に必要な知識を深めると共
に、病院における最新の医療や退院調
整の実際を学び、今後の訪問看護に活
かす。

9/8
9/9
9/10
9/11
9/14
5日

Ⅱ 30 40,000
会員:20,000

新人看護職員　教育担当者研修① 相原　晶子　（藤田医科大学ばんたね病院）
小林　忠資　（①担当）（岡山理科大学）
中井　俊樹　（②担当）（愛媛大学）
棚橋　優子　（①担当）（豊川市民病院）
神原　和代　（②担当）（愛知医科大学病院）
河邉　紅美　（小牧市民病院）
櫻木　千恵子（藤田医科大学病院）
伊藤　香代　（津島市民病院）

・施設の研修責任者とともに、施設に
おける新人看護職員研修計画の立
案・実施・評価をするために必要な知
識を習得する。
・新人看護職員の職場への適応状況を
把握し、新人看護職員研修が効果的
に行われるよう、実地指導者と新人看
護職員への指導と精神的支援及び関
係調整について学ぶ。

10/2
10/ 7
10/8
10/9
10/13
5日

Ⅲ 30 40,000
会員:20,000

新人看護職員　実地指導者研修①

小黒　智恵子（名古屋市立大学病院）
鈴木　英子　（国際医療福祉大学大学院）
嶋崎　和代　（中部大学）
萩原　有子　（豊橋市民病院）
木村　明子　（名古屋大学医学部附属病院）
吉松　由子　（名古屋市立大学病院）
森脇　典子　（愛北看護専門学校）

・施設の新人看護職員研修計画に沿っ
て教育担当者、部署管理者とともに
部署における新人看護職員の個別プ
ログラムの立案・実施・評価をするた
めに必要な知識を習得する。
・新人看護職員の職場への適応状況を
把握し、新人看護職員に対する基本
看護技術の指導方法及び精神的支
援について学ぶ。

令和2年
2/10 Ⅳ

・看護師
長等

・全時間
の受講が
できる
こと

80 12,000
会員:6,000

＜ＤＶＤ＋演習＞
看護補助者の活用推進のための管理者研修
★「急性期看護補助体制加算、看護補助加
算」に係る適切な研修
★全時間の受講が必要

【演習支援】
永田　ゆかり
　（名古屋第二赤十字病院）
宗　典子
　（JA愛知厚生連海南病院）

効率的な業務運営と良質な看護サー
ビスの提供を目的とした看護補助者
の業務範囲や教育及び労務環境につ
いて理解し、自施設における看護補助
者の活用の一助とする。

6/22
（PM) Ⅰ 助産師

Ⅰ～Ⅳ 80 4,000
会員：2,000

助産実践能力向上に必要な研修
「子宮収縮剤の使用と管理」

早川　博生
　（あいち小児保健医療総合センター　医師）

子宮収縮剤の使用と管理について学
び、助産師としての専門性を高め、助
産実践能力の維持・向上を図る。

6/22
（PM) Ⅰ 助産師

Ⅰ～Ⅳ 80 4,000
会員：2,000

助産実践能力向上に必要な研修
「母体感染のリスクと対応」

早川　博生
　（あいち小児保健医療総合センター　医師）

母体感染のリスクと対応について学
び、助産師としての専門性を高め、助
産実践能力の維持・向上を図る。

7/6
(PM) Ⅰ 助産師

Ⅰ～Ⅳ 80 4,000
会員：2,000

助産実践能力向上に必要な研修
「フィジカルアセスメント新生児」

加藤　有一
　（安城更生病院　綜合周産期母子医療センター　医師）

新生児のフィジカルアセスメントにつ
いて学び、助産師としての専門性を高
め、助産実践能力の維持・向上を図る。

7/6
(PM) Ⅰ 助産師

Ⅰ～Ⅳ 80 4,000
会員：2,000

助産実践能力向上に必要な研修
「フィジカルアセスメント代謝」

早川　博生
　（あいち小児保健医療総合センター　医師）

代謝のフィジカルアセスメントについ
て学び、助産師としての専門性を高
め、助産実践能力の維持・向上を図る。

【専用申込用紙】

【専用申込用紙】

【専用申込用紙】
12/11
12/16
12/17
12/23
12/24
5日

Ⅳ 30 40,000
会員:20,000

新人看護職員　実地指導者研修②

【専用申込用紙】
1/15
1/20
1/21
1/22
1/27
5日

Ⅳ 30 40,000
会員:20,000

新人看護職員　実地指導者研修③

【専用申込用紙】

【専用申込用紙】
7/17
8/5・6
(実習)
8/11
4日

医療機関に
勤務し、訪問
看護に関心
がある業務
経験3年以
上の看護職

Ⅰ 30 無料病院ナースのための訪問看護研修

岩野　ミカ　（ＪＡ愛知厚生連稲沢厚生病院）
古城　敦子　（聖霊病院）
渡邊　和子　（常滑市民病院訪問看護ステーションきずな）
中内　真由美（名古屋第二赤十字病院）
山下　裕美　（訪問看護ステーションパウ）　他

訪問看護の現状と役割に対する理解
を深め、退院調整の重要性と今後の在
宅医療の在り方を学ぶ。
訪問看護ステーションでの実習を通し
てその実際を知る。

7/18 訪問
看護師 Ⅰ 40 無料

訪問看護スキルアップ研修
～在宅における感染管理～
【訪問看護師ブラッシュアップ研修公開講座】

神谷　雅代
（刈谷豊田総合病院　感染管理認定看護師）　
田中　陽子
（津島市訪問看護ステーション　訪問看護認定看護師）

在宅において適切な感染管理をする
ために、感染管理の基本的知識を学
ぶ。

9/10
半日
（PM）

病院・施設
に勤務する
看護職

Ⅱ 40 無料訪問看護の魅力 渡邉　和子
（常滑市民病院訪問看護ステーションきずな）

患者の生活を支えその人らしさをつな
ぐ訪問看護の役割を理解し、訪問看護
の未来を考える。

【専用申込用紙】

10/15
10/16
10/19
10/20
10/21
5日

Ⅲ 30 40,000
会員:20,000

新人看護職員　教育担当者研修②

【専用申込用紙】

－ 13 －



[愛知県委託　在宅・介護領域職員研修事業]
研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要

[愛知県・名古屋市委託　看護職員認知症対応力向上研修事業]
研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 対象 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要

[愛知県委託　看護実務者研修事業]
研修
№

開催
月日

申込
区分

受講料
（税別:円）研 修 名 対象 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要

[愛知県委託　訪問看護支援事業]

開催期間 受講料
（税別:円）研 修 名 定員 研修目標対象者

丸数字は同内容研修の複数開催を示す

※:外部会場（会場名は開催要領参照）

詳細は、愛知県ナースセンターホームページをご覧いただくか、お電話（052-871-0600）でお問い合わせください。
＊ナースセンター事業として、愛知県ナースセンターが開催・運営します。

7月
～
1月

1時間
4月
～
9/18

各回
10名
程度

無料訪問看護ステーション出前講座 訪問看護ステーションに勤務する看護職
訪問看護に必要な知識・技術を各施設
の要望に応じて、講師が施設に出向
き、希望の講座を実施する。

8/31
9/1
9/2
3日

･指導的
役割の看
護職
･2人一組
･全時間
受講でき
ること

Ⅱ 80 無料

看護職員認知症対応力向上研修①
★「認知症ケア加算２」に対応した研修
★全時間の受講が必要

9/28
9/29
9/30
3日

Ⅱ 80 無料

看護職員認知症対応力向上研修②
★「認知症ケア加算２」に対応した研修
★全時間の受講が必要

栗本　聡美　（JCHO中京病院　老人看護専門看護師）
認知症看護認定看護師
　　加藤　滋代　（藤田医科大学病院）
　　徳田　美和子（AOI名古屋病院）
　　谷　知美　　（名古屋市東部医療センター）
　　堀部　泰行　（名城病院）
　　辻野　美帆　（JCHO中京病院）
今井　智香江（JA愛知厚生連江南厚生病院）
山田　順子　（元 中部学院大学看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

認知症の現状や診断・治療及び看護、
対応方法などを学び、認知症患者に関
する基本的知識を習得する。また、自
施設において認知症に関する知識を
普及し、看護職員の対応力を向上する
ための研修の企画・実施方法を学ぶ。

11/25
11/27
2日

･介護施
設等に勤
務する看
護職
･全時間
受講でき
ること

Ⅲ 40 無料

介護施設等の看護実務者研修
～高齢者の尊厳保持と
　　　　　　自立した日常生活の支援～
★全時間の受講が必要

齊田　浩一　（介護老人保健施設　あつたの森　認定看護管理者）
鈴木　みずえ（浜松医科大学医学部看護学科）
加藤　滋代　（藤田医科大学病院　認知症看護認定看護師）
神谷　雅代　（刈谷豊田総合病院　感染管理認定看護師）
大和田　幸男（愛知医科大学病院　救急看護認定看護師）
加納　美代子（豊田地域医療センター）

高齢者の尊厳を保持し、その人が持つ
能力に応じて自立した日常生活を営む
支援と、権利擁護に必要な援助等を行
うための知識・技術を習得する。

【専用申込用紙】

7月
～
1月

1時間
4月
～
9/18

各回
20名
程度

無料介護施設の出前講座 介護施設に勤務する職員
介護施設で必要な知識・技術を施設の
要望に応じて、講師が施設に出向き、
希望の講座を実施する。

【専用申込用紙】

【専用申込用紙】

【専用申込用紙】

【専用申込用紙】

６/３～９/24
（週2日､32日間） 30 無料訪問看護職員養成講習会 概ね3年未満の訪問看護従事者及び従事予定者 訪問看護に必要な基本的知識と技術

を修得し、質の高い看護を提供する。

８/３～２/19
ｅラーニング5か月
スクーリング4日
実習3日

30
ｅラーニング
受講料
14,000

訪問看護職員養成講習会（ｅラーニング）
ｅラーニングと実習・講義・演習

看護経験3年以上の訪問看護従事者 訪問看護に必要な基本的知識と技術
を修得し、質の高い看護を提供する。
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時間数 受講料
（税別:円）研 修 名 日数開催期間 教育内容受講要件

【認定看護師教育課程】

【認定看護師フォローアップ研修】
開催
月日 日数 対象者 受講料

（税別:円）研 修 名 定員 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

開催
月日

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 対象者 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

：各研修専用申込用紙での申し込みが必要

＊修了生とは、当協会認定看護師教育課程を修了した者をいう

[認定看護管理者教育課程]
開催
月日

応募
期間

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員 教育目的受講要件

開催
月日

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 対象者 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

開催
月日

受講料
（税別:円）研 修 名 日数 定員対象者 研修目的・主な内容予定講師 （所属は令和2年3月現在）

645
時間 30名9月～

令和3年3月

日本看護
協会会員
750,000
非会員
1,125,000

摂食・嚥下障害看護
①日本国の看護師免許を有すること
②看護師免許取得後、実務研修が通算5年以上であ
ること
③通算3年以上は特定看護分野の実務研修を行っ
ていること

募集要項　参照

645
時間 20名5月～

令和3年3月

日本看護
協会会員
750,000
非会員
1,125,000

訪問看護 募集要項　参照

未定 1日

摂食・嚥
下障害看
護認定看
護師教育
課程
修了者

130名 会員・修了生
4,000

摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程
フォローアップ研修 未定

認定看護師として最新の知見を得ると
共に、認定看護師間の情報交換の場と
して、実践力・活動への意欲を高める。

【専用申込用紙】

9/26 1日

当協会訪
問看護認
定看護師
教育課程
修了者

100名 修了生
4,000

訪問看護認定看護師教育課程
フォローアップ研修

平原　優美
　（あすか山訪問看護ステーション　
　　　　　　　　　　　　在宅看護専門看護師）

認定看護師間の情報交換のや最新の
知見を得ることを通し、実践力の向上
に繋げると共に、認定看護師のネット
ワークを広げる。

【専用申込用紙】

4/24 1日
当協会該当
教育課程の
修了者

4,000摂食・嚥下障害看護認定看護師認定審査前研修 摂食・嚥下障害認定看護師教育課程
主任教員・専任教員

4/10 半日
当協会該当
教育課程の
修了者

2,000訪問看護認定看護師認定審査前研修 訪問認定看護師教育課程
主任教員・専任教員

本年度、認定審査受験予定者が、自己
の分野に関する学習状況を確認し、学
習強化ポイントを明確にする。

8/20～
9/17

105
時間 70名

令和3年
1/7～
2/5

105
時間

70名

4/6
～
4/16

日本看護
協会会員
150,000
　　
非会員
225,000

ファーストレベル
①日本国の看護師免許を有する者。
②看護師免許を取得後、実務経験が通算5年以上あ
る者。
③管理業務に関心がある者。

看護専門職として必要な管理に関す
る基本的知識・技術・態度を習得する。

10/8～
11/27

180
時間 50名

6/1
～
6/11

日本看護
協会会員
230,000
　　
非会員
345,000

セカンドレベル

①日本国の看護師免許を有する者。
②看護師免許を取得後、実務経験が通算5年以上あ
る者。
③認定看護管理者教育課程ファーストレベルを修
了している者。または看護部長相当の職位にある
者、もしくは副看護部長相当の職位に1年以上就
いている者。

看護管理者として基本的責務を遂行
するために必要な知識・技術・態度を
習得する。

5/21～
7/31

180
時間 30名

終了
(次年度
の募集
は12月
予定)

日本看護
協会会員
250,000
　　　
非会員
375,000

サードレベル

①日本国の看護師免許を有する者。
②看護師免許を取得後、実務経験が通算5年以上あ
る者。
③認定看護管理者教育課程セカンドレベルを修了
している者。または看護部長相当の職位にある
者、もしくは副看護部長相当の職位に1年以上就
いている者。

多様なヘルスケアニーズをもつ個人、
家族、地域住民及び社会に対して質の
高い組織的看護サービスを提供する
ために必要な知識・技術・態度を習得
する。

令和3年
3/6 半日

当協会
サードレベル
修了者

2,000認定看護管理者　認定審査前研修 認定看護管理者教育課程　主任教員・専任教員
認定審査受験予定者が自己の知識レ
ベルを知り学習強化のポイントを明確
にする。

7/7 1日 40名

ファースト
レベル
セカンド
レベル
演習
支援者等

4,000認定看護管理者教育
演習支援者のためのファシリテーション研修

平林　慶史
（有限会社ノトコード）

効果的な演習支援をするためのポイ
ントを学ぶ。（ファシリテーターの役割、
ファシリテーションの実際）
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教育研修計画 （月　別）
※：外部会場（会場名は開催要領参照） 
：各研修専用申込用紙での申し込みが必要
：参考図書・演習物品等の準備が必要（費用は各自負担） 【Ⅰ期開催研修】

研修№ 目指す
レベル開催月 定員開催月日 期間研　　修　　会　　名
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【Ⅱ期開催研修】
研修№ 目指す

レベル開催月 定員開催月日 期間研　　修　　会　　名

5月

6月

7月

8月

72 5/16～ 8ヶ月 20訪問看護管理者研修(愛知県版）

※１ 8/3 1日 210実践に活かすフィジカルアセスメント

誤嚥性肺炎の予防とケア

看護の場で必要な感染管理

診療所における医療安全管理

職場の人間関係を潤すコミュニケーション　～アサーションの活用～

原点にもどって、看護を考える

意思決定支援と倫理

施設内教育とインストラクショナルデザイン　～活用と改善のポイント～

＜保健師職能委員会＞母子のための安心・安全な地域包括ケアシステム　～妊娠期から切れ目のない支援のために～

新人看護職員　研修責任者研修

看護職員認知症対応力向上研修①

※7 8/27 1日 220

※8 8/7 1日 170

26 診療所に勤務
する看護職 8/30 半日（AM) 50

新39 8/5 1日 120

30 8/20 1日 60

※43 8/4 1日 220

50 8/1 1日 80

62 8/29 半日（PM) 50

87 8/21～ 5日(分散) 30

※ 127 8/31～ 3日 80

新44 6/15 半日（AM) 60＜JNAオンデマンド活用研修＞ケアの受け手の意思決定

新45 6/15 半日（PM) 60＜JNAオンデマンド活用研修＞ケアの受け手の自己決定支援

27 5/29 半日（AM) 60＜JNAオンデマンド活用研修＞看護の倫理綱領と看護業務基準

新28 5/29 半日（PM) 60＜JNAオンデマンド活用研修＞チーム医療の構成員としての役割

新52 6/4 半日（PM) 100職場におけるメンタルヘルスケア　～管理者に求められる対応を事例から考える～

19 7/28 1日 120糖尿病患者の看護　～アセスメントと患者・家族支援～

29 7/2 1日 60職場の人間関係を潤すコミュニケーション　～アサーションの活用～

※36 7/7 1日 220病院(施設）と在宅をつなぐ看護　～生活を支えるためのチームアプローチ～

47 7/30 1日 80看護が見える看護記録

54 7/30 1日 80管理者に求められる組織倫理

新59 7/10 半日（PM) 60学会や研究会で実践・事例報告をする時のコツ

68 7/6 1日 60＜災害看護委員会＞病院における災害時初動体制

69 7/9 半日（PM) 60＜看護制度委員会＞准看護師のキャリアアップ研修　～基本から学ぼう！緊急時の対応～

73 7/28･29 2日 130＜JNA収録DVD研修＞災害支援ナースの第一歩　～災害看護の基礎的知識～

76 7/8・9 2日 130＜JNA収録DVD研修＞認知症高齢者の看護実践に必要な知識

78 7/１～ 6日(分散) 30退院調整看護師養成研修

79 7/14～ 3日 30糖尿病重症化予防のためのフットケア研修

85 7/6 90分（PM) 80助産実践能力向上に必要な研修「フィジカルアセスメント新生児」

86 7/6 90分（PM) 80助産実践能力向上に必要な研修「フィジカルアセスメント代謝」

93 7/17～ 5日(分散) 20訪問看護師ブラッシュアップ研修

94 7/17～ 4日(分散) 30病院ナースのための訪問看護研修

95 7/18 1日 40訪問看護スキルアップ研修　～在宅における感染管理～【訪問看護師ブラッシュアップ研修公開講座】

70 6/18 1日 100＜地域包括ケア推進委員会＞看護職が知っておきたい社会福祉制度

83 6/22 90分（PM) 80助産実践能力向上に必要な研修「子宮収縮剤の使用と管理」

84 6/22 90分（PM) 80助産実践能力向上に必要な研修「母体感染のリスクと対応」

6/29 1日 130褥瘡とスキン-テアの対するケア

13 6/5 1日 80リンパ浮腫ケア
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※：外部会場（会場名は開催要領参照） 
：各研修専用申込用紙での申し込みが必要
：参考図書・演習物品等の準備が必要（費用は各自負担） 

研修№ 目指す
レベル開催月 定員開催月日 期間研　　修　　会　　名

【Ⅲ期開催研修】
研修№ 目指す

レベル開催月 定員開催月日 期間研　　修　　会　　名

9月

14

※20

22

※37

新※42

57

64

65

71

88

96

※ 128

9/25

9/18

9/17

9/15

9/8

9/16

9/9

9月予定

9/25

9/8～

9/10

9/28～

1日

1日

1日

1日

1日

1日

半日（PM）

１日

半日（PM）

5日（分散）

半日（PM）

3日

80

200

80

150

160

100

100

60

80

30

40

80

リンパ浮腫ケア

がん化学療法と看護　～患者のライフスタイルの支援～

周手術期におけるチーム医療と看護

災害看護　～自律と協働～

エンドオブライフケア　～患者・家族のACP・意思決定の支援～

ストレスコーピングとアサーティブネス

＜看護師職能委員会 ＞人が育つ組織づくり　～多様性を活かす～

＜労働環境改善委員会＞こんな職場で働きたい！と誰もが思える職場を目指して
～ヘルシーワークブレイスを根付かせ、ハラスメントのない職場をつくろう～

＜地域包括ケア推進委員会＞地域で暮らす精神障がい者への支援

新人看護職員　教育担当者研修①

訪問看護の魅力

看護職員認知症対応力向上研修②

※3

新5

6

※15

新33

新35

※46

49

51

※56

67

※74

 80

89

90

10/6

10/30

10/2

10/8

10/3

10/27

10/12

10/5

10/20

10/9

10/5

10/22・23

10/27～

10/15～

10/2～

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

3日

5日（分散）

5日（分散）

210

80

120

200

80

130

180

80

120

220

80

130

30

30

30

急変をどう予測するか

小児のフィジカルアセスメント　～子どもの状態を的確に把握するためのポイント～

先輩ナースのためのフィジカルアセスメント

うつ・せん妄の予防と対応

怒りとうまく向き合うためのアンガーマネジメント

小児医療と地域連携　～子どもと家族への支援～

看護実践のなかにある倫理

インストラクショナルデザインの理解と活用

多職種との実践をつなぐ看護記録

看護職の法的責務と看護記録

＜災害看護委員会＞災害支援ナーススキルアップ研修

＜JNA収録DVD研修＞災害支援ナースの第一歩　～災害看護の基礎的知識～

糖尿病重症化予防のためのフットケア研修

新人看護職員　教育担当者研修②

新人看護職員　実地指導者研修①

10月
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研修№ 目指す
レベル開催月 定員開催月日 期間研　　修　　会　　名

【Ⅳ期開催研修】
研修№ 目指す

レベル開催月 定員開催月日 期間研　　修　　会　　名

＊丸数字は同内容研修の複数開催を示す

※：外部会場（会場名は開催要領参照） 
：各研修専用申込用紙での申し込みが必要
：参考図書・演習物品等の準備が必要（費用は各自負担） 

※2

※9

11

12

23

24

31

34

新38

48

新55

60

63

66

※75

77

129

11/17

11/4

11/13

11/4

11/19

11/7

11/20

11/9

11/25

11/10

11/26

11/11

11/19

11/26

11/30・12/1

11/9～

11/25･27

1日

1日

1日

1日

１日

半日（AM）

1日

1日

1日

1日

1日

1日

半日（PM）

1日

2日

7日（分散）

2日

210

160

130

130

100

100

80

80

120

80

80

60

60

80

130

45

40

実践に活かすフィジカルアセスメント

呼吸器ケア　～慢性呼吸器疾患に対する病院・在宅での呼吸管理～

褥瘡とスキン-テアに対するケア

高齢者のスキンｰテア　～病院・施設・在宅で応用できるスキルを学ぼう～

コミュニケーションに活かすコンフリクトマネジメント　～メディエーションの理論と技法～

いま、求められる外来看護

コーチングの基礎知識

看護力を発揮するためのチームビルディング

大人の発達障害の理解と対応

看護師に求められる役割とそれぞれの立場における対応

＜JNAオンデマンド活用研修＞「看護師のクリニカルラダー(JNA版）」の理解と施設内教育への活用

看護実践の質を高める看護研究の推進　～看護研究の支援方法を学ぶ～

＜看護師職能委員会 ＞身体拘束における検討や不必要な身体拘束への看護の工夫

＜災害看護委員会＞災害支援ナース育成研修

＜JNA収録DVD研修＞災害支援ナースの第一歩　～災害看護の基礎的知識～

医療安全管理者養成研修

介護施設等の看護実務者研修　～高齢者の尊厳保持と自立した日常生活の支援～　

※４

※16

※17

※18

※21

※25

32

53

58

91

新40

新41

92

61

81

82

12/15

12/22

12/４

12/17

12/18

12/21

12/11

12/3

12/16

12/11～

1/13

1/13

1/15～

2/15

2/8・9

2/10

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

5日（分散）

半日（AM）

半日（PM）

5日（分散）

半日（PM）

2日

1日

210

200

200

200

220

200

80

50

60

30

60

60

30

80

60

80

急変をどう予測するか

高齢者のもてる力を活かしたケア　～実践編～

認知症患者の看護　～その人らしい生活を支援する看護～

心不全患者の看護　～急性期から慢性期まで～

クリティカルケア　～生命危機状態にある患者の治療と看護～

現場で活かす医療事故防止対策と安全教育

コーチングの基礎知識

組織分析　～管理者のための問題解決手法～

看護研究のはじめの一歩　～研究疑問を看護研究に結びつける方法を学ぶ～

新人看護職員　実地指導者研修②

＜JNAオンデマンド活用研修＞地域での看護職連携

＜JNAオンデマンド活用研修＞地域での多職種連携

新人看護職員　実地指導者研修③

看護の動向と展望

認知症高齢者のケアの実際

＜DVD+演習＞看護補助者の活用促進のための看護管理者研修

11月

12月

1月

2月
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第36回　愛知県看護学会　開催要領

２　テ ー マ

３　開催日時

４　主　　催

５　会　　場

６　内　　容

７　演題応募

８　学会参加

地域包括ケア時代の新たな看護実践の創造

１　目　　的 実践に根ざした看護研究を推進し、看護の質の向上を図る

公益社団法人　愛知県看護協会

愛知県産業労働センター　（ウインクあいち）
名古屋市中村区名駅４丁目４－38

（１）研究発表　　口演発表・示説発表　　４０題
（２）特別講演
　　　テーマ：地域包括ケア時代における看護職者のグローバルかつローカルな視点とは
　　　講　師：南　裕子
　　　　　　　神戸市立看護大学　学長
（３）シンポジウム　　　　地域包括ケア時代における看護職者の連携
（４）学会発表支援講座　　事例・実践報告の進め方・まとめ方・発表のしかた
（５）交流セッション　　　地域包括ケアおよび看 -看連携に関するセッション（２セッション）
※ランチョンセミナー（予定）

（１）応募資格　　令和２年度愛知県看護協会会員・学生（看護師免許未取得の看護学生）
（２）応募方法　　「愛知県看護学会　演題応募・発表要旨執筆要領」参照
（３）応募期間　　令和２年６月１日（月）～７月１０日（金）必着　

（１）参加資格　　愛知県看護協会会員・非会員、学生（看護師免許未取得の看護学生）
（２）参加費（消費税込）　　※参加費には集録代を含む

　　　　※参加費振り込み後の返金は致しません
（４）事前申込期間　　令和２年９月１日（火）～１１月１３日（金）
（５）参加通知　　　　参加券と集録は学会１週間前をめどに個人宛てに送付する。

（３）参加申込方法　（原則、個人申込み。発表者も申込みが必要）
　　　①「参加・集録購入申込書（別紙）」を記入する。
　　　　（一人一枚記入。参加券と集録の送付先を必ず明記）
　　　　※学校単位での参加申込みは看護職を代表として、取りまとめのうえ、参加者名簿を添付する。
　　　②参加費を振込む。（振込手数料は申込者負担）

　　　③②の振込み完了を証明できるもの（振込金受領書のコピー等）を
　　　　「参加・集録購入申込書」に貼付して下記宛てに郵送する。

令和２年12月９日（水）10：00～16：00

愛知県看護協会 会員
事前参加登録
当日参加登録
集録のみ購入 1,650円／冊

非会員 看護学生

三菱ＵＦＪ銀行すずかぜ支店 
普通口座　１１３０００３
公益社団法人 愛知県看護協会
（コウエキシャダンホウジン アイチケンカンゴキョウカイ）

【振込先】

〒466-0054
名古屋市昭和区円上町26番 18号
愛知県看護協会 学会事務局

【郵送先】

4,400円
6,600円

6,600円
8,800円

2,200円
2,750円

第
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県
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会
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１　演題応募者の資格
当該年度の愛知県看護協会会員、または、看護師免許未取得の看護学生。

２　対象とする演題
　１）演題（研究発表、実践報告、事例報告）は未発表のもの。（施設内発表のものは可）
　２）倫理的に配慮された内容であり、その旨が本文中に明記されているもの。　
３　応募方法
　１）演題応募受付は、Ｅ‐ｍａｉｌ（ｇａｋｋａｉ＠ａｉｃｈｉ‐ｋａｎｇｏｋｙｏｋａｉ．ｏｒ．ｊｐ）で行う。
（１）原稿と「演題申込書」、「演題登録チェックリスト」をＥ‐ｍａｉｌに添付して送信する。　※期限厳守
　　　送信メールの「件名」に、「所属施設名、発表者氏名」を記載する。
（２）原稿は「発表要旨作成手引き」（Ｐ．２４・２５）に準じて作成する。（書式はホームページからダウンロード可能）
（３）「演題申込書」（Ｐ．２３）をホームページよりダウンロードし、必要事項を記入する。
　　　所属施設名は正式な名称で記載する。
（４）演題応募をされたメールアドレスに、学会事務局から査読結果などを送信する。

４　演題の採否
演題の採否は学会委員会で選考・査読のうえ、結果を通知する。
なお、提出された書類・記録媒体は採否に関わらず返却しない。

５　発表要旨記載方法（原稿の書式はホームページからダウンロード可能）
　１）原稿は、当用漢字、新かなづかいを用い、外国語はカタカナ表記、外国人名や日本語訳が定着していな
　　　い学術用語等は原語にて表記する。ワープロまたはパソコンによる印書とする。
　２）用紙は、Ａ４サイズの白色無地、図表も含め２枚以内とする。
　３）書式は以下の通りとし、すべて白黒で作成する。（書式・表・図・配置等、「発表要旨作成の手引き」（Ｐ．２４・２５）を参照）
　　（１）表題：演題は１２ポイントの明朝体、所属施設名や発表者氏名は、10ポイントの明朝体とする。
　　（２）本文
　　　　・二段組みとし、ページ設定、文字サイズ、書体、文字数や行数の変更は不可。
　　　　・文字サイズは１０ポイントとし、和文フォントは明朝体で全角、英文およびアラビア数字は半角とする。
　　　　・数字はアラビア数字（１・２・３のような算用数字）を用い、単位や符号は慣用のものを使用する。
　　　　・「はじめに」、「目的」、「方法」、「倫理的配慮」、「結果」、「考察」、「結論」等の項目別にまとめ、各項目に
　　　　　はローマ数字で番号を付ける。また、「はじめに」では、先行文献を検討した旨を明記し、倫理的配慮に
　　　　　ついては「倫理的配慮とその記述方法に関する留意点」（Ｐ．２６～２８）を参照する。
　　（３）写真・図・表
　　　　①　写真は白黒で、そのまま使用でできる鮮明なものとする。写真は図として扱う。
　　　　②　図（figure）の形式
　　　　　・図の下に通し番号とタイトルをつける（図１、図２・・・）。
　　　　　・タイトルは内容が簡潔にわかるようにする。
　　　　　・タイトルはセンタリングまたは左寄せにする。
　　　　　・Ⅹ軸Ｙ軸が何を表すのかを明示。
　　　　　・Ｘ軸・Ｙ軸の単位を記載する。（人や％などの単位を記載、標本数（ｎ＝　　）をつける）
　　　　　・図は白黒で作成する。（色のちがいを使わず、実線・破線等で区別する）
　　　　③　表（table）の形式
　　　　　・表の上に通し番号とタイトルをつける（表１、表２・・・）。
　　　　　・タイトルは内容が簡潔にわかるようにする。
　　　　　・タイトルはセンタリングまたは左寄せにする。
　　　　　・表はタテ罫線を極力使わず、スペースで項目を区別する。
　　　　　・行や列の頭に項目を記入する。
　　　　　・数値の表示は、小数点以下の桁数をそろえ、小数点の位置は列の位をそろえる。
　　　　　・個々の変数について単位を明記する。
　　　　　・脚注を上手に利用する。
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　４）見出しの符号は以下の順で用いる。
　　　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　→　１　２　３　→　１）　２）　３）　→（１）（２）（３）　→　①　　②　　③
　　　・符号には句読点を打たず、１字あけて文章を記載する。
　　　・大見出し（Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ・・・）の前行は、必ず１行あける。
　５）文体は、「である」調とし、句読点は「、」「。」を用いる。
　６）文献の記載方法
　　（１）引用文献は、引用順に本文の引用箇所の右肩に1) 2)と番号をつけ、本文末尾に一括して記載する。
　　（２）共著者は３名まで表記し、それ以外は「他」とする。
　　（３）引用文献は下記に示すように記載する。
　　　　①　雑誌掲載論文
　　　　　◆著者名：表題名，雑誌名，巻（号），頁，発行年（西暦）．
　　　　　　例）学会花子：看護研究の〇〇について，日本看護△△学会，２５（１１），ｐ．３５，２０１１．
　　　　　　例）学会花子，愛知太郎，高辻看子，他：安楽を考慮した体位交換，第〇回日本看護学会論文集
　　　　　　　　（看護管理），ｐ．１０‐２０，２０１６．
　　　　②　単行本
　　　　　◆著者名：書名（版），発行所，頁，発行年（西暦）．
　　　　　　例）学会花子：看護実践研究の手引き（３），〇〇看護出版，ｐ．１４５‐１４８，２００６．
　　　　　◆著者名：表題名，編者名，書名（版），発行所，頁，発行年（西暦）．
　　　　　　例）学会花子：看護研究における〇〇，日本協子編，看護実践研究（２），△△出版，ｐ．７６‐８８，２００７．
　　　　　　例）前掲書１），ｐ．１００‐１１５．
　　　　③　翻訳書
　　　　　◆原著者名：書名（版），原書の発行年，訳者名，日本語の書名（版），発行所，頁，翻訳本の発行年（西暦）．
　　　　　　例）Ａｌｉｃｅ Ｗｉｌｌｉａｍｓ：Ｎｕｒｓｉｎｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ（４），２００１，学会花子訳，看護研究（４），〇〇看護出版，
　　　　　　　 ｐ．２９８‐２９９，２００３．
　　　　④　電子文献
　　　　　◆著者名：表題名，雑誌名，巻（号），発行年（西暦）．アクセス年月日，ＵＲＬ．
　　　　　◆発行機関名（調査／発行年次），表題，アクセス年月日，ＵＲＬ．
　　　　　　例）文部科学省，厚生労働省（２０１４），人を対象にする医学系研究に関する倫理指針，２０１７年１１月２２日
　　　　　　　 閲覧，ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ/ｆｉｌｅ/０６‐Ｓｅｉｓａｋｕｊｏｕｈｏｕ‐１０６０００００‐Ｄａｉｊｉｎｋａｎｂｏｕｋｏｕｓｅｉｋａｇａｋｕｋａ/０００００６９４１０．ｐｄｆ．
　　　　　※公的機関から提供される情報（統計、法令等）、電子ジャーナルのみを対象にする。
【　注意点　】
・引用文献は、文章そのものを引用する場合と、論文全体の結果を引用する場合があり、どちらも引用文
献として扱う。文献の内容を要約した場合も引用文献として記載する。
・本文の最後の引用文献一覧は、引用文献のみを記載する。
・本文中の引用箇所の番号と本文の最後の引用文献一覧の番号は一致させる。
・インターネット上でダウンロード可能で、書籍としても発行されている文献の場合、発行された書籍を
原典（引用元）として引用する。
・孫引き（他の本に引用されている部分を、原典を調べないでそのまま引用すること）はせず、必ず原典
を引用する。

　７）謝辞を記載する場合は、結論と文献の間とする。
　８）集録集にそのまま印刷されるため、完全な原稿として提出する。
６　集録の作成
採択された演題の発表要旨で集録を作成する。
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名古屋市交通局　https://www.kotsu.city.nagoya.jp
駐車場はありませんので、必ず公共交通機関をご利用ください。

－ 30 －

公益社団法人 愛知県看護協会
― 交通案内 ―

研修に関する
連絡・問合せ

愛知県看護協会　教育センター
TEL　052－871－0761
http://www.aichi-kangokyokai.or.jp/

名
古
屋
高
速
３
号
大
高
線

シティーコーポ滝子通

八熊通り高　辻
交差点

名古屋駅（JR・名鉄・地下鉄）

金山総合駅（JR・名鉄・地下鉄） 鶴舞駅（JR）

高辻・高辻北

愛 知 県 看 護 協 会
（名古屋市昭和区円上町26 番18 号）

栄（地下鉄）

JR東海道線・中央線（約４分）
名鉄名古屋本線（約４分）

JR中央線（約7分） 名古屋市営地下鉄東山線
（約５分）

バスターミナル

・金山11（池下行）
・金山12（妙見町行・金山行）
・金山16（瑞穂運動場東行）

・金山14（瑞穂運動場東行）

約10 分

・基幹１
   (星崎行、鳴尾車庫行、笠寺駅行)
・栄26（博物館行）
・黒川12（博物館行）
・名駅18（名鉄神宮前行）

約７分

徒歩3分

バスターミナル

・栄26（博物館行）

・基幹１
   (星崎行、鳴尾車庫行、笠寺駅行)

約20 分

７番のりば 3番のりば 4番のりば

18番のりば

8番のりば



日　　時 令和2年12月9日（水）10:00 ～ 16:00 
主　　催 公益社団法人 愛知県看護協会 
会　　場 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
特別講演

シンポジウム 地域包括ケア時代における看護職者の連携

交流ｾｯｼｮﾝ 地域包括ケアおよび看‒看連携に関するセッション（２セッション）

第３６回

～地域包括ケア時代の新たな看護実践の創造～
愛知県看護学会

テーマ  地域包括ケア時代における
　　　  　看護職者のグローバルかつローカルな視点とは

学会発表支援講座 事例・実践報告の進め方・まとめ方・発表のしかた

講 師  南　裕子 　神戸市立看護大学　学長



令和 2年度

教育研修計画
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