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平成26年9 月1日 

 

 施 設 長 

       様 

 所 属 長                              

                             公益社団法人山口県看護協会 

                            会 長 吉村 喜代子 

教育研修のお知らせ 

 

平成２６年１０月開催の教育研修についてお知らせします。 

平成２６年度の「教育研修計画冊子」をご覧になりお申込み下さい。 

１）１０月の研修会［募集期間  ９月１日（月）～２０日（土）まで ］ 

 

開催日 

（定員) 

研修テーマ 

講   師 
ねらい・内容等 

受 講 料 

【学習段階】等 

10/2 （木）         

13：00～ 

 16:00      

（200名） 

トピックス研修                  

あなたが輝く働き方             

（株）ワークライフバランス  

                大西 友美子 

仕事、恋愛、家族、子育て、介護、夢・・・何かを犠牲

にせず、すべてが上手くいくワークライフバランスの

方法を学ぶことをねらいとしました。生活を豊かに

過ごせるヒントがきっともらえるでしょう。 

会 員 

2,000円 

非会員 

4,000円 

【設定なし】 

10/9 （木）             

10：00～ 

 16:00    

（200名） 

看護実践能力養成研修［フィジカル]     

フィジカルアセスメント Ⅲ  

臨床現場で役立つナースのためのフィジ

カルアセスメント                 

(独） JCHO総合診療教育チームリーダ

ー 

                   徳田安春 

昨年の 5月に NHK総合診療医ドクターG「患者中心

の医療」に出演された講師です。各器官のフィジカ

ルアセスメントの手法を学び、身体診療におけるナ

ースの役割をご教授いただきましょう。 

会 員 

3,000円 

非会員 

9,000円 

【Ⅲ】 

10/11（土）             

10:00～ 

  16:00    

（100名） 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

指導力を上げるための具体的スキル    

リプロダクテムヘルス財団   

                 渡部須美子 

中堅から管理者までを対象とし、新人の特徴を理解

した上での具体的指導法を学ぶことをねらいとしま

した。ワークショップ形式で学びを深めるため、100

人に限定します。 

【ワークショップ形式】 

会 員 

3,000円 

非会

員 

9,000円 

【Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ】 

10/16（木）         

10：00～ 

 15:00      

（200名） 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

改めて糖尿病療養指導を見直す      

～患者中心の個別療養指導～       

周東総合病院           

      糖尿病認定看護師  髙丘瑞穂 

糖尿病を患う患者に対し、「患者中心の個別療養指

導」を行い、対象者自身の能力を引き出し、問題解

決のための自己決定する能力を引き出す方法を糖

尿病認定看護師より学びましょう。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅱ・Ⅲ】 

10/23（木）         

13：00～ 

 16:00      

（200名） 

 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

在宅シリーズⅡ                          

在宅ケアのはぐくむ力            

～訪問看護から見えてきた地域連携～           

（株）ケアーズ 代表取締役                                     

白十字訪問看護ステーション 統括所長          

暮らしの保健室 室長           

NPO法人白十字在宅ボランティアの会   

理事長              秋山正子 

一人暮らし高齢者が増加し、病気や不安を抱えて医

療や介護が必要になった時、住民が本当に暮らし

たいところはどこか…。看護職自身もどこでどのよ

うに暮らしたいか…どうしたら住み慣れた地域や家

で暮らし続けることができるか？看護職としての役

割と在宅ケアの実現のための連携について学びま

しょう。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅱ・Ⅲ】 

 

10/25（土）         

10：00～ 

 16:00      

（200名） 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

最新のがん治療と患者・家族の意思決定

支援                         

山口県立総合医療センター         

がん看護専門看護師       山本知美            

がん化学療法看護認定看護師 村田佳子 

がん化学療法、放射線治療の基礎から最新の情報

を、また、それらの治療に伴うがん患者・家族の意

思決定を支える看護のあり方について、臨床で活躍

中のがん看護専門看護師・がん認定看護師より学

びましょう。 

会 員 

3,000円 

非会員 

9,000円 

【Ⅱ・Ⅲ】 



10/29（水）         

13：00～ 

 16:30      

（200名） 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

ハート先生の心電図教室（心電図の基礎 

初級編）                     

心臓病看護教育研究会 代表 

           医学博士   市田 聡 

例年大好評のハート先生の心電図講座です。半日

で受講しやすい基礎編を企画しました。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅰ・Ⅱ】 

10/31（金）         

13：00～ 

 16:00      

（200名） 

トピックス研修                

認知症予防に効くアロマの香り        

鳥取大学医学部保健学科 

               教授 浦上 克哉 

認知症予防は高齢化社会にとって重要課題です。

日本を代表する認知症研究者の講師により、認知

症予防に効くアロマの香りのメカニズムを学び、認

知症看護に活かすことをねらいとしています。たけ

しの健康エンターテインメント！みんなの家庭医学

で H26.2.25（火）に脳の若返り「ある匂いを嗅ぐと脳

の若返りが期待できる！」と浦上先生の研究成果が

放映されました。 

会 員 

2,000円 

非会員 

4,000円 

【設定なし】 

 

２）１１月の研修会のお知らせ（次回予告） 

開催日 

（定員) 

研修テーマ 

講   師 
ねらい・内容等 

受 講 料 

【学習段階】等 

11/1（土）             

10：00～ 

 15:00    

（200名） 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

グリーフケア 

～死産・新生児死亡で赤ちゃんを亡くした

家族へのケア～                  

静岡県立大学看護学部   

                教授 太田尚子          

誕生と死が同時に訪れ、思い出が少ない「ペリネイ

タルロス」において、長期に渡る死別体験の行動レ

ベルの変遷を理解し、家族や医療スタッフへグリー

フケアの進め方について学ぶことをねらいとしまし

た。助産師のみではなく、保健師、看護師も対象とし

た研修企画です。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅱ・Ⅲ】 

11/2（日）         

9：30～ 

16：30       

【認定看護管理者教育サードレベル  

公開講座】 

労務管理               

大西マネジメント事務所  

      代表取締役  大西 誠 

平成 25年度より経営管理論に新単元として、入っ

た。病院経営に賃金制度や能力評価のためのシス

テムや人事考課、労働関係法規の動向・建設的な

労使関係の構築が学べます。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅳ】 

11/5（水）             

10：00～ 

 16:00    

（200名） 

看護実践能力養成研修［フィジカル]       

フィジカルアセスメント Ⅰ 

事例から学ぶ基本的アセスメント      

済生会山口総合病院 

      集中ケア認定看護師 松波由加  

      集中ケア認定看護師 田中美和 

      救急看護認定看護師 桂真佐美 

新人や初級者を対象としました。バイタルサインの

正しい測定方法とその測定値を基にアセスメントす

るスキルを実践レベルで学びましょう。 

会 員 

3,000円 

非会員 

9,000円 

【Ⅰ】 

11/8（土）             

10：00～ 

   15：00 

 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

自殺予防対策 

～うつ症状・希死念慮のある人とのコミュ

ニケーション技法～               

岡山大学病院 精神科神経科 

                講師 稲垣正俊  

自殺の現状を学び、うつ病・希死念慮のある人の心

理などの理解を深めること、またうつ症状のある

人、死にたい気持ちの聞き取り方についてのコミュ

ニケーション技法を学ぶことをねらいとしています。

昨年に引き継ぎ企画しました。今年は時間を延長

し、コミュニケーション技法の演習に時間をかけて

いただきます。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅰ・Ⅱ】 

11/7（金）         

9：30～ 

16：30       

【認定看護管理者教育サードレベル  

公開講座】 

医療福祉経済 

(株）アセットグリア 

     代表取締役 横沢 俊一  

医療経営と構造をふまえ、根拠に基づいた医療経

営（ＥＢＭ）と医療保険制度と経営（ＤＰＣ）を

考えます。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅳ】 

11/8（土）         

9：30～ 

16：30       

【認定看護管理者教育サードレベル    

公開講座】 

財務管理 

(株）アセットグリア     

          代表取締役 横沢 俊一  

看護管理者の財務管理は、身近になったが、その

意味合いと理解の深さはどこまで近づき、仲良く

なっただろうかの不安を安心に変えます。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅳ】 



11/14（金）         

13：30～ 

 15:30      

（200名） 

 

看護実践能力養成研修［医療安全]      

医療安全Ⅳ 

医療事故と紛争解決             

川副・大神・福地法律事務所   

            弁護士  大神 昌憲                  

ADR（裁判外紛争解決手続）を推進されている弁護

士です。ADR の事例を通して、法律の基本的知識

や紛争解決の方策を学びましょう。 

会 員 

1,000円 

非会員 

3,000円 

【Ⅲ・Ⅳ】 

 

11/21(金）         

9：30～ 

16：00       

【認定看護管理者教育サードベル   

公開講座】 

経営分析 

    山口大学経済学部 

        教授  中田 範夫 

看護管理者として、損益管理、在庫管理から、貸

借対照表・損益計算書、原価償却までを見通す分

析を学びます。 

会 員 

2,000円 

非会員 

6,000円 

【Ⅳ】 

11/28（金）         

10：00～ 

 16:00      

（200名） 

看護実践能力養成研修［看護共通]     

看護に役立つ検査データの読み方、考え

方 

       （株）ひとりガウン  青柳智和   

検査データの知識を深めることで、身体の中で何が

起こっているのかを理解することができ、看護に繋

げることができることをねらいとしました。検査デー

タに関して 1 日かけて講義いただきます。きっと日

頃の疑問点が解決できるでしょう。 

会 員 

3,000円 

非会員 

9,000円 

【Ⅱ・Ⅲ】 

 

３）お知らせ 

 

  ○インターネット配信研修［リアルタイム］10月の逓送便で募集します。 

   テーマ：がん患者・家族の臨死期のケアと看取り  

   日 時：11月 13日（木）9:30～16:30 

 

〇教育計画冊子の応募期間ですが、開催月の前月の 20日までになっています。〆切が10日になっている箇所は 20日 

に訂正をお願いします。 

 

〇変更事項、決定事項等は順次ホームページでもお知らせいたします。 

ご不明な点は、山口県看護協会 教育・研修担当までお問い合わせください。 

 TEL 0835-24-5853    FAX  0835-24-1230 e-mail  k-kensyu@y-kango.or.jp 

研修会参加申し込みは  ファクシミリまたは郵送で教育研修担当までお願いします。 

FAX  0835-24-1230 〒747-0062  防府市上右田2686 山口県看護協会 教育・研修課宛 

 


