
   

平成 29年度 山口県看護協会 教育研修のお知らせ （6月逓送便） 
      平成29年7月開催の教育研修、その後の研修等 についてお知らせします。 

 

１)  7月の研修 の募集を開始します。 ［ 募集期間 : 6月 1日（木）～20日（火）まで ］ 
研修内容の詳細は、平成２９年度 教育研修計画の冊子でご確認下さい。 （※ページ数は教育計画冊子のページ数です） 

 

 
 

２） 今後の研修ラインナップ！ （ 平成 29年 「８月の研修」 のお知らせ） 

 

３）災害支援ナース関連研修 （ インターネット配信研修 ） 

開催日 研修名 

8月3日（木）、4日（金） 
インターネット配信研修（オンデマンド） 

「災害支援ナースの第一歩 ～災害看護の基本的知識～」  詳細は別紙をご確認ください。 

 

開催日 

研修時間（定員) 

研修

番号 
研修テーマ・講師 

受講料    

（学習段階） 

7月6日（木）                     

10:00～16:00                 

（200名）    

受講対象：看護職のみ        

６ 

４ページ 【フィジカルアセスメント】 事例から学ぶ基本的なアセスメント 

岩国医療センター  集中ケア認定看護師  吉本 晃子 

集中ケア認定看護師  吉村 一徳   

救急看護認定看護師  十時 良子 

会  員 3,000円 

非会員 9,000円

（Ⅰ） 

7月11日（火）                     

10:00～16:00                 

（100名） 

７ 
５ページ【看護共通】 周産期のメンタルヘルス支援について  

～産後うつ病の知識と母親への支援～ 

神戸女子大学看護学部看護学科 教授 玉木 敦子 

会  員 3,000円 

非会員 9,000円

（Ⅰ～Ⅲ） 

7月13日（木） 

10:00～16:00                 

（200名） 

８ 
６ページ【看護共通】 大規模災害における危機管理論         

神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科  教授 中田 敬司   

会  員 3,000円 

非会員 9,000円

（Ⅰ～Ⅳ） 

7月25日（火） 

13:00～16::00 

（200名） 

40 
４ページ【感染管理】 わかりやすい感染の基礎知識と感染対策 

関門医療センター感染管理認定看護師 吉野 由紀子  

会  員 2,000円 

非会員 6,000円

（Ⅰ・Ⅱ） 

7月28日（金） 

10:00～16::00 

（100名） 

９ ４ページ 

【看護管理】 ジェネレーションギャップを乗り越えて働きやすい職場づくり 

メンタルクリエイト 代表 江口 毅 

会  員 3,000円 

非会員 9,000円

（Ⅱ～Ⅳ） 

開催日 

研修時間（定員) 

研修

番号 
研修テーマ・講師 

8月1日（火）                     

10:00～16:00                 

（200名）   

10 
【看護共通】 効果的なプレゼンテーション     

元NHK 「ためしてガッテン」専任ディレクター 北折 一                           

8月5日（土）                     

10:00～16:00                 

（100名 に変更） 

11 
【医療安全Ⅱ】 医療安全文化醸成を目指した TeamSTEPPS  ※看護職以外の関係職種受講可   

近畿大学医学部附属病院 安全対策室 室長 辰巳 陽一  

8月9日（水）                     

10:00～15:00                 

（200名）   

12 
【看護共通】 身体拘束をしないケア                 ※看護職以外の関係職種受講可  

「清水坂あじさい荘」 元副施設長 鳥海 房枝 

8月25日（金）                     

10:00～16:00                 

（100名）   
13 

【看護研究】 これならできる！統計手法  （2日間：一部パソコンを使っての演習予定）   

 純真学園大学看護学科  特任教授   中野 正博  

※ 研修受講には次のものをご準備ください。（必携） 

    8月,26日（土）                     

10:00～15:00                 

（100名）   

 

 

①パソコン （WindowsPC、ウイルスソフト対策をしたもの） 

②テキスト「新 看護・保健・医療のための楽しい統計学」 （ヘリシティ出版）  当日書籍販売あり 

日程

決定 

○申込用紙が一部変更になりました。お申込みは「平成29年度一般教育研修申込み用紙」でお願いします 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495081421/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QyMjcucG5n/RS=%5eADBVSupuSBIb02dzy7CWKawcGiEKBA-;_ylt=A2RCCzRM0BtZThUAJwuU3uV7


４） 認知症看護関連 研修予定 （いずれも「認知症ケア加算２」施設基準 対応研修） 

 

５） その他 お知らせ  （臨時の連絡はホームページ上でもお知らせしています。随時ご確認をお願いします） 

 

 

 

 

 

 

 

・4月から、昼食は各自でご準備ください。（当日の弁当注文は実施しておりません） 

・研修は講師と受講者の相互作用で創られていくことから、タイムスケジュールや内容、方法は、講義の展開や進行度

によって変更になる場合があります。（グループワークや必要物品が追加の場合があります） ご了承ください。 

 

 

【 研修会参加申し込み方法 】   
 

FAX，メール，郵送 のいずれか 

 

                            

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 
 

 

問合せ先】  

山口県看護協会 教育研修係  TEL ：0835-24-5853    

開催日 

研修時間（定員) 
研修テーマ・ 

【1回目】  募集終了  

7月15日（土）、7月21日（金）、8月8日（火） 

 

【2回目】  11月～12月で調整中 

○研修履歴として 「受講履歴表」 を活用できます。（平成29年度 「教育計画冊子」 内にあり） 

平成29年度から一般教育研修 において、全時間受講された場合のみ、受講証明印を押印 します。  

希望される場合は、受付時に、氏名、県会員番号を記入した「受講履歴表」をご提出 ください。              

研修終了後、押印しお返しします。自分の研修履歴表を作成できます。是非ご活用ください。 

【県委託研修】 看護職認知症対応力向上研修 （3日間）  

受講対象者： 管理者、指導的立場にある看護職 (各60名ずつ) 

※いずれも同じ研修です。時期を変えて 2回実施予定 

※ 申込み方法 ： ホームページでご確認ください。 

（5月逓送便に募集要項等同封している場合もあり） 

 

≪ 訂正のお願い ≫ 
 

○教育計画冊子ｐ７の「研修番号６」の備考の[他職種受講可] を、看護職のみ に訂正をお願いします。 
 

○「申込用紙」の FAX番号が一部誤っております。 0835－24－1230に訂正 をお願いいたします。 
（↑ 教育研修計画冊子 ｐ12 「申込書」上側部分 ） 

郵送  ：  〒747-0062  防府市上右田2686 

          山口県看護協会 教育研修係 宛                                

FAX  ：  0835-24-1230  

メール  ：  k-kensyu@y-kango.or.jp 

≪メールでお申込みの場合≫  

次の場所から申込み書式をダウンロード、送信できます 

 

① 山口県看護協会ホームページの「看護職の方へ」の中の 

「研修」をクリック。 
 

②「一般教育研修」をクリックし、「申込用紙」をダウンロード 
 

③ 申込用紙に必要事項を記入し保存 
 

④「送付先一覧」をクリックし、メールアドレスをクリックすると 

メールフォーム（メールアドレスが入っています） 
 

 

 

 

⑤ ④に③を添付して送信。（申込み完了） 
 

・研修の際は、会員証をご提示下さい。 
 

・研修時、上着やひざ掛けなど温度調

整できる準備をされると便利です。 
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