
   

 
 

１) 2019年 ９月の研修 の募集を開始します。 ［募集期間 ： ８月 1日（木）～20日（火）まで］ 
 

研修内容の詳細は、 2019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です） 
 

 

                              

２）今後の研修ラインナップ（「10月」の研修） 

開催日 

研修時間（定員) 

研修

番号 研修テーマ・講師 

10月2日（水） 

10:00～15：00 

（150名） 

18 

10ページ 【看護実践力：協働】 今考えるべき災害マネジメント 

～山口県の特性を知り災害に備える～  

済生会山口総合病院 救急看護認定看護師 桂 真佐美 

10月5日（土）               

9:30～12:30                 

（100名） 

19 

 

９ページ 【看護実践力：ケア】 認知症・せん妄の鑑別と看護 

宇部リハビリテーション病院 児玉 悦子 

10月11日（金）               

10:00～16:00 

（200名）   

 

20 

８ページ 【看護実践力：ニーズ】 看護に役立つデータの読み方、考え方  

（株）ラプタープロジェクト 代表取締役 講師／診療看護師 青柳 智和 

10月12日（土）  

10:00～16：00                               

（200名） 

21 
８ページ 【看護実践力;：ニーズ】 フィジカル所見と画像検査 

（株）ラプタープロジェクト 代表取締役 講師／診療看護師 青柳 智和 

10月17日（木）  

10:00～16：00                               

（100名） 

22 

１０ページ 【看護実践力：協働】 地域医療構想から地域包括ケアシステムを考える 

～病院から地域へ 切れ目のない連携と支援～  

山口県健康福祉部医療政策課 主査 山中 茂雄 

活動報告： 退院支援の活動報告 （あ・うんネット周南） 

10月25日（金）  

10:00～16：00                               

（200名） 

23 
８ページ 【看護実践力：ニーズ】 事例から学ぶ基本的なアセスメント  

関門医療センター 救急看護認定看護師 福本 知子 

10月31日（木）  

10:00～16：00                               

（150名） 

24 

 

９ページ 【看護実践力：ケア】 認知症を持つ人の理解と関わり方 

～パーソン・センター・ド・ケアを学ぼう～   

浜松医科大学 教授 鈴木 みずえ 

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） 

9月6日（金） 

10:00～16：00 

（150名） 

14 
9ページ 【看護実践力：ケア】 現場に活かせる 褥瘡／創傷ケア  

山口赤十字病院 皮膚排泄ケア認定看護師 柳井 幸恵 

会 員  3,000円 

非会員 9,000円 

（Ⅰ～Ⅲ） 

9月20日（金）               

10:00～16:00                 

（100名） 

15 

10ページ 【看護実践力：協働】 多職種連携の知識とスキル 

 ～これからの地域包括ケア～   

日本福祉大学社会福祉学部 教授 篠田 道子 

会 員  3,000円 

非会員 9,000円 

（Ⅰ～Ⅴ） 

9月22日（日）               

9::30～12:00   

（200）  

 

16 

 
 

10ページ 【看護実践力：倫理】  

身体抑制ゼロを目指した看護へのチャレンジ  

～患者の尊厳を守るために医療者が学ぶこと～   

金沢大学附属病院 診療従事者 前副病院長、看護部長 

石川県看護協会 会長 小藤 幹恵  

会 員  2,000円 

非会員 6,000円

（Ⅰ～Ⅴ） 

 

 

9月28日（土）  

10:00～16：00                               

（200名） 

17 

 

 

7ページ 【看護管理】 人を伸ばすほめ方・叱り方 

有限会社AEメディカル 代表取締役 野津 浩嗣  

 
 

会 員  3,000円 

非会員 9,000円

（Ⅳ～Ⅴ） 

 

2019 年度 山口県看護協会 教育研修のお知らせ 
（2019年８月逓送便） 

日曜開催 

研修時間にご

注意ください。 

講師は、「ほめしか理論」の著者です。 

出張開催 

会場：山口労災病院

（小野田市） 

指定テキストあり。 

当日販売可 

 

 

急性期で身体抑制ゼロ達成 

質疑応答時間あり。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1563605930/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3RldHN1b3BsdXMuY29tL29oYW5hL3R1a2liZXR1LzA4Lmh0bWw-/RS=%5eADB99MON.AV2uXn0dHLJVsnebBJ5WE-;_ylt=A2RCMZIpajFdmxMAIBWU3uV7


 

３） その他 研修のお知らせ 

認知症看護関連 研修予定 ( ２種類 ４回 実施予定 )  

（いずれも「認知症ケア加算２」施設基準 対応研修） 

 研修テーマ 開催日 申込期間 

1 

【山口県委託研修】 

看護職認知症対応力向上研修 (3日間) 

【受講対象者】  

病院に勤務する指導的立場にある看護職 （60名） 

【後期】 

11月16日(土)、26日(火)、 

12月10日(火) 

【後期】申込期間 

9月2日 （月）～9月26日 （木） 必着 

2 

【日本看護協会 インターネット配信研修】  

認知症高齢者の看護実践に必要な知識 
（2日間） 
 

【受講対象者】 看護師 （200名）（認知症ケア加算

２施設基準に準ずる）    

※研修内容等の詳細は日本看護協会ホームペー

ジ「オンデマンド研修」でもご確認ください。 

2回目 

10月 8日（火）、 9日（水） 

 

 

【２回目】申込期間 

8月 1日 （木）～8 月30 （金） 必着 

（募集要項は８月逓送便（別紙）と協会

ホームページにあります） 

 

※注） いずれも同じ研修を2回ずつ実施予定です。定員を超過した場合は人数調整をさせて頂く旨、ご了承下さい 

受講をご希望の場合は、２つの研修の特徴を基にご検討下さい。 

研修募集の詳細は各募集要項（開催通知）等でご確認をお願いします。 

 

 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 【問合せ先】 山口県看護協会 教育課 育研修係  TEL ：0835-24-5853 

 

 

募集開始 

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） 

【 研修会参加申し込み方法 】   
FAX，メール，郵送 のいずれか 

 

 

 

・研修の際は、会員証をご提示下さい。 
 

・多くの人が集う場での室温調整は、 

個人差もあり、自分に合う快適温度にであ

うのは難しいです。なので、 
 

上着やひざ掛け等は必須アイテム！ 
 

自分で温度調整できると便利ですｖ。 

mailto:k-kensyu@y-kango.or.jp

