平成 29 年度 山口県看護協会 教育研修のお知らせ
（10 月逓送便）
平成 29 年 11 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) １１月の研修 の募集を開始します。 ［ 募集期間 ： １０月 1 日（日）～20 日（金）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）
研修
開催日
受講料
研修テーマ・講師
番号
研修時間（定員)
（学習段階）
4 ページ

【看護管理】 看護管理にいかせるコンピテンシー
11 月 1 日（水）
10:00～16:00
（100 名）

11 月 10 日（金）
10:00～16:00
（200 名）

東京大学大学院医学系研究科 准教授 武村 雪絵

24

講師からのメッセージ
事前に、講師著書「看護管理に活かすコンピテンシー」を、
事前に目を通したり、当日ご持参されると研修理解がスムーズです。
3 ページ
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【看護倫理】 急性期事例を通して学ぶ 倫理的ジレンマの解決方法
小倉記念病院 急性・重症患者看護専門看護師 立野 淳子

会 員 3,000 円
非会員 9,000 円
（Ⅲ・Ⅳ）

会 員 3,000 円
非会員 9,000 円
（Ⅱ～Ⅳ）

5 ページ
【看護共通】 口から食べたい！摂食・嚥下の看護の工夫と技
11 月 16 日（木）
10:00～15:00
（200 名）

11 月 22 日（水）
13:00～16:00
（100 名）

一部演習あり
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NPO 法人口から食べる幸せを守る会 理事長 小山 珠美

指定テキストあり。
（必携）
「口から食べる幸せをサポートする包括的スキル」小山 珠美 著
医学書院 を 当日ご持参下さい。
（当日販売あり）※第 1 版でも可

会 員 2,000 円
非会員 6,000 円
（Ⅱ・Ⅲ）

6 ページ
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【トピックス研修】 アピアランスケアを学ぼう
国立がん研究センター中央病院 アピアランス支援センター

会 員 2,000 円
非会員 4,000 円
（設定なし）

センター長 野澤 桂子

11 月 30 日（木）
13:00～16:00
（100 名）

6 ページ
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【トピックス研修】 スマホ時代の子育て ～その現状と問題について～
国立病院機構九州医療センター 小児科医長 佐藤 和夫

会 員 2,000 円
非会員 4,000 円
（設定なし）

３） 今後の研修ラインナップ！ （ 平成 29 年 「12 月の研修」 のお知らせ）
開催日
研修時間（定員)
12 月 7 日（木）
10:00～15:00
（200 名）
12 月 10 日（日）
10:00～15:00
（200 名）
12 月 15 日（金）
10:00～16:00
（80 名）

研修

研修テーマ・講師

番号
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30

31

【看護共通】 脳卒中看護のポイント
山口大学医学部附属病院 脳卒中リハビリテーション認定看護師 北原 香織

【看護管理】 診療報酬・介護報酬のしくみと考え方について
日本看護協会 会長 福井 トシ子

【看護共通】 看護のための認知行動療法
国際医療福祉大学福岡看護学部 教授 白石 裕子

― お知らせ ―
日本看護協会 受託事業

平成 30 年度 都道府県看護協会「診療報酬・介護報酬改訂説明会」（オンデマンド研修）開催予定
時期：平成 30 年 3 月末～4 月初め（決定次第連絡予定）

４） 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）

「平成 29 年度 医療安全管理者交流会」のお知らせ
標記について 12 月 5 日（火） 9：30～12：00 に開催します。詳細は決定次第お知らせします。

もう、お済ですか？「キャリナース」への登録！
平静 29 年度から、会員管理システム「ナースシップ」がスタートしました。
目に見えることとしては、会員カードが、紙からプラスチックに変わりました。

キャリナースは、ナースシップ開始に伴い始まった会員サービスで、
日本看護協会からのお知らせや、会員登録状況、その他、文献検索などにも活用できます。
また、電子会員証としても利用できますよ。
登録方法は、無料で、簡単。 日看協ホームページの右肩上から、アクセス可能。
免許番号を事前に準備しておけば、登録もスムーズです。是非、登録を！

看護職のクリニカルラダー （日本看護協会版）の活用で
更に輝くナースに！
看護職のクリニカルラダー（日本看護協会版）とは
平成 28 年 5 月に、日本看護協会から公表された、
「看護実践能力の指標」です。

特徴は、・あらゆる施設や場、全国でどこでも活用可能な標準的な指標
・看護実践能力の核となる 4 つの力（①ニーズをとらえる力、②ケアする力、②協働する力
④意思決定を支える力 を 5 段階の習熟度で把握するツールです。
※ 詳細は、日本看護協会ホームページで Get!

今後も更に新情報が出る予定です。

「看護師のクリニカルラダー」で検索するとアクセスしやすいです。
その他、雑誌「看護」「看護展望」 などでも掲載されています。

【 研修会参加申し込み方法 】

・研修の際は、会員証をご提示下さい。

FAX，メール，郵送 のいずれか

・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！

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

自分で温度調整できると便利です。
≪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）
④に③を添付して送信。（申込み完了）
【問合せ先】⑤山口県看護協会
教育研修係 TEL ：0835-24-5853

