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平成28年度　公益社団法人新潟県看護協会「教育研修計画」

教育理念
　看護職が専門職として、社会的責務を果たすことができるようキャリア開発と自立を支援し、変化する社会ニーズに対応した質の高い看護
を提供できる人材を育成する。
教育目的
　一人ひとりの看護職が、変化する保健・医療・福祉における多様なニーズに対応できるために自己の責任において自律的にキャリア開発で
きるよう支援し、継続教育の推進に努める。
教育目標
１　安全で質の高い看護を提供するために、看護実践能力を高める。
２　看護職としての責任、役割を認識し、キャリア形成の基盤を作ることができる。
３　地域住民の健康に関わる問題に対処できる能力を養う。
４　倫理観を持つ看護職を目指す。
５　自己啓発の意識を高め、豊かな感性、人間性を養う。
教育研修の枠組み
１　個々のキャリア形成ができるような研修領域とした。
２　看護職が個々の実践能力に合わせて、研修を選択できるように実践能力を４段階（日本看護協会参照）に分けた。

領　　　　　域 目　　　　　　　　的

新 人 研 修 専門職としての知識・技術・倫理を学び、看護が実践できる能力を養う。
専門職としての感性・態度を養い、今後のキャリア形成の基礎を築く。

看
護
実
践
研
修

看 護 共 通 の 研 修

看護実践に必要な知識・技術・態度を習得し、最善の看護が提供できる能力を養う。
看 護 の 専 門 分 野 の 研 修
医 療 安 全 研 修
看護職者としての態度・感性を磨く研修

教 育 ・ 研 究 研 修 教育・研究に必要な知識・技術・態度を習得し、人材育成能力を養う。
看 護 管 理 研 修 看護管理者として必要な知識・技術を学び、管理能力を養う。

受講者の看護実践能力に応じた学習段階設定（日本看護協会教育計画参照）
学　習　段　階（段階レベル）

Ⅰ １．指導や教育の下で、基本的な看護を安全に実践できる。　２．指導を受けることにより自己の学習課題を見つける事が出来る。

Ⅱ １．看護実践の場面において単独で看護を提供できる。　２．チームリーダー的役割や責務を認識し遂行できる。
３．自己の学習課題に向けた学習活動を展開できる。

Ⅲ １．高度な看護活動を実践でき、かつ他者にモデルを示すことができる。　
２．自己の学習活動に積極的に取り組むのみならず、指導的役割を発揮できる。

Ⅳ １．論理的かつ実践的知識を統合して、卓越した看護を実践し、所属を超えてリーダーシップを発揮できる。
２．自己の学習活動はもとより組織的な教育・研究活動を主体的に実践できる。

研修参加要領

申 込 方 法

１． 新潟県看護協会に届け出をされている各施設の会員代表者は、受講者をとりまとめ申込書に必要事項を記入し、郵送またはＦＡ
Ｘでお送りください。

※受講条件欄は必ず、記入して申し込みしてください。記入されていない場合には受付できない場合がありますのでご了承ください。
※必ず、優先順位をつけてください。
２． 施設に所属していない方は、各自で申し込みをお願いします。
　　郵送先：〒951－8133　新潟市中央区川岸町２丁目11　新潟県看護協会「研修担当」係
　　ＦＡＸ：025－266－1199　　新潟県看護協会「研修担当」係
３．認定看護管理者教育課程ファーストレベル、セカンドレベルは郵送で申し込みです。

申 込 書 の
入 手 方 法

１．ダウンロード：新潟県看護協会ホームページ　http：//www.niigata-kango.com/
２．郵送又はFAXによる取り寄せ：新潟県看護協会宛（郵送の場合は返信用封筒必要）

申 込 書 種 類
様式１ ：一般研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様式４ ：糖尿病重症化予防（フットケア）H28は休み
様式２ ：災害支援ナース　　　　　　　　　　　　　　　 様式５ ：看護学会
様式３ ：認定看護管理者教育課程（３－１～３－３）

参 加 対 象 １．看護職（保健師、助産師、看護師、准看護師）は受講できます。
２．受講条件のある研修については、条件を満たしている者に制限されます。

申 込 期 間 研修計画書に掲載されている締切日を厳守してください。
研 修 時 間 開催要項参照　原則10時00分～ 16時00分（９時50分からオリエンテーション）　※研修会により異なる場合があります。
受 付 時 間 開催要項参照　原則９時20分から行います。　※研修会により異なる場合があります。

受 講 料

※ 領収書は当日
発行します。

研　　修 研修日数 会　　員 非 会 員
新潟県看協会主催の研修 １日   2,000円   4,000円
インターネット配信研修

（リアルタイム）
２日
１日
1.5日

  6,156円
  4,104円
  5,184円

  9,288円
  6,156円
  7,668円

インターネット配信研修
（オンデマンド）

３時間
1.5時間

  4,104円
  2,052円

  6,264円
  3,132円

ファーストレベル 27日  91,000円 182,000円
セカンドレベル 33日 200,000円 400,000円

　※ただし、研修によっては受講料金が異なる事があります。　　※早退の場合の受講料は返金されません。
研修初日に受付でお支払いください。また、つり銭のいらないようご用意ください。
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キャンセル料金 インターネット配信研修（リアルタイム・オンデマンド）はキャンセル料が発生します。研修開催日の10日前から開催当日までのキャ
ンセルについては、受講料金をお支払いいただきます。

受 講 決 定 基 準 申込者が定員を大幅に超えた場合は、施設からの優先順位にそって調整させていただきます。
※必ず、優先順位をつけてください。

受講可否の通知 締切日から10日以内に受講できない方のみ連絡いたします。連絡がない場合は受講可能です。
受 講 取 消
変 更、 欠 席

１．受講決定後、受講者の変更、取り消しが生じた場合は、必ず書面でご連絡ください。
２．研修当日の欠席・遅刻については、必ず電話で連絡ください。

開 催 要 項
新潟県看護協会のホームページに掲載します。（講師名、内容等）
http：//www.niigata-kango.com/
※開催要項はダウンロードできます。

研 修 参 加 者
へ の 案 内

１．研修の詳細は、新潟県看護協会ホームページに掲載しますので事前に確認をお願いします。
２．ホームページには、参加者に必要な案内（持参するもの、開催時間、講師変更）及び追加新規研修等を掲載しています。
３．変更等があった場合でも文書、電話連絡はいたしませんのでご了承ください。
４．追加・変更・新規研修等は、「協会だより」でも広報していますのでご確認ください。

修 了 証 発 行

○医療安全管理者養成研修（修了要件を満たした者）
○認定看護管理者教育課程（修了要件を満たした者）
○糖尿病重症化予防（フットケア）研修（修了要件を満たした者）H28研修は休みです。
○災害支援ナース研修（発行基準を満たした者）
○配信研修（発行基準を満たした者）

出 席 証 明 書 日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位取得の出席証明書については、研修会当日必要事項を記入し事務受付に返信用封筒
と共に提出してください。後日、返送します。

そ の 他

１．研修センターには受講者の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
※県立がんセンター新潟病院の駐車場への乗り入れは堅く禁止します。
２．配布資料は出席者一人に一部です。（資料配布は講師の了解で配布していますので、講義により資料がない場合もあります）。
３．館内および敷地内全面禁煙です。
４．昼食の必要な方は、当日、出店販売があります。
５．会場の空調については個人差がありますので、温度調整ができる服装をお勧めします。

注 意 事 項
申し込みする前、研修参加前に、新潟県看護協会ホームページで該当の研修に関する最新情報を今一度確認ください。追加のお知ら
せがある場合があります。
なお、内容に変更があった場合にも文書、電話連絡はいたしませんので、ご了承ください。

個 人 情 報 の
取 り 扱 い

・新潟県看護協会の個人情報保護方針に基づき、個人情報の取得・利用を適切に行います。
・研修申込に際して得た個人情報は、研修会に伴う書類作成・発送のみに用います。

研 修 資 料 研修会参加時の資料については無断での内容複写ならびに転用はお断りします。

㊟受講条件は必須です。記載がない場合は受講できないこともありますのでご了承ください。

研　修　申　込　フ　ロ　ー

所属施設の会員・非会員
（施設毎に責任者が取りまとめる）

◆ＦＡＸ：025－266－1199
◆郵送先：〒951－8133　新潟市中央区川岸町２－11
　　　　　新潟県看護協会「研修担当」係

個人会員
（個人で申込む）

　　 研修名 申 込 書 申込方法
１） 下記の２）～６） 以外の研修 【様式１】 FAX
２） 災害支援ナース研修 【様式２】　但し基礎編は【様式１】 FAX
３） 認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程 【様式３・３－１】 郵送
４） 認定看護管理者制度セカンドレベル教育課程 【様式３・３－２・３－３】 郵送
５） 糖尿病重症化予防（フットケア）研修 【様式４】 FAX
６） 新潟県看護協会看護学会 【様式５】 FAX

※【様式】は協会ＨＰからダウンロード可能　※５） の研修：平成28年度は休講
※フォローアップ研修を申込む場合には修了証のコピーを添付して下さい
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新人研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

新　

人　

研　

修

新人助産師スキルアップ研修
　～胎児心拍モニタリングのポイント～

９月29日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター １～２年目の助産師 40 佐野 真由美（助産師）
渡邉 苑香（助産師）
済生会新潟第二病院

１． 分娩監視モニタリングのポイントを知
り、助産診断、提供ケア、記録とのつ
ながりを理解することができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新人研修（Ⅰ）（Ⅱ）
「自分を知ろう！苦手意識を克服しよう！」

（Ⅰ）８月26日（金） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

7/1 ～ 7/15 新潟県看護研修センター １～２年目の看護職 100 碓井 真史
新潟青陵大学福祉心理学部　教
授

１． コミュニケーションの基本スキルを学ぶ。
２． 自己のコミュニケーションスタイル（傾

向）を知る。
３． より良い関係を築くための手法を学び、

新たな自分を発見する。

会員 2,000円
非会員 4,000円

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容

（Ⅱ）９月28日（水） 8/1 ～ 8/15 100

看護実践研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

態
度
・
感
性
を
磨
く
研
修

看護倫理（基礎編）
　～倫理綱領って私達にどう結び付くの～

５月30日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ 100 本間 美知子
新津医療センター病院看護部長
認定看護管理者

１． 倫理綱領を理解する。
２． 倫理上の問題点に気付くことができる。

（事前課題あり・「倫理綱領」及び「事例」
持参）

会員 2,000円
非会員 4,000円

書式ダウンロード可

看護倫理（応用編） 10月３日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター レベルⅡ～Ⅲ 80 渡邉 タミ子
新潟青陵大学大学院　教授

１． 日々の看護実践で感じるジレンマにつ
いて専門職としての判断基準・現場で
適応する方法を学び、実践に活かすこ
とができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看　
　
　
　

護　
　
　
　

共　
　
　
　

通

新小論文・レポート・報告書の書き方 ５月18日（水） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター 看護副師長職以上 80 水戸 美津子
聖徳大学学長補佐

１． 臨床現場での小論文・レポート・報告
書指導するにあたり、支援者が指導す
べき指導のポイントについて学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護職労働環境と労働災害に対する対策 ５月20日（金） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター レベルⅡ～Ⅳ 80 松月 みどり
愛知医科大学看護学部クリティ
カルケア看護学教授

看護職が元気で長く働く為に、労働災害の
知識やその対策を学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新社会人基礎力（Ⅰ） ５月26日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター 教育担当の看護職
レベルⅢ

100 近藤 昭子
聖マリアンナ医科大学ナースサ
ポートセンター担当部長

１． 看護職に求められる社会人基礎力につ
いて理解を深める。

２． 新人看護職員が育つ環境づくりを実践
の場で展開する事ができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

学習段階受講条件に注
意

新社会人基礎力（Ⅱ） ５月27日（金） 看護副師長職以上 100

キャリアアップ支援
「専門職としての成長のために」
　～ 何をめざして働くのか　看護職としての未来を

描こう～

６月３日（金）
 ～４日（土）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

5/1 ～ 5/15 新潟県看護研修センター レベルⅢ 80 長谷川 真美
東都医療大学ヒューマンケア学
部看護学科　教授
横山 恵子
埼玉県立大学保健医療福祉学部
看護学科　教授

１． 自分の強みを発見し、自分の将来のキャ
リアを描くことができる。

会員 4,000円
非会員 8,000円

重症度医療・看護必要度評価者院内指導者研修 調整中 受付９：00
９：30 ～ 17：00

申込先
S－QUE研 究 会 日
本臨床看護マネジ
メント学会

新潟県看護研修センター 120 S－QUE研究会日本臨床看護マ
ネジメント学会所属講師

１． 重症度、医療・看護必要度の評価のあ
り方を学習し実践能力を養う。

２． 必要度を活用した臨床マネジメントを
理解し、指導者として指導すべきポイ
ントを学ぶ。

注意）申込先

重症度医療・看護必要度ステップアップ研修 調整中 120

病院における包括的口腔ケア（Ⅰ）
　～感染から護ろう看護の力で～

調整中
７月30日（土）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 日本歯科大学新潟短期大学 レベルⅠ～Ⅲ 60 田中 彰
日本歯科大学新潟病院口腔外科
教授
他 歯科衛生士

口腔ケアの重要性を理解し、実践で活かす
ことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新潟県看護協会ホーム
ページで案内

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容新病院における包括的口腔ケア（Ⅱ）
　～感染から護ろう看護の力で～

調整中
７月31日（日）

60

新施設内研修企画に必要な基礎知識（２日間） ７月19日（火）
８月16日（火）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 施設の教育担当者 80 安部 陽子
日本赤十字看護大学看護管理学
准教授

１． 看護職に対する継続教育の必要性を理
解し効果的な教育を行うための研修企
画について学ぶ。

会員 4,000円
非会員 8,000円

２日間を通して受講で
きるもの

施設での看取り
　～その人らしい最期を迎えるために～

８月27日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

7/1 ～ 7/15 新潟県看護研修センター 介護施設、小規模多
機能型居宅介護施設
等で働く看護職

50 樋口 伸子
県立中央病院　がん看護専門看
護師

１． 終末期にある患者・家族に対する理解
を深める。

２． 看取りの時の患者・家族への関わりを
学び、対応する方法を学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新地域包括ケアと在宅看護 ９月１日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター レベルⅡ以上 80 小笠原 映子
新潟大学医学部保健学科准教授

１． 超高齢化多死社会における地域包括シ
ステム及び高齢者のケアを理解する。

２． 看護と他職種連携を理解し、生活を支
える協働について考える。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新外来に求められる看護の専門性 ９月３日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 外来に勤務する看護
職

80 清水 久美子
佐久大学別科助産専攻教授

１． 継続看護における外来看護の役割り及
び求められる能力（サービスや連携・
継続）について学ぶ。

２． 地域包括ケアと外来看護の専門性につ
いて理解を深める。

会員 2,000円
非会員 4,000円

平成28年度新潟県看護協会　教育研修計画
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新人研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

新　

人　

研　

修

新人助産師スキルアップ研修
　～胎児心拍モニタリングのポイント～

９月29日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター １～２年目の助産師 40 佐野 真由美（助産師）
渡邉 苑香（助産師）
済生会新潟第二病院

１． 分娩監視モニタリングのポイントを知
り、助産診断、提供ケア、記録とのつ
ながりを理解することができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新人研修（Ⅰ）（Ⅱ）
「自分を知ろう！苦手意識を克服しよう！」

（Ⅰ）８月26日（金） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

7/1 ～ 7/15 新潟県看護研修センター １～２年目の看護職 100 碓井 真史
新潟青陵大学福祉心理学部　教
授

１． コミュニケーションの基本スキルを学ぶ。
２． 自己のコミュニケーションスタイル（傾

向）を知る。
３． より良い関係を築くための手法を学び、

新たな自分を発見する。

会員 2,000円
非会員 4,000円

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容

（Ⅱ）９月28日（水） 8/1 ～ 8/15 100

看護実践研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

態
度
・
感
性
を
磨
く
研
修

看護倫理（基礎編）
　～倫理綱領って私達にどう結び付くの～

５月30日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ 100 本間 美知子
新津医療センター病院看護部長
認定看護管理者

１． 倫理綱領を理解する。
２． 倫理上の問題点に気付くことができる。

（事前課題あり・「倫理綱領」及び「事例」
持参）

会員 2,000円
非会員 4,000円

書式ダウンロード可

看護倫理（応用編） 10月３日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター レベルⅡ～Ⅲ 80 渡邉 タミ子
新潟青陵大学大学院　教授

１． 日々の看護実践で感じるジレンマにつ
いて専門職としての判断基準・現場で
適応する方法を学び、実践に活かすこ
とができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看　
　
　
　

護　
　
　
　

共　
　
　
　

通

新小論文・レポート・報告書の書き方 ５月18日（水） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター 看護副師長職以上 80 水戸 美津子
聖徳大学学長補佐

１． 臨床現場での小論文・レポート・報告
書指導するにあたり、支援者が指導す
べき指導のポイントについて学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護職労働環境と労働災害に対する対策 ５月20日（金） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター レベルⅡ～Ⅳ 80 松月 みどり
愛知医科大学看護学部クリティ
カルケア看護学教授

看護職が元気で長く働く為に、労働災害の
知識やその対策を学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新社会人基礎力（Ⅰ） ５月26日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター 教育担当の看護職
レベルⅢ

100 近藤 昭子
聖マリアンナ医科大学ナースサ
ポートセンター担当部長

１． 看護職に求められる社会人基礎力につ
いて理解を深める。

２． 新人看護職員が育つ環境づくりを実践
の場で展開する事ができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

学習段階受講条件に注
意

新社会人基礎力（Ⅱ） ５月27日（金） 看護副師長職以上 100

キャリアアップ支援
「専門職としての成長のために」
　～ 何をめざして働くのか　看護職としての未来を

描こう～

６月３日（金）
 ～４日（土）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

5/1 ～ 5/15 新潟県看護研修センター レベルⅢ 80 長谷川 真美
東都医療大学ヒューマンケア学
部看護学科　教授
横山 恵子
埼玉県立大学保健医療福祉学部
看護学科　教授

１． 自分の強みを発見し、自分の将来のキャ
リアを描くことができる。

会員 4,000円
非会員 8,000円

重症度医療・看護必要度評価者院内指導者研修 調整中 受付９：00
９：30 ～ 17：00

申込先
S－QUE研 究 会 日
本臨床看護マネジ
メント学会

新潟県看護研修センター 120 S－QUE研究会日本臨床看護マ
ネジメント学会所属講師

１． 重症度、医療・看護必要度の評価のあ
り方を学習し実践能力を養う。

２． 必要度を活用した臨床マネジメントを
理解し、指導者として指導すべきポイ
ントを学ぶ。

注意）申込先

重症度医療・看護必要度ステップアップ研修 調整中 120

病院における包括的口腔ケア（Ⅰ）
　～感染から護ろう看護の力で～

調整中
７月30日（土）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 日本歯科大学新潟短期大学 レベルⅠ～Ⅲ 60 田中 彰
日本歯科大学新潟病院口腔外科
教授
他 歯科衛生士

口腔ケアの重要性を理解し、実践で活かす
ことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新潟県看護協会ホーム
ページで案内

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容新病院における包括的口腔ケア（Ⅱ）
　～感染から護ろう看護の力で～

調整中
７月31日（日）

60

新施設内研修企画に必要な基礎知識（２日間） ７月19日（火）
８月16日（火）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 施設の教育担当者 80 安部 陽子
日本赤十字看護大学看護管理学
准教授

１． 看護職に対する継続教育の必要性を理
解し効果的な教育を行うための研修企
画について学ぶ。

会員 4,000円
非会員 8,000円

２日間を通して受講で
きるもの

施設での看取り
　～その人らしい最期を迎えるために～

８月27日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

7/1 ～ 7/15 新潟県看護研修センター 介護施設、小規模多
機能型居宅介護施設
等で働く看護職

50 樋口 伸子
県立中央病院　がん看護専門看
護師

１． 終末期にある患者・家族に対する理解
を深める。

２． 看取りの時の患者・家族への関わりを
学び、対応する方法を学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新地域包括ケアと在宅看護 ９月１日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター レベルⅡ以上 80 小笠原 映子
新潟大学医学部保健学科准教授

１． 超高齢化多死社会における地域包括シ
ステム及び高齢者のケアを理解する。

２． 看護と他職種連携を理解し、生活を支
える協働について考える。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新外来に求められる看護の専門性 ９月３日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 外来に勤務する看護
職

80 清水 久美子
佐久大学別科助産専攻教授

１． 継続看護における外来看護の役割り及
び求められる能力（サービスや連携・
継続）について学ぶ。

２． 地域包括ケアと外来看護の専門性につ
いて理解を深める。

会員 2,000円
非会員 4,000円

※参加申込される方は事前に新潟県看護協会ホームページを確認ください。
※都合により変更（日時、内容、講師等）する場合があります。変更、開催要項等はホームページにて案内します。
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研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看　
　
　
　

護　
　
　
　

共　
　
　
　

通

看護職のメンタルヘルスケア（Ⅰ） ９月５日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ・Ⅱ 100 渡邊 岸子
新潟大学医学部保健学科准教授
柏 美智
新潟大学医学部保健学科助教

１． 看護職のストレスやメンタルヘルスの
不調を理解し対処方法や対応の方法を
学ぶ。

２． 心の健康づくりにつながるセルフコン
トロールの方法を理解し自らが実践で
きるようになる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

学習段階受講条件に注
意

看護職のメンタルヘルスケア（Ⅱ） ９月10日（土） レベルⅢ～Ⅳ 100

看護記録と法的責任（ベーシックコース）
　～看護記録はどうあるべきか～

９月15日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅱ 100 稲葉 一人
中京大学法科大学院　教授

１． 看護記録の法的意義を学び、日々の看
護記録に活かすことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

学習段階受講条件に注
意

看護記録と法的責任（アドバンスコース）
　～看護記録はどうあるべきか～

９月16日（金） レベルⅢ以上 100

ネット配信「リアルタイム」
認知症高齢者の看護実践に必要な知識

10月13日（木）
 ～ 14日（金）

受付９：00
９：30 ～ 16：30

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅲ 80 認知症高齢者の医療の現状と国の施策（新
オレンジプラン）／認知症の原因疾患と病
態・治療／認知症の症状とケアのポイント
／認知症高齢者に対する倫理的配慮と家族
への意思決定支援

会員 6,156円
非会員 9,288円

地域包括ケアシステム推進の為の研修 10月17日（月） 受付９：20
10：00 ～ 15：00

9/1 ～ 9/15 朱鷺メッセ
（４階マリンホール）

レベルⅡ以上 250 井口 清太郎
新潟大学大学院医歯学総合研究
科 地域医療講座特任教授
柄澤 清美
新潟青陵大学看護学部看護学科　
准教授
中條 恵子
県立十日町病院　地域連携室 
看護師長
中野 美佳　すずらん訪問看護
ステーション
細谷 早苗
上越市健康福祉部高齢者支援課 
課長

地域包括ケアシステムを理解し、それぞれ
の立ち位置での役割を果たせる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

脳卒中患者のリハビリテーションと看護のポイント 10月21日（金） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅲ 80 峰村 奈津美
厚生連上越総合病院　脳卒中リ
ハビリテーション看護認定看護師

１． 脳卒中患者の病態生理を学び、リハビ
リテーションの必要性を理解し、看護
実践に活かす。

会員 2,000円
非会員 4,000円

３～４年目ナースのキャリアデザイン（Ⅰ） 平成29年
２月９日（木）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/1/1 ～ 1/15 新潟県看護研修センター ３～４年目看護職 80 高橋 紀和子
鎌倉女子大学家政学部家政保健
学科講師

１． 同期の仲間との交流をとおして、看護
師としてのキャリアやライフスタイル
について考えることが出来る。

２． 仕事を通じて実現したい将来像を描く
ことが出来る。

会員 2,000円
非会員 4,000円

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容

３～４年目ナースのキャリアデザイン（Ⅱ） 平成29年
２月10日（金）

80

准看護師研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

准
看
護
師
研
修

チーム医療と連携
10月７日（金） 受付９：20

10：00 ～ 16：00
9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター 准看護師 80 飯田 智恵

新潟県立看護大学助教
１． 互いに連携・補完しあい、患者の状況

に的確に対応した医療を提供する「チー
ム医療」 について理解を深める。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護倫理
10月18日（火） 受付９：20

10：00 ～ 16：00
9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター 准看護師 80 岩崎 富美子

新潟信愛病院 教育担当課長
認定看護管理者

１． 倫理綱領を理解する。 会員 2,000円
非会員 4,000円

新キャリアアップ（進学）支援

10月31日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター 准看護師 80 内山 美枝子
新潟大学医学部保健学研究科准
教授
瀧澤 貞子
魚沼市立小出病院看護師

看護学校への進学（看護師の資格取得）を
考えている人、迷っている人が情報提供を
受け自己のキャリアをデザインできる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

専門分野の研修Ⅰ
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看
護
専
門
分
野
の
研
修

BLS（一次心肺蘇生）コース研修 ４月24日（日） 受付９：00
９：30 ～ 16：30

申込先
日本ACLS協会ホー
ムページ
http：//acls． jp

新潟県看護研修センター 希望する協会員 26 AHA公認講師 心肺蘇生法（ＣＰＲ）を学ぶ
※動きやすい服装で参加
※昼食を用意しています
※ コース修了者にはAHAカード、ナイチ

ンゲールバッジ配布予定

一律
15,000円
ACLSへ

新潟ACLSトレーニング
サイト主催　AHA公認
※新潟県看護協会共催

明日からできるがん看護 ９月26日（月）
 ～ 28日（水）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 長岡会場
長岡商工会議所

レベルⅡ～Ⅲ 50 三浦 一二美
がん看護専門看護師　厚生連長
岡中央綜合病院
他　がん看護専門看護師（２）
認定看護師（３）

１． がん看護の診断期、治療期、終末期の
看護がわかる。

２． がん看護のためのアセスメント、問題
の明確化、目標立案、看護介入、評価
のプロセスがわかる。

会員 6,000円
非会員 12,000円

※初参加者限定

－  －6 －  －7



研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看　
　
　
　

護　
　
　
　

共　
　
　
　

通

看護職のメンタルヘルスケア（Ⅰ） ９月５日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ・Ⅱ 100 渡邊 岸子
新潟大学医学部保健学科准教授
柏 美智
新潟大学医学部保健学科助教

１． 看護職のストレスやメンタルヘルスの
不調を理解し対処方法や対応の方法を
学ぶ。

２． 心の健康づくりにつながるセルフコン
トロールの方法を理解し自らが実践で
きるようになる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

学習段階受講条件に注
意

看護職のメンタルヘルスケア（Ⅱ） ９月10日（土） レベルⅢ～Ⅳ 100

看護記録と法的責任（ベーシックコース）
　～看護記録はどうあるべきか～

９月15日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅱ 100 稲葉 一人
中京大学法科大学院　教授

１． 看護記録の法的意義を学び、日々の看
護記録に活かすことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

学習段階受講条件に注
意

看護記録と法的責任（アドバンスコース）
　～看護記録はどうあるべきか～

９月16日（金） レベルⅢ以上 100

ネット配信「リアルタイム」
認知症高齢者の看護実践に必要な知識

10月13日（木）
 ～ 14日（金）

受付９：00
９：30 ～ 16：30

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅲ 80 認知症高齢者の医療の現状と国の施策（新
オレンジプラン）／認知症の原因疾患と病
態・治療／認知症の症状とケアのポイント
／認知症高齢者に対する倫理的配慮と家族
への意思決定支援

会員 6,156円
非会員 9,288円

地域包括ケアシステム推進の為の研修 10月17日（月） 受付９：20
10：00 ～ 15：00

9/1 ～ 9/15 朱鷺メッセ
（４階マリンホール）

レベルⅡ以上 250 井口 清太郎
新潟大学大学院医歯学総合研究
科 地域医療講座特任教授
柄澤 清美
新潟青陵大学看護学部看護学科　
准教授
中條 恵子
県立十日町病院　地域連携室 
看護師長
中野 美佳　すずらん訪問看護
ステーション
細谷 早苗
上越市健康福祉部高齢者支援課 
課長

地域包括ケアシステムを理解し、それぞれ
の立ち位置での役割を果たせる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

脳卒中患者のリハビリテーションと看護のポイント 10月21日（金） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅲ 80 峰村 奈津美
厚生連上越総合病院　脳卒中リ
ハビリテーション看護認定看護師

１． 脳卒中患者の病態生理を学び、リハビ
リテーションの必要性を理解し、看護
実践に活かす。

会員 2,000円
非会員 4,000円

３～４年目ナースのキャリアデザイン（Ⅰ） 平成29年
２月９日（木）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/1/1 ～ 1/15 新潟県看護研修センター ３～４年目看護職 80 高橋 紀和子
鎌倉女子大学家政学部家政保健
学科講師

１． 同期の仲間との交流をとおして、看護
師としてのキャリアやライフスタイル
について考えることが出来る。

２． 仕事を通じて実現したい将来像を描く
ことが出来る。

会員 2,000円
非会員 4,000円

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容

３～４年目ナースのキャリアデザイン（Ⅱ） 平成29年
２月10日（金）

80

准看護師研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

准
看
護
師
研
修

チーム医療と連携
10月７日（金） 受付９：20

10：00 ～ 16：00
9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター 准看護師 80 飯田 智恵

新潟県立看護大学助教
１． 互いに連携・補完しあい、患者の状況

に的確に対応した医療を提供する「チー
ム医療」 について理解を深める。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護倫理
10月18日（火） 受付９：20

10：00 ～ 16：00
9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター 准看護師 80 岩崎 富美子

新潟信愛病院 教育担当課長
認定看護管理者

１． 倫理綱領を理解する。 会員 2,000円
非会員 4,000円

新キャリアアップ（進学）支援

10月31日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

9/1 ～ 9/15 新潟県看護研修センター 准看護師 80 内山 美枝子
新潟大学医学部保健学研究科准
教授
瀧澤 貞子
魚沼市立小出病院看護師

看護学校への進学（看護師の資格取得）を
考えている人、迷っている人が情報提供を
受け自己のキャリアをデザインできる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

専門分野の研修Ⅰ
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看
護
専
門
分
野
の
研
修

BLS（一次心肺蘇生）コース研修 ４月24日（日） 受付９：00
９：30 ～ 16：30

申込先
日本ACLS協会ホー
ムページ
http：//acls． jp

新潟県看護研修センター 希望する協会員 26 AHA公認講師 心肺蘇生法（ＣＰＲ）を学ぶ
※動きやすい服装で参加
※昼食を用意しています
※ コース修了者にはAHAカード、ナイチ

ンゲールバッジ配布予定

一律
15,000円
ACLSへ

新潟ACLSトレーニング
サイト主催　AHA公認
※新潟県看護協会共催

明日からできるがん看護 ９月26日（月）
 ～ 28日（水）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 長岡会場
長岡商工会議所

レベルⅡ～Ⅲ 50 三浦 一二美
がん看護専門看護師　厚生連長
岡中央綜合病院
他　がん看護専門看護師（２）
認定看護師（３）

１． がん看護の診断期、治療期、終末期の
看護がわかる。

２． がん看護のためのアセスメント、問題
の明確化、目標立案、看護介入、評価
のプロセスがわかる。

会員 6,000円
非会員 12,000円

※初参加者限定

－  －6 －  －7



専門分野の研修Ⅱ（オンデマンド）
研修会名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

助
産
師
専
門
分
野
の
研
修

１． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　　
① ｢医療安全と助産記録」

７月４日（月） 受付13：00
13：30 ～ 15：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター レベルⅢ 80 日本看護協会ホームページ参照 記録の基礎と助産記録を理解する。 会員 4,104円
非会員 6,264円

２． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　
② ｢子宮収縮薬使用時の助産ケアのポイント」

15：00 ～ 16：30 子宮収縮薬使用時の助産ケアのポイントに
ついて理解する。

３． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須　研修　
③ ｢産科領域で役立つ脳神経系フイジカルアセス
メント」

８月８日（月） 受付９：20
10：00 ～ 12：30

7/1 ～ 7/15 新潟県看護研修センター レベルⅢ 80 日本看護協会ホームページ参照 妊娠期・分娩期・産褥期における脳神経系
に関するフィジカルアセスメントについて
学ぶ。

会員 6,156円
非会員 9,396円

４． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　
④ ｢産科領域で役立つ！呼吸器・循環器系のフィ
ジカルアセスメント」

13：30 ～ 15：00 妊娠期・分娩期・産褥期における呼吸器・
循環器系に関するフィジカルアセスメント
について学ぶ。

５． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　
⑤産科領域で役立つ！代謝系のフジカルアセスメ
ント」

15：00 ～ 16：30 妊娠期・分娩期・産褥期における代謝系に
関するフィジカルアセスメントについて学
ぶ。

教育・研究研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

教

育

・

研

究

研

修

新看護教員養成講習 ４月～３月 新潟県からの募集
を参照

新潟県看護研修センター
大学

25 募集要項参照 看護職員の養成に携わるものとして豊かな
人間性を養い、看護教育に必要な能力、知
識、技術を習得する。

無料 新潟県からの募集を参
照

臨地実習指導者養成講習 ８月～９月 新潟県からの募集
を参照

新潟県看護研修センター
大学

50 募集要項参照 実習指導者となる方が実習の意義及び実習
指導者としての役割を理解し、必要な知識、
技術、態度を習得する。

無料 新潟県からの募集を参
照

看護研究ってどうするの
　～臨床での疑問や問題を看護研究につなげる～
看護研究（Ⅰ）

７月14日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 次年度、看護研究に
取り組む予定のもの

100 富田 真佐子
昭和大学保健医療学部　教授
臨床看護研究サポートセンター
Soins　代表

（Ⅰ）臨床で取り組む研究の意義を理解し、
研究のプロセスを学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページで案内

現在、看護研究に取
り組んでいるもの

100 （Ⅱ）論理的思考・研究計画書・抄録・論
文の書き方を学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新人看護職員臨床研修における教育担当者研修（Ⅰ）　
３日間

７月20日（水）
８月９日（火）
８月25日（木）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 現在役割りにあるも
の

60 中根 薫
新潟青陵大学看護学部看護学科　
准教授

教育担当者として部署の教育体制整備と研
修企画、運営、評価に係る研修を実施し、
新人看護職員研修の充実を図る。

無料 事前学習：新人看護職員
臨床研修における研修責
任者・教育担当者育成の
ためのガイドライン

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容
新新人看護職員臨床研修における教育担当者研修

（Ⅱ）　３日間
平成29年
２月28日（火）
３月７日（火）
３月14日（火）

1/1 ～ 1/15 60

プリセプター研修（Ⅰ）
　～ 事例を通して新人とのコミュニケーションを考

える～

９月12日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 現在プリセプターを
担っているもの

100 佐久間 亜紀
慶應義塾大学　教授

１． プリセプターの役割を理解できる。
２． 新人指導において困ったときの解決策

を見出すことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページで案内

プリセプター研修（Ⅱ）
　～ 事例を通して新人とのコミュニケーションを考

える～

平成29年
３月　日（　）
調整中

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/2/1 ～ 2/15 次年度プリセプター
を担うもの

100 １． プリセプターの役割を理解できる。
２． 新人指導において困ったときの解決策

を見出すことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

プリセプターフォローアップ研修 平成29年
３月　日（　）
調整中

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/2/1 ～ 2/15 Ｈ26までの研修修了
者で現在役割りを担
うもの

100 １． プリセプターの役割を理解できる。
２． 新人指導において困ったときの解決策

を見出すことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護学校教員研修
みんなで行う学校管理・運営

９月24日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 看護教員 60 齊藤 茂子
東京工科大学医療保健学部　看
護学科　教授

組織の一員として協働していく重要性を理
解し、役割を遂行できる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

臨地実習指導者フォローアップ研修 平成29年
２月17日（金）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/1/1 ～ 1/15 新潟県看護研修センター Ｈ27ま で の 修 了 者
で、現在指導者をし
ているもの

80 西村 ユミ
首都大学東京健康福祉学部看護
学科人間健康科学研究科　教授

臨地実習のあり方を再認識し、社会や教育
の変化や、看護の動向を再確認しその役割
を発揮できる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

※ 修了証のコピーを添
付して下さい

－  －8 －  －9

matsubara
テキスト ボックス
７月14日(木)７月15日(金)

matsubara
テキスト ボックス
看護研究（Ⅰ）･（Ⅱ）



専門分野の研修Ⅱ（オンデマンド）
研修会名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

助
産
師
専
門
分
野
の
研
修

１． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　　
① ｢医療安全と助産記録」

７月４日（月） 受付13：00
13：30 ～ 15：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター レベルⅢ 80 日本看護協会ホームページ参照 記録の基礎と助産記録を理解する。 会員 4,104円
非会員 6,264円

２． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　
② ｢子宮収縮薬使用時の助産ケアのポイント」

15：00 ～ 16：30 子宮収縮薬使用時の助産ケアのポイントに
ついて理解する。

３． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須　研修　
③ ｢産科領域で役立つ脳神経系フイジカルアセス
メント」

８月８日（月） 受付９：20
10：00 ～ 12：30

7/1 ～ 7/15 新潟県看護研修センター レベルⅢ 80 日本看護協会ホームページ参照 妊娠期・分娩期・産褥期における脳神経系
に関するフィジカルアセスメントについて
学ぶ。

会員 6,156円
非会員 9,396円

４． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　
④ ｢産科領域で役立つ！呼吸器・循環器系のフィ
ジカルアセスメント」

13：30 ～ 15：00 妊娠期・分娩期・産褥期における呼吸器・
循環器系に関するフィジカルアセスメント
について学ぶ。

５． CLoCＭiPレベルⅢ認証申請のための必須研修　
⑤産科領域で役立つ！代謝系のフジカルアセスメ
ント」

15：00 ～ 16：30 妊娠期・分娩期・産褥期における代謝系に
関するフィジカルアセスメントについて学
ぶ。

教育・研究研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

教

育

・

研

究

研

修

新看護教員養成講習 ４月～３月 新潟県からの募集
を参照

新潟県看護研修センター
大学

25 募集要項参照 看護職員の養成に携わるものとして豊かな
人間性を養い、看護教育に必要な能力、知
識、技術を習得する。

無料 新潟県からの募集を参
照

臨地実習指導者養成講習 ８月～９月 新潟県からの募集
を参照

新潟県看護研修センター
大学

50 募集要項参照 実習指導者となる方が実習の意義及び実習
指導者としての役割を理解し、必要な知識、
技術、態度を習得する。

無料 新潟県からの募集を参
照

看護研究ってどうするの
　～臨床での疑問や問題を看護研究につなげる～
看護研究（Ⅰ）

７月14日（木） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 次年度、看護研究に
取り組む予定のもの

100 富田 真佐子
昭和大学保健医療学部　教授
臨床看護研究サポートセンター
Soins　代表

（Ⅰ）臨床で取り組む研究の意義を理解し、
研究のプロセスを学ぶ。

会員 
 4,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページで案内

看護研究ってどうするの
　～臨床での疑問や問題を看護研究につなげる～
看護研究（Ⅱ）

７月15日（金）  
 4,000円

新人看護職員臨床研修における教育担当者研修（Ⅰ）　
３日間

７月20日（水）
８月９日（火）
８月25日（木）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 現在役割りにあるも
の

60 中根 薫
新潟青陵大学看護学部看護学科　
准教授

教育担当者として部署の教育体制整備と研
修企画、運営、評価に係る研修を実施し、
新人看護職員研修の充実を図る。

無料 事前学習：新人看護職員
臨床研修における研修責
任者・教育担当者育成の
ためのガイドライン

（Ⅰ）（Ⅱ）は同内容
新新人看護職員臨床研修における教育担当者研修

（Ⅱ）　３日間
平成29年
２月28日（火）
３月７日（火）
３月14日（火）

1/1 ～ 1/15 60

プリセプター研修（Ⅰ）
　～ 事例を通して新人とのコミュニケーションを考

える～

９月12日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 現在プリセプターを
担っているもの

100 佐久間 亜紀
慶應義塾大学　教授

１． プリセプターの役割を理解できる。
２． 新人指導において困ったときの解決策

を見出すことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページで案内

プリセプター研修（Ⅱ）
　～ 事例を通して新人とのコミュニケーションを考

える～

平成29年
３月　日（　）
調整中

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/2/1 ～ 2/15 次年度プリセプター
を担うもの

100 １． プリセプターの役割を理解できる。
２． 新人指導において困ったときの解決策

を見出すことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

プリセプターフォローアップ研修 平成29年
３月　日（　）
調整中

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/2/1 ～ 2/15 Ｈ26までの研修修了
者で現在役割りを担
うもの

100 １． プリセプターの役割を理解できる。
２． 新人指導において困ったときの解決策

を見出すことができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護学校教員研修
みんなで行う学校管理・運営

９月24日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 看護教員 60 齊藤 茂子
東京工科大学医療保健学部　看
護学科　教授

組織の一員として協働していく重要性を理
解し、役割を遂行できる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

臨地実習指導者フォローアップ研修 平成29年
２月17日（金）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

H29/1/1 ～ 1/15 新潟県看護研修センター Ｈ27ま で の 修 了 者
で、現在指導者をし
ているもの

80 西村 ユミ
首都大学東京健康福祉学部看護
学科人間健康科学研究科　教授

臨地実習のあり方を再認識し、社会や教育
の変化や、看護の動向を再確認しその役割
を発揮できる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

※ 修了証のコピーを添
付して下さい
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matsubara
テキスト ボックス
看護研究に取り組む予定のもの現在、看護研究に取り組んでいるもの２日間通して参加できるもの

matsubara
テキスト ボックス
(Ⅱ）論理的思考・研究計画書・抄録・論文の書き方を学ぶ。

matsubara
テキスト ボックス
会員     4,000円非会員 8,000円



看護管理研修Ⅰ
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看

護

管

理

新特定行為に係る看護師の研修制度 ４月16日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

Ｈ28/3/15 ～ 3/31 新潟県看護研修センター 看護師長職以上 120 洪 愛子
日本看護協会常任理事

１． 特定行為に係る看護師の研修制度に至
る背景を知り、期待される役割を理解
する。

２． チーム医療推進に向けて、看護師の役
割り拡大について考える。

３． 研修指定機関である日本看護協会の事
業内容を知り、当県での研修機関申請
及び実施を含め準備や整備を整える事
をイメージできる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

募集期間に注意

新倫理的実践を支える看護管理者の役割り ５月16日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター 副看護部長職以上 120 手島 恵
千葉大学看護学部　教授

１． 倫理観の有る組織文化を醸成する為の
看護管理者として取り組みのヒントを
学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新看護管理者が元気になるストレスマネジメント 11月19日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

10/1 ～ 10/15 新潟県看護研修センター 看護師長職以上 80 小平 さよ子
神奈川県警友会けいゆう病院
医療心理士

１． 認知行動療法を活用しながら自分自身
について考える。

２． 管理手法としてのコミュニケーション
から明日への活力を生み出すことが出
来る。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護管理者のための危機管理 11月29日（火）
 ～ 30日（水）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

10/1 ～ 10/15 新潟県看護研修センター 副看護部長職以上 80 石井 美恵子
東京医療保健大学東が丘・立川
看護学部　准教授

１． 看護管理者として必要な災害看護にお
ける知識を深め、管理者としての役割
を学ぶ。

２． 施設における災害時の緊急対応につい
て学び、危機管理能力を養う。

３． 机上シミュレーションを通して、看護
管理者としての具体的な対応ができる。

会員 4,000円
非会員 8,000円

看護管理研修Ⅱ
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

セ
カ
ン
ド
レ
ベ
ル
公
開
講
座

看護組織管理論
・組織分析（組織診断）

６月13日（月） 受付９：00 ～
９：30 ～ 16：30

5/2 ～ 5/16 新潟県看護研修センター ① 看護部長、副看護
部長に相当する職
位にある者

② 認定看護管理者教
育課程ファースト
レベル・セカンド
レベル修了者

※ 人的資源活用論は
２日間受講可能な
者

全コース
各20名

青木 菜穂子
医療法人協和会本部統括部長
元関西国際大学准教授

・組織分析の目的を理解できる
・ 組織分析を用いて組織を評価する事が出

来る
・ 組織分析の結果をマネジメントに活用す

る方法が理解できる

各コース（１日）
会員 6,000円
非会員 12,000円

人的資源活用論
・人材を育てる看護マネジメント
　人的資源計画の基本的考え方
　人材育成計画

７月２日（土）
７月３日（日）

受付９：00 ～
９：30 ～ 16：30

新潟県看護研修センター 陣田 泰子
横浜市立大学看護キャリア開発
センター長

組織と人を活かす人的資源管理を理解できる
・現場から学ぶ帰納的学習法：経験学習
・ 看護現場学とは（経験の概念化）：陣田式

概念化
・ 目的達成に向けて活動する人材育成と組

織創り

医療経済論
　看護サービスにおける経済性

７月11日（月） 受付９：00 ～
９：30 ～ 16：30

新潟県看護研修センター 河野 秀一
株式会社サフィール代表取締役

・看護サービスの特徴がわかる
・医療経済の特徴が理解できる
・経営資源活用法について理解できる

認定看護管理者教育
研修会名 開催日 時　間 応募期間 会　場 対象 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

認
定
看
護
管
理
者
教
育
課
程
研
修

ファーストレベル 7/26（火）
 ～ 11/11（金）
分散方式　28日間

全コース
９：30 ～ 16：15

5/2 ～ 5/16 新潟県看護研修センター ホームページ参照 80 ホームページ参照 １． 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。

２． 看護を提供するための組織化並びその
責任の一端を担うために必要な知識・
技術・態度を習得する。

３． 組織的看護サービス提供上の諸問題を
客観的に分析する能力を高める。

会員
91,000円
非会員
182,000円
修了審査料
21,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

セカンドレベル 6/1（水）
 ～ 7/19（火）
集中方式　33日間

全コース
９：30 ～ 16：30

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター ホームページ参照 30 ホームページ参照 １． 第一線監督者または中間管理者に求め
られる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。

２． 施設の理念ならびに看護部門の理念と
の整合性を図りながら担当部署の看護
目標を設定し、その達成をめざし看護
管理が展開できる能力を高める。

会員
200,000円
非会員
400,000円
修了審査料
30,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内
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看護管理研修Ⅰ
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看

護

管

理

新特定行為に係る看護師の研修制度 ４月16日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

Ｈ28/3/15 ～ 3/31 新潟県看護研修センター 看護師長職以上 120 洪 愛子
日本看護協会常任理事

１． 特定行為に係る看護師の研修制度に至
る背景を知り、期待される役割を理解
する。

２． チーム医療推進に向けて、看護師の役
割り拡大について考える。

３． 研修指定機関である日本看護協会の事
業内容を知り、当県での研修機関申請
及び実施を含め準備や整備を整える事
をイメージできる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

募集期間に注意

新倫理的実践を支える看護管理者の役割り ５月16日（月） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター 副看護部長職以上 120 手島 恵
千葉大学看護学部　教授

１． 倫理観の有る組織文化を醸成する為の
看護管理者として取り組みのヒントを
学ぶ。

会員 2,000円
非会員 4,000円

新看護管理者が元気になるストレスマネジメント 11月19日（土） 受付９：20
10：00 ～ 16：00

10/1 ～ 10/15 新潟県看護研修センター 看護師長職以上 80 小平 さよ子
神奈川県警友会けいゆう病院
医療心理士

１． 認知行動療法を活用しながら自分自身
について考える。

２． 管理手法としてのコミュニケーション
から明日への活力を生み出すことが出
来る。

会員 2,000円
非会員 4,000円

看護管理者のための危機管理 11月29日（火）
 ～ 30日（水）

受付９：20
10：00 ～ 16：00

10/1 ～ 10/15 新潟県看護研修センター 副看護部長職以上 80 石井 美恵子
東京医療保健大学東が丘・立川
看護学部　准教授

１． 看護管理者として必要な災害看護にお
ける知識を深め、管理者としての役割
を学ぶ。

２． 施設における災害時の緊急対応につい
て学び、危機管理能力を養う。

３． 机上シミュレーションを通して、看護
管理者としての具体的な対応ができる。

会員 4,000円
非会員 8,000円

看護管理研修Ⅱ
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

セ
カ
ン
ド
レ
ベ
ル
公
開
講
座

看護組織管理論
・組織分析（組織診断）

６月13日（月） 受付９：00 ～
９：30 ～ 16：30

5/2 ～ 5/16 新潟県看護研修センター ① 看護部長、副看護
部長に相当する職
位にある者

② 認定看護管理者教
育課程ファースト
レベル・セカンド
レベル修了者

※ 人的資源活用論は
２日間受講可能な
者

全コース
各20名

青木 菜穂子
医療法人協和会本部統括部長
元関西国際大学准教授

・組織分析の目的を理解できる
・ 組織分析を用いて組織を評価する事が出

来る
・ 組織分析の結果をマネジメントに活用す

る方法が理解できる

各コース（１日）
会員 6,000円
非会員 12,000円

人的資源活用論
・人材を育てる看護マネジメント
　人的資源計画の基本的考え方
　人材育成計画

７月２日（土）
７月３日（日）

受付９：00 ～
９：30 ～ 16：30

新潟県看護研修センター 陣田 泰子
横浜市立大学看護キャリア開発
センター長

組織と人を活かす人的資源管理を理解できる
・現場から学ぶ帰納的学習法：経験学習
・ 看護現場学とは（経験の概念化）：陣田式

概念化
・ 目的達成に向けて活動する人材育成と組

織創り

医療経済論
　看護サービスにおける経済性

７月11日（月） 受付９：00 ～
９：30 ～ 16：30

新潟県看護研修センター 河野 秀一
株式会社サフィール代表取締役

・看護サービスの特徴がわかる
・医療経済の特徴が理解できる
・経営資源活用法について理解できる

認定看護管理者教育
研修会名 開催日 時　間 応募期間 会　場 対象 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

認
定
看
護
管
理
者
教
育
課
程
研
修

ファーストレベル 7/26（火）
 ～ 11/11（金）
分散方式　28日間

全コース
９：30 ～ 16：15

5/2 ～ 5/16 新潟県看護研修センター ホームページ参照 80 ホームページ参照 １． 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。

２． 看護を提供するための組織化並びその
責任の一端を担うために必要な知識・
技術・態度を習得する。

３． 組織的看護サービス提供上の諸問題を
客観的に分析する能力を高める。

会員
91,000円
非会員
182,000円
修了審査料
21,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

セカンドレベル 6/1（水）
 ～ 7/19（火）
集中方式　33日間

全コース
９：30 ～ 16：30

4/1 ～ 4/15 新潟県看護研修センター ホームページ参照 30 ホームページ参照 １． 第一線監督者または中間管理者に求め
られる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。

２． 施設の理念ならびに看護部門の理念と
の整合性を図りながら担当部署の看護
目標を設定し、その達成をめざし看護
管理が展開できる能力を高める。

会員
200,000円
非会員
400,000円
修了審査料
30,000円

詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

－  －10 －  －11



医療安全研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ねらい・内容 受講料 備　考

医
療
安
全
研
修

医療安全ネットワーク支援研修 ６月28日（火）
他、年３回開催

受付12：30
13：00 ～ 16：00

5/1 ～ 5/15
他、３回は別途申込

新潟県看護研修センター ネットワークづくり
を考えている医療安
全管理者

30 医療安全管理ネットワーク新潟 ・ ネットワークを活用し情報共有や学習を
深め、医療安全を推進する。

・ 年４回定例会

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

ネット配信「オンデマンド」
医療に起因する予期せぬ死亡又は死産が発生した際
の対応

７月４日（月） 受付10：00
10：20 ～ 12：50

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 看護管理者・医療安
全管理者の任にある
もの・助産師職

80 日本看護協会ホームページ参照 医療事故調査制度の概要とともに、対象と
なる事故が発生した際に混乱なく適切な対
応ができるような院内体制の整備の要点を
理解する。

会員 2,052円
非会員 3,132円

医療安全管理者フォローアップ研修 ７月11日（月） 受付９：30
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 厚生労働省の医療安
全管理者養成研修要
件を満たしている者

40 樋口 敦子
立川メディカルセンター看護師
確保対策室長兼教育担当マネー
ジャー
認定看護管理者

医療安全管理者及び推進者が医療安全を推
進するための知識、情報を共有し、今後の
業務に役立てることができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

※ 要件を満たしていれ
ば看護職以外の者も
参加可

※ 修了証のコピーを添
付して下さい

医療安全管理者養成研修（49時間）
e-ラーニング講義（15項目33時間）

8/1 ～ 11/30
（期間４カ月）

申込先
学研メディカルサポート
http://gakken-meds.jp

応募期間
4/1 ～定員を満た
すまで

自宅学習 ① 医療安全管理者の
役割を担う者また
は今後、担う予定
のある者

② 全コース受講でき
る者

③上司推薦がある者
①～③の条件を満た
す者

60 プログラム参照 医療安全管理者に必要な知識・方法につい
て学習し、自施設における医療安全管理に
活かすことができる。

※事前振込
会員
30,000円（＋税）
非会員
60,000円（＋税）

※ 看護職以外の医療職者
も受講可能

※ 株式会社学研メディカ
ルサポート共催

※ 昼食は用意してありま
す。

第１回　集合研修（８時間） ９月２日（金） 受付９：00
９：30 ～ 16：30

新潟県看護研修センター 河野 龍太郎
自治医科大学メディカルシミュ
レーションセンター長　医療安
全学教授

事例分析の意義と手法
RCA分析の実際（ImSAFERの演習）
目標：第１回集研迄に1/2以上の視聴学習
を終了

第２回　集合研修（８時間） 10月24日（月） 受付９：00
９：30 ～ 17：30

杉山 良子
パラマウントベッド（株）
技術開発部　主席研究員

医療安全管理者の役割と活動の実際
グループワーク科目13の演習を含む
目標：第２回集研迄に残りの視聴学習を終
了

医療安全研修修了者交流会 平成29年
３月３日（金）

受付13：00
13：30 ～ 16：30

平成29年
2/1 ～ 2/15

新潟県看護研修センター 医療安全管理者 30 ファシリテータ：医療・看護安
全委員
石山 綾　済生会新潟第二病院

１． 交流会を通じ、医療安全管理ネットワー
ク新潟の活動を知り連携を深める。

２． 医療安全に関する知識や情報を共有し、
スキルの向上に繋げることができる。

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内
※ 修了証のコピーを添

付して下さい

災害看護研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

災
害
支
援
ナ
ー
ス
養
成
研
修

インターネット配信研修（リアルタイム）
災害支援ナースの基礎知識～災害看護の第一歩～
※ 災害時の看護支援活動及び災害支援ナース育成に

連動した研修

７月６日、７日
（水、木）

受付９：00
９：30 ～ 16：30

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅲ 80 日本看護協会ホームページ参照 災害支援ナース養成研修の「基礎編」とし
て位置づけ、看護専門職の災害時支援者と
して必要な災害医療と看護の基礎知識を習
得し、災害支援ナースとしての役割や活動
の実際を理解する。

会員 6,156円
非会員 9,288円

詳細は新潟県看護協会
ホームページで案内

災害支援ナース養成研修
（実践編）

９月６日、７日
（火、水）

１日目受付９：30
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター ① 新 潟 県 看 護 協 会
員、実務経験５年
相当

② インターネット配
信研修「災害支援
ナースの基礎知識
～災害看護の第一
歩～」修了者

③ 災害支援ナース登
録を希望する者

80 三澤 寿美
東北福祉大学保健学科　教授
災害看護委員会

１． 看護専門職の災害時支援者として被災
地や被災者にとって有効に機能できる
能力を習得する。

２． 災害支援ナースとして、他者との協働、
自律的な活動の重要性を認識する。

会員 4,000円

２日目受付９：00
９：30 ～ 16：00

災害支援ナース強化研修
（登録更新）

９月20日、21日
（火、水）

１日目受付９：30
９：30 ～ 16：00
２日目受付９：00
９：30 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 災害支援ナースとし
て継続して登録し、
活動できる者

80 石井 美恵子
東京医療保健大学東が丘・立川
看護学部　准教授
災害看護委員

１． 災害支援ナースの役割機能を再確認し、
被災地や被災者にとって有効に機能で
きる能力を維持する。

２． 災害支援ナースとして、他者との協働、
自律的な活動の重要性を認識する。

会員 4,000円

学会
新潟県看護協会看護学会 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 参加費 備　考

看
護
学
会

学会テーマ
「暮らしを支える看護の知」
“してあげる”看護から“みかたする”看護へ

12月２日（金） 受付９：15
９：40 ～ 16：10

＊演題申込
3/15 ～ 4/20
＊学会参加申込
6/1 ～ 10/31

朱鷺メッセ

看護職・学生 1,200

特別講演：櫃本 真聿
四国医療産業研究所 所長

看護職の実践に根ざした学術研究を発表
し、情報交換と交流を図り、その成果や課
題を共有しより良い看護実践を目指すこと
が出来る。

会員 3,000円
非会員 5,000円
学生 1,500円

演題申込・論文投稿規定・
参加申し込みは、平成28
年度新潟県看護協会看護
学会のホームページを参
照

看護フォーラム：野口 忍
北摂総合病院退院調整担当看護
師長（在宅看護専門看護師）

－  －12 －  －13



医療安全研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ねらい・内容 受講料 備　考

医
療
安
全
研
修

医療安全ネットワーク支援研修 ６月28日（火）
他、年３回開催

受付12：30
13：00 ～ 16：00

5/1 ～ 5/15
他、３回は別途申込

新潟県看護研修センター ネットワークづくり
を考えている医療安
全管理者

30 医療安全管理ネットワーク新潟 ・ ネットワークを活用し情報共有や学習を
深め、医療安全を推進する。

・ 年４回定例会

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

ネット配信「オンデマンド」
医療に起因する予期せぬ死亡又は死産が発生した際
の対応

７月４日（月） 受付10：00
10：20 ～ 12：50

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 看護管理者・医療安
全管理者の任にある
もの・助産師職

80 日本看護協会ホームページ参照 医療事故調査制度の概要とともに、対象と
なる事故が発生した際に混乱なく適切な対
応ができるような院内体制の整備の要点を
理解する。

会員 2,052円
非会員 3,132円

医療安全管理者フォローアップ研修 ７月11日（月） 受付９：30
10：00 ～ 16：00

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター 厚生労働省の医療安
全管理者養成研修要
件を満たしている者

40 樋口 敦子
立川メディカルセンター看護師
確保対策室長兼教育担当マネー
ジャー
認定看護管理者

医療安全管理者及び推進者が医療安全を推
進するための知識、情報を共有し、今後の
業務に役立てることができる。

会員 2,000円
非会員 4,000円

※ 要件を満たしていれ
ば看護職以外の者も
参加可

※ 修了証のコピーを添
付して下さい

医療安全管理者養成研修（49時間）
e-ラーニング講義（15項目33時間）

8/1 ～ 11/30
（期間４カ月）

申込先
学研メディカルサポート
http://gakken-meds.jp

応募期間
4/1 ～定員を満た
すまで

自宅学習 ① 医療安全管理者の
役割を担う者また
は今後、担う予定
のある者

② 全コース受講でき
る者

③上司推薦がある者
①～③の条件を満た
す者

60 プログラム参照 医療安全管理者に必要な知識・方法につい
て学習し、自施設における医療安全管理に
活かすことができる。

※事前振込
会員
30,000円（＋税）
非会員
60,000円（＋税）

※ 看護職以外の医療職者
も受講可能

※ 株式会社学研メディカ
ルサポート共催

※ 昼食は用意してありま
す。

第１回　集合研修（８時間） ９月２日（金） 受付９：00
９：30 ～ 16：30

新潟県看護研修センター 河野 龍太郎
自治医科大学メディカルシミュ
レーションセンター長　医療安
全学教授

事例分析の意義と手法
RCA分析の実際（ImSAFERの演習）
目標：第１回集研迄に1/2以上の視聴学習
を終了

第２回　集合研修（８時間） 10月24日（月） 受付９：00
９：30 ～ 17：30

杉山 良子
パラマウントベッド（株）
技術開発部　主席研究員

医療安全管理者の役割と活動の実際
グループワーク科目13の演習を含む
目標：第２回集研迄に残りの視聴学習を終
了

医療安全研修修了者交流会 平成29年
３月３日（金）

受付13：00
13：30 ～ 16：30

平成29年
2/1 ～ 2/15

新潟県看護研修センター 医療安全管理者 30 ファシリテータ：医療・看護安
全委員
石山 綾　済生会新潟第二病院

１． 交流会を通じ、医療安全管理ネットワー
ク新潟の活動を知り連携を深める。

２． 医療安全に関する知識や情報を共有し、
スキルの向上に繋げることができる。

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内
※ 修了証のコピーを添

付して下さい

災害看護研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

災
害
支
援
ナ
ー
ス
養
成
研
修

インターネット配信研修（リアルタイム）
災害支援ナースの基礎知識～災害看護の第一歩～
※ 災害時の看護支援活動及び災害支援ナース育成に

連動した研修

７月６日、７日
（水、木）

受付９：00
９：30 ～ 16：30

6/1 ～ 6/15 新潟県看護研修センター レベルⅠ～Ⅲ 80 日本看護協会ホームページ参照 災害支援ナース養成研修の「基礎編」とし
て位置づけ、看護専門職の災害時支援者と
して必要な災害医療と看護の基礎知識を習
得し、災害支援ナースとしての役割や活動
の実際を理解する。

会員 6,156円
非会員 9,288円

詳細は新潟県看護協会
ホームページで案内

災害支援ナース養成研修
（実践編）

９月６日、７日
（火、水）

１日目受付９：30
10：00 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター ① 新 潟 県 看 護 協 会
員、実務経験５年
相当

② インターネット配
信研修「災害支援
ナースの基礎知識
～災害看護の第一
歩～」修了者

③ 災害支援ナース登
録を希望する者

80 三澤 寿美
東北福祉大学保健学科　教授
災害看護委員会

１． 看護専門職の災害時支援者として被災
地や被災者にとって有効に機能できる
能力を習得する。

２． 災害支援ナースとして、他者との協働、
自律的な活動の重要性を認識する。

会員 4,000円

２日目受付９：00
９：30 ～ 16：00

災害支援ナース強化研修
（登録更新）

９月20日、21日
（火、水）

１日目受付９：30
９：30 ～ 16：00
２日目受付９：00
９：30 ～ 16：00

8/1 ～ 8/15 新潟県看護研修センター 災害支援ナースとし
て継続して登録し、
活動できる者

80 石井 美恵子
東京医療保健大学東が丘・立川
看護学部　准教授
災害看護委員

１． 災害支援ナースの役割機能を再確認し、
被災地や被災者にとって有効に機能で
きる能力を維持する。

２． 災害支援ナースとして、他者との協働、
自律的な活動の重要性を認識する。

会員 4,000円

学会
新潟県看護協会看護学会 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 参加費 備　考

看
護
学
会

学会テーマ
「暮らしを支える看護の知」
“してあげる”看護から“みかたする”看護へ

12月２日（金） 受付９：15
９：40 ～ 16：10

＊演題申込
3/15 ～ 4/20
＊学会参加申込
6/1 ～ 10/31

朱鷺メッセ

看護職・学生 1,200

特別講演：櫃本 真聿
四国医療産業研究所 所長

看護職の実践に根ざした学術研究を発表
し、情報交換と交流を図り、その成果や課
題を共有しより良い看護実践を目指すこと
が出来る。

会員 3,000円
非会員 5,000円
学生 1,500円

演題申込・論文投稿規定・
参加申し込みは、平成28
年度新潟県看護協会看護
学会のホームページを参
照

看護フォーラム：野口 忍
北摂総合病院退院調整担当看護
師長（在宅看護専門看護師）

－  －12 －  －13



職能研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 参加費 備　考

保
健
師
職
能

保健師職能集会 ６月15日（水） 13：00 ～ 16：00 新潟グランドホテル 県内保健師（会員、
非会員）

岡島 さおり 内容：講演・意見交換 非会員 500円

詳細については新潟県
看護協会ホームページ
及び郵送にて案内

産業看護職・行政保健師等合同研修会 ９月24日（土） 13：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認
開催日２週間前まで

新潟産業保健総合支援セン
ター

県内保健師
産業看護師

調整中 内容：話題提供・講演・ＧＷ 無

保健師情報交換会 11月12日（土） 13：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認
開催日２週間前まで

新潟県看護研修センター 県内保健師（会員、
非会員）

調整中 内容：話題提供・ＧＷ 非会員 500円

助
産
師
職
能

助産師職能集会 ６月15日（水） 13：30 ～ 16：00 新潟グランドホテル 助産師・保健師　看
護師・栄養士

80 福岡 秀興
早稲田大学理工学部研究所　教
授

次世代の健康につながる妊婦の栄養の考え
方を「成人病胎児発少々説」を踏まえて再
考する

助産師職能情報交換会 11月調整中 13：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 助産師 50 調整中

施設・開業助産師連携研修会 Ｈ29年３月４日（土） 13：30 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 助産師 50 調整中

職　

能　

Ⅰ

看護師職能Ⅰ集会（職能Ⅱと合同）
特別講演：在宅で暮らすための支援

６月15日（水） 13：00 ～ 16：00 新潟グランドホテル 全ての看護職 宇都宮 宏子
在宅ケア移行支援研究所

内容：講演

看護師職能Ⅰ意見交換会
研修：看護師のやりがい、魅力再発見

11月12日（土） 10：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 全ての看護職 80 高橋 恵
聖マリアンナ医科大学病院ナー
スサポートセンター統括看護部
長

自分の看護を振り返り、機能的アプローチ
により自己の看護観を可視化する。

資料代 500円

職　

能　

Ⅱ

看護師職能Ⅱ集会（職能Ⅰと合同）
特別講演：在宅で暮らすための支援

６月15日（水） 13：00 ～ 16：00 新潟グランドホテル 全ての看護職 宇都宮 宏子
在宅ケア移行支援研究所

内容：講演

研修：認知症の理解 ７月９日（土） ９：30 ～ 15：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 全ての看護職 調整中

看護師職能Ⅱ情報交換会 ８月６日（土） ９：30 ～ 15：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 中堅看護師～看護管
理者

調整中

研修：施設看護管理者研修会 11月26日（土） ９：30 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 看護師 川﨑 千鶴子
社会福祉法人うらら特別養護老
人ホームみずのべ苑施設長

内容：講演・意見交換

WLB推進事業
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
事
業

看護職のワーク・ライフ・バランス基本的な考え方 8/30（火） 受付９：00
９：30 ～ 12：00

7/1 ～ 15 新潟県看護研修センター 職場環境改善を考え
ている者

各100 田林 義則
山形県三友堂病院財務部部長

WLBを理解し労働環境改善に活用する。 無料 公開講座は新潟県看護
協会ホームページにて
案内9/8（木） ホームページで案内

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ 8/30（火）、8/31（水） 受付９：00
９：30 ～ 16：30

3/1 ～ 3/31 新潟県看護研修センター ワークショップ参加
施設職員

各50 田林 義則
山形県三友堂病院財務部部長

WLB実現による働き続けられる職場づく
り支援体制を構築し、労働環境改善への継
続的な取り組みを促進する。

無料 公開講座は新潟県看護
協会ホームページにて
案内9/8（木）、9/9（金） ホームページで案内

ナースセンター事業
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

ナ

ー

ス

セ

ン

タ

ー

事

業

再就職支援セミナー
・基礎コース
・体験コース

調整中 調整中 各受講日２週間前 新潟県看護研修センター
新潟医療人育成センター
※他県下施設で調整中

看護師等の免許所有
者で、現在看護業務
についていない者

1 ～ 30
※各コー
スによっ
て異なる

調整中 県内に住居を有する未就業の看護職員に対
し看護の動向及び業務に必要な知識と技術
の研修を行い、就業を促進すると共に、資
質の向上を図る。

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

訪問看護推進事業
・訪問看護従事者研修会（実践編）

4/23、5/7、5/14、
5/28、6/11、6/25、
7/2、7/16、7/23、
7/30、8/27、9/9、
9/10

受付９：00
９：45 ～ 15：45

3/4 ～ 4/1 新潟県看護研修センター
※5/14：崇徳会法人本部
※ 9/9、10：新潟ユニゾンプ

ラザ

訪問看護に従事して
いる看護職（新任者、
今後従事予定者も含
む）で、全日受講で
きる者

50 結城 ちか子
慢性呼吸器疾患認定看護師
他12名

１． 訪問看護に従事する看護職員が、訪問
看護の実践に必要な最新の知識・技術
を学ぶ。

２． 利用者や家族が安心し満足できるケア
が提供できる。

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

訪問看護推進事業
・訪問看護従事者研修会（管理編）

8/20、9/17、9/23、
9/24、10/15、10/22

受付９：00
９：45 ～ 15：45

7/1 ～ 7/29 新潟県看護研修センター 訪問看護に従事して
いる管理者、または
指導的立場にあり、
全日受講できる者

25 萩原 正子
オフィス萩原代表
他４名

訪問看護管理に必要な知識・技術を学び安
全で質の高い訪問看護のあり方を考える。

無料

在宅看護研修会 10/8、11/5、11/19、
12/17　他

受付９：00
９：45 ～ 15：45

（12/17　10：00 ～
16：30）

8/10 ～ 9/9 新潟県看護研修センター
訪問看護ステーション実習

（２日間）

病院・診療所等に勤
務する看護職員で、
全日受講できる者

50 廣澤 利幸
ひろさわ内科医院 院長
他５名

病院・診療所に勤務する看護職員が在宅で
継続した医療・看護サービスを提供できる
よう必要な知識・技術を学ぶ。

無料 ※12/17　開催時間注意

－  －14 －  －15



職能研修
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 参加費 備　考

保
健
師
職
能

保健師職能集会 ６月15日（水） 13：00 ～ 16：00 新潟グランドホテル 県内保健師（会員、
非会員）

岡島 さおり 内容：講演・意見交換 非会員 500円

詳細については新潟県
看護協会ホームページ
及び郵送にて案内

産業看護職・行政保健師等合同研修会 ９月24日（土） 13：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認
開催日２週間前まで

新潟産業保健総合支援セン
ター

県内保健師
産業看護師

調整中 内容：話題提供・講演・ＧＷ 無

保健師情報交換会 11月12日（土） 13：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認
開催日２週間前まで

新潟県看護研修センター 県内保健師（会員、
非会員）

調整中 内容：話題提供・ＧＷ 非会員 500円

助
産
師
職
能

助産師職能集会 ６月15日（水） 13：30 ～ 16：00 新潟グランドホテル 助産師・保健師　看
護師・栄養士

80 福岡 秀興
早稲田大学理工学部研究所　教
授

次世代の健康につながる妊婦の栄養の考え
方を「成人病胎児発少々説」を踏まえて再
考する

助産師職能情報交換会 11月調整中 13：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 助産師 50 調整中

施設・開業助産師連携研修会 Ｈ29年３月４日（土） 13：30 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 助産師 50 調整中

職　

能　

Ⅰ

看護師職能Ⅰ集会（職能Ⅱと合同）
特別講演：在宅で暮らすための支援

６月15日（水） 13：00 ～ 16：00 新潟グランドホテル 全ての看護職 宇都宮 宏子
在宅ケア移行支援研究所

内容：講演

看護師職能Ⅰ意見交換会
研修：看護師のやりがい、魅力再発見

11月12日（土） 10：00 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 全ての看護職 80 高橋 恵
聖マリアンナ医科大学病院ナー
スサポートセンター統括看護部
長

自分の看護を振り返り、機能的アプローチ
により自己の看護観を可視化する。

資料代 500円

職　

能　

Ⅱ

看護師職能Ⅱ集会（職能Ⅰと合同）
特別講演：在宅で暮らすための支援

６月15日（水） 13：00 ～ 16：00 新潟グランドホテル 全ての看護職 宇都宮 宏子
在宅ケア移行支援研究所

内容：講演

研修：認知症の理解 ７月９日（土） ９：30 ～ 15：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 全ての看護職 調整中

看護師職能Ⅱ情報交換会 ８月６日（土） ９：30 ～ 15：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 中堅看護師～看護管
理者

調整中

研修：施設看護管理者研修会 11月26日（土） ９：30 ～ 16：00 ＨＰ上で確認 新潟県看護研修センター 看護師 川﨑 千鶴子
社会福祉法人うらら特別養護老
人ホームみずのべ苑施設長

内容：講演・意見交換

WLB推進事業
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
事
業

看護職のワーク・ライフ・バランス基本的な考え方 8/30（火） 受付９：00
９：30 ～ 12：00

7/1 ～ 15 新潟県看護研修センター 職場環境改善を考え
ている者

各100 田林 義則
山形県三友堂病院財務部部長

WLBを理解し労働環境改善に活用する。 無料 公開講座は新潟県看護
協会ホームページにて
案内9/8（木） ホームページで案内

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ 8/30（火）、8/31（水） 受付９：00
９：30 ～ 16：30

3/1 ～ 3/31 新潟県看護研修センター ワークショップ参加
施設職員

各50 田林 義則
山形県三友堂病院財務部部長

WLB実現による働き続けられる職場づく
り支援体制を構築し、労働環境改善への継
続的な取り組みを促進する。

無料 公開講座は新潟県看護
協会ホームページにて
案内9/8（木）、9/9（金） ホームページで案内

ナースセンター事業
研　修　会　名 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

ナ

ー

ス

セ

ン

タ

ー

事

業

再就職支援セミナー
・基礎コース
・体験コース

調整中 調整中 各受講日２週間前 新潟県看護研修センター
新潟医療人育成センター
※他県下施設で調整中

看護師等の免許所有
者で、現在看護業務
についていない者

1 ～ 30
※各コー
スによっ
て異なる

調整中 県内に住居を有する未就業の看護職員に対
し看護の動向及び業務に必要な知識と技術
の研修を行い、就業を促進すると共に、資
質の向上を図る。

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

訪問看護推進事業
・訪問看護従事者研修会（実践編）

4/23、5/7、5/14、
5/28、6/11、6/25、
7/2、7/16、7/23、
7/30、8/27、9/9、
9/10

受付９：00
９：45 ～ 15：45

3/4 ～ 4/1 新潟県看護研修センター
※5/14：崇徳会法人本部
※ 9/9、10：新潟ユニゾンプ

ラザ

訪問看護に従事して
いる看護職（新任者、
今後従事予定者も含
む）で、全日受講で
きる者

50 結城 ちか子
慢性呼吸器疾患認定看護師
他12名

１． 訪問看護に従事する看護職員が、訪問
看護の実践に必要な最新の知識・技術
を学ぶ。

２． 利用者や家族が安心し満足できるケア
が提供できる。

無料 詳細は新潟県看護協会
ホームページにて案内

訪問看護推進事業
・訪問看護従事者研修会（管理編）

8/20、9/17、9/23、
9/24、10/15、10/22

受付９：00
９：45 ～ 15：45

7/1 ～ 7/29 新潟県看護研修センター 訪問看護に従事して
いる管理者、または
指導的立場にあり、
全日受講できる者

25 萩原 正子
オフィス萩原代表
他４名

訪問看護管理に必要な知識・技術を学び安
全で質の高い訪問看護のあり方を考える。

無料

在宅看護研修会 10/8、11/5、11/19、
12/17　他

受付９：00
９：45 ～ 15：45

（12/17　10：00 ～
16：30）

8/10 ～ 9/9 新潟県看護研修センター
訪問看護ステーション実習

（２日間）

病院・診療所等に勤
務する看護職員で、
全日受講できる者

50 廣澤 利幸
ひろさわ内科医院 院長
他５名

病院・診療所に勤務する看護職員が在宅で
継続した医療・看護サービスを提供できる
よう必要な知識・技術を学ぶ。

無料 ※12/17　開催時間注意

－  －14 －  －15



看護職員実務研修
研修会名（開催支部） 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看

護

職

員

実

務

研

修

県央支部
・看護倫理
・施設における看取り

８月20日（土） 受付12：30
研修13：00
 ～ 16：00

6/1 ～ 7/15 三条総合福祉センター 小規模施設（介護保
険施設・福祉施設等）
に勤務する看護職員
等

60 吉森 容子
済生会三条病院　母性看護専門
看護師
若杉 美保
県立吉田病院　緩和ケア認定看
護師

施設に勤務する看護職員が、医療・看護サー
ビスを安全に提供できるよう必要な知識・
技術を学ぶ。

無料 ※ 詳細については新潟
県 看 護 協 会 ホ ー ム
ページ及び郵送にて
案内

十日町支部
・看護倫理
・施設における看取り

９月24日（土） 受付12：30
研修13：00
 ～ 16：00

十日町地域地場産業振興セン
ター（クロス10）

60 佐藤 美奈子
県立十日町病院　副看護部長
調整中

新発田支部
・倫理
・認知症ケア

調整中 受付12：30
13：00 ～ 16：00

厚生連あがの市民病院講堂 60 調整中

佐渡支部
・看護倫理
・褥瘡ケア

10月１日（土） 受付12：30
研修13：00
 ～ 16：00

厚生連佐渡総合病院講堂 30 望月 結花
佐渡総合病院　看護師長
羽生 伸
佐渡総合病院　皮膚・排泄認定
看護師

－  －16 －  －17



看護職員実務研修
研修会名（開催支部） 開催日 時　間 応募期間 会　場 学習段階・受講条件 定員 講　師 ね　ら　い 受講料 備　考

看

護

職

員

実

務

研

修

県央支部
・看護倫理
・施設における看取り

８月20日（土） 受付12：30
研修13：00
 ～ 16：00

6/1 ～ 7/15 三条総合福祉センター 小規模施設（介護保
険施設・福祉施設等）
に勤務する看護職員
等

60 吉森 容子
済生会三条病院　母性看護専門
看護師
若杉 美保
県立吉田病院　緩和ケア認定看
護師

施設に勤務する看護職員が、医療・看護サー
ビスを安全に提供できるよう必要な知識・
技術を学ぶ。

無料 ※ 詳細については新潟
県 看 護 協 会 ホ ー ム
ページ及び郵送にて
案内

十日町支部
・看護倫理
・施設における看取り

９月24日（土） 受付12：30
研修13：00
 ～ 16：00

十日町地域地場産業振興セン
ター（クロス10）

60 佐藤 美奈子
県立十日町病院　副看護部長
調整中

新発田支部
・倫理
・認知症ケア

調整中 受付12：30
13：00 ～ 16：00

厚生連あがの市民病院講堂 60 調整中

佐渡支部
・看護倫理
・褥瘡ケア

10月１日（土） 受付12：30
研修13：00
 ～ 16：00

厚生連佐渡総合病院講堂 30 望月 結花
佐渡総合病院　看護師長
羽生 伸
佐渡総合病院　皮膚・排泄認定
看護師
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平成28年度　研修日程一覧表
月 研修会名 開催日 応募期間 定員 参照ページ 備考

４月

特定行為に係る看護師の研修制度 4/16（土） 3/15 ～ 31 120 P10

BLS（一次心肺蘇生）コース研修
申込：日本ACLS協会ホームページ

4/24（日） 日本ACLS
協会HP

26 P６ 新潟ACLS主催AHA公認
新潟県看護協会共催

看護教員養成講習 4月～ 2月 別途 25 P８ 別途申込　HP参照

訪問看護従事者研修会（実践編 Nsセン
ター）

4月～ 9月 別途 30 P14 別途申込　HP参照

５月

倫理的実践を支える看護管理者の役割 5/16（月）

4/1 ～ 15

120 P10

小論文・レポート・報告書の書き方 5/18（水） 80 P４

看護職労働環境と労働災害に対する対策 5/20（金） 80 P４

社会人基礎力（Ⅰ） 5/26（木） 100 P４ 注意）受講対象者が異なります

社会人基礎力（Ⅱ） 5/27（金） 100 P４

看護倫理（基礎編） 5/30（月） 100 P４

６月

セカンドレベル 6/1 ～ 7/19（33日間） 30 P10 別途申込

キャリアアップ支援研修 6/3（金）～ 4（土） 5/1 ～ 15 80 P４

セカンド公開講座：看護組織管理論 6/13（月） 5/2 ～ 16 20 P10

医療安全ネットワーク支援研修 6/28（火） 5/1 ～ 15 30 P12

重症度医療・看護必要度評価者院内指導者
研修 S-QUE研究会 120 P４ 別途申込

再就職支援セミナー（Nsセンター） 調整中 P14 別途申込　HP参照

７月

ファーストレベル 7/26 ～ 11/11（28日間） 5/2 ～ 5/16 80 P10 別途申込

臨地実習指導者養成講習 7月～ 10月 50 P８ 別途申込

セカンド公開講座：人的資源活用論 7/2（土）～ 3（日）
5/2 ～ 16

20 P10

セカンド公開講座：医療経済論 7/11（月） 20 P10

医療に起因する予期せぬ死亡または死産が
発生した際の対応

7/4（月）

6/1 ～ 15

80 P12 オンデマンド

CLoCMiPレベルⅢ申請研修①② 7/4（月） 80 P８ オンデマンド

災害支援ナースの基礎知識～災害看護の第
一歩～

7/6（水）～ 7（木） 80 P12 リアルタイム配信
災害看護委員会

看護師職能Ⅱ研修（認知症の理解） 7/9（土） P14 別途申込　HP参照

医療安全管理者フォローアップ研修 7/11（月）

6/1 ～ 15

40 P12

看護研究Ⅰ 7/14（木） 100 P８ 注意）対象者が異なります

看護研究Ⅱ 7/15（金） 100 P８

施設内研修企画に必要な基礎知識（２日間） 7/19（火）　8/16（火） 80 P４

病院における包括的口腔ケアの効果（Ⅰ） 7/30（土） 60 P４ ※同一内容で２回開催

病院における包括的口腔ケアの効果（Ⅱ） 7/31（日） 60 P４

新人看護職員臨床研修における教育担当者
研修（３日間）

7/20（水）　8/9（火）
8/25（木）

60 P８ ※同一内容で２回開催

８月

医療安全管理者養成研修（e－ラーニング） 8/1 ～ 11/30（4か月） 4/1 ～充足迄 60 P12 ※集合研修２回含む

訪問看護従事者研修会（管理編 Nsセン
ター）

8月～ 10月 別途 P14 別途申込　HP参照

看護師職能Ⅱ情報交換会 8/6（土） P14 別途申込

CLoCMiPレベルⅢ申請研修③④⑤ 8/8（月） 7/1 ～ 15 80 P８ オンデマンド

実務研修 8/20（土） 6/1 ～ 7/15 60 P16 （県央支部）

新人研修（Ⅰ） 8/26（金）

7/1 ～ 15

100 P４

施設での看取り 8/27（土） 50 P４

看護職のWLB基本的な考え方 8/30（火） 100 P14 HP参照　※公開講座

看護職のWLB推進ワークショップ 8/30（火）～ 8/31（水） 3/1 ～ 31 50 P14 別途申込　HP参照

９月

地域包括ケアと在宅看護 9/1（木）

8/1 ～ 15

80 P４

医療安全管理者養成研修（第１回集合研修） 9/2（金） 60 P12

外来に求められる看護の専門性 9/3（土） 80 P４
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月 研修会名 開催日 応募期間 定員 参照ページ 備考

９月

看護職のストレスとメンタルヘルス（Ⅰ） 9/5（月）

8/1 ～ 15

100 P６ 注意）受講対象者が異なります

看護職のストレスとメンタルヘルス（Ⅱ） 9/10（土） 100 P６

災害支援ナース養成研修（実践編） 9/6（火）～ 9/7（水） 80 P12 ※災害看護委員会主催

看護職のWLB基本的な考え方 9/8（木） 7/1 ～ 15 100 P14 HP参照　※公開講座

看護職のWLB推進ワークショップ 9/8（木）～ 9/9（金） 3/1 ～ 31 50 P14 別途申込　HP参照

プリセプター研修 9/12（月）

8/1 ～ 15

100 P８ ※３月と同一内容

看護記録と法的責任（ベーシックコース） 9/15（木） 100 P６ 注意）受講対象者が異なります

看護記録と法的責任（アドバンスコース） 9/16（金） 100 P６

災害支援ナース強化研修（登録更新） 9/20（火）～ 21（水） 80 P12 ※災害看護委員会主催

看護学校教員研修 9/24（土） 60 P８

産業看護職・行政保健師職合同研修 9/24（土） P14 別途申込　HP参照

明日からできるがん看護 9/26 ～ 28（月～水）

8/1 ～ 15

50 P６

新人研修（Ⅱ） 9/28（水） 100 P４ ８月と同内容

新人助産師スキルアップ 9/29（木） 40 P４

実務研修 9/24（土）
6/1 ～ 7/15

60 P16 （十日町支部）

実務研修 調整中 60 P16 （新発田支部）

重症度医療・看護必要度ステップアップ研
修 S-QUE研究会 120 P４ 別途申込

10月

実務研修 10/1（土） 6/1 ～ 7/15 30 P16 （佐渡支部）

看護倫理（応用編） 10/3（月）
9/1 ～ 15

80 P４

准看護師研修「チーム医療と連携」 10/7（金） 80 P６

在宅看護（Nsセンター） 10月～ 12月 別途 P14 別途申込　HP参照

認知症高齢者の看護実践に必要な知識 10/13（木）～ 14（金）

9/1 ～ 15

80 P６ ネット配信［リアルタイム］

地域包括ケアシステム推進研修 10/17（月） 250 P６

准看護師研修「看護倫理」 10/18（火） 80 P６

脳卒中患者のリハビリテーションと看護の
ポイント

10/21（金） 80 P６

医療安全管理者養成研修（第２回集合研修） 10/24（月） 60 P12

准看護師研修「キャリアアップ（進学）支援」 10/31（月） 80 P６

11月

看護師職能Ⅰ意見交換会・研修 11/12（土） 80 P14 別途申込　HP参照

保健師職能情報交換会 11/12（土） P14 別途申込　HP参照

助産師職能情報交換会 調整中 50 P14 別途申込　HP参照

看護管理者が元気になるストレスマネジメ
ント

11/19（土） 10/1 ～ 15 80 P10

看護師職能Ⅱ研修（施設看護管理者） 11/26（土） P14 別途申込　HP参照

看護管理者のための危機管理 11/29（火）～ 30（水） 10/1 ～ 15 80 P10

12月 看護学会 12/2（金） 6/1 ～ 10/31 1,200 P12 HP参照

２月

新人看護職員臨床研修における教育担当者
研修（３日間）

2/7（火）　3/7（火）
3/14（火）

1/1 ～ 15

60 P８

３～４年目看護師のキャリアデザイン 2/9（木） 80 P６ ※同一内容で２回開催

３～４年目看護師のキャリアデザイン 2/10（金） 80 P６

臨地実習指導者フォローアップ研修 2/17（金） 80 P８

３月

医療安全研修修了者交流会 3/3（金）

2/1 ～ 15

30 P12

施設・開業助産師職能連携研修 3/4（土） 50 P14 別途申込　HP参照

プリセプター研修 3月調整中 100 P８

プリセプターフォローアップ研修 3月調整中 100 P８

　　※一部掲載していない研修がありますので看護協会ホームページを参照してください。
　　※研修申込前に必ず、受講条件等確認の上、必要事項を必ず記載し、申込をお願いします。
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様式 １
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様式３－１ 

認定看護管理者ファーストレベル教育課程 小論文  
 
課題：「自部署における看護サービス上の課題を１つ挙げ、自己の立場でできる取組み

を述べなさい。」 
 

施設名  
職 位  
氏 名  

 
「 テーマを記載 」 

 
本文 ○○○○○、○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○  

 
表紙は不要 
本文の文字数 800 字～1000 字 
Ａ４用紙１枚におさめること  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作成規定  
Word ソフトを使用（①～⑤で設定）  
① 用紙 Ａ４サイズ 縦、 横書き１枚 
② 余白 左右 ㎝ 上下 ㎝

③ 文字数と行数 文字× 行  
④ 書体 ＭＳ明朝  
⑤ フォントサイズ 10.5 

 ※ 引用・参考文献を載せる 
 

平成   年度　　災害支援ナース研修申込書 様式２

送付先　 FAX：025-266-1199
郵送先 〒951-8133　　新潟市中央区川岸町2丁目11　　新潟県看護協会

開催月日 　

月 日
月 日

電話

〒 申込責任者

個人会員 氏名

〒 電話

優
先
順
位

新潟県看護
協会会員№

登録年度またはインター
ネット配信研修受講年度

災害支援ナース登録番号 指導者編申込者必須

登録更新回数　　　　回

災害支援活動の　有　無
登録更新回数　　　　回

災害支援活動の　有　無
登録更新回数　　　　回

災害支援活動の　有　無
登録更新回数　　　　回

災害支援活動の　有　無
登録更新回数　　　　回

災害支援活動の　有　無

備
考

※インターネット配信研修「災害医療と看護（基礎編）」は様式1でお申込み下さい。
※災害看護研修（登録更新）（指導者編）は登録番号と年度を必ず記載してください。
　(登録番号とは災害支援ナースの登録証の番号）
※災害看護研修（実践編）を受講する方は衛星通信研修もしくはインターネット配信研修修了証の
　コピーを添付し、申込み下さい。
※災害看護研修（指導者編）は登録更新回数と活動の有無を必ず記載してください。

氏　名

災害看護研修（登録更新）（実践編）（指導者編H28は休講）

研修会名

施設名

施設住所

自宅住所

様式３－２ 

認定看護管理者セカンドレベル教育課程 小論文  
 
課題：「看護管理の視点から自部署または自施設の現状を振り返り、問題の背景・原因

を整理し、最も優先度の高い課題を挙げなさい。」 
 

施設名  
職 位  
氏 名  

 
「 テーマを記載 」 

 
本文 ○○○○○、○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○  

 
表紙は不要 
本文の文字数 800 字～1000 字 
Ａ４用紙１枚におさめること  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作成規定  
Word ソフトを使用（①～⑤で設定）  
① 用紙 Ａ４サイズ 縦、 横書き１枚 
② 余白 左右 ㎝ 上下 ㎝

③ 文字数と行数 文字× 行  
④ 書体 ＭＳ明朝  
⑤ フォントサイズ 10.5 

 ※ 引用・参考文献を載せる 
 

       様式３  

認定看護管理者 教育課程受講申込書 
 申込書の各欄に記載、または該当するものに印をつけてください。

※印はセカンドレベル受講申込者のみ記入する。 記入日 平成 年 月 日

教
育
課
程

□ファーストレベル

□セカンドレベル

実務経験年数 年

応募回数 今回含む 回

ふりがな

氏 名 歳

＊４月１日現在の年齢を記入する。

□男

□女

□ 日本看護協会員

□ 非会員

＊非会員でも選考に不利益はありません。

職 種 □保 □助 □看

現在の職位及びその在任期間

・自施設での呼称

その職位は以下のいずれに相当しますか。

□看護部長職 □看護副部長職 □看護師長職

□師長補佐職 □スタッフ

□その他 （ ）

・現職位の在任期間 （ 年 ヵ月）

＊４月１日現在の在任期間を記入する。

施 設 名（施設病床数）

（ 床）

設置主体

勤務部署 例：外科病棟、内科外来

施設住所 〒

－

自宅住所 〒

－

※認定看護管理者ファーストレベル教育課程 修了年月日

平成 年 月 日 教育機関名

この研修におけるあなたの学習課題についてお書きください。

＜個人情報の取り扱い＞  

この情報は、公益社団法人新潟県看護協会個人情報保護規定に基づき適切に取り扱います。本教育課程に関連する諸

業務および学習ニーズや研修評価に伴う調査依頼、研修案内の目的以外には使用しません。 

様式２ 様式３

様式３－２様式３－１

様式見本　※申込書の入手方法　P２参照
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様式５ 
平成 28 年度 新潟県看護協会看護学会 参加申込書 

平成 年 月 日 
 
新潟県看護協会長 様 

施設名  
〒 

住所  
 
電話番号  
 
申込責任者  

※発表者も申込みが必要です。 申込期間 6 月 1 日(水)～10 月 31 日(月) 
 

会 員 名× 3,000 円＝   円 
非会員 名× 5,000 円＝   円 
学 生 名× 1,500 円＝   円 
集録のみ           冊× 1,000 円＝   円 

送金額   円 
 

※参加費は、申し込み後 2 週間以内に納入してください。 
※納入頂いたお金は、返金は致しませんのでご確認の上、納入してください。 

納入先 第四銀行 ・ 窓口持参 納入予定日 月 日  

 
 

№ 
県協会会員№ 
または非会員 氏 名 職 種 

○で囲む 

 
備 考 

 
1   保・助・看・准・学生  

2   保・助・看・准・学生  

3   保・助・看・准・学生  

4   保・助・看・准・学生  

5   保・助・看・准・学生  

6   保・助・看・准・学生  

7   保・助・看・准・学生  

8   保・助・看・准・学生  

9   保・助・看・准・学生  

10   保・助・看・准・学生  

11   保・助・看・准・学生  

12   保・助・看・准・学生  

13   保・助・看・准・学生  

14   保・助・看・准・学生  

15   保・助・看・准・学生  

16   保・助・看・准・学生  

17   保・助・看・准・学生  

18   保・助・看・准・学生  

19   保・助・看・准・学生  

20   保・助・看・准・学生  

 
 

 

                                様式３－３  
 

職位証明書 

 
平成 年 月 日 

 
 

 
氏 名  

 
 
1. 職位  

上記の者は当施設において、以下の職位である／あったことを証明します。 
 

年 月から 
年 月まで 職位 （ ） 

 
 
 
 
 
 
 

施設名： 
所在地： 
施設長名： 印 

 
 

 
 
＊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で、 
教育課程ファーストレベルが未修了の者のみ提出する。 
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公益社団法人 新潟県看護協会
〒951-8133 新潟市中央区川岸町２丁目11番地
TEL025-233-6550 FAX025-266-1199
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