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ごあいさつ 

 

看護職は、国連開発計画の持続可能な開発目標「３．すべての人に健康と福祉を」の一翼

を担っています。専門職として、一人ひとりの力が問われていることを痛感いたします。 

一人でも多くの看護職と一緒に活動いたしたく、会員勧誘を目的として施設訪問をしてい

ます。この訪問は、会員勧誘のみならず、看護代表者の皆さまの貴重な意見を聞く機会とな

っています。A 病院では、病院管理者が「看護協会の研修を受けることで看護の質向上に期

待している。そのために、職員は会員となって積極的に研修を受けるように。」との指導があ

るとうかがいました。 

2019 年度も教育委員の皆さまが時間をかけ、総力を挙げて企画していただきました。クリ

ニカルラダーについては、さらに進化しなくてはならないと思っていますが、継続教育の柱

は整えられました。期待に応えられる研修計画となりつつあります。是非とも会員となり、

多くの研修を受講していただきますようお願い申しあげます。 

公益社団法人香川県看護協会 会長 中村 明美 
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Ⅱ.

1

       

①　香川県看護協会会員の方　　

（前納が原則です）
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・香川県看護協会 会員　　　　　　３００円/日
・香川県看護協会 非会員　　　　 ６００円/日

【キャンセル】返金はできませんが、資料のお渡しは可能です。

研修参加要項

【駐車料金】　事前に申し込みが必要です。
  受講料金無料の研修は、他の研修分と合わせて事前にお振込みいただくか、 施設でまとめてご持
参ください。

“ＫＮＡキャリアアップかがわ”　から申込み　　

香川県看護協会ホームページ
http://kagawa-kango.com/

・各研修参照ページをご確認のうえ、下記①②のいずれかの方法で申込期間内にお申込みくださ
い。

・受講手続が完了していれば、受講できます　申し込みをお受けできない場合は、連絡いたします。
　(一部の研修を除き、研修ごとの参加券の送付はありません)

・当日、会員の方は、看護協会会員証、ポイントカードをご持参ください。

施設申込責任者または個人が入力し、申込期間内に参加費を振込んでください。

受講手続き完了

＊事前に知らせておきたいことがありましたら、研修参加申込書 連絡欄をご利用ください。

②　会員・非会員 すべての方 郵送・FAX・持参で申込み

【受講料金】　研修により料金が異なります。各研修の参加費の欄をご参照ください。
  受講料の税額は、開催日の税率が適用されます。
　資料代をいただくことがあります。

・「研修参加申込書（コピー、またはホームページからダウンロード）」を持参・郵送・FAXし、参加費（受講料
金・駐車料金）を申込期間内に振込またはご持参ください。

１．研修参加申込み

２．参加費

ＫＮＡキャリアアップかがわ
https://kna‐careerup.net/cu/ 

（JNA会員No.（８桁）とパスワードが必要）
(香川県看護協会会員用）
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・ 百十四銀行　： 国分寺支店　（普通０５２０９９７）

(公社）香川県看護協会　代表理事　中村　明美

・ 郵　便　局　　： ０１６６０－３－３７８０３

(公社）香川県看護協会
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・研修時にはポイントカードをご持参ください。

　　  　・香川県看護協会主催の有料研修については、研修当日のみポイントがつきます。
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・研修時間内の車の移動はできません。第1駐車場フェンス側は、スペースを空けずに駐車してください。 　

・駐車台数が多い時は、駐車場を指定しますので、玄関前の表示に従って駐車してください。

・香川県看護協会以外の駐車場には指定日以外は駐車しないでください。

・お乗り合わせや公共交通機関のご利用にご協力をお願いいたします。
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・研修日時等の変更は、公式ホームページ>研修計画>「追加・変更等のお知らせ」に掲載します。

・台風などで研修を中止する場合は、公式ホームページにて当日午前7時までにお知らせいたします。

・研修開始５分前からオリエンテーションを行います。

・上着等の調整で、クールビズ・ウォームビズにご協力をお願いします。

・当館は敷地内禁煙です、周辺も同様にお願いします。

・個人での学習にもeラーニング室（パソコン１０台設置)をご活用ください （要予約）。

・端岡駅に自転車3台を用意しておりますので、ご利用ください（詳細はホームページをご覧ください）。

〒769-0102　高松市国分寺町国分１５２－４　

公益社団法人香川県看護協会

・複数の研修参加費をまとめてお振込みになる場合は、お手数ですが　研修ごとの入金額をFAXま
たはメールでお知らせください。

　　　　TEL　（０８７)　８６４－９０７０
　　　　FAX　(０８７)　８６４－９０７１

振込先

・申込期間内に入金できない場合はご連絡ください。

・施設でまとめてお振込みいただく場合は、香川県看護協会会員施設用「振込依頼書」(手数料協会
負担)をご使用いただけます。

・領収書を希望する場合は、申込用紙記載欄にチェックをしていただきますと、研修当日にお渡しが
できます。

・たまったポイントで研修を受講するときは、申込時にお伝えいただき、当日ポイントカードをお持
ちください。 詳しくは、ホームページをごらんください。

・日本看護協会会員専用ページ「キャリナース」では、日本看護協会や都道府県看護協会主催
研修の受講履歴管理ができます。

　

・「キャリナース」での受講履歴閲覧、証明書印刷については 研修日から約1か月程度でできるよ
うになります。

・ 入会手続き中の研修受講については、 証明書印刷ができない場合がありますので
早めに手続きを完了してください。

・香川県看護協会研修の申し込みと受講履歴確認ができる「ＫＮＡキャリアアップかがわ」
の登録もあわせてお願いします。

お問い合わせ先〈個人情報の取り扱いについて〉

本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

研修申し込みに際して得た個人情報は、

利用目的の範囲でのみ取り扱います

６．車でお越しの方へ

４．会員受講履歴について

７．お知らせ

５．ポイントカード

３．参加費振込方法

(キャリナース）

(キャリナース）



研修№ 研修名 研修日 研修時間 定員 申込期間
参照

ページ

分類1　「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ質の高い看護の普及に向けた継続教育

新たな社会ニーズに対応する能力支援のための研修

20 7/14（日） 13:30～16:30 150 6/15～6/29 8

34 【新】法的観点からの看護　看護記録のあり方 9/7（土） 9:00～12:00 150 8/10～8/25 10

40 【新】医療事故当事者への支援 10/12（土） 9:00～12:00 100 9/14～9/28 11

49 11/14（木） 13:30～16:30 60 9/13～10/4 12

46 中堅助産師研修 11月頃 13:00～16:00 40 ― 12

22
★ 災害支援ナースの第一歩　災害看護の基本的知識
 　　　　　  *災害支援ナース養成研修（基礎編）となります

7/18（木）
7/19（金）

9:30～16:30 50 6/13～6/26 8

32 災害支援ナースフォローアップ 9/6（金） 13:30～16:30 50 8/19～8/23 10

26 災害支援ナース新規登録者研修 8月頃　未定 ― ― ― 9

71 医療安全管理者フォローアップ研修・交流会 2020年2/29（土） 9:00～12:00 50 ― ―

8 訪問看護入門研修 5/25（土）・6/1（土） 1.5日間 30 4/10～4/27 7

19
7/6（土）～
11/30（土）

11日間 30 5/1～5/31 27

60～
67

訪問看護推進研修会
6/29（土）～
12/14（土）

8日間 30 各開催日1週間前 29

44 准看護師ステップアップ研修 10/27（日） 13:30～16:30 10 9/28～10/12 11

政策提言に向けた研修

51 香川県保健医療の現状と課題（仮） 12月～1月頃　未定 13:30～16:30 100 ― 12

23 7/21（日） 9:00～12:00 100 6/22～7/6 8

28 【新】抑制とは何か～抑制廃止に向けて～ 未定 3時間 150 ― ―

診療報酬に関連した研修

72 医療安全管理者養成研修 8月～11月 7日間 40 6/14～6/28 14

33 糖尿病重症化予防　「フットケア」研修 9/7（土）～9/9（月） 3日間 40 7/13～7/27 15

39
9/26（木）
9/27（金）

9:30～16:30 100 8/10～8/26 10

48
11/7（木）
11/8（金）

9:30～16:30 100 9/26～10/7 12

15
★ DVD研修　「急性期看護補助加算・看護補助加算」対応研修
   看護補助者の活用推進のための看護管理者研修　改訂版2018

6/29（土） 10:00～16:00 100 5/25～6/8 8

分類2　ラダーと連動した継続教育

ＪＮＡラダー（看護実践に関する研修）

研修№ 研修名
めざす

ラダーレベル
研修日 研修時間 定員 申込期間

参照
ページ

47 【新】「口から食べる」を支える Ⅱ 11/2（土） 10:00～16:00 100 10/5～10/19 12

37 一般病棟におけるせん妄予防対策 Ⅱ 9/14（土） 9:30～12:30 100 8/17～8/31 10

25 感染Ⅰ　ベッドサイドの感染対策 Ⅱ 8/4（日） 9:30～12:30 100 7/6～7/20 9

12 【新】小児の虐待～気づきますかこどもからのSOS～ Ⅲ 6/23（日） 13:30～16:00 50 5/25～6/8 7

41 心不全の理解と看護のポイント Ⅲ 10/12（土） 10:00～16:00 100 9/14～9/28 11

9 ケアに活かす画像の知識～読める・わかる・ケアにつながる～ Ⅲ 6/1（土） 9:30～12:00 100 5/2～5/18 7

18 看護倫理 Ⅲ ７/6（土） 10:00～16:00 80 6/8～6/22 8

43 フィジカルアセスメント～急変の予測と急変時対応～ Ⅲ 10/26（土） 10:00～16:00 50 9/28～10/12 11

58 褥瘡・スキンテア～皮膚のトラブルのケア～ Ⅲ 2020年2/23（日） 9:30～12:00 80 1/25～2/8 13

42 地域包括ケア時代の看護師の役割～スタッフナースが取り組む支援～ Ⅲ 10/19（土） 10:00～16:00 100 9/21～10/5 11

52 感染Ⅱ　薬剤耐性菌対策 Ⅲ 12/7（土） 9:30～12:30 80 11/9～11/22 12

24 【新】AYA世代のがん看護 Ⅲ 7/27（土） 13:30～16:30 100 6/29～7/13 8

29 がん患者の感情表出を促すコミュニケーションスキル Ⅲ 8/24（土） 13:30～16:30 60 7/27～8/10 9

53 【新】がん患者の就労支援 Ⅳ 2020年1/11（土） 9:30～12:00 80 12/14～12/27 13

30 看護に活かそう臨床推論～患者の病態予測をケアにいかす～ Ⅳ 8/31（土） 13:30～16:00 100 8/3～8/17 9

Ⅲ.　2019年度研修

【新】地域包括ケアにおける地域マネジメント～多職種協働チームの多様なデザインとは～　

★「認知症ケア加算２」に対応した研修　認知症高齢者の看護実践に必要な知識

★「認知症ケア加算２」に対応した研修　認知症高齢者の看護実践に必要な知識

これからの看護の展望～あらゆる場で看護の力を発揮できる看護職の育成～

保健指導ミーティング、新任期保健指導ミーテンング及びファシリテーター実践研修

１．分類別研修一覧

「訪問看護eラーニング」活用による訪問看護師養成講習会



研修№ 研修名 研修日 研修時間 定員 申込期間

参照
ペー
ジ

分類3　看護管理者が地域包括ケアシステムを推進するための力量形成に向けた継続教育

認定看護管理者・看護管理者・これからの看護管理を担う人々を対象とした研修

38 9/21（土） 10:00～16:00 80 8/24～9/7 10

50 看護職の労務管理 11/17（日） 10:00～16:00 60 10/19～11/2 12

分類4　専門能力開発を支援する教育体制の充実に向けた継続教育

施設内教育におけるJNAラダー活用のための研修

2 ★ DVD研修　看護師のクリニカルラダー（普及用） 4/20（土） 13:30～16:00 40 3/23～4/6 7

教育担当者・教育委員対象研修

10 新人看護職員多施設合同研修　実地指導者対象研修 6/7（金）～9/21（土） 4日間 150 5/13～5/25 17

13 新人看護職員多施設合同研修　教育担当者対象研修 6/28（金）～10/6（土） 4日間 100 5/13～5/25 17

14 新人看護職員多施設合同研修　研修責任者対象研修 6/28（金）～10/6（土） 3日間 40 5/13～5/25 18

35 保健師助産師看護師実習指導者講習会 9/9（月）～11/28（木） 40日間 40 7/8～7/19 19

57 2020年　2/22（土） 9:00～12:00 50 1/27～2/7 13

45 認知症対応力向上研修 11月頃　調整中 3日間 30 ― 30

73 喀痰吸引等研修事業介護施設等看護師等研修 6/11（火） 13:30～16:30 100 別途通知 ―

31 ★ 都道府県看護協会における継続教育のプログラム開発 8/31（土） 13:30～16:00 9

分類5　資格認定教育

認定看護管理者教育課程

6 ファーストレベル 5/17（金）～8/9（金） 9:30～16:30 50 2/8～2/19 20

11 セカンドレベル 6/19（水）～12/6（金） 9:30～16:30 40 3/8～3/19 23

その他

看護研究

1 看護研究の基本 4/13（土）・4/21（日） 10:00～16:00 50 3/15～3/29 7

4 論文・レポートのまとめ方 5/11（土） 10:00～16:00 100 4/10～4/27 7

7 5/18（土）～7/20（土） 3回 7グループ 4/10～4/27 7

21 【新】査読の視点を学ぶ 7/15（月　祝） 9:00～12:00 50 6/15～6/29 8

16 【新】事例研究とは 調整中 10:00～16:00 100 ― ―

新人対象研修

3 新人看護職員多施設合同研修　新人看護師対象研修 4/25（木）～8/29（木） 5日間 150 4/3～4/13 16

27 新人看護職員多施設合同研修　新人助産師対象研修
8/17（土）～

2020年2/15（土）
6日間 20 7/8～7/22 18

看護職が働き続けられる職場づくり推進活動（労働環境改善）

36 看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ 9/11（水） 9:30～16:00 100 8/1～8/23 25

56 2020年　2/15（土） 13:30～16:00 100 1/6～1/31 25

59 夜勤･交代制勤務環境改善フォーラム 2020年　3/7（土） 13:30～16:00 100 1/31～2/21 25

看護力再開発講習会

17 基本コース　看護力再開発講習会 第１回 7/5（金）～7/30（火） 7日間 30 開催初日の2週間前 26

54 基本コース　看護力再開発講習会 第２回
2020年

1/17（金）～2/14（金）
7日間 30 開催初日の2週間前 26

68～
70

看護基礎技術コース（演習） 第1回～３回
8/19（月）

9/3(火)・9/18（水）
半日 10 開催日の1週間前 26

学会

55 第36回　香川県看護学会
2020年

1/26（日）
9:00～15:00 500 12/21～1/11 13

行事

5 「看護の日・看護週間」記念講演会 5/12（日） 13:00～15:00

★ 日本看護協会提供のオンデマンド、DVD研修　　　【新】　新企画研修

香川県看護協会ホームページをご覧ください

看護職のワーク・ライフ・バランス推進フォローアップ・ワークショップ

臨床研究を完成させてみよう～自分のペースに合ったサポートで～

平成30年度保健師助産師看護師実習指導者講習会フォローアップ

【新】医療法務弁護士が提案する暴言暴力ハラスメントから職員を守る段階的対応



研修
№

研修名
研修
日時

定
員

主なねらい
【主な対象等】

主な内容
【JNAラダー特記事項】

参加費
備考

申込
期間

4月開催

1 看護研究の基本
4/13（土）
4/21（日）

10:00～16:00
50

研究計画に欠かせない研
究デザインや研究倫理等
の基本的な考え方を学ぶ

【希望者】

臨床研究とは/研究計画書の構成/テー
マの絞り込み/研究課題と研究デザイ
ン/文献の種類と検索方法/研究におけ
る倫理的配慮

【受講料金】
会員
　6,000円+税
非会員
 12,000円+税

3/15
～

3/29

4
★DVD研修
看護師のクリニカルラダー
（普及用）

4/20(土)
13:30～16:00

40

3
新人看護職員多施設合同研修

新人看護師対象研修

4/25（木）
～

8/29（木）
150

5月開催

4 論文・レポートのまとめ方
5/11（土）

10:00～16:00
100

論文・レポートのまとめ
方の基本的なルールにつ
いて学ぶ
【希望者】

研究における発表/論文・抄録・レ
ポートの書き方/表記上のルール

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

4/10
～

4/27

5
「看護の日・看護週間」
 記念講演会

5/12（日）
13:00～15:00

6 ファーストレベル
5/17（金）～
8/9（金）

50

7

臨床研究を完成させてみよ
う
～自分のペースに合ったサ
ポートで～

5/18（土）
6/22（土）
7/20（土）
9:00～12:00

7
グ
ル
ー

プ

各自の研究の個別指導を
受け、研究論文を完成さ
せる

【希望者、「看護研究の基本」を
受講していることが望ましい】

個別指導による研究論文の完成

【全日程受講料
金】
会員9,000円+税
非会員
   18,000円+税

4/10
～

4/27

8 訪問看護入門研修

5/25（土）
9:00～16:00
6/1（土）

13:00～16:00

30

訪問看護入門プログラム
により訪問看護活動に要
する基礎知識や基礎技術
を学び、訪問看護への興
味と意欲を高める

訪問看護概論/基礎技術/事例検討/グ
ループワーク

【受講料金】
学生
　無料
会員
　4,500円+税
非会員
　9,000円+税

4/10
～

4/27

6月開催

9

【JNAラダーレベルⅢ到達のための

研修】

ケアに活かす画像の知識
～読める・わかる・
ケアにつながる～

6/1（土）
9:30～12:00

100

現場でよく見る画像につ
いて理解し、根拠に基づ
く看護ケアの方法を学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

胸腹部写真・CTの見方/頭部CT・MRI等
の見方/見落としてはいけない画像
（症例）の観察ポイント

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ニーズをとら
える力（身体面）」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

5/2
～

5/18

10
新人看護職員多施設合同研修

実地指導者対象研修
6/7（金）～
9/21（土）

150

11 セカンドレベル
6/19（水）

～
12/6（金）

40

12

【JNAラダーレベルⅢ到達のための

研修】

【新】
小児の虐待
～気づきますかこどもから
のSOS～

6/23（日）
13:30～16:00

50

虐待のサインに気づき、
適切な対応や連携方法に
ついて学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

小児虐待とフィジカルアセスメント/
時代背景にそった事例をもとにした判
断と初期対応/多職種連携の必要性

【JNAラダー4つの力のうち、特に「ニーズをとらえ
る力（身体面）」協働する力（チームでの協力」と
の関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

5/25
～
6/8

13
新人看護職員多施設合同研修

教育担当者対象研修
6/28（金）～
10/6（日）

100

14
新人看護職員多施設合同研修

研修責任者対象研修
6/28（金）～
10/6（日）

40

2．月別研修

詳細については、ホームページでお知らせします

P(　　　17 　　)参照

P(　　　17　　　)参照

P(　　　18　　　)参照

詳細については、ホームページでお知らせします

P(　　16　　)参照

P(　　　20　　　)参照

P(　　　23　　　)参照



研修
№

研修名
研修
日時

定
員

主なねらい
【主な対象等】

主な内容
【JNAラダー特記事項】

参加費
備考

申込
期間

15

★ＤＶＤ研修
「急性期看護補助加算・看
護補助加算」対応研修
看護補助者の活用推進のた
めの看護管理者研修　改訂
版2018

6/29（土）
10:00～16:00

100

効率的な業務運営と良質
な看護サービスの提供を
目的とした看護補助者の
業務範囲や教育および就
労支援について理解し、
自施設における看護補助
者体制整備の一助となる

【看護管理者】

看護補助者の活用に関する制度の理解
/看護職員との連携と業務整理/看護補
助者の雇用形態と処遇等/看護補助者
の育成・研修・能力評価/看護補助者
体制整備に関する課題に対する対策案
の作成

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

5/25
～
6/8

60
～
67

訪問看護推進研修会
6/29（土）～
12/14（土）

30

7月開催

17
看護力再開発講習会
基本コース
 第１回

7/5（金）
～

7/30（火）
30

18

【JNAラダーレベルⅢ到達のための
研修】

看護倫理

7/6（土）
10:00～16:00

80

倫理的ジレンマから倫理
的問題や課題を明確に
し、説明できる

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

看護実践における倫理、倫理的ジレン
マとは/看護職が直面する倫理的問
題、看護の社会的責務/倫理問題に対
する意思決定支援/看護業務基準/倫理
綱領/事例検討

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「意思決定を支
える力（倫理）（意思決定支援）」との関連が深い
研修】

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

6/8
～

6/22

19
「訪問看護eラーニング」活
用による訪問看護師養成講
習会

7/6（土）
～

11/30（土）
30

20
これからの看護の展望
～あらゆる場で看護の力を
発揮できる看護職の育成～

7/14（日）
13:30～16:30

150

あらゆる場、あらゆる人
に対する良質な看護提供
に向け、看護職が役割拡
大していくための示唆を
得る。

【すべての看護職】

看護の将来ビジョン/地域包括ケア/働
き方改革/看護職の役割拡大と人材育
成/特定行為研修制度、ナースプラク
ティショナー（仮称）制度等

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

6/15
～

6/29

21
【新】
査読の視点を学ぶ

7/15
（月・祝）
9:00～12:00

50

査読の質を高めるための
査読の視点について学ぶ

【看護研究の指導者、看護管理
者】

査読とは/査読のマナー/査読の視点/
査読の質を高めるために/演習

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

6/15
～

6/29

22

★災害支援ナースの
第一歩
災害看護の基本的知識
*災害支援ナース養成研修（基礎
編）となります

7/18（木）
7/19（金）
9:30～16:30

50

看護専門職の災害時支援
者として必要な基礎知識
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

災害医療の基礎知識/災害時に求めら
れる看護支援活動/災害サイクル別疾
病構造と看護/災害時の心理変化とこ
ころのケア/災害時の保健師の役割と
災害支援ナースとの連携/看護協会の
災害時看護支援活動/災害支援ナース
としての活動の実際

【受講料金】
会員
　5,700円+税
非会員
　8,600円+税

6/13
～

6/26

23

【新】
地域包括ケアにおける
地域マネジメント
～多職種協働チームの
多様なデザインとは～

7/21（日）
9:00～12:00

100

地域のコミュニティムー
ブメントを起こすために
医療者は何をすべきか、
多職種協働でするべきこ
とを学ぶ

【すべての看護職】

なぜいま地域包括ケアシステムか/慢
性疾患ケアのためのコアコンピタンス
/多職種協働の地域マネジメントとは/
共生のまちづくり

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

6/22
～
7/6

24

【JNAラダーレベルⅢ到達のための

研修】

【新】
AYA世代のがん看護

7/27（土）
13:30～16:30

100

AYA世代のがん患者の特
徴や多様な価値観を理解
し、患者が自分らしく生
きるための支援について
学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

ＡＹＡ世代の身体、心理社会的特徴/
ＡＹＡ世代の現状/心理社会的側面/意
思決定支援や個別ニーズに応じた支援
の現状/診断時、治療期、終末期それ
ぞれの時期のアプローチ/親から子ど
もへのがんの伝え方に対する支援

【JNAラダー4つの力のうち、特に「意思決定を支え
る力（意思決定支援）」「ニーズをとらえる力（身
体面　生活）」「協働する力（チームでの協働）」
との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
 3,000円+税
非会員
 6,000円+税

6/29
～

7/13

P(　　　29　　　)参照

P(　　　27　　)参照

P(　　　26　　)参照



研修
№

研修名
研修
日時

定
員

主なねらい
【主な対象等】

主な内容
【JNAラダー特記事項】

参加費
備考

申込
期間

8月開催

25

【JNAラダーレベルⅡ到達のための

研修】

感染Ⅰ
ベッドサイドの感染対策

8/4（日）
9:30～12:30

100

ベッドサイドで必要な感
染防止の考え方と方法に
ついて学ぶ

【JNAラダーレベルⅡ到達を目指
す看護師(レベルⅠの看護師が、
レベルⅡ到達を目指し受講する研
修）】

医療関連感染等の防止策/リスクの高
い場面/スタッフが感染のリスクを認
識し行動するための具体的な方法

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ケアする力
(感染)」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

7/6
～

7/20

26
災害支援ナース
新規登録者研修

8/7（水）
または

8/8（木）
50

27
新人看護職員多施設合同研修

新人助産師対象研修

8/17（土）
～

2020年
2/15（土）

20

68
～
70

看護力再開発講習会
看護基礎技術コース（演
習） 第1回～３回

8/19（月）
9/3(火)

9/18（水）
10

29

【JNAラダーレベルⅢ到達のための
研修】

がん患者の感情表出を促す
コミュニケーションスキル

8/24（土）
13:30～16:30

60

がん患者の感情表出を促
すコミュニケーションス
キルについて学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

ＮＵＲＳＥ（がん患者の感情表出を促
すコミュニケーション）/がん患者と
家族とのコミュニケーションに必要な
スキル/価値観・信念・信条・ＱＯＬ
を尊重するコミュニケーション方法
（ロールプレイ等）

【JNAラダー4つの力のうち、特に「ニーズをとらえ
る力（精神面)」「協働する力（コミュニケーショ
ン）」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

7/27
～

8/10

30

【JNAラダーレベルⅣ到達のための

研修】

看護に活かそう臨床推論
～患者の病態予測をケアに
いかす～

8/31（土）
13:30～16:00

100

臨床推論を学び、ベッド
サイドにおける予測的な
判断力を習得する

【JNAラダーレベルⅣ到達を目指
す看護師(レベルⅢの看護師が、
レベルⅣ到達を目指し受講する研
修）】

臨床推論の基礎知識と進め方/事例を
もとに推論できる視点と方法　＊臨床
推論とは問診と基本的な診察などの情
報から疾病を推察すること

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ケアする力
（ケアの改善・ケアの提供）」「ニーズをとらえる
力（身体面）」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

8/3
～

8/17

31
★都道府県看護協会におけ
る継続教育のプログラム開
発

8/31(土）
13:30～16:00

10

都道府県看護協会および
各支部における教育委員
の役割と、具体的な研修
企画・運営・評価の方法
を理解できる

【都道府県看護協会教育担当者、
教育委員】

日本看護協会における継続教育事業の
取り組み/医療看護を取り巻く現状/都
道府県看護協会教育委員の役割と活動

検討中

P(　　　18　　)参照

P(　　　26　　)参照



研修
№

研修名
研修
日時

定
員

主なねらい
【主な対象等】

主な内容
【JNAラダー特記事項】

参加費
備考

申込
期間

9月開催

32
災害支援ナース
フォローアップ

9/6（金）
13:30～16:30

50

災害現場における
　　　Do no harm

【災害支援ナース登録者】

災害支援ナースとして現場における支
援者としてのあり方を学ぶ/被災者に
害を与えない（Do no harm）話の聞き
方/被災地における危険な地域での活
動の実際（世間と医療者間のギャップ
等）について

【受講料金】
会員のみ
　1,500円+税

8/19
～

8/23

33
糖尿病重症化予防
「フットケア」研修

9/7（土）
9/8（日）
9/9（月）

40

34
【新】
法的観点からの看護記録の
あり方

9/7（土）
9:00～12:00

150

看護記録における法的根
拠を理解し、正しい看護
記録のあり方を学ぶ

【病院/施設/訪問看護ステーショ
ンの看護職員】

看護記録の法的根拠/看護記録の裁判
事例/看護記録の開示/看護記録の改ざ
ん

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

8/10
～

8/25

35
保健師助産師看護師実習指
導者講習会

9/9（月）
～

11/28（木）
40日間

40

36
看護職のワーク・ライフ・
バランス推進ワークショッ
プ

9/11（水）
9:30～16:00

100

37

【JNAラダーレベルⅡ到達のための
研修】

　

一般病棟における
せん妄予防対策

9/14（土）
9:30～12:30

100

看護職に必要なせん妄の
知識を理解し、患者との
関わり方を学ぶ

【JNAラダーレベルⅡ到達を目指
す看護師(レベルⅠの看護師が、
レベルⅡ到達を目指し受講する研
修）】

一般病棟で気になる精神症状の基礎知
識/せん妄の予防対策/せん妄患者の関
わり方/ケアの実際

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ニーズをとら
える力(精神面)」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

8/17
～

8/31

38

【新】
医療法務弁護士が提案する
暴言暴力ハラスメントから
職員を守る段階的対応

9/21（土）
10:00～16:00

80

良好な職場環境づくりの
ために、組織としてのあ
るべき姿勢と対応を理解
し、予防と段階的対応に
ついて学ぶ

スタッフ、家族からの苦情・クレーム
の行動タイプとそれに至る背景/暴言
暴力、ハラスメントの段階的対応

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

8/24
～
9/7

39

★「認知症ケア加算２」に
対応した研修

認知症高齢者の看護実践に
必要な知識

9/26（木）
9/27（金）
9:30～16:30

100

国の政策や医療の現状を
理解するとともに、入院
中の認知症高齢者を適切
にケアするための基本的
な知識を学ぶ

【看護師（認知症ケア加算2の施

設基準に準ずる）】

認知症高齢者の医療の現状と国の取り
組み/認知症に関する原因疾患と病
態・治療/認知症高齢者の基本的な捉
え方/認知症高齢者に有用な情報収集
とケアの方法/認知症高齢者の在宅移
行に向けた情報共有と実際/認知症高
齢者に効果的な院内デイケアと入院中
の安全確保の実際/認知症患者に対す
る倫理的配慮と家族への意思決定支援
/身体拘束に対する捉え方とケア創造
への取り組み（演習を含む）

【受講料金】
会員
　5,700円+税
非会員
　8,600円+税

8/10
～

8/26

P(　　　19　　)参照

P(　　　25　　)参照

P(　　　15　　)参照



研修
№

研修名
研修
日時

定
員

主なねらい
【主な対象等】

主な内容
【JNAラダー特記事項】

参加費
備考

申込
期間

10月開催

40
【新】
医療事故当事者への支援

10/12(土)
9:00～12:00

100

予期せぬ事故発生時に事
故当事者をどのように支
援するかを学び、当事者
が孤立することなく、
チームで支える体制をつ
くる

【看護管理者/希望者】

看護職と医療事故/なぜ支援が必要か/
当事者の心理反応/当事者の支援のポ
イント/当事者以外への支援/組織とし
てのフォロー体制

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

9/14
～

9/28

41

【JNAラダーレベルⅢ到達のための

研修】

心不全の理解と看護のポイ
ント

10/12（土）
10:00～16:00

100

心不全の病態を理解し、
心不全の慢性期・末期・
終末期の看護のポイント
と在宅等への移行支援に
ついて学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

心不全の病態生理と治療/心不全を繰
り返す患者への看護/末期心不全の患
者への看護/在宅療養に向けての支援
と連携の実際（心臓リハビリテーショ
ンを含む）/演習

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ニーズをとら
える力(身体面)」「協働する力（地域を見る視
点）」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

9/14
～

9/28

42

【JNAラダーレベルⅢ到達のための
研修】

【新】
地域包括ケア時代の看護師
の役割
～スタッフナースが取り組
む支援～

10/19（土）
10:00～16:00

100

地域包括ケア時代におけ
る看護師の役割を学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

在宅移行支援のプロセス/アドバンス
ケアプランニング/協働して取り組む
入退院支援・意思決定支援・看取り支
援/多職種カンファレンス/外来・病
棟・訪問看護に求められる役割/認知
症の人の意思決定を支援するガイドラ
イン

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「協働する力
（チームでの協働)(地域をみる視点)」「意思決定
を支える力(意思決定支援）」との関連が深い研
修】

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
 　6,000円+税

9/21
～

10/5

43

【JNAラダーレベルⅢ到達のための

研修】

フィジカルアセスメント
～急変の予測と急変時対応
～

10/26（土）
10:00～16:00

50

急変を予測するための視
点や急変時における対応
やリーダーシップについ
て学ぶ。

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

フィジカルイグザミネーション/急変
の兆候とアセスメント/急変時の呼
吸・循環・意識レベルの把握/ケアの
優先度と対応/急変時のリーダーシッ
プ等

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ニーズをとら
える力（身体面）」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

9/28
～

10/12

44
准看護師
ステップアップ研修

10/27（日）
13:30～16:30

10

看護師学校養成所２年課
程及び通信制の概要、資
格を取得するための方法
について情報を得る。日
本看護協会の施策、医療
の動向からキャリアアッ
プを含めた今後の展望を
学ぶ

【准看護師】

准看護師制度と医療の動向　/准看護
師通信制進学者に対する奨学金制度の
説明/看護師学校養成所2年課程（通信
制）情報提供、個別相談/進学体験発
表

検討中

9/28
～

10/12



研修
№

研修名
研修
日時

定
員

主なねらい
【主な対象等】

主な内容
【JNAラダー特記事項】

参加費
備考

申込
期間

11月開催

45 認知症対応力向上研修
11月～

12月　未定
30

46 中堅助産師研修
11月頃
未定

13:00～16:00
40

47

【JNAラダーレベルⅡ到達のための

研修 】

【新】
「口から食べる」を支える

11/2（土）
10:00～16:00

100

摂食嚥下のケアを学び、
QOLを高められる方法を
学ぶ

【JNAラダーレベルⅡ到達を目指
す看護師(レベルⅠの看護師が、
レベルⅡ到達を目指し受講する研
修）】

食べるプロセスとメカニズム/摂食・
嚥下障害の評価/食べるための段階的
アプローチ（演習を含む）

【JNAラダー4つの力のうち、特に「ニーズをとらえ
る力（身体面・ケアの受け手の全体像）」との関連
が深い研修】

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

10/5
～

10/19

48

★「認知症ケア加算２」に
対応した研修

認知症高齢者の看護実践に
必要な知識

11/7（木）
11/8（金）
9:30～16:30

100

国の政策や医療の現状を
理解するとともに、入院
中の認知症高齢者を適切
にケアするための基本的
な知識を学ぶ

【看護師（認知症ケア加算2の施
設基準に準ずる）】

認知症高齢者の医療の現状と国の取り
組み/認知症に関する原因疾患と病
態・治療/認知症高齢者の基本的な捉
え方/認知症高齢者に有用な情報収集
とケアの方法/認知症高齢者の在宅移
行に向けた情報共有と実際/認知症高
齢者に効果的な院内デイケアと入院中
の安全確保の実際/認知症患者に対す
る倫理的配慮と家族への意思決定支援
/身体拘束に対する捉え方とケア創造
への取り組み（演習を含む）

【受講料金】
会員
　5,700円+税
非会員
　8,600円+税

9/26
～

10/7

49

保健指導ミーティング、新
任期保健指導ミーテンング
及びファシリテーター実践
研修

11/14（木）
13:30～16:30

60

新任期保健師は、自らの
事例を語り、課題を共有
し個別支援能力を高め
る。
中堅期保健師は、ファシ
リテーター実践研修によ
り中堅期に求められる支
援者としての技能を身に
つける

【新任期保健師、ファシリテー
ター研修を受講した中堅期保健
師】

事例/対象のとらえ方/個別支援/保健
指導のスキルアップ/ネットワーク構
築

【受講料金】
無料
駐車料金有料

9/13
～

10/4

50 看護職の労務管理
11/17（日）
10:00～16:00

60
看護職の労務管理につい
て学び、働きやすい職場
環境をつくる

働き方改革/労働法の理解とその活用
法/労務管理の問題対応方法 (労働時
間管理等）

【受講料金】
会員
　 3,000円+税
非会員
　 6,000円+税

10/19
～

11/2

12月開催

51
香川県保健医療の
現状と課題（仮）

12月～1月頃
未定

100

香川県保健医療の動向に
ついて最新の情報を得
て、看護管理に活用する

【すべての看護職】

我が国の医療を取り巻く状況/香川県
の医療を取り巻く状況/地域医療構想
の実現/在宅医療の推進/その他の主な
医療政策

未定 ―

52

【JNAラダーレベルⅢ到達のための

研修】

感染Ⅱ
薬剤耐性菌対策

12/7（土）
9:30～12:30

80

薬剤耐性菌を理解し、感
染防止対策について学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

耐性菌について/ワンヘルスとは/問題
になっている、問題になりつつある耐
性菌/抗菌薬・感染防止対策について/
アウトブレイク時の対応

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ケアする力
(感染)」「協働する力（チームでの協働）」との関
連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

11/9
～

11/22

検討中

P(　　　30　　)参照



研修
№

研修名
研修
日時

定
員

主なねらい
【主な対象等】

主な内容
【JNAラダー特記事項】

参加費
備考

申込
期間

1月開催

53

【JNAラダーレベルⅣ到達のための

研修】

【新】
がん患者の就労支援

2020年
1/11（土）
9:30～12:00

80

がんサバイバーの治療と
仕事の両立について現状
を理解し、地域で暮らす
ために看護師として取り
組む支援について予測的
判断力をもち看護実践が
できる

【JNAラダーレベルⅣ到達を目指
す看護師(レベルⅢの看護師が、
レベルⅣ到達を目指し受講する研
修）】

がんサバイバー治療と仕事の両立につ
いての現状と課題/妊孕性温存、アピ
アランスケア、就労支援など/患者、
家族への支援の実際

【JNAラダー4つの力のうち、特に「協働する力
（チームでの協働・地域をみる視点）」「意思決定
を支える力（意思決定支援）」「ニーズをとらえる
力（身体面）」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

12/14
～

12/27

54
看護力再開発講習会
基本コース
第２回

2020年
1/17（金）～
2/14（金）

30

55
第36回
香川県看護学会

2020年
1/26（日）
9:00～15:00

500

2月開催

56
看護職のワーク・ライフ・
バランス推進フォローアッ
プ・ワークショップ

2020年
2/15（土）

13:30～16:00
100

57
平成30年度保健師助産師看
護師実習指導者講習会フォ
ローアップ

2020年
2/22（土）
9:00～12:00

50
1/27
～
2/7

58

【JNAラダーレベルⅢ到達のための

研修】

褥瘡・スキンテア
～皮膚のトラブルのケア～

2020年
2/23（日）
9:30～12:00

80

患者の状態や年齢に合わ
せた観察方法や新たな皮
膚損傷をつくらないため
の技術について学ぶ

【JNAラダーレベルⅢ到達を目指
す看護師(レベルⅡの看護師が、
レベルⅢ到達を目指し受講する研
修）】

皮膚の構造/スキンテアとは/予防ケア
と発生時対応

【JNAラダー4つの力のうち、特に　「ケアする力
(ケアの改善)」との関連が深い研修】

【受講料金】
会員
　1,500円+税
非会員
　3,000円+税

1/25
～
2/8

3月開催

59
夜勤･交代制勤務環境改善
フォーラム

2020年
3/7（土）

13:30～16:00
100 P(　　　25  　　)参照

詳細については、ホームページでお知らせします

P(　　　26 　　)参照

詳細については、ホームページでお知らせします

P(　　　25 　　)参照



1) 目　的 医療安全の質の向上と安全の確保を目的とし、医療安全管理業務を遂行するために

必要な知識・技術・態度を習得し、組織における医療安全を推進する。

2) 目　標 （１）医療安全対策の動向や関連法規・制度を学び、医療機関等における医療安全

　 管理者としての役割と責務を理解する。

（２）医療安全管理者として専門的・基本的知識と技術を習得する。

（３）医療安全管理者の業務を理解し、組織の医療安全管理体制を機能させる為の

　　方法がわかる。

3) 主　催

4) 開催期間 2019年8月～11月の7日間（プログラムについては別途ホームページで案内）　

5) 会　場 公益社団法人香川県看護協会研修センター

6) 受講資格 （１）医療安全管理者養成研修の未受講者で所属施設において医療安全管理者の

（２）全日程 ７日間を受講できる者

（３）会員・非会員を問わない。

7) 修了証

※本研修は、社会保険診療報酬「医療安全対策加算」算定要件内の「医療安全対

　策に係る適切な研修」に該当する。

8) 受講料金 会員37,800円　非会員75,600円 

駐車料金 会員300円／日　非会員600円／日

9) 申込期間 2019年6月14日（金）～6月28日（金）

10) 申込方法 “KNAキャリアアップかがわ”からの申込、研修参加申込書による申込

11) 個人情報の取扱いについて

本会の個人情報保護方針及び規定に基づき、個人情報の取得・利用を適切に

おこないます。

3.　医療安全管理者養成研修

  任にある者、または、今後、医療安全管理者の任を担う者

全日程・全プログラムを受講した者に修了証を発行する。

公益社団法人香川県看護協会



月 日 時　間 テーマ ねらい 内　　容

13：00
　～

14：00

講義1
糖尿病患者の療養を支えるフットケ
ア

患者の糖尿病や足の状態を捉えると共に
セルフケア状況までをも含めた評価を
行ったうえで、その患者に適したフット
ケアの方法を考え、継続的に実践してい
くセルフケア支援のプロセスである。こ
のような糖尿病患者へのフットケアの意
義を理解する

糖尿病患者の足への関心/足の状態を共通理解するための働き
かけ/足を見る、足に触れるということ/足を見るのを促す　足
に触れるのを促すということ/足のケアを通して患者の生活の
理解する/療養を支えるフットケア～継続する大切さ～/チーム
医療における看護師が行うフットケアの意味

14：10
　～

16：10

講義2
糖尿病患者の足病変
　病態生理から治療まで

糖尿病患者の足病変、病態生理、治療、
検査について理解する

糖尿病足病変の病態生理/糖尿病神経障害の検査/血流障害の検
査/糖尿病足病変の治療

16：20
　～

16：50

講義3
糖尿病患者のフットケアのためのア
セスメント①

糖尿病患者の足の状況、全身状態、生活
状況、セルフケア状況を理解し、患者の
足の状態と取り巻く状況を含めてリスク
をアセスメントできる

アセスメントとは/記録用紙の使い方と意味/糖尿病患者のハイ
リスク評価/足の状態を捉える/全身状態を捉える/セルフケア
状況の把握/生活状況を捉える

9：00
　～

10：00

講義3
糖尿病患者のフットケアのためのア
セスメント②

同上 同上

10：10
　～

12：10

演習1
糖尿病患者のフットケアのためのア
セスメント

糖尿病患者へのフットケアにおける足の
状態をアセスメント及び、足病変のリス
ク評価の技術を学ぶ

デモストレーション/参加者がペアとなり演習

13：00
～

13：30

講義4
糖尿病患者のフットケアのためのア
セスメント③

アセスメントの統合と足病変リスク評価
に伴う課題抽出過程を理解する

アセスメントの統合/足病変のリスク評価/課題の抽出過程の解
説

13：30
～

15：00

講義5
フットケアの実際
　予防のためのセルフケア支援

糖尿病患者がおかれている状況やリスク
の評価を基に、その患者に適したセルフ
ケア支援のつながるフットケア実践を学
ぶ

予防のための方法（清潔を保つ　感染を防ぐ　蒸れを防ぐ　圧
迫、ずれを避ける）

15：10
　～

15：30

演習2
事例分析と評価①

事例を把握し、フットケア計画の立案に
つなげることができる

事例紹介、リスクの評価と問題点の抽出を行う

15：30
～

16：30

演習3
フットケアの実際
　予防のためのセルフケア支援①

糖尿病患者へのフットケアの予防のため
のセルフケア支援技術を経験し、身につ
ける

デモストレーション
（患者の足を観る、触れる/アセスメントをする/必要なケア内
容を検討する/処置を行う/セルフケアに向けての支援
演習

9：00
～

10：20

演習3
フットケアの実際
　予防のためのセルフケア支援②

同上 同上

10：30
～

12：30

演習4
事例分析と評価②
　アセスメントと問題点の抽出

足病変のハイリスク状態にある糖尿病患
者の事例を通してフットケア計画を立案
する－アセスメントから問題点の抽出が
できる

事例検討
（グループでディスカッションと全体討議）

13：20
～

15：20

演習5
事例分析と評価③
　ケア計画立案

足病変のハイリスク状態にある糖尿病患
者の事例を通してフットケア計画を立案
する－看護問題から課題とフットケア方
法を決定する

事例検討
（グループでディスカッションと全体討議）

15：30
～

16：30

演習6
今後の糖尿病重症化予防（フットケ
ア）の活動に向けて～自施設におけ
る今後の活動計画～

自施設において、フットケアを実践する
ための方略を考える

自施設における今後のフットケアの活動計画を立てる

テキスト
（必須）

「糖尿病看護フットケア技術（第３版）」日本看護協会出版会　＊第2版をお持ちの方はそれもご持参ください。
「糖尿病療養指導ガイドブック201８」メディカルレビュー社　　＊テキストは事前に読んでおいてください。

４．糖尿病重症化予防「フットケア」研修

１）　日　　程　　2019年9月7日（土）～9日(月）
２）　受講対象　　糖尿病患者の看護に従事した経験を5年以上もち、3日間の全日程に参加可能でかつ所属長が推薦する者
３）　定　　員　　40名程度
４）　申込期間　　2019年7月13日（土）～7月27日（土）　詳しくは香川県看護協会ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　申込み用紙はホームページからダウンロードし、期間内に郵送してください。
５）　受講料金　　（税込）会員21,600円　香川県看護協会非会員37,800円
　　　駐車料金　　（3日分）会員900円　香川県看護協会非会員1,800円
６）　修 了 証　  この研修は糖尿病合併症管理料に関する施設基準の適切な研修の要件を満たすものであり、修了証を発行します。
７）　プログラム                                                        ※研修内容については、変更になる場合があります。

9/7
（土）

9/8
（日）

9/9
（月）

研修生の
準備物品

爪切り用ニッパー（直）、フットケア用ゾンデ（爪のわき、皮膚との間をきれいにする道具）、タオル２枚、ガラス製爪やすり、5.07モノフィラ
メント、打鍵器、１２８Hz音叉、ディスポ手袋、ディスポエプロン、マスク、ウエットティッシュ（足ふき用）、アルコール綿、鉛筆、紙用ハサ
ミ、竹串1本、メジャー（足測定）、ゴミ袋、保湿クリーム、（あれば角質削り）
＊爪切りを行いますので、各自両足の爪を伸ばしてきてください。角質、胼胝等の足の手入れはせずにご参加ください。



新人看護職員、新人保健師、新人助産師が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施すること

　 により看護の質の向上及び早期離職防止を図る。

2) 受講料：無料

　 駐車料金：会員300円/日、非会員600円/日

3) 申込期間内に所定の申込書(香川県看護協会ホームページからダウンロード)に入力しメールで提出

1)

2) 免許取得後、初めて就労する保健師、助産師、看護師、及び准看護師

3)

プログラム

研修日時 時間数

4月25日（木)
9:30～11:20

2

4月25日（木)
11:30～12:30

1

4月25日（木)
13：30～16：30

3

5月16日（木）9:30～
12:30

3

5月16日（木)
13：00～16：00

3

6月20日（木)
9:30～12:30

3

6月20日（木)
13:30～15：30

2

6月20日（木)
15:40～16:30

1

④
7月24日（水)
9:30～16：30 6

8月29日（木)
9:30～15:30

5

8月29日（木)
15:30～16:30

1

(Ｅ-ｍail  k-kango@smile.ocn.ne.jp)

◆新人看護師対象研修

目 的 「新人看護職員研修ガイドライン」の到達目標の習得に向けて、新人看護職員が臨床実践能力を高め、生涯にわ
たって自己研鑽する礎をつくる。

申 込 期 間 4月3日(水)～4月13日(土)

５．新人看護職員多施設合同研修　(受託予定）

1) 目 的

受 講 対 象

参 加 費

受 講 手 続 き

新人看護職員とは、主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師、及び准看護師をいう。

研修№ テーマ 内容

①

専門職業人
看護協会の役割と機能/医療・看護の動向/看護専門職とは/多様な働き方/WLB/生
涯学習とキャリアアップ

先輩看護師からのメッセージ
先輩ナースから新人看護師への期待、希望、キャリアアップ、目標など新人看護
師へのメッセージやエール

看護実践の中の倫理
患者の権利/看護者の倫理綱領/看護の中にある倫理とは事例を通して倫理的視点
を養う/演習

②

院内感染防止の基礎知識
院内感染とは、感染経路/院内感染対策/スタンダードプリコーション・マキシマ
ルバリアプリコーション/職業関連感染とその対策/演習

ストレスへの対処
ストレスとは、ストレスの要因/リアリティショック/ストレスチェック/適切な
ストレスの対処方法

③

病院における医療安全管理

看護技術の習得や人間関係、コミュニケーション等今抱えている問題について話
し合、今自分にできることを考える

フィジカルアセスメント
（基礎編）

腹部・脳神経系・呼吸器系・循環器系のフィジカルアセスメント/演習

⑤

急変時の看護
急変時患者の病態生理/急変の予兆・急変時の観察ポイント・フィジカルアセス
メント/救急蘇生の実際

こうありたい1年後の私

3 院内における医療安全管理体制/ヒューマンエラーとは/インシデント・アクシデ
ントレポートの目的と活用/間違えやすい薬剤・リスク薬剤/チームで取り組む医
療安全/事故防止に必要なコミュニケーション

社会人としての情報モラル、
情報管理

情報リテラシー/個人情報保護/医療情報の取り扱い

今できること

1年後こうありたい私と理想の看護、看護への期待、魅力について語る。
【グループワーク】



◆新人指導者対象研修

　【実地指導者対象】

実地指導者とは、新人看護職員に対して、臨床実践に関する実地指導・評価等を行う者

1)到達目標     ①新人看護職員の職場への適応状況を把握し、新人看護職員への基本的な看護技術の指導及び精神的支援

　　　　　　　ができる。

　　　　　　 ②施設の新人看護職員研修計画に沿って、教育担当者、部署管理者とともに部署における新人看護職員の

              個別プログラム立案、実施評価ができる。

プログラム
研修日時 時間数

②
7月12日（金）
9:30～15:30

5

③ 8月で調整中 3

④
9月21日（土）
10:00～16:00

5

　【教育担当者対象】

教育担当者とは、看護部門の新人看護職員の教育方針に基づき、各部署で実施される研修の企画・運営を中心になって

行う者であり、実地指導への助言および指導、また、新人看護職員への指導・評価を行う者。

1）到達目標：①新人看護職員の職場への適応状況を把握し、新人看護職員研修が効果的に行われるよう、実施指導者

　　　　　　　　と新人看護職への指導及び精神的支援ができる。

　　　　　 ②施設の新人看護職員研修計画に沿って部署管理者ととともに部署における新人看護職員研修計画の立

              案と実施評価ができる。

プログラム

研修日時 時間数

②
7月12日（金）
9：30～15：30

5

③
9月15日（日）
13:00～16：00

3

④
10月6日（日）
9:00～12：00

3

1)受講資格　　原則、今後新人看護職員を指導する者で全日程参加できる者。
              1回のみの受講も可能だが参加人数が多い場合調整することもある。

2)申込期間　　5月13日(月)～5月25日(土)

研修№ テーマ 内容等

伝えたいことを伝える力のスキル
アップ

対話の基本姿勢/意思疎通・信頼性など関係性構築のスキル/伝わる説明の要素/
聴く姿勢を引き出すスキル

新人看護師の現状 看護基礎教育の現状/新人看護師の技術習得状況/

10

① 看護組織の教育体制
6月7日（金)
9:30～16:00

5.5
組織の理念と人材育成の考え方/新人看護職員研修ガイドラインの考え方/院内の
教育体制と新人看護職員の研修/実施指導者の役割/看護技術指導と評価

人材育成のための指導・支援方法
教育方法/学習目標/動機づけ/説明・発問・指示/教育評価/社会人学習における
経験学習の支援/集合研修の方法

研修№ テーマ 内容等

13

①
新人看護職員研修における
担当者の役割

6月28日（金)
9:30～16：00

5.5

新人看護職員へのメンタルサポー
ト

新人看護師のストレッサ―/ストレスチェックと評価/コーピング/ラインによる
ケア/ストレスマネージメント

新人看護職員研修ガイドラインに示されている新人看護研修の企画・運営・評価
の考え方/組織が求める新人看護師の育成・組織理念/研修体制の構築/組織体制
と風土づくり/担当者の役割・期待するもの

伝えたいことを伝える力のスキル
アップ

対話の基本姿勢/意思疎通・信頼性など関係性構築のスキル/伝わる説明の要素/
聴く姿勢を引き出すスキル

新人看護職員の自己成長を促す指
導のあり方・人材育成

気づきを引き出し行動を変えるかかわり方/考える力・思考力を伸ばす指導方法/
指導者の暗黙知をどのように伝えるか



　【研修責任者対象】

研修責任者とは、施設及び看護部門の教育方針に基づき、教育担当者・実地指導者及び新人看護職員の研修プログラム

　 の策定・企画・運営に対する指導・助言を行う者

プログラム
研修日時 時間数

②
9月15日（日）
13:00～16：00

3

③
10月6日（日）
9:00～12：00

3

1)

2)

プログラム ※詳細が決まればホームページでお知らせします。

研修日時 時間数

①
8月17(土)

13:00～17:00
4

②
9月14(土)

13:00～17:00
4

③
10月19日(土)
13:00～17:00

4

④
12月7日(土）
13:00～17:00

4

⑤
2020年

1月11日(土)
13:00～17:00

4

⑥
2020年

2月15日(土)
13:00～17:00

4

研修№ テーマ 内容等

◆新人助産師対象研修

目　  　的　　新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施することにより、看護の質の向上及
              び早期離職防止を図る。

目　　　標　　新人助産師の一人ひとりが、
　　　　　　　　①香川県内で楽しく生き生きと働き続けられる仲間づくりができる。
　　　　　　　　②毎回、自己の目標を設定し、終了後は達成状況を明らかにする。
　　　　　　　　③研修に関する予習や復習を徹底し、知識や技術を確かなものとする。
　　　　　　　　④主体的な姿勢で臨み、討論への参加などを通して事象と対峙する姿勢を育む。
　　　　　　　　⑤自身の助産実践能力を発展させるために、めざす助産師像や助産師観を明確にすることができる。

申 込 期 間　　7月8日(月)～7月22日(月)

研修№ テーマ 内容等

新人看護職員へのメンタルサポー
ト

新人看護師のストレッサ―/ストレスチェックと評価/コーピング/ラインによる
ケア/ストレスマネージメント

新人看護職員の自己成長を促す指
導のあり方・人材育成

気づきを引き出し行動を変えるかかわり方/考える力・思考力を伸ばす指導方法/
指導者の暗黙知をどのように伝えるか

14

①
新人看護職員研修における
担当者の役割

6月28日（金)
9:30～16：00

5.5
新人看護職員研修ガイドラインに示されている新人看護研修の企画・運営・評価
の考え方/組織が求める新人看護師の育成・組織理念/研修体制の構築/組織体制
と風土づくり/担当者の役割・期待するもの

27

新人助産師研修ガイダンス　1.0
（助産師のｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ/ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰ）
　
周産期における安全管理　1.0
　
ワークショップ～助産を語る～
2.0
　「めざす助産師像・助産師観」

助産師のクリニカルパス/クリニカルラダー、周産期における安全管理、
めざす助産師像と助産師観、コミュニケーション技術について学ぶ

分娩時の出血への対応　1.5

CTGの判読　1.5
分娩時の出血を中心とした急変時の対応について学ぶ
CTGの判読に関する基礎知識と判読の実際について学ぶ

新生児心肺蘇生法(講義/演習)
3.0

新生児の心肺蘇生法についての講義・演習を通して実践能力を養う

産後の支援を考える
～こんにちは赤ちゃん訪問～
（予定）
新人助産師を終えてのまとめ

こんにちは赤ちゃん訪問（母子訪問）の具体例から、施設から退院する母
子への産後の支援、地域との連携について考える

第20回香川母性衛生学会学術集会
　学術集会参加

検討中

施設見学：香川大学医学部附属病
院
　　　　　（予定）
特定妊婦への支援

施設見学を通して、周産期における継続看護について理解を深める



 

 

 

 

６．保健師助産師看護師実習指導者講習会（受託予定） 

 

１）目  的 看護教育における実習の意義及び実習指導者の役割を理解し、効果的な実習指導

ができるよう必要な知識・技術・態度を修得し、看護教育の充実向上を図る。 

 

２）受講対象（受講資格） 

（1）保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する課程の臨地実習行う施設（病院、診療

所等）で実習指導の任にある者又は将来実習指導者となる予定にある者 

（2）保健師 助産師 看護師等の養成所の教員で実習指導の任にある者 

 上記のいずれかに該当し、かつ原則として保健師、助産師または看護師として 3年以上業

務に従事した者 

 

３）主  催 香川県（受託事業） 

 

４）開催場所 公益社団法人香川県看護協会看護研修センター 

 

５）募集人数 40名（会員・非会員） 

 

６）講習期間 40日間 

 

７）日  程 前期：2019年 9月 9日（月）～  2019年 10月 10日（木）22日間 

      後期：2019年 11月 5日（火）～  2019年 11月 28日（木）18日間 

＊研修時間 原則として月曜～金曜の 9：00 ～ 16：00 

＊研修日が土・日曜日・祝日になる場合もある。 

       ＊日程表は 7月上旬ごろにホームページに掲載する予定。講師等の都合により日

程が変更になる場合もある。 

８）受講料等 

  （1）受講料は無料 

（2）受講にともなう交通費、駐車料金、図書費等については、受講者負担とする。 

（3）駐車料金 香川県看護協会 会員 300円／日 非会員 600円／日 

   ＊徴収期日、支払い方法等は受講決定後に周知する。 

 

９）申込方法 

以下の書類を香川県看護協会に申込期間内に提出する。 

＊書類は、香川県看護協会ホームページからダウンロードする。 

（1）提出書類 

① 申込書 

② 所属長の推薦書 

③ 受講者事前調査 

（2）申込期間 2019年 7月 8日（月）～ 7月 19日（金） 

 

10）受講者の決定 

書類選考で受講者を決定し、8月中旬頃に所属長に通知するとともに受講者に関係書類を送

付する。 

 

11）修了証書の発行 

所定の課程を修了した者には、修了証書を発行する。         



認定看護管理者教育課程 

ファーストレベル 
 

１）概要 

公益社団法人香川県看護協会は、日本看護協会でファーストレベル教育が開始された翌年

1994年に認定看護管理者教育課程ファーストレベルを開講した。その後も認定看護管理者教

育機関として看護管理者の育成を毎年継続し、2018年12月現在におけるファーストレベル修

了者数は1,545名を数え、看護管理者としての資質と看護の水準の向上に努めてきた。 

 

（１）教育目的 

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）到達目標 

①ヘルスケアシステムの構造と現状を理解できる                                    

②組織的看護サービス提供上の諸問題を客観的に分析できる。                           

③看護管理者の役割と活動を理解し、これからの看護管理者のあり方を考察できる。 

  

（３）教育内容及び時間数       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

（公益社団法人日本看護協会認定看護管理者カリキュラム基準【ファーストレベル】より） 

 

上記内容に加え、その他（ガイダンス等）として6時間を設定しファーストレベル教育課程 

全体の総時間数は114時間とする。 

 
 

２）修了要件  

 （１）出席時間数 

各教科目において所定時間の5分の4以上の出席時間数があること。 

 

 （２）教科目の評定結果 

    各教科目レポートの評定を「Ａ（80点以上）」「Ｂ（70～79点）」「Ｃ（60～69点）」

「Ｄ（59点以下）」とし、すべての教科目において「Ｃ（60～69点）」以上を合格、「Ｄ

（59点以下）」は不合格とする。 

 

（３）再評定 

教科目評定が不合格の場合は、1回を限度にレポートを提出し再評定を受けることができ

る。 

  

   

 

 

教 科 目 時 間 数 

ヘルスケアシステム論Ⅰ 15 

組織管理論Ⅰ       15 

人材管理Ⅰ 30 

資源管理Ⅰ 15 

質管理Ⅰ 15 

総合演習 1 18 

合  計 108 



３）応募方法 

研 修 名 2019年度香川県看護協会認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

応募期間 2019年2月 8日(金) ～ 2月19日(火)  ※応募期間内必着 

開催期間 2019年5日17日(金)  ～ 8月 9日(金) 

定  員 50名 

 

受講要件 

①日本国の看護師免許を有する者 

②看護師免許を取得後、実務経験が通算5年以上ある者 

③管理的業務に関心がある者          

提出書類 

Ａ Ｂ ＊Ｃ 

 

 
受講申込書 勤務証明書 小論文 

○ ○ ○ 

＊【提出書類Ｃ】: 事前課題 小論文テーマ 

「質の高い看護を提供するための自部署の課題は何か、管理的視点から述べな

さい」 文字数1400字以上1600字以内 

＊記載方法はホームページ上の募集要項【提出書類Ｃ】を参照 

＊受理した応募書類は返還しない 

  

応募者選考方法 
①一次審査：提出書類による審査 

②二次審査：小論文による審査（小論文の評価基準による） 

  

選考結果通知 
①選考結果は2019年3月下旬に文書で通知する 

②受講決定後受講料等を納入する。 

  

受 講 料 

①受講料（前納） 会員:118,800円   非会員:178,200円 

②修了審査料（後納）10,800円 

 ※会員とは日本看護協会会員である 

  ※駐車料金は別途必要である（会員：300円/日 非会員：600円/日） 

※納入された受講料・駐車料金は、原則として返還しない 

送 付 先   〒769－0102 香川県高松市国分寺町国分152－4 

公益社団法人香川県看護協会 看護研修センター認定看護管理者教育担当係 
  

※提出書類はホームページ上から様式をダウンロードして使用ください。 

〈小論文評価基準〉 

内  容 

論 旨 の 

一 貫 性 

・内容を象徴したテーマを表現している 

・自部署の「概要・問題事象・事象解釈・課題抽出・結論」で明確に構成される 

・自部署の「概要・問題事象・事象解釈・課題抽出・結論」の道筋が明確である 

記 述 

構 成 

・パラグラフ（段落）構成が適切である 

・接続詞を適切に使ってパラグラフ（段落）を展開している 

・誤字脱字なく簡潔明瞭な日本語表現で読みやすい 

内 容 ・管理的視点で自部署の問題を分析、把握している 

・自分が目指したい看護が主張されている 

・問題上の記述内容が具体的でわかりやすい 

・｢部署の問題と課題」「自分個人の問題と課題」を明確に分けて考えられている 

※5月11日(土)「論文・レポートのまとめ方」研修の受講を推奨します。 

【個人情報の取り扱いについて】 

公募にあたって提出された個人情報は「公益社団法人香川県看護協会個人情報管理規程」に

そって取扱い、本研修の目的以外には使用いたしません。  



月　日 曜日 午前 午後 研修時間

1 5月17日 金
開講式・オリエンテーション

レポートの書き方,、統合演習レクチャー
ヘルスケア　システム論Ⅰ

（ヘルスケアサービスにおける看護の役割）
9:30～12:30
13:30～6:30

2 5月18日 土 9:30～16:30

3 5月24日 金 組織管理論Ⅰ（組織マネジメント概論）
ヘルスケア　システム論Ⅰ

（ヘルスケアサービスにおける看護の役割）
9:30～12:30
13:30～16:30

4 5月25日 土 9:30～16:30

5 6月7日 金 資源管理Ⅰ（看護実践における情報管理）
ヘルスケアシステム論1
（社会保障制度概論論）

9:30～12:30
13:30～16:30

6 6月8日 土 9:30～16:30

7 6月9日 日 9:30～16:30

8 6月15日 土 〃

9 6月21日 金 〃

10 6月22日 土 〃

11 7月5日 金 人材管理Ⅰ（労務管理の基礎知識〉 人材管理Ⅰ（労務管理の基礎知識〉
9:30～11:30
12:30～16:30

12 7月6日 土 〃

13 7月14日 日 〃

14 7月15日 月
祭日

〃

15 7月27日 土 統合演習Ⅰ 質管理Ⅰ（看護サービスの質管理）
9:30～12:30
13:30～16:30

16 7月28日 日 〃

17 8月2日 金 〃

18 8月3日 土 〃

19 8月9日 金 統合演習Ⅰ（発表） 振り返り　閉講式
9:30～13:00
14:00～16:30

質管理Ⅰ（看護サービスの質管理）

統合演習Ⅰ

統合演習Ⅰ

ファーストレベル研修日程表

組織管理論Ⅰ（組織マネジメント概論）

組織管理論Ⅰ（看護実践における倫理）

資源管理Ⅰ（看護実践における情報管理）

ヘルスケア　システム論Ⅰ（保健医療福祉サービスの提供体制）

人材管理Ⅰ（人材育成の基礎知識）

人材管理Ⅰ（看護チームのマネジメント）

人材管理Ⅰ（人材育成の基礎知識）

人材管理Ⅰ（看護チームのマネジメント）

質管理Ⅰ（看護サービスの質管理）

資源管理Ⅰ（経営資源と管理の基礎知識）



セカンドレベル 

 

１）概要 
公益社団法人香川県看護協会は、認定看護管理者教育課程セカンドレベルを2006年度か
ら開講し、2018年3月におけるセカンドレベル修了者数は299名となっている。 
 
（１）教育目的 
看護管理者として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）到達目標 

①組織の理念と看護部門の理念の整合性を図りながら担当部署の目標を設定し、 

達成に向けた看護管理過程を展開できる。 
②保健・医療・福祉サービスを提供するための質管理ができる。 

 
（３）教育内容および時間数 

教 科 目 時 間 数 

ヘルスケアシステム論Ⅱ 15 

組織管理論Ⅱ 30 

人材管理Ⅱ 45 

資源管理Ⅱ 15 

質管理Ⅱ 30 

統合演習Ⅱ 45 

合計 180 

 
(公益社団法人日本看護協会認定看護管理者カリキュラム基準【セカンドレベル】より) 

 
上記の内容に加え、その他（ガイダンス等）として６時間を設定し、セカンド
レベル教育課程全体の総時間数は１８６時間とする。 

 
２）修了要件 
（１）出席時間数 
各教科目において所定時間の5分の4以上の出席時間数があること。 
 

 （２）教科目の評定結果 
  各教科目レポートの評定を「A（80点以上）」「B（70～79点）」「C（60～69点）」
「D（59点以下）」とし、すべての教科目において「C（60～69点）」以上を合格、「D
（59点以下）」は不合格とする。 

 
（３）再評定 
教科目評定が不合格の場合は、1回を限度にレポートを提出し再評定を受けることができ

る。 
 

３）申込方法 

研修名 2019年度香川県看護協会認定看護管理者教育課程セカンドレベル 

申込期間 2019年 3月 8日（金）～  3月19日（火） ※申込期間内必着 

開催期間 2019年 6月19日（水）～ 12月 6日（金） 

定  員 40名 



受講要件 

以下の受講要件を満たしている者 
①日本国の看護師免許を有する者 
②看護師免許を取得後、実務経験が通算5年以上ある者 
③認定看護管理者教育課程ファーストレベルを修了している者 
または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            

提出書類 

提出書類の様式１～３ : 提出必須 
提出書類の様式４・５ : 受講要件③に応じ、該当するいずれかを提出 

〈提出書類一覧表〉 

提出書類 
受講要件 

様式１ 様式２ 様式３ 様式４ 様式５ 
受 講 
申 込 書 

勤 務 
証 明 書 

小 論 文 ファースト 
レベル修了
証 の 写 し 
貼 付 用 紙 

職 位 
証 明 書 

認定看護管理者教育課程
ファーストレベルを修了
している者    

○ 
○ 

 
○ ○ × 

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 

○ ○ ○ × ○ 

＊小論文【様式３】 
テーマ：「自部署の看護管理上の課題を１つあげ、その課題の背景や要因

を分析し述べなさい」   文字数1400字以上1600字以内 
＊記載方法はＨＰ上の募集要項【様式３】を参照 
＊受理した申込書類は返還しない 

選考方法 
①一次審査：提出書類による審査 

 ②二次審査：小論文による審査（小論文の評価基準による） 

選考結果通知 選考結果は、2019年4月中旬に文書で通知する 

受講料等 

①受講料（前納） 会員:183,600円   非会員:275,400円 
②修了審査料（後納）10,800円 
 ※会員とは日本看護協会会員である 
 ※駐車料金は別途必要である（会員：300円/日 非会員：600円/日） 

  ※納入された受講料・駐車料金は、原則として返還しない   

送付先 〒769－0102 香川県高松市国分寺町国分152－4 
公益社団法人香川県看護協会 看護研修センター認定看護管理者教育担当係  

※提出書類は様式をコピーしてご使用ください。    
【個人情報の取扱いについて】 

 公募にあたって提出された個人情報は「公益社団法人 香川県看護協会個人情報管理規程」に 
そって取扱い、本研修の目的以外には使用しません。 
 

〈セカンドレベル 小論文評価基準〉  
内     容 

 
論旨の 
一貫性 

・内容を象徴したテーマを表現している 
・自部署の「概要・問題事象・事象の解釈・課題抽出・結論」で明確に構成
されている 
・自部署の「概要・問題事象・事象の解釈・課題抽出・結論」の筋道が明解
である 

 
記述構成 

・パラグラフ（段落）構成が適切である 
・接続詞を適切に使ってパラグラフ（段落）を展開している 
・誤字脱字がなく簡潔明瞭な日本語表現で読みやすい 

 
 
内  容 

・看護管理者または部署のリーダーの視点で自部署の問題を分析、把握して
いる 
・自分が目指したい部署の看護が主張されている 
・問題事象の記述内容が具体的で分かりやすい 
・「部署の問題と課題」「自分個人の問題と課題」を明確に分けて考えられて
いる 

 



８．看護職が働き続けられる職場づくり推進活動（労働環境改善） 

 

１）看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ活動                                 

概要 中小規模病院を対象に実施する。新たな病院は、インデックス調査(施設調査及び全看

護職員への調査)等の詳細なデータをもとに、各施設の課題を抽出し、勤務環境改善等

に取り組む。 

目的 医療機関に就労する看護職が健康で安心して働き続けられ、仕事の責任を果たすとと

もに、キャリアアップなど個々のライフステージを充実することが可能となるよう、

多様な勤務形態の整備や看護業務の効率化の促進等労働環境の改善に取り組む。 

   特に、国が示す働き方改革や日本看護協会の労働安全衛生ガイドラインヘルシーワー

クプレイス（健康で安全な職場）を踏まえ、中小規模病院・施設等の労働環境改善に

取り組み、将来にわたり看護職が健康で安全に働き、持続可能な職場環境を目指す。  

研修予定 

研修名・《ねらい》・講師等 開催日時 参加者 申込期間 

第 1回ワークショップ 

《インデックス調査等をもとにした、 

組織分析、課題抽出、対策立案》 

 

9月 11日(水) 

 9時 30 分 

～16時 

 

今年度参加施設 

オブザーバー： 

参加制限なし 

助言者：・看護職のﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

推進委員 

・香川労働局 

参加料金：1 施設につき 無料 

駐車料金： 

香川県看護協会会員 300円/日 

非会員 600 円/日 

 

8 月 1 日 

  ～ 

8 月 23日 

第 2回ワークショップ（フォローアップ） 

・各施設の４か月間の取り組み発表・意

見交換 

 

2020年 

2月 15日(土) 

 13時 30 分 

～16時 

 

2020年 

1 月 6 日 

  ～ 

1 月 31日 

上記の研修内容は変更する可能性があります。 

参加施設 

  新たに中小規模病院 3施設程度 

申込方法 一般研修と同様に「研修参加申込書」でお申し込みください。2019年 8月以降の 

看護だより等で研修案内等、詳細をお知らせします。 

       

  

２）夜勤・交代制勤務環境改善活動 

概要 夜勤・交代制勤務について、フォーラム参加施設のガイドラインに沿った取組み。また、

夜勤・交代制勤務にかかる負担を軽減する取組みをフォーラム形式で紹介するとともに

意見交換を行う。 

目的 看護職の夜勤・交代制勤務について県下で先進的な取組みを行っている施設に学ぶ。 

研修予定 

研修名 開催日時 参加者 申込期間 

 

 

夜勤・交代制勤務環境改善

フォーラム 

2020年 

3 月 7 日（土） 

13時 30分 

～16時 

 

参加者：制限なし 

助言者：看護職のﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進委員 

香川労働局 

参加料金：会員 1,500 円+税 

非会員 3,000円+税 

駐車料金：香川県看護協会会員 300 円/日 

      非会員 600円/日 

 

2020年 

1 月 31日 

  ～ 

2 月 21日 

上記の研修内容は変更する可能性があります。 

申込方法 一般研修と同様に「研修参加申込書」でお申し込みください。 

2019年 8月以降の看護だより等で研修案内等、詳細をお知らせします。 



９．看護力再開発講習会（受託予定） 

 

１）目  的 再就業希望の看護職に、最新の看護知識・技術を習得する場を提供し、職場復帰を円滑に 

するとともに、就業の継続を支援する。 

２）受講資格 ①未就業で、受講後の再就職に意欲的な看護職 

②再就業しているが、離職期間が長期で受講を必要としている看護職 

３）受講料金 無料 

４）駐車料金 香川県看護協会 会員 300円/日、非会員 600円/日 

５）会  場 （講義・演習）香川県看護協会看護研修センター  （実習）県内の病院 

６）申込方法 香川県看護協会ホームページより申込書をダウンロードし、郵送・FAX・メールにて申込み 

７）申込・問い合せ先 香川県看護協会 香川県ナースセンター          

  TEL：087-864-9075  FAX：087-864-9071                    

            E-mail：k-kango@smile.ocn.ne.jp 

８）研修内容： 

（1） 基本コース  （7日間：講義・演習 5日、実習 2日） 申込期間：開催初日の 2週間前まで 

 ※原則として全日程を受講。駐車料金は、初日に 5日分をまとめてお支払いください。 

第１回 第２回 9:00                        10:20 10:30                   12:00 

7月 5日 

(金) 

2020年 

1月 17日 

(金) 

看護の動向、看護職の責務と倫理 

公益社団法人香川県看護協会 会長 

  

医療事故防止 

 香川県立中央病院 医療安全管理者       

7月 9日 

(火) 

1月 21日 

(火) 

9:00                       10:20 10:30                    12:00 

感染管理 

高松市民病院 感染管理認定看護師 

           

新薬の知識と薬物療法上の留意点 

 高松市民病院 薬剤局 

 

7月 12日

(金) 

1月 24日

(金) 

9：00                                              15:00 

看護技術 

１．バイタルサインの測定と観察     ２．生活援助技術 

３．検査援助技術            ４．診療・処置援助技術 

５．その他                屋島総合病院 主任看護師  

7月 16日

(火) 

1月 28日

(火) 

9:00              12:00 13:00               15:00 

看護過程・看護記録 

香川県立保健医療大学看護学科 講師 

 

訪問看護の実際 

高松訪問看護ステーション 所長  

 

7月 17日 

（水）～ 

7月 29日 

（月）のうち 

2日間 

1月 29日 

（水）～ 

2月 13日 

（木）のうち 

2日間 

9：00                                                                 15:00 

病院実習 

１．病棟・外来等の看護業務、看護ケア、処置、検査、指導等の見学・介助及び体験   

２．医療機器等の見学         ３．医療安全対策・感染防止対策 

４．褥瘡の予防、創傷ケアの見学    ５．その他 

7月 30日

（火） 

2月 14日

（金） 

9:00                10:30 10:40              11:40 11:40      12:00 

良好な人間関係作りに必要な

コミュニケーション技術 

   臨床心理士  

よりよい就職のために 

 ハローワーク高松 

  介護労働専門官  

まとめ 

就職相談・個人面談 

  

 

（2） 看護基礎技術コース （半日：演習のみ） 申込期間：開催日の 1週間前まで 
 

研修№ 開催日 時間 内容 

68 第 1回 8月 19日（月） 10：00～11：30 看護基礎技術シミュレーション

DVD視聴（採血、喀痰吸引、胃瘻、

AEDなど） 

69 第 2回 9月  3日（火） 10：00～11：30 

70 第 3回 9月 18日（水） 13：30～15：00  



10．「訪問看護eラーニング」活用による訪問看護師養成講習会（受託予定） 

１） 目  的    

  訪問看護や在宅生活への移行に携わる看護職が、在宅療養支援の実施に必要な基本的知識と技術を習 

 得することにより質の高い訪問看護の提供に資することを目的とする。 

２） 受講資格 

 （1）訪問看護に従事或いは従事予定の者、及び医療機関で退院支援等に関わっている看護職が望ましい。 

(2)日本訪問看護財団主催の「訪問看護eラーニング」講習と平行し訪問看護師養成講習会を受講できる者。 

(3)下記のeラーニング推奨パソコン等、環境の準備及び基本操作ができる者。 

OS 

Windows7(SP1)、 Windows8.1、Windows10 

※Mac環境下での動作での受講についてはOS：mac OS 10.13、ブラウザ：Safari11での動作確認を

しているがPCによっては不具合が生じる場合がある。 

メモリ 
1GB以上 (32bitOS)、2GB以上 (64bitOS) 

※Windows7（SP1）、Windows8.1、Windows10の場合は Microsoft社の推奨環境を参照のこと。 

モニター解像度 1024×768ピクセル以上 

ブラウザ 

InternetExplorer11(デスクトップ版)、Microsoft Edge 

※Chromeは推奨環境外となっている。 

※Firefoxでは正常に表示されない 

※mac OSにおける Safari11での動作は確認しているが、使用の PC環境によっては不具合が生じ

ることがある。Internet Explorer での受講にあたっては Microsoft 社サポート対象となってい

るバージョンの利用を勧める。 

プラグイン Adobe Reader  ※いずれも、最新バージョンを推奨する。 

通信速度 
ブロードバンド環境(10Mbps 以上を推奨) 利用のインターネットプロバイダや NTT 基地局との距

離によっては正常に表示されない場合がある。必ず体験版の動画が再生されることを確認のこと。  

(4)その他の注意事項 

① 最新の推奨環境は日本訪問看護財団「訪問看護eラーニング」のホームページを参照。 

② 学習に必要なインターネットへの接続料金や通信料金は各自の負担。   

３） 募集人数   30名程度 

４） 必要経費 

 (1)受講料  14,000円 ただし、eラーニング申し込み後のキャンセルには応じられない。 

 (2)駐車料金(全日程分) 香川県看護協会会員 2,700円 非会員 5,400円 実習の交通費は自己負担 

別紙申込書に記載している方法により5月 31日(金)までに受講料と共に香川県看護協会に納入。 

５） 申込方法等 別紙申込書により2019年 5月 1日(水)～2019年 5月 31日(金)必着 

 (1)申込書は香川県看護協会ホームページからダウンロードし、メールで申し込む。 

その際、件名に「2019訪問看護養成講習会申込」と記載。 

     香川県看護協会ホームページ  http://kagawa-kango.com/ 

     香川県看護協会メールアドレス k-kango@smile.ocn.ne.jp    

(2)日本訪問看護財団ホームページより eラーニング体験版 が問題なく体験できること（音声・画像移
項等）を確認のうえ、上記(1)の要領で香川県看護協会に申し込む。 

日本訪問看護財団 URL http://www.jvnf.or.jp/ TEL03-5778-7005 ・ FAX03-5778-7009 

６） 問合せ先 香川県看護協会  TEL 087-864-9070 ・ FAX 087-864-9071 

 

 

mailto:k-kango@smile.ocn.ne.jp


７） プログラム 

訪問看護eラーニング（公益財団法人日本訪問看護財団実施）及び集合研修（香川県看護協会実施）を受講する

ことが前提となる。 

 

（１）訪問看護eラーニング(自宅・職場等で自己学習) 

月   日               内  容  等 

2019年6月21日(金)～ 

  eラーニング開始 

  ユーザID・パスワード発行日 

から受講可能期間５カ月間 

2019年11月22日(金)終了 

・日本訪問看護財団から各人に、ユーザID・パスワードが配信され開始する。 

・次の内容を、PC画面で学習する。(PC環境は募集要項別表を参照) 

1)訪問看護概論  2)訪問看護対象論 3)訪問看護展開論  4)訪問看護システム論 

5)訪問看護技術論(対象別技術論・医療処置別技術論・訪問看護展開のための知識・

技術) 6)訪問看護管理論 

・修了証書の発行：修了要件はレッスンコンテンツの受講修了(参考資料・参考映像

は含まない)と各章ごとのテストの正解率70％以上とする。 

 

（２）集合研修プログラム(場所：香川県看護協会看護研修センター)        

開講日 講義･演習の内容 実習 

7.6 

(土） 

8:50～ 9:00 開講式・オリエンテーション  

 

 

 

 

 

 

 

 

 9:00～11:00 
看護の動向  
 

11:00～12:30 
介護保険制度の仕組みと社会資源の活用 
 

13:30～15:00 
香川県における在宅医療の現状と課題 
   

15:00～15:30 情報交換 

7.20 

(土) 

 9:30～12:00  
訪問看護の実際1  訪問看護の役割･機能･特性 
  

13:00～15:30 
訪問看護の実際2  訪問看護の展開、管理、経営 
  

8.3 

 (土） 

 9:30～12:00 
地域におけるヘルスケアサービスの仕組みと連携 

 

13:00～15:30 
効果的な在宅支援にむけた退院調整 

  

8.24 

 (土) 

 9:30～12:00  
難病患者の在宅支援  病態理解・看護の実際 
   

13:00～15:30 
在宅医療を支える医療機器（人工呼吸器） 
          

9.7 

(土) 

 9:30～15:00 
訪問看護師のための呼吸器ケアと呼吸リハビリテーション（講義・演習） 
                                       

15:00～15:30 集合研修 訪問看護ステーション実習に向けて  

実

習 

２

日 

間 

 
訪 
問 
看 
護 
ス 
テ 
｜ 
シ 
ョ 
ン 

9.21 

(土) 

 9:30～12:00 
生活の視点を重視したリハビリテーション（講義・演習） 
  

13:00～15:30 
在宅での服薬管理 
  

10.19 

(土) 
 9:30～15:30 

訪問看護師のためのストーマ・褥瘡・ＰＥＧ等の処置とスキンケアの実際及びポジ 
ショニング（講義･演習） 
 

11.9 

(土) 
 9:30～15:30 

訪問看護師のためのフィジカルアセスメント（講義･演習） 
  

11.30 

(土) 

 9:30～12:00 
在宅医療を支える医療器材（経管栄養・中心静脈栄養・抗がん剤持続注入等） 
                                         

13:00～14:00 講習会のまとめ 

14:00～14:30 閉講式 修了証書（香川県訪問看護師養成講習会訪問看護ステップ１）発行 

 



11．訪問看護推進研修会（受託予定） 

 

１）目  的 超高齢社会の到来を迎え、訪問看護が地域住民の安全・安心を支える機能を発揮

できるように、訪問看護管理者がその役割機能を習得するとともに、訪問看護従事

者の資質向上を図ることを目的に開催する。  

２）受講対象 訪問看護の看護管理者及び従事者、または関心のある看護職等 

３）受講料金 無料 駐車料金：会員 300円／日、非会員 600円／日 

４）申込・問合わせ 

開催日 1週前までに一般研修と同様に「研修参加申込書」で申し込む。  

香川県看護協会  TEL 087－864－9070 FAX 087－864－9071  

５）研修内容 

研修№ 研修名・《ねらい》 開催日時 

60 

訪問看護新任管理者研修 

地域包括ケアシステム構築と訪問看護への期待 

－地域のニーズに応える訪問看護ステーションの管

理者の役割－  

6 月 29日(土)9 時 30分～12 時 00分 

61 

訪問看護管理者研修会 

管理者の役割 

－経営・人材管理、人材育成について－ 

7 月 13日(土)9 時 30分～16 時 00分 

62 

在宅医療を支える医療機器（人工呼吸器） 

《在宅で多く使用される人工呼吸器について演習を

交え紹介する》  

(訪問看護師養成講習会と合同) 

8 月 24日(土)13時～15時 30 分 

63 

訪問看護師のための呼吸器ケアと呼吸リハビリテー

ション 

《在宅で必要な呼吸器ケアと看護師でも実施できる

呼吸リハビリテーションの実際について学ぶ》 

(講義・演習 訪問看護師養成講習会と合同) 

9 月 7 日(土)9時 30分～15時 00 分 

64 

訪問看護師のためのストーマ・褥瘡・PEG 等の処置

とスキンケアの実際及びポジショニング 

《在宅で必要な技法とポジショニングについて学

ぶ》 

(講義・演習 訪問看護師養成講習会と合同) 

10月 19日(土)9時 30 分～15時 30分 

65 

訪問看護師のためのフィジカルアセスメント 

《在宅でのフィジカルアセスメント技法を学ぶ》 

(講義・演習 訪問看護師養成講習会と合同) 

11月 9日(土)9 時 30分～15 時 30分 

66 

在宅医療を支える医療器材（経管栄養・中心静脈栄

養・抗がん剤持続注入等） 

《在宅で使用される医療器材について紹介する》 

(訪問看護師養成講習会と合同) 

11月 30日(土)9時 30 分～12時 00分 

67 

精神症状を有する障がい者への在宅支援 

≪精神症状を理解し、在宅での精神症状を有する障

がい者への支援のあり方を学ぶ≫ 

12月 14日(土）9時 30分～12時 00分 

 



12．看護職員認知症対応力向上研修 

 

１）目 的 

  認知症の人と接する機会が多い看護職員に対し、入院から退院までのプロセスに沿っ

た必要な基本知識や個々の認知症の特徴等に対する実践的な対応力を修得し、同じ医療

機関等の看護職員に対し伝達することで認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制を

構築する。 

２）日  時 2019年 11月～12月うち 3日間 9:00～17:00 

３）場  所 公益社団法人香川県看護協会 看護研修センター 

４）受講対象 病院内の中間管理者又は教育担当の看護職員 

（3日間連続で研修が受講できる方） 

５）募集人数 30名  

６）受講料等 受講料は無料。但し駐車料金は有料 

香川県看護協会会員 900円/3日 非会員 1,800円/3日 

７）研修プログラム 

 

  日程 研修内容 

1日目 
認知症患者の入院から退院までのプロセスに沿って基本的な知識を
修得する。 

2日目 個々の認知症の特徴・症状に対する実践的な対応力を修得する。  

3日目 
マネジメント（人間、環境、情報管理等）の実践的な対応方法及び

認知症ケアの課題解決に向けた取り組み技法を修得する。  

※講師及び日程については、調整中 

      ※決定次第、香川県看護協会ホームページ等により周知する。 

 

８）申込方法 所定の研修申込書に必要事項を記入し、指定した期日までに申し込む。 

９）そ の 他 

（１）受講にあたっては、事務局が示す事前課題を提出する。    

（２）研修修了者に対して、香川県看護協会長が修了証書を交付する。 

（３）「認知症ケア加算２」対象研修となる。 

(４）受講後の自施設での取組みを、翌年度にフォローアップ研修として報告する。  

 

 



　　　申込日　　　　　　月　　　  　日　　

(300円/日) (600円/日)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

名 台 台

円

◎　参加費納入方法　（いずれかの番号に○を付けてください）

◆詳細は研修会参加要項を参照してください

　

　　米印納入期限は申込期間中です

◆用紙はコピーしてお使いください
  FAXの際は送信状は不要です

◆キャンセルによる返金はできません
　 有料研修では、幸便で資料をお送りします
◆受講料金と駐車料金は、施設でまとめて申込期間
内に振込またはご持参ください
   複数の参加費を一括してお振込みになる場合は、
研修ごとの入金額をお知らせください

１ ． 銀行振込   ２ ． 郵便局振込　

０１６６０－３－３７８０３

 入金日:　　   　月　　　    日　（ 　済　・　予定 　）

(公社）香川県看護協会

３．持参

百十四銀行国分寺支店

普通０５２０９９７

(公社）香川県看護協会
代表理事　中村明美

施設でまとめて
ご持参ください

総合計

合 計 額
受講料金

円

駐車料金　

円

県
会
員

以
外

県
会
員

香川県看護協会
会員Ｎo．６桁

いずれかの番号をご記入ください

　　申込人数（　　　　名）
名

 駐車台数
（　　　日分）

　※コンピュータ処理をします
会員Ｎo、参加者氏名を必ずご記入ください      他の欄は該当する事項に、○印をご記入ください　

参加者名
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施設名： 申込責任者名：

TEL：　　　　　　　　(　　　　　　)　施設所在地(県会員以外の施設のみご記入ください）

〒 FAX：　　　　　　　　(　　　　　　)　

研修日： 　   　　 月　 　     　 日 研修名：

FAX　087-864-9071

2019年度　研 修 参 加 申 込 書　　
※香川県看護協会会員は「KNAキャリアップかがわ」からのお申込みができます

研修番号：

連絡欄



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度香川県看護協会教育委員会委員 

石田佳代子   四国医療専門学校 

 石原 亜美  香川労災病院 

 川根  真理   屋島総合病院 

    香西 尚実   香川大学医学部附属病院 

 滝井 京子   高松市立みんなの病院 

田所美代子   四国こどもとおとなの医療センター 

中井真紀子  香川県立中央病院       

       南原 愛子   高松赤十字病院（委員長） 

西山  紀子   回生病院 

守谷  正美   三豊総合病院     

                                  (五十音順) 

                    事務局   

 野上 典子    

 森    愛子   

 




