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医療職向けの研修に関する事例調査 
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1 がん看護専門分野指導者研修がん放射線療法看護コース 国立研究開発法人国立がん研

究センターがん対策情報センター 

対象職業 看護師 

出典 国立がん研究センターがん情報サービス 

https://ganjoho.jp/med_pro/training_seminar/nurse/radiotherapy/index.html 

 

実施主体 国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター 

対象者 以下のすべての要件に該当する方 

１）厚生労働省が指定する都道府県または地域がん診療連携拠点病院等に勤務し、

がん診療に従事する看護師で、看護師資格取得後 5年以上の実務経験を有する方 

２）受講する研修に関する分野の実務経験を 3年以上有する方 

３）所属施設のがん看護において指導者的立場にある方 

４）「がん放射線療法看護認定看護師」の認定を受けていない方 

対象者の要件 

 

受講申請には所属施設長からの申請書、看護管理者の推薦書、受講希望理由書が必

要 

申請後、センターにて受講可否の判断有 

受講が決定した場合、事前課題（現状課題や問題点について）を記入の上研修初日に

持参 

講師の職業や経

験等 

不明 

学習目標 がん放射線療法看護の専門的知識と効果的な指導方法について理解を深め、所属部

署や施設のがん放射線療法を受けるがん患者と家族の QOL 向上を目指した主体的

な療養生活を支援する能力を高める 

教育内容 時間 方法 テーマ 内容 

1日目 

10:00〜10:20   オリエンテーション 自己紹介 

10:20〜11:40 

（80分） 
講義 

がん放射線療法看護

総論 

当院の放射線治療部の概要、がん放射

線療法を受ける患者の特徴、がん放射

線療法看護の専門性と役割、セルフケ

ア支援、患者と家族への心理社会的支

援、安全・安楽への援助、など 

https://ganjoho.jp/med_pro/training_seminar/nurse/radiotherapy/index.html
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1:50〜12:50 

（60分） 
講義 放射線の基礎知識 

放射線の種類と特徴、放射線の人体へ

の影響、放射線の防護、など 

14:00〜15:30  

（90分） 
講義 がん放射線療法 

放射線療法の種類と特徴、急性反応、放

射線治療計画、根治的放射線治療、緩和

的放射線治療、最新の放射線治療、など 

15:40〜17:00 

（80分） 
講義 

がん放射線療法後の

晩期反応 

放射線療法の晩期反応と晩期障害、晩

期反応に影響する因子、治療方針の決

定における患者・家族とのコミュニケ

ーション、など 

2日目 

9:00〜10:20 

（80分） 
講義 

がん放射線療法の有

害事象のケア(放射線

皮膚炎) 

放射線皮膚炎のアセスメントと看護 

10:30〜11:50 

（80分） 
講義 

がん放射線療法の有

害事象のケア (粘膜

炎) 

粘膜炎（口腔・食道・陰部）のアセスメ

ントと看護 

13:00〜14:20 

（80分） 
講義 

がん放射線治療計画

の理解に基づく看護

ケア 

がん放射線治療計画の理解に基づく看

護ケア 

14:30〜17:00 

（150分） 
演習 事例検討、発表 

がん放射線療法を受ける患者の、治療

計画の理解に基づく有害事象のアセス

メントとセルフケア支援に関する事例

検討 

3日目 

9:00〜9:50 

（50分） 
講義 

がん治療における

IVR総論 
IVRの特徴、適応、手技 

10:00〜10:40  

（40分） 
講義 

がん治療における

IVR を受ける患者の

看護 

IVR を受ける患者のアセスメントと看

護 
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10:50〜12:00  

（70分） 
講義 

がん放射線療法にお

けるチーム医療と地

域を含めた連携 

がん放射線療法におけるチーム医療、

院内外の連携と看護師の役割 

13:10〜15:40 

（150分） 

講義 

グル

ープ

ワー

ク 

効果的な指導方法 

効果的な指導の基礎知識 研修で学ん

だことを、効果的に自施設看護師に指

導するための方法の検討 

15:40〜16:00   まとめ 
質疑応答、修了証書交付、アンケート記

入 
 

教育方法 講義、演習、グループワーク 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

受講可否の連絡 メール 

「よくある質問」の PDFあり 

＜問い合わせ先＞ 

国立研究開発法人国立がん研究センター研修事務局（オスカー・ジャパン株式会社

内） 

 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-35-1 ネオ・シティ三鷹 

 TEL：0422-24-6818（平日 10:00〜12:00、13:00〜16:00） 

 E-mail:info-ncc-kensyu@ml.res.ncc.go.jp 

備考 実施日時 2018 年 7 月 18日〜20日  

募集人数 50 名 

受講料 25,920 円 
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2 准看護師研修会 一般社団法人栃木県医師会 

対象職業 准看護師、医療関係者 

出典 一般社団法人栃木県医師会 

http://www.tochigi-med.or.jp/event/2018/02/post-536.html 

 

実施主体 一般社団法人栃木県医師会 

対象者 栃木県の医療機関に従事している准看護師、医療関係者等 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

上都賀総合病院 副院長兼看護部長 齋藤 由利子 

上都賀総合病院 看護主任･退院支援専従看護師 飯野直子                 

学習目標 栃木県内の医療機関に従事している准看護師等の資質向上と、医師と准看護師の相

互理解を図る 

教育内容 講演①『人間関係を築く交渉術』 

講師 上都賀総合病院 副院長兼看護部長 齋藤 由利子 

講演②『在宅療養へつなぐ看護師の役割』 

講師 上都賀総合病院 看護主任･退院支援専従看護師  飯野直子 

教育方法 講演 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

担当 地域医療第一課 

FAX：028-624-5988／TEL：028-622-2655 

備考 実施日時 2018 年 2 月 24日(土)  

募集人数 100名 

表彰制度 

1. 本研修会を通算 3回受講した者には、栃木県医師会長の『栃木県医師会准看護師

研修会修了証』を授与する 

2. 本研修会を通算 10 回以上受講した者には、10 回受講毎に栃木県医師会長から表

彰状・記念品を授与する 

 

  

http://www.tochigi-med.or.jp/event/2018/02/post-536.html
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3 近年の医療安全管理について 福島県看護協会郡山支部 

対象職業 准看護師 

出典 公益社団法人福島県看護協会 

http://www.fna.or.jp/wp-

content/uploads/2018/07/d14531f02dda9d46bf5a43b09ffdd118.pdf 

 

実施主体 福島県看護協会郡山支部 

対象者 郡山市、田村市、田村郡に勤務または在住の准看護師 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 安全管理室室長 佐藤 マチ子              

学習目標 近年の医療安全管理について学び、考える 

教育内容 講義 

テーマ 「近年の医療安全管理について」 

教育方法 講義 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

「講師に対する質問があれば、事前にお受け致します」との記載あり 

社会医療法人あさかホスピタル 今泉初子 

 〒963-0198 郡山市安積町笹川字経坦 45 

 Tel 024-945-1701（代表）024-945-2581（看護部直通） 

 FAX 024-945-1721 

備考 実施日時 2018 年 8 月 2 日(木)  

募集人数 100名 

参加費 1000円（会員は無料） 

 

  

http://www.fna.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/d14531f02dda9d46bf5a43b09ffdd118.pdf
http://www.fna.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/d14531f02dda9d46bf5a43b09ffdd118.pdf
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4 主任のための人材育成に対する基礎知識 公益社団法人日本看護協会 

対象職業 看護師 

研修名 主任のための人材育成に対する基礎知識 

出典 公益社団法人日本看護協会 

https://nerc-entry.nurse.or.jp/shousaiView.php?t=1549932584&cd=2018229 

 

実施主体 公益社団法人日本看護協会 

対象者 主任・主任に相当する職位にある者 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター 内藤  知佐子 

医療法人社団康心会湘南東部総合病院 近藤  美知子 

学習目標 看護管理者として看護単位における人材育成の仕組みを整え、人材が育つ職場づく

りに必要な基礎的な方略を学ぶ。 

教育内容 

時間 研修形態／科目名 講師名（敬称

略・所属施設

名） 

1 1 月 6 日  （ 火 曜 日 ）  

9：

30〜

9：

40 

オリエンテーション 

9：

40〜

講義・演習） 

●スタッフへの教育力の向上 

内藤  知佐子 

（京都大学

https://nerc-entry.nurse.or.jp/shousaiView.php?t=1549932584&cd=2018229
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12：

30 

 ・教育の問題をとらえるための 3つの枠組み 〜システ

ム・教育者・学習者〜 

 ・教育者の役割と心構え 

 ・大人の学びの特徴（自己決定性、学習の資源としての

経験、アンラーニングなど） 

 ・スタッフの体験世界の把握と効果的な関わり方のコツ 

 ・職場外での学習機会の推進・活用 

●主任としての持ち味を活かしたスタッフへの教育 

 ・グループワーク 

▶これまでの看護職としての経験からあなたの教育者と

しての持ち味を考えよう 

▶主任としてのスタッフへの教育で工夫していることや

困っていることなどを共有し、講義による学びや気づき

を用い て、今後の主任としてのスタッフへの教育のあ

り方を考えよう 

 ・発表 

 ・講師との意見交換 

 ・まとめ 

など 

医学部附属

病院 

総合臨床教

育・研修セ

ンター） 

12：

30〜

13：

30 

昼休憩 

13：

30〜

16：

30 

講義・演習） 

●目指す看護を実現するための人材育成の仕組みづくり 

 ・部署の目指す看護の明確化 

 ・スタッフの育成と目指す看護の実現 

 ・PDCAサイクルによるスタッフが育つ職場の仕組みづ

くり（情報収集、現状分析、問題の明確化、解決策の検

討、実施、評価 など） 

近藤  美知子 

（医療法人

社団康心会 

湘南東部総

合病院） 
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 ・スタッフが育つ職場の仕組みづくりの実際（事例紹

介） 

●主任として人材育成の仕組みを整える 

〜自部署の目指す看護の実現にむけて〜 

 ・グループワーク 

▶自部署の現状を共有し、スタッフが育つ職場の仕組み

を整えるために、主任として取り組むことを考えよう 

 ・発表 

 ・講師との意見交換 

 ・まとめ 

など 

教育方法 講義・演習 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

不明 

神戸研修センター 

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1 国際健康開発センター4階 

TEL.078-230-3250 

備考 実施日時 2018 年 11 月 6日(火)  

募集人数 80 名 

受講料 会員 10,260円 ／ 非会員 15,444円 
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5 【CLoCMiP をステップアップするための研修】産科マネジメント ステップ 1 公益社団

法人日本看護協会 

対象職業 看護師 

出典 公益社団法人日本看護協会 

https://nerc-entry.nurse.or.jp/shousaiView.php?t=1549932584&cd=2018230 

 

実施主体 公益社団法人日本看護協会 

対象者 産科ユニットなどで主任・主任に相当する職位以上にある者またはアドバンス助産

師 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

公益社団法人日本看護協会 井本寛子 

日本赤十字社医療センター 中根直子 

社会福祉法人聖母会  聖母病院 山本智美 

順天堂大学医学部附属  順天堂医院 廣田則子 

日本赤十字社  姫路赤十字病院 太田加代 

公益社団法人日本看護協会 山西雅子 

京都大学医学部附属病院 中井  葉子 

学習目標 周産期医療に関わる動向をふまえ、産科管理者のマネジメント力の向上のための知

識とスキルを習得する。 

教育内容 

時間 
研修形態／科目名 講師名（敬称略・所属施

設名） 

1 1 月 8 日  （ 木 曜 日 ）  

9：30〜9：40 

オリエンテーション 

https://nerc-entry.nurse.or.jp/shousaiView.php?t=1549932584&cd=2018230
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9：40〜11：

10 

講義） 

●周産期における産科管理者の役割 

 ・助産師を取り巻く現状と課題 

 ・目標による管理と助産師のキャリア

開発 

 ・リーダーシップとマネジメント 

など 

井本  寛子 

（公益社団法人日本

看護協会） 

11：20〜12：

30 

講義） 

●助産実践能力と人材育成 

 ・人材を育てるマネジメント 

 ・継続教育と研修プログラム 

 ・助産師のキャリアパスと

CLoCMiP® 

 ・CLoCMiP®レベル別年間教育研修計

画の必要性 

など 

中根  直子 

（日本赤十字社医療

センター） 

12：30〜13：

30 

昼休憩 

13：30〜14：

00 

講義） 

●年間教育計画と研修企画の立て方に

ついて 

中根  直子（前掲） 

14：10〜16：

30 

演習） 

●実際に、年間教育計画と研修企画を

立ててみよう！ 

 ・施設が求める助産師の育成に必要な

研修 

 ・研修企画 

など 

≪演習支援者≫ 

中根  直子（前掲） 

山本  智美 

（社会福祉法人聖母

会  聖母病院） 

廣田  則子 

（順天堂大学医学部
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講義・演習）16：00〜16：30 

●全体共有・意見交換 

●まとめ 

附属  順天堂医院） 

太田  加代 

（日本赤十字社  姫路

赤十字病院） 

山西  雅子 

（公益社団法人日本

看護協会） 

1 1 月 9 日  （ 金 曜 日 ）  

9：30〜10：

00 

講義） 

●CLoCMiP®を活用した総合評価 

 ・CLoCMiP®を活用した総合評価 

 ・総合評価の留意点 

 ・演習の進め方について 

など 

山本  智美（前掲） 

10：10〜12：

30 

演習） 

●CLoCMiP®を活用して評価してみよ

う！ 

≪演習支援者≫ 

山本  智美（前掲） 

廣田  則子（前掲） 

太田  加代（前掲） 

中井  葉子 

（京都大学医学部附

属病院） 

講義・演習） 

●全体共有・意見交換 

●まとめ 

教育方法 講義・演習 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

不明 

神戸研修センター 

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1 国際健康開発センター4階 

TEL.078-230-3250 
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備考 実施日時 2018 年 11 月 8〜9 日(1.5 日間)  

募集人数 50 名 

受講料 会員 12,852円 ／ 非会員 19,332円 
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6 介護保険施設等看護研修会Ⅰ（基礎レベル）3 日間コース  公益社団法人神奈川県看護協

会 

対象職業 看護師 

出典 公益社団法人神奈川県看護協会 

http://www.kana-

kango.or.jp/training/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96

%BD%E8%A8%AD%E7%AD%89%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%A0%94%E4%BF%

AE%E4%BC%9A%E2%85%A0%EF%BC%88%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%83%AC

%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%89-2/ 

 

実施主体 公益社団法人神奈川県看護協会 

対象者 介護保険等施設に勤務する看護職 

対象者の要件 3 日間コースは所属長推薦文が必要 

講師の職業や経

験等 

神奈川県看護指導者 磯佐智子 

医療法人眞仁会介護老人保健施設なぎさ療養科長 石井実千代 

社会福祉法人聖テレジア会聖ヨゼフ病院副看護部長 安東百合子 

神奈川県看護指導者 佐藤まつ子 

神奈川県看護指導者 青木幸代 

神奈川県看護指導者 山中悦子 

医療法人潮かぜ会 

秋谷潮かぜ診療所理事長  下川広治 

神奈川県皮膚科医会副会長ふくろ皮膚科クリニック院長  袋秀平 

社会医療法人財団石心会川崎幸病院 摂食・嚥下障害看護認定看護師 竹内由紀 

医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院 感染管理認定看護師  三橋奈美江 

神奈川県看護指導者 吉野広美 

神奈川県看護指導者 玉谷歌子 

学習目標 介護保険施設等の看護職員として、看護職の役割、基礎知識・技術について習得し、

多職種と協働した質の高いケアの提供に資する。 

教育内容 

日程 時間 テーマ 講師名 

http://www.kana-kango.or.jp/training/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AD%89%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E2%85%A0%EF%BC%88%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%89-2/
http://www.kana-kango.or.jp/training/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AD%89%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E2%85%A0%EF%BC%88%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%89-2/
http://www.kana-kango.or.jp/training/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AD%89%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E2%85%A0%EF%BC%88%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%89-2/
http://www.kana-kango.or.jp/training/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AD%89%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E2%85%A0%EF%BC%88%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%89-2/
http://www.kana-kango.or.jp/training/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AD%89%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E2%85%A0%EF%BC%88%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%89-2/
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 6 月 6 日

(水） 

9:20〜 開講式・オリエンテ

ーション 

 

9:30 

〜

12:30 

介護保険施設をめぐ

る社会の動向と看護

職の役割 

神 奈 川 県 看 護 指 導 者      

磯 佐智子 

医療法人眞仁会介護老人保

健施設なぎさ 

療養科長  石井実千代 

社会福祉法人聖テレジア会 

聖ヨゼフ病院 

副看護部長 安東百合子 

神 奈 川 県 看 護 指 導 者      

佐藤まつ子 

神 奈 川 県 看 護 指 導 者      

青木幸代 

神 奈 川 県 看 護 指 導 者      

山中悦子 

13:30 

〜

16:30 

＜公開講座＞ 

高齢者の心身のアセ

スメントとケア 

医療法人潮かぜ会 

秋谷潮かぜ診療所理事長  下

川広治 

 6 月 20

日(水） 

9:30 ＜公開講座＞ 神奈川県皮膚科医会副会長 

ふくろ皮膚科クリニック院
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〜

12:30 

高齢者に多い皮膚疾

患と褥瘡ケア 

長   袋 秀平 

13:30 

〜

16:30 

摂食・嚥下障害の評

価と安全な食事介助 

社会医療法人財団石心会 

川崎幸病院 

摂食・嚥下障害看護認定看護

師 竹内由紀 

 7 月 3 日

(火) 

9:30 

〜

12:30 

＜公開講座＞ 

介護保険施設におけ

る感染管理 

医療法人社団三喜会 鶴巻

温泉病院 

感染管理認定看護師         三

橋奈美江 

13:30 

〜

16:30 

介護保険施設での看

取りケアの基本 

神 奈 川 県 看 護 指 導 者      

吉野広美 

神 奈 川 県 看 護 指 導 者      

玉谷歌子 

16:30

〜 

修了式  

教育方法 不明 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 
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受講者のサポー

ト方法 

《問合せ》 

(公社)神奈川県看護協会地域看護課 

〒231-0037横浜市中区富士見町 3-1 

TEL 045-263-2933(直通) FAX 045-263-2905 

備考 実施日時 2018 年 06 月 06日(水)・06 月 20日(水)・07 月 03 日(火)  ※3 日間 

受講に関して ３日間ｺｰｽ：全ての講義を受講できる。３日間出席者に修了証を発行

する。公開講座：講座の一部を公開する。希望の講義が選択できる。 

募集人数 ３日間ｺｰｽ：60 名、公開講座：若干名 

受講料 ３日間ｺｰｽ：３日間で 4,500 円、公開講座：１講座 1,000 円 
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7 感染防止対策の基本 公益社団法人神奈川県看護協会 

対象職業 看護師 

出典 公益社団法人神奈川県看護協会 

http://www.kana-kango.or.jp/training/training-1332/ 

 

実施主体 公益社団法人神奈川県看護協会 

対象者 看護職：新人看護職員及び初めてＩＣＴや部署で感染に関する役割を担う方もしく

は今後予定のある方 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

横浜市立大学附属病院看護師長 感染管理認定看護師 中村加奈              

学習目標 感染防止対策を実践するための基礎的知識を学ぶ 

教育内容 感染防止対策の基本 

経路別感染防止対策 

起こりやすい感染症とその対策 

医療関連感染対策 

職業別感染対策 

教育方法 不明 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

申込・問合せ先 

〒231-0037 横浜市中区富士見町３番１ 

（公社）神奈川県看護協会 研修課 教育研修班 

TEL 045-263-2926 

備考 実施日時 2018 年 11 月 08日(木)  

募集人数 200名 

受講料・資料代 8,000円(会員は 4,000 円） 

 

  

http://www.kana-kango.or.jp/training/training-1332/
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8 助産実践能力向上研修 公益社団法人日本助産師会 

対象職業 助産師 

出典 公益社団法人日本助産師会 

http://www.midwife.or.jp/pdf/seminar_2018/180718_event_03.pdf 

 

実施主体 公益社団法人日本助産師会 

対象者 不明 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

日本助産師会会長 山本助産院院長 山本詩子 

成育医療研究センター 新生児科医師 和田友香 

ウパウパハウス岡本助産院 岡本登美子 

さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック院長 堺武男 

聖路加国際大学 中山和弘 

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所招聘研究員 福岡秀興 

学習目標 助産師の実践能力を向上させる 

教育内容 助産倫理 

特別な支援を要する児への授乳支援 

妊産婦に関わる助産師の対応 

乳幼児期のフィジカルアセスメント〜母乳育児の勧めも含めて〜 

ヘルスリテラシーと意思決定支援 

周産期栄養の次世代への影響 

教育方法 不明 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

【お問い合わせ・連絡先】 

公益社団法人日本助産師会事務局 研修課 

TEL 03-3866-3055（研修会専用ダイヤル）  FAX 03-3866-3064 

またはHPのお問い合わせフォームより 

備考 実施日時 2018 年 7 月 20日(金)〜21 日(土)  

募集人数 60 名 

参加費 会員： 

http://www.midwife.or.jp/pdf/seminar_2018/180718_event_03.pdf
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 全日 10,000 円 

 一日 8,000 円 

非会員： 

 全日 20,000 円 

 一日 16,000 円 
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9 助産師力を高めるウィメンズヘルス研修 公益社団法人日本助産師会 

対象職業 助産師 

出典 公益社団法人日本助産師会 

http://www.midwife.or.jp/pdf/seminar_2018/180823_event_05.pdf 

 

実施主体 公益社団法人日本助産師会 

対象者 不明 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

大阪府立病院機構大阪母子医療センター 母子保健情報センター顧問 佐藤拓代 

日本ウェルネススポーツ大学 教授 近藤卓 

吉村小児科院長 内海裕美 

竹内助産院院長 竹内理恵子 

上智大学成人看護領域准教授 渡邊知映 

埼玉県立大学大学院研究科教授 飯岡由紀子 

学習目標 ウイメンズヘルスについて学び助産師力を高める 

教育内容 妊娠期から支援を要する妊婦の気づきと支援〜特定妊婦を中心に〜 

生まれてきてよかった〜子どもがありのままに生きていくために私たちにできるこ

と〜 

スマホ社会の落とし穴〜子どもの育ちに必要なこと〜 

思春期健康教育の実践 

乳がんと共に生きる女性を支える 

更年期の女性のヘルスケア―女性を生涯にわたり支えるためにー 

教育方法 不明 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

【お問い合わせ・連絡先】 

公益社団法人日本助産師会事務局 研修課 

TEL 03-3866-3055（研修会専用ダイヤル）  FAX 03-3866-3064 

またはHPのお問い合わせフォームより 

備考 実施日時 2019 年 1 月 18日（金）〜19 日（土）  

募集人数 60 名 

http://www.midwife.or.jp/pdf/seminar_2018/180823_event_05.pdf
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参加費 会員： 

 全日 10,000 円 

 一日 8,000 円 

非会員： 

 全日 20,000 円 

 一日 16,000 円 
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10 深めよう！ 眼鏡処方 公益社団法人日本視能訓練士協会 

対象職業 視能訓練士 

出典 公益社団法人日本視能訓練士協会  

http://www.jaco.or.jp/gakkai_info/886/ 

 

実施主体 公益社団法人日本視能訓練士協会 

対象者 公益社団法人日本視能訓練士協会会員、その他不明 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

兵庫医大 五味文 

杏林大 新井千賀子 

近畿大 松本富美子 

川崎医大総合医療センター 長谷部佳世子 

日本医用光学機器工業会眼鏡部会 大嶽泰久 

福井県済生会病院 富山園子  

川崎医療福祉大学 林泰子  

学習目標 眼鏡処方についての知識を深める 

教育内容 講演会 

「黄斑疾患 〜最近の知見〜」 

 

研修会 

「深めよう！眼鏡処方検査」 

１. 眼鏡処方検査に必要なレンズの知識 

２. 小児の眼鏡処方検査 

３. 成人の眼鏡処方検査 

教育方法 講演・研修 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

HPの問い合わせフォームより 

備考 実施日時 2018 年 6 月 3 日（日）  

募集人数 不定 

http://www.jaco.or.jp/gakkai_info/886/
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事前登録費 

会員 4000 円  非会員 7000 円 

当日登録費 

会員 6000 円  非会員 9000 円 

 

JACOメイト無料 

学生非会員 1000円（当日登録のみ 
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11 がんのリハビリテーション研修会 一般社団法人日本作業療法士協会 

対象職業 作業療法士 

出典 一般社団法人日本作業療法士協会 

http://www.jaot.or.jp/2018ganreha 

 

実施主体 一般社団法人日本作業療法士協会 

対象者 医師、看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士 

対象者の要件 6 名以内のチームで申し込み 

1 チームは、医師１名、看護師１名と作業療法士、理学療法士、言語聴覚士２名以上

を必ず含む 4 名以上 6 名以内であること。 

・すでに受講経験のある者の参加も可とする。 

・この他の関連職種も、上記の職種が参加したうえでの参加は 1 チーム 6 名以内

となる数であれば可能とする。 

・同一受講者が、2 日間の日程全てを受講することで修了証を授与します。 

・参加する作業療法士は、協会員であり、2018 年度年会費を支払い済であること。 

講師の職業や経

験等 

亀田総合病院 医師 宮越浩一 

大阪国際がんセンター 作業療法士 島崎寛将 

国立がん研究センター東病院 作業療法士 藤井美希 

大阪国際がんセンター 理学療法士 島雅晴 

大阪医科大学附属病院 理学療法士 西口只之 

大阪国際がんセンター 作業療法士 太千尋 

ベルランド総合病院 看護師 江藤美和子 

国立がん研究センター中央病院 作業療法士 櫻井卓郎 

大阪国際がんセンター 言語聴覚士 橋田直 

近畿中央胸部疾患センター 医師 所昭宏 

大阪国際がんセンター 理学療法士 鈴木昌幸 

亀田総合病院 作業療法士 近藤絵美 

学習目標 平成 24 年度から推進されている「がん対策推進基本計画」を、作業療法士協会と

して、より一層にリハビリテーションの視点から取り組むために、本研修会を企画

運営する。 

1. がんのリハビリテーションについて、その課題と解決、方向性を考える。 

2. がんのリハビリテーションについて、専門職種の役割を認識する。 

http://www.jaot.or.jp/2018ganreha
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3. がんのリハビリテーションにおける 多職種の役割を理解し、協働・連携を図る。 

4. 多施設との情報共有を図り、今後のがんのリハビリテーションの推進を図る。 

教育内容 ＜1 日目＞ 

9：00〜9：50 がんリハビリテーションの概要 亀田総合病院 医師 宮越 浩一 

11：40〜11：50 休憩 

11：50〜12：35  周術期リハビリテーション－乳がん、頭頸部がん- 国立がん研究

センター東病院 作業療法士 藤井 美希 

12：35〜13：20 周術期リハビリテーション－開胸・開腹術、脳腫瘍― 大阪国際が

んセンター 理学療法士 島 雅晴 

13：20〜14：10 昼食・休憩 

14：10〜14：50  化学療法・放射線療法の合併症とリスク管理 亀田総合病院 医師 

宮越 浩一 

14：50〜15：20  造血器腫瘍・造血幹細胞移植に対するリハビリテーション 大阪医

科大学附属病院 理学療法士 西口 只之 

15：20〜15：30 休憩 

15：30〜16：10 転移性骨腫瘍に対するリハビリテーション 亀田総合病院 医師 宮

越 浩一 

16：10〜16：40 ADL・IADL 障害に対するリハビリテーション 大阪国際がんセン

ター 作業療法士 太 千尋 

16：40〜16：50 休憩 

16：50〜17：30 リハビリテーションにおける看護師の役割（症例紹介を含む） ベ

ルランド総合病院 看護師 江藤 美和子 

17：30〜18：50 模擬カンファレンス：事例に基づいて(リハビリテーション計画の

作成) 国立がん研究センター中央病院 作業療法士 櫻井 卓郎 

 

＜２日目＞ 

8：50〜9：45 がん患者の摂食嚥下障害、コミュニケーション障害 大阪国際がんセ

ンター 言語聴覚士 橋田 直 

9：45〜10：00 口腔ケア 大阪国際がんセンター 言語聴覚士 橋田 直 

10：00〜10：10 休憩 

10：10〜11：10 がん患者の心理的問題 近畿中央胸部疾患センター 医師 所 昭宏 

11：10〜11：40 がん悪液質に対するリハビリテーション 大阪国際がんセンター 理
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学療法士 鈴木 昌幸 

11：40〜12：30 昼食・休憩 

12：30〜13：30 進行したがん患者に対するリハビリテーション 亀田総合病院 作業

療法士 近藤 絵美 

13：30〜13：40 移動、休憩 

13：40〜15：20 がんリハビリテーションの問題点の解決 グループワーク 担当ファ

シリテーター 

教育方法 講演・グループワーク・模擬カンファレンス 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

一般社団法人日本作業療法士協会 事務局 

がんのリハビリテーション研修会係 担当：山根 

TEL:03-5826-7871 FAX:03-5826-7872 

e-mail: ot_cancer@jaot.or.jp 

備考 実施日時 2019 年 1 月 12日〜13日  

募集人数 40 チーム（最大受講者数 240 名程度） 

受講費用 1 チーム \120,000- ※参加チームの人数に関わらず 

応募多数の場合は当協会の選考基準に則り、受講を決定。受講の可否の結果につい

ては、10 月 9 日（火）〜12 日（金）の間に代表者の連絡先メールに返信。 
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12 腰痛の最新知見 一般社団法人長野県理学療法士会 

対象職業 理学療法士 

出典 一般社団法人長野県理学療法士会 

http://ptnagano.jp/img/file129.pdf 

 

実施主体 一般社団法人長野県理学療法士会 

対象者 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・学生 

対象者の要件 不明 

講師の職業や経

験等 

東京大学医学部付属病院 22 世紀医療センター 運動器疼痛メディカルリサーチ＆

マネージメント講座特任教授 松平浩 

学習目標 腰痛の最新知見に関して知識を深める 

教育内容 「腰痛の最新知見」 

教育方法 講演・実技 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

問い合わせ先 

介護老人保健施設 御所苑 TEL: 0268-22-2222 

準備委員長 若林良明 宛 

備考 実施日時 2018 年 12 月 9日(日)  

募集人数 40 名程度 

受講費用 会員 1,500 円 会員外 PT 4,000 円 学生 500 円 （全て当日支払い） 

 

  

http://ptnagano.jp/img/file129.pdf
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13 日臨技首都圏支部・関甲信支部合同輸血検査研修会 一般社団法人日本臨床衛生検査技

師会 

対象職業 臨床検査技師 

出典 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

https://img01.ecgo.jp/usr/tmamt/img/180730082419.pdf 

https://img01.ecgo.jp/usr/tmamt/img/180730082440.pdf 

 

実施主体 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

対象者 臨床検査技師、その他不明 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

東海大学医学部附属病院臨床検査技術科輸血室 板垣浩行 

近畿大学医学部附属病院輸血・細胞治療センター井手大輔 

（代理講演）都立駒込病院 輸血細胞治療科 森山昌彦 

福島県立総合衛生学院教務部 安田広康 

福岡県赤十字血液センター学術課 東谷孝徳 

東邦大学医療センター大森病院 輸血部 奥田誠 

三重大学医学部附属病院 輸血部・細胞治療部 丸山 美津子 

都立駒込病院 輸血細胞治療科 森山 昌彦 

学習目標 臨床検査技師を対象に生涯教育の一貫として、倫理の高揚・資質の向上を目指し、そ

の生涯教育を行う 

教育内容 1 日目・講義および輸血テクニカルセミナー2017 DVD 講習 

1. ABO 血液型、RhD 血液型検査の注意点と異常反応時の考え方（DVD 講習） 

東海大学医学部附属病院臨床検査技術科輸血室 板垣浩行 

2. 不規則抗体検査-抗体同定までのポイント-（代理講演） 

近畿大学医学部附属病院輸血・細胞治療センター井手大輔 

（代理講演）都立駒込病院 輸血細胞治療科 森山 昌彦 

3. 交差適合試験陽性時の対応（講演） 

福島県立総合衛生学院教務部 安田広康 

4. 医療機関と血液センターの相互理解の重要性（DVD 講習） 

福岡県赤十字血液センター学術課 東谷孝徳 

5. 輸血部門が知っておくべき輸血検査に影響する分子標的治療薬について（講演） 

東邦大学医療センター大森病院 輸血部 奥田 誠 

https://img01.ecgo.jp/usr/tmamt/img/180730082419.pdf
https://img01.ecgo.jp/usr/tmamt/img/180730082440.pdf
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2 日目・実技 

（1）血液型検査 

（2）直接抗グロブリン試験 

（3）抗体解離試験 

（4）抗体同定試験 

（5）カラム凝集法による血液型検査 

三重大学医学部附属病院 輸血部・細胞治療部 丸山 美津子 

東邦大学医療センター大森病院 輸血部 奥田 誠 

三重大学医学部附属病院 輸血部・細胞治療部 丸山 美津子 

都立駒込病院 輸血細胞治療科 森山 昌彦 

教育方法 講演・DVD 講習・実技 

使用教材 不明 

事前予習の参考図書： 

①輸血のための検査マニュアル Ver.1.3.1、②輸血・移植検査技術教本、③スタンダ

ード輸血検査テキスト第 3 版、④輸血学改訂第 3 版 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

連絡先 

〒143-0013 東京都大田区大森南 4-13-21 

東京労災病院 中央検査部 奥嶋 博美 

Tel：03-3742-7301（内線 1345） FAX：03-3744-9310 (病院代表) 

E-mail：kensaka-2@tokyoh.johas.go.jp 

備考 実施日時 2019 年 1 月 19日〜20(日)  

募集人数 80 名 

会員 7,000 円、非会員 15,000 円 
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14 診療放射線技師新人研修会 

対象職業 診療放射線技師 

出典 公益社団法人医療研修推進財団 

http://pmet.or.jp/kousyukai/shinjin-housha-bosyu.pdf 

 

実施主体 主催：公益財団法人 医療研修推進財団 

共催：公益社団法人 日本診療放射線技師会 

対象者 診療放射線技師  

対象者の要件 免許取得後２年以内の臨床経験を有するもの 

講師の職業や経

験等 

りんくう総合医療センター 坂下惠治 

育和会記念病院 渡邊博隆 

京都大学医学部附属病院 中川政幸 

医真会八尾総合病院 西村健司 

済生会川口総合病院 城處洋輔 

鈴鹿医療科学大学 武藤裕衣 

東京北医療センター 菊地克彦 

公立福生病院 市川重司 

上尾中央総合病院 佐々木健 

東京医科大学病院 吉田和則 

済生会川口総合病院 富田博信 

新潟医療福祉大学 児玉直樹 

東京臨海病院 藤井雅代 

愛知医科大学病院 中村勝 

学習目標 不明 

教育内容 ＜関西・1日目＞ 

①チーム医療の推進と診療放射線技師の役割 りんくう総合医療センター 坂下 

惠治 

②患者接遇と体位変換技術 育和会記念病院 渡邊 博隆 

③医療機器の安全管理 京都大学医学部附属病院 中川 政幸 

④職業倫理と医療関係法令 新潟医療福祉大学 児玉 直樹 

＜関西・2日目＞ 

⑤医療安全と感染防止（リスクマネージメントを含む) 医真会八尾総合病院 西村 

http://pmet.or.jp/kousyukai/shinjin-housha-bosyu.pdf
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健司 

⑥気管支解剖講座 済生会川口総合病院 城處 洋輔 

⑦社会人としてのマナーとコミュニケーション技術 鈴鹿医療科学大学 武藤 裕

衣 

⑧日本診療放射線技師会の生涯教育制度 愛知医科大学病院 中村 勝 

＜関東・1日目＞ 

①医療機器の安全管理 東京北医療センター 菊地 克彦 

②患者接遇と体位変換技術 公立福生病院 市川 重司 

③ 医療安全と感染防止（リスクマネージメントを含む) 上尾中央総合病院 佐々木 

健 

④チーム医療の推進と診療放射線技師の役割 東京医科大学病院 吉田 和則 

＜関東・2日目＞ 

⑤気管支解剖講座 済生会川口総合病院 富田 博信 

⑥職業倫理と医療関係法令 新潟医療福祉大学 児玉 直樹 

⑦社会人としてのマナーとコミュニケーション技術 東京臨海病院 藤井 雅代 

⑧日本診療放射線技師会の生涯教育制度 愛知医科大学病院 中村 勝 

教育方法 不明 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

問合せ先 

 〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門１－２２－１４ミツヤ虎ノ門ビル４Ｆ 

公益財団法人 医療研修推進財団 

 診療放射線技師実習施設指導者等養成講習会事務局 

TEL 03-3501-6592 、FAX 03-3501-6593 （ 担当：井田、佐藤 ） 

備考 実施日時 関西：2018年 6 月 16 日〜17 日、関東： 2018年 8 月 4 日〜5日 

募集人数 各 64〜72 名 

受講料 会員 10,000 円（資料代含む） 
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15 在宅医療と動機づけ面接における患者とのコミュニケーションを考える 公益財団法人

日本薬剤師研修センター 

対象職業 薬剤師 

出典 公益財団法人日本薬剤師研修センター 

http://www.jpec.or.jp/download/kenshunintei_jpec_cohost.pdf 

 

実施主体 主催：北里大学薬学部 

共催：北里大学薬友会、公益財団法人日本薬剤師研修センター 

対象者 薬剤師、他不明 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

北里大学医学部 新世紀医療開発センター 横断的医療領域開発部門 地域総合医療

学 教授 木村琢磨 

北里大学医学部精神科学 講師 澤山透 

学習目標 在宅医療と動機づけ面接における患者とのコミュニケーションを考える 

教育内容 第 1 回 1/12『在宅医療における新たな薬剤師の役割と可能性』 

・「在宅医療で何をみ（観・見・診）るか」 

・「マルチモービディティ時代を薬剤から考える」 

北里大学医学部 新世紀医療開発センター 横断的医療領域開発部門 

地域総合医療学 教授 木村 琢磨 氏 

 

 第 2 回 2/16『服薬アドヒアランスの向上に動機づけ面接を活かす』 

・「服薬アドヒアランスの向上に動機づけ面接を活かす〜前編〜」 

・「服薬アドヒアランスの向上に動機づけ面接を活かす〜後編〜」 

北里大学医学部精神科学 講師 澤山 透 氏 

教育方法 不明 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

問合せ先 

北里大学薬学部生涯学習センター事務局（北里大学薬友会内） 

〒108-8641 港区白金 5-9-1 

TEL&FAX：03-3448-8191 

http://www.jpec.or.jp/download/kenshunintei_jpec_cohost.pdf
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Email：ph-llc@kitasato-u.ac.jp 

備考 実施日 ：2019 年 1 月 12日、2 月 16 日 

募集人数 不定 

受講料 各日 2,000 円 
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16 「医薬品の適正使用のための情報の収集・評価、共有化に関する研修会 -薬物治療にお

ける安全管理のために-｣ 公益財団法人日本薬剤師研修センター 

対象職業 薬剤師 

出典 公益財団法人日本薬剤師研修センター 

http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_tekiseishiyou.html 

http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_e-learning.html 

 

実施主体 主催：公益財団法人日本薬剤師研修センター 

共催：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

      公益財団法人 日本薬剤師研修センター 

後援：厚生労働省 

      公益社団法人 日本薬剤師会 

      一般社団法人 日本病院薬剤師会 

      一般社団法人 日本保険薬局協会 

       日本製薬団体連合会 

対象者 薬剤師、他不明 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

厚生労働省大臣官房 審議官（医薬担当） 森和彦  

北里大学大学院薬学研究科 教授  成川衛 

厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬安全対策課課長  関野秀人 

厚生労働省保険局医療課 薬剤管理官  田宮憲一 

日本製薬工業協会データサイエンス部会 部会長  小宮山靖 

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課安全使用推進室長  江野英夫 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第二部長  近藤恵美子 

東京薬科大学薬学部薬事関係法規室 教授  益山光一 

学習目標 医薬品情報の収集と評価、多職種との情報共有に必要な知識の習得、さらに法令で

求められる当局への報告制度などを学ぶこと 

教育内容 薬局・薬剤師を取り巻く現状及びビジョン実現に向けた国の取組 

厚生労働省大臣官房 審議官（医薬担当） 森 和彦 氏 

 

医薬品開発の国際化と臨床試験データ評価の重要性 

北里大学大学院薬学研究科 教授  成川 衛 氏 

http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_tekiseishiyou.html
http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_e-learning.html
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医療安全情報の収集に向けた体制整備について 

厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬安全対策課課長  関野 秀人 氏 

 

医療安全情報の共有化と地域支援体制加算の新設について 

厚生労働省保険局医療課 薬剤管理官  田宮 憲一 氏 

 

薬の副作用が副作用と呼ばれるまで -提供される副作用情報への向き合い方- 

日本製薬工業協会データサイエンス部会 部会長  小宮山 靖 氏 

 

重篤副作用疾患別マニュアルの改定について 

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課安全使用推進室長  江野 英夫 氏 

 

医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合報告の現状と安全対策について 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第二部長  近藤 恵美子 氏 

 

薬局・薬剤部の機能を活用した副作用報告の推進について 

東京薬科大学薬学部薬事関係法規室 教授  益山 光一 氏 

教育方法 不明 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

有 http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_e-learning.html 

ストリーミング型配信 

研修会を録画したもの 

受講者のサポー

ト方法 

問合せ先 

公益財団法人日本薬剤師研修センター 

jpec@jpec.or.jp 

備考 実施日 ：2018 年 9 月 30日(日) 

募集人数 250名 

受講料  

一般 6,480 円（本体 6,000円、税 480円) 

当センター個人賛助会員 5,400円（本体 5,000 円、税 400円) 

 

http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_e-learning.html
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17 ACP（アドバンス・ケア・プランニング）のすすめ方〜その人らしく意思決定するため

に〜 一般社団法人東京都医療社会事業協会 

対象職業 都内医療機関従事者・区市町村職員等 

出典 一般社団法人東京都医療社会事業協会 

http://www.tokyo-msw.com/events/019/20190208.pdf 

 

実施主体 一般社団法人東京都医療社会事業協会 

対象者 都内医療機関従事者・区市町村職員等 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

東京慈恵会医科大学附属 柏病院総合診療部診療部長 三浦靖彦 

学習目標 患者や患者家族と医療従事者との関わり方に関する知識を深める 

教育内容 「東京都の医療情報の理解促進の取組」 

東京都福祉保健局医療政策部医療政策課（都事務局） 

 

「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）のすすめ方〜その人らしく意思決定する

ために〜」 

東京慈恵会医科大学附属 柏病院総合診療部診療部長 三浦靖彦 

 

質疑応答 

教育方法 講演・ディスカッション 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

申込書に事前質問欄有 

問合せ先 不明 

事務局 東京都福祉保健局医療政策部医療政策課 医療改革推進担当 

備考 実施日 ：2019 年 2 月 8 日 

募集人数 100名 

参加費 無料 

 

  

http://www.tokyo-msw.com/events/019/20190208.pdf
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18 第 2 回医療機器安全管理研修会 公益社団法人日本臨床工学技士会 

対象職業 臨床工学技士 

出典 公益社団法人日本臨床工学技士会 

http://www.ja-ces.or.jp/wordpress/wp-

content/uploads/2018/10/dd628d10212ffe793227ff431fd69ff9.pdf 

 

実施主体 公益社団法人日本臨床工学技士会 

対象者 臨床工学技師、他不明 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

講義 1 山形愛心会 庄内余目病院 本間久統 

講義 2 札幌医科大学病院 室橋高男 

講義 3 天理よろづ相談所病院 吉田秀人 

講義 4 横浜栄共済病院 中川孝太郎 

講義 5 亀田総合病院 高倉照彦 

講義６ 筑波大学附属病院 吉田聡 

学習目標 公益社団法人日本臨床工学技士会の発出する指針の医療職関係団体等への周知と医

療機器のさらなる安全使用における活用を啓発すること 

教育内容 講義１ 血液浄化領域 

講義２ 救急・集中治療領域 

講義３ 手術室・内視鏡領域 

 講義４ 不整脈・カテーテル治療領域 

講義５ 高気圧酸素治療領域 

講義６ 医療ガス及び電波の安全な利用について（仮題） 

教育方法 講義 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

公益社団法人 日本臨床工学技士会 JACE 研修センター（ＪＳＣ） 

HP状の問い合わせフォームより 

備考 実施日 ：2019 年 2 月 9 日 

募集人数 138名 

受講料 正会員 10,000 円 非会員 15,000 円  

http://www.ja-ces.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/dd628d10212ffe793227ff431fd69ff9.pdf
http://www.ja-ces.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/dd628d10212ffe793227ff431fd69ff9.pdf
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19 透析室 1 日体験研修 医療法人結和会松山西病院 

対象職業 看護師 

出典 松下志穂,竹本祥子,山内多恵子. 病棟中堅看護師による透析 1 日体験研修の経緯と成

果. 看護実践の科学. 2018, vol.43, no.9, p.31-38. 

 

実施主体 医療法人結和会松山西病院 

対象者 病棟中堅看護師 

対象者の要件 中堅看護師の用語の定義は、看護チームの中核としてチームを牽引する存在とし、

病棟では固定チームのチームリーダー、サブリーダーの役割を担う者で、当院での

経験が 5年以上のもの 

講師の職業や経

験等 

不明（院内研修のため院内の人材と考えられる） 

学習目標 透析ケアに関する看護実践能力および、スタッフへの指導能力の向上 

1 透析患者の透析前・透析中・透析後の状態を理解し、基本的知識・技術が習得でき

る 

2 病棟での管理が、透析へどのように影響を及ぼすかを学び、患者指導につなげる

ことができる 

3 病棟看護師と透析室看護師との連携をはかり、情報共有の必要性を理解すること

ができる 

教育内容 透析専門領域の基本的知識・技術 

・透析するまでの準備 

・体重測定の実際 

・透析前、透析中の患者との関わり 

 

シャント管理 

・自己血管と人工血管 

・脱血、送血 

・穿刺、止血の実際 

 

循環動態 

・透析中の循環動態の観察 

・体重との関係性 
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生活指導 

・水分管理、食事管理 

・排便コントロールの必要性 

・検査データの見方 

・フットケア 

 

合併症 

・循環器疾患との関係性 

・心エコーの見方 

・慢性期疾患における起こりうる合併症 

教育方法 実習、グループディスカッション 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 

受講者のサポー

ト方法 

質疑応答 

備考 実施日 ：2015 年〜2017年 年 2 回開催 

募集人数 1 回の研修に 3〜4名 

受講料 不明（院内研修のため無料と考えられる）  
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20 JCHO 新任管理者研修 地域医療機能推進機構（JCHO） 

対象職業 看護師 

出典 扇谷玲子. JCHO の看護管理者向け研修. 看護管理. 2018, vol.28, no.9, p.774-779. 

 

実施主体 地域医療機能推進機構（JCHO） 

対象者 新任看護部長 

対象者の要件 同上 

講師の職業や経

験等 

不明 

学習目標 看護部長として必要な運営・経営等に関する知識と実践力を習得し、運営・経営管理

能力の向上を図る。 

看護部門の管理者として時代に合致した部門管理のために必要な知識を習得し、実

践できる能力を向上させる。 

教育内容 JCHOの運営方針等 

JCHOのルール 

情報セキュリティ等 

医療有害事象発生後の対策 

経営管理 

JCHO看護部門における運営方針 

患者サービス推進課の取り組み 

地区事務所の役割・連携 

看護研修科の取り組み 

地域包括ケア等の取り組み 

教育方法 講義 

グループワーク 

研修受講前学習：所属施設の役割や機能、地域の基礎データなど所属施設と地域の

状況についての情報収集・分析 

研修受講後課題：研修を通して見えた自部署・自施設での課題を挙げ、その課題に対

する対策と実践結果をレポートとして提出 

使用教材 不明 

e ラーニングの

使用有無 

不明 
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受講者のサポー

ト方法 

不明 

備考 実施日 ：不明 

募集人数 不明 

受講料 不明 

 


