
＊黄色の欄の研修会は、看護職以外も参加できる研修会です。
開
催

研修名 開催期間 定員・対象 学習 段階 主な内容 講師 受講料
申
込

申込
期間

5
月

リーダーシップ研修
～これからはじめるリーダーシップ～

5/15（水）
１0：00～16：00

新ﾘｰﾀﾞｰ、経験10年未満
の看護職　　100名

Ⅱ～Ⅲ
集団の理解とリーダーの役割／医療現場におけるリー
ダーシップとは

ＮＰＯ法人日本看護キャリア開発センター
代表　下山節子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③
4/1
～19

禁煙支援研修
【国立がん研究センターたばこ政策
支援部共催】

6/8（土）
１0：00～16：30

看護職
医療従事者

100名
Ⅰ～Ⅴ

たばこと健康被害/タバコ規制枠組み条約とたばこ対策
/看護職とたばこ/看護職による禁煙支援/演習（動機づ
け面接等）

国立がん研究センターたばこ政策支援部
外来研究員 吉見逸郎
愛知医科大学 成人看護学講師 谷口千枝
防衛医科大学 地域看護学講師　瀬在泉

会員　　 2,000円
非会員  4,000円

③
4/10
～

5/20

感染管理
“ここだけは押さえておきたい
感染対策”とトピックス

6／13（木）
10：00～16：00

看護職
医療従事者

100名
Ⅱ～Ⅳ

医療源における感染対策の現状／必ず実践しなけれ
ばならない感染対策とその方法

NPO法人
日本感染管理支援協会
理事長　土井英史

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③
4/1
～19

看護研究の実際
～研究計画書を作成しよう～
（個別指導）

6/21（金）
個別指導

計画書を事前に提出
できる看護職　　20組

Ⅰ～Ⅴ
事前に提出した研究計画書の内容についての個別指
導

熊本大学大学院生命科学研究部
看護学講座教授　前田ひとみ
（個別指導者上記講座より）

主研究者
会員　　 4,000円
非会員  8,000円
共同研究者半額

②
4/10
～

5/20

看護研究の実際
～パソコンを使ってデータ処理を
してみよう～

7/11（木）
10：00～16：00

ＰＣを持参できる
看護職　　50名

Ⅰ～Ⅳ
データの種類と処理方法／基本統計量の算出／グラフ
の作り方／基本的なデータ処理と検定

熊本大学大学院生命科学研究部
看護学講座　准教授　松本智晴

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

①

がん看護　がんとの共生（1）
～がん治療における看護～

7/12（金）
１0：00～16：00

看護職　　100名 Ⅰ～Ⅲ

がんの基本的知識／がん化学療法看護：がん化学療
法の基礎知識と有害事象のケア（悪心・下痢便秘・皮膚
障害）／がん放射線療法看護：放射線治療の基礎知識
と急性有害事象のケア（放射線性皮膚炎）

熊本大学病院
がん看護専門看護師　岡本泰子
熊本大学病院
がん放射線療法看護認定看護師　太田由利香

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

ようこそ、熊本県看護協会へ
新しく会員になられた皆様へ

同内容2回
7/16（火）
7/17（水）

10：00～15：00

新規会員・入会予定の看
護職員、未受講の会員

300名
Ⅰ～Ⅴ

看護協会の組織と運営／看護協会の活動内容／講演
「ステキな人生を送るための人間関係づくりのポイント」

熊本県看護協会　役員
熊本大学教職大学院
名誉教授・シニア教授　吉田道雄

無料 ①

8
月

准看護師のためのレポートの
書き方

　8/24（土）
13：30～16：30

准看護師　30名
（空席がある場合他看護職

も受講可能）
― 

レポートとは・小論文とは／文章の組み立て方／文章
の書き方／レポート・小論文の書き方のポイント

熊本保健科学大学保健学部
准教授　向井良人

会員　　 2,000円
非会員  4,000円

③
6/1
～20

がん看護　がんとの共生（2）
～緩和ケア～

9/7（土）
10：00～16：00

看護職
100名

Ⅰ～Ⅲ

緩和ケアの基礎知識／身体・精神症状マネジメント／
緩和ケアの実際／がん性疼痛の基礎知識／意思決定
支援／がん患者とのコミュニケーション／緩和ケアにお
ける看護師の役割

熊本医療センター
がん看護専門看護師　安永浩子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

看護記録
看護の質を向上させるための記録監
査

9/17（火）
10：00～16：00

 記録に関してリーダー的
 立場・予定の看護職
　　　　      100名

Ⅲ～Ⅴ

看護記録の開示と記載規準の明文化について/看護記
録及び診療情報の取り扱いに関する看護管理者の責
務/組織の中での監査活動／看護必要度と看護記録

活水女子大学看護学部
看護学科教授　幸史子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

意思決定支援
～その人らしい生き方を支える～

9/19（木）
10/17（木）

13：30～16：30
看護職　　100名 Ⅱ～Ⅴ

意思決定支援における看護師の役割／意思決定を支
えるコミュニケーションスキル／倫理的配慮／アドバン
ス・ケア・プランニング（ACP）について（概要と実践）／
事例検討

清藤クリニック
院長　清藤千景

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

認知症看護
認知症の基礎知識とユマニチュード
～認知症ケアの質向上を目指して～

9/27（金）
10：00～15：00

看護職
医療従事者

150名
Ⅰ～Ⅴ

認知症の基礎知識／病態生理や症状／治療方法／ユ
マニチュードとは何か／ユマニチュードの基本理念に
基づいたケア

熊本大学病院
認知症専門医　遊亀誠二

ユマニチュード認定インストラクター

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

医療職のための発達障害研修会
～大人の発達障害を学ぶ～

10/3（木）
13：30～16：30

看護職　　100名 Ⅰ～Ⅴ

発達障害の基礎知識／成人期の発達障害の実際と二
次障害について／ケーススタディ／発達障害の対応に
ついて

はっとり心療クリニック
院長　服部陵子

会員　　 2,000円
非会員  4,000円

③

看護研究の実際
～研究の結果を解釈し、まとめて
みよう～

10/15（火）
（個別指導）

研究論文を事前に
提出できる看護職

10組
Ⅰ～Ⅴ

事前に提出した研究の全体像と結果を記述した資料
や、学会発表用の抄録などについての個別指導

熊本大学大学院生命科学研究部
看護学講座　教授　前田ひとみ
（個別指導者上記看護学講座より）

主研究者
会員　　 4,000円
非会員  8,000円
共同研究者半額

②

職場のメンタルヘルスケア対策研修
～ヘルシーワークプレイス（健康で安
全な職場）を目指して～

　10/19（土）
10：00～16：00

看護管理者(主任以上）
100名

Ⅳ～Ⅴ

ストレスへの気づき、ストレスへの対処方法／看護職員
の健康づくりのための管理者の役割／業務上の危険か
ら看護職員を守るための視点

四天王寺大学
看護学部・看護実践開発センター
教授　宇佐美しおり

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

看護師のクリニカルラダー（日本看護
協会版）の活用

10/23（水）
10：00～16：00

看護管理者（主任以上）・
教育担当者

100名
Ⅲ～Ⅴ

看護職のクリニカルラダーとキャリア開発に関する経緯
／自施設のクリニカルラダーを組織内教育に活かすた
めの導入と活用方法/看護師のクリニカルラダー活用の
実践報告

ＮＰＯ法人日本看護キャリア開発センター
代表　下山節子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

誤嚥性肺炎をを防ぐ！
～誤嚥しやすい高齢者の食支援の
方法を学び、口腔ケアの腕を磨く～

10/30（水）
10：00～16：00

看護職
医療従事者

100名
Ⅰ～Ⅲ

摂食・嚥下障害をもつ対象者への食支援の実際（摂
食・咀嚼・嚥下機能）/食形体の調整/開口困難な方へ
の口腔リハビリ／摂食・嚥下障害をもつ対象者への口
腔ケアの実際（講義・演習）

熊本機能病院
摂食・嚥下障害看護認定看護師　月足亜由美
熊本機能病院　訪問歯科連携センター
室長　古川由美子（歯科衛生士）

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

看護管理者の概念化能力
～自己の概念化能力を養おう～

11/1（金）
10：00～16：00

看護管理者(主任以上）
100名

Ⅳ～Ⅴ
概念化能力の必要性：概念的思考力、管理行動力／
概念化に必要な思考軸／今の自分の概念化能力

株式会社サフィール　代表取締役
看護管理総合教育　センター代表
河野秀一

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

がん看護　がんとの共生（3）
～地域連携・在宅ケア～

11/7（木）
10：00～16：00

看護職　　100名 Ⅰ～Ⅲ
地域連携の実際／退院支援の実際／在宅医療・ケア
の実際

熊本大学病院
地域医療連携センター看護師長　井原国代
ひまわり在宅クリニック院長　後藤慶次

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

LGBTの理解
11/12（火）

13：30～16：30
看護職　　100名 Ⅰ～Ⅴ

LGBTの基礎知識／医療者がLGBTの患者に感じる対
応の困難感について／LGBTの患者が受診をためらう
理由や、受診時に感じる困難感について／実際の取り
組みについて

長峰南クリニック　院長　平村英寿
（ともに拓く会副会長）

会員　　 2,000円
非会員  4,000円

③

フィジカルアセスメントの基礎
11/27（水）

10：00～16：00
看護職　　100名

（200床未満施設優先）
Ⅰ～Ⅲ

フィジカルアセスメントの基礎知識識（アセスメントの構
成・種類・目的・フィジカルイグザミネーション）/呼吸器
系・循環器系・意識のフィジカルアセスメントに必要な基
礎知識/事例をもとにしたフィジカルアセスメントの統合
（ケーススタディ）

済生会熊本病院
集中ケア認定看護師　坂本美賀子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

感染管理
精神科・療養の場における感染対策

12／6（金）
10：00～16：00

高齢者施設や精神科病棟
に従事する看護職、
医療従事者　　100名

Ⅰ～Ⅲ

感染管理の基本／精神科における感染対策／インフ
ルエンザ病棟発生時の実践的対応～さあ、あなたなら
どうする？～

一般社団法人
精神科領域の感染制御を考える会
代表　山内勇人

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

心不全の理解と看護
12/16（月）

10：00～16：00

看護職　　100名
（介護・福祉施設、在宅看

護に携わる者優先）
Ⅰ～Ⅳ

心臓の構造と機能、不整脈について／急性心不全、慢
性心不全の病態と早期発見、看護師による管理の必要
性／慢性心不全の前兆に気づくためのフィジカルアセ
スメント／心不全の看護と治療について

放送大学大学院文化科学研究科
生活健康科学教授　山内豊明

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

小児のフィジカルアセスメント
2020年

1/16（木）
10：00～16：00

看護職　　80名 Ⅱ～Ⅴ

全国及び熊本県における小児救急の現状と課題（今後
の方向性）／小児の観察ポイントと来院前後のトリアー
ジ／異常の早期発見とその対応／救急外来や外来で
の看護師の役割／小児に対する特殊な看護技術

熊本地域医療センター　小児科部長　柳井雅明
熊本赤十字病院
小児看護専門看護師　田代祐子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

新人看護職員研修
実地指導者研修

2020年
1/22（水）

10：00～16：00

新人看護職員研修
実施指導者・予定の

看護職　　100名
Ⅱ～Ⅲ

成人学習者の特徴と教育方法／新人看護職員研修ガ
イドライン／教育の基本的な考え方／新人看護職員臨
床研修に関わる看護職員のメンタルサポート／看護技
術の指導方法／看護技術の評価方法

ＮＰＯ法人日本看護キャリア開発センター
代表　下山節子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

看護倫理
～身近な場面から学ぶ看護倫理～

2020年
1/28（火）

10：00～16：00
看護職　　100名 Ⅰ～Ⅴ

看護職における倫理とは／日頃の看護業務の中での
倫理的な問題／事例を通して学ぶ倫理的思考や行動

元横浜創英大学
看護学部学部長　教授  森田孝子

会員　　 4,000円
非会員  8,000円

③

3
月

看護研究の実際
～看護研究を始めよう！～

2020年
3/2（月）
3/3（火）

10：00～16：00
（2日間）

看護職　　150名 Ⅰ～Ⅲ

看護研究とは何か／看護における研究の意義／倫理
的配慮／研究プロセス／研究テーマの見つけ方／文
献検索と文献検討／研究の種類とデザイン／研究計画
書作成／研究の落とし穴／研究成果の発表

熊本大学大学院生命科学研究部
看護学講座教授　前田ひとみ

会員　　 8,000円
非会員 16,000円

③
1/6
～20

＊黄色の欄の研修会は、看護職以外も参加できる研修会です。「研修名」欄の　印は、介護施設に勤務する看護職の方に受講をおすすめする研修です。

＊申込用紙は、「研修計画」冊子からコピー、または熊本県看護協会ホームページからダウンロード。申込用紙③の研修は受講できない場合のみ連絡します。

＊「教育計画」冊子に記載していた「感染管理　精神科・療養の場における感染対策」研修の日程は12月5日（木）と間違っていました。
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