
平成２８年度 看護師職能委員会Ⅱ研修会のご案内  

施設管理者交流会

施設や在宅で管理業務に従事している皆さんは、日頃から看護師として管理者として 

多職種の中で悩むことも多いことと推察いたします。 

今回は、NPO法人 日本看護キャリア開発センター 副代表 江藤 節代氏をお迎えし、 

『多職種連携・人材育成に必要な「伝える力・聴く力」を高めよう！』というテーマで、

施設管理者の状況を踏まえた事例を織り交ぜながら施設管理者に必要な対人援助力を高め

るための講義をしていただきます。それぞれの施設での課題や取り組みをグループワーク

で共有して頂き、今後のお仕事に活かして頂ければ幸いです。 

１ 対象者  介護保険領域の看護師・准看護師で役職、または、今後役職に

つかれる方、教育担当者、テーマに興味のある方 

２ 実施主体  公益社団法人福岡県看護協会（看護師職能委員会Ⅱ）  

３ 開催日時  平成２８年７月２日（土）  

１３：００～１６：００ （受付１２：３０～１３：００）  

４ 場所  ナースプラザ福岡   

５ 内容等  13:00～13:05 

13:05～14:00 

14:10～14:50 

14:50～15:00 

15:00～16:00 

開会挨拶  

講義 

NPO法人 日本看護キャリア開発センター 

副代表 江藤 節代 

『多職種連携・人材育成に必要な  

「伝える力・聴く力」を高めよう！』 

実践報告 

休憩 

グループワーク 

テーマ：自施設の課題・今後取り組みたいこと

６ 参加費  会員 2,000円   非会員 3.000円 

７ 定員  ５０名  

８ 申し込み方法  規程の申込書をＦＡＸ及び郵送（裏面申込書参照）  

９ 締切日  締切日 ６月 １０日   

※参加をお断りする場合のみご連絡いたします。 



高齢者と地域のために働くナースたちの 

平成２８年度 研修のご案内

『 施設看護管理者交流会 』 
開催日時：平成２８年７月２日(土)  

受付 ： １２：３０～１３：００ 

開催時間 ： １３：００～１６：００ 

対象者 ： 管理職、教育関係者等 

場所  :  ナースプラザ福岡 

講演 

多職種連携・人材育成に必要な      

   「伝える力・聴く力」を高めよう！

講演者 ： NPO 法人 日本看護キャリア開発 

                 副代表  江藤 節代先生 
 講演内容  

介護現場における看護介護の連携や教育課程の違い

を考えた人材育成に必要な力をつけ、離職防止、組

織管理に繋げよう！ 

 グループワーク 

       これからの施設管理者のあるべき姿など… 

参加費 ： 会員 2000円 非会員 3000円 

お申込み： ホームページまたは裏面 FAX 

締切日 ： 平成 2８年 6月 10日 
お問い合わせ：福岡県看護協会教育研修課 ℡ 092-631-1170 

看護師職能委員会Ⅱ 

～ひとりではない つなげよう 広げよう 高めよう～ 



平成 28 年度 看護師職能委員会Ⅱ研修会のご案内  

「在宅・施設での看取りについて」～家族とともに支える最期～ 

 団塊世代が後期高齢を迎える２０２５年に向けて「治す医療から支える医療へ」「住み

慣れた場所で生き生き生ききる」など老後の生き方、死に方をひとりひとりが考えていく

必要を感じる昨今です。地域で人生の最終段階を過ごし、平穏に命を閉じることが推進さ

れる地域包括ケアシステムも各地で推進されていますが、長期間生活した場所が施設であ

れば、そこもその人にとっての在宅だと考えます。 

 今回職能委員会Ⅱでは、看取り研修をエンゼルケアで著名な笹原留以子先生に「家族と

ともに迎える最期を支援していくには」をテーマにご講演いただき、グリーフケアについ

て皆さんとともに考えていく研修を企画させていただきました。  

 ぜひこの機会に心をこめたエンゼルケアやグリーフケアについて学び、看護職として人

として成長できればと願いつつ多くの方のご参加をお待ち申し上げます。 

１ 対象者  在宅、施設関係看護職員 

２ 実施主体  公益社団法人福岡県看護協会（看護師職能委員会Ⅱ）  

３ 開催日時  平成２８年１０月８日（土）  

１３：００～１６：００ （受付１２：３０～１３：００）  

４ 場所  ナースプラザ福岡   2階 

５ 内容等  12：30～13：00 

13：00～13：05 

13：05～13：10 

13：10～14：40 

14：40～14：50 

14：50～15：50

15：50～16：00 

16；00 

受付        

オリエンテーション 

開会挨拶 福岡県看護協会 

講演「家族とともに迎える最期を支援していくには」 

講師  復元、納棺師  笹原留以子 

休憩 

グループワーク 

テーマ 「グリーフケアについて考えよう」 

総括 

閉会 

６ 参加費  会員 1,000円   非会員 1,000円  

７ 定員  100名  

８ 申し込み方法  ホームページまたは申込書をＦＡＸ（裏面）  

９ 締切日  締切日 9 月 7 日  （水曜日） 



平成 28年度看護師職能委員会Ⅱ研修のご案内 

テーマ：「在宅・施設での看取りについて」 

～家族とともに支える最期～ 

開催日時：平成 28年１０月 8日(土)

対象者：在宅、施設看護職 

受付：   １２：３０～１３：００ 

開催時間：１３：００～１６：００ 

講演   「家族とともに迎える最期を支援していくには」 

講演者  復元、納棺師  笹原留以子 先生   

 内容 

  エンゼルメイクとは、旅立つ人、送る人の後悔を 

  生きた証として刻み、家族の心を素直して、苦しみや 

  悲しみをのり越える時間に変えてしまう魔法のケア 

グループワーク 「グリーフケアについて理解を深めよう」 

場所 ナースプラザ福岡 

参加費 会員 1000円 非会員 1000円 

お申込み ホームページまたは裏面 FAX 

締切日 平成 28年 9月 7日（水） 
お問い合わせ 福岡県看護協会教育研修課 092-631-1170 



平成２８年度看護師職能委員会 Ⅱ

「介護職による喀痰吸引等指導看護師の役割」

～指導看護師等フォローアップ研修～ご案内

平成 24 年 4 月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及

び一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施でき

るようになりました。登録事業者となるための登録基準や介護施設の看護職が、喀痰吸引

にかかわる適切な管理のフォローアップ研修を計画しました。喀痰吸引等指導看護師のフ

ォローアップ、介護職が行う喀痰吸引や経管栄養に関心のある方は、ご参加お願い致しま

す。

対象者 介護職による喀痰吸引等指導看護師または関わりのある看護師、准看護師

実施主体 公益社団法人福岡県看護協会 看護師職能委員会Ⅱ

開催日時 平成２８年１２月１７日（土）

受付 ９：３０～１０：００

研修 １０：００～１６：００

場所 ナースプラザ福岡 

内容等 １０：００～１０：１０

  開会挨拶 看護協会役員

１０：１０～１２：００

  ｢介護職による喀痰吸引指導看護師の役割｣

     福岡県保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課

  活動事例発表検討中

１２：００～１３：００

  休憩

１３：００～１５：００

  「喀痰吸引と経管栄養法の手順を含み、感染管理を理解する」

感染管理委員会 感染管理認定看護師

１５：００～１６：００  

感染予防に関するグループワーク

１６：００ 閉会

参加費 １０００円 会員   １０００円 非会員

定員 １００名

申し込み方法 裏面の申込書をＦＡＸまたは郵送

締切日 １１月１６日（水）※参加をお断りする場合のみご連絡いたします。



高齢者と地域のために働くナースたちの 

平成２８年度 研修のご案内 

『介護職による喀痰吸引等指導看護師の役割』 
～施設内指導看護師等のフォローアップ研修～ 

 開催日時：平成 ２８年１２月１７日(土)
受付： ９：３０～１０：００  

     開催：１０：００ ～１６：００   

主な内容  

制度の理解と感染管理を含む安全な体制つくり 

喀痰吸引と経管栄養法の手順を含み、感染管理を理解する。 

感染予防について情報交換・討議 

「福岡県保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課、       

感染管理認定看護師による講義とグループ討議」 

対象者 ： 施設内の介護職喀痰吸引等の指導担当看護職 

場所   ： ナースプラザ福岡 

参加費 ： 会員 1000円 非会員 １000円 

お申込み： ホームページ、裏面 FAX 

締切日 ： 平成 ２８年 １１月 １６日 

主催者 ：福岡県看護協会 
お問い合わせ：福岡県看護協会教育研修課 ℡ 092-631-1170

看護師職能委員会Ⅱ 

～ひとりではない つなげよう 広げよう 高めよう～ 



　　　　　※本研修申込書は研修採否および担当講師との調整を目的としており、それ以外の目的では使用いたしません

　　■該当するところに○印をつけてください
　　■必要事項を必ずお書き下さい

（例） 福岡　看子 30 ○ ○ 8 ○
H27.7  ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄⅠ
受講済
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＊研修会申込書は保管用として、コピー（Ａ４サイズ）したものをご使用ください。

＊人数調整を行う研修もありますので、必ず優先順位をつけてお申し込みください。

＊入会手続き中の方は、応募締切までに手続きを完了してください。

研修番号
（必ずお書きください）

入会状況

住　　所　〒         - 電話番号（必ず連絡できるところを記入）

非会員

職　能

福岡県看護協会
会員番号（6桁）師長 教員

　 看Ⅱ-

手続中主任
 副
看護
部長

看 准 一般

経験
年数

施設番号（　　　　　　　　　　　　）
施　設　名

ＦＡＸ番号

研修担当者名（お問い合わせする際に左記と異なる場合、お書き下さい)施設代表者氏名

備考欄
参加条件がある場合は
その詳細を記載すること
また未加入者は職能を記
入してください

優先
順位

職位

氏　　名 年齢
看護
部長

平成28年度 研修会申込書

テーマ

開催日                平成　　　　年　　　月　　　日（　　　　）　　～　　年　　　　月　　　　日（　　　　）

地　　区　              　福 　岡 （　1　・　2　・　3　・　4　・　5　・　6　）　筑　豊 （　1　・　2　）

支　　部　              　北九州 （　1　・　2　・　3　・　4　・　5　・　6　）　筑　後 （　1　・　2　）

保 助

【ＦＡＸ】 092-631-1175（教育研修部）
※表紙は不要です。
※送信先番号はお間違えないようにご注意ください。


