Open
Seminar
施設オープンセミナー

神奈川県内の施設で公開される研修の一覧です。
皆さんでご覧になり、興味のある研修に是非ご参加ください。
2021年4月発行「開催一覧 PartⅠ」にも7月以降に開催する研修を掲載しています。併せてご活用ください。

令和３（2021）年度

開催施設一覧

施設オープンセミナーのご案内

今年度第２回目の施設オープンセミナーでは、14 施設より院内
研修が公開されました。多くの方にご参加いただきたく、ご案内申
し上げます。

《川 崎 支 部 》 ●AOI 国際病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1

●関東労災病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・2
《横浜北支部》 ●昭和大学横浜市北部病院・・・・・・・・・・・・3
《横浜西支部》 ●国際親善総合病院 ・・・・・・・・・・・・・・・4

申込みの際には受講条件をよく読み、当日欠席する場合は
必ず連絡を入れるなど、マナーを守って受講してください。

●横浜医療センター・・・・・・・・・・・・・・・5
《横浜南支部》 ●神奈川県立こども医療センター

・・・・・・・・6

●横浜市立大学附属病院・・・・・・・・・・・・・７
●横浜市立大学附属市民総合医療センター・・・・９

新型コロナウイルスの影響により、
研修の開催方法の変更、または中止になる場合があります。
開催施設のホームページなどで確認の上、ご参加ください。

《横須賀支部》 ●鎌倉療育医療センター小さき花の園・・・・・・10
《相模原支部》 ●北里大学看護キャリア開発・研究センター・・・11
《小田原支部》 ●神奈川県立足柄上病院・・・・・・・・・・・・12

●伊勢原協同病院・・・・・・・・・・・・・・・・13
★この「開催一覧」の内容は、当協会ホームページでもご覧いただく
ことができます。
https://www.kana-kango.or.jp/

《県 央 支 部 》 ●神奈川リハビリテーション病院・・・・・・・・・14

●地域リハビリテーション支援センター・・・・・・15

トップページ⇒クイックリンク⇒オープンセミナー

（開催施設の法人名等は省略）
《県 央 支 部 》

（事業担当：研修課教育研修班 ☎045-263-2926）

必ずお読み
ください！

＜申込みについて＞
○各研修の記載事項（演習・実習の有無、服装について等）をよくご確認の上、お申込みください。
○各施設のページに記載されている「申込み方法」に従い、お申込みください。
本冊子の最終ページ「施設オープンセミナー申込み用紙」（全施設共通）をご利用の際は、
コピーして必要事項を記載し、各施設研修担当宛に送付してください。（申込書には大きめの文字で
はっきりと記載してください。）
○個人でお申込みの方は、日中連絡がつく連絡先をご記入ください。

＜申込み後のキャンセル・欠席について＞
○当日の無断欠席が多く、開催施設の方にご迷惑をおかけするケースが増えています。
やむを得ず欠席する場合は、必ず事前に開催施設へ連絡を入れてください。

＜その他＞
○研修会場へは公共交通機関をご利用ください。
○開催施設や講師の都合、災害等で予告なく研修が中止になる場合もあります。
必要時、開催施設にご確認ください。
○その他ご不明な点につきましては、開催施設へ直接お問合せください。

医療法人社団 葵会 AOI国際病院
■所在地 〒210-0822 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目9番1号
■最寄り駅 京浜急行大師線 小島新田駅 徒歩3分

申込み方法

： AOI国際病院 看護部長メール、またはFAXにて
お申込みください
【E-mail】 hagiwara.yu@aoikai.jp
【FAX】 044-277-5568

〔担当者からのメッセージ〕
入院基本料である「褥瘡対策」について、その
基本、もう少し 日頃のケアをスキルアップした
いと思っておられる方 お待ちしております！

№

研修テーマ

問合せ先 ：

看護部長 萩原 優子
【E-mail】 hagiwara.yu@aoikai.jp
【TEL】 044-277-5511(代）
【FAX】 044-277-5568

開催日時

募集人数

看護職の
参加条件

新人の
参加費
参加

備考

1

褥瘡１：発生機序
褥瘡対策（1）スキンケア

2021年9月16日（木）
17:45～18：45

10名

特になし

可

¥500

【申込締切り】開催日の2週間前まで
【講師】皮膚・排泄ケア認定看護師

2

褥瘡２：褥瘡予防対策（2）除圧 体圧分散寝具
スキン‐テアと医療関連機器圧迫創傷

2021年10月21日（木）
17:45～18：45

10名

特になし

可

¥500

【申込締切り】開催日の2週間前まで
【講師】皮膚・排泄ケア認定看護師

3

褥瘡３：褥瘡治療に使用する外用薬と創傷被覆材
局所陰圧閉鎖処置・マゴットセラピー

2021年11月18日（木）
17:45～18：45

10名

特になし

可

¥500

【申込締切り】開催日の2週間前まで
【講師】皮膚・排泄ケア認定看護師

1

独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院
■所在地

〒211-8510 川崎市中原区木月住吉町１－１

■最寄り駅 東急東横線 元住吉駅 徒歩８分
JR南武線・横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩１５分

≪申込み方法≫

【E‐mail】でお申し込みください
【E-mail】

〔担当者からのメッセージ〕
クリティカルケア領域の特定行為研修を修
了した認定看護師による研修です。
日々の看護実践に活用いただける内容で
す。お気軽にご参加ください。

№

1

2

3

研修テーマ

動けるモニター心電図
～実践的心電図対応～

実践的人工呼吸器管理
～実践で困らない知識と対応～

急変対応
～臨床でよくある急変への対応～

開催日時

2021年9月1日（水）
17：30～19：00

2021年10月6日(水)
17:30～19:00

2021年11月10日（水)
17：30～19：00

≪問合せ先≫

【TEL】
担当者

募集人数

30名

30名

30名

看護職の
参加条件

制限なし

制限なし

制限なし

2

新人の
参加費
参加

可

可

可

kangofukufujii@kantoh.johas.go.jp
０４４-４１１-３１３１ （代表）
看護部 藤井

備考

なし

申込締切り】8月20日（金）の17時まで
【講師】クリティカルケア特定認定看護師（壹岐 高佳）
心電図は波形が読めるだけではなく、不整脈に対してどう
対応するかが重要です。メジャーな不整脈への対応をわか
りやすく説明します。

なし

申込締切り】】9月24日（金）の17時まで
【講師】クリティカルケア特定認定看護師（壹岐 高佳）
【研修内容のポイント】難しい人工呼吸器をシンプルに考え
てみましょう。また、臨床でのトラブルに対する対応につい
てもご紹介いたします。

なし

【申込締切り】10月29日（金）の17時まで
【講師】クリティカルケア特定認定看護師（壹岐 高佳）
【研修内容のポイント】血圧が低下した！、spo2が下がっ
た！そんな時に適切にアセスメントをしてどう対応していく
かを考えてみませんか？

学校法人昭和大学 昭和大学横浜市北部病院
■所在地
■最寄り駅

〒224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1
市営地下鉄 線 センター南 駅 徒歩 約10分

〔担当者からのメッセージ〕
全てZoomによるオンライン研修となります。
ブレイクアウトルームを使用しての、
グループワーク等もありますので、PCでの
ご参加をお待ちしています。

№

研修テーマ

開催日時

≪申込み方法≫
≪申込み先≫

【E-mail】 hclark@cmed.showa-u.ac.jp

≪問 合 せ 先 ≫

（部署）

募集人数

看護職の
参加条件

2021年8月26日（木）
17：30～19：00

インターネッ
ト環境、PCで
10名
の参加が可
能な方

2 患者中心の入退院支援

2021年9月7日（火）
17：30～19：00

インターネッ
ト環境、PCで
10名
の参加が可
能な方

2021年9月10日（金）
17：30～19：00

インターネッ
ト環境、PCで
10名
の参加が可
能な方

2021年12月7日（火）
17：30～19：00

インターネッ
ト環境、PCで
10名
の参加が可
能な方

自殺予防と自殺未遂者ケア
自殺に傾く人とのコミュニケーション

4 がん患者の個別的支援の実際を考える

看護部

（連絡先） ０４５（９４９）７９０６（直通）

急性期病院における
1
患者中心の高齢者看護を実践するには

3

E-mail でお申込みください。

3

新人の
参加費
参加

備考

可

【申込締切り】開催日の1週間前まで
【講師】老人看護専門看護師
無料
【研修内容のポイント】急性期病院に入院中の高齢者の生
活を支える看護ケアについて考える。

可

【申込締切り】開催日の1週間前まで
【講師】緩和ケア認定看護師
無料
【研修内容のポイント】現在と未来の地域のニーズを見据
えた連携と協働について考える。

可

【申込締切り】開催日の1週間前まで
【講師】精神看護専門看護師
無料 【研修内容のポイント】 自殺背景・自殺未遂者が再企図し、
自殺に至ることがないようにするために、危険兆候を知り、
ケアのポイントについての理解を深める。

可

【申込締切り】開催日の1週間前まで
【講師】がん看護専門看護師
無料 【研修内容のポイント】患者の希望や状況に応じた治療計
画の変更や、今後起こる病状・生活の変化や問題を予測し
た多職種での支援を考える。

社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院
■所在地

〒245-0006 神奈川県横浜市泉区西が岡1-28-1

■最寄り駅 相鉄いずみ野線 弥生台駅

徒歩 7分

〔担当者からのメッセージ〕

研修テーマ

【E－mail】でお申込みください

≪申込み先≫

【E－mail】 kango@shinzen.jp

≪問 合 せ 先 ≫

実践に活かせる研修内容を計画して
います。是非、ご参加ください。

№

≪申込み方法≫

【TEL】045-813-0221（内線）5302

≪担当部署・氏名≫

開催日時

募集人数

看護職の
参加条件

看護部

新人の
参加費
参加

新田

備考

1

認知機能が低下している患者の
疼痛マネジメント

2021年10月15日（金）
17:30～18:30

10名

なし

可

無料

【締切】 開催日の1週間前まで
【講師】 緩和ケア認定看護師・がん性疼痛看護認定看護
師

2

「感染対策のアウトなケース」
実際の場面から改善策を考えよう

2021年11月12日（金）
17:30～18:30

10名

なし

可

無料

【締切】 開催日の1週間前まで
【講師】 感染症看護専門看護師・感染管理認定看護師

3

心不全療養指導
～心不全手帳の活用～

2021年12月17日（金）
17:30～18:30

10名

なし

可

無料

【締切】 開催日の1週間前まで
【講師】 慢性心不全看護認定看護師

4 がん化学療法の基礎を学ぼう

2022年1月14日（金）
17:30～18:30

10名

なし

可

無料

【締切】 開催日の1週間前まで
【講師】 がん看護専門看護師

症例から学ぶ
5 ～ストーマ装具選定と
アクセサリーの使用方法～

2022年3月11日（金）
17:30～18:30

10名

なし

可

無料

【締切】 開催日の1週間前まで
【講師】 皮膚・排泄ケア認定看護師

★9月開催までの研修は「施設オープンセミナー開催一覧PartⅠ」に掲載しています。併せてご活用ください。
4

独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター
■所在地 〒245-8575 横浜市戸塚区原宿3-60-２
■最寄り駅 JR線・市営地下鉄 戸塚駅西口 ドリームハイツ行、
俣野公園、薬大前行 バス15分 横浜医療センター前下車 徒歩2分

≪申込み方法≫
【FAX】 でお申込みください。
＊ＦＡＸの際は本冊子の最終ページの申込用紙を使用してください

【FAX】045-851-3902
≪申込み先≫

〔担当者からのメッセージ〕
横浜医療センターは11分野18名の
専門・認定看護師が活動しています。
どうぞ、お気軽にお越しください。
お待ちしております。

№

研修テーマ

横浜医療センター オープンセミナー係

【FAX】045-851-3902

≪問 合 せ 先 ≫
≪担当部署・氏名≫

開催日時

募集人数

看護職の 新人の
参加費
参加条件 参加

東6病棟

【TEL】045-851-2621

中宿 佳代子

備考

2021年8月25日（水）
1 看護師が行える摂食嚥下訓練の基本

2 がん治療とアピアランスケアの基本

3

CT・MRIのみかた
頭蓋内圧亢進時の看護

延期

制限
なし

無

可

無

摂食嚥下に関する脳神経と嚥下訓練の基本をお話します
【申込締切日 開催1週間前】

2021年11月19日（金）
17:30～18:30

制限
なし

無

可

無

がん治療による外見変化とケアの基本をお話します
【申込締切日 開催1週間前】

2021年11月16日（火）
17:30～18:30

制限
なし

無

可

無

医師が画像についてわかりやすく説明いたします。
頭蓋内圧亢進の病態と看護ポイントを説明致します。
【申込締切日 開催1週間前】

2022年1月21日（金）
17:30～18:30

5

地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター
■所在地 〒232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4
■最寄り駅
・京浜急行線
弘明寺駅
神奈川中央交通ﾊﾞｽ「東01系統 東戸塚駅東口行」
「横44系統 戸塚駅東口行(こども医療ｾﾝﾀｰ経由)」
「井10系統 こども医療センター行」
「弘明寺口」より乗車
「こども医療センター」下車
・JR横須賀線 東戸塚駅
神奈川中央交通ﾊﾞｽ「東01系統 井土ヶ谷下町行」
「東戸塚駅東口」より乗車
「こども医療センター」下車

≪申し込み方法≫
こども医療センターホームページ 看護局イベントにアクセス していただき、
おひとり様ずつ、専用フォームからお申込みください。

≪問い合わせ先≫
〔担当者からのメッセージ〕
新人看護師を対象にしたオンラインセミナーです。
当センターの認定看護師が小児の特徴を踏まえ
て、わかりやすくお伝えします！

№

研修テーマ

開催日時

看護教育科
【TEL】 ０４５-７１１-２３５１

募集人数

看護職の
参加条件

1年目に知っておきたい小児看護のキホン：
第1回
2021年10月23日（土）
1 ・こどものフィジカルアセスメント
50名
13：00～17：00
・こどもの皮膚ケア
小児看護に
・院内感染対策のキホン
携わる新人
看護職員又
はその指導
1年目に知っておきたい小児看護のキホン：
的役割を担う
第2回
方
・手術を受けるこどもの看護
2021年11月23日（祝）
2
50名
・小児病棟からの退院支援・移行支援
13：00～17：00
・成長発達を踏まえた看護展開 事例を通
して
6

新人の
参加

（平日９～１７時）

備考

参加費

内容 ： ZOOMを使用したオンラインセミナー

可

新人看護師が知っておきたい、小児看護の基礎的な内
容をまとめたセミナーです。どちらか1日のみでの参加も
各回1,000円
可能ですが、講義内容を踏まえて2日間両日の参加を
お勧めします。
両日参加の
場合は
セミナー時間はオリエンテーション、休憩を含みます。
2日で1,500円
申し込み締め切り
両日参加・第1回のみ
第2回のみ

10月８日（金）12時
11月８日（月）12時

公立大学法人横浜市立大学附属病院
■所在地
〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9
■最寄り駅 JR線 新杉田駅 シーサイドライン乗換 「市大医学部」駅
京浜急行線 金沢八景駅 シーサイドライン乗換「市大医学部」

≪申込み方法≫ 最終ページの申込書に記載し、【FAX】でお申し
込みください。
≪申込み先≫

【E-mail】 kkyoiku@yokohama-cu.ac.jp

〔担当者からのメッセージ〕
＊がん看護研修について：内容としては院内向けではありますが、
がん看護の基礎を皆さんと学んでいきたいと思います。
＊災害看護について：救急看護認定看護師より、
横浜市の環境特性を考慮した災害時の基礎知識を
学ぶことができます。
ともに学びましょう。

№

研修テーマ

がん看護Ⅱシリーズ
1 「がんの標準治療と看護」
苦痛のスクリーニングと相談支援

がん看護Ⅱシリーズ
2 「がんの標準治療と看護」
化学療法看護

がん看護Ⅱシリーズ
3 「がんの標準治療と看護」
がん放射線療法看護

開催日時

募集人数

≪問 合 せ 先 ≫ 【TEL】 045-787-2800（代）

内線（MPS)：6879

≪担当部署・氏名≫

井上純子

20名

看護職の
参加条件

新人の
参加費
参加

20名

＊ZOOMによるオンライン
研修または会場参加

＊ZOOMによるオンライン
研修または会場参加

20名

＊ZOOMによるオンライン
研修または会場参加

7

備考

可

可

【申込締切り】2021年8月20日（金）
【講師】がん化学療法看護認定看護師
無料 【研修内容のポイント】がん化学療法（殺細胞性抗がん
薬・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬）の基礎知
識、標準看護について学ぶことができます。

可

【申込締切り】2021年9月17日（金）
【講師】がん放射線療法看護認定看護師
無料 【研修内容のポイント】放射線の基礎知識（防護・診断）
から、放射線療法とその看護まで、放射線領域につい
て幅広く学ぶことができます。

無し
2021年10月8日（金）
17:30～18:30

教育担当

【申込締切り】2021年8月6日（金）
【講師】がん性疼痛看護認定看護師
無料 【研修内容のポイント】苦痛のスクリーニングに関する
基礎知識、当院のスクリーニングの運用、相談支援セ
ンターの役割について学ぶことができます。

無し
2021年9月10日（金）
17:30～18:30

看護部

＊諸事情により急遽、研修中止となる場合があります。その場合は施設
ホームぺージに掲載いたします。事前にご確認をお願いいたします。

無し
2021年8月27日（金）
17:30～18:30

【FAX】 045-787-2964

研修テーマ

№

4

がん看護Ⅲ
全人的アセスメントの統合と
がん看護

開催日時

2021年11月8日（月）
13:00～17:00

①2021年12月6日（月）
13:00～17:00
両日同じ内容です。

5

募集人数

20名

20名

7 災害看護

不可

可

【申込締切り】①2021年11月12日（金）
②2021年11月19日（金）
【講師】がん領域専門・認定看護師
【研修内容のポイント】がん看護に必要な基本的知識
無料 （がん告知後の看護、医療用麻薬、抗がん薬曝露対策
など）を学ぶことができます。
＊講義構成：①告知後の看護、②疼痛、③曝露、④曝
露演習の構成で、①～③の、講義だけの聴講も可能で
す。

可

【申込締切り】2021年12月24日（金）
【講師】：救急看護認定看護師、DMAT
無料
【研修内容のポイント】横浜市の環境特性を理解し災害
時の施設における役割と基本的な知識を学びます。

無し
＊ZOOMによるオンライン
研修または会場参加

無し
20名
＊会場参加

8

備考

【申込締切り】2021年10月15日（金）
【講師】がん領域専門・認定看護師
【研修内容のポイント】これまでに学んだ基本的ながん
無料
看護の知識を用いて、がん患者を全人的に捉え、演習
（事例検討）を通して、より実践に活かせるがん看護を
学ぶことができます。

＊JNAクリニカルラダー
Ⅱ以上
＊会場参加

②2021年12月13日（月）
13:00～17:00
20名
両日同じ内容です。

2022年2月25日（金）
13:00～16:00

新人の
参加費
参加

がん看護基礎研修
またはそれに準ずる
研修を受講した方

がん看護基礎
6

看護職の
参加条件

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター
■所在地 〒232-0024 横浜市南区浦舟町4－57
■最寄り駅 市営地下鉄ブルーライン線 阪東橋駅

≪申込み方法≫

徒歩8分

〔担当者からのメッセージ〕
２０２１年度もコロナ禍が続いているため、オンラ
インで開催する研修に限らせていただきました。

№

研修テーマ

開催日時

フィジカルアセスメントⅡ
①循環不全

2021年 8月4日（水）
17:30～18:30

フィジカルアセスメントⅡ
2
②呼吸不全

2021年 9月8日（水）
17:30～18:30

フィジカルアセスメントⅡ
③中枢神経アセスメント

2021年10月6日（水）
17:30～18:30

1

3

4

5

メンタルアセスメント
～精神症状のアセスメント～

2021年10月20日（水）
17:30～18:30

多職種・地域とともに考える
～事例検討～

2022年1月
日程調整中
17:30～19:00

【E-mail】でお申込みください

≪申込み先≫

【E-mail】 kyoiku@yokohama-cu.ac.jp

≪問 合 せ 先 ≫

看護部 教育担当
【TEL】045－261-5656 （内線2564）

*社会情勢により、急遽、研修が中止となる場合があります。
お手数ですが、事前に確認のうえご参加ください。

募集人数

看護職の
参加条件

新人の
参加費
参加

各回
5名

オンライン
（ZOOM）で参
不可
加できる方に
限ります。

5名

オンライン
（ZOOM）で参
加できる方に
限ります。

5名

オンライン
（ZOOM）で参
加できる方に
限ります。
9

可

可

備考

なし

【申込締切り】①8月2日(月) ②9月１日(水) ③9月29日(水)
【講師】①慢性心不全看護認定看護師
②集中ケア認定看護師
③救急看護認定看護師
【研修内容のポイント】
高齢者を含む幅広いフィジカルアセスメントを理解し、患者の
異常への対処力を高められる内容です。

なし

【申込締切り】開催１か月前まで
【講師】精神看護専門看護師、老人看護専門看護師、
認知症看護認定看護師
【研修内容のポイント】
せん妄を含む精神面のアセスメントを学べる内容です。

なし

【申込締切り】開催１か月前まで
【講師】専門看護師
【研修内容のポイント】事例を基に多職種連携のあり方や倫
理的問題への対応、チーム医療について考え、実践へつな
げる。

社会福祉法人聖テレジア会 鎌倉療育医療センター小さき花の園
■所在地 〒248-0033 鎌倉市腰越1-2-1
■最寄り駅 江の島電鉄 線 鎌倉高校前 駅

徒歩 5分

≪申込み方法≫ 【FAX】または【E-mail】でお申し込みください。
※FAXの際は本冊子の最終ページの申込用紙を使用してください。

≪申し込み先≫ 【FAX】 0467-32-5841
【E-mail】 kango02@chiisaki.com

〔担当者からのメッセージ〕
重症心身障害児者に関するオープンセミ
ナーはなかなかないので貴重だと思いま
す。是非、ご参加下さい！

≪問 合 せ 先 ≫ 【Tel 】 0467-31-6703 内線695
≪担当部署・氏名≫ 教育担当師長 松原
。

№

1

研修テーマ

重症心身障害児者の看護
～基本的な看護について～

人工呼吸器・理学療法機器
2
装着中の看護

開催日時

2022年1月 21 日（金）
17：00～18：00

2022年1月 28日（金）
17：00～18：00

募集人数

10名

10名

看護職の 新人の
参加費
参加条件 参加

なし

なし

10

可

可

備考

無料

【申込締切り】開催日の1週間前まで
【講師】日本重症心身障害福祉協会認定重症心身障害看護師
【研修内容のポイント】基礎疾患と基本的な看護に関する内容
になっています。

無料

【申込締切り】開催日の1週間前まで
【講師】日本重症心身障害福祉協会認定重症心身障害看護師
【研修内容のポイント】呼吸器看護の基本的な内容になってい
ます。

学校法人北里研究所 北里大学 看護キャリア開発・研究センター
■所在地 〒252-0373 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
■最寄り駅 小田急線 相模大野駅 バス25分

北里大学看護キャリア開発・研究センターのWEB入力フォーム
【URL】http://www.nrs.kitasato-u.ac.jp/cdrc/schedule/index.html

〔担当者からのメッセージ〕
研修テーマにご関心のある方はお気
軽に申し込みください。みなさまのご参
加をお待ちしております。詳細はホーム
ページに掲載しておりますのでどうぞご
覧ください。

№

研修テーマ

がん患者を親に持つ子どものための
1 グリーフケアセミナー （基礎編）
第1回目

がん患者を親に持つ子どものための
2 グリーフケアセミナー （基礎編）
第2回目

3

がん患者を親に持つ子どものための
グリーフケアセミナー （実践編）

≪申込み方法≫WEBにてお申し込みください。

≪問 合 せ 先 ≫ 看護キャリア開発・研究センター
【TEL】042-778-8401/8403

開催日時

募集人数

2021年9月5日（日）
10：00～17：30

20名

2021年11月7日（日）
10：00～16：00

2022年1月30日（日）
9:30～17:00

20名

20名

看護職の
参加条件

がん患者を
親に持つ子
どものグリー
フケアに関心
のある看護
師

がん患者を
親に持つ子
どものグリー
フケアに関心
のある看護
師

新人の
参加

参加費

可

【申込期間】2021年6月１日（火）～7月31日（土）
【場所】北里大学相模原キャンパス
＊COVID-19の感染状況によりWEB開催（ZOOM）への
変更を検討いたします（通信環境及びPC、タブレット等
\5,000
の端末があれば受講可能です）。
【目的】親ががんなどに罹患した際の子どもの思いを理
事例検討会の
み参加の方： 解し病状説明やグリーフケアについて考え実践に向け
てのスキルを学ぶことができます。
\1,000
＊薬剤師、医師等医療者の方もご参加いただけます。

可

【申込期間】2021年11月1日（月）～2022年1月7日（金）
【場所】ユニコムプラザさがみはら
【目的】医療者が子どもへのグリーフケアの実践に応用
できる知識を身につけ、グリーフケアを実践することが
できることを目指します。
＊薬剤師、医師等医療者の方もご参加いただけます。

1回目
\5,000
2回目

\5,000

★8月開催までの研修は「施設オープンセミナー開催一覧PartⅠ」に掲載しています。併せてご活用ください。
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備考

地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院
■所在地 〒258‐0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866‐1
■最寄り駅
■駐車場

小田急小田原線
新松田駅
有料で病院駐車場利用可

徒歩 6分

≪申込み方法≫ 氏名、所属、連絡先をご記入いただき、
下記のアドレスへ申し込みください 。
≪申込み先≫

〔担当からのメッセージ〕
当院のがん性疼痛認定看護師が担当します。
日々、がん患者さんのさまざまな痛みに関わる中で
感じるもやもやを一緒に考えてみませんか？

№

研修テーマ

1 がんの痛みをかんがえる

～今年もやりますちょこっとセミナー～

開催日時

2022年3月5日 (土）
13:00～15:30

kango.kyoiku@ashigarakami-hospital.jp

≪問 合 せ 先 ≫ TEL 0465-83-0351 （代表）
≪担当部署・氏名≫ 看護教育科 竹下

募集人数

２０名

看護職の
参加条件

なし

12

新人の
参加費
参加

可

備考

申し込み締め切り：2022年2月25日（金）
講師：がん性疼痛看護認定看護師（香川、善波、丸岡）
なし
基礎は事前にwebにて配信
当日は心ゆくまで事例を検討しましょう

神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院
■所在地 〒 259-1187 伊勢原市田中345
■最寄り駅
小田急線 伊勢原駅 徒歩 12 分

≪申込み方法≫

〔担当者からのメッセージ〕
各領域の認定看護師による講義です。
事例を紹介しながら、
わかりやすい講義を企画しています。

お気軽にご参加ください！

≪申込み先≫

【FAX】 0463-96-1759
【E-mail】 t.oomaru@kanagawa.kouseiren.net

≪問 合 せ 先 ≫

【TEL】0463-94-2111
【E-mail】 t.oomaru@kanagawa.kouseiren.net

≪担当部署・氏名≫ 教育担当師長

開催日時

募集人数

看護職の
参加条件

1 フレイルについて

2021年10月5日（火）
17：15～18：15

制限無

なし

可

2 分かりやすい感染対策の基本

2021年11月2日（火）
17：15～18：15

制限無

なし

可

3 嚥下の基礎について

2021年12月７日（火）
17：15～18：15

制限無

なし

可

2022年1月4日（火）
17：15～18：15

制限無

なし

可

5 エンド・オブ・ライフケア

2022年2月1日（火）
17：15～18：15

制限無

なし

可

6 がん性疼痛看護の基礎知識

2022年3月1日（火）
17：15～18：15

制限無

なし

可

№

4

研修テーマ

症例で考える呼吸と循環の
フィジカルアセスメント

【FAX】または【E-mail】でお申込み下さい

新人の
参加費
参加

備考

講師：慢性呼吸器疾患看護認定看護師 高野 真由美
無料 場所：2F大会議室
申込み締切：研修当日まで受け付けます
講師：感染管理認定看護師 石川 みどり 香取 陽子
無料 場所：2F大会議室
申込み締切：研修当日まで受け付けます
講師：摂食・嚥下障害看護認定看護師 石黒 慎一
無料 場所：2F大会議室
申込み締切：研修当日まで受け付けます
講師：集中ケア認定看護師 野村 美紀子
無料 場所：2F大会議室
申込み締切：研修当日まで受け付けます
講師：緩和ケア認定看護師 松川 寿恵
無料 場所：2F大会議室
申込み締切：研修当日まで受け付けます
講師：がん性疼痛看護認定看護師 石井 芳
無料 場所：2F大会議室
申込み締切：研修当日まで受け付けます

★9月開催までの研修は「施設オープンセミナー開催一覧PartⅠ」に掲載しています。併せてご活用ください。
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大丸 知子

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団
■所在地

神奈川リハビリテーション病院

〒243-0121 厚木市七沢516

■最寄り駅 小田急線 本厚木駅・愛甲石田駅・伊勢原駅より
バス20～30分

[担当者からのメッセージ]
専門看護師・認定看護師がそれぞれ
のテーマで研修を行います。同日に行い
ますが、全ての3研修受講、2研修・1研
修を選択し参加することが可能です。皆
さまの参加をお待ちしております。

≪申込み方法≫

【E-mail】で申し込み下さい。
【E-mail】kanakangokyoku@kanagawa-rehab.or.jp

≪問 合 せ 先 ≫

看護部 渡辺 美和
【TEL】046-249-2801
【E-mail】 kanakangokyoku@kanagawa-rehab.or.jp

＊詳しい交通案内はHPにてご確認ください。
https://www.kanagawa-rehab.or.jp/

№

研修テーマ
かなりはエキスパートナーシングセミナー

1 排便機能をアセスメントする
～便秘と下痢と排便障害～
2

3

かなりはエキスパートナーシングセミナー

家族を支援するためのアセスメント
かなりはエキスパートナーシングセミナー

個人防護具の知識と技術を再確認

開催日時

募集人数

看護職の
参加条件

新人の
参加

参加費

2021年11月6日（土）
9：00～10：00
中止

40名

なし

可

無料

[申し込み締め切り]2021年10月22日（金）
[研修講師]皮膚・排泄ケア認定看護師

2021年11月6日（土）
10:10～11：40
中止

40名

なし

可

無料

[申し込み締め切り]2021年10月22日（金）
[研修講師]家族支援専門看護師

2021年11月6日（土）
11：50～12：50
中止

40名

なし

可

無料

[申し込み締め切り]2021年10月22日（金）
[研修講師]感染管理認定看護師
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備考

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団
■所在地

地域リハビリテーション支援センター

〒243-0121 厚木市七沢516

■最寄り駅 小田急線 本厚木駅・愛甲石田駅・伊勢原駅より
バス20～30分

各研修は、2か月前から受付を開始します。
研修の詳細（日時・講師・場所など当日の
プログラム）については、【ホームページ】
『地域リハビリテーション支援センター』を
検索して確認してください。

≪申込み方法≫

【FAX】または【ホームページ】及び携帯サイトの研修申し込み
にて受け付 けます。
【FAX】046-249-2601

≪問 合 せ 先 ≫

研修担当
【TEL】046-249-2602

【E-mail】 chiiki-shien.kensyu@kanagawa-rehab.or.jp
＊詳しい交通案内はHPにてご確認ください。 http://www.kanagawa-rehab.or.jp/
状況によって、研修の形式が「オンライン」になります。「研修時間」などが変更に
なる場合がありますので、適宜、内容を含めホームページをご確認ください。

№

研修テーマ

開催日時

募集人数

看護職の
参加条件

新人の
参加

参加費

1

脳血管障害のリハビリテーションの実際
（下肢装具編）

2021年10月2日(土)

20名

なし

可

¥3,000

【研修内容】脳血管障害者の下肢装具の基礎的な知識と
適合について、講義と実技を通して学びます。
★PT・OTの方もご参加いただけます。

2

からだにやさしい介助入門
（移乗動作編）

3 褥瘡予防セミナー

4 コミュニケーション支援の実際

備考

2021年10月12日(火)

20名

なし

可

¥3,000

【研修内容】移乗や移動動作について、介助する人と受け
る人の双方にとって身体に負担のかからない方法を実技
を通して学びます。
★福祉職・介護職の方もご参加いただけます。

2021年10月19日(火）

30名

なし

可

¥3,000

【研修内容】褥瘡の医学的な知識から予防・管理など実践
的な知識について学びます。
★医療職・福祉職・介護職の方もご参加いただけます。

¥3,000

【研修内容】コミュニケーションの方法について体験（文字
盤やスマホ/タブレットなど）を通して具体的な支援方法を
学びます。
★医療職・福祉職・介護職の方もご参加いただけます。

2021年10月30日（土）

20名

なし

15

可

開催日時

募集人数

看護職の
参加条件

新人の
参加

参加費

備考

2021年11月3日(祝）

30名

なし

可

¥3,000

【研修内容】PT・OTに必要な動作分析を行うための視点に
ついて学びます。
★PT・OTの方もご参加いただけます。

6 脳血管障害の評価と治療

2021年11月27日（土）

20名

なし

可

¥3,000

【研修内容】脳血管障害の方の活動や参加を目指した評
価と治療について講義と実技を通して学びます。
★PT・OTの方もご参加いただけます。

7 高次脳機能障害セミナー（実務編）

2021年12月11日（土）

50名

なし

可

¥1,000

【研修内容】成人高次脳機能障害のリハビリテーションに
関する実践的な知識を学びます。
★医療職・福祉職の方もご参加いただけます。

8 高次脳機能障害セミナー（就労支援編）

2022年1月22日（土）

40名

なし

可

¥1,000

【研修内容】高次脳機能障害の就労支援の実際について
学びます。
★医療職・福祉職の方もご参加いただけます。

9 障害のある方の在宅就労支援

2022年2月19日（土）

30名

なし

可

¥3,000

【研修内容】障害のある方の在宅就労に向けた支援につ
いて学びます。
★医療職・福祉職の方もご参加いただけます。

№

研修テーマ

5 PT・OTのための臨床動作分析

★9月開催までの研修は「施設オープンセミナー開催一覧PartⅠ」に掲載しています。併せてご活用ください。
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施設オープンセミナー

申込み用紙

＊FAX・郵送での申込みにコピーして使用して下さい。

申込先
施設名：
担当者：

研修開催日

研修
№

様

研修名・テーマ

経験

フリガナ

参加希望者氏名

※

年数

※必ず希望者全員の氏名をご記入ください。
※当日、やむを得ず欠席する場合は、必ず開催施設にご連絡ください。

【施設名】
【本人または連絡時に窓口になる方】
氏名

所属部署・役職名

【住所】〒

[ 施設・自宅 ]

【ＴＥＬ】

[ 施設・自宅・携帯]

【ＦＡＸ】

[ 施設・自宅 ]

【メールアドレス】

[ 施設・自宅・携帯]

