一般社団法人日本精神科看護協会

こころの健康を通して、だれもが安心して暮らせる社会をつくります。

疾患の理解とケアシリーズ（東京・京都）
精神疾患や治療に関する基礎的な内容と、そのケアなどについて、４つの研修会を企画しました。それぞれ
の疾患の特性じっくり学び看護に活かすことができる研修会です。
研修会名・開催場所・日程
① 発達障害の理解とケア
東京：平成30年10月 1日（月）
京都：平成30年11月17日（土）
② パーソナリティ障害の理解とケア
東京：平成30年10月 2日（火）
京都：平成30年11月16日（金）
③ 摂食障害の理解とケア
東京：平成30年10月 3日（水）
京都：平成30年11月18日（日）
④ アディクションの理解とケア
東京：平成30年10月 4日（木）

※定員に達しました
講師：調整中
講師：林 直樹先生（帝京大学医学部）/草地仁史（日本精神科看護協会）
講師：徳山明広先生（一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん）
講師：佐藤恵美子先生（一般財団法人聖マリアンナ会東横惠愛病院）
講師：調整中

講師：垣渕洋一先生（成増厚生病院東京アルコール医療総合センター）
榊 明彦先生（成増厚生病院）
京都：平成30年11月19日（月） 講師：調整中

●受講料／研修会1日につき

日精看会員：6,480円/非会員：9,720円（税込価格）●定員：80名

申し込みは受講する研修会場へお願いします
東京研修会場：東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階（TEL:03-5796-7033）
京都研修センター：京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1KDX烏丸ビル8階（TEL:075-229-6770）
※お申し込み受付、受講承認後、郵便振替用紙をお送りいたしますので、指定期日までに受講料をお振込下さい。
主催：日本精神科看護協会

東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階

●申し込み方法
○日精看ホームページからアクセスしてお申し込みください。
○FAXの場合は下記に必要事項をご記入のうえ、この面を受講する研修会場へファックスしてください。

受講する日程に
チェックしてください

東京 （FAX：03-5796-7034）

受講定員数を超えていた場合

□10/2 □10/3 □10/4

□キャンセル待ちを希望する
□キャンセル待ちを希望しない

京都 （FAX：075-229-6771）
□11/17 □11/16 □11/18 □11/19

施設名
病棟・部署
書類送付先住所

□ 会員 （Ｎｏ
□ 非会員
□ 入会手続き中
〒

－

（勤務先・自宅 どちらか○で囲んでください）

お名前（フリガナ）
実務経験
職位/職名
受講動機

精神科（
年） 他科（
年）
（
／
）
1.認定の取得 2.自己学習 3.職務命令 4.その他

）

ＴＥＬ
ＦＡＸ（必須）
E-ｍａｉｌ
その他

個人情報のお取り扱いについて～お伝え頂いた個人情報は、研修会以外の目的では無断で利用することは一切ございません。

【お申し込みの結果】

□ 受講承認 □ 締切 □ キャンセル待ちになりました
（キャンセルがでた場合のみ連絡します）

一般社団法人日本精神科看護協会
こころの健康を通して、
だれもが安心して暮らせる社会をつくります。

認知症の看護ケア（東京・京都）
（日精看監修最新図書「認知症の看護ケア」に沿った研修会）
「認知症をもっているʻ人ʼ」
とは、いったいどういうʻ人ʼなのだろうか？ とい
う視点に立ち、
さまざまな切り口から
「認知症のʻ人ʻ」への理解を深めていき
ます。認知症という状態や特徴のある症状の理解、脳の器質的な変化から
その人の心理的背景を理解して、なぜそのような行動に至るのかというこ
とがわかれば、認知症の人を特別視する必要がないことが理解できます。
認知症の人、一人ひとりの今まで生きてこられた人生のなかで培われた
価値観を、認知症になったからといって阻害することなく、その人の幸せと
は何かを想像し続けることで、
「私は、認知症になって不便なことは増えて
も、決して不幸ではない」
と認知症の人自身に実感していただけるかかわり
ができると考えています。

主な講義内容

○ 認知症の人の
看護ケアのための基礎知識
○ 情報収集の方法
○ 情報収集からアセスメントへ
○ プランニングのポイント
○ 実際の事例

注：
「認知症ケア加算2」が算定できる研修会ではありません。

東京研修会場・平成30年11月20日
（火）10：00〜16：00
東京都港区港南2-12-33 品川キャナルビル7階 TEL:03-5796-7033 FAX:03-5796-7034

開催場所・日程
（定員各80名）

京都研修センター・平成30年11月5日
（月）10：00〜16：00
京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル8階 TEL:075-229-6770 FAX:075-229-6771
日本精神科看護協会所属
松岡義明
（「認知症の看護ケア」
編集代表 ）

講 師

受講料（消費税込） 会員：8,640円（非会員：11,880円）※テキスト付（日精看監修図書「認知症の看護ケア」）
※お申し込み受付、
受講承認後、
郵便振替用紙をお送りいたしますので、
指定期日までに受講料をお振込ください。
主催：日本精神科看護協会

申し込み方法

希望する研修会
日程にチェック
してください

東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階

◎ 日精看ホームページからアクセスしてお申込ください。
◎ FAXの場合は下記に必要事項をご記入のうえ、
この面を受講する会場へファックスしてください。

受講定員数を超えていた場合

□ 11月20日
（火） 東京（FAX.03-5796-7034）

□ キャンセル待ちを希望する
□ キャンセル待ちを希望しない

□ 11月5日
（月） 京都（FAX.075-229-6771）

□ 会員（No.

施設名
病棟・部署

□ 非会員
勤務先 ・ 自宅

〒

（どちらか○で囲んでください ）

書類送付先住所
お名前
（フリガナ）

）
□ 入会手続き中

TEL.
FAX.（必須）
E-mail

実務経験

精神科（

年） 他科（

年）

その他

職位／職名
受講動機

1 認定の取得

2 自己学習

3 職務命令

4 その他

【個人情報のお取り扱いについて】お伝え頂いた個人情報は、研修会以外の目的では無断で利用することは一切ございません。

【お申し込みの結果】
キャンセルが出た場合のみ連絡します。

□ 受講承認

□ 締切

□ キャンセル待ちになりました

一般社団法人日本精神科看護協会

こころの健康を通して、だれもが安心して暮らせる社会をつくります。

セルフケア理論とその活用（東京・京都）
セルフケアという言葉は看護界でよく用いられていますが、私たちはその言葉の意味をどの程度正しく理解し
ているでしょうか。セルフケアとは、「個人が健康的でよりよい人生を構築していくために、自分自身で積極的に
行う活動」のこと。この考えを理解するためには「人の自立と依存のバランス」を考える必要があります。
もう一度セルフケア理論をしっかり学んで看護実践能力を養いましょう。
開催場所・日程・定員
①平成30年8月24日（金）
東京研修会場 （定員80名）
②平成30年9月26日（火）
京都研修センター （定員80名）
受講料（消費税込）
会員：6,480円（非会員：9,720円）
東京研修会場

主な講義内容
○セルフケア理論の基礎知識
○セルフケア看護を展開するための技術
○アセスメント能力を養う
○看護が見出されるプロセスを具現化する

東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階
TEL:03-5796-7033 FAX:03-5796-7034

京都研修センター

京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1KDX烏丸ビル8階
TEL:075-229-6770 FAX:075-229-6771

※お申し込み受付、受講承認後、郵便振替用紙をお送りいたしますので、指定期日までに受講料をお振込ください。
主催：日本精神科看護協会

東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階

●申し込み方法
○日精看ホームページからアクセスしてお申込ください。
○FAXの場合は下記に必要事項をご記入のうえ、この面を受講する会場へファックスしてください。
希望する研修会
日程にチェック
してください

□

8/24（金）

東京 （FAX：03-5796-7034）

□

9/26（火）

京都 （FAX：075-229-6771）

施設名
病棟・部署

□

キャンセル待ちを希望する

□

キャンセル待ちを希望しない

□ 会員 （Ｎｏ
□ 非会員
□ 入会手続き中

書類送付先住所 〒

－

（勤務先・自宅 どちらか○で囲んでください）

お名前（フリガナ）
実務経験
職位/職名
受講動機

受講定員数を超えていた場合

精神科（
年） 他科（
年）
（
／
）
1.認定の取得 2.自己学習 3.職務命令 4.その他

）

ＴＥＬ
ＦＡＸ（必須）
E-ｍａｉｌ

その他

個人情報のお取り扱いについて～お伝え頂いた個人情報は、研修会以外の目的では無断で利用することは一切ございません。

【お申し込みの結果】

□ 受講承認 □ 締切 □ キャンセル待ちになりました
（キャンセルがでた場合のみ連絡します）

一般社団法人日本精神科看護協会

こころの健康を通して、だれもが安心して暮らせる社会をつくります。

中堅のための基本研修会（京都）
そろそろ「中堅スタッフ」といわれ始めている方、「もう新人といえないよな」と思っている方、これか
らは新人や後輩から質問されたり、指導する役割を担うことが多くなってくるのではないでしょうか。
この研修会では、中堅の皆さんにあらためて学んでいただきたい、精神疾患や治療に関する基礎的な内容
と、精神科薬物療法とそのケアについて、3日間のプログラムを企画しました。臨床の実践に役立つ内容ば
かりですので、日頃の実践を振り返る機会としてもご活用ください。

○開催場所・定員
京都研修センター （80名）
○日時
平成30年9月20日（木）～22日（土）
○受講料（消費税込）
会員：19,440円（非会員：29,160円）

京都研修センター

主な講義内容
○臨床に必要な精神薬理学とケア
○精神疾患と最新治療
○精神科における法律と倫理
○精神科における医療事故と看護者が
問われる法的責任

京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1KDX烏丸ビル8階
TEL:075-229-6770 FAX:075-229-6771

※お申し込み受付、受講承認後、郵便振替用紙をお送りいたしますので、指定期日までに受講料をお振込ください。
主催：日本精神科看護協会

東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階

●申し込み方法
○日精看ホームページからアクセスしてお申込ください。
○FAXの場合は下記に必要事項をご記入のうえ、この面を受講する会場へファックスしてください。
希望する研修会
日程にチェック
してください

受講定員数を超えていた場合
□

9/20～9/22

京都 （FAX：075-229-6771）

□ キャンセル待ちを希望しない

施設名
病棟・部署

□ 会員 （Ｎｏ
□ 非会員
□ 入会手続き中

書類送付先住所 〒

－

（勤務先・自宅 どちらか○で囲んでください）

お名前（フリガナ）
実務経験
職位/職名
受講動機

□ キャンセル待ちを希望する

精神科（
年） 他科（
年）
（
／
）
1.認定の取得 2.自己学習 3.職務命令 4.その他

）

ＴＥＬ
ＦＡＸ（必須）
E-ｍａｉｌ

その他

個人情報のお取り扱いについて～お伝え頂いた個人情報は、研修会以外の目的では無断で利用することは一切ございません。

【お申し込みの結果】

□ 受講承認 □ 締切 □ キャンセル待ちになりました
（キャンセルがでた場合のみ連絡します）

一般社団法人日本精神科看護協会

こころの健康を通して、だれもが安心して暮らせる社会をつくります。

追加開催決定！看護補助者活用推進研修会（東京・京都）
東京・京都ともに追加開催が決定しましたので、ご案内申し上げます
平成28年度診療報酬改定では、看護補助業務のうち一定の部分までは、看護補助者が事務的業務を実施で
きることを明確化し、看護職員と看護補助者の業務分担に資する取組を促進することになりました。事務的
業務とは、看護職員が行う書類・伝票の整理および作成の代行、診療録の準備等です。なお、施設基準で
「①当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務範囲について、年に１回は見直しを行うこと」、
「②所定の研修を修了した看護師長等が配置されていることが望ましいこと」と規定され、この研修会が
それに該当します。

開催場所・日程
①東京研修会場（定員：８０名）
平成30年11月11日（日）9：00～16：00
②京都研修センター（定員：80名）
平成30年11月4日（日）9：00～16：00
受講料（消費税込）
会員6,480円（非会員：9,720円）
東京研修会場

主な講義内容
○看護職員と看護補助者の業務分担について
○看護職員と看護補助者の協働のための体制整備
○看護補助者への研修プログラム

東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階
TEL:03-5796-7033 FAX:03-5796-7034

京都研修センター

京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1KDX烏丸ビル8階
TEL:075-229-6770 FAX:075-229-6771

※お申し込み受付、受講承認後、郵便振替用紙をお送りいたしますので、指定期日までに受講料をお振込下さい。
主催：日本精神科看護協会

東京都港区港南2-12-33品川キャナルビル7階

●申し込み方法
○日精看ホームページからアクセスしてお申込ください。
○FAXの場合は下記に必要事項をご記入のうえ、この面を受講する会場へファックスしてください。

希望する研修会
開催地にチェック
してください

□ ①11月11日（日） 東京（FAX：03-5796-7034）
□ ②11月４日（日）

京都（FAX：075-229-6771）

施設名
病棟・部署

□ キャンセル待ちを希望する
□ キャンセル待ちを希望しない
□ 会員 （Ｎｏ
□ 非会員
□ 入会手続き中

書類送付先住所 〒

－

（勤務先・自宅 どちらか○で囲んでください）

お名前（フリガナ）
実務経験
職位/職名
受講動機

受講定員数を超えていた場合

精神科（
年） 他科（
年）
（
／
）
1.認定の取得 2.自己学習 3.職務命令 4.その他

）

ＴＥＬ
ＦＡＸ（必須）
E-ｍａｉｌ
その他（研修に期待すること）

個人情報のお取り扱いについて～お伝え頂いた個人情報は、研修会以外の目的では無断で利用することは一切ございません。

【お申し込みの結果】

□ 受講承認 □ 締切 □ キャンセル待ち

