
◎参加・継続しやすい教育機会をご提供いたします

開催講座
2017年4月3日（月）～

申込受付開始日のご案内

※5月・6月開催講座申込受付中！
くわしくは小社ホームページで
http://www.jnapc.co.jp
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全国
看護セミナー
募集要項
講座タイトル一覧
※講座タイトルは変更となる場合があります。
NEW 	❶	臨床瞑想法	

　　－心と身体がよみがえるメソッドを体感しよう－		 	P.1
NEW 	❷	看護	形態機能学の考え方とヘルスアセスメントへの応用		 	P.1
NEW 	❸	施設全体で取り組む認知症看護：	

　　認知症ケア加算の効果的な運用とシステム作り		 	P.2
	 ❹	看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケアのスキル		 	P.2
	 ❺	認知行動療法に基づく看護ケア		 	P.3
	 ❻	地域包括ケア時代のよりよい在宅療養支援に向けて	

　　－病院・施設・地域の看看連携の強化－		 	P.3
	 ❼	臨床の中の看護倫理		 	P.4
	 ❽	目標管理のすすめ方①－部署の現状分析・目標設定・評価方法－		 	P.5
	 ❾	目標管理のすすめ方②－スタッフの自己目標設定への支援－		 	P.5
	 ❿	社会人基礎力の育て方・かかわり方		 	P.6
	 ⓫	人材成長のための経験学習：自身の学び、職場の学び		 	P.6
	 ⓬	シミュレーション教育の効果的な指導を体験から学ぶ	

　　－指導の基本を理解して実際に指導を行ってみましょう！－		 	P.7

スマートフォン専用
http://www.jnapc.co.jp



　老後の不安、健康な生活に対する国民の関心が日々高まっていく中で、看護者に対する期待も変化
してきています。その期待に応えるために看護職の皆様は、専門性を高めるための研鑽を積み重ねら
れていると思います。
　日本看護協会出版会では1974年以来、参加可能な継続教育の機会を提供するべく、毎年全国各地
において「全国看護セミナー」を開催し、多くの方々に受講していただいて
おります。
　2017 年度におきましては、講座形式も様々に 12講座を全国 29会場に
おいて開催することといたしました。本年度講座の中に、“いま学びたい”、
“理解を深めたい”と感じられるテーマがありましたら、あるいは“外部研
修で刺激を受けたい”と思っておられるようであれば、ぜひ本セミナーにご
参加いただきますようご案内申し上げます。

開催にあたって

◎看護部内でご回覧ください  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

◆	申込受付開始日のご案内
	 7月以降開催セミナーにつきましては、4月 3日（月）よりファクス・WEBの申込方法を問わず、すべての開
催をお申込みいただけます。※ 5月・6月開催につきましては受付を開始しております。

◆	受講料は外税表示となります。
	 税率の変更が今後も見込まれるため、2015 年度より外税表示となりました。何卒ご理解の程お願い申し上げま
す。

◆	「全国看護セミナー」は、各開催地の法人看護協会のご協力をいただき、日本看護協会出版会が開
催しているセミナーです。
◆	日本看護協会会員以外の方もご参加いただけます。
◆	各講座の【参考図書】は、受講とともに併せてお持ちいただくことで学習効果が高まる書籍をご紹
介しております。書籍をお持ちいただかなくても、受講は可能です。
◆	講座名の脇にある	NEW 	マークは本年度からの新規講座です。
◆募集要項を複数冊ご入用な場合はコールセンターまでお問い合わせください。また、弊社ホーム
ページからもPDF	ファイルでダウンロード可能です。院内で回覧いただく等ご活用ください。

　コールセンター TEL：0436-55-1915（平日 9：00 〜 17：00）
　ホームページ　 URL：http：//www.jnapc.co.jp/seminar/top.php

全国看護セミナーを受講されるみなさまへ

2017年度全国
看護セミナー
募集要項
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【受講料】13,000 円＋税（テキスト書籍代含む）

講義主旨
　瞑想は、誰でも、いつでも、どこでもはじめられる、究

極の自己回復ツールです。本講座では、医療・福祉・心理・

教育・宗教など、対人援助の現場で活用する瞑想を［臨床

瞑想法］と名づけ、その理論と実践を具体的に紹介いたし

ます。瞑想の解説から瞑想の体験までを初心者がわかりや

すく学ぶ構成です。

【使用テキスト書籍について】
本講座は『臨床瞑想法 心と身体がよみがえる
4 つのメソッド』（大下大圓 編著／小社刊）を
テキストとして進行いたします。なお、テキス
ト書籍はセミナーの参加者全員へ配布いたし
ます。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

看護職中心（医療従事者 ほか）

講義時間
10：00 〜 16：00

講師
大下大圓氏 

（飛騨千光寺住職）

【参考図書】
『実践的スピリチュアルケア』　（本体 2,300 円＋税）大下大圓 編著：小社刊

【受講時のご案内】
動きやすい服装でご参加ください。床敷きでの実習を予定
しておりますので、バスタオル 1 枚をご持参ください。

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

5月27日（土） 受付中 岩手県盛岡市 岩手県看護協会看護研修センター 150

7月1日（土）
4月3日

広島県広島市 広島県看護協会会館 150

12月9日（土） 沖縄県南風原町 沖縄県看護研修センター 180

臨床瞑想法
－心と身体がよみがえるメソッドを体感しよう－1

【受講料】19,000 円＋税

講義主旨
　看護の目的は、病んだときも健やかなときにも、毎日繰

り返されている日常生活行動を支えることです。からだが

日常生活行動をどのように成し遂げているかを理解するこ

とは、看護学や看護実践にとって必須の知識となります。

本講座では、菱沼典子先生が提唱する「看護 形態機能学」

の考え方を紹介し、いきいきとしたからだのイメージと知

識を提供する方法を学びます。

　そして、大久保暢子先生からは、この「看護 形態機能

学」の枠組みを用いて、日常生活行動からみたヘルスアセ

スメントの考え方を、事例を交えて丁寧に解説します。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

看護教員

講義時間
第 1 日　13：00 〜 17：00
第 2 日　 9：30 〜 14：30

講師
菱沼典子氏（聖路加国際大学看護学部　教授）

大久保暢子氏（聖路加国際大学看護学部　准教授）

【参考図書】
『看護 形態機能学　第 3 版』　（本体 3,100 円＋税）菱沼典子 著：小社刊
※第 4 版の発行を 11 月初旬に予定しております。

『日常生活行動からみるヘルスアセスメント』
　（本体 3,300 円＋税）大久保暢子 著：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

8月5日（土）・6日（日）
4月3日

京都府京都市 京都府看護協会研修センター 150

9月30日（土）・10月1日（日） 福岡県福岡市 ナースプラザ福岡 180

看護 形態機能学の考え方と
ヘルスアセスメントへの応用2

NEW

NEW
1日講座
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【受講料】27,000 円＋税

講義主旨
　超高齢社会のわが国では、身体疾患を合併した認知症高
齢者が医療施設に入院するケースが急増しています。その
ため急性期医療の現場では、身体疾患だけでなく、認知症
やせん妄などの認知機能障害への適切な対応が求められて
います。本講座では、施設全体で取り組むべき認知症看護
として、特に認知症ケア加算の効果的な運用とシステム作
り、パーソン・センタード・ケアを目指した看護実践、身
体拘束廃止の取り組みを取り上げ、座学だけでなくグルー
プワークを通じた具体的で実践的な知識を学ぶことができ
ます。「認知症ケア加算」研修を受けた方へのフォローアッ
プや運営の準備として役立つ内容です。

グループワークあり

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

臨床看護師

講義時間
第 1 日　13：00 〜 17：00
第 2 日　 9：30 〜 14：30

講師
鈴木みずえ氏（浜松医科大学医学部看護学科　教授）

加藤滋代氏（藤田保健衛生大学病院看護部　認知症看護認定看護師）

住若智子氏（平野総合病院看護部　認知症看護認定看護師）

【参考図書】
『多職種チームで取り組む認知症ケアの手引き』
　（本体 2,200 円＋税）鈴木みずえ 編：小社刊

『急性期病院で治療を受ける認知症高齢者のケア』
　（本体 2,600＋税）鈴木みずえ 編：小社刊

『急性期病院でのステップアップ認知症看護』
　（本体 2,600＋税）鈴木みずえ 著：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

10月28日（土）・29日（日）
4月3日

大阪府大阪市 ナーシングアート大阪 80

2018年2月17日（土）・18日（日） 佐賀県佐賀市 佐賀県看護協会看護センター 80

施設全体で取り組む認知症看護：
認知症ケア加算の効果的な運用とシステム作り

NEW

【受講料】27,000 円＋税

講義主旨
　超高齢多死社会をむかえ、がんや慢性疾患の治療や療養

の場・看取りの場の選択が大きな課題となっているなか、

「診断名、健康状態、年齢にかかわらず、差し迫った死、あ

るいはいつかは来る死について考える人が、生が終わると

きまで、最善の生を生ききることを支援するケア」として、

『エンド・オブ・ライフケア』が注目されています。本講座

では、疾患別の事例を取り上げることで、病状経過の特性

を捉え、多様なエンド・オブ・ライフがあることについて

理解を深めていただき、病とともにある「その人の生きる」

をささえる看護実践を学びます。

グループワークあり

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

看護職者全般

講義時間
第 1 日　13：00 〜 16：00
第 2 日　 9：30 〜 15：30

講師
長江弘子氏

（東京女子医科大学 看護学部 教授）

高橋在也氏 
（千葉大学大学院看護学研究科附属　専門職連携教育研究センター　特任講師）

坂井志麻氏 
（東京女子医科大学　看護学部　准教授）

【参考図書】
『看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア』
　（本体 2,100 円＋税）長江弘子 編：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

8月26日（土）・27日（日）

4月3日

宮城県仙台市 宮城県看護協会会館・看護研修センター 72

9月9日（土）・10日（日） 東京都渋谷区 日本看護協会ビル・JNAホール 72

2018年1月13日（土）・14日（日） 宮崎県宮崎市 KITENビル・コンベンションホール 72

看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケアのスキル4

3 少人数

少人数
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【受講料】19,000 円＋税

講義主旨
　本講座では、ストレスの多い臨床現場で看護師が活き活

き働くために認知行動療法を活用して、明日から活力を生

み出すコミュニケーション技法とセルフ・マネジメントを

学びます。そして臨床での看護ケアの質向上をめざした対

話スキル、A（Assessment）、B（Be with the Patient）、

C（Clinical　Questioning）、D（Direction & Decision） 

の 4 ステップからなるケアの対話の「型」をわかりやすく

講義します。臨床での対話スキルが上がれば、看護ケアの

質も変わります。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

看護職者全般

講義時間
第 1 日　13：00〜16：00
第 2 日　 9：30〜15：30

講師
小平さち子氏（神奈川県警友会けいゆう病院看護部・医療心理士）

堀越　勝氏（国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター長）

【参考図書】
『ケアする人の対話スキル ABCD』　（本体 2,200 円＋税）堀越勝 著：小社
刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

8月5日（土）・6日（日）
4月3日

北海道札幌市 北海道看護協会会館 150

11月11日（土）・12日（日） 宮城県仙台市 宮城県看護協会会館・看護研修センター 150

認知行動療法に基づく看護ケア5

【受講料】19,000 円＋税

講義主旨
　2025 年に向けて地域包括医療支援が整備される中、病
気を持っていても安心して在宅での生活が送れるように、
病院と施設・在宅の連携強化がさらに必要となってきてい
ます。近年、病院でも退院支援、退院調整への取り組みは
積極的に進められています。
　しかし、病院に勤務する看護師は地域でのケアの実際
や、社会資源の活用方法などへの理解不足がある一方、地
域で働いている看護師は病院での医療や看護の実際を知る
機会が少ない、というのがまだ現状でしょうか。
　本講座では、今後に向けてお互いが共に連絡を密にし、
協働していくことの大切さを理解し、実践していくために
期待されていること・その方向性を学ぶ場とします。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

ジェネラリスト看護師、退院調整看護師、MSW、地域で在宅療
養移行に関わる専門職

講義時間
第 1 日　13：00〜17：00 
第 2 日　 9：30〜14：30

講師
沼田美幸氏（公益社団法人 日本看護協会 医療政策部 部長）

角田直枝氏（茨城県立中央病院 看護局長）

【参考図書】
『診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 第 3 版』
　（本体 2,500 円＋税）福井トシ子・齋藤訓子　編集・執筆：小社刊

『平成 26 年版看護白書』
　（本体 3,000 円＋税）公益社団法人　日本看護協会　編：小社刊

『訪問看護師は“所長”で育つ！』
　（本体 2,000 円＋税）角田直枝　著：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

6月17日（土）・18日（日） 受付中 兵庫県神戸市 兵庫県看護協会会館 150

9月23日（土）・24日（日）
4月3日

大阪府大阪市 ナーシングアート大阪 120

2018年1月20日（土）・21日（日） 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県看護研修会館 180

地域包括ケア時代のよりよい在宅療養支援に向けて
－病院・施設・地域の看看連携の強化－6
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【受講料】19,000 円＋税

講義主旨
　看護職が専門職として求められる要件は何か。人の生病

老死にかかわる中で、何が重要なことなのか。本講座では、

グローバルな視点を含め、多角的に看護実践における倫理

について、事例を通して具体的に学んでいくことを目指し

ます。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

看護職者全般

講義時間
第 1 日　13：00〜17：00
第 2 日　 9：30〜14：30

講師
石垣靖子氏（北海道医療大学 名誉教授）

手島　恵氏（千葉大学大学院 看護学研究科病院看護システム管理学 教授）

【参考図書】
『臨床倫理ベーシックレッスン』
　（本体 2,800 円＋税）石垣靖子・清水哲郎 編著：小社刊

『看護者の基本的責務 2017 年版』
　（本体 1,100＋税）手島 恵 監修：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

6月3日（土）・4日（日） 受付中 東京都新宿区 ベルサール西新宿 150

11月18日（土）・19日（日） 4月3日 熊本県熊本市 熊本県看護研修センター 180

臨床の中の看護倫理7
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【受講料】18,000 円＋税

講義主旨
　『目標管理の進め方：ステップ①』のステップアップ講座

です。

　目標管理の特徴の 1 つが目標の連鎖と分割です。スタッ

フの自己目標は、部署目標を達成するための行動目標で示

される必要があります。そのためには、部署目標達成のた

めの組織化が鍵になります。

　本講座では、日々の実践が看護職としてのキャリア発達

につながることを理解し、「部署目標達成のための組織化」

「役割と自己目標の関係」「目標面接の進め方」「スタッフの

自己目標立案へのサポートのあり方」等について、具体的

な事例を基に学習します。

※ ステップ①講座未受講者でもお申込みいただけます。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

リーダーナース以上、主任、師長

講義時間
第 1 日　13：00〜17：00
第 2 日　 9：30〜14：30

講師
原　玲子氏（宮城大学 看護学部 教授）

【参考図書】
『学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門』
　（本体 2,800 円＋税）原玲子 著：小社刊

『看護師長・主任のための成果のみえる病棟目標の立て方 第 2 版』
　（本体 2,500 円＋税）原玲子 著：小社刊

『スタッフのやる気を引き出す目標管理の実践・評価ワークブック』
　（本体 2,200 円＋税）原玲子 著：小社刊

『目標管理とリンクした看護職キャリア開発ラダーのつくり方・活かし方』
　（本体 2,500 円＋税）原玲子 著：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

9月30日（土）・10月1日（日）
4月3日

兵庫県神戸市 神戸ファッションマート・コンベンションルーム1 150

12月2日（土）・3日（日） 山形県山形市 山形県看護協会会館・看護研修センター 150

目標管理のすすめ方：ステップ②
－スタッフの自己目標設定への支援－9

【受講料】18,000 円＋税

講義主旨
　目標管理を進めるうえで、最初のステップは、部署目標

を明確に設定することです。

　部署目標とは、あるべき姿を目指して、現状分析を行い、

重点課題を特定し、評価のできる具体的な看護の成果を示

すことです。

　本講座では、「SWOT 分析における分析の切り口の考え

方」「定性目標から定量目標への変換方法」「BSC による目

標設定」「数字による評価方法」について、具体的なコツを

つかみ、看護現場に活かせる実践編として、学びを深めま

す。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

リーダーナース以上、主任、師長

講義時間
第 1 日　13：00〜17：00
第 2 日　 9：30〜14：30

講師
原　玲子氏（宮城大学 看護学部 教授）

【参考図書】
『学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門』
　（本体 2,800 円＋税）原玲子 著：小社刊

『看護師長・主任のための成果のみえる病棟目標の立て方 第 2 版』
　（本体 2,500 円＋税）原玲子 著：小社刊

『スタッフのやる気を引き出す目標管理の実践・評価ワークブック』
　（本体 2,200 円＋税）原玲子 著：小社刊

『目標管理とリンクした看護職キャリア開発ラダーのつくり方・活かし方』
　（本体 2,500 円＋税）原玲子 著：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

7月8日（土）・9日（日）
4月3日

京都府京都市 京都テルサ 150

10月28日（土）・29日（日） 山形県山形市 山形県看護協会会館・看護研修センター 150

目標管理のすすめ方：ステップ①
－部署の現状分析・目標設定・評価方法－8
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【受講料】13,000 円＋税

講義主旨
　本セミナーでは、人の成長の大部分を決定する経験学習につ

いて学びます。まず、人が経験からいかに学ぶかについて講義

を行った後、参加者同士が自身の経験内容を共有するグループ

演習を実施します。後半では、職場の学びを促すリフレクショ

ンのあり方について講義・演習を行う予定です。なお、事前に、

使用テキスト『成長する管理職』（松尾睦 著／東洋経済新報社

刊）の指定部分を読んだ上で、2 つのシートを作成し、当日持

参してください。（事前課題につきましては、お申し込み後あら

ためてご案内いたします。）

グループワークあり

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

リーダーナース以上、主任、師長

講義時間
10：00〜16：00

講師
松尾　睦氏（北海道大学大学院 教授）

【使用テキスト書籍について】
本講座は『成長する管理職』（松尾睦 著／3,024 円（税
込）／東洋経済新報社）をテキストとして進行いたします。
事前にご購入のうえ当日ご持参ください。

【事前課題について】
松尾睦 著『成長する管理職』（東洋経済新報社刊）をお読み
いただき、セミナー当日は作成したワークシートをご持参く
ださい。詳細はお申し込み後あらためてご案内いたします。

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

5月20日（土） 受付中 静岡県静岡市 静岡県看護協会会館 130

7月8日（土） 4月3日 大阪府大阪市 グランキューブ大阪 150

人材成長のための経験学習
：自身の学び、職場の学び11

1日講座

【受講料】19,000 円＋税
講義主旨

　様々な人々と共に日々の仕事を行う上では、ケアの実施・専門性の
発揮などのためにはベースとなる〈社会人基礎力〉が必要です。 し
かし、この力は様々な経験を通して身についてきたものですが、昨今
の新社会人は人との関わりが希薄となり、チームの中でのかかわり
を通して成長することは難しくなっています。そこで、できるだけ早
い時期に社会人基礎力の意味を理解し、それらを「意識しながら、考
え、行動し続ける」ことが重要です。
　本講座では、なぜ、社会人基礎力が必要となっているか背景を理解
することから始めます。そして、「人を育てる」視点を大切に、具体
的事例を交えて、聖マリアンナ医科大学病院看護部で実施している　
①新社会人や既卒者の部署での受け入れ方　②5 段階ステップモデ
ルを活用した育成方法　③各年代（中堅看護師、専門・認定看護師、
看護管理者）の育成方法について、〈社会人基礎力〉12 の能力要素別
にポイント　④〈社会人基礎力〉を可視化し、評価の留意点などを紹
介します。年齢にかかわらず、心がけていればいつでも伸ばすことの
できる〈社会人基礎力〉の特長を、自己評価やワークを交えてイキイ
キ働き続けられる職場づくりのヒントを学びます。

グループワークあり

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

看護管理者、教育委員、研修担当者、教育担当者

講義時間
第 1 日　13：00〜16：00
第 2 日　 9：30〜15：30

講師
高橋　恵氏 

（聖マリアンナ医科大学 ナースサポートセンター長・統括看護部長）

近藤昭子氏 
（聖マリアンナ医科大学 ナースサポートセンター担当部長・ 

 総合教育センター副センター長）

【参考図書】
『看護職としての社会人基礎力の育て方』
　（本体 2,200 円＋税）箕浦とき子・高橋恵 編：小社刊

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

10月21日（土）・22日（日）

4月3日

徳島県徳島市 徳島県看護会館 180

11月25日（土）・26日（日） 青森県青森市 県民福祉プラザ 150

12月9日（土）・10日（日） 長崎県諫早市 ながさき看護センター 180

社会人基礎力の育て方・かかわり方　10
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【受講料】37,000 円＋税（テキスト書籍代含む）
講義主旨

　2 日間にわたる本講座では、反転授業と体験型でシミュ

レーション教育の指導を学びます。受講者は、セミナーを

受講する前に、e-learning 教材でシミュレーション教育の

基本的知識を学びます。e-learning 教材は、ミニレク

チャー・問題・解説で構成されています。受講者は、問題

の解答を送信し、その解答状況に基づいて、セミナー 1 日

目の午前中に基本的知識の補足講義が行われます。その

後、受講者はグループ単位で講師が提示したシナリオに基

づいて、具体的な指導方法について議論し、実際に指導が

できるまで練習を行います。

　2 日目には、外部の看護師（新人看護師など）の協力を

得て実際にグループ単位で指導を体験します。受講者は、

1 日目の指導方法についての議論や練習、2 日目の学習者

への実際の指導の体験を通して、シミュレーション教育で

の指導の留意点、とくに最も難しいとされるデブリーフィ

ングでの指導のコツを学びます。シミュレーション教育の

基本から指導の実際までの重要なエッセンスを 2 日間で一

気に学べる内容です。テキストは、新たな内容を盛り込ん

だ『看護のためのシミュレーション教育はじめの一歩ワー

クブック第 2 版』を使用します。

グループワークあり

【使用テキスト書籍について】
本講座は書籍『シミュレーション教育はじめの
一歩ワークブック【第 2 版】』（阿部幸恵著・小
社刊）をテキストとして進行いたします。な
お、テキスト書籍はセミナー 1 日目に参加者全
員へ配布いたします。

受講対象者　※受講レベルの目安であり、必ずしもこの限りではありません

看護職者全般（特に、教育委員、研修担当者、教育担当者）

講義時間
第 1日　10：00～17：00
第 2日　  9：30～15：00

講師
阿部幸恵氏 

（東京医科大学病院 シミュレーションセンター センター長・教授）

【参考図書】
『シミュレーション・シナリオ集』春／夏／秋／冬　編
　（本体　各 2,400 円＋税）阿部幸恵 編著：小社刊

【事前学習・アンケートについて】
受講前に各自ウェブでの事前学習が必要となります。また
グループを構成するにあたり、事前にアンケート回答のご
提出をお願いしております。詳細はお申込み後ご案内いた
します。

【受講時のご注意】
できるだけ動きやすい服装と靴でご参加ください。

開催期日 受付開始 開催地 会　場 定員

6月10日（土）・11日（日） 受付中 静岡県静岡市 静岡県看護協会会館 72

10月14日（土）・15日（日）
4月3日

秋田県秋田市 秋田県総合保健センター 2階大会議室 72

2018年1月27日（土）・28日（日） 富山県富山市 富山県看護研修センター 72

シミュレーション教育の効果的な指導を体験から学ぶ
－指導の基本を理解して実際に指導を行ってみましょう！－12

少人数



STEP ❶ お申込み
小社ホームページから直接 WEB でお申込みいただくか、本要項付属の申込用紙で FAX にてお申し込みください。
※ WEB 申込みは 1 名様ずつの受付となります。付属の申込用紙は 1 枚につき 1 会場、3 名様までお申し込みいただけ

ます。（不足の場合はコピーまたは小社ホームページから申込用紙をダウンロードしてご利用ださい）。
※ 各講座とも定員に達しますと一旦受付を締め切ります。以降は「キャンセル待ち」でお預かりし、キャンセルが発生

次第ご連絡いたします。
※必要事項が記入不足の場合には受付できないこともございますのでご注意ください。

STEP ❷ 受講料納入
小社より、お申込み代表者の方へゆうちょ銀
行の払込取扱票を送付いたします。申込人数
分の受講代金を一括してお振込みください。
振込手数料はお客様におきましてご負担をお
願いします。
※払込取扱票の控えは大切に保管ください。
※ 入金指定期日後 5 日を過ぎてもお振込みが

確認できない場合にはキャンセルされたも
のとし、キャンセル待ちの方を繰り上げ受
付いたします。

STEP ❸ 受講証送付
お振込み確認後、お申込み代表者の方へ申込
人数分の受講証を一括してお送りいたします。
※ セミナー当日の受付では、受講証をご提示

ください。

申込受付開始日
◆ 5 月・6 月開催：受付中
◆ 7 月以降開催分：
　2017 年 4 月 3 日（月）
　より受付開始
注）受付開始以前にお申込みされたものは無効となります。特にご連絡は差し上げませんのでご注意ください。

その他 注意事項
1）講師の急病・事故・急用等で講義順変更または代替講師講義の場合がございます。
2）やむを得ず会場が変更となる場合がございます。
3）お問い合わせは全国看護セミナーコールセンターまでお願いします。
4）各講座の講義順は変更となる場合がございます。
5）各講師の肩書は 2017 年 2 月現在のものを掲載しております。
6）小社規定の申込者数に達しない場合、中止となる場合がございます。
7）受講料納入後のキャンセルにつきましては、請求書に同封される注意事項をお読みいただくか、コールセンターま

でお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて
本セミナーお申し込みに際して収集した個人情報は、厳重な管理のもと適切にお取り扱いいたします。
なお、商品・サービスのご案内のために使用させていただく場合がございます。

申込代表者の方へゆうちょ銀行の払込取扱票を送付いたします。

ご入金確認後、代表者の方へ申込人数分の受講証を一括してお送りいたします。

お申込みSTEP 1

受講料納入STEP 2

受講証送付STEP 3

小社ホームページから FAXでまたは

※７月以降開催分の申込受付は全て 4月 3日（月）からとなります。
　5月・6月開催は受付中です。

http://www.jnapc.co.jp 0436-55-1916

日本看護協会出版会 検索

お申込み・お問い合わせ先 全国看護セミナー・コールセンター
TEL：0436-55-1915（平日 9：00〜17：00）
FAX：0436-55-1916（24 時間受付）
全国看護セミナー事務局
〒 102-0084　東京都千代田区二番町 4－ 3　　二番町カシュービル 3階
株式会社日本看護協会出版会　営業部TEL：03-6685-0333
［2017 年 5月 1日以降］
〒 112-0014　東京都文京区関口 2－ 3－ 1　TEL：03-5319-7936

●小社ホームページでも内容をご覧いただけます。

http://www.jnapc.co.jp

全国看護セミナーの申込方法



★�関連書籍のご購入は、お近くの書店または日本看護協会出版会のホームページまで。（http://www.jnapc.co.jp）

セミナー受講の予習・復習に最適！ 看護 形態機能学　
第 3 版
生活行動からみるからだ
菱沼典子�著
本体 3,100 円 +税
※第 4 版の発行を 11 月初旬に
　予定しております。

講座番号2

2017 年度
全国看護セミナー
講座関連図書一覧
※すべて小社発行書籍です

実践的
スピリチュアルケア
大下大圓�編著
本体 2,300 円＋税

講座番号1

学習課題とクイズで学ぶ
看護マネジメント入門
原玲子�著
本体 2,800 円 +税

目標管理とリンクした
看護職キャリア
開発ラダーの
つくり方・活かし方
原玲子�著
本体 2,500 円 +税

シミュレーション・
シナリオ集　夏編
阿部幸恵�編著
本体 2,400 円 +税

新人看護師を対象とした
「複数患者の検温」
シミュレーションの進め方
阿部幸恵�監修
本体 1,800 円 +税
※本品は DVD-ROM 製品です。
　書籍は付属していません。

看護実践にいかす 
エンド・オブ・
ライフケア
長江弘子�編
本体 2,100 円 +税

講座番号4

多職種チームで取り組む
認知症ケアの
手引き
鈴木みずえ�編
本体 2,200 円＋税

講座番号3

平成 26 年版
看護白書
地域包括ケアシステムと看護
公益社団法人�
日本看護協会�編
本体 3,000 円 +税

講座番号6

訪問看護師は
“ 所長 ” で育つ！
角田直枝�著
本体 2,000 円 +税

講座番号6

講座番号8，9

講座番号8，9

講座番号�

講座番号�

看護者の基本的責務
2017 年版
手島�恵�監修
本体 1,100+税

スタッフのやる気を引き出す
目標管理の実践・評価
ワークブック
原玲子�著
本体 2,200 円 +税

シミュレーション・
シナリオ集　春編
阿部幸恵�編著
本体 2,400 円 +税

シミュレーション・
シナリオ集　冬編
阿部幸恵�編著
本体 2,400 円 +税

急性期病院での
ステップアップ
認知症看護
鈴木みずえ�著
本体 2,600 ＋税

講座番号3

日常生活行動からみる
ヘルスアセスメント
看護 形態機能学の枠組みを用いて
大久保暢子�編
本体 3,300 円＋税

講座番号2

診療報酬・介護報酬の
しくみと考え方 第 3 版
福井トシ子・齋藤訓子�編集・
執筆
本体 2,500 円 +税

講座番号6

講座番号7

講座番号8，9

講座番号�

講座番号�

看護師長・主任のための
成果のみえる
病棟目標の立て方
第２版
原玲子�著
本体 2,500 円 +税

看護職としての
社会人基礎力の
育て方
箕浦とき子・高橋恵�編
本体 2,200 円 +税

シミュレーション・
シナリオ集　秋編
阿部幸恵�編著
本体 2,400 円 +税

急性期病院で
治療を受ける
認知症高齢者のケア
鈴木みずえ�編
本体 2,600 ＋税

講座番号3

ケアする人の
対話スキル ABCD
堀越勝�著
本体 2,200 円 +税

講座番号5

臨床倫理
ベーシックレッスン
石垣靖子・清水哲郎�
編著
本体 2,800 円 +税

講座番号7

講座番号8，9

講座番号⓾

講座番号�

DVD-ROM（動画＋ PDF）



FAX 0436-55-1916
2017年度　全国看護セミナー受講申込用紙
■お申し込み講座

講座名

開催地
都 道
府 県 日　程　　　　　月　　　　　日　～　　　月　　　　　日

■請求書・受講証の送付先

■参加者名（参加される方全員分をご記入ください）

ふりがな

メール
アドレス

氏　名

施設名

病棟名

役　職

ふりがな

（ご住所）

公費で参加される場合など、請求書の宛名や払込取扱票の「払込人氏名」に指定がある場合はご記入ください。

氏　名
FAX.                (                 )

メールアドレス

送付先が勤務先の場合　施設名： 病棟名など：

①

〒

TEL.                 (                 )

ふりがな

メール
アドレス

氏　名

施設名

病棟名

役　職

②

ふりがな

メール
アドレス

氏　名

施設名

病棟名

役　職

③

申込人数（計　　　名）

メールによる書籍情報等を希望しない方は　  を入れて下さい。（受講時に必要なご案内は送信することがございます。）

メールによる書籍情報等を希望しない方は　  を入れて下さい。（受講時に必要なご案内は送信することがございます。）

※4名様以上ご一緒にお申込みを希望の場合はコピーし
てご使用ください。

※申込用紙送信後、1週間ほどで請求書とゆうちょ銀行の
払込取扱票を郵送いたします。届かない場合はお電話
にてお問い合わせください（電話：0436-55-1915）。

　また、キャンセル待ちや満席の場合はファクス・メール
またはハガキでお知らせいたします。

※請求書・払込取扱票はお申込み 1件につき 1通発行
され、複数名のお申込みでも一括してお振込みいた
だきます。個々での発行をご希望の場合は、お手数
ですが申込用紙を分けてお申込みください。

（P）

キ
リ
ト
リ
線

申込開始日：2017年 4月3日（月）〜
（5月6月開催：受付中）

7月以降開催セミナー


