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会 場：長崎会館 5階研修室（魚の町 3-28）  またはオンライン        ＊印は別会場   

申込書：受講料が無料及び当日徴収の事業は申込書１（5ｐ） 

受講料が有料（事前振込）の事業は申込書２（6ｐ） 

受講料は、会員価格です。非会員の場合は倍額となります。 

企画 事   業 
開催予定

日 
ラダー 申込み期間 受講料（円） 頁 

支
部
運
営
委
員
会 

＊県南支部「看護の日」 5/14(土) － － － 1P 

県南支部会員集会 6/25(土) － － － 1P 

施設代表者交流会① 8/20(土) 施設代

表者,
看護管
理者 

8/1～8/17 無料 1P 

施設代表者交流会② 
2023年 
2/18(土) 

1/19～2/8 無料 1P 

「地域包括ケアシステム」充実に向け
た看看連携交流会① 

9/17(土) 
全 

対象 

8/22～9/5 無料 1P 

「地域包括ケアシステム」充実に向け
た看看連携交流会② 

2023年 
1/28(土) 

12/23～1/16 無料 1P 

    

教
育
委
員
会   

夜間研修集中ケア①「輸液・体温管
理」（オンライン開催） 

8/18(木) Ⅰ～ 7/13～7/29 500 2P 

夜間研修集中ケア②「心電図の基本・
危険な不整脈」（オンライン開催） 

9/15(木) Ⅰ～ 8/10～8/26 500 2P 

夜間研修集中ケア③「呼吸管理の基
礎」（オンライン開催） 

10/20(木) Ⅰ～ 9/8～9/26 500 2P 

夜間研修 認知症ケア 
（オンライン開催） 

11/17(木) Ⅰ～ 10/13～10/31 500 2P 

夜間研修 緩和ケア 
（オンライン開催） 

2023年
1/19(木) 

Ⅰ～ 12/8～12/26 500 2P 

２年目看護職員研修会 11月 
2 年目 

看護 
職員 

別途案内 1,000 2P 

看
護
研
究 

  

委
員
会 

看護研究研修会（オンライン開催） 7/2(土) 
全 

対象 
6/3～6/24 500 3P 

看護研究会（オンライン開催） 12/3(土) 
全 

対象 

演題抄録募集 
6/9～7/27 

参加申込 

別途案内 

2,000 3P 

 

職
能 

 

委
員

会 

リスクマネージャー交流会 11/12(土) 
医療 
安全 
担当者 

10/12～10/30 無料 2P 

多くの皆様のご利用を

お待ちしています。 

2022年度 

長崎県看護協会県南支部事業一覧表 
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2022年度 県南支部事業（研修会等）開催案内 
 
１．会員集会、交流会等 

１）県南支部「看護の日」記念行事                     ※詳細は別途案内 

目的 開催日 会場 

 看護の心、ケアの心、助け合いの心を分かち合い育

むきっかけとなるよう「看護の心をみんなの心に」を

テーマとするイベントを通して、参加者に気軽に楽し

く看護にふれていただく。地域住民との直接のふれあ

いを通して「看護の日」のさらなる普及を目指す。 

５月１４日 浜町観光通 

   

２）県南支部会員集会                           ※詳細は別途案内 

目的 開催日 会場 

 支部の事業報告、事業計画、会計、事業運営等

について情報を共有するとともに、支部活動を適

切に行うために意見交換を行う。 

2022年 6月 25日(土) 長崎会館５階研修室 

新型コロナウイルス感染拡大状況により中止 

   

３）施設代表者交流会   

ａ対象者：施設代表者・看護管理者等  ｂ開催時間 14：00～16：00   

ｃ≪申込書１≫    ｄ受講料：無料                  ※詳細は別途案内 

目的 回 開催日 申込期間 テーマ（案） 

 看護に関する動向、現場が抱える

課題等をテーマに取り上げ、話題提

供、意見交換を行う。また、県協

会・支部事業の共有・周知等のため

の情報提供を行う。 

１ 
8/20 

（土） 
8/1～8/17 

入退院支援「外来におけるス

クリーニング・つなぐ看護」 

２ 

2023 

2/18

（土） 

1/19～2/8 
タスク・シフトシェア：看護

の視点から 

 ＣＯＶＩＤ－１９感染状況によってはオンライン（ＺＯＯＭ）での開催へ変更 
 

４）「地域包括ケアシステム」の充実に向けた看看連携交流会 

ａ対象者：保健・医療・福祉・在宅等に勤務する看護職等    b開催時間：14：00～16：00 

ｃ≪申込書１≫     ｄ受講料：無料                   ※詳細は別途案内 

目的 回 開催日 申込期間 テーマ（案） 

「地域包括ケアシステム」に関する

テーマを取り上げ、保健・医療・介

護・福祉などいろいろな場で活躍す

る看護職の交流、話し合いを通じ

て、職域を越えた連携や新たな取り

み等を考える機会とする。 

１ 
9/17 

(土) 
8/22～9/5 

在宅療養が困難な事例の支

援（難病患者、生活保護

等） ※看護職連携構築ネッ

トワーク会議との合同企画 

２ 

2023 

1/28 

(土) 

12/23～1/16 
人生会議「元気なうちから手

帳」の活用事例 

 ＣＯＶＩＤ－１９感染状況によってはオンライン（ＺＯＯＭ）での開催へ変更 
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５）リスクマネージャー交流会 

  ａ対象者： 医療安全の管理者・委員、テーマに関心のある方  ｂ開催時間： 14：00～16：00 

 ｃ≪申込書１≫    ｄ受講料：無料                   ※詳細は別途案内 

 ＣＯＶＩＤ－１９感染状況によってはオンライン（ＺＯＯＭ）での開催へ変更 

 

２．研修会、看護研究会等 

１）夜間研修会（オンライン開催） 

ａ対象者：会員・非会員看護職員 50～60人   ｂ開催時間：18：30～20：30    

ｃ≪申込書２≫   ｄ受講料：各 500円（非会員 1,000円） 事前振込 

 

２）２年目看護職員研修会   

 ａ対象者：新卒看護師２年目  50人  ｂ開催時間：9：30～16：00 

 ｃ≪申込書２≫   ｄ受講料：1,000円（非会員 2,000円） 事前振込  

テーマ 開催日 申込期間 ねらい 講師 

看護過程の

実践活用 
11月 10/3〜10/20 

講義と事例を通して、看護過

程の概念やプロセスについ

て学び、情報に基づくに全体

像の捉え方、ニーズに応じた

看護実践ができる。 

長崎大学大学院医歯薬学

総合研究科保健学専攻 

看護実践科学分野  

教授 黒田 裕美 

 ＣＯＶＩＤ－１９感染状況によってはオンライン（ＺＯＯＭ）での開催へ変更 

 

 

目的 開催日 申込期間 テーマ 講師 

 医療安全の管理者・委員、テーマに

関心のある方々が集い、施設内の医療

安全管理について共通する問題、各施

設での取り組み等を話し合い、自施設

の活動に生かす。 

11/12 

（土） 
10/12～10/30 

認知症ケアに関す

る取り組み 
別途案内 

回 テーマ 開催日 申込期間 講   師 

1 集中ケア①「輸液・体温管理」 
8/18 
(木) 

7/13～7/29 
長崎大学病院 

集中ケア認定看護師  山口 典子 

2 
集中ケア②「心電図の基本・危

険な不整脈」 

9/15 
（木） 

8/10～8/26 
長崎大学病院 

集中ケア認定看護師  川上 悦子 

3 集中ケア③「呼吸管理の基礎」 
10/20 
（木） 

9/8～9/26 
長崎大学病院 

集中ケア認定看護師  川上 悦子 

4 
認知症ケア「認知症の基礎知識

と認知症患者への対応」 

11/17 

（木） 
10/13～10/31 

長崎北病院 

認知症認定看護師 福島さや香 

5 緩和ケア「疼痛コントロール」 
1/19 

（木） 
12/8～12/26 

出島病院  

緩和ケア認定看護師 岩永亜紀 
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３）看護研究研修会（オンライン開催） 

 ａ対象者：会員・非会員  30人  ｂ開催時間：14：00～16：00   

 ｃ≪申込書２≫   ｄ受講料：500円（非会員 1,000円） 事前振込 

テーマ 開催日 申込期間 ねらい 講師 

研究テーマの絞り方と

文献検索 

7/2 

（土） 
6/3～6/24 

臨床現場での気づき、疑問に

感じていることからの研究テ

ーマの絞り込み方法及び文献

検討の方法を知る 

長崎大学生命医科学域

(保健学系)成人看護学 

助教 大山祐介 

 

４）県南支部看護研究会（オンライン開催） 

  ａ対象：会員・非会員   ｂ開催時間：13：00～16：30    

 ｃ申込用紙別途あり  ｄ参加費：2,000円(非会員 4,000円）事前振込    ※詳細は別途案内 

           

  

目的 開催日 申込期間 会場 

 臨床現場での課題解決に向け、研究的に取

り組んだ過程およびその成果を共有し、看護

の質向上に役立てる。また看護職のキャリア

アップにつなげる。 

12/3（土） 

演題抄録募集 

6/9～7/27 

参加申込 

別途案内 

長崎会館 



4 

 

受講料・申し込み方法について 

 

１．無料の事業について 

 

２．有料の事業について 

 

 

受講料振込先 

[振込先]：十八親和銀行桜町支店（普）００４４３９７ 

公益社団法人長崎県看護協会県南支部 

支部長 増田
マスダ

 千代子
チ ヨ コ

 

 対象事業 申し込み方法 

1 施設代表者会 ①、② 
≪申込書１≫ にて申し込み。 

県協会ＨＰから用紙データをダウンロードいた

だくか、事務局へご用命ください。 

申込書データをメールでお送りいたします。 

 

期日厳守で県南支部へメールにてデータを添付、

または、本文内に必要事項を転記してお申し込み

ください。 

Email： kangokennan@live.jp 

2 
「地域包括ケアシステム」の充実に向け

た看看連携交流会 ①、② 

3 リスクマネージャー交流会 

 対象事業 会員受講料(非会員料金) 申し込み方法 

1 看護研究会 
 2,000円(4,000 円) 

事前振込 

別途案内 

部署単位でのお申込みにご協力ください。 

2 看護研究研修会 
  500円(1,000 円) 

事前振込 

≪申込書２≫にて申し込み。 

 

県協会ＨＰから用紙データをダウンロードい

ただくか、事務局へご用命ください。 

申込書データをメールでお送りいたします。 

 

期日厳守で県南支部へメールにてデータを添

付、または、本文内に必要事項を転記してお申

し込みください。 

 

Email： kangokennan@live.jp 

 

同時に受講料振り込みをお願いします。 

3 夜間研修 
 各 500円(1,000 円) 

事前振込 

4 2年目看護職員研修会  
 1,000円(2,000 円) 

事前振込 
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