
 

 ＜サードレベルプログラム＞ 【 2019 年度 】  

※１ 講師の都合等により、日程が変更になる場合があります。その都度ホームページに掲載します。 
※２ 教育計画冊子発送後、日程変更に伴う個別通知は受講者であってもいたしませんので、ホームページを随時ご確認下さい。 
※３ ★印は、聴講可の単元です。 

回数 月/日 曜 
午 前 午 後 講 師 名 

単 元 名（研修番号） 午 前 午 後 

1 8/28 水  ヒューマンネットワークの構築 9：30～12：30  専任教員  

2 8/29 木  演習①(パブリックコメントの作成) 10：00～16：00 宮山 徳司 

3 8/30 金 ★社会保障制度・政策の動向 10：00～16：00 （556） 菅原 琢磨 

4 8/31 土 ★ヘルスケアサービスの創造（看護事業の開発と起業／テクノロジーの活用）10：00～16：00 （557） 川添 高志 

5 9/2 月  演習②(パブリックコメントの作成) 10：00～12：30  宮山徳司  

6 9/4 水 
★ヘルスケアサービスの創造（ヘルスケアサービスのマーケティング／社会的企業〔ソーシャルエンター 

プライズ〕／NGO、NPO のヘルスケアサービス）10：00～16：00 （558） 北浦 暁子 

7 9/5 木 
★小論文の作成（希望者研修） 

9：30～12：30（559） 
 木島明美  

8 9/7 土 ★看護制度・政策の動向（看護制度の変遷と政策／看護政策に関する審議会・検討会）10：00～16：00 （560） 井本 寛子 

9 9/9 月 ★組織における倫理① 10：00～16：00 （561） 秋山 智弥 

10 9/11 水 
★ヘルスケアサービスの創造（地域連携を基盤としたヘルスケアサービス／在宅におけるヘル 

スケアサービス／ヘルスケアサービスのシステム構築） 10：00～16：00 （562） 沼田 美幸 

11 9/12 木 ★組織における倫理② 10：00～16：00 （563） 秋山 智弥 

12 9/13 金 
★組織デザインと組織運営（ダイバーシティ／組織運営に必要な能力／経営者に求められる役割と必要 

な能力／組織戦略とパワーの活用／経営者としての成長と熟練）① 10：00～16：00 （564） 洪 愛子 

13 9/14 土 
★組織デザインと組織運営（ダイバーシティ／組織運営に必要な能力／経営者に求められる役割と必要 

な能力／組織戦略とパワーの活用／経営者としての成長と熟練）② 10：00～16：00 （565） 洪 愛子 

14 9/17 火 
★組織デザインと組織運営（組織のデザイン／組織間ネットワークのデザイン／地域連携 

ネットワークのデザイン）①  10：00～16：00 （566） 
河野 秀一 

15 9/18 水 
★組織デザインと組織運営（組織のデザイン／組織間ネットワークのデザイン／地域連携 

ネットワークのデザイン）②  10：00～16：00 （567） 
河野 秀一 

16 9/19 木 ★経営と質管理（医療・看護の質とデータ活用）10：00～16：00 （569） 吉川 久美子 

17 9/20 金  演習③（経営企画書の作成） 10：00～16：00 城所 扶美子 

18 9/24 火 ★経営と質管理（ガバナンスとアカウンタビリティ）10：00～16：00 （568） 坂本 すが 

19 9/26 木 
★社会システムと労務管理（賃金制度／労働関係法規の最新の動向／建設的な労使関係の構築 

／ハラスメントの組織的対応）9：30～16:30 （570） 福島 通子 

20 9/27 金 ★経営戦略（戦略策定）／財務管理  9：30～16:30（571） 大島 敏子 

21 9/28 土 ★財務管理  9：30～16:30 （572） 大島 敏子 

22 10/1 火  実習① 9：30～16：30 専任教員 

23 10/2 水 ★社会システムと労務管理（人事考課／能力評価のためのシステムの構築）10：00～16：00 （573） 河野 秀一 

24 10/3 木 
★社会システムと労務管理（人材フローの 

マネジメント）10：00～12：30（574） 
★看護管理者の育成  

13：30～16：00 （575） 市川 幾恵 

25 10/4 金 
★経営戦略（医療経営の特徴と課題／医療施設、介護福祉施設、訪問看護ステーション等の経営 

の特徴と課題）10：00～16：00 （576） 川添 高志 

26 10/5 土  演習④（経営企画書の作成） 10：00～16：00 城所 扶美子 

27 10/7 月  演習⑤ 9：30～16：30 演習アドバイザー 

28 10/8 火 ★組織的情報管理（地域における情報共有・活用）① 9：30～16：30（577） 平原 優美 

29 10/10 木 ★組織的情報管理（関連法規の遵守） 10：00～16：00 （578） 稲葉 一人 

30 10/11 金 ★フェア・マネジメント① 9：30～16：30 （579） 関口 倫紀 

31 10/12 土 ★フェア・マネジメント② 9：30～12：30（580） 実習② 13：30～16：30 関口倫紀 専任教員 

32 10/15 火 ★組織の安全管理①（安全文化の醸成／医療事故防止のための組織的対策）10：00～16：00 （581） 佐々木 久美子 

33 10/16 水  演習⑥ 9：30～12：30 
★組織的情報管理（地域における情報共有・活用）② 

 14：00～16：00（582） 
演習アドバイザー 平原優美 

34 10/17 木 ★組織の安全管理②（安全文化の醸成／医療事故防止のための組織的対策）10：00～16：00 （583） 佐々木 久美子 

35 10/18 金 ★経営と質管理（第三者評価） 10：00～16：00  （584） 須田 裕子 

36 10/19 土 
★看護制度・政策の動向（制度変化に伴う看護管理への影響と対応／看護戦略とパワーの活用 

／職能団体による政策への影響力）10：00～16：00 （585） 福井 トシ子 

37 10/21 月  演習⑦ 9：30～16：30 演習アドバイザー 

38 10/25 金 ★組織の安全管理（危機管理〔災害管理含む〕） 10：00～16：00 （586） 石川 治美 

39 10/26 土  演習⑧ 9：30～12：30 ※午後は休講。ただし、演習パワーポイント提出（16：00） 演習アドバイザー  

40 10/29 火  演習⑨ 9：30～16：30（経営企画書発表） 演習アドバイザー 

41 10/30 水 
看護管理者としてのモチベーションアップ 

9：30～12：00 

 ヒューマンネットワークの構築 
 13：00～16：00 松村啓史 専任教員 

★印 聴講可 


