
◆令和 2 年度 研修について別記のとおり中止・延期します◆ 
前回（4/2）の掲載より変更があった項目については赤文字で記しております 

1 一般研修・委員会企画研修（西大宮） 

 

研修番号 研  修  名 中止 延期 延期後の日程

4/16 (木) 001 新人看護職員研修① 〇 9/2（水）10：00～16：00

4/17 (金) 002 新人看護職員研修② 〇 9/7（月）10：00～16：00

4/23 (木) 011 新人のための医療安全/感染管理 〇 調整中

4/26 （日） 570 論理的思考による問題解決と文章作成 〇 認定看護管理者教育課程参照

4/27 (月) 014 新人のための接遇① 〇

4/28 (火) 015 新人のための接遇② 〇

4/30 (木) 003 新人のためのフィジカルアセスメント 〇

5/8 (金) 010 新人のための食事援助技術 〇

5/9 (土) 156
AHA BLSプロバイダーコース①
(自治医科大学さいたま医療センター）

〇

5/10 (日) 157
AHA BLSプロバイダーコース②
(自治医科大学さいたま医療センター）

〇

5/12 (火) 007 新人看護職員技術習得研修① 〇 12/22（火）10:00～16:30

5/13 (水) 008 新人看護職員技術習得研修② 〇 12/23（水）10:00～16:30

5/14 (木) 009 新人看護職員技術習得研修③ 〇 12/24（木）10:00～16：30

5/16 (土) 158 AHA BLSプロバイダーコース③ 〇

5/17 (日) 159 AHA BLSプロバイダーコース④ 〇

5/19 (火) 012 新人のための薬の知識① 〇

5/20 (水) 129 看護研究の基礎 〇 調整中

5/23 (土) 048 医療安全：基礎編 〇 7/11延期予定を再調整中

5/25 (月) 095 みがこう！接遇 〇 調整中

5/26 (火) 045 看護職のための現場で役立つ英会話Ⅰ 〇 2/16（火）10：00～12：30

5/27 (水) 004 新人のための救急看護/心電図① 〇 調整中

5/28 (木) 046 看護職のための現場で役立つ英会話Ⅱ 〇 2/17（水）10：00～12：30

5/28 (木) 130 看護研究の進め方（２日間） 〇 調整中

5/29 (金) 183
実践課程を可視化できる生活支援記録
法

〇 中止に変更

5/30 (土) 179 産科交流会 〇

6/1 （月） 028 効果的な摂食嚥下ケア 〇

6/2 （火） 030 輸血の知識と安全な実施 〇

日付

調整中

調整中

調整中



 

研修番号 研  修  名 中止 延期 延期後の日程

109 周産期の医療安全　母体感染のリスクと対応 〇

031 褥瘡ケアと予防的スキンケア 〇

6/4 （木） 143
看護補助者活用推進のための
看護管理者研修

〇

6/5 （金） 044 記録と法律 〇

6/6 （土） 096 在宅療養につなげる外来看護 〇

6/8 （月） 136 副部長研修　1 〇

6/9 （火） 116 ステップアップ2年目① 〇

6/10 （水） 005 新人のための救急看護/心電図② 〇

6/13 （土） AHA　ACLSプロバイダーコース①１日目 〇

6/14 （日） AHA　ACLSプロバイダーコース①２日目 〇

6/16 （火） 120 人を育てること、教えることとは：基礎編① 〇 調整中

6/17 （水） 100 看護職が身につけておきたい看護倫理(基礎編） 〇

6/18 （木） 082 がん性疼痛看護 〇

6/23 （火） 災害支援ナースの第一歩～災害看護の基本的知識～1日目 〇 9/29（火）9：30～16：30

6/24 （水） 災害支援ナースの第一歩～災害看護の基本的知識～2日目 〇 9/30（水）9：30～16：30

6/25 （木） 132 看護研究における指導者の役割 〇 調整中

6/27 （土） 131 看護研究を実践してみよう(1回目) 〇

6/29 （月） 025 フィジカルアセスメント 〇

6/30 （火） 124 新任臨地実習指導者の役割と実際 〇

7/1 （水） 093 看護のためのファシリテーション：基礎編 〇

7/2 （木） 094 看護のためのファシリテーション：実践編 〇

7/3 （金） 075 小児と思春期の頭痛 〇

7/4 （土） 准看護師進学支援交流・研修会 〇

7/6 （月） 061 慢性呼吸器疾患看護 〇

7/7 （火） 013 新人のための薬の知識② 〇

7/8 （水） 064 アクティブシニアを増やすための基礎知識 〇

7/9 （木） 101 理解を深める看護倫理　倫理的ジレンマへの対応① 〇

7/10 （金） 026 “すぐに役立つ”心電図の読み方① 〇

7/13 （月） 052 感染予防対策Ⅰ 〇

調整中

調整中

164

調整中

調整中

調整中

6/3

150

（水）

日付



 
 

 

※変更がございましたら、本会ホームページにてお知らせいたします※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修番号 研  修  名 中止 延期 延期後の日程

137 副部長研修　Ⅱ 〇 調整中

151 災害支援ナース養成研修 〇 10/28（水）10:00～16:00

7/15 （水） 看護職員認知症対応力向上研修（3日間） 〇

7/16 （木） 110
脳神経系のフィジカルアセスメント
産科麻酔

〇

7/18 （土） 182 看護・介護記録の基礎知識 〇

7/21 （火） 121 人を育てること、教えることとは：基礎編② 〇

7/22 （水） 117 ステップアップ2年目② 〇

8/18 （火）
023
021
020

新人看護職員研修責任者研修Ⅰ
新人看護職員教育担当者研修Ⅰ
新人看護職員実地指導者研修

〇

047 医療安全：転倒転落 〇

144 看護過程と看護記録 〇

8/20 （木） 092
アサーショントレーニング　1日目
＊8/25の2日目も同様

〇 調整中

8/20
～

9/26

ー 146
看護師のための栄養管理研修会1日目
　　＊実習予定10月～12月

〇
9/10からの開催を予定
8月開催分は調整中

8/23 （日） AHA PEARSプロバイダーコース① 〇

8/27 （木） 133 研究成果を100％伝えるためのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 〇

8/28 （金） 112 代謝系/呼吸・循環のフィジカルアセスメント 〇

調整中

調整中

7/14

8/19 （水）

（火）

調整中

日付


