
4月24日～25日→開催中止 東京

5月22日～23日→開催延期(時期未定) 大阪

11月20日～21日 大阪

5月14日～15日→開催延期(時期未定) 東京

7月16日～17日 大阪

令和3年1月14日～15日 大阪

5月16日→開催延期(時期未定) 東京

7月18日 大阪

令和3年1月16日 大阪

Ⅰ期　9月17日～19日

Ⅱ期　10月14日～17日

Ⅲ期　11月12日～14日

⑤訪問看護管理者養成研修フォローアッ
プ研修会
～実践報告から学ぶ～

6月19日～20日→開催延期(時期未定) 大阪
令和元年度訪問看護管理者
養成研修会修了者

訪問看護管理者養成研修会受講後活
動報告、特別講演　等

4月16日～18日→8月13日～15日
定員に達したためキャンセル待ち

大阪

10月22日～24日 東京

令和3年1月21日～23日 東京

⑦小児訪問看護研修会 Part２
～いのちを支えること～

※公益財団法人日本財団助成事業

12月10日～12日 東京
訪問看護に従事する看護師
等

終末期にある重症心身障害児者の医
療と看護、家族の思いに寄り添う看
護、小児がんについて、急変時の対
応、他職種の理解とチーム医療につ
いて、子どもの権利と倫理的かかわ
り

⑧小児訪問看護研修会 Part３
～活動すること～

※公益財団法人日本財団助成事業

令和3年2月18日～20日 東京
訪問看護に従事する看護師
等

最近の小児医療・重症心身障害児の
医療・看護の動向、耳、鼻の機能・
耳鼻科疾患について、眼の機能・眼
科疾患について、睡眠障害につい
て、小児リハビリテーション、福祉
用具、てんかん発作について、発達
障害の理解と対応、児童相談所の機
能と役割について、特別支援学校に
おける看護の役割について

⑨訪問看護ターミナルケア集中講座
～訪問看護が支える在宅ターミナルケア
～

12月17日～19日 大阪
訪問看護に従事する看護師
等

ガン治療の現状・動向、緩和ケアに
おける薬物療法、在宅ホスピス緩和
ケアの実際、在宅ターミナルケアの
考え方と取り巻く法的知識、在宅
ターミナルのプロセスとケアのポイ
ント、ターミナル期の疼痛コント
ロールおよび症状緩和の理論と実
際、臨死期のケア、エンゼルケア、
退院支援の進め方と実際、事例検討
(ＡＣＰ)

⑩訪問看護におけるリスクマネジメント
～利用者とスタッフと事業所を守る～

6月12日～13日→開催中止 大阪
訪問看護に従事する看護師
等

訪問看護における法的責任、訪問看
護師が受ける暴力、訪問看護に求め
られる医療安全、訪問看護ステー
ションでのリスクマネジメントの実
際、訪問看護におけるインシデント
レポートの分析・活用法（マニュア
ルの活用等）

7月11日→開催中止 東京

9月12日 大阪

東京

大阪

⑪再度確認！保険請求業務
～ちゃんとできていますか!?請求業務～

訪問看護に従事する看護職
員(准看護師除く)、管理者
もしくはそれに準ずる看護
職員と同行の事務職員

訪問看護ステーションにおける介護
保険・医療保険の算定構造、保険請
求の実際、公費請求の実際、間違え
やすい請求、『訪問看護実務相談Q
＆A』の活用、令和2年4月の診療報
酬改定について

訪問看護ステーションでの
管理者経験２年以上の者、
または訪問看護新任管理者
研修会Ⅰ・Ⅱや訪問看護新
任管理者研修会を修了した
管理者で経験１年以上の者
（いずれも全日程参加でき
ること）

管理者に必要な知識、能力、訪問看
護制度論、訪問看護経営・経済論、
運営管理総論、訪問看護マネジメン
ト論、実践経営論、訪問看護管理技
術論、人材管理・育成論　等

⑫介護報酬改定研修会 訪問看護関係者 令和3年4月の介護報酬改定の理解

東京

令和3年3月
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⑥精神科訪問看護研修会
～精神科訪問看護基本療養費算定要件と
なる研修会～

訪問看護ステーションの精
神科訪問看護に従事する保
健師・看護師・准看護師・
作業療法士

ト
ピ
ッ

ク
ス

訪問看護ステーションに関わる諸制
度と訪問看護を取り巻く状況、訪問
看護ステーションの管理業務の概
要・管理者の役割、訪問看護ステー
ションの経営管理、訪問看護ステー
ションにおける質の管理、訪問看護
でのＩＣＴの活用のための基礎知
識、ICTを活用した訪問看護ステー
ションでの管理業務の実際、グルー
プワーク、課題の振り返りと目標

③訪問看護新任管理者研修会Ⅱ
～経営管理の基本～

訪問看護新任管理者研修会
Ⅰ修了者、または過去に当
協会が主催した訪問看護新
任管理者研修会修了者

訪問看護事業所における事業計画・
予算の立て方、労務管理の基礎知識

精神疾患を有する者に関するアセス
メント、病状悪化の早期発見・危機
介入、精神科薬物療法に関する援
助、医療継続の支援、利用者との信
頼関係構築、対人関係の援助、日常
生活の援助、多職種との連携、事例
検討

日程

管
理
者

②訪問看護新任管理者研修会Ⅰ
～これだけは知っておきたい管理者業務
～

令和２年度 全国訪問看護事業協会主催研修会 一覧

①訪問看護師基礎研修会
～訪問看護の第一歩～

訪問看護に従事する看護師
等

訪問看護ステーションの管
理者、または管理者になる
予定の保健師・看護師・助
産師で、訪問看護の新任従
事者を対象とした研修会
（訪問看護師基礎研修会や
新任従事者研修会、他団体
主催の同等の研修会）修了
者

④訪問看護管理者養成研修会
～体系的に学ぶ管理者の役割～

場所

※日程・内容の変更や中止など、予定が変更になることがあります。

お問い合わせ先：（一社）全国訪問看護事業協会 　TEL：03－3351－5898 　　FAX：03－3351－5938 　　HP：https://www.zenhokan.or.jp

対象 概要
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訪問看護の制度の理解、訪問看護の
実際と訪問看護利用者の理解・多職
種との連携、訪問看護における家族
支援、リスクマネジメントの視点、
訪問看護における接遇、グループ
ワーク

カテ
ゴリ

研修会名



会員 非会員

① 17,000 32,000

② 17,000 32,000

③ 8,000 22,000

④ 130,000 260,000

⑤ 13,000 13,000

⑥ 23,000 45,000

⑦ 43,000 83,000

⑧ 43,000 83,000

⑨ 43,000 83,000

⑩ 17,000 32,000

⑪ 8,000 22,000

研修番号 開催月

非会員

注意事項

研修会

研修
番号

□１）訪問看護ステーションの管理者、または管理者になる予定の保健師・看護師・助産師である

訪問看護管理者養成研修会 ～体系的に学ぶ管理者の役割～

精神科訪問看護研修会 ～精神科訪問看護基本療養費算定要件となる研修会～ ※８月はキャンセル待ち

参加希望研修会

※⑫介護報酬改定研修会のお申込みは令和2年12月以降

小児訪問看護研修会 Part２ ～いのちを支えること～

訪問看護におけるリスクマネジメント ～利用者とスタッフと事業所を守る～

再度確認！保険請求業務 ～ちゃんとできていますか!?請求業務～

研修会名

参加申込書送付先　FAX：03－3351－5938

令和２年度 全国訪問看護事業協会研修会 参加申込書

下記の研修会に参加する場合、対象要件を満たしているか必ずご確認ください（□にチェック）

③訪問看護新任管理者研修会Ⅱ
　    ※１）又は２）の修了者

小児訪問看護研修会 Part３ ～活動すること～

訪問看護新任管理者研修会Ⅱ ～経営管理の基本～

研修会名

訪問看護師基礎研修会 ～訪問看護の第一歩～

訪問看護新任管理者研修会Ⅰ ～これだけは知っておきたい管理者業務～

参加費

会員・入会手続き中
※ひとつ選んでください

　□法人　　□事業所(上記のｽﾃｰｼｮﾝ) 　□登録住所（賛助個人のみ）

・申込み後、受付完了のＦＡＸをお送りいたします。１週間経ってもＦＡＸが届かない場合は必ずお電話ください。

訪問看護の経験
(申込み時)

申込みに関する連絡先

□あり(　　 年　　ヵ月)・□なし

□会員( 　 　-    　 　  )　　※会員番号を必ずご記入ください（1-00012、1-00012-001、4-00012など）

□入会手続き中　※お申込み後は２週間以内に入会手続きを完了してください。

□非会員

　〒　　　－

研修会は当協会ホームページからもお申込みいただけます。　https://www.zenhokan.or.jp

　看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・その他（　      　　　　　　）

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：

法人名

ステーション名
・病院名

会員・非会員

参加票送付先

・プログラム、会場地図、参加費お支払方法などの書類は、開催日の約1ヵ月前にお送りします。

・キャンセルされる場合は事前にお電話ください。なお、キャンセル料として６日前から前日までは参加費の半額、当日は参加費の全額をいただきます。

・⑥精神科訪問看護研修会は参加希望が多いため、会員のお申込みを優先させていただきます。また、受付完了後の所属先や参加者の変更はできません。

訪問看護ターミナルケア集中講座 ～訪問看護が支える在宅ターミナルケア～

訪問看護管理者養成研修フォローアップ研修会 ～実践報告から学ぶ～

参加者

□２）訪問看護の新任従事者を対象とした研修会のいずれか一つを受講している（下記の項目を記載）
　□当協会主催の「訪問看護師基礎研修会」「新任従事者研修会」　(    　　　    年度受講)
　□他団体主催の上記に相当する研修会（団体名：　　　　　　　　　研修会名：　　　　　　　　　　　　　）

□１）令和２年度「訪問看護新任管理者研修会Ⅰ」修了者
□２）過去に当協会が主催した「訪問看護新任管理者研修会Ⅰ」「訪問看護新任管理者研修会」修了者

□１）訪問看護ステーションの管理者経験２年以上
□２）「訪問看護新任管理者研修会Ⅰ・Ⅱ」や「訪問看護新任管理者研修会」を修了した訪問看護ステーションの
　　　管理者経験１年以上

④訪問看護管理者養成研修会
　　  ※１）又は２）の該当者

②訪問看護新任管理者研修会Ⅰ

　　 　※右記の１）２）の
　　２つの要件を満たしていること

所有資格
※○で囲ってください

ふりがな

訪問看護ステーションの管理者経験
(申込み時)

□あり(　　年　　ヵ月)・□なし

　

→

→


