
■日  付：Ⅰ期 令和元年 09 月 12 日～14 日（木～土）             ■参加費：当協会会員   １３０,０００円 

Ⅱ期 令和元年 10 月 23 日～26 日（水～土）                  当協会会員以外 ２６０,０００円 

Ⅲ期 令和元年 11 月 14 日～16 日（木～土） 

■会  場：島根ビル会議室（大阪市北区西天満 3 丁目 13 番 18 号 島根ビル） 

■対  象：訪問看護ステーションでの管理者経験２年以上の者、もしくは訪問看護新任管理者研修会Ⅰ・Ⅱ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、遅刻や早退はしないこと） 約４０名 

主催：一般社団法人全国訪問看護事業協会 

東京都新宿区新宿 1-3-12 壱丁目参番館 401  TEL:03‐3351‐5898     FAX:03‐3351‐5938    E‐mail：seminar@zenhokan.or.jp 

令 和 元 年 度 

訪問看護管理者養成研修会 
～体系的に学ぶ管理者の役割～ 

プログラム               ※全日程に昼食休憩あり。昼食は各自持参 

  日にち 時間 内容 講師 

Ⅰ

期 

9 月 12 日 

10:00～11:00 
開講式 地域包括ケアシステムの構築における訪問看

護ステーションの役割と全国訪問看護事業協会の使命 

聖隷福祉事業団監事／ 

全国訪問看護事業協会副会長  上野 桂子 氏 

11:00～12;00 訪問看護制度論①-1 訪問看護を取り巻く制度の動向 
厚生労働省老健局老人保健課看護専門官 

杉田 塩 氏 

13;00～15:30 
訪問看護制度論② 看護政策の動向と取組み（看護専

門職論を含む） 
日本看護協会副会長  齋藤 訓子 氏 

15;45～17:45 
訪問看護マネジメント論／情報管理論⑥ グループワ

ーク～課題の整理・分析～ 

聖隷福祉事業団監事／ 

全国訪問看護事業協会副会長  上野 桂子 氏 

18:00～20:00 交流会(全員参加)  

９月 13 日 

09:00～12:30 
運営管理総論② 看護管理概論（看護管理に必要な知

識体系、看護管理者の役割と活動） 
オフィス KATSUHARA 代表  勝原 裕美子 氏 

13:30～17:00 運営管理総論③ リーダーシップ論 
R&D Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所 

代表  深澤 優子 氏 

９月 14 日 

09:00～12:00 
訪問看護制度論③ 社会保障制度の概念と保健医療福

祉政策の展望 
東京医科歯科大学大学院教授  川渕 孝一 氏 

13:00～14:00 
訪問看護制度論①-2 看護師の特定行為研修の概要に 

ついて 
厚生労働省医政局看護課課長補佐 奥田 清子 氏 

14:15～16:45 
運営管理総論① 管理者の制度的な位置づけと役割・

機能 
全国訪問看護事業協会  井上 多鶴子 氏 

16:50～17:15 Ⅰ期講義まとめ 
聖隷福祉事業団監事／ 

全国訪問看護事業協会副会長  上野 桂子 氏 

Ⅱ

期 

10 月 23 日 

10:00～12:30 
訪問看護マネジメント論／情報管理論② サービスの

品質管理 

ケア・コーディネーション研究所 

所長  新津 ふみ子 氏 

13:30～17:30 

実践的経営論 ①マーケティング 
上智大学総合人間科学部社会福祉学科 

准教授  藤井 賢一郎 氏 
実践的経営論 ②ストラテジィ 

実践的経営論 ③経営マネジメント 

10 月 24 日 

09:00～12:00 
訪問看護経営・経済論① 経営状態の把握・評価（経

営に関する基本的技術） ヘルスケア共創パートナー株式会社 

代表取締役  小瀬 文彰 氏 
13:00～16:00 

訪問看護経営・経済論② 経理・財務の実際（経営に

関する基本的技術） 

10 月 25 日 

09:00～12:00 
訪問看護マネジメント論／情報管理論⑤ 退院支援・ 

退院調整 

在宅ケア移行支援研究所宇都宮宏子オフィス 

代表  宇都宮 宏子 氏 

13;00～18:00 
訪問看護マネジメント論／情報管理論③ リスクマネ

ジメントー１ 
髙村浩弁護士事務所弁護士  髙村 浩 氏 

10 月 26 日 

09:00～11:00 
訪問看護マネジメント論／情報管理論④ リスクマネ

ジメントー２ （訪問看護ステーションのリスクマネジ

メントの実際） 

石心会在宅事業部統括所長  宮本 祥代 氏 

12:00～15:00 
訪問看護マネジメント論／情報管理論① 効率的運営

のためのマネジメントシステム 

南区医師会訪問看護ステーション管理者／ 

全国訪問看護事業協会常務理事  高砂 裕子 氏 

15:05～15:30 Ⅱ期講義まとめ 
聖隷福祉事業団監事／ 

全国訪問看護事業協会副会長   上野 桂子 氏 

Ⅲ

期 

11 月 14 日 

10:00～12:00 
人材管理・育成論① 人材の確保・定着 成人学習理

論～スタッフのやる気と学びを支援する人材管理・育

成論概論～ 

聖路加国際大学大学院看護学研究科 

准教授  奥 裕美 氏 

13:00～15:00    人材管理・育成論④ 労務管理の実際 社会保険労務士法人日本経営   竹中 道代 氏 

15:15～18:00 
人材管理・育成論② 職場環境づくりとモチベーショ

ン管理 
ひとづくり工房 esuco 代表    浦山 絵里 氏 

11 月 15 日 
009:00～17:00 

(昼食会 90 分含) 

訪問看護管理技術論① 管理者の意思決定・マネジメ

ントスキルのケースメソッド 

聖路加国際大学大学院看護学研究科 

教授  山田 雅子 氏 

11 月 16 日 

09:00～11:00 人材管理・育成論③ 人材の育成 
聖路加国際大学大学院看護学研究科 

教授  山田 雅子 氏 

12:00～15:00 人材管理・育成論⑤ 多機能化から学ぶ人材管理 
訪問看護ステーションはーと  木戸 恵子 氏 

ナーシングホームもも代表者  福本 美津子 氏 

15:05～15:25 Ⅲ期講義まとめ 聖隷福祉事業団監事／ 

全国訪問看護事業協会副会長  上野 桂子 氏 15:30～16:00 閉講式 


