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 鹿児島研修会 30  貴島 真奈美  竹中　暁美 ＜例会＞  年4回開催　13:00～16:00

  (H24.4月発足）  出水市立出水総合医療センター  鹿児島県立野田女子高等学校  ①6月7日（土）　平成25年度の学びの事例発表　講師：薄井  坦子

 TEL(FAX) 0996-67-1611(1661)  TEL　0996-84-2074  ②8月30日（土）　③11月29日（土）　④H27.1月31日（土）　各事例検討 

 会場：出水総合医療センター　13:00～16:00

 宮崎研修会 60  山岸　仁美  ＜例会担当者＞ ＜例会＞　年4回開催　　13:00～17:00（②以外）　

  (H24.4月発足）  宮崎県立看護大学  毛利　聖子  ①5月25日（日）　②6月28日（土） 9:00～18:00 ・ 6月29日（日） 9:00～16:00

 y-hitomi@mpu.ac.jp  m-kiyoko@mpu.ac.jp  ③10月26日（日）　④Ｈ27.1月25日（日）

 壱岐 さより  会場：宮崎県立看護大学 多目的ホール

 宮崎Ｄコース研修会 20  阿部  惠子  阿部  惠子 ＜Ｄコース＞  隔月の第2木曜日　19:00～21:00　

  (H24.4月発足）  宮崎県立看護大学  会場：宮崎県立看護大学  

 kei-abe@mpu.ac.jp

 宮崎Ｃコース研修会 10  新田 なつ子   新田 なつ子  ＜Ｃコース＞　年1回開催　8月30日（土）　13:00～17:00

  (H26.8月発足）  宮崎県立看護大学  会場：宮崎県立看護大学  

 nitta@mpu.ac.jp

 関西研修会 40  名越　民江  田原 　誠 ＜Ａコース事例検討会＞ 

  (H24.4月発足）  香川大学医学部看護学科  kankago@hotmail.co.jp    5月18日(日）　9:30～16:00　講師：薄井  坦子 

 nagoshi@med.kagawa-u.ac.jp  TEL/FAX　0795-73-1023 ＜Ａコースｱﾄﾞﾊﾞﾝｽと事例検討会＞　

　 7月13日（日）　9:30～16:00　講師：新田 なつ子

＜Ｃコース事例検討会＞ 

  11月16日(日）　9:30～16:00　講師：薄井  坦子 

 会場：大阪大学中之島センター

 北陸研修会 30  川島　和代 ＜研修会担当者＞ ＜金沢学習会＞  Ａコース　年4回開催　

  (H24.4月発足）  石川県立看護大学  金沢学習会：諸江 由紀子  ①6月7日(土）14:00～17:00   ②7月27日(日） Ｂコース（いしかわ学習会と合同）

 kawasima@ishikawa-nu.ac.jp  いしかわ学習会：中田　弘子  ③11月15日(土） 13:30～16:30  ④H27.3月14日（土） 13:30～16:30

 福井学習会：赤川　晴美  会場：金沢社会保険病院　②のみ石川県立看護大学

 能美学習会：竹内 真紀子 ＜いしかわ学習会＞  Ｂコース　年2回開催　　13:30～16:00

 羽咋学習会：川畑　信子  ①7月27日（日）　金沢学習会と合同 　②11月29日（土）　

 会場：石川県立看護大学

＜福井学習会＞  Ｃコース　開催日時・講師未定　　

 会場：福井県立大学

＜羽咋学習会＞　Ａコース（院内事例検討会）　年4回　開催日時未定

 会場： 公立羽昨病院

＜能美学習会＞　Ａコース（院内事例検討会）　開催日時未定

 会場：能美市立病院
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 京・奈研究会 10  越智　早苗  森本 加代子 ＜Ａコース＞  年4回開催　13:00～17:00 (予定）

  (H24.5月発足）  sanaeo@kc4.so-net.ne.jp  aikanko@viola.com.ne.jp ＊会場の都合で３か月に一度、月日の決定を行い、参加者に案内する。

 TEL　075-581-7269  TEL　0791-22-7110  会場：ひと・まち交流館 （京都）

 川中  洋子 ＜学習会＞　希望に応じて開催   ＜検討事例のまとめ＞　可能であれば年1回程度

 尾張・岐阜研修会 20  東松　ゆみ  堀　  文子 ＜Ａコース＞　年4回開催（全て土曜日）　

  (H24.7月発足）  yuming@aqua.ocn.ne.jp  hori@isc.chubu.ac.jp  テーマ「看護力アップ」

 TEL　090-1099-7856（携帯）  中堀 千賀子  午前：基礎知識を深める　　午後：事例検討

 三枝樹 妙子  ①5月10日(土）　②8月30日（土）　③11月8日（土）　④H27.2月28日（土）

 時間：午前の部　10:30～11:30　　午後の部　13:00～16:00

 会場：中部大学（使用講義室は人数により決定します）

 参加費：会員1,000円　　非会員2,000円

 かも研修会 5  田口　晃代  水野　千鶴 ＜事例検討（対象特性・看護過程・指導過程）＞

  (H24.7月発足）  Information＠  鈴木　美砂  隔月1回開催　17:30～19:00

 kamokansen.jaaikosei.or.jp  加茂看護専門学校  会場：加茂看護専門学校

 TEL  0565-43-5101

 愛北研修会 20  大嶽 三枝子  永吉　郁代 ＜Ａ・Ｃコース＞　原則第3土曜日　13:00～17:00

  (H24.7月発足）  m-ootake@mizuho-c.ac.jp  TEL  0568-67-6169  ①7月19日(土）　②10月未定　③11月15日（土）　

＊ 9月6日（土）・ 12月6日（土）は愛北看専職員の指導過程学習会　

 会場：愛北看護専門学校

 鳴海腎不全看護研修会 11  関川  美知  永尾　洋子 ＜Ａコース＞　年2回開催

  (H24.7月発足）  名古屋記念財団 鳴海クリニック  名古屋記念財団 東海クリニック  日時：5月25日（日）　　　　8:30～12:30  講師：未定

 sekikawa@hospy.com  TEL  0562-33-1331  会場：名古屋記念財団　東海クリニック

 TEL  052-622-6261  日時：H27.2月22日（日）　8:30～12:30  講師：未定

 会場：名古屋記念財団　鳴海クリニック

 春日井市民病院研修会 75  上村　睦美  小田 あつ子 ＜Ａコース＞  年6回開催   10:00～13:00 

  (H25.4月発足）  春日井市民病院  佐藤 めぐみ  ①4月19日（土）　②6月7日（土）　③7月12日（土）　

 kango@hospital.kasugai.aichi.jp  金子　芳子  ④9月27日(土）  院内事例検討会　　

 岩切  紅美  ⑤11月15日（土）  看護の質評価：プロセスレコードを用いて

 田中  里美  ⑥H27.2月21日（土）  看護過程実践報告会

 ①・②・③・⑤　講師：川島　和代

 会場：春日井市民病院

 三河研修会 5  都築 千恵子  真野 美知子 ＜Ａコース＞  毎月1回開催（土曜日 9:30～11:30）  

  (H25.9月発足）  tzuki5@hm5.aitai.ne.jp  TEL  052-741-5093  会場：コメダ知立

 TEL  0565-27-5918
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 慈恵研修会 30  小澤 かおり ＜研修会担当者＞ ＜Ａコース＞  年3回開催　10:00～16:00  

  (H24.4月発足）  ozawa@jikei.ac.jp  熊木　光枝   ①5月25日（日）　②7月20日（日）　③12月14日（日）

 TEL　03-3480-1151　  菱田  清子 ＜Ｄコース＞  年3回開催　10:00～16:00  

 木下  博子  ①6月22日（日）　②11月16日（日）　③H27.3月1日（日）

 高橋  理恵 ＜Ａコース＞  講演「よりよい看護実践をめざして」

＜会場等係＞　 　H27.2月22日（日）　13:30～17:00　講師：阿部  惠子

 吉原  章子  会場：東京慈恵会医科大学附属施設内

＜Ｄコース合同ゼミ＞  8月22日（金）～24日（日）　宮崎市  

 関東地区ﾁｭｰﾀｰ研修会 30  和住　淑子  永田 亜希子 ＜Ｂコース＞　年1回開催

  (H24.4月発足）  wazumi@faculty.chiba-u.jp  a-nagata@graduate.chiba-u.jp  目的：看護理論・看護基礎理論を学び、看護科学研究学会が実施する各自主研修

 TEL　043-226-2471 　　　会において、チューターの役割をとる者の能力を高める

 内容：事例検討の構造と、看護理論・看護基礎理論の適用について事例検討素材

　　　の分析・評価

 日時：11月第1、2、3日曜日のいずれか1日を予定　10:00～16:00

 会場：千葉大学亥鼻キャンパス　 参加費：お茶代（500円）＋昼食代（1,000円）

 三井研修会 15  青木　好美  竹中  敦子 ＜Ａコース＞  年5回開催　

  (H24.4月発足）  yaoki@mitsuihosp.or.jp  a.tknk@pref.chiba.1g.jp  ①6月8日（日） 13:00～17:00　 ②9月23日（祝） 夏期集中ゼミ　10:00～17:00

 永田 亜希子  ③10月26日（日） 時間未定  ④12月14日（日）  10:00～16:30　

 a-nagata@graduate.chiba-u.jp  ⑤H27.3月1日（日）  13:00～17:00　

 磯貝  咲子  会場：①・②・⑤　三井記念病院

 713iso@jcom.home.ne.jp  会場：③　三井記念病院あるいは東京歯科大学病院市川総合病院

 会場：④　千葉県こども病院

 船橋・千葉研修会 10 　杉本　龍子  華蔵閣 フミエ ＜Ａコース＞　年4回開催　9:30～16:00        

  (H24.4月発足）  ryuko-sugi440602@nifty.com  ①4月17日（木） ②6月26日（木） ③10月23日（木） ④12月19日（木）

 会場：同和会千葉病院

 Ｃコース千葉研修会 10  中溝  道子  菅原　玉枝 ＜Ｃコース＞　年4回開催　9:30～17:00 

  (H24.8月発足）  群馬医療福祉大学  千葉市青葉看護専門学校  ①5月17日（土）　②7月12日（土）　③11月8日　 ④未定

 nakamizo@shoken-gakuen.ac.jp  sugawara@casn.or.jp  内容：指導過程を検討・分析することをとおして、学生指導力を高め看護教育の質の

 TEL　043-202-2030 　　  向上を目指す

 会場：千葉市民会館

 青葉研修会 10  菅原　玉枝  菅原　玉枝 ＜Ｃコース＞  年4回開催　

  (H25.7月発足）  千葉市青葉看護専門学校  ①5月　②8月　③11月　④H27．3月   

 sugawara@casn.or.jp  内容：看護過程展開の教材となる事例検討、指導過程の実際

 TEL　043-202-2030  会場：千葉市青葉看護専門学校
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 東北地区研修会 40  髙橋 喜代子  相澤  孝子 ＜Ａコース（講演会）＞　

  (H24.4月発足）  ki-taka@msj.biglobe.ne.jp  takaai@mub.biglobe.ne.jp  5月31日（土）　13:30～16:30　講師：薄井  坦子

 TEL  022-299-6979　  渋谷 久美子  会場：仙台西多賀病院

 菅野　清子 ＜Ｂコース（理論研修会）＞

 7月  5日（土）　13:30～16:30　講師：新田 なつ子　

 会場：戦災復興記念会館

＜Ａコース（事例検討会）＞　

 9月  6日（土）　13:30～16:30　

 会場：戦災復興記念会館

＜Ａコース（事例検討会）＞　

 11月1日（土）　13:30～16:30　講師：小笠原 広実　

 会場：未定

＜Ａコース（事例検討会）＞　

 H27.1月31日（土）　13:30～16:30

 会場：戦災復興記念会館

 北海道研修会 60  中條　和子  札幌地区担当者　藤﨑 こずえ 【札幌地区】

  (H24.4月発足）  c-kazuko@msb.biglobe.ne.jp  fujisaki.k@nakamurakango-s.com ＜事例検討会＞　年4回開催　13:30～16:30

 TEL　011-894-6580  TEL　011-592-4551  ①4月19日（土） ②10月25日（土） ③12月20日（土） ④H26.2月21（土）

 函館地区担当者　田中　和子 ＜Ａコース＞　6月14日（土）　10:00～15:00　講師：中條  和子　　

 k_tanaka@hma-kango.ed.jp ＜Ｄコース＞ 11月15日（土）　13:30～16:30  講師：中條  和子　 

 TEL　0138-36-0080  会場：北海道看護協会大通看護研修会館

【函館地区】

＜Ａコース＞ 11月9日（日）　　9:30～15:00　講師：中條  和子　　

＜Ｄコース＞　7月 6日（日）　　9:30～15:00　講師：中條  和子　

 会場：函館市医師会看護専門学校

【札幌・函館合同】

＜宿泊研修会＞

 8月8日（金）～10日（日） 講師：薄井  坦子

 会場：定山渓ビューホテル

＜チューター学習会＞ 年4回開催（事例検討会開催日の10:00～12:00）

【学術集会】       看護科学研究学会 第14回 学術集会 研究懇談会    日時:平成26年10月4日（土）　10:00～１７：００　　 会場：学士会館（東京都千代田区）　　
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