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研修会名称 会員数 リーダー名・連絡先 研修会運営担当者名・連絡先 研修計画

 鹿児島研修会 13  杉野　博美  竹中　暁美 ＜Ａコース＞   年3回開催   13:30～16:00

  (2012年4月発足）  出水総合医療センター  ①6月20日（土)   ※事例発表の前に総会開催　 ②8月29日（土）   ③11月14日（土）  

 izumihp-ns@po.minc.ne.jp  会場：出水総合医療センター　講堂　

 内容：事例を持ち寄り、グループワークで学びを深める。

 宮崎研修会 41  山岸　仁美   壱岐 さより ＜Ａコース＞   年4回開催   13:00～17:00  

  (2012年4月発足）  宮崎県立看護大学  宮崎県立看護大学  ①6月7日（日）   ②8月23日（日）   ③10月25日（日）   ④2021.3月14日（日）

 y-hitomi@mpu.ac.jp  sayori@mpu.ac.jp  会場：宮崎県立看護大学　多目的ホール

 TEL　0985-59-7736  飯干 とみ子

 宮崎Ｄコース研修会 7  齋藤 由美子  齋藤 由美子 ＜Ｄコース＞　年3回開催  

  (2012年4月発足）  訪問看護ステーション一ツ葉  ①6月20日（土）   ②9月12日（土）  　8:30～12:30

 y.saito.m-zenjin@amail.plala.or.jp  ③2021．3月13日（土）　13:30～17:30　※社会医療法人善仁会管理者研修と共同開催

 会場：宮崎善仁会病院  多目的室  

 宮崎Ｃコース研修会 16  新田 なつ子   齋藤 由美子 ＜Ｃコース＞   年3回開催   13:30～17:00

  (2014年8月発足）  QWK02171@nifty.com  訪問看護ステーション一ツ葉  ①6月20日（土）   ②9月12日（土）　③11月14日（土）  　

 y.saito.m-zenjin@amail.plala.or.jp  会場：宮崎善仁会病院  2階会議室  

 関西研修会 37  水方　智子 ①ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞしぎさん看護専門学校　加納 由紀子 ＜Ａ・Ｃコース＞   年2回開催　10:00～16:00

  (2012年4月発足）  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ健康保険組合立  kanou@shigisan.ac.jp  ①7月19日（日）    研修支援者：新田 なつ子　

 松下看護専門学校 ②松下看護専門学校　坂本　鈴子  ②11月15日（日）

 mizukata.tomoko@jp.panasonic.com  sakamoto.reiko@jp.panasonic.com  会場：大阪大学中之島センター

③岡波看護専門学校　山根 ひとみ

 yamane.hitomi@okanami.com

 北陸研修会 24  川島　和代 【いしかわ学習会】　中田　弘子 ＜Ａ・Ｃコース＞

  (2012年4月発足）  石川県立看護大学  n08211@ishikawa-nu.ac.jp 【いしかわ学習会】 （ジェネラリストのための事例検討） 　年2回開催   13:30～16:00   　

 kawasima@ishikawa-nu.ac.jp 【金沢学習会】　杉岡 奈三重  ①8月8日（土）   ②11月29日(日)    会場：石川県立看護大学内

 TEL　076-281-8347  sugioka-namie@kanazawa.jcho.go.jp 【金沢学習会】   年4回開催   13:30～16:00　 

 FAX  076-281-8354 【羽咋学習会】　定仙　光代  ①6月20日（土）   ②8月8日（土）   ③11月29日（日）   ④2021.2月27日(土）

 honwaka@hakuihp.jp  会場：JCHO金沢病院     ※②・③は【いしかわ学習会】と合同開催

【能美学習会】  山下　順子 【羽咋学習会】   年3回開催　

 nomihp@live.jp  ①5～6月頃   ②10月  ③2021.2月　　会場：公立羽咋病院内

【福井学習会】  赤川　晴美 【能美学習会】   年2回開催

 hakagawa@fpu.ac.jp  ①6月（基礎）   ②8～9月（看護管理）  　会場：能見市立病院内

【富山学習会】  西谷　美幸 【福井学習会】 （主に小児看護事例検討会）   年3回開催  　日程調整中

 nisitani@med.u-toyama.ac.jp  会場：福井県立大学内

【富山学習会】  年3回開催   

 ①5～6月頃   ②10月下旬　 ③2021.2～3月　　会場：JCHO高岡ふしき病院

※会員数：2019年9月末日現在
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 京・奈研究会 5  越智　早苗  森本 加代子 ＜Ａコース＞   年5回開催   13:00～17:00 (予定）

  (2012年5月発足）  sanaeo@kc4.so-net.ne.jp  TEL　0791-23-3639  日時：会場の都合で2･3か月に一度、月日の決定を行い、参加者に案内する。

 川中  洋子  会場：ひと・まち交流館 （京都）

＜学習会＞　希望に応じて開催する。

 ※ 問い合わせは、森本までお願いします。

 尾張・岐阜研修会 12  東松　ゆみ  堀　  文子 ＜Ａコース＞   年4回開催   10:30～16:00

  (2012年7月発足）  yumihime2001@citrus.ocn.ne.jp  hori@isc.chubu.ac.jp  ①5月30日(土）   ②7月18日（土）   ③11月14日（土）   ④2021.2月20日（土）

 会場：中部大学（詳細は人数により決定）

 愛北研修会 14  大嶽 三枝子  永吉　郁代 ＜Ａ・Ｃコース＞   年4回開催  

  (2012年7月発足）  mieko_hanakin2013@yahoo.co.jp  TEL  0568-67-6169  ①6月27日（土）  13:00～16:00　 ②7月21日（火）　9:30～12:00

 尾関　信子  ③12月12日（土）　13:00～16:00　 ④2021.1月7日（木）　9:30～12:00

 福浦  厚子  会場：愛北看護専門学校  会議室

 鳴海腎不全看護研修会 5  関川  美知  小塚 めぐみ ＜Ａコース＞   年2回開催   8:30～12:30

  (2012年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  ①5月24日（日）     

 sekikawa@hospy.com  TEL  0562-33-1331  ②2021.2月7日（日）   　 　

 TEL  052-622-6261  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 106  根岸 かほり  大島　京子 ＜Ａコース＞    年4回開催

  (2013年4月発足）  春日井市民病院  榊間  留美  ①6月2日（火）  「事例検討会」　 17:30～19:00   　

 kango@hospital.kasugai.aichi.jp  ②8月4日（火）  「事例検討会」　 17:30～19:00  

 ③11月28日（土）　「看護の質」　 10:00～13:00    定員:20名　　研修支援者：川島　和代  

 ※2020.4月リーダー変更  ④2021.2月2日（火）　「事例検討会」　17:30～19:00

 ※①・②・④  会場：春日井市民病院　スキルラボ室

 ※③  会場：春日井市民病院保健センター　4階　会議室

 ＊＜Ｃコース＞、＜Ｄコース＞の開催については検討中。

 三河研修会 8  都築 千恵子  真野 美知子 ＜Ａ・Ｃコース＞   年4回開催   12:30～15:30  

  (2013年9月発足）  tsuzuki5@hm5.aitai.ne.jp  TEL  052-741-5093  ①5月16日(土）又は23日（土）　 ②6月20日（土）又は6月27日（土） 

 TEL  0565-27-5918  ③11月28日（土）   ④12月19日（土）

 会場：ＪＡ愛知厚生連加茂看護専門学校

 【東海地区合同研修会】 ＜運営責任者＞ ＜Ａ・Ｃコース＞  

 日時：9月27日（日）   9:00～17:00

   尾関 信子（愛北研修会）  定員：40～50名

 参加費：1,000円（原則看科研会員）

 会場：愛知県産業労働センター「ウィンクあいち」 906号会議室

※会員数：2019年9月末日現在

   大嶽 三枝子（愛北研修会）

   関川  美知（鳴海腎不全看護研修会）
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 慈恵Ａコース研修会 44  林    由美  ①・② 及川  香織 ＜Ａコース＞   年3回開催   13:30～17:00  

  (2017年4月発足）  h-yumi@jikei.ac.jp  ③ 宮城 久仁子  ①ステップ1研修会    6月14日（日）   定員100名    

 TEL　03-3433-1111（内線5726）　  ②Ａコース　　 　　　　　9月13日（日） 　定員 30名   

 ③Ａコース         2021.2月7日（日）   定員 30名     

 ※①・②・③  研修支援者：阿部　惠子

 会場：東京慈恵会医科大学附属病院

 慈恵Ｃコース研修会 36  小澤 かおり  ① 小池　俊子 ＜Ｃコース＞   年2回開催   13:30～17:00  

  (2017年4月発足）  ozawa@jikei.ac.jp  ② 佐々木 朝麻  ①7月12日（日）   定員30名   

 TEL　03-3433-1111（内線5720）　 　　 髙橋　明子  会場：東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

 ②11月15日（日）   定員30名  

 ※①・②　研修支援者：阿部　惠子

 会場：東京慈恵会医科大学附属第三病院

 東日本Ｄコース研修会 24  阿部  惠子  ① 宮城 久仁子 ＜Ｄコース＞   年2回開催  

  (2017年4月発足）  qqug6qb9k@muse.ocn.ne.jp  ② 日比野 幸子  ①5月17日（日）  　 13:30～17:00 

 会場：東京慈恵会医科大学附属病院

 ②12月13日（日）   13:30～17:00   

 会場：東京慈恵会医科大学附属柏病院

 関東地区ﾁｭｰﾀｰ研修会 8  和住　淑子  和住　淑子 ＜Ｂコース＞   

  (2012年4月発足）  wazumi@faculty.chiba-u.jp  研修会の詳細は4月以降に決定。

 TEL　043-226-2471  ※決まり次第、ホームページに掲載します。

 関東研修会 18  永田 亜希子  青木　好美 ＜Ａ・Ｃコース＞   年4回開催

  (2012年4月発足）  akiko.nagata@tohto.ac.jp  yaoki@ccmc.seikei-kai.or.jp  ①Ａコース（STEP1）  

 磯貝  咲子  5月31日（日）  　10:00～12:30　　　 研修支援者：和住　淑子

 chmsk-ck@kouseikai-gr.or.jp  会場：東都大学幕張ヒューマンケア学部

 柴尾 裕加里  ②Ａコース（STEP2）

 yshibao@tdc.ac.jp  9月13日（日） 　 10:00～17:00　　　 研修支援者：和住　淑子

 竹中  敦子  会場：東都大学幕張ヒューマンケア学部

 a.tknk@pref.chiba.1g.jp  ③Ｃコース   ※青葉研修会・関東研修会の合同研修会

 12月6日（日）　  13:00～17:00

 会場：千葉市青葉看護専門学校

 ④Ａコース

 2021.2月21日（日）　　13:00～17:00

 会場：東京歯科大学すがの訪問看護ステーション(市川市）

※会員数：2019年9月末日現在
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 船橋・千葉研修会 15  杉本　龍子  華蔵閣 フミエ ＜Ａコース＞   年4回開催   9:30～16:00        

  (2012年4月発足）  ryuko-sugi440602@nifty.com  高橋 真佐美  ①4月16日（木）   ②6月18日（木）   ③10月15日（木）   ④12月17日（木）

 國島  洋子  会場：同和会千葉病院

※①は開催中止

 青葉研修会 5  菅原　玉枝  菅原　玉枝 ＜Ｃコース＞   年4回開催　10:00～15:00　

  (2013年7月発足）  千葉市青葉看護専門学校  ①6月20日（土）   ②9月5日（土）   ③12月6日（日）   ④2021．2月23日（火・祝）

 sugawara@casn.or.jp  ※③　13:00～17:00　　関東研修会・青葉研修会の合同研修会

 TEL　043-202-2030  会場：千葉市青葉看護専門学校

 東北地区研修会 21  髙橋 喜代子  相澤  孝子 ＜Ａコース＞   年5回開催   

  (2012年4月発足）  ki-yu29@kdn.biglobe.ne.jp  takaai@mub.biglobe.ne.jp  ①5月16日（土）   定員50名   13:30～17:00　　研修支援者：阿部  惠子

 TEL  022-299-6979　  高橋  英子  ②7月11日（土）  ③9月12日（土）　④11月7日（土）　⑤2021.1月23日（土）

 菅野　清子  ※②～⑤　定員:40名　14:00～17:00  

 会場：国立病院機構 仙台西多賀病院

※①は開催中止

 北海道研修会 48  笠井 真利子  森浦 佳奈子 ＜Ａコース（定例）＞    年5回開催   13:30～16:30

  (2012年4月発足）  kasai@nakamurakango-s.com  後藤　道子  ①4月18日（土）   ②6月27日（土）   ③10月24日（土）   ④12月19日（土）

 TEL　011-592-4551  ⑤2021.2月20日（土）

 会場：北海道看護協会大通看護研修会館(プレジデントビル3階)　

＜Ａコース＞　「看護実践力の向上をめざす」　

 日時： 6月27日（土）   10:00～12:00　　研修支援者：笠井 真利子

 会場：北海道看護協会大通看護研修会館(プレジデントビル3階)　

＜集中ゼミ＞   8月22日（土）   9:30～17:00 ・ 8月23日（日）   9:00～16:00       　　

 会場：北海道看護協会（白石）　　　＊一日だけの参加も可

＜チューター学習会＞   年5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20回 学術集会    日時：2020年10月3日（土）　10:00～17:00　　 会場：学士会館（東京都千代田区）　　

※会員数：2019年9月末日現在


