
第３号議案

＜教育リスク専門部会＞

支部・ 専門部会名

令和2年 6月 第1回 定例会
9月 第2回定例会
3月 第3回定例会

訪問看護師育成プログラム研修　前期　 担当者敬称略
7月9日 開校式

ポートフォーリオ 講師：埼玉県立大学　林　裕江　
オリエンテーション ステーション協会委員

中島　悦子　
育成プログラム指導者説明会 ステーション指導者　協会委員

7月15日 講義「褥創・ストーマｹｱ」　 講師：埼玉県立大学　武田美津代
講師：スター訪問看護ステーション
　　　　　　　　　　片倉　扶美子　

講師：埼玉県訪問看護ステーシィン協会
　　　　　　　　　三塩　操　

7月31日 フィジカルアセスメント（腹部） 講師：鳩ケ谷訪問看護ステーション
持田　智江美　

テルモ株式会社

8月12日 講義｢呼吸管理｣
認定看護師　佐野由紀子　

「在宅医療技術」（酸素吸入・人工呼吸器等） 帝人株式会社
学習支援者検討会

ST協会委員
8月24日 東邦薬品株式会社　清水　訓

｢事例検討会①｣
ST協会委員

9月3日 「在宅医療技術」（急変時の対応） ST協会委員
｢事例検討会②｣

ST協会委員
9月18日 ｢事例検討会③｣

修了式 ST協会委員
学習支援者検討会

訪問看護師育成プログラム研修　後期　
10月6日 開校式

講義｢ポートフォーリオ｣研修 講師：埼玉県立大学　林　裕江　
オリエンテーション

中島　悦子　
育成プログラム指導者説明会

11月5日 講義「褥創・ストーマｹｱ」　 講師：埼玉県立大学　武田美津代
講師：スター訪問看護ステーション
　　　　　　　　　　片倉　扶美子　

　　　　　　　　　三塩　操　
11月25日 フィジカルアセスメント（腹部） 講師：鳩ケ谷訪問看護ステーション

持田　智江美　
｢在宅医療技術｣　 テルモ株式会社

12月11日 講義｢呼吸管理｣
認定看護師　佐野由紀子　

「在宅医療技術」（酸素吸入・人工呼吸器等） 帝人株式会社
令和3年 1月13日 東邦薬品株式会社

｢事例検討会①｣
ST協会委員

学習支援者検討会
ST協会委員

2月 「在宅医療技術」（急変時の対応） ステーション協会委員

令和２年度埼玉県訪問看護ステーション協会 事業計画

開催予定日 事業計画内容 備考

研修参加施設職員　ステーション協会員

講義｢社会に求められる訪問看護サービスと訪問看護の対象 講師：アトリオ訪問看護ステーション　

講義｢訪問看護の制度とｻｰﾋﾞｽ提供の仕組みを知る｣

講義｢訪問看護における基本的なﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを知る｣

｢在宅医療技術｣（胃ろう・中心静脈栄養法・ポート・ポンプ）　）
エア．ウォ－ター.メディカル株式会社
さいたま赤十字病院慢性呼吸器疾患

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

研修｢在宅医療技術｣（膀胱留置カテーテル・吸引など）
埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

講義｢社会に求められる訪問看護サービスと訪問看護の対象について知る｣ 講師：アトリオ訪問看護ステーション　

講義｢訪問看護の制度とｻｰﾋﾞｽ提供の仕組みを知る｣

講義｢訪問看護における基本的なﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを知る｣ 講師：埼玉県訪問看護ステーション協会

　　（胃ろう/経管栄養・中心静脈栄養法・ポート・ポンプ） エア．ウォ－ター.メディカル株式会社
さいたま赤十字病院慢性呼吸器疾患

研修｢在宅医療技術｣（吸引、導尿、経鼻経管、摘便）
埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代



｢事例検討会②｣
ST協会委員

3月 ｢事例検討会③｣
ST協会委員

修了式
ST協会委員

学習支援者検討会
ST協会委員

〇月 育成プログラムフォローアップ研修
ST協会委員

専門研修（摂食嚥下）
令和2年 7月13日 摂食嚥下の病態と診断・治療（仮） 明海大学歯学部　機能保存回復講座

8月5日 摂食嚥下のアセスメント 埼玉総合リハビリテーションセンター
清水充子

8月27日 摂食嚥下の取り組み 埼玉総合リハビリテーションセンター
清水充子

9月16日 摂食嚥下の事例紹介 埼玉総合リハビリテーションセンター
清水充子

10月27日 口腔ケアの実際 埼玉県歯科衛生士会
清水けふ子

訪問看護管理
令和2年 8月17日 訪問看護管理基礎編（県委託）

訪問看護とは　訪問看護の特徴 三塩　操
9月11日 訪問看護管理基礎編（県委託）

リスクマネジメント 三塩　操
10月14日 訪問看護管理 依頼中

労務管理
11月20日 訪問看護管理

訪問看護ステーションの評価
＜　広報専門部会＞

支部・ 専門部会名

広報 令和2年 4月中 広報誌「Coeur et coeur」第23号発行 広告料の請求（前年度３社）
専門部会  広告掲載社へ広報誌送付

6月1日 第１回定例会
役員顔合わせ・今年度スケジュール確認
ホームページ見直し素案

8月1日 第2回定例会
今年度広報誌テーマ・レイアウト決定

10月1日 第3回定例会
広告・各原稿担当役割分担

12月1日 第4回定例会
各役割の進捗状況確認

令和3年 1月1日 第5回定例会
各原稿回収の進捗状況

2月1日 第6回定例会 前田印刷会議出席依頼
印刷会社へ入稿開始

3月1日 第7回定例会 前田印刷会議出席依頼
公正と原稿回収入稿

3月1日 第８回定例会
公正と原稿回収入稿

＜災害専門部会＞

支部・ 専門部会名

災害専門部会 令和2年 7月8日 第１回定例会 看護協会会議室
・メンバー自己紹介

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

埼玉県立大学　林裕栄　武田美津代

摂食嚥下リハビリテーション学分野　大賀貴史

埼玉県訪問看護ステーション協会

埼玉県訪問看護ステーション協会

平成30年令和元年人材育成研修受講者

開催予定日 事業計画内容 備考

開催予定日 事業計画内容 備考



・昨年度の報告
・今年度事業内容検討

　災害発生時のフォローチャート活用について
　他県の取り組みの紹介

8月26日 第２回定例会 看護協会会議室

10月21日 第３回定例会 看護協会会議室

令和3年 2月10日 第４定例会 看護協会会議室
反省会及び来年度の計画

＜精神看護専門部会＞

支部・ 専門部会名

精神訪問 令和２年 6月10日 第1回 定例会
看護専門 2020年度役員顔合わせ

部会 年間計画確認
精神科訪問看護算定要件研修受託準備
の話し合い

7月8日 第二回定例会議
精神科訪問看護算定要件研修受託準備

8月9日 第一回精神科訪問看護研修会 講師　土呂メンタルクリニック
統合失調症、双極性障害の診断、治療 院長　竹林先生

9月9月 第二回精神科訪問看護研修会 講師　土呂メンタルクリニック
発達障害、人格障害の診断、治療 院長　竹林先生

10月14日 第三回定例会議
精神科訪問看護算定要件研修受託準備

10月17日 第三回精神科訪問看護研修会 講師　訪問看護ステーションけあっぐ
統合失調症、双極性障害の看護、事例 管理者　片山さん

11月7日 第四回精神科訪問看護研修会 講師　訪問看護ステーションスクラム
発達障害、人格障害の看護、事例 管理者　菊地さん

12月9日 第四回定例会議
精神科訪問看護算定要件研修受託準備
来年度の活動計画の話し合い

令和3年 2月10日 第五回定例会議
精神科訪問看護算定要件研修受託準備
来年度の計画

＜小児看護専門部会＞

支部・ 専門部会名

小児看護 令和2年 5月 第1回 定例会 研修会に向けての準備
専門部会 内容、講師、日取り、場所

9～10月 第2回定例会 研修会準備

令和3年 1～2月 小児訪問看護研修会

3月 第3回定例会 まとめ

＜第1支部　秩父保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

　秩父保健 令和2月 ７月 第1回　定例会
医療圏 　　　　　運営委員会報告

　埼玉県訪問看護ステーション協会としての取り組み

開催予定日 事業計画内容 備考

開催予定日 事業計画内容 備考

開催予定日 事業計画内容 備考



　　　　　情報交換
　　　　　今年度の事業計画　研修計画

10月 第2回　定例会
　　　　　運営委員会報告
第1回　研修会

11月 第3回　定例会
　　　　　運営委員会報告
　　　　　情報交換

令和３年  2月 第４回　定例会
　　　　今年度の会計報告　　
　　　　次年度委員選出

第２回　研修会

3月 第５回　定例会
　　　　　運営委員会報告
　　　　　情報交換

＜第２支部　北部保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

北部保健 令和2月 6月 第1回定例会
　　医療圏 ・第1回運営委員会報告、総会報告

・教育ステーション概要、前年度報告、
　今年度事業案、参加者の呼びかけ
・情報交換、業務の問題共有

10月 第2回ブロック会
・運営委員会報告
・情報交換
・教育ステーション事業の進捗状況報告

令和３年 3月 第３回ブロック会
・運営委員会報告
・情報交換
・教育ステーション事業報告
・次年度事業計画、役員選出

＜３支部 　利根保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

利根保健 令和２年 5月27日 第1回ブロック会　　 場所未定
　　医療圏 ・運営委員会報告 14：30～16：30

・役員、研修担当の紹介
・今年度の事業計画

7月22日 第2回ブロック会 　　場所未定
・運営委員会報告 14：30～16：30
・情報交換

9月16日 第3会ブロック会 　　場所未定
・運営委員会報告 　　　　　　　　14：30～16：3014：30～16：30
・情報交換

11月18日 第4会ブロック会　　 　　場所未定
・運営委員会報告 14：30～16：30
・情報交換

令和3年 2月17日 第5会ブロック会 　　場所未定
・運営委員会報告 14：30～16：30
・次年度役員選出
・次年度事業計画

開催予定日 事業計画内容 備考

場所：未定

場所：未定

場所：未定

開催予定日 事業計画内容 備考

その他　２回以上の研修会予定あり
その他　２回以上の研修会予定あり



＜４支部　西部保健療圏　＞

支部・ 専門部会名

西部保健 令和２年 7月18日 第１回ブロック会
　　医療圏 年間計画・情報共有 場所：狭山市

9月19日 第２回ブロック会・研修 場所：狭山市

11月21日 第３回ブロック会・研修 場所：狭山市

令和3年 2月20日 第４回ブロック会・振り返り 場所：狭山市

＜５支部　川越比企保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

川越比企保健令和２年 6月
　　医療圏 ・自己紹介・役員紹介

7月

・研修会

8月～10月 未定

9月
・運営委員会の報告

11月

・情報交換

令和３年 1月 ・研修会 未定

2月 第5回ブロック会
・運営委員会の報告

＜６支部　県央医療圏　＞

支部・ 専門部会名

県央保健 令和2月 6月 第1回　定例会
医療圏 　　　　　運営委員会報告

　　　　　情報交換
　　　　　今年度の事業計画　研修計画

9月 第2回　定例会
　　　　　運営委員会報告
第1回　　研修会

第3回　定例会
第4回　定例会
第5回　定例会

令和３年 2月 第４回　定例会
　　　　今年度の会計報告　　
　　　　次年度委員選出

開催予定日 事業計画内容 備考

開催予定日 事業計画内容 備考

第1回ブロック会 坂戸・鶴ヶ島医師会地域医療ｾﾝﾀｰ

・今年度事業計画・研修計画、合同研修企画
・運営委員会の報告
・情報交換

第2回ブロック会 坂戸・鶴ヶ島医師会地域医療ｾﾝﾀｰ
・運営委員会の報告
・情報交換

合同研修会

第3回ブロック会 坂戸・鶴ヶ島医師会地域医療ｾﾝﾀｰ

・情報交換

第4回ブロック会 坂戸・鶴ヶ島医師会地域医療ｾﾝﾀｰ
・運営委員会の報告

坂戸・鶴ヶ島医師会地域医療ｾﾝﾀｰ

・新年度の役員決め
・次年度の計画立案
・情報交換

開催予定日 事業計画内容 備考

11月



第２回　研修会

＜7支部　さいたま保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

さいたま 令和2年 ５月、6月 第1回　定例会 5月 大宮岩槻地区
　　保健医療圏 　　　　自己紹介 6月 浦和与野地区

　　　　年間活動内容の検討・確認
　　　　総会報告

６月 第1回　合同研修会
　　　　災害対策について
　　　　大宮岩槻班主催

8月 第2回　定例会（浦和与野地区）
　　　　運営委員会報告・情報交換

9月 第2回　定例会（大宮岩槻地区）
9月 第3回　定例会（浦和与野地区）

　　　　運営委員会報告・情報交換
10月 第2回　合同研修会

　　　　「近隣病院との懇話会」
10～12月 さいたま支部合同会議

　　　　次年度事業計画および役員選出
　　　　情報交換

11月 第４回　定例会（浦和与野地区）
　　　　運営委員会報告・情報交換

令和３年 １月 第３回　定例会（大宮岩槻地区）
2月 第５回　定例会（浦和与野地区）

　　　　運営委員会報告・情報交換
第3回　合同研修会
　　　　小児に関わる制度について
　　　　浦和与野班主催

3月 第４回　定例会（大宮岩槻地区）
第５回　定例会（浦和与野地区）
　　　　運営委員会報告・情報交換

＜８支部　東部保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

東部保健 令和2月 5月27日 第1回　定例会
医療圏 　　　　　運営委員会報告 第1会議室

　　　　　役員、研修担当の紹介　　　　
　　　　　今年度の事業計画　研修計画
　　　　　情報交換

第2回　定例会
　　　　　運営委員会報告

第3回　定例会
　　　　　運営委員会報告
　　　　　情報交換
第４回　定例会
　　　　　運営委員会報告
　　　　　情報交換

令和３年 2月17日 第5回　定例会
　　　　今年度の会計報告　　
　　　　次年度委員選出
　　　　次年度事業計画

＜９支部　南西部保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

南西部保健令和2月 ７月 第1回　定例会
　　　医療
圏

　　　　　運営委員会報告
　　　　　情報交換
　　　　　今年度の事業計画　研修計画
第2回　定例会

開催予定日 事業計画内容 備考

場所：地域教育センター

開催予定日 事業計画内容 備考

場所：越谷コミセン

7月22日

9月16日

11月18日

開催予定日 事業計画内容 備考

9月



　　　　　運営委員会報告
第1回　研修会
第3回　定例会
　　　　　運営委員会報告
　　　　　情報交換

令和３年 1月 第４回　定例会
　　　　今年度の会計報告　　
　　　　次年度委員選出

第２回　研修会

第５回　定例会
　　　　　運営委員会報告

＜10支部　南部保健医療圏　＞

支部・ 専門部会名

南部保健 令和2年 6月18日 第1回　定例会
　　医療圏 1.各ステーション・新規ステーション紹介

2.総会報告
　 3.令和2年度事業計画の発表

4.その他
災害時の訪問看護について　（案）
講師の招いての講義（6月～9月）

9月17日 第２回　定例会
1.運営委員会報告
2.各委員会からの報告

11月19日 第３回　定例会
1.運営委員会報告
2.各委員会からの報告

令和3年 1月21日 第４回　定例会
1.運営委員会報告
2.各委員会からの報告
2.各委員会からの報告
新年会

3月18日 第５回　蕨戸田川口班会
1.運営委員会報告
2.各委員会からの報告
3.次年度役員選出

3月

開催予定日 事業計画内容 備考

11月


