
一般社団法人 埼玉県訪問看護ステーション協会 主催

精神科訪問看護研修会3日間シリーズ（専門編）

定員：埼玉県地域医療教育センターは40名
ZOOM参加の場合は人数制限はありません。

受講要件：精神科訪問看護に関わる全ての職種。住所、職場所在地は問いません。

会場：埼玉県地域医療教育センター
埼玉県立小児医療センター8階

（南玄関からお入りください。正面玄関からは行けません）
※ZOOMによる同時オンライン研修も行います。

日時：2021年6月13日（日）9：00～17：00
6月19日（土）9：00～17：00
6月26日（土）9：00～17：00 3日間（21時間）

※8：30～受付開始、9：00～オリエンテーション

※精神科経験者・算定要件研修をすでに修了した者でもこの研修の受講希望があれば
受講出来ます。また、その者は3日間全ての参加でなくとも、1日単位から受講する
ことが出来ます。その場合は修了証は出ません。

本研修は精神科訪問看護基本療養費算定要件を満たす研修です。

受講費用：埼玉県訪問看護ステーション協会会員：20000円 非会員：30000円

※1日単位の受講者：会員の場合：1日7000円 非会員の場合：1日10000円
研修申し込み後、振り込み確認が取れた者から参加受け付け完了とします。
ZOOM参加の場合、振込確認が取れ次第ZOOMのID、パスワードを送ります。
研修一週間前からキャンセル料は全額発生します。ご注意ください。
お申し込みいただいたメールアドレスに振り込み先を返信致します。

申し込み方法：メールおよびFAXにて
申し込み先メールアドレス：restart.fujita@gmail.com

FAX：048-782-9836
FAXの方は別紙、申し込み用紙をお使い下さい。

申し込み期間：2021年5月1日～6月6日

※受講決定通知は致しません。満席のみ通知致します。
※ご不明な点は、埼玉県訪問看護ステーション協会 精神訪問看護専門部会部会長 藤田茂治

（電話：048-782-9835 訪問看護ステーションりすたーと）までお問い合わせ下さい。

修了証の交付：全日程を出席した者に、修了証を交付します。
遅刻・欠席・早退した者には修了証の交付は出来ません。
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一般社団法人 埼玉県訪問看護ステーション協会 主催

精神科訪問看護研修会3日間シリーズ（専門編）

定員：埼玉県地域医療教育センターは40名
ZOOM参加の場合は人数制限はありません。

受講要件：精神科訪問看護に関わる全ての職種。住所、職場所在地は問いません。

会場：埼玉県地域医療教育センター
埼玉県立小児医療センター8階

（南玄関からお入りください。正面玄関からは行けません）
※ZOOMによる同時オンライン研修も行います。

日時：2022年1月9日（日）9：00～17：00
1月15日（土）9：00～17：00
1月22日（土）9：00～17：00 3日間（21時間）

＊9：00～オリエンテーション

※精神科経験者・算定要件研修をすでに修了した者でもこの研修の受講希望があれば
受講出来ます。また、その者は3日間全ての参加でなくとも、1日単位から受講する
ことが出来ます。その場合は修了証は出ません。

本研修は精神科訪問看護基本療養費算定要件を満たす研修です。

受講費用：埼玉県訪問看護ステーション協会会員：20000円 非会員：30000円

※1日単位の受講者：会員の場合：1日7000円 非会員の場合：1日10000円
研修申し込み後、振り込み確認が取れた者から参加受け付け完了とします。
ZOOM参加の場合、振込確認が取れ次第ZOOMのID、パスワードを送ります。
研修一週間前からキャンセル料は全額発生します。ご注意ください。
お申し込みいただいたメールアドレスに振り込み先を返信致します。

申し込み方法：メールおよびFAXにて
申し込み先メールアドレス：restart.fujita@gmail.com

FAX：048-782-9836
FAXの方は別紙、申し込み用紙をお使い下さい。

申し込み期間： 2021年11月11日～26日

※受講決定通知は致しません。満席のみ通知致します。
※ご不明な点は、埼玉県訪問看護ステーション協会 精神訪問看護専門部会部会長 藤田茂治

（電話：048-782-9835 訪問看護ステーションりすたーと）までお問い合わせ下さい。

修了証の交付：全日程を出席した者に、修了証を交付します。
遅刻・欠席・早退した者には修了証の交付は出来ません。

mailto:restart.fujita@gmail.com


参加者①

氏名 所属 職種 参加日(□に✓)

（フリガナ）

□ ３日間全て

□ 6月13日(日)

□ 6月19日(土)

□ 6月26日(土)

連絡先番号 メールアドレス 協会会員番号(□に✓)

＠
□ 会員 ( - )
□ 非会員

参加者②

氏名 所属 職種 参加日(□に✓)

（フリガナ）

□ ３日間全て

□ 6月13日(日)

□ 6月19日(土)

□ 6月26日(土)

連絡先番号 メールアドレス 協会会員番号(□に✓)

＠
□ 会員 ( - )
□ 非会員

参加者③

氏名 所属 職種 参加日(□に✓)

（フリガナ）

□ ３日間全て

□ 6月13日(日)

□ 6月19日(土)

□ 6月26日(土)

連絡先番号 メールアドレス 協会会員番号(□に✓)

＠
□ 会員 ( - )
□ 非会員

参加者④

氏名 所属 職種 参加日(□に✓)

（フリガナ）

□ ３日間全て

□ 6月13日(日)

□ 6月19日(土)

□ 6月26日(土)

連絡先番号 メールアドレス 協会会員番号(□に✓)

＠
□ 会員 ( - )
□ 非会員

■お申込方法

【FAX】以下の欄に必要事項をご記入のうえ、下記FAX番号までお送り下さい。

【メール】以下の内容をメールにもれなく記入のうえ、下記アドレスまでお送り下さい。

＊ZOOMでの参加を希望される場合は必ずメールでお申込みください！

■送付先

FAX：048-782-9836  /  Mail：restart.fujita@gmail.com

精神訪問看護専門部会部会長 藤田茂治

（個人情報の取り扱いについて）申込時に取得した個人情報につきましては、個人情報保護法に基づき適切に管理し、本事業以外の目的に利用することはありません。

一般社団法人 埼玉県訪問看護ステーション協会

精神訪問看護専門部会 主催

精神科訪問看護研修会3日間シリーズ（専門編）



開催日 時 間 研 修 内 容 講 師(敬称略)

2021年
6月13日
（日）

9：10
～

12：00

精神疾患を有する者
に関するアセスメント

・精神疾患の理解
・精神疾患の支援方法
・精神科薬物療法に関する援助
・GAF尺度の使い方

土呂メンタルクリニック
院長 竹林 宏

13：00
～

14：55

精神保健医療福祉の
現状と動向

・精神科訪問看護の動向と制度活用
・精神科訪問看護等をめぐる動向
・地域の看護活動の拠点：訪問看護ステーション
・精神科訪問看護に係る療養費

埼玉県立大学
保健医療福祉学部看護学科老年看護学
教授 林 裕栄

15：00
～

16：55
精神科訪問看護の実際

・精神障がい者及び家族への医療継続支援
・症状悪化の早期発見、危機介入
・精神障がい者及び家族への対人関係の援助
・精神科訪問看護の実際

訪問看護ステーションけあっぐ
管理者 片山尚貴

2021年
6月19日
（土）

9：10
～

12：00
精神科訪問看護の理解

・精神科訪問看護の概要
・精神科訪問看護の実態
・精神科訪問看護の効果
・精神科訪問看護のケア
・ストレングス・リカバリーについて
・GAF尺度の使い方

山形県立保健医療大学
看護学科精神看護学
教授 安保寛明

13：00
～

14：55

病院と地域との
連携の在り方

・病院と地域（訪問看護）との連携
・精神科薬物療法看護

NPO法人宮古圏域障がい者福祉推進
ネットレインボーネット
相談支援専門員
前精神科認定看護師の会会長
小成祐介

15：00
～

16：55
精神科訪問看護の実際

・精神障がい者及び家族への医療継続支援
・精神障がい者及び家族への対人関係の援助
・精神科訪問看護の実際
・多職種連携
・薬物療法の看護の実際

プラスワン訪問看護ステーション
統括所長 精神科認定看護師 松本和彦

2021年
6月26日
（土）

9：10
～

12：00
精神科訪問看護の実際

・WRAPについて
・精神科訪問看護の事例展開

訪問看護ステーションりすたーと
所長 藤田茂治

13：00
～

15：00
精神科訪問看護の実際

・精神科訪問看護の実際
・多職種連携
・症状悪化の早期発見、危機介入
・代表的な疾患（統合失調症や気分障害など）
へのかかわり方と理解について

リンクよこはま訪問看護ステーション
所長 増子徳幸

15：00
～

16：55

精神障害者の家族の
立場から

・家族の体験談と医療者への思い

さいたま市精神障害者もくせい家族会
公益社団法人全国精神保健福祉会連合会
理事長 岡田久実子

16：55 修了証の交付

プログラム



開催日 時 間 研 修 内 容 講 師(敬称略)

2022年
1月9日
（日）

9：10
～

12：00

精神疾患を有する者
に関するアセスメント

・精神疾患の理解
・精神疾患の支援方法
・精神科薬物療法に関する援助
・GAF尺度の使い方

土呂メンタルクリニック
院長 竹林 宏

13：00
～

14：55

精神保健医療福祉の
現状と動向

・精神科訪問看護の動向と制度活用
・精神科訪問看護等をめぐる動向
・地域の看護活動の拠点：訪問看護ステーション
・精神科訪問看護に係る療養費

埼玉県立大学
保健医療福祉学部看護学科老年看護学
教授 林 裕栄

15：00
～

16：55
精神科訪問看護の実際

・精神障がい者及び介護者家族への医療継続支援
・症状悪化の早期発見、危機介入
・精神障がい者及び介護者家族への対人関係の援助
・精神科訪問看護の実際

訪問看護ステーションけあっぐ
管理者 片山尚貴

2022年
1月15日
（土）

9：10
～

12：00
精神科訪問看護の実際

・WRAPについて
・精神科訪問看護の事例展開

訪問看護ステーションりすたーと
所長 藤田茂治

13：00
～

15：00
精神科訪問看護の実際

・精神科訪問看護の実際
・多職種連携
・症状悪化の早期発見、危機介入
・代表的な疾患（統合失調症や気分障害など）
へのかかわり方と理解について

リンクよこはま訪問看護ステーション
所長 増子徳幸

15：00
～

16：55

精神障害者の家族の
立場から

・家族の体験談と医療者への思い
さいたま市精神障害者もくせい家族会
公益社団法人全国精神保健福祉会連合会
理事長 岡田久実子

2022年
1月22日
（土）

9：00
～

12：00
精神科訪問看護の理解

・精神科訪問看護の概要
・精神科訪問看護の実態
・精神科訪問看護の効果
・精神科訪問看護のケア
・ストレングス、リカバリーについて
・GAF尺度の使い方

山形県立保健医療大学
看護学科精神看護学教授
安保寛明

13：00
～

14：55
病院と地域との連携の在り方

・病院と地域（訪問看護）との連携
・精神科薬物療法看護

NPO法人宮古圏域障がい者福祉推進
ネットレインボーネット
相談支援専門員
前精神科認定看護師の会会長
小成祐介

15：00
～

16：55
精神科訪問看護の実際

・精神障がい者及び家族への医療継続支援
・精神障がい者及び家族への対人関係の援助
・精神科訪問看護の実際
・多職種連携
・薬物療法の看護の実際

プラスワン訪問看護ステーション
統括所長 精神科認定看護師 松本和彦

16：55 修了証の交付

プログラム


