
2019年度（平成 31年度）管理者研修事業 

１、 目的 

地域包括ケアシステム構築に向け、訪問看護への多様な役割が期待されている。 

利用者に質の高い看護サービスを効率的に安定的に提供していくことが求められ、組織を束ねる看

護管理者のマネジメントスキルの向上が必要である。ケアの改善と訪問看護サービスの質の向上の

ため、ケアの質の管理、リーダーシップ、経営、多職種連携について学び、質の高いケアが継続的

に提供できる様リーダーシップを発揮し、人材育成・確保をはかりながら経営の安定した事業所運

営を行える管理者を育成する。 

２、 受講対象者 

奈良県内の訪問看護ステーション管理者（その役割を担っている方、今後担う方） 

３、 研修内容 

① 管理者研修Ⅰ 2日間 管理者経験初任者～5年未満  

日程 研修内容 講師 

1日目 

9/7(土) 

 

9:30～12:30（公開講座） 

管理者に必要なリーダーシップ、コミュニケーション 

一般社団法人 薬剤師あゆみの会 事務局長 薬

剤師 鈴木 朝三氏 

13:30～16:30（公開講座）訪問看護ステーションに関わる諸制度

と訪問看護を取り巻く状況 

日本訪問看護財団 常務理事  

佐藤 美穂子氏  

2日目 

10/6(日) 

9:30～12:30ベテランナースからのメッセージ、意見交換、公開

コンサルテーション 

橿原訪問看護ステーション 所長 伊藤 絹枝氏 

訪問看護ステーションもあ 所長 出原 雅代氏 

訪問看護ステーションなでしこ 所長 志茂 友記子氏 

13:30～16:30（公開講座）管理者に求められる役割・管理業務・

訪問看護ステーションにおける質の管理・人的資源の管理、人材

育成 

日本訪問看護財団立 あすか山訪問看護ステーシ

ョン統括所長 （在宅看護 CNS 訪問看護 CN） 

平原 優美氏 

② 管理者研修Ⅱ 3日間 管理者経験 5年以上 

日程 研修内容 講師 

1日目 

9/21(土) 

9:30～12:30 13:30～16:30 

経営安定を図るための基礎知識を学ぶ 

マーケティング・経営戦略・目標管理・経営分析等 

NKGRコンサルティング株式会社 執行役員 

経営コンサルタント・会計士 

藤原 ますみ氏 

2日目 

10/19 

(土) 

9:30～12:30 （公開講座）奈良県の医療政策 奈良県医療政策局 地域医療連携課 

医師看護師対策室 室長 杉本 敏昭氏 

13:30～16:30多職種連携、訪問看護の実践から看護の価値と必

要性を伝えるためのプレゼンテーション能力を学ぶ 

天理医療大学 看護学科 准教授 

奥田 眞紀子氏 

3日目

11/2

（土） 

9:30～12:30（公開講座）多様化したサービスを具体的に知る

（小規模多機能居宅介護、定期巡回・随時対応サービス等）訪問

看護ステーションから広がる地域連携 

看護小規模多機能型居宅介護  

友愛の家ヴォーリズ 

管理者 向 美保氏 

13:30～16:30（公開講座）地域包括ケアシステム構築に向けた訪

問看護管理者の役割、医療機関と訪問看護ステーションの連携 

茨城県立中央病院看護局長  

がん看護ＣＮＳ 角田 直枝氏 

＊管理者研修Ⅰ・Ⅱは、赤字＊印は公開講座です。 

 管理者研修Ⅰ・Ⅱ全課程修了者は、修了書を交付いたします。 

＊日程・内容の変更や中止など、予定が変更になる場合があります。 

＊受講料は基本的に無料です。しかし、受講料・資料代が発生する場合がございます。 

＊お問い合わせ先：奈良県訪問看護ステーション協議会 TEL 0744-20-0070 FAX 0744-20-0080 



2019 年度（平成 31 年度）訪問看護管理者研修Ⅰシラバス 

《目的》 

ケアの質の管理、リーダーシップ、経営、多職種連携について学び、質の高いケアが継続的に提供できる

様リーダーシップを発揮し、人材育成・確保をはかりながら経営の安定した事業所運営を行える管理者を

育成する。 

 

講義名 到達目標 講義内容 

１日目 

９/７ 

（土） 

管理者に必要なリーダ

ーシップ、コミュニケ

ーション 

スタッフの育成に繋がる方策や気

づきを得ることができる 

・スタッフのモチベーションを向上さ

せる環境づくりや上司の役割等につい

て、役割や手法を学ぶ 

訪問看護ステーション

に関わる諸制度と訪問

看護を取り巻く状況 

 

訪問看護に関わる諸制度と取り巻

く状況を理解する 

 

・訪問看護に関する諸制度 

・訪問看護の変遷 

・地域包括ケアシステムの中での訪問

看護に求められる役割 

２日目 

10/6 

（日） 

 

ベテランナースからの

メッセージ、意見交

換、公開コンサルテー

ション 

地域で効果的な実践をされている

経験豊富な管理者から、今後の管

理業務に活かせる方策を学ぶ 

・管理に関する課題や取り組み、工夫

やマネジメントについて、管理者から

の実践報告 

・グループワークで問題抽出 

・公開コンサルテーション 

管理者に求められる役

割・管理業務・質の管

理・人的資源の管理・

人材育成 

・管理者の役割・管理業務・質の

管理・人的資源の管理・人材育成

について理解する 

・管理業務の概要と心構え 

・多職種連携・地域連携 

・人材育成と人的資源の管理 

・管理者自身のセルフケア 

・訪問看護ステーションの質の管理  

 

＊管理者研修Ⅰ・Ⅱは、赤字＊印は公開講座です。 

 管理者研修Ⅰ・Ⅱ全課程修了者は、修了書を交付いたします。 

 欠席、遅刻、早退者には、修了書の交付はいたしません。 

＊日程・内容の変更や中止など、予定が変更になる場合があります。 

＊受講料は基本的に無料です。しかし、受講料・資料代が発生する場合がございます。 

＊アンケートに記入し、必ず提出をお願いいたします。 

＊お問い合わせ先：奈良県訪問看護ステーション協議会 TEL 0744-20-0070 FAX 0744-20-0080 



2019 年度（平成 31 年度）訪問看護管理者研修Ⅱシラバス 

《目的》 

ケアの質の管理、リーダーシップ、経営、多職種連携について学び、質の高いケアが継続的に提供できる

様リーダーシップを発揮し、人材育成・確保をはかりながら経営の安定した事業所運営を行える管理者を

育成する 

講義名 到達目標 講義内容 

１日目 

９/21 

（土） 

経営安定化を図るため

の基礎知識を学ぶ、マ

ーケティング・経営戦

略・目標管理・経営分

析など 

・経営安定化を図るための

基礎知識を学ぶ 

・訪問看護ステーションの

経営管理の実際を学ぶ 

・経営安定化を図るための基礎知識、マ

ーケティング・経営戦略・目標管理・経

営分析など 

・単年度事業計画、予算計画書の作成 

・収入計画、支出計画 等 

２日目 

10/19 

（土） 

 

奈良県の医療政策につ

いて 

奈良県の医療政策について

理解する 

・奈良県の現状、課題 

・奈良県の医療政策について 

多職種連携、訪問看護

の実践から看護の価値

と必要性を伝えるため

のプレゼンテーション

能力を学ぶ 

訪問看護師に必要なプレゼ

ンテーション能力を学び、

実践できる 

・訪問看護の価値を高める効果的なプレ

ゼンテーションとは？ 

・多職種連携におけるプレゼンテーショ

ンのスキル 

・事例検討会に必要なプレゼンテーショ

ンスキル 等 

3 日目 

11/2 

（土） 

多様化したサービスを

具体的に知る（小規模

多機能居宅介護、定期

巡回・随時対応サービ

ス等）訪問看護ステー

ションから広がる地域

連携 

・多様化したサービスや活

動、訪問看護ステーション

から広がる地域連携につい

て理解する 

・今後の自ステーションの

地域での役割や課題を知る

ことができる 

・訪問看護ステーションから広がる多様

化した活動、地域連携について 

・多様化したサービスの中での多職種連

携、訪問看護師の役割 

・今後、期待される地域での訪問看護師

の役割 

地域包括ケアシステム

構築に向けた訪問看護

管理者の役割、医療機

関と訪問看護ステーシ

ョンの連携 

地域包括ケアシステム構築

に向けた訪問看護管理者の

役割、医療機関と訪問看護

ステーションの連携につい

て理解する 

・地域包括ケアシステム構築に向けた訪

問看護管理者の役割について 

・医療機関と訪問看護ステーションの連

携について 

 

 

＊管理者研修Ⅰ・Ⅱは、赤字＊印は公開講座です。 

 管理者研修Ⅰ・Ⅱ全課程修了者は、修了書を交付いたします。 

 欠席、遅刻、早退者には、修了書の交付はいたしません。 

＊日程・内容の変更や中止など、予定が変更になる場合があります。 

＊受講料は基本的に無料です。しかし、受講料・資料代が発生する場合がございます。 

＊アンケートに記入し、必ず提出をお願いいたします。 

＊お問い合わせ先：奈良県訪問看護ステーション協議会 TEL 0744-20-0070 FAX 0744-20-0080 



（一社）奈良県訪問看護ステーション協議会事務局行 

（FAX0744-20-0080） 

「2019 年度（平成 31 年度）管理者研修事業」申込書 

申し込み 締め切り：令和元年 8 月 20 日（火）必着 

参加しない場合でも必ず回答ください 

 

１、参加する 

管理者研修Ⅰ 経験年数 5 年未満（  ） 

管理者研修Ⅱ 経験年数 5 年以上（  ）   

受講される場合は、経験年数でどちらか 1 つを選択してください 

参加される場合は、 

２、参加しない 

理由（                         ） 

理由は必ず記入して下さい 

受講される方は、2 枚目の用紙にも記入し、2 枚一緒に FAX してください。 

事業所名  

受講者名  経験年数    

        年 

管理者候補の場合は 

〇をつけてください 

 

住所  

TEL/FAX  

Mail アドレス  



経験年数に応じて、管理者研修 1・Ⅱに分けています。 

管理者研修Ⅰ・Ⅱ、それぞれ全課程を受講されることをお勧めいたします。 

受講可能な講座に〇をつけてください。 

 

１、管理者研修Ⅰ 2日間 管理者経験初任者～5年未満  

日程 研修内容 講師 出欠 

1日目 

9/7(土) 

 

9:30～12:30（公開講座） 

管理者に必要なリーダーシップ、コミュニケーシ

ョン 

一般社団法人 薬剤師あゆみの会  

事務局長 薬剤師 鈴木 朝三氏 

 

 

13:30～16:30（公開講座）訪問看護ステーション

に関わる諸制度と訪問看護を取り巻く状況 

日本訪問看護財団 常務理事  

佐藤 美穂子氏  

 

 

2日目 

10/6(日) 

9:30～12:30ベテランナースからのメッセージ、

意見交換、公開コンサルテーション 

奈良県内の訪問看護ステーション管理者 

管理者経験 10年以上の訪問看護師 3名 

 

 

13:30～16:30（公開講座）管理者に求められる役

割・管理業務・訪問看護ステーションにおける質

の管理・人的資源の管理、人材育成 

日本訪問看護財団立  

あすか山訪問看護ステーション統括所長  

在宅看護 CNS 訪問看護 CN 平原 優美氏 

 

 

２、管理者研修Ⅱ 3日間 管理者経験 5年以上 

日程 研修内容 講師 出欠 

1日目 

9/21(土) 

9:30～12:30 13:30～16:30 

経営安定を図るための基礎知識を学ぶ 

マーケティング・経営戦略・目標管理・経営分析

等 

株式会社マスブレーン 

経営コンサルタント・会計士 

藤原 ますみ氏 

 

 

2日目 

10/19 

(土) 

9:30～12:30 （公開講座）奈良県の医療政策 奈良県医療政策局 地域医療連携課 

医師看護師対策室 室長 杉本 敏昭氏 

 

 

13:30～16:30多職種連携、訪問看護の実践から

看護の価値と必要性を伝えるためのプレゼンテー

ション能力を学ぶ 

天理医療大学 看護学科 准教授 

奥田 眞紀子氏 

 

 

3日目

11/2

（土） 

9:30～12:30（公開講座）多様化したサービスを

具体的に知る（小規模多機能居宅介護、定期巡

回・随時対応サービス等）訪問看護ステーション

から広がる地域連携 

調整中  

13:30～16:30（公開講座）地域包括ケアシステ

ム構築に向けた訪問看護管理者の役割、医療機関

と訪問看護ステーションの連携 

茨城県立中央病院看護局長  

がん看護ＣＮＳ 角田 直枝氏 

 

 

＊管理者以外で、公開講座受講希望者は、別紙の用紙で申し込みをお願いいたします。 



（一社）奈良県訪問看護ステーション協議会事務局行 （FAX0744-20-0080） 

「2019 年度（平成 31 年度）管理者研修事業」申込書 

申し込み 締め切り：令和元年 8 月 20 日（火）必着 

公開講座を受講される方は、希望する公開講座に〇をしてください。 

公開講座は、管理者の方以外でも参加可能です。ぜひ、受講してください。 

用紙が足りない場合は、お手数ですがコピーしていただき、お一人 1 枚ずつ FAX で提出してくださいますよう

お願いいたします 

 

項目 日程 内容 出欠 

管理者

研修Ⅰ 

9/7（土） 

9:30～12:30 

『管理者に必要なリーダーシップ、コミュニケーション』 

《講師》一般社団法人 薬剤師あゆみの会  事務局長 薬剤師 鈴木 朝三氏 

 

9/7（土） 

13:30～16:30 

『訪問看護ステーションに関わる諸制度と訪問看護を取り巻く環境』 

《講師》公益財団法人 日本訪問看護財団 常務理事 佐藤 美穂子氏 

 

10/6（日） 

13:30～16:30 

『管理者に求められる役割・管理業務・質の管理・人的資源の管理・人材育成』 

《講師》公益財団法人日本訪問看護財団 あすか山訪問看護ステーション統括所長  

在宅看護 CNS 訪問看護 CN 平原 優美氏 

 

管理者

研修Ⅱ 

10/19（土） 

9:30～12:30 

『奈良県の医療政策について』 

《講師》奈良県医療政策局 地域連携課 医師・看護師対策室 室長 杉本 敏昭氏 

 

11/2（土） 

9:30～12:30 

『多様化したサービスを具体的に知る（小規模多機能居宅介護、定期巡回・随時対応サービ

ス等）訪問看護ステーションから広がる地域連携』《講師》調整中 

 

11/2（土） 

13:30～16:30 

『地域包括ケアシステム構築に向けた訪問看護管理者の役割、医療機関と訪問看護ステーシ

ョンの連携』《講師》茨城県立中央病院 看護局長 がん看護ＣＮＳ 角田 直枝氏 

 

 

事業所名  

管理者名  

受講者名  

TEL/FAX  

メールアドレス  
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	190907kanrisha
	20190907kanrisha_open lecture_fax.pdf
	20190907kanrisha_fax.pdf



