
＜南信＞ 連絡先

地区 病院名
助産師
コース

1日目 2日目 3日目 4日目 開催時間 研修内容・特記事項等
院内
保育

院外
保育

所属 職位 担当者名 TEL

1 南信 諏訪赤十字病院 ○ 6月7日 6月8日 6月21日 6月22日 9:00～12:00 最近の医療の動向、医療安全、感染予防､ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ、基礎看護技術,病院見学 ○ 看護部 看護副部長 折井こずえ 0266-57-6031

2 南信 諏訪共立病院Ⅰ 6月19日 6月20日 6月21日 ― 9:00～12:00
病院紹介、看護師の地域での役割と寄せられる期待、実技：採血・注射・導尿、留置ｶﾃｰ
ﾃﾙ、吸引､ﾎﾟﾝﾌﾟ等機器取扱い、経費栄養、講義：医療安全、感染予防対策、医療倫理、
薬剤の安全管理、

○ 看護管
理室

副総看護師長 山本しのぶ 0266-28-3071

3 南信 伊那中央病院 ○ 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日
13:00～
16:00

医療安全、感染管理、看護倫理、褥瘡ｹｱ、摂食・嚥下・口腔ｹｱ、採血・静脈注射、BLS,
病棟見学 ○

看護管
理室

副看護部長 油井京子 0265-72-3121

4 南信 上伊那生協病院 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9:30～12:30 看護倫理、個人情報保護、医療安全、感染予防、看護技術実習 ○ 看護部 看護部長 村田裕子 0265-79-1424

5 南信 岡谷市民病院 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 9:00～12:00 最近の医療、看護の動向、基礎看護技術、感染管理、褥瘡対策、医療安全、病院見学 ○ 看護部 副看護部長 風間和子 0266-23-8000

6 南信
飯田病院（飯田地
区8病院共同開催）

10月3日 10月11日 10月18日 10月25日
13:30～
16:30

最近の医療・看護、感染管理、倫理綱領、医療安全、BLSとAED,看護技術、ME器械 ○ 看護部 看護部長 篠田　守 0265-22-5150

7 南信 諏訪中央病院 10月10日 10月11日 ― ― 9:00～16:00
医療安全、感染対策、看護倫理、フィジカルアセスメント、BLS、吸引、院内見学など。
研修日・研修内容など応相談。

相談 相談 看護部 副看護部長 宮原千佳 0266-72-1000

8 南信 諏訪共立病院Ⅱ 10月30日 10月31日 11月1日 ― 9:00～12:00
病院紹介、看護師の地域での役割と寄せられる期待、実技：採血・注射・導尿、留置ｶﾃｰ
ﾃﾙ、吸引､ﾎﾟﾝﾌﾟ等機器取扱い、経費栄養、講義：医療安全、感染予防対策、医療倫理、
薬剤の安全管理、

○ 看護管
理室

副総看護師長 山本しのぶ 0266-28-3071

9 南信 昭和伊南総合病院 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日
13:30～
16:30

医療・看護の動向、医療安全、感染対策、褥瘡対策、BLSとAED,採血・注射、輸液ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ・ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、吸引、酸素療法、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、病院見学

○(1

歳以上)
看護部 看護部長 米村章子 0265-82-2121

10 南信
富士見高原医療福
祉センター

11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 9:00～12:00
医療・看護の動向、看護倫理、院内感染対策、医療安全、各種看護技術の演習と実習、
看護関係医療機器の取扱い、その他 ○ 看護部 看護部長 西村妙子 0266-62-3030

＜研修内容＞病院コース・助産師コース

最近の医療内容と看護業務及び助産業務、看護職員の役割及び施設内における看護部門の役割

薬の知識、最近の医療機械、器具の取り扱い、臨地実習および見学、その他必要な科目

＜参加資格＞看護職の資格を持ち、受講を希望する者等

＜受講料・託児費＞ 無料 （保育利用の場合は、費用を負担します。院外は個人で手配が必要です。）

＜開催施設・開催日程＞長野県内34会場 下記参照

＜申込み方法＞各会場 開催初日の2週間前までに、郵送・FAXまたはE-Mailにて長野県ナースセンターへ
（申込期限を過ぎた場合は、直接開催施設へ問合せください。）

※この研修会は研修を受ける場所であり、就職先を前提としていません。

各日程・研修内容は、都合により変更することがあります。

（日程変更の場合については、上記ホームページに掲載します。）

申込用紙はホームページからダウンロードできます。

最新日程・申込用紙の必要な方は、長野県ナースセンターへ

主催

公益社団法人長野県看護協会

長野県ナースセンター（県委託事業）

〒 390-0802 松本市旭2-11-34
TEL 0263-35-0067 、 FAX 0263-34-0311

E-Mail  nagano@nurse-center.net



＜中信＞ 連絡先

地区 病院名
助産師
コース

1日目 2日目 3日目 4日目 開催時間 研修内容・特記事項等
院内
保育

院外
保育

所属 職位 担当者名 TEL

1 中信 松本市立病院 ○ 6月6日 6月7日 6月13日 6月14日 9:30～12:30
最近の医療・看護の動向、倫理、安全、感染、採血・点滴他技術、機器の取り扱い、救
急時の看護、助産師業務 ○ 看護部 看護副部長 大島千佳 0263-92-3027

2 中信
まつもと医療セン
ターⅠ

7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 9:00～12:00
看護倫理、医療安全、感染対策、看護技術（採血、静脈注射、筋肉注射、気道吸引）、
急変時対応（BLS,AED)口腔ｹｱ、体位変換、車ｲｽ移乗

相談 相談 看護部 副看護部長 大井寿美江 0263-58-4567

3 中信
信州大学医学部附
属病院 ○ 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日

13:00～
16:00

看護倫理、医療安全、感染対策、看護技術（採血、静脈注射、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、酸素療
法、吸引）、急変時対応（BLS,AED)、嚥下・口腔ｹｱ、ポジショニング ○ 看護部 看護師長 赤羽治美 0263-37-2556

4 中信
一之瀬脳神経外科
病院Ⅰ

9月3日 9月4日 9月5日 9月6日
13:00～
16:00

看護倫理、医療安全、感染対策、看護技術（採血、静脈注射、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）、急変時
対応（BLS,AED),電子ｶﾙﾃ、口腔ｹｱ、体位変換、車ｲｽ移乗 ○ 看護部 看護師長 堀内　公子 0263-48-3300

5 中信 市立大町総合病院 ○ 9月5日 9月13日 9月20日 9月27日 9:00～12:00
最近の医療・看護の動向、病院看護部の概要、医療安全、感染対策、糖尿病ケア、皮膚
ケア、高齢者ケア、口腔ケア、輸液ポンプ、シリンジポンプ、BLSとAED、採血、静脈注
射、酸素療法、吸引

○ 看護部 担当師長 平林秀子 0261-22-0415

6 中信
まつもと医療セン
ターⅡ

10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 9:00～12:00
看護倫理、医療安全、感染対策、看護技術（採血、静脈注射、筋肉注射、気道吸引）、
急変時対応（BLS,AED)口腔ｹｱ、体位変換、車ｲｽ移乗

相談 相談 看護部 副看護部長 大井寿美江 0263-58-4567

7 中信 相澤病院 ○ 10月15日 10月16日 10月18日 10月19日
9:15～12:15
初日のみ
9:00開始

医療安全、感染対策、急変時の対応（窒息の解除・BLS・AED）、看護技術演習(採血・静
脈注射・吸引)、最近の医療、看護の動向、高齢者看護と退院支援・病院見学 ○ 看護部 看護部長 小坂晶巳 0263-33-8600

8 中信
一之瀬脳神経外科
病院Ⅱ

10月16日 10月17日 10月23日 10月24日
13:00～
16:00

看護倫理、医療安全、感染対策、看護技術（採血、静脈注射、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）、急変時
対応（BLS,AED),電子ｶﾙﾃ、口腔ｹｱ、体位変換、車ｲｽ移乗 ○ 看護部 看護師長 堀内　公子 0263-48-3300

9 中信 安曇野赤十字病院 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 9:00～12:00
ｽｷﾝｹｱの基本、BLSとAED,感染対策、採血と静脈注射、看護外来の取り組み、ｱﾛﾏの体験な
ど ○ 看護部 看護師長 柏原亜由美 0263-72-3170

10 中信
北アルプス医療セ
ンターあづみ病院

11月8日 11月9日 11月15日 11月16日
13:00～
16:00

看護倫理、医療安全、感染対策、看護技術（採血、静脈注射、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）、急変時
対応（BLS,AED),電子ｶﾙﾃ、口腔ｹｱ、体位変換、車ｲｽ移乗 ○ 看護部 統括看護部長 角田早苗 0261-62-3166

11 中信
まつもと医療セン
ターⅢ

2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 9:00～12:00
看護倫理、医療安全、感染対策、看護技術（採血、静脈注射、筋肉注射、気道吸引）、
急変時対応（BLS,AED)口腔ｹｱ、体位変換、車ｲｽ移乗

相談 相談 看護部 副看護部長 大井寿美江 0263-58-4567



＜東信＞ 連絡先

地区 病院名
助産師
コース

1日目 2日目 3日目 4日目 開催時間 研修内容・特記事項等
院内
保育

院外
保育

所属 職位 担当者名 TEL

1 東信 国保　依田窪病院 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 13:00～16:00
看護とWLB,心と体の健康管理、感染対策、医療安全､ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、BLSとAED,静脈内注
射、吸引、病院見学 ○ 看護部 看護師長 依田由香 0268-68-2036

2 東信
信州上田医療セン
ター

応相談 9月6日 9月20日 9月27日 10月4日
13:00～
16:00

医療倫理、医療安全、感染管理、褥瘡予防、ポジショニング、BLS、フィジカルアセスメ
ント、留置針、輸液ポンプの管理、（助産業務） ○ 看護部 副看護部長 荒川好美 0268-22-1890

3 東信 丸子中央病院 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 9:30～12:30
最近の医療看護の動向、フィジカルアセスメント、シミュレーション研修（注射・採
血・吸引）BLS、感染対策、医療安全、看護倫理、病院見学

相談 相談 看護部 看護師長 岡部由美 0268-42-1111

4 東信

鹿教湯三才山リハ
ビリテーションセ
ンター鹿教湯病院

10月22日 10月23日 10月29日 10月30日 9:30～12:30
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護、医療安全、感染、急変時の対応、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、採血・輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ、エ
ンゼルメイク ○ 看護部 副看護部長 中村淳子 0268-44-2111

5 東信 国保浅間総合病院 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日
13:00～
16:00

最近の医療・看護の動向、注射・採血、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ・実際、吸引方法・BLSとAED,感染対
策、看護倫理と個人情報の取り扱い、ｽｷﾝｹｱとﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、再就職者の
話、病院見学

○ 看護部 副看護部長 山浦早苗 0267-67-2295

＜北信＞ 連絡先

地区 病院名
助産師
コース

1日目 2日目 3日目 4日目 開催時間 研修内容・特記事項等
院内
保育

院外
保育

所属 職位 担当者名 TEL

1 北信 長野赤十字病院 ○ 6月28日 6月29日 7月9日 7月10日
9:00～12:00
初日のみ
　　8：45～

最近の医療看護の動向、看護倫理、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、皮膚ケアについて、個人情報保護、
BLS、乳児安全法、感染管理、高齢者の特徴と認知症、感染管理、医療器械の取り扱い、
＜病院コース＞地域包括ケアシステム退院支援の現状と課題＜助産師コース＞産科の現
状と産科領域

○ 看護部 看護副部長 中澤みな子 026-226-4131

2 北信 長野市民病院 7月12日 7月26日 ― ―

1日目
9:00～15:10
2日目
9:00～16:00

看護技術実習（輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱い・採血・静脈注射・吸引・酸素
療法・フィジカルアセスメント（呼吸音聴診）・急変時の対応）看護倫理個人情報保
護・医療安全・排泄、皮膚ケア・感染対策

○ 看護部 副看護部長 中川茂美 026-295-1199

3 北信
国立病院機構
東長野病院

9月3日 9月4日 ― ― 9:00～15:00
医療・看護の動向、褥瘡対策（ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸ含む）、活動・休息の援助、注射・採血、輸液
ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｼﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟの取り扱い、BLSとAED）、看護倫理、吸引、医療安全、感染管理 ○ 看護部 副看護部長 柿川和輝 026-296-1111

4 北信 飯山赤十字病院 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日
13:30～
16:30

医療・看護の動向、褥瘡対策、医療安全、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、採血・注射、BLSとAED,排泄、
留置カテーテル、吸引の実施、酸素療法、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ・個人情報保護、守秘
義務、院内見学

○ 看護部 看護副部長 川口恵美子 0269-62-4195

5 北信
JA長野厚生連
北信総合病院 ○ 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9:00～12:00

看護技術演習(ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、急変時対応、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、吸引、点滴、ｶﾃｰﾃﾙ
挿入）、医療安全、感染対策、褥瘡ｹｱ、認知症看護、看護倫理、最近の医療・看護の動
向）

○ 看護部 副看護部長 下田智恵美 0269-22-2151

6 北信

山田記念朝日病院
（会場は「朝日ながの
病院」の場合あり）

10月24日 10月31日 ― ― 9:00～15:45

<最近の医療・看護の動向（地域包括ケアを含む）>地域包括ケアにおける各施設（病
院、福祉施設等）の役割、病院連携、病院・福祉施設連携等における看護師の役割・業
務、看護倫理、医療安全管理、感染管理、BLSとAED<基礎看護技術演習>排泄ケア、輸液
ポンプ・シリンジポンプの取り扱い・静脈注射・採血、吸引・注入の実際、認知症患者
の対応

○ 看護部 総看護師長 畠山悦子 026-244-6411

7 北信
長野県厚生連
長野松代総合病院

11月2日 11月9日 11月16日 11月30日
13:00～
15:00

看護倫理、個人情報保護、医療安全、感染予防、基礎看護技術（輸液ポンプ・シリンジ
ポンプの取り扱い、採血・静脈注射、BLSとAED、褥瘡ケア、フィジカルアセスメン
ト）、最近の医療内容、院内見学、

○ 看護部 看護部長 井澤きよ子 026-278-2031

8 北信

南長野医療セン
ター　篠ノ井総合
病院

11月20日 11月21日 11月28日 11月29日 9:00～12:00
最近の医療動向、医療安全、感染対策、皮膚ケア、看護倫理、個人情報管理、基礎看護
技術演習（採血、点滴、吸引､ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、急変の対応、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ取扱） ○ 看護部 副看護部長 唐沢清子 026-292-2261


