
,

研修会テーマ 講　師 参加費

1

診療報酬算定要件（認知症ケア加算２・３）
認知症の理解とケア

※受講者には修了証を発行いたします
　注）この研修を修了するには2日間すべての講

義を受けていただく必要があります

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

日本精神科看護協会との共同開催
　　・非会員：28,600円
　　・日本精神科看護協会会員：
  　　          14,300円
（認知症ケアマニュアル1冊配布）

2

診療報酬算定要件看護補助者活用研修会

※受講者には修了証を発行いたします

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13,200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
　　　　          　6,600円

3
看護補助者研修会①

－認知症・高齢者にしてはいけない対応－

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

4
医療事故を予防するために
看護職が備えるべき要件

丸ビルあおい法律事務所
　 弁護士・医学博士　　浅田　眞弓

精神衛生研究所　主催
　　無　料

2023年度　仁明会精神衛生研究所　研修会計画

１．白地表示は仁明会が独自で開催する研修会で無料です。
        ・同封している申し込み用紙（仁明会研修会用）に記載の上、お申し込みください。
２．赤地表示は日本精神科看護協会主催の研修会です。
　　　　・有料研修で修了証を発行します
　　　　・日本精神科看護協会でお申し込みください(Webのみ・manaable使用）
　　　　　問い合わせ：　　一般社団法人日本精神科看護協会　TEL03-5796-7033

研修時間開催日

5月6日（土）  
9:00～16:00

(開場時間8：30）

５月16日（火）

 4月14 日（金）
 

 4月15 日（土）

9:00～16:00
(開場時間8：30）

13:00～16:00
(開場時間12：30）

５月11日（木）
13:00～16:00

(開場時間12：30）



5

診療報酬算定要件（精神科訪問看護基本療養
費）　精神科訪問看護研修～基礎編～

※受講者には修了証を発行いたします
　注）この研修を修了するには３日間すべての講

義を受けていただく必要があります

日本精神科看護協会
　仲野　栄

医療法人小憩会ACT-ひふみ
　加藤　由香

ハートランドしぎさん
　徳山　明広

元訪問看護ステーションはんず
　山本　保榮

佛教大学保健医療技術学部看護学科
　教授　　末安　民生

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：46,200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
　　　          　　23,100円

6
認知症研修会①

さまざまな認知症の理解と対応

仁明会精神衛生研究所
　 大塚　恒子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

7
統合失調症の理解とケア

※受講者には修了証を発行いたします

ハートランドしぎさん
　院長　徳山　明広

日本精神科看護協会との共同開催
　　　・非会員：13,200円
　　　・日本精神科看護協会会員：
　　　　          6,600円

8
認知症研修会②

周辺症状への対応

公益財団法人積善会　曽我病院
　　副看護部長　矢田　弓子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

9
脳機能の局在化や神経伝達物資を踏まえた精

神科治療と対応

医療法人回精会　仁愛診療所

院長　楠木　将人

精神衛生研究所　主催
　　無　料

10
気分障害の理解とケア

※受講者には修了証を発行いたします

ハートランドしぎさん
　院長　徳山　明広

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13，200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
       　           6,600円

5月29日（月）

2023年
５月25日（木）

5月26日（金）

5月27日（土）

1日目
9:30～17:30

　(開場時間9：00）
2日目・3日目
　9:00～17:30

(開場時間8：30）

8月4日（金）
10:00～16:00

(開場時間9：30）

13:00～16:00
(開場時間12：30）

7月13日（木）
13:00～16:00

(開場時間12：30）

6月16日（金）
10:00～16:00

(開場時間9：30）

7月31日（月）
13:00～16:00

(開場時間12：30）



11

有効な看護チームを作るための
ファシリテーション

※受講者には修了証を発行いたします

佛教大学保健医療技術学部看護学科

　教授　末安　民生

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13，200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
       　           6,600円

12
看護補助者研修会②

改めて認知症を学ぶ

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

13 対応困難患者とのコミュニケーション方法
駒澤大学看護学部看護学科

畠山　卓也
精神衛生研究所　主催

　　無　料

14

精神科薬物療法の知識から有効性と
限界を学ぶ

※受講者には修了証を発行いたします

福岡大学医学部精神医学教室
　講師　堀　輝

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13，200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
        　          6,600円

15
性格や対人関係に偏りがある

スタッフの支援
新潟医療福祉大学看護学部看護学科

教授　天賀谷　隆
精神衛生研究所　主催

　　無　料

16

脳の構造・機能の理解とケア

※受講者には修了証を発行いたします

元兵庫医科大学病院　脳神経外科
　特別招聘教授　蒲　惠藏

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13，200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
　　　　          　6,600円

8月5日（土）
10:00～16:00

(開場時間9：30）

8月25日（金）

8月18日（金）
13:00～16:00

(開場時間12：30）

8月21日（月）
13:00～16:00

(開場時間12：30）

10:00～16:00
(開場時間9：30）

8月31日（木）
13:00～16:00

(開場時間12：30）

9月9日（土）
10:00～16:00

(開場時間9：30）



17

認知症研修会③

認知症患者を混乱させない
カンフォタブルケア

仁明会精神衛生研究所
　 大塚　恒子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

18
児童・思春期の精神看護

※受講者には修了証を発行いたします

日本精神科看護協会 理事
草地　仁史

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13,200円,
　　　　・日本精神科看護協会会員：
　　　　          　6,600円

19

身体拘束に伴う法的根拠／
身体拘束に頼らない精神科看護

※受講者には修了証を発行いたします

元佛教大学保健医療技術学部看護学科

教授　吉浜　洋文

　仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13，200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
    　             6,600円

20
パーソナリティ障害の理解とケア

※受講者には修了証を発行いたします

ハートランドしぎさん
　院長　徳山　明広

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13，200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
    　               6,600円

21

認知症研修会④

認知症と類似した老年期精神障害の
理解と対応

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

10:00～16:00
(開場時間9：30）

９月29日（金）

10月2日（月）

10月17日（火）
13:00～16:00

(開場時間12：30）

9月21日（木）
13:00～16:00

(開場時間12：30）

10月13日（金）
10:00～16:00

(開場時間9：30）

10:00～16:00
(開場時間9：30）



22
看護補助者研修会③

介護を困難にする周辺症状の予防

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

23

認知症研修会⑤

認知症患者を介護する家族の支援
仁明会精神衛生研究所

　 大塚　恒子
精神衛生研究所　主催

　　無　料

24
看護補助者研修会④

チーム医療における看護補助者の役割

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

精神衛生研究所　主催
　　無　料

25

認知行動療法（CBT）の実際

認知行動療法を日常臨床でどう生かすか

※受講者には修了証を発行いたします

ハートランドしぎさん
　院長　徳山　明広

日本精神科看護協会との共同開催
　　　　・非会員：13，200円
　　　　・日本精神科看護協会会員：
　　　　          　6,600円

26

診療報酬算定要件（認知症ケア加算２・３）
認知症の理解とケア

※受講者には修了証を発行いたします
　注）この研修を修了するには2日間すべての講

義を受けていただく必要があります

仁明会精神衛生研究所
　大塚　恒子

日本精神科看護協会との共同開催
　　・非会員：28，600円
　　・日本精神科看護協会会員：
  　　          14,300円
（認知症ケアマニュアル1冊配布）

13:00～16:00
(開場時間12：30）

10月26日（木）
13:00～16:00

(開場時間12：30）

12月1日（金）

 2024年
 3月8日（金）

 
 3月9日（土）

9:00～16:00
(開場時間8：30）

12月15日（金）
 10:00～16:00

 (開場時間9：30）

13:00～16:00
(開場時間12：30）

11月17日（金）



▼ No

1 13：00～16：00

2 13：00～16：00

3 13：00～16：00

4 13：00～16：00

5 7月31日（月） 13：00～16：00
7月18日(火)

6 13：00～16：01

7 13：00～16：02
8月7日(月)

8 13：00～16：00 8月17日(木)

9 13：00～16：00

10 13：00～16：00

11 13：00～16：00

12 13：00～16：00

13 13：00～16：00

① ④

② ⑤

③ ⑥

5月2日(火)

5月29日(月)

10月17日(火) 認知症研修④　～認知症と類似した老年期精神障害の理解と対応～ 10月3日(火)

認知症研修会①　～さまざまな認知症の理解と対応～

6月29日(木)

性格や対人関係に偏りがあるスタッフ支援8月31日(木)

8月18日(金) 看護補助者研修会②　～改めて認知症を学ぶ～

8月21日(月) 対応困難患者とのコミュニケーション方法

8月4日(金)

「脳機能の局在化や神経伝達物質を踏まえた精神科治療と対応」

✎　申込用紙は、1研修1枚となっています。
　　　複数の研修会を申込みされる場合は、申込用紙をコピーしてご使用ください。
✎  申込みは個人での受付は行っておりませんので、施設を通してお申し込みください。
✎　申込みの結果は、FAX番号にお返します。

必
ず
１
つ
の
み
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

開催日 研修会 申込み締切日

5月11日(木) 看護補助者研修会①　 ～認知症・高齢者にしてはいけない対応～ 4月28日(金)

5月16日(火) 医療事故防止を予防するために看護職が備えるべき要件

5月16日(火)

9月21日(木) 認知症研修会③　～認知症患者を混乱させないカンフォタブルケア～ 9月7日(木)

7月13日(木) 認知書研修会②　～周辺症状への対応～

10月26日(木) 看護補助者研修会③　～介護を困難にする周辺症状の予防～ 10月12日(木)

11月17日(金) 認知症研修会⑤　～認知症患者を介護する家族の支援～ 11月2日(木)

12月1日(金) 看護補助者研修会④　～チーム医療における看護補助者の役割～ 11月17日(金)

　施設名 楷書でお書きください お申込日 月　　日

　参加者氏名

代表者氏名

（一財)仁明会精神衛生研究所　2023年度 研修会申込書

　　　◎　研修会参加をキャンセルされる場合は、事前に必ずご連絡ください。

　　　◎　当日の研修会場へのご案内は、開始時間30分前です。

　　　◎　当施設駐車場は利用できないため、公共交通機関をご使用ください。

                                                    ➧FAX　0798-71-3016

※定員に達した場合、期日を待たずに受付を終了いたしますのでご了承ください。

※申込日より10日以上経過しても返信がない場合、お問い合わせください。

　　　　　返信があるまでは、この用紙をお手元に保管ください。

お申込みの結果を返信先FAX番号に連絡します　　　　　　　　　返信日　　　　　　　/

□　受講を承認させていただきました。

　　　　参加者（　　　　）名

　　　□　お申込み多数のため、

　　　　 　締め切らせていただきました。

　　　　　 申し訳ございません。

➧
F
A
X
　
0
7
9
8
-
7
1
-3
0
1
6

　TEL番号 　FAX番号 楷書でお書きください


