大阪府訪問看護推進事業

2019年度 訪問看護管理者研修
経営コース Ⅰ～Ⅵ

D

2019年度の訪問看護管理者研修は、地域包括ケアにおける訪問看護事業の推進を図り、
管理者の人材育成に重点をおいた経験・能力に応じた階層研修を企画しています。
本研修（経営コース）は、初級コース（A)・中級コース（B)・上級コース（C)に加え、訪問
看護管理に必須の『経営』についてを全６回で実施します。この厳しい時代、訪問看護が
事業として確立していくためにも大変重要な研修です。是非ご参加ください。

■初任管理者向け基礎1（D-Ⅰ）
テーマ：『社会の実情を読み解き訪問看護経営・運営を考える』
日 時：７月27日（土） 9：30～16：30
■中堅管理者向け応用1（D-Ⅱ）
テーマ：『地域包括ケアシステムとマーケティング』
～地域と密着できないと生き残りは図れない時代へ～

日

時：８月24日（土）

9：30～16：30

■初任管理者向け基礎2（D-Ⅲ）
テーマ：『教育体制づくりと人材確保』～体制整備から人材確保へ～
日 時：９月14日（土） 9：30～16：30
■中堅管理者向け経営研修（D-Ⅳ）
テーマ：『訪問看護の多機能化を考える』

～訪問看護が将来にわたるまで事業として成立するために～
日

時：10月19日（土）

9：30～16：30

■初任管理者向け基礎3（D-Ⅴ）
テーマ：『損益計算書・貸借対照表の読み方、経営分析（演習）』
日 時：11月30日（土） 9：30～16：30
■中堅管理者向け応用2（D-Ⅵ）
テーマ：『経営改善と事業承継』～財務指標・経営分析・中小企業支援
統合、合併、譲渡など～

日

時： 2020年１月25日（土）9：30～16：30

◆
◆
◆

対象者：訪問看護管理者・主任・経営者等（詳細は当協会ＨＰプログラム参照）
定 員：60名（看護職以外の経営者も若干名受付しています）
会 場：D-Ⅰ～Ⅴ:大阪社会福祉指導センター（大阪市中央区中寺1-1-54）
D-Ⅵ:大阪府社会福祉会館（大阪市中央区谷町7-4-15）

◆
◆
◆

受講料：4,400円/日×受講回数（１回単位の申し込みも可能です）
申込方法：別紙に記入し、下記宛にFAX送信してください。
申込期限：2019年5月20～各研修日程2週間前迄（定員になり次第締切）

※経営コースD-Ⅴ･Ⅵは平成30年度訪問看護管理者研修専門経営コースⅠ･Ⅱと同内容です
<お問合わせ>： 一般社団法人大阪訪問看護ステーション協会 （担当：矢田・中村）
〒542-0012

大阪市中央区谷町6-4-8-205

TEL：06-6767-3800

/

FAX：06-6767-3801

2019 年度 訪問看護管理者研修 経営コース（DⅠ～Ⅵ）プログラム
※DⅠ～Ⅵ いずれも 9：00 開場 9：15 受付 9：25 オリエンテーション

定員 60 名

※<会場> DⅠ～Ⅴ:大阪社会福祉指導センター ・ D-Ⅵ: 大阪府社会福祉会館

◆ 初任管理者向け基礎 1（D-Ⅰ）：研修日程・時間：㋆27 日（土）
対象者
項目
時 間
プログラム
初任管理
者・主
任・管理
者になる
予定者等

人材

9:30～12:30

育成
（4） 13：30～16：30

9：30～16：30

テーマ：社会の実情を読み解き訪問看護経営・運営を
考える
講師：立石容子氏 （社）大阪府訪問看護ステーション協会会長
・テーマに即した概要から情報分析・課題抽出・今後の
取組みの演習・学びの振り返り

形式

講義
ワークショップ

中堅管理者向け応用 1（D-Ⅱ）
：研修日程・時間：8 月 24 日（土） 9：30～16：30

◆

対象者

項目

時

間

形式

プログラム

訪問看護 人材育 9:30～12:30
管理者等 成（4）

テーマ：地域包括ケアシステムとマーケテイング
～地域と密着できないと生き残りは図れない時代へ
（地域に根差した訪問看護活動と事業経営）
講師：谷口さやか氏 アロー訪問看護ステーション管理者
13：30～16：30 ・ テーマに即した概要から情報分析・課題抽出・今後の
取組み演習・学びの振り返り

講義

ワークショップ

初任者管理者向け基礎 2（D-Ⅲ）：研修日程・時間：9 月 14 日（土） 9：30～16：30

◆

対象者

項目

時 間

形式

プログラム

テーマ：教育体制づくりと人材確保～体制整備から人材
初任管理 人材育 9:30～12:30
講義
確保へ～ （予算組・病院との連携の好事例から学ぶ）
者・主任・ 成（4）
講師：南條律子氏アイ・エスひらかた訪問看護ステーション
管理者に
管理者
なる予定
13：30～16：30 ・ テーマに即した概要から情報分析・課題抽出・今後の ワークショップ
取組み演習・学びの振り返り
者等

◆

中堅管理者向け経営研修（D-Ⅳ）
：研修日程・時間：10 月 19 日（土） 9：30～16：30

対象者

項目

訪問看護 人材育
管理者等 成（4）

時 間

プログラム

9:30～12:30

テーマ：訪問看護の多機能化を考える ～訪問看護が将

13：30～16：30

来にわたるまで事業として成立するために～
講師：片岡桂子氏 有限会社志宝代表
・ テーマに即した概要から情報分析・課題抽出・今後の
取組み演習・学びの振り返り

形式
講義

ワークショップ

初任者管理者向け基礎 3（D-Ⅴ）：研修日程・時間：11 月 30 日（土） 9：30～16：30

◆

対象者

項目

時 間

形式

プログラム

テーマ：損益計算書・貸借対照表の読み方
初任管理 人材育 9:30～12:30
講義・演習
・経営分析（演習）
者・主任・ 成（4）
講師：和田頼知氏 公認会計士
管理者に
なる予定
13：30～16：00 ・ テーマに即した概要から情報分析・課題抽出・今後の ワークショップ
取組み演習・学びの振り返り
者等
◆

中堅管理者向け応用 2（D-Ⅵ：研修日程・時間：1 月 25 日（土） 9：30～16：30

対象者
項目
時 間
管理者・ 人材育 9:30～12:30
経営者等 成（4）
13：30～16：30

プログラム

形式

テーマ： 経営改善（財務指標 資金繰り リスク 中小企業支
援）、 事業承継（経営分析、統合、合併、譲渡）
講師：和田頼知氏 公認会計士

講義

テーマに即した概要から情報分析・課題抽出・今後の
取組み演習・学びの振り返り

ワークショップ

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会

D

2019 年度 訪問看護管理者研修 経営コースⅠ～Ⅵ

参 加 申 込 書
●受講希望コースに✓印を入れてください。（必ず記入）

初任管理者向け基礎 1（D-Ⅰ） 7 月 27 日（土）

中堅管理者向け経営（D-Ⅳ） 10 月 19 日（土）

中堅管理者向け応用 1（D-Ⅱ） 8 月 24 日（土）

初任管理者向け基礎 3（D-Ⅴ） 11 月 30 日（土）

初任管理者向け基礎 2（D-Ⅲ） 9 月 14 日（土）

中堅管理者向け応用 2（D-Ⅵ）2020 年 1 月 25 日(土)

受講費 1 回 4,400 円

× 受講回数

回 / 受講費

円

●必要事項を必ず記入し、募集締切日までに下記 FAX にてお申込みください。（□欄は該当するところに✓印）

□

大阪府訪問看護ステーション協会

会員

ブロック

□

非会員

会員施設番号

ふりがな

氏名

年齢

看護師経験

年

ヵ月

訪問看護
管理者経験

職位等

年

ヵ月

□管理者 □管理者で経営者（看護職）
□看護職以外の経営者
□主任等
□その他（
）
訪問看護師経験

年

ヵ月

所属事業所名
（ｽﾃｰｼｮﾝ名等）

設置主体
（法人名）

所属事業所
住所・連絡先

〒
TEL

FAX

緊急連絡先

貴訪問看護事業所の規模について、もっとも該当すると思われるものに 1 つ〇をつけて下さい
（下記分類は、看護師の延べ人数ではなく、常勤換算となっていますのでご注意下さい）

１．小規模①（看護常勤換算３人未満）

３．中規模（看護常勤換算で 5 人～8 人未満）

２．小規模②（看護常勤換算３人～５人未満）

４．大規模（看護師常勤換算で 8 人以上）

これまでに受けた当協会の訪問看護管理者研修の受講状況について□に✓印してください。（複数回答可）
□H30 年度管理者研修（基礎コースⅠ／２日間）
□H30 年度管理者研修（基礎コースⅡ／２日間）
□H30 年度管理者研修（中堅コース／3 日間）
□H30 年度管理者研修（経営コースⅠ・Ⅱ）
□2019 年度管理者研修 （初任コース A／２日間）

受講動機（複数回答可）
1. 管理能力の向上
2. 現状の問題・課題達成
3. 他 ST との情報交換・交流
4. その他（

その他これまでに受けた管理者研修（複数回答可）
1. 訪問看護管理者研修（全国訪問看護事業協会）
2. 看護管理者研修（ファースト・セカンド・サード）
3. その他（
）
） 4. 受講経験なし

・受講決定者には、募集締め切り後、受講決定通知書と研修参加票を郵送します。
・参加費は受講決定通知書を受け取った後、振込み期日までに指定の振込み口座にご入金ください。
なお、入金後のキャンセル・欠席につきましては参加費の返金はいたしません。
・災害時の連絡等に備え、緊急連絡先記入のご協力をお願いします。
・参加申込書は記入漏れの無いよう全ての設問にご記入ください
・個人情報は、この事業の目的以外には使用いたしません。
・専門経営コースⅤ・Ⅵは、平成 30 年度訪問看護管理者研修専門経営コースⅠ・Ⅱと同内容です。

大阪府訪問看護ステーション協会 申込送信先

FAX 06-6767-3801

