
令和4年6月30日

（看護協会への委託事業）

研修名 目的 研修施設名 研修期間 募集期間 定員

研修名 目的 研修施設名 研修期間 募集期間 定員

産科医療体制強化事業

「助産師出向研修支援事

業」

病院及び産科診療所の相互に

おける出向・受入により、助

産師の能力向上を図る。

産科を有す

る病院、診

療所など

研修期間は病院、診療所間で

協議し決定する。

随時募集

応募される際

は、施設代表者

が医療対策課若

しくは看護協会

にご連絡くださ

い。

研修名 目的 研修施設名 研修期間 募集期間 定員

産科医療体制強化事業

「助産実践能力強化のため

のスキルアップ研修事業」

助産師等を対象とした研修を

実施することで、助産実践能

力の強化を図り、産科医と助

産師の役割分担を進め、産科

医の負担軽減に繋げる。

オンライン

研修を予定

していま

す。

詳細は決定次第ご連絡いたし

ます。

石川県医療対策

課より募集案内

あり

各研修により

定員は異なる

ため、募集案

内の際にお知

らせします。

研修名 目的 研修施設名 研修期間 募集期間 定員

実習指導者講習会

看護師等学校養成所の実習施

設において、学生・生徒の実

習指導を担当する者に対して

必要な知識・技術を習得さ

せ、実習指導の強化を図る。

石川県看護

研修セン

ター

6月1日～10月28日

（231時間）

　

原則、月曜日～金曜日

募集終了 50人

実習指導者講習会

（特定分野）

看護師等学校養成所の実習を

行う、病院以外の実習施設の

指導者、若しくは将来実習指

導者となる予定の者に対して

必要な知識・技術を習得さ

せ、実習指導の強化を図る。

石川県看護

研修セン

ター

8月1日・8月8日・8月9日・8

月17日・8月23日・8月26

日・8月31日

（39時間）

　

募集終了 20人

研修名 目的 研修施設名 研修期間 募集期間 定員

がん看護

がん看護の基本的知識・技術

等、専門的看護実践能力を修

得する。

金沢大学

附属病院

７月23日、7月30日、8月7

日、8月27日、9月23日（5日

間）(全日Web研修(Zoom利

用)のためネット環境が必要で

す)

募集終了 40人

摂食嚥下障害看護

摂食嚥下障害看護の基本的知

識・技術等、専門的看護実践

能力を修得する。

金沢医科大

学病院

10月3日、10月13日、10月

19日、10月28日、10月29

日、11月4日（6日間）(一部

Web研修(Zoom利用)を利用

したハイブリッド研修になり

ます)

7月18日～7月29

日必着

※応募先は病院

30人

皮膚・排泄ケア

皮膚・排泄ケアの基本的知

識・技術等、専門的看護実践

能力を修得する。

石川県立看

護大学

秋頃を予定しております。

※詳細は決定次第ご連絡いた

します。

石川県庁医療対

策課より募集案

内あり

※応募先は大学

未定

認知症看護

認知症看護の基本的知識・技

術等、専門的看護実践能力を

修得する。

石川県立こ

ころの病院

秋頃を予定しております。

※詳細は決定次第ご連絡いた

します。

石川県庁医療対

策課より募集案

内あり

※応募先は病院

未定

糖尿病重症化予防（フット

ケア）

糖尿病看護におけるフットケ

アに係る人材を育成する。

（本研修は、診療報酬算定要

件である糖尿病足病変の指導

に係る適切な研修として申請

中である。）

石川県立中

央病院

7月30日、7月31日、8月7日

（3日間）(一部Web研修

(Zoom利用)のためネット環境

が必要です)

募集終了 20人

感染管理

感染管理の基本的知識・技術

等、専門的看護実践能力を修

得する。

石川県立看

護大学

第１回研修

6月2日、６月3日、６月10

日、６月11日

第２回研修

8月1８日、8月1９日、8月26

日、8月27日

※第1回と第2回の研修内容は

同じになります

募集終了 各40人

管理者経営研修

管理者研修

地域包括ケア時代における看

護管理者の役割を果たすうえ

での知識を習得し、自らの行

動を明確にする。

石川県立看

護大学

詳細は決定次第ご連絡いたし

ます。

石川県立看護大

学より募集案内

予定

未定

石川県看護

研修セン

ター

募集開始してい

ます。

〆切7月8日

（金）必着

50人

１.施設の各部署において中心的な立場で新人看護職員研修を担当し

ている者、若しくは将来その役割を担当する予定のある者

２.実地指導者への助言や指導、および新人看護職員への指導評価を

行っている者、若しくは将来その役割を担当する予定のある者

３.研修期間中、継続して受講ができる者

看護師長職及び訪問看護ステーション・介護施設等の管理職

受講要件等

1.糖尿病治療および糖尿病足病変の看護に従事した経験を5年以上有

する常勤看護師であること

2.受講生の所属施設が、糖尿病合併症管理料を算定するための要件の

うち、本研修を受講すること以外の要件が整っている施設であること

3.所属長（院長や看護部長など）の推薦があること

4.3日間の研修プログラム全てに出席できること

１.看護師免許を有し且つ経験が５年以上で、がん看護に従事してい

る者、又はがん看護に関心がある者

２.研修期間全日程出席できる者

第1回

　９月7日(水）

第2回

　9月20日（火）

第3回

　9月21日（水）

第4回

　10月7日(金）

１.看護師免許を有し且つ経験が５年以上で、摂食嚥下障害看護に従

事している者、又は摂食嚥下障害看護に関心がある者

２.研修期間全日程出席できる者

詳細は決定次第ご連絡いたします。

1. 看護師の実務経験が５年以上あること

2. 自施設の感染管理に関心があり、感染防止対策の活動を期待され

ていること

3. 原則、研修期間全日程に参加できること

（石川県立看護大学への委託事業）

感染管理看護実践力向上研修

新人看護職員研修

「研修責任者研修会」

新人看護職員研修における

「研修責任者」の役割を理解

し、研修ガイドラインの考え

方を理解し、自施設における

適切な研修体制を確保する

令和４年度石川県看護職員資質向上に係る研修計画について

受講要件等

（石川県立看護大学への補助金事業）

詳細は決定次第ご連絡いたします。

１.看護師等学校養成所の実習施設または、今後実習施設となる病院

に勤務する看護師等であって、現在、学生・生徒の実習指導者として

の職にある者及び次年度実習指導者の役割を期待されている者

２.看護師等の経験が5年以上の者

３.原則として、45歳未満の者

４.研修期間全日程出席できる者

受講要件等

分野別実践看護師養成研修（５日間程）：（県内病院等への委託事業）

専門的看護実践力研修事業

受講要件等

受講要件等

助産師出向研修は、医療機関が相互に、出向する助産師が出向元に所

属したまま、出向先で勤務する在籍型の出向研修を基本とするが、研

修の目的に応じて、出向元・出向先の医療機関双方の同意があれば、

一方向のみの研修も可能とするなど柔軟に行うものとする。

出向研修の実施にあたっては、出向元・出向先の医療機関双方で内容

を検討し、同意した場合「協定書」を取り交わすものとする。

（医療機関相互の協力による研修の実施であることから、医療機関同

士の謝金は生じない。）

 産科を有する病院・診療所・助産所等に勤務する看護職

※研修別に受講者を募集し、定員超過の場合は助産師の受講を優先し

ます

＊感染予防対策を十分に講じた上で開催を予定していますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、研修計画を変更する場合がございます。

その際はまたご案内させていただきます。

新人看護職員研修

「教育担当者研修会」

新人看護職員研修における

「教育担当者」の役割を理解

し、新人看護職員および実地

指導者への教育的支援ができ

るための知識を得るととも

に、自己の課題について考え

る

１.県内の病院以外の実習指導施設に勤務する看護師で、現在、実習

指導者にある者、若しくは将来実習指導者となる予定の者

２.看護師等の経験が5年以上の者

３.原則として、45歳未満の者

４.研修期間全日程出席できる者

石川県看護

研修セン

ター

第1回

　11月12日(土）

第2回

　11月25日（金）

第3回

　12月2日（金）

第4回

　12月9日(金）

石川県庁医療対

策課より募集案

内あり

40人

1.施設の研修責任者としての役割を担っている者、若しくは将来その

役割を担当する予定のある者

2.研修期間中、継続して受講ができる者


