岩手訪問看護ステーション協議会会員各位

常日頃のご協力に感謝いたします。
『第 17 回 北海道・東北地区 訪問看護ステーション 合同研修会』
のご案内いたします。
研修の申し込みしめきりが 20 日となっていますが、25 日締め切りに変更しておりますので
締め切り日までに申し込み。入金よろしくお願いいたします。
下記の URL から申し込んで下さい。
第 17 回 北海道・東北地区訪問看護ステーション連絡協議会 合同研修会
申込システム URL：https://amarys-jtb.jp/goudoukensyu17/

参加に関しましては（1,000 円）、訪問看護ステーション協議会が負担いたしますが
JTB に支払いを一旦していただきます。
後日払い込み済の用紙を総務に送付、または直接渡していただければ入金致します。

岩手県訪問看護ステーション協議会
総務 訪問看護ステーションはなえみ

高橋 和枝

住所：020-0834 盛岡市永井 23-22-1
電話：019-613-7011 FAX：019-613-7018

第 17 回 北海道・東北地区
訪問看護ステーション連絡協議会
合同研修会案内
＜開催趣旨＞
●日
時
令和 4 年１０月８日(土)
●会
場
アートホテル青森 会議室:紅玉Ⅰ
〒030-0802 青森県青森市本町 2-1-26 tel. 017-775-7111

●対
象
●参加人員
●実施方法
●参 加 費

北海道・東北地区 訪問看護ステーション連絡協議会組織会員
300 名
オンラインによるライブ研修（Zoom 方式）
研修会参加者 1 名につき 1,000 円

10 月 8 日（土） アートホテル青森

〇受

付

12 時 30 分～16 時 30 分

12 時 30 分～

〇オリエンテーション

12 時 50 分～

〇開会式

13 時 00 分～

大会⾧挨拶 北海道・東北地区訪問看護ステーション連絡協議会
合同研修会大会⾧ 森 弘美

〇基調講演
13 時 05 分～
訪問看護と地域のつながり～BCP 策定に向けて～
講師 團野 一美（だんの

かずみ） 先生

訪問看護ステーションひなた
訪問看護認定看護師協議会近畿ブロック⾧
（一社）京都府訪問看護ステーション協議会会⾧

◆講師紹介◆
看護師免許取得後、地域の救急病院に勤務
平成 8 年

訪問看護ステーション「西陣」に就職し訪問看護を始める

平成 12 年 京都桂病院に就職
平成 20 年 訪問看護認定看護師取得後、同病院の地域連携室勤務
平成 25 年 訪問看護ステーションひなた設立し現在に至る

〇基調講演 質疑応答

13 時 50 分～

〇実践報告①
1. 山形県

14 時 00 分～
地域の訪問看護ステーションが「一つの組織」を目指す

発表 柿崎 由美子 氏

（公益社団法人山形県看護協会／訪問看護ステーション新庄）

2. 宮城県

東日本大震災を契機とする事業所間連携の試み

発表 阿部 朋美 氏

（祐訪問看護ステーション石巻）

3. 福島県

「東日本大震災からの教訓と課題」

発表 加藤 貴之 氏

（ライブリー南相馬訪問看護ステーション）

〇実践報告① 質疑応答

14 時 50 分～

〇休憩

15 時 00 分～

〇実践報告②
4.岩手県

15 時 10 分～
訪問看護ステーションにおける災害対応 BCP の検討

発表 坂下 英治 氏

（訪問看護ステーションほほえみ）

5. 北海道

「広域北海道で作り上げる BCP 作成作戦」

発表 今野 好江 氏

（北海道訪問看護ステーション禎心会東）

6. 秋田県

当事業所における災害等対応への取り組み

発表 菊池 富貴子 氏
（秋田県看護協会

7. 青森県

訪問看護ステーションあきた）

COVID-19 地域感染に対する津軽圏域における地域連携

発表 加藤 恵子 氏

（健生訪問看護ステーションたまち）

〇実践報告② 質疑応答

16 時 10 分～

〇講評

16 時 20 分～
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●参加申込みについて
本研修会は『ライブ配信をご視聴いただくオンライン型』の参加スタイルで実施いたします。
また、後日ご参加いただいたすべての方に研修会終了後にオンデマンド配信いたします。
以下、申込み方法をご確認いただき、期日までにお申込みくださいますようお願いいたします。

＜ライブ配信をご視聴いただくオンライン型でご参加の方＞
■以下の URL から専用 Web システムに新規会員登録をお願いいたします。

https://amarys-jtb.jp/goudoukensyu17/
※電話によるお申込みは誤手配のトラブルの原因になりますので、ご遠慮ください。
■お申込み開始日：2022 年８月 22 日（月） 1２時 00 分開始
■お申込み締切日：2022

年 9 月 20 日（火）

17 時 00 分終了

※原則としてお申込み順に手配を致しますので、できるだけお早目にお申込み下さい。
申込み方法等

■お申込み完了後、登録いただいたメールアドレス宛に参加登録完了のご案内をお送りします。
注１：申込後、30 分以内に申込完了メールが届かない場合には、JTB 青森支店までご連絡ください。
注２：お使いのパソコン・スマートフォン等の設定でメールの受信拒否設定をされている方は、
「amarys-jtb.jp」ドメインからのメールが受信できるようにあらかじめ設定をお願いいたします。

■お申込み後の変更・取消は専用 Web サイトから予約情報の変更・取消を行ってください。
9 月 20 日（火）以降は、メール（aomori.uketsuke@jtb.com）にてご連絡ください。
■研修会参加費入金後のキャンセルについては返金対応いたしかねますのでご了承ください。
■お申込み受付後、８月 22 日（月）～ 9 月 20 日（火）の期間内にご入金のお手続きをお願いいた
参加費等の入金

します。
（支払方法：クレジットカード又はコンビニ決済）

当日のご案内等

■領収証につきましては、原則お振込みの控えをもって代えさせていただきますが、別途必要な場合
はメール（aomori.uketsuke@jtb.com）にてご連絡ください。
■オンラインでご参加の方は、研修会の録音・録画、撮影、転用、および資料の複写・転載等を固く禁
止します。また、参加のための専用サイト URL 等の再配布も禁止致します。

留意事項
■参加者側のシステムトラブル、通信環境、接続の不具合等によりご参加できなかった場合には、参
加費の返金や動画データの提供はいたしません。
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研修会の内容等に関するお問い合わせ先
第 17 回 北海道・東北地区訪問看護ステーション連絡協議会
合同研修会担当事務局 担当:南 輝美
〒034-0037
TEL

青森県十和田市穂並町 6-27

0176-23-3369（直通）／e-mail

訪問看護ステーションえがお 内
egao-minami@way.ocn.ne.jp

お申込み・専用 Web システムに関するお問い合わせ先
（株）JTB 青森支店
TEL

017-722-4434／e-mail aomori.uketsuke@jtb.com
担当:千葉 ／ 村松

〒030-0803

青森県青森市安方 1-1-40

青森県観光物産館アスパム 4 階

営業時間:9:30～17:30（土・日・祝祭日は休業）
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