
平成 30 年度事業実施日程

事業名 日時 会場 内容

定

例

会

総会
5月 28日（月）

14：00～16：30 神奈川県看護協会 5階研修室

平成 29年度事業報告

平成 30年度事業計画案、予算案

情報提供

看護職交流会 11 月 13 日 （ 火 ）   

14：00～16：00
横浜ジャスト 2号館 地域の看護職との交流

講演会・新春のつどい
1月 25日（金）

13：00～17：00 開講記念館
第 1部  講演会

第 2部  新春のつどい

通

年
広報事業 通年 ホ－ムペ－ジ運用・

委

員

会

区代表委員会 通年 未定
各区の活動報告・協議会事業協力            

年 3回

訪問看護相談・コンサルテーシ

ョン委員会

通年

訪問看護に関する相談窓口の設置      

コンサルテーション・講師紹介事業

訪問看護研究委員会

2月 16日（土）

横浜市健康福祉センター

4階

事例及び訪問看護研究発表会の企画

開催

その他研修会の企画開催

災害対策委員会 未定

災害対策・緊急時連絡体制の構築・連

絡網訓練

研修：未定

統計委員会 統計調査の実施・統計調査報告

協

働

事

業

・

委

託

事

業

訪問看護管理運営研修

（管理者・事務職員）

6月 19日（火）

13：00～17：00
横浜ジャスト 1号館

1号室

平成 30年度 制度改正について

訪問看護ステーション事務職員

訪問看護スタッフ研修（中堅）
12月 15日（土）

13：30～16：30
横浜情報文化センター 「心不全の取り扱い説明書？！」

管理者研修  第 1回

       第 2回

       第 3回

12月 12日（水）

10：00～16：30
神奈川県看護協会 6階研修室

「訪問看護ステーションにおけるリ

スクマネジメント」

11月 17日（土）

9：30～16：00
波止場会館 １階多目的室

労務管理について

星 康一 氏

3月 11日（月）

9：30～16：30
神奈川県看護協会 6階研修室

「望みをかなえる在宅看護過程・

訪問看護の達成度を共有する看護計

画」

訪問看護入門研修 第 1回

第 2回

5月 24（木）・25日（金）

11月 13（火）・14日（水）

神奈川県看護協会 5階研修室 横浜市・神奈川県看護協会との

協働事業

就職説明会    第 1回

         第 2回

10月 27日（土）

1月 19日（土）

横浜開講記念会館

横浜鶴見公会堂
横浜市との協働事業



委

託
・
委

嘱

事

業

教育担当者育成支援研修

人材育成     第 1回

         第 2回

訪問看護師教育研修

訪問看護制度

7月 11日（水）

8月 21日（火）

神奈川県看護協会 6階研修室

神奈川県補助事業

神奈川県補助事業

11月 5日（月）     

1月 15日（火） 神奈川県看護協会 6階研修室

8月 20日（月）
神奈川県民サポートセンター

10月 3日（水）
ウイリング横浜 12階 122号

9月 11日（火） 横浜市健康福祉センター8階 A

訪問看護師教育研修

フィジカルアセスメント

2月 9日（土） ウイリング実習室

9月 22日（土）
ウイリング横浜 12階 122号

7月 28日（土）
横浜市健康福祉センター8階 B

訪問看護師教育研修

介護保険制度

8月 23日（木） 神奈川県民サポートセンター304
11月 19日（月）

ウイリング横浜 12階 122号

10月 12日（金）
横浜市健康福祉センター8階 A

訪問看護師教育研修

医療機器

10月 3日（水）
神奈川県民サポートセンター304

7月 14日（土）
ウイリング横浜 12階 122号

10月 6日（土） 横浜市健康福祉センター8階 B

訪問看護師教育研修

実技編

12月 22日（土）
ウイリング横浜 10階 介護実習室

2月 14（土）
ウイリング横浜 10階 介護実習室

訪問看護師教育研修

同行実習

募集案内中

横浜市在宅療養連携推進協議

会

未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

横浜市地域福祉保健計画策定・

推進委員会
未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

人生の最終段階の医療等に関

する検討会
未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

横浜市認知症施策検討会 未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

認知症地域連携会議 未定 未定 横浜市との協働事業・委員 3名就任

横浜市ＩＣＴを活用した地域

医療連携ネットワーク研究会
未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

横浜市災害医療連絡会議 未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

横浜市救急医療検討委員会 未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

神奈川県看護師職能委員会Ⅱ 未定 未定
神奈川県看護協会の委嘱・委員 1 名

就任

横浜市障害者自立支援協議会 未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任



横浜市障害者自立支援協議会

課題検討部会
未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任

障害区分認定審査会 未定 関内・新横浜
横浜市の委嘱・認定審査会の委員を

推薦

横浜市新卒等訪問看護師人材

育成プログラム策定検討会
未定 未定 横浜市の委嘱・委員 1名就任


