
第 6 回 日本精神科医学会 

認知症に関する看護研修会 
［オンライン研修会］ 

 

●講義（e-ラーニング） 

 配信期間：令和 3 年 9 月 1 日(水)～9 月 20 日(月) 

●グループ討論（ZOOM ミーティング） 

 開催日 ：令和 3 年 9 月 30 日(木) 

 

 

 

 

 

主催：公益社団法人 日本精神科病院協会 

  日本精神科医学会 職種認定制度 

 

※日精協ホームページからお申込みできます 



 

※講義（e-ラーニング）修了者のみグループ討論へご参加いただけます。 

講義（e-ラーニング）修了者は講義①～⑥を全視聴し、アンケートにご回答していただいた方となります。 

※プログラム内容・講師につきましては一部変更となる場合がございますのでご了承ください。 

認知症に関する看護研修会 プログラム 

講義①～⑥（e-ラーニング） 

配信期間：令和 3 年 9 月 1 日（水） ～ 9 月 20 日（月） 

 講義内容 講師 

講 義 ① 

（60 分） 
 認知症についての概説 

吉永 陽子 

（看護師認定資格分科会 構成員） 

講 義 ② 

（60 分） 

 認知症看護ケア技術 総論 

（さまざまな認知症のケア方法、基本と

なる認知症看護） 

大塚 恒子 

(仁明会 精神衛生研究所 副所長) 

講 義 ③ 

（60 分） 

認知症看護ケア技術 各論 

 （周辺症状のケアと予防方法、行動制

限最小化、認知症と類似した疾患との

鑑別とケア） 

大塚 恒子 

(仁明会 精神衛生研究所 副所長) 

講 義 ④ 

（60 分） 

 認知症者の QOL、身体合併症の予防

とケア 

矢田 弓子 

（積善会 曽我病院 看護科長）  

講 義 ⑤ 

（40 分） 
 認知症高齢者の人権・医療安全 田口 真源（日精協 理事） 

講 義 ⑥ 

（60 分） 

在宅医療の現状と課題 

～認知症介護の現場から～ 

髙瀬 義昌 

（たかせクリニック 理事長） 

アンケート ※回答必須 

 

グループ討論・発表⑦（ZOOM ミーティング） 

日時：令和 3 年 9 月 30 日（木）  

[ 1 ]10 時 00 分～11 時 40 分  [ 2 ]13 時 00 分～14 時 40 分 

※開催時間は指定されますので、指定された［ 1 ］または［ 2 ］の時間でのご受講をお願い致します。

内容 講義内容 講師 

グループ討論・ 

発表⑦ 

（100 分） 

チーム医療・コミュニケーション技術 

吉永 陽子 

長瀬 幸弘 

（看護師認定資格分科会 構成員） 



開 催 概 要 

【日程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催方法】 オンライン研修 

（講義：e-ラーニング、グループ討論：ZOOM ミーティング） 

 

【受講対象】 「認知症認定看護師」を新規申請または更新する看護師  

 

【募集人数】 150 名（先着順） 

       

【申込方法】  WEB 受付のみとなります。下記 URL からお申込みください。お申込み後、

受付完了メールをお送り致します。万が一メールが届かない場合は、再

度申込みはせずお問合せ先のメールアドレスまでご連絡ください。 

https://www.nisseikyo.or.jp/education/kenshuukai/ninchikango/ 

 

【お申込みの際の注意事項】 

※お申込みの際は、必ずお 1人様 1メールアドレスでお申込みください。 

※お申込み者が迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されている場合に「受付

完了」メールが正しく届かないことがございます。ドメイン「@nisseikyo.or.jp」

「@learno.jp」「@zoom.us」を受信できるよう、受信設定をお願い致します。 

 

【申込期限】 令和 3年 8月 20 日（金） 

（※定員数に達し次第、申込を締め切らせて頂きます。） 

 

【受講費用】 日精協会員（日本精神科医学会 正・準会員) 15,000 円 

       日精協会員外                20,000 円 

（テキスト代含む） 

※受講費用のお振込みのご案内につきましては、受付完了後改めてご連絡致します。 

 

【準備環境】 パソコン・タブレット・スマートフォン等の機器、インターネット環境 

       ※スマートフォンからの視聴は、画面が小さく資料の文字等が見えにく

いため推奨いたしません。パソコンやタブレット端末機器を推奨いた

します。 

【講義（e-ラーニング）】 

 配信期間：令和 3年 9月 1日（水）～9月 20 日（月） 

※上記期間の間に必ずご視聴をお願い致します。 

※配信期間前に e-ラーニングの ID とパスワードのご案内を申込時にご登録いただ

いたメールアドレスにお送りします。 

※講義資料は所属先へ事前に送付します。 

【グループ討論（ZOOM ミーティング）】 

 開催日 ：令和 3年 9月 30 日（木） 

 開催時間：①10 時 00 分～11 時 40 分 ②13 時 00 分～14 時 40 分 

※グループ討論開催日前に ZOOM ミーティングの URL、開催時間 等を申込時にご登

録いただいたメールアドレスにお送りします。 



【研修修了者】 研修修了者とは、講義（e-ラーニング）全視聴とアンケートに回答し

グループ討論（ZOOM ミーティング）に参加された方となります。 

 

【その他】    研修修了者には修了証を発行します。所属先へ送付します。 

 

 

＜講義（e-ラーニング）受講の注意事項＞ 

「認知症に関する看護研修会」で配信する講義の動画は、受講者のみの視聴を前提と

しておりますので、受講者以外の視聴及び講義動画の内容を第三者へ提供することは

お控えください。また、本講義の動画、画像、音声、文書等を複製、他のウェブサイ

トに転載するなどの行為は禁止します。 

 

 

 

＜グループ討論（ZOOM ミーティング）の注意事項＞ 

①パソコンからご参加する場合は、マイク・カメラ機能が必要となります。ご用意をお

願い致します。 

 

②初めて ZOOM を使用する場合は、事前に ZOOM のインストールをお願い致します。 

 

③使用するパソコン・タブレット・スマートフォンからお 1人様 1台でご参加ください。 

 

 

 

＜その他 注意事項＞ 

①本研修会は、「日本精神科医学会 認知症認定看護師」の新規申請及び更新に必要な 

 研修会です。更新要件は、“認定期間内に 1 回以上受講すること”です。 

 認定期間をご確認の上、お申込みください。 

 

②申込み後のキャンセルは、講義（e-ラーニング）視聴開始の 5営業日前(8/25)まで 

 に日精協事務局へご連絡ください。受講費用（手数料を引いた金額）を返金致します。 

 また、講義（e-ラーニング）が期間内に修了できなかった場合につきましては、返金 

 出来かねますのでご了承ください。 

 

 

 

（個人情報の取り扱いについて） 

申込手続等により取得した個人情報を、本事業の運営上必要な事務連絡や円滑な運営管理・統

計分析のみに使用します。なお、本事業の一部を第三者機関に委託する場合がありますが、使

用目的の範囲を超えることが無いよう、管理・保護を徹底します。 

 

 

 

 



Q&A 
 

Q1  1 つのメールアドレスを複数人で登録してもよいですか？ 

A1  システムの関係上、修了書のお渡しが出来かねます。個別のメールアドレスでお

申込みください。(お 1人様 1メールアドレスのお申込みとなります。) 

 

Q2  受付完了メールが届きません。 

A2  受付完了メールが届いていない場合は、お申込みが完了しておりません。再度申 

込みはせず、お問い合わせ先のメールアドレスまでご連絡ください。 

   ［ご確認ください］ 

    ・ご登録いただいたメールアドレスに間違いはありませんか？ 

・迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されてはいませんか？ 

 

Q3  講義（e-ラーニング）視聴後のアンケートは未回答でもよいですか？ 

A3   必ずアンケートにご回答ください。アンケートの未回答は講義（e-ラーニング） 

修了者となりません。講義（e-ラーニング）修了者は、講義①～⑥を視聴し、ア

ンケートへ回答していただいた方となります。グループ討論（ZOOM ミーティング）

にもご参加出来かねますので、必ずアンケートにご回答ください。 

 

Q4  ZOOM をインストールしないといけませんか？ 

A4  初めて ZOOM を使用される場合は、事前にインストールいただくことを推奨いた 

します。 

 

Q5  グループ討論（ZOOM ミーティング）では、1台のパソコンに複数人で参加するこ 

とは可能ですか？ 

A5  出来ません。グループ討論（ZOOM ミーティング）では 1人 1台（パソコン・タブ 

レット・スマートフォン等の機器）でご参加下さい。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪お問合せ先≫ 
〒108-8554 東京都港区芝浦 3-15-14 

（公社）日本精神科病院協会 

職種認定制度「日本精神科医学会 認知症に関する看護研修会」係 

TEL：03（5232）3311 FAX：03（5232）3315 

MAIL：ninchikango@nisseikyo.or.jp 
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