周術期管理チーム看護師 資格申請対象
日本手術看護学会 学会・麻酔看護関連セミナー一覧
(2017年4月1日～20２1年3月31日）
2021.1.20改定

■2020年度

＊開催日等が変更になる場合がありますので地区HPでご確認ください。赤字：新規セミナー

名

称

第34回日本手術看護学会年次大会
※本年次大会は、2020年度の特例措置として、2回の参加実績みなしま
す。ただし、2021年度の申請・更新に限ります。

開催日
11月6-19日

開催場所
WEB開催

≪九州地区≫「麻酔の基本」

2021年1月30日 WEB開催（参加申込終了）

≪東海地区≫「周術期看護セミナー」
※詳細は、東海地区HPでご確認ください。

2021年2月13日

≪四国地区≫香川地区研修会 「菌滅の歯ブラシ」
※詳細は、四国地区HPでご確認ください。

WEB開催
2021年2月20日 参加申込締切日：（会員）2021年2月10日
(非会員）2月5日

WEB開催
参加申込締切日：2021年2月10日

■2019年度
名 称
第33回日本手術看護学会年次大会
≪北海道地区≫
第54回日本手術看護学会北海道地区学会
セミナーⅠ「手術看護と麻酔（基礎編）」
セミナーⅡ「手術看護と麻酔（基礎編）」
セミナーⅢ「手術看護と麻酔（応用編）」
セミナーⅣ「手術体位（特殊体位）」
セミナーⅤ「手術麻酔（応用編）とフィジカルアセスメント」
セミナーⅥ「看護展開」
セミナーⅦ「看護倫理」
≪東北地区≫
第40回日本手術看護学会東北地区学会
「認定看護師による研修会」
≪関東甲信越地区≫
第30回日本手術看護学会関東甲信越地区
「麻酔の基礎」
「認定看護師教育セミナー フィジカルアセスメント」
「周術期における全身管理」
≪東海地区≫
第61回日本手術看護学会東海地区学会
「麻酔セミナー」
「周術期看護セミナー」
≪北陸地区≫
第36回日本手術看護学会北陸地区学会
麻酔看護研修（石川ブロック）
北陸地区研修会（福井ブロック）
北陸地区研修会（富山ブロック）
北陸地区研修会（石川ブロック）
北陸地区研修会（富山ブロック）
≪近畿地区≫
第6回日本手術看護学会近畿地区学会大会
兵庫ブロックセミナー「ビギナーズセミナー」
和歌山ブロックセミナー「周術期における医療安全」
兵庫ブロックセミナー「麻酔セミナー基礎編」
和歌山ブロックセミナー「周術期管理の基本」
滋賀ブロックセミナー「麻酔セミナー」
大阪ブロックセミナー「麻酔セミナー」
奈良ブロックセミナー「麻酔セミナー」
兵庫ブロックセミナー「麻酔セミナー応用編」
滋賀ブロックセミナー「手術看護セミナー」
京都ブロックセミナー「麻酔セミナー基礎編」
和歌山ブロックセミナー「周術期管理の応用」
大阪ブロックセミナー「老年期セミナー」

開催日
10月11-12日
5月18日
6月8日
7月20日
8月24日
9月7日
9月21日
10月19日
11月2日
6月8日
8月3日

開催場所
岡山コンベンションセンター他
札幌医科大学附属病院
札幌医科大学附属病院
旭川医科大学看護学科大講堂
旭川医科大学看護学科大講堂
社会医療法人母恋天使病院
札幌医科大学附属病院
北海道大学医学部学友会館
札幌医科大学附属病院
仙台市中小企業活性化センター
仙台市中小企業活性化センター

6月15日
7月27日
9月14日
12月21日

パシフィコ横浜
大崎ブライトコアホール
飯田橋レインボービル
大崎ブライトコアホール

11月9日
6月8日
7月20日

ウィンクあいち
ウィンクあいち
ウインクあいち

7月6日
8月3日
8月31日
11月16日
2020年1月25日
2020年2月15日

福井県立大学永平寺キャンパス
金沢医科大学病院
福井県立病院
富山大学附属病院
金沢大学附属病院
富山大学附属病院

6月29日
5月18日
7月20日
7月27日
10月5日
10月26日
11月23日
12月7日
12月7日
12月14日
12月21日
2020年1月18日
2020年1月25日

奈良春日野国際フォーラム
医療イノベーション推進センター
有田市立病院
医療イノベーション推進センター
日本赤十字社和歌山医療センター
ｉMEP ニプロホール
あべのハルカス
ミグランス橿原
医療イノベーション推進センター
ｉMEP ニプロホール
京都先端科学大学
南和歌山医療センター
大阪市立大学医学部学舎

大阪ブロックセミナー「看護管理セミナー」
京都ブロックセミナー「手術室における安全管理」
≪中国地区≫
第57回日本手術看護学会中国地区大会
岡山分会「周術期セミナー」
広島分会「周術期セミナー」
島根分会「周術期セミナー」
名 称
広島分会「周術期セミナー」
鳥取分会「周術期セミナー」
山口分会「周術期セミナー」
≪四国地区≫
第50回日本手術看護学会四国地区
周術期の患者の理解を深めよう
≪九州地区≫
第37回日本手術看護学会九州地区大会
沖縄分会「周術期麻酔チームセミナー」
筑後分会「学ぼう！周術期の疼痛管理」
北九州分会「麻酔管理について」
九州地区「全身麻酔でどんな変化が起きる・どう対処する」
長崎分会「基礎から学ぶ麻酔看護」

2020年1月25日 大阪市立大学医学部学舎
2020年2月15日 京都先端科学大学

熊本分会「麻酔の基本・手術室における急変時対応」

2020年2月9日 熊本大学病院

6月15日
7月20日
7月20日
7月20日
開催日
10月26日
11月16日
11月30日

防府市地域交流センター
岡山済生会総合病院
広島国際会議場
くにびきメッセ
開催場所
広島国際会議場
鳥取市立病院
山口大学医学部附属病院

7月20日
9月21日

高知医療センター
徳島大学病院

7月27日
6月8日
6月15日
7月13日
8月31日
11月9日

別府国際コンベンションセンター
浦総合病院
久留米大学医療センター
産業医科大学
九州大学
長崎TMSセンター

■2018年度
名 称
開催日
開催場所
第32回日本手術看護学会年次大会
11月23-24日 パシフィコ横浜
≪北海道地区≫
第53回日本手術看護学会北海道地区学会
5月19日
札幌医科大学附属病院
セミナーⅠ「手術看護と麻酔（基礎編）」
6月2日
札幌医科大学附属病院
セミナーⅡ「手術看護と麻酔（基礎編）」
7月14日
旭川医科大学看護学科大講堂
セミナーⅢ「手術看護と麻酔（応用編）」
8月25日
旭川医科大学看護学科大講堂
セミナーⅣ「手術体位の基本と応用」
9月1日
市立札幌病院
セミナーⅤ「麻酔（応用編）と手術看護認定看護師によるフィジカルアセスメント」
9月29日
札幌医科大学附属病院
セミナーⅥ「内視鏡外科手術に求められる手術室看護師の役割」
10月20日
株式会社ムトウ
セミナーⅦ「看護展開・看護倫理」
11月3日
北海道大学病院フラテホール
≪東北地区≫
第39回日本手術看護学会東北地区学会
6月9日
仙台市中小企業活性化センター
「認定看護師による研修会」
8月4日
仙台市中小企業活性化センター
「周術期管理に関する研修会」
2019年3月2日 仙台市中小企業活性化センター
≪関東甲信越地区≫
第29回日本手術看護学会関東甲信越地区
6月16日
パシフィコ横浜
「麻酔の基礎」
7月28日
大崎ブライトコアホール
「認定看護師教育セミナー フィジカルアセスメント」
9月1日
家の光会館
「周術期における全身管理」
12月15日
大崎ブライトコアホール
≪東海地区≫
第60回日本手術看護学会東海地区学会
11月3日
ウィンクあいち
「麻酔セミナー」
6月23日
愛知県がんセンター中央病院
「周術期看護セミナー」
7月22日
名古屋第一赤十字病院
≪北陸地区≫
第35回日本手術看護学会北陸地区学会
5月26日
ウィングウィング高岡
第11回日本手術看護学会北陸地区（石川）中堅看護師研修会
7月28日
金沢医科大学
≪近畿地区≫
びわ湖大津プリンスホテル
第5回日本手術看護学会近畿地区学会大会
7月14日
和歌山県立医科大学病院
和歌山ブロックセミナー「麻酔基礎編」
5月26日
神戸大学医学部会館
兵庫ブロックセミナー「ビギナーズ」
6月2日
京都学園大学
京都ブロックセミナー「麻酔基礎編」
6月16日
和歌山県立医科大学附属病院
和歌山ブロックセミナー「気道確保マネジメント 実践トレーニング」
7月21日
臨床研究情報センター
兵庫ブロックセミナー「麻酔セミナー基礎編」
7月28日
奈良県社会福祉総合センター
奈良ブロックセミナー「麻酔セミナー基礎編」
8月4日
紀南病院
和歌山ブロックセミナー「気道確保マネジメント 実践トレーニング」
9月1日
ホテル日航奈良
奈良ブロックセミナー「周術期における安全管理」
11月3日
大阪ブロックセミナー「麻酔セミナー基礎編・応用編」
11月17日
大阪市立大学医学部学舎
臨床研究情報センター
兵庫ブロックセミナー「麻酔応用編」
12月8日
ｉMEP ニプロホール
滋賀ブロックセミナー「安全管理」
12月15日
三笑堂プロセスセンター
京都ブロックセミナー「感染管理」
12月15日
和歌山ブロックセミナー「麻酔応用編」
2019年1月26日 南和歌山医療センター
大阪ブロックセミナー「感染管理」
2019年1月26日 大阪市立大学医学部学舎
大阪ブロックセミナー「看護管理」
2019年1月26日 大阪市立大学医学部学舎
≪中国地区≫
第56回日本手術看護学会中国地区大会
6月23日
広島国際会議場
第1回岡山分会「周術期セミナー」
7月14日
岡山済生会総合病院
第1回広島分会「周術期セミナー」
7月14日
広島県医師会館
第1回島根分会「周術期セミナー」
7月21日
くにびきメッセ
第2回広島分会「周術期セミナー」
10月27日
広島国際会議場
鳥取分会「周術期セミナー」
12月15日
米子市文化ホール
第2回山口分会「周術期セミナー」
12月15日
山口大学医学部附属病院
≪四国地区≫
レクザムホール（香川県県民ホール）
第49回日本手術看護学会四国地区
6月30日
高知医療センター
高知地区研修会「高齢者の麻酔管理」
9月29日
≪九州地区≫
北九州分会研修会「麻酔の呼吸管理、他」
8月4日
産業医科大学
佐賀分会研修会「周術期における麻酔基礎」
10月28日
佐賀大学医学部附属病院
長崎分会研修会「麻酔管理の基本」
12月1日
長崎医療センター
熊本分会研修会「麻酔の基本」
2019年2月9日 済生会熊本病院
宮崎分会総会・研修会
6月23日
アステム宮崎
沖縄分会総会「今さら聞けない麻酔介助」
6月2日
中部徳洲会病院

■2017年度
名 称
第31回日本手術看護学会年次大会
≪北海道地区≫
第52回日本手術看護学会北海道地区学会
「手術看護と麻酔（基礎編）」
「手術看護と麻酔（基礎編）」
「手術体位と基本・応用」
「手術看護と麻酔（応用編）」
「麻酔（応用編）とフィジカルアセスメント」
≪東北地区≫
第38回日本手術看護学会東北地区学会
「手術看護に関する研修会」
「周術期管理に関する研修会」
≪関東甲信越地区≫
第28回日本手術看護学会関東甲信越地区
「麻酔の基礎」
「認定看護師教育セミナー フィジカルアセスメント」
「周術期における全身管理」
≪東海地区≫
第59回日本手術看護学会東海地区学会
「麻酔セミナー」
「周術期看護セミナー」
「中堅者セミナー」
≪北陸地区≫
第34回日本手術看護学会北陸地区学会
第59回日本手術看護学会北陸地区（福井）研修会
≪近畿地区≫
第4回日本手術看護学会近畿地区学会
奈良ブロックセミナー「麻酔セミナー（基礎）」
和歌山ブロックセミナー「手術室看護師セミナー」
兵庫ブロックセミナー「麻酔セミナー（基礎）」
京都ブロックセミナー「麻酔セミナー（基礎）」
和歌山ブロックセミナー「麻酔セミナー（基礎）」
滋賀ブロックセミナー「麻酔セミナー（基礎）」
兵庫ブロックセミナー「麻酔セミナー（応用）」
滋賀ブロックセミナー「医療安全」
京都ブロックセミナー「麻酔セミナー（応用）」
奈良ブロックセミナー「体位セミナー」
和歌山ブロックセミナー「麻酔セミナー（応用）」
滋賀ブロックセミナー「麻酔セミナー（応用）」
京都ブロックセミナー「感染対策セミナー」
大阪ブロックセミナー「麻酔セミナー（基礎編・応用編）」
≪中国地区≫
第55回日本手術看護学会中国地区
鳥取分会「麻酔セミナー -術前評価・術中モニタリング・挿管困難対応-」
広島分会「麻酔看護（初級）」
岡山分会「周術期セミナー」
広島分会「麻酔看護（中級）」
山口分会「周術期セミナー」
≪四国地区≫
第48回日本手術看護学会四国地区
香川地区研修会「麻酔看護の基礎知識」
≪九州地区≫
第35回日本手術看護学会九州地区大会
北九州分会研修会「麻酔セミナー」
長崎分会研修会「新人が理解できる麻酔の基礎」
鹿児島分会研修会「第20回周手術期看護研修会」
熊本分会研修会「麻酔の基本」

開催日
11月3-4日
5月20日
6月17日
6月17日
7月8日
8月5日
9月16日

開催場所
コングレコンベンションセンター
北海道大学フラテ大ホール
北海道大学フラテ大ホール
旭川医科大学看護学科大講堂
市立札幌病院
旭川医科大学看護学科大講堂
北海道大学臨床大講堂

5月27日
仙台市情報・産業プラザ
2018年1月20日 仙台市情報・産業プラザ
2018年3月10日 仙台市情報・産業プラザ
5月27日
7月29日
9月9日
12月2日
9月30日
6月24日
7月15日
2018年1月20日

パシフィコ横浜
大崎ブライトコアホール
林野会館
大崎ブライトコアホール
ウィンクあいち
愛知県がんセンター中央病院
名古屋市立大学病院
名古屋市立大学病院

6月10日
福井県立大学交流センター
2018年3月10日 福井県立病院
6月24日
7月8日
7月1日
7月22日
8月26日
9月23日
10月21日
12月9日
12月16日
12月16日
12月16日
2018年1月27日
2018年2月17日
2018年2月17日
2018年3月10日

神戸国際会議場
奈良県立医科大学巌橿会館
日本赤十字社和歌山医療センター
臨床研究情報センター
京都学園大学太秦キャンパス
和歌山県立医科大学附属病院
ｉMEP ニプロホール
臨床研究情報センター
ｉMEP ニプロホール
京都学園大学太秦キャンパス
奈良県文化会館
紀南病院 講堂
ｉMEP ニプロホール
三笑堂
グランフロント大阪北館７階

6月17日
6月4日
7月22日
7月29日
11月18日
12月2日

くにびきメッセ
米子文化ホール
広島県医師会館
岡山コンベンションセンター
広島国際会議場
山口大学医学部附属病院

7月22日
9月30日

エスポワール愛媛文教会館
レグザムホール

7月22日
7月15日
11月25日
11月25日
2018年2月17日

佐賀市文化会館
産業医科大学病院
長崎TMSセンター
鹿児島県市町村自治会館
熊本大学医学部附属病院

