
期間および場所 　　　　　　　　　　　　内容              　　　　(敬称略）

令和元年7月5日(金)
13:30～16:00
福井県看護協会

 開講式・研修および交流会・実習オリエンテーション

 講演「訪問看護をめぐる動向」福井県看護協会会長

令和元年
　7月5日(金)

～
 12月4日(水)
(5ヶ月間)

各職場および各自宅

 ＜訪問看護ｅラーニング＞
各自インターネットを使いパソコン・タブレット等の画面を見て学習
する。
【6単元受講】
 ① 訪問看護概論
　  訪問看護の役割、介護保険など保険医療福祉制度、訪問看護ス
　　テーション開設・運営の基礎、訪問看護の倫理など
 ② 在宅ケアシステム論
　　地域包括ケアシステム、多職種連携、ケアマネジメント、在宅移
　　行支援など
 ③ リスクマネジメント論
　　医療安全、労働災害予防、感染管理、災害対応など
 ④ 訪問看護対象論
　  訪問看護の対象(療養者・家族・地域)
 ⑤ 訪問看護展開論
　  訪問看護過程、訪問看護の実際、記録など
 ⑥ 訪問看護技術論
　  ・訪問看護展開のための知識・技術
　　　療養生活の支援、フィジカルアセスメント、リハビリテーショ
　　　ン看護、服薬管理など
　  ・医療処置別の知識・技術
　　　経管栄養法、中心静脈栄養法、スキンケアと褥瘡ケア、ストー
　　　マケア、腹膜透析、在宅人工呼吸療法など
　　・対象別の知識・技術
　　　急変時・がん・認知症・精神・小児・難病・エンドオブライフ
　　　ケア

令和元年
8月20日(火)

～
12月19日(木)

の4か月間で4日間
県内訪問看護ステーション

 訪問看護ステーション実習(同行訪問)4日間

※看護職賠償責任保険未加入の場合は、講習会受講者として加入する
保険に加入していただきます。
※受講者および実習先の都合により実習予定期間から外れることもあり
ます。事前に受講者の希望を聞き、実習日および実習先を決定します。

13:00～16:00  講義・演習　「訪問看護の倫理・事例学習」
講師　訪問看護認定看護師

16:00～16:10  休憩・アンケート記入
16:10～16:40　閉講式・修了証書授与

2019(令和元)年度　訪問看護師養成講習会プログラム

 受講から修了までの流れ
 ① ユーザーＩＤ・パスワードが、登録したメールアドレスに送られてきて開始。
 ② 学習30～35時間の学習時間が必要。受講可能期間の5ヶ月間は繰り返し学習可能。
    スライドはＰＤＦとしてダウンロードが出来る。
 ③ 各章の最後に確認テスト(70％以上の正解で合格)を受ける。
    テストは合格するまで受けられる。
 ④ 受講者は、期間中担当者への質問や相談が出来る。
 ⑤ 全課程の学習を終え修了要件を満たすと「訪問看護ｅラーニング修了証書」が発行され
    ます。(日本訪問看護財団が発行)

令和2年1月17日(金)
13:00～16:40
福井県看護協会
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辞退届 申込後原則キャンセルはできませんが、諸事情でのキャンセルは｢辞退届｣を提出ください。

1．演習：福井県看護協会
2．実習：福井県内訪問看護ステーション

2019(令和元)年度　訪問看護師養成講習会　開催要項

 超高齢社会の進展に伴い、慢性疾患患者や医療ニーズの高い在宅療養者が急増する中、
質の高い看護サービスを提供できる訪問看護の育成・確保が求められている。
より多くの看護職が受講できるよう「訪問看護ｅラーニング」を活用した訪問看護師養成
コースを開催し、看護実践力と高い判断力を持つ訪問看護師の育成を目的とする。

福井県（公益社団法人福井県看護協会受託）

1．・訪問看護の基礎を勉強したい訪問看護師（訪問看護経験3年未満）
　 ・退院支援の分野で知識を広げたい病院看護師
   ・訪問看護分野の就業希望者

2．全日程を修了可能な者

3．賠償責任保険に加入しており、受講期間中の事故・災害等の自己責任をとれる者
　(未加入の場合は、講習会受講者としての加入および保険料自己負担に応じる者)

4．本人のパソコン等のメールアドレスがあること
 ＊登録通知やお問い合わせへの対応などにメールを使用するため、出来るだけパソコ
　ンのメールアドレスを用意することが望ましい。

5．パソコン推奨環境（表1）が整っており、パソコンの基本操作ができる者

6．日本訪問看護財団のホームページ上の「訪問看護eラーニング」体験版が問題なく
　 体験できること（スライド・音声・参考映像の自動再生が出来れば受講可能）

プログラム参照(別紙)
1．訪問看護ｅラーニング　   5か月間（7月～12月）
2．演習(開講・閉講式を含む) 2日間
3．訪問看護ステーション実習 4日間　 (8月～12月）

1．受講料：6,000円（自己負担）開講式当日受付にてお支払ください。
   ｅラーニング使用料8,000円の補助あり
2．賠償責任保険未加入の場合は、講習会受講者として加入する保険に加入し
　 保険料(3,000円前後)は自己負担とする。
3．学習に必要なインターネットの接続・通信料金、交通費、食事代等は自己負担とする。
　
＊なお、入金された受講料は受講者の都合による理由での返金はできませんのでご了承
  ください。

30名（先着順）

令和元年5月13日（月）～ 5月31日（金）必着

1. 受講希望する者は、福井県看護協会ホームページ掲載の月別研修のご案内から所定
　の申込書に必要事項を入力し、ｅラーニング学習で使用するPC等のメールに添付し
　て申し込む。
2. 受講決定(受講の可否)は、 6月18日(火)までに各自へ連絡する。
3. 福井県看護協会は、 6月25日(火)までに日本訪問看護財団へ「訪問看護ｅラーニ
　 ング」の一括受講を申込む。

1. 「訪問看護ｅラーニング」を修了した者には、「訪問看護ｅラーニング修了証書」
　 を日本訪問看護財団が発行する。
2. 実習を含めた全日程を修了した者には、「訪問看護人材養成基礎カリキュラム修了
　 証書」を福井県看護協会が交付する。



表1　推奨環境

推奨OS

メモリ

モニター
解像度

プラウザ

プラグイン

通信速度

その他
注意事項

※お申し込みの際は、ご使用のパソコンの環境を確認の上、必ず体験版をご視聴くだ
　さい。スライド・音声・動画の自動再生ができれば受講可能です。
※iPad等のタブレットでも受講して頂けます。その他タブレット、スマートフォンで
　の受講をご希望の場合は、体験版でスライド・音声・参考映像の視聴及びテストの
　送信が行えることを確認の上、ご利用ください。
※音声デバイス(スピーカー、イヤホンなど) が接続されていないパソコンではコース
　上の動画・音声が再生されない場合があります。受講の際には音声デバイスのご用
　意をお願いいたします。
※上記の推奨環境は予告なく変更される可能性があります。
※登録通知やお問い合わせへの対応などにメールを使用します。できるだけパソコン
　のメールアドレスをご用意ください。
※携帯電話のメールアドレスをご利用の方で、迷惑メール対策の設定をしている場合
　パソコンからのメールが受信できるよう登録前に「netlearning.co.jp」のドメイン
　指定受信設定等を行ってください。
※フリーwebメールアドレス（Hotmail、yahoo!メールなど）をご利用の方は、登録
　通知等のメールが迷惑フォルダ等に自動的に振り分けられてしまうことがあり
　ます。
　その場合、「support@netlearning.co.jp」を救済リスト/差出人セーフリスト等
　に設定してください。
※PDFファイル資料および「訪問看護eラーニング」修了証書を印刷する場合はプリ
　ンターが必要となります。

Windows 7(SP1)、windows 8.1、windows 10
※ Mac 環境下の動作での受講についてはOS:mac OS 10.13、ブラウザ:Safari 11での
動作確認をしているがPCによっては不具合が生じる場合がある。

1GB以上(32bit OS) 、2GB以上（64bit OS)
 ※ Windows7(SP1)、windows 8.1、windows 10の場合はMicrosoft社の推奨環境を参照
のこと。

1024×768ピクセル以上

Internet Explorer 11(デスクトップ版) 、Microsoft Edge
※ Chrome は推奨環境外となっている。
※ Firefox では正常に表示されない。
※ mac OSにおけるSafari 11での動作は確認しているが、使用のPCの環境によっては
不具合が生じることがある。Internet Explorerでの受講にあたってはMicrosoft社の
サポート対象となっているバージョンの利用を勧める。

  Adobe Reader
※最新バージョンを推奨する。

ブロードバンド環境 (10Mbps以上を推奨)
※利用のインターネットプロバイダやNTT基地局との距離によっては正常に表示されな
い可能性がある。必ず体験版の動画が再生されることを確認のこと。



【「訪問看護eラーニング」受講に際しての注意事項】
（以下、訪問看護eラーニングを「eラーニング」と言う）

1．eラーニングの実施期間は下記のとおりです。

　　　　申込期間　　　：　都道府県看護協会の定めた通り

              開講日　　　　：　都道府県看護協会の定めた通り

　　　　受講可能期間　：　ユーザID・パスワード発行日から5ヶ月間

2．eラーニングは、看護職を対象とした内容となっていますが、看護職の資格がなくても受講

    できます。

　ただし、都道府県看護協会の定めがある場合はそれに従います。

3．eラーニングの受講を修了すると「訪問看護eラーニング修了証書」を日本訪問看護財団から発行し

   ます。なお、設定された受講期間内に修了しない場合は、修了証書は発行されません。

4．eラーニングの受講に加え、所定の実習を行った場合「訪問看護人材養成基礎カリキュラム」の修了

   証書が都道府県看護協会もしくは都道府県から発行されます。

5．eラーニングを申込み、支払いされた受講料は受講者の都合による返金はできません。

6．eラーニングの受講に際し、登録いただく情報は、受講管理等に必要な情報となりますので真実かつ

　　正確な情報を登録ください。登録情報が正確ではないことが判明した場合は、eラーニングの受講

　　をお断り、または中断する場合がありますので、予めご了承ください。

7．eラーニングの受講に際し発行されたユーザＩＤ及びパスワードは、自己の責任において厳重に管理

   をお願いします。また、第三者への開示、貸与、共有は禁止します。

8．eラーニングを受講目的以外に利用した場合やユーザＩＤ、パスワードを故意又は過失に限らず第三

    者に漏洩したことに伴う不正利用等があった場合は、eラーニング受講を中止することがあります。

  また、不正利用等により当財団が損害を被った場合は、損害賠償を請求いたします。

9．eラーニングの受講に際し、当財団が取得した個人情報は、eラーニングを運営する上で必要な目的

  以外には利用いたしません。

10．当財団は、前文の個人情報の利用範囲において、業務委託先の株式会社ネットラーニング、業務再

　　委託先のネットラーニングホールディングスに個人情報の取り扱いを委託します。

※受講には、上記注意事項を確認し、同意いただくことが必要です。
（同意いただけない場合は、申込みできません。）



eラーニングシステム利用規約

第１条（規約の適用）
本規約は、当社が提供するeラーニングコースの利用を申込み、当社がその利用を承認した者

（以下「受講者」という）が、当該eラーニングコースを受講するためのeラーニングシステム
（以下「本システム」という）を利用する際に適用されます。
受講者は、本システムの利用にあたり、都道府県看護協会の指定した方法で本規約の内容への同
意を表明することにより本規約の内容を承諾しているものとみなされます。
2. 本システムは、株式会社ネットラーニングにより運営されているため、以下に定める当社の
行為、権利・義務の行使については、同社に代行・代理させることがあります。
3. 本規約と「訪問看護eラーニング受講に際しての注意事項」に重複して定められた事項につい
ては本規約が優先するものとします。

第２条（受講者への通知）
当社は、受講者に対しインターネット上または当社が適当と判断する方法により、随時本規約

に関わる必要な事項を通知、または照会できる状態におきます。
2.前項の通知は、当社が前項の規定により行った時点で効力を発するものとし、同時に当該通知
が、この規約の一部となることがあります。

第３条（規約の変更）
当社は受講者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、本システム

の利用条件は変更後の規約によります。
2.変更後の規約は、前条の規定により受講者へ通知するものとし、別段の受講者からの異議申し
立てがない限り通知日をもって受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。

第４条（設備等）
受講者は、本システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随

して必要となる全ての設備を自己の費用と責任において準備し、本システムが利用可能な状態に
置くものとします。また、自己の費用と責任でインターネットにより本システムに接続するもの
とします。

第５条（システム利用開始の許諾）
当社は、受講者に対するＩＤおよびパスワードの発行もって本システムの利用を当該受講者に

対し許諾するものとし、当該受講者は本システムを本規約に定める条件に従って利用することが
できるものとします。
2.当社は、受講者に対するＩＤおよびパスワードの発行ならびに本システムの利用許諾をＥメー
ルまたは当社が適当と判断する方法により通知します。

第６条（ＩＤおよびパスワードの抹消）
当社は、利用申込の承認後であっても当社が承認した受講者が本規約の規定に違反した場合、あ
らかじめ当該受講者が届け出たメールアドレスに対し通知することにより、利用申込の承諾を取
り消し、発行済のIDおよびパスワードを抹消することができます。

第７条（ＩＤおよびパスワードの管理責任）
受講者は、自己のＩＤおよびパスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとし

ます。
2.当社は、受講者のＩＤおよびパスワードが第三者に使用されたことによって当該受講者が被る
損害について、当該受講者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
3.受講者は、自己の設定したパスワードを失念した場合、またはＩＤおよびパスワードが盗まれ
たり、第三者に使用されたりしていることを知った場合には、直ちに当社に申し出るものとし当
社の指示に従うものとします。
4.当該ＩＤおよびパスワードによりなされた本システムの利用は、当該受講者によりなされたも
のとみなします。

第８条（自己責任の原則）
受講者は、自己のＩＤおよびパスワードにより本システムを利用してなされた一切の行為およ

びその結果について当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負います。
2.受講者は、本システムの利用により当社または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任
と費用をもって損害を賠償するものとします。

第９条（禁止事項）
　受講者は、本システム上で以下の行為を行わないものとします。
(1) ＩＤおよびパスワードを不正に使用する行為。
(2) 本システムを通じて、または本システムに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログ
ラムを使用もしくは提供する行為。
(3) 当社の商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4) 本システムを通じて入手したデータ、情報、文章、ソフトウェア等に関し、著作権法で認め
られた私的利用の範囲を超え複製、販売、出版等を行う行為。



(5) 上記各号の他、法令、本規約に違反する行為、本システムの運営を妨害する行為、当社の信
用を毀損、もしくは財産を侵害する行為、または当社に不利益を与える行為。
(6) 上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。
(7) その他、当社が不適切と認める行為。

第１０条（利用資格の中断・取り消し）
受講者が前条の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく直ちに当該受講者の本シス
テムの利用資格を中断または将来に向かって取り消すことができるものとします。なお、利用資
格が取り消された場合においても、当該受講者に本規約に基づく債務が存在する場合は、当該受
講者は当該債務の全額を当社に対して負担するものとします。
2.当社は、前項の措置を取ったことにより当該受講者が本システムを利用できず、これにより損
害が発生したとしてもいかなる責任も負わないものとします。

第１１条(損害賠償)
受講者は、本規約および法令の定めに違反したことにより当社を含む第三者に損害を及ぼした

場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし当社を含む第三者を免責しなければならないもの
とします。

第１２条（システム条件）
当社は、本システムの運営に関し本システムの利用を監視し、必要と認める場合、自己の裁量

において本システムへのアクセスを制限することができます。

第１３条（システムの一時的な中断）
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、受講者に事前に通知することなく一時的に

本システムを中断することがあります。
(1) インターネット上に不具合が発生し、インターネットの利用ができなくなった場合。
(2) 当社が本システムにおけるインターネット接続を委託している、インターネット接続システ
ム事業者が保有する通信設備等に不具合が発生し、インターネットの利用ができなくなった場
(3) 本システム用設備等の保守を定期的または緊急に行う場合。
(4) 火災、停電等により本システムの提供ができなくなった場合。
(5) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本システムの提供ができなくなった場合。
(6) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本システムの提供ができなくなった場合。
(7) その他、運用上または技術上当社が本システムの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項各号のいずれかまたはその他の事由により本システムの提供の遅延または中断等
が発生したとしても、これに起因する受講者または第三者が被った損害について一切責任を負わ
ないものとします。

第１４条（サービス提供の中止）
当社は、事前通知をした上で本システムの全部または一部の提供を中止することがあります。

但し、事前通知について緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第１５条（免責）
　本システムの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。
2.当社は、本システムの利用により発生した受講者の損害（第三者との間で生じたトラブルに起
因する損害を含みます。）、または第三者の損害に対しいかなる責任も負わないものとし損害賠
償義務を一切負わないものとします。
3.当社は、本システムへのアクセス制限、本システムの中止・中断などの発生により、本システ
ムを利用できなかったことにより発生した受講者または第三者が被ったいかなる損害について理
由を問わずいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

第１６条(協議)
本システムに関連して受講者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意

をもって協議するものとします。

第１７条（専属的合意管轄裁判所）
受講者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を受講者と当社の第一審の専属

的合意管轄裁判所とします。

第１８条（準拠法）
　本規約に関する準拠法は、日本法とします。

附　則
　この規約は2009年1月1日から施行します。
　なお、この文中の「当社」とは「日本訪問看護財団」を示します。

※受講には上記、利用規約を確認し、同意いただくことが必要です。
（同意いただけない場合は申込みできません。）


