日本小児看護学会人材養成事業「小児看護スキルアップ研修」受講申込みについて
小児看護スキルアップ研修は、インターネット配信による研修システムです。
2020 年度より 2 つのコースを開講します。下記の内容をご一読の上、専用サイトでお
申し込みください。
開講コース
１．医療依存度の高い子どもと家族のコース（2020 年 12 月開講）
医療依存度の高い子どもと家族のコースは、これまで地域で医療依存度の高いお子さ
んとご家族の看護を行っている看護師や保健師の方、また、これから地域での活動を考
えている看護師の方を対象として、医療依存度の高いお子さんとご家族の支援に関する
知識を提供するものです。
第 1 章から第 4 章は e ラーニングによる学修で 12 回に分かれています。第 5 章は
1 日の集合研修になります。
第1章

障がいのある子どもにおける看護の動向と小児看護の目的・役割

2回

１）小児看護の包括的支援の方向性―社会や医療の動向を踏まえてー
２）障がいのある子どもと家族が生活する多様な場と障害のある子どもの権利
第2章

障がいのある子どもの成長発達と日々の生活の特徴

4回

３）障がいのある子どもの生活
４）代表的な疾患と治療
５）障がいのある子どもの成長発達の特徴
６）障がいのある子どもの成長発達の支援
第3章

障がいのある子どもが体験している症状とケア

4回

７）障がいのある子どもの看護(1)
８）障がいのある子どもの看護(2)
９）障がいのある子どもの看護(3)
10）障がいのある子どもの看護(4)
第4章

障がいのある子どもの家族

2回

11）障がいのある子どもの家族の特徴と支援
12）障がいのある子どもの家族の意思決定支援
第5章

障がいのある子どもと家族の事例演習（集合研修）

２．小児看護実践基盤コース（2021 年 3 月開講）
小児看護実践基盤コースは、これまで小児看護の経験がない、または経験の少ない新
人看護師の方や成人病棟等から小児病棟や小児科外来などに異動された看護師の方を
対象として、小児看護の基礎知識、子どもの発達や疾病などの特徴を踏まえた事例学修
を提供するものです。
基礎知識 5 回、事例 10 回に分かれており、すべて e ラーニング学修となります。

＜基礎知識＞

＜事例＞

・小児看護の特徴

・新生児期：体重増加不良の新生児と家族の看護

・小児看護における倫理

・乳児期：急性胃腸炎による脱水で入院した乳児

・社会の中の子どもと家族

と家族の看護

・子どもの成長・発達と発達と日常生活

・乳児期：急性脳症で入院した乳児と家族の看護

・子どもの一般的な症状と 必要な身体診察、アセ

・幼児前期：気管支 喘息で入院した幼児と家族の

スメント

看護
・幼児後期：ネフローゼ症候群で入院した幼児後
期の子どもと家族の看護
・幼児後期：口蓋扁桃アデノイド摘出術を受ける
幼児後期の子どもと家族の看護
・学童期：交通外傷による下肢の骨折で入院した
学童と家族の看護
・学童期：1 型糖尿病で入院した学童期の子ども
と家族の看護
・思春期：不定愁訴 があり不登校になっている事
例の看護
・思春期：てんかんをもつ思春期患者の看護

どちらのコースも 1 回はおよそ 60 分、3～4 回のパートに分かれています。
受講料
受講方法は、個人での申し込みと施設としての申し込みの 2 つの方法があります。
1 コースにつき以下の受講料となります。
１．医療依存度の高い子どもと家族のコース
個人申し込み
施設申し込み

会員

2,000 円

非会員

15,000 円

10 名まで

20,000 円

11～30 名

50,000 円

31～50 名

90,000 円

集合研修参加費

会員

1,000 円

（個人のみ）

非会員

5,000 円

会員

2,000 円

２．小児看護実践基盤コース
個人申し込み
施設申し込み

非会員

15,000 円

10 名まで

20,000 円

11～30 名

50,000 円

31～50 名

90,000 円

受講有効期間
受講期間は、受講登録後 2 年間です。
集合研修
現在予定の集合研修は、医療依存度の高い子どもと家族のコースです。
集合研修への参加は、e ラーニングの研修終了後、再度申し込みをする必要があります。
集合研修日 2 か月前までに申し込み下さい。
集合研修は個人申し込みのみです。施設申し込みはありません。
医療依存度の高い子どもと家族のコースに関する集合研修は、2021 年度に予定してい
ます。医療依存度の高い子どもと家族のコース受講の方には別途詳細を HP によりご案内
致しますので、各自確認してお申し込みください。
研修修了証
e ラーニングによるコース修了者には修了証を専用サイトから発行致します。修了証は
受講期間内にお受け取り下さい。
医療依存度の高い子どもと家族のコースについては、 e ラーニング修了時に修了証が発
行されます。集合研修に参加するためには e ラーニング修了証が必要です。また、コース
修了の修了証は、集合研修参加後になります。
申し込み方法
１．申し込み前の確認
１）申し込み前に受講環境（パソコン、タブレット、スマートフォンなど）をサンプル（お
試し）教材で動作確認をしてください。

サンプル教材の動作確認は以下の URL よりご確認ください。
URL をクリックすると、ログインページが表示されます。
下記のサンプル確認用 ID/パスワードで、ログインし、
お使いの端末で動画を正常に視聴できるかご確認ください。
https://jschn.glexa.net

サンプル確認用アカウント
ID：JSCHN_sample
パスワード：pR2uJKEd
パスワードは変更しないようにお願いいたします。

２）重複申し込みの有無の確認
個人と職場施設とが重複して申し込まれた場合、個人の申し込みのキャンセル、 受講
料の返却はできませんので、個人申し込みの前に施設に確認して ください。

３）特定商法取引に関する記載を確認してください。
最後のページに記載されています。
２．受講申し込み
１）WEB 申し込み
申し込みは、申し込み手続き画面から申し込み下さい。
申し込みはコース毎に行って下さい。
２）受講料の支払い
WEB で申し込みを送信された方は、10 日以内に受講料をお支払いください。
支払い方法は、受講申し込みが受理されますとメールで通知されます。
３．受講開始
受講申し込み、受講料の支払いが確認されましたら、受講登録がされます。
受講登録後、登録されたご自身のメールアドレスに「受講開始」に関するメールが、
VERSION2（e ラーニング運営委託業者）より届きます。メール受信後、専用サイト
にログインして受講を開始してください。
お支払い後 1 週間経過してもメールが届かない場合は、小児看護学会事務局 MAF に
ご連絡下さい。
小児看護学会事務局（MAF）
E メール：maf-jschn@mynavi.jp
TEL : 03-6267-4550
FAX : 03-6267-4555
４．コースの追加
次のコースを申し込む場合は、２．受講申し込み

の手続きを行ってください。

特定商法取引に関する記載
販売事業者名

一般社団法人日本小児看護学会
所在地

（https://jschn.or.jp）

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル
（株式会社 毎日学術フォーラム内）
E メール：maf-jschn@mynavi.jp
TEL : 03-6267-4550

FAX : 03-6267-4555

個人・施設向け配信
１．サービス内容名：研修用コンテンツ（小児看護スキルアップ研修）の配信とコンテンツ利用に
必要なログイン ID,パスワードの発行
２．サービス提供期間
研修用コンテンツの閲覧可能期間は受講登録後 2 年間
①医療依存度の高い子どもと家族のコース
②小児看護実践基盤コース

2020 年 12 月より配信

2021 年 3 月より配信

３．サービス提供方法
受講申し込み完了（受講登録）後、インターネット通信により提供
４．申し込み方法
学会ホームページ「小児看護スキルアップ研修」サイトからの申し込み
５．受講料の支払い方法
指定された銀行口座への振込とする
６．受講料
e ラーニング：1 コースにつき
日本小児看護学会会員 2,000 円
施設

非会員 15,000 円

受講者数 10 名まで 20,000 円、11 名～30 名 50,000 円

31 名～50 名 90,000 円

集合研修参加費
日本小児看護学会会員 1,000 円

非会員 5,000 円

７．受講料の支払い期限
WEB での受講申し込み後 10 日以内
８．返品・交換について
お 支払 いの 手続き 完 了後、 受講 者側 の都合 に よりキ ャン セル されて も 受講料 は返 金致 しませ
ん。
９．サービス開始期間
お支払い完了後、専用サイトへのログインの通知をもってサービスの開始とする。ただし、受
講期間は上記に示した期間とする。
10．動作環境
日 本小 児看 護学会 ホ ームペ ージ 上に ある受 講 環境を 確認 くだ さい。 申 し込み 前に サン プル教
材で動作環境を確認した上でお申し込みください。
11．注意事項
・クーリング・オフについて

特定商法取引法に規定されるクーリング・オフが適用されるサ

ービスではありません。
・ 受講 申し 込み取 り 消しに つい て

代金の 支 払期限 を過 ぎて もお支 払 いが確 認で きな い場合

は、申し込みを自動的にキャンセルさせていただきます。受講を希望される場合は新たに申
し込み手続きを行ってください。

