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2022年度 循環器専門ナース研修 募集要項 

Cardiology Nurse Specialist 

Training Course Syllabus 

主催：公益社団法人臨床心臓病学教育研究会 
 

後援：日本心臓財団 VHJ機構 大阪府医療法人協会 大阪府病院協会 

大阪府医師会 大阪府看護協会 大阪府私立病院協会 日本病院会 

 

[循環器専門ナース研修の目的と特徴] 

私たちが望む「循環器専門ナース」は、自己研鑽を続け、医療の仲間と勉強したことを共有し、後輩や新人

ナースを教育し、積極的にチーム医療に参加していくことができる専門知識を持ったナースです。 

しかしその前に、一人の社会人として、人間性に溢れ患者さんに共感できる医療者であって欲しいと考えて

います。 

 

この理念を実現するために、当法人は、臨床に即した高度な実践的教育を目的に「循環器専門ナース研修」

を 2000 年度より年 1 回、2011 年度からは年 2 回実施し、全国の多くの看護師のみなさんから高い評価を得

てきました。 

 

この研修の特徴として、専門講師による講義以外に「心臓病患者シミュレータ『イチロー』」を使っての実習

があります。視診・触診・聴診などベッドサイドでフィジカルアセスメントができるための手技 clinical skill

を習得し、診断能力の向上を図っています。 

 

また研修カリキュラムの中には、本研修を修了した専門ナースたちが中心となり、看護の視点での症例検討

会も実施しています。小グループに分かれ積極的にディスカッションすることで、お互いが自分の経験や知識

を伝えあい、自分とは異なる考えにも気づくことができる、全員参加型の検討会です。 

 

これらの講義や実習を通して、「視る」｢聴く｣「触れる」など五感を使って感じ、自分の頭で考え、周囲に発

信していける循環器専門ナースの養成を目指しています。 

 

この研修期間中に、講義内容が十分理解できなくてもかまいません。その分復習をしっかりしてください。

臨床の現場で何か困った時は、病院や自宅でテキストなどを読み直し、講師陣の話を思い出し、その問題解決

に役立ててください。そしてそれを周囲の人たち、若いナース、新人ナースに教えてあげてください。そうす

ることがあなたの自信となり、財産となります。 

 

私たちは、この研修によって以下のような循環器ナースに育っていただくことを期待しています。 

 

[期待する循環器専門ナース] 

① 専門医療機関における高度医療に対応するために、医師と対等の知識と経験を持ち、 

臨床の現場では、病態像や治療に関して患者・家族に理解できる表現でコミュニケー 

ションをもつ事ができるナース。 

② 入院中だけでなく、退院後の生活も考慮した患者教育ができるナース。急性期での 

観察や個別性をもった看護から、慢性期を見据えたアセスメントができるナース。 

③ 講義や現場などで学んだ知識や技術、経験を、同僚や若い後輩たちに伝え、教育していく 

ことが出来るナース。 
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[講師陣]   

髙階 經和  公益社団法人臨床心臓病学教育研究会（JECCS）理事長 

木野 昌也  北摂総合病院理事長・公益社団法人臨床心臓病学教育研究会（JECCS）会長 

斎藤 隆晴  北摂総合病院診療部健診科部長兼健康管理センター長（JECCS業務執行理事） 

天野 利男  天野内科循環器科院長（JECCS理事） 

猪子 森明  田附興風会医学研究所北野病院心臓センター循環器内科主任部長（JECCS理事） 

真 壁  昇  関西電力病院疾患栄養治療センター室長（JECCS理事） 

和泉 俊明  社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院循環器内科部長 

岩永 善高  国立研究開発法人国立循環器病研究センター副循環器病統合情報センター長 

岡  崇 史  大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学助教  

越智 恭子  循環器専門ナース研修常任講師 

神 出  計  大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻総合ヘルスプロモーション科学講座教授 

栗田 隆志  近畿大学医学部循環器内科（心臓血管センター）教授 

坂田 泰史  大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学教授 

佐古 守人   医療法人橘会 東住吉森本病院 薬剤科主任 

佐藤 真治  帝京大学医療技術学部教授 

田中 有紀子  大阪国際がんセンターがん看護専門看護師 

谷口 泰代  兵庫県立はりま姫路総合医療センター 

寺﨑 文生    大阪医科薬科大学医学部医学教育センター副センター長・専門教授 

戸田 宏一  大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科准教授 

中  麻 規子  循環器専門ナース研修講師 

西本 泰久  京都橘大学健康科学部教授 大阪府三島救急医療センター顧問  

森 井  功  北摂総合病院副院長兼救急診療科部長兼循環器科                    

（敬称略・順不同） 
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[研修概要と募集要項] 

※ご注意 

お申込の際は当法人のホームページより受講申込フォームにてお手続き願います。 

 申し込み時期は夏・冬各々設けております。 

 今回は、夏季開催研修のみの受付となりますのでご注意ください。 

 

《研修方法》 

自宅等で受講する「Web講義」と、ジェックス研修センターに集合いただく「対面研修」により実施

します。 

 ・第1日目～6日目 Web講義 （※１） 

自宅などからPCで受講してください。 

       ・第7日目～8日目 対面研修 （※２） 

〈会場〉公益社団法人臨床心臓病学教育研究会（ジェックス） 

    ジェックス研修センター（アジア・ハート・ハウス） 

           〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-6-17 新大阪シールビル4階 

《研修期間》【 Web講義 】 

2022年7月16日（土）～9月11日（日）（土・日連続2日間×3回の計6日間） 

      【 対面研修 】 

（A日程）2022年9月 3日（土）、4日（日）（連続2日間） 

（B日程）2022年9月10日（土）、11日（日）（連続2日間） 

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、A日程、B日程の2グループに分けて実施します。  

※対面研修日程は抽選によりどちらかに決定し、当選連絡の際にお知らせします。       

                          （事前にどちらかを指定いただくことはできません。） 

《研修定員》 Web講義 ： 40名 

対面研修  ： A日程B日程とも 各20名 

《参加資格》 お申込の時点で以下のいずれかの条件を満たす方  

① 准看護師と看護師合わせて満5年以上の実務経験を有する看護師 

（ただし、看護師として1年以上の経験を有する方） 

② 満5年以上の実務経験を有する医療従事者 

（薬剤師、臨床検査技師、保健師、臨床工学技士等） 

《研修参加費》 ジェックス会員    ：160,000円 ※会員価格は募集開始時点で既に会員であることが前提となります。 

ジェックス会員以外：170,000円   (研修費及び教材費を含む) 

         

《受付期日》 2022年 4月1日(金)から 4月7日(木)  

       当法人ホームページの受講申込フォームからお申し込みください 

《選考方法》 厳正なる抽選により決定します。 

《発  表》 結果は事務局より申込者全員に、メールでお送りします。 

4月15日を過ぎても結果が届かない場合は事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 



 

4 

 

《参加費払込期限》 

●申込金払込期限 

4月28日（木）までに 申込金20,000円を払込んでください。  

      ●残金払込期限 

5月13日（金）までに 残金（ジェックス会員140,000円、非会員150,000円）を 

払込んでください。 

※全額一括払込の場合も4月28日（木）までに払込みをお願いします。 

※入金が遅れる場合は必ず期日までに御連絡下さい。 

※受講決定した方には別途、参加費の納入方法等のご案内を郵送いたします 

※御連絡が無い場合、受講のご意志がないものと判断いたします。 

[循環器専門ナース認定について] 

《認 定》        

(1)  本研修を修了した者には、「循環器専門ナース」(Cardiology Nurse Specialist)の認定試験を実施します。 

(2) 認定試験に合格した者は、向こう5年間「循環器専門ナース」として認定し、認定証を発行します。 

(3) 「循環器専門ナース」の認定とあわせて、1年間の会費免除により、当法人会員資格（B会員）が得ら

れます。 

(4) 当法人理事会の承認を得た者は、一定の条件の下、当法人の教育スタッフとして研修活動に参加できます。 

(5) 内外の学会発表や論文作成を行う場合、必要により当法人理事からの助言を受けることができます。 

 

《認定更新》 

(1) 「循環器専門ナース」認定者に対し、認定後5年ごとに認定更新試験を実施します。 

  更新試験対象者には、認定期間終了までに、実施要領を別途通知します。（更新試験受験料が必要です。） 

(2) 試験に合格した者は、さらに向こう5年間有効の認定証を発行します。 

(3) 認定更新試験を受験するためには、専門ナース研修修了以降継続してジェックス会員であることが必要

です。（B会員会費 8,000円／年） 

 

※１）Web講義はZoomで実施します。安定したWi-Fi環境、PC（またはタブレット端末など）、イヤホンな

ど、事前に準備を整えていただく必要があります。（スマホでの受講も可能ですが、受信状態が不安定な

場合も多いため、PCでの受講をお勧めします。） 

Zoomでの視聴方法などは、後日ご連絡します。 

当日の講義画像は受講生に限定して3か月間程度を目途にYouTubeで無料配信する予定です。 

Web講義の場合でも講師の先生に対する質問などは受け付け、可能な限りその場で答えていただくよう

にするとともに、終了後のメールによる質問も受け付けます。 

 

※２）対面研修時の、新型コロナウイルス感染予防対策については別紙『循環器専門ナース研修開催におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策について』をご覧ください。 

感染拡大に憂慮する状況で集合研修が困難な状況になる場合は、改めてご連絡いたします。 

 

 

 

 

 お電話でのお問い合せは、平日午前10時から午後4時の間にお願いいたしま

す。メール、FAXは24時間受信可能ですが、ご連絡に数日かかることがあり

ますのでご了承下さい。 

 

 

お問い合わせ先： 

 公益社団法人臨床心臓病学教育研究会 （略称：ジェックス） 

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-6-17 新大阪シールビル 4階 

        電話 06-6304-8014 FAX:06-6309-7535 

        https://www.jeccs.org  email:nurse@jeccs.org 
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循環器専門ナース研修開催における 

新型コロナウイルス感染予防対策について 

 

公益社団法人臨床心臓病学教育研究会 
 

 

循環器専門ナース研修において、対面研修開催の際には以下のとおり感染予防対策を実施いたします。 

 

【受付時の対応】 

・講師、受講生とも、毎回来場時に非接触型体温計で検温を行うとともに、アルコールによる手指の

消毒とマスクの着用を厳守していただきます。 

※万一検温において 37.5 度以上の発熱や感染が疑われる症状にあった場合は、受講をご遠慮いた

だきます。 

 

【受講定員と座席配置について】 

・受講定員を各日程 20名前後とし、座席は前後の間隔も十分に取って配置します。 

 

【研修室の換気について】 

・研修室は研修中も一部の窓を開けるなど換気を行いますが、休憩時間には一斉換気を実施します。 

 

【トイレの使用について】 

・使用可能なトイレを増やし、過度な順番待ちの行列ができないように配慮しています。 

再入室の際には、手指消毒ができるように消毒液を設置します。 

 

【その他】 

 ・受講に際しては、各自で万全の対策を講じたうえでのご参加をお願いいたします。 

 

 ・受講日前の 3日間に発熱、上気道障害、味覚障害等の体調不良があった場合は参加をご遠慮くださ

い。 

 

 ・受講中に体調不良が発生した場合は、直ちに事務局職員にご連絡ください。受講継続に疑義がある

場合はジェックス担当者の指示に従って頂きますのでご承知ください。 

  

・やむを得ず対面研修の指定日に参加できない事象が発生した場合は、極力次回以降の対面研修に編

入して、ご受講いただけるよう調整いたします。ご遠慮なく事務局までご相談ください。 

 

・上記対応策について、今後変更、修正、追加対応が必要と認められる場合は、適宜対応いたします。 

 

 

 

2022年 3月 

 

 


