
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者：

 

 

特別講演︓村嶋幸代（⼤分県⽴看護科学⼤学

 

教育講演︓⼩寺隆元（社会医療法⼈

 

 

日時：

会場

 

大会長：塩月
     

副大会長：田村

    

 

会費：

問い合わせ先

第

〒876

【参加申し込み先】

第 3

診療看護師（

対象者：全ての医療

特別講演︓村嶋幸代（⼤分県⽴看護科学⼤学

拡⼤する診療看護師（

教育講演︓⼩寺隆元（社会医療法⼈
糖尿病新時代に応える

日時：2019
受付 14:00

 

会場：大分県立看護科学大学
〒870

大会長：塩月
     日本

NP

副大会長：田村

     NP

会費：1000

The 3

問い合わせ先：社会医療法人

第 3 回九州診療看護師

876-0851 

【参加申し込み先】

3 回 九州診療看護師（

診療看護師（

全ての医療専門職にとって、

特別講演︓村嶋幸代（⼤分県⽴看護科学⼤学

拡⼤する診療看護師（

教育講演︓⼩寺隆元（社会医療法⼈
糖尿病新時代に応える

2019 年 2
14:00～ 

大分県立看護科学大学
870-1201 

大会長：塩月 成則（社会医療法人小寺会

日本 NP 学会理事、九州

NP 修士修了

副大会長：田村 委子  国立病院機構

NP 修士修了、

1000 円 (大学院生

The 3rd Annual Meeting of Kyusyu Society of Nurse Practitioner 

：社会医療法人

州診療看護師(NP

0851 大分県佐伯市常盤東町

【参加申し込み先】 kyusyu.np.oita@

九州診療看護師（

時代のニーズに応える

診療看護師（

専門職にとって、

特別講演︓村嶋幸代（⼤分県⽴看護科学⼤学

拡⼤する診療看護師（

ー社会ニーズに応えるために

教育講演︓⼩寺隆元（社会医療法⼈
糖尿病新時代に応える

2 月 16
 開始 14:30

大分県立看護科学大学
 大分県大分市大字廻栖野

（社会医療法人小寺会

学会理事、九州

修士修了 1 期生、京都大学学士

国立病院機構

修士修了、MS, AD

大学院生 1000 円、学部生

Annual Meeting of Kyusyu Society of Nurse Practitioner 

：社会医療法人 佐伯中央病院（会場ではありません）

NP)研究会学術集会

大分県佐伯市常盤東町

kyusyu.np.oita@

九州診療看護師（

時代のニーズに応える

診療看護師（NP）のフィールド多様性

専門職にとって、チーム医療について

特別講演︓村嶋幸代（⼤分県⽴看護科学⼤学

拡⼤する診療看護師（NP

社会ニーズに応えるために

教育講演︓⼩寺隆元（社会医療法⼈
糖尿病新時代に応える FGM(Flash Glucose Monitoring)

 その他、

16 日（土）
14:30～ 

大分県立看護科学大学 
大分県大分市大字廻栖野

（社会医療法人小寺会

学会理事、九州診療看護師

期生、京都大学学士

国立病院機構 別府医療センター

AD, NP, RN

円、学部生 500

Annual Meeting of Kyusyu Society of Nurse Practitioner 

佐伯中央病院（会場ではありません）

究会学術集会 準備室

大分県佐伯市常盤東町 6-30  電話：

kyusyu.np.oita@gmail.com（懇親会参加の有無、所属、お名前をご明記下さい）

1 

九州診療看護師（NP

時代のニーズに応える

）のフィールド多様性

 

チーム医療について考える

特別講演︓村嶋幸代（⼤分県⽴看護科学⼤学

NP）の活躍を支える基盤づくりと方策

社会ニーズに応えるために

教育講演︓⼩寺隆元（社会医療法⼈ 佐伯中央病院
FGM(Flash Glucose Monitoring)

 

その他、様々なフィールドで活躍する

日（土）14:
 

 講堂 
大分県大分市大字廻栖野 2944-

（社会医療法人小寺会 佐伯中央病院

診療看護師(NP)研究会

期生、京都大学学士 MS, BS, NP, RN, PHN 

別府医療センター

RN 

500 円)  懇親会

Annual Meeting of Kyusyu Society of Nurse Practitioner 

佐伯中央病院（会場ではありません）

準備室（担当：加藤、塩月）

電話：0972-

gmail.com（懇親会参加の有無、所属、お名前をご明記下さい）

NP）研究会

時代のニーズに応える

）のフィールド多様性

考える学術集会

特別講演︓村嶋幸代（⼤分県⽴看護科学⼤学 学⻑、東京⼤学名誉教授）

）の活躍を支える基盤づくりと方策

社会ニーズに応えるために

佐伯中央病院
FGM(Flash Glucose Monitoring)

様々なフィールドで活躍する

14:３0～

-9   

佐伯中央病院 NP

研究会 代表幹事

MS, BS, NP, RN, PHN 

別府医療センター 診療看護師

懇親会(18:30

Annual Meeting of Kyusyu Society of Nurse Practitioner 

佐伯中央病院（会場ではありません）  

（担当：加藤、塩月）

-22-8846 

（懇親会参加の有無、所属、お名前をご明記下さい）

研究会 

時代のニーズに応える 

）のフィールド多様性

学術集会です！是非、気軽にご参加下さい！

学⻑、東京⼤学名誉教授）

）の活躍を支える基盤づくりと方策

社会ニーズに応えるためにー 

佐伯中央病院 副院⻑
FGM(Flash Glucose Monitoring)

様々なフィールドで活躍する NP

～1８:30

NP 診療室長 

代表幹事 

MS, BS, NP, RN, PHN 

診療看護師(NP) 

(18:30-)：1000

Annual Meeting of Kyusyu Society of Nurse Practitioner 

 

（担当：加藤、塩月） 

  FAX 0972

（懇親会参加の有無、所属、お名前をご明記下さい）

 学術集会

 

）のフィールド多様性

是非、気軽にご参加下さい！

学⻑、東京⼤学名誉教授）

）の活躍を支える基盤づくりと方策

 

副院⻑、NP
FGM(Flash Glucose Monitoring)の展望

NP の一般口演

:30  

 看護副部長）

MS, BS, NP, RN, PHN  

NP)  

1000 円（別途参加申し込み）

Annual Meeting of Kyusyu Society of Nurse Practitioner  

FAX 0972-22-8844

（懇親会参加の有無、所属、お名前をご明記下さい）

学術集会 

）のフィールド多様性 

是非、気軽にご参加下さい！

学⻑、東京⼤学名誉教授）

）の活躍を支える基盤づくりと方策 

NP 指導医
の展望 

一般口演が有ります。

看護副部長） 

円（別途参加申し込み）

8844 

（懇親会参加の有無、所属、お名前をご明記下さい） 

是非、気軽にご参加下さい！ 

学⻑、東京⼤学名誉教授） 

 

指導医） 

が有ります。 

円（別途参加申し込み） 


