現場目線で自己成長！

隔月刊誌
定期刊行物
会員制

次 世 代 の 管 理 者 を目 指 す

B5変型判 104頁 オール2色＋全記事電子閲覧
年6回（奇数月の30日）発行
入会金 3,000円
年間購読料 16,980円（共に税込）

本誌すべての掲載記事がスマホやパソコンで読めます！
写真や図表に加えて、
執筆者の解説動画やイラストを使ったスライド動画でよりやさしく学べる！
《年間購読者限定》

専用サイトで

期間限定
セミナー
視聴

-月号

3
4

30分の
動画セミナー
80分の
動画セミナー

魅力ある師長・主任の交渉術

〜コミュニケーション能力を高めて組織変革を〜

師長をサポートする、
そして師長のサポートを得るためのコツ

［5/27〜7/31予定］ 5月
※
『ナースマネジャー』
をご購読の方も見られます。

弁の立つ 主任になる

医師や多職種との交渉にも自信！
手短に分かりやすく論理的に話すスキル

-月号

新卒看護師＋中途採用者の教育・支援

COVID-19の影響、知識技術的な問題、逼迫する現場、厳しいメンタル、様々な制限下…
今できる・すべき最善は何か？ 主任はどうするのか？

看護管理者のキャリアカウンセラーが教える！

新連載

Web連載

新人看護師のメンタルヘルスは指導者側が注意すべき
発達障害的な 集中できない性質 での安全な業務
バーンアウト・トラウマも多い！
中途採用者に活躍してもらうための教育とかかわり方
ＯＪＴの拡充をプラスに発想転換！
コロナ禍での新卒看護師への教育・支援

困った状況 にある看護現場での 困ったスタッフ とのかかわり・支援

COVID-19禍のメンタルヘルスへの活かし方！
リラクゼーションとワークで学ぶ認知行動療法の理解と現場活用

- 月号

病棟全体で取り組む！
せん妄、認知症ケアの質を高める方法

場面別に考える！主任が先導する

患者・家族との良好な関係づくり

身体抑制を含む、倫理感性・ジレンマについても考える

新連載

- 月号

9
10

コミュニケーション能力なくして
管理はできない！

スマホ片手に読む！動画連動で学ぶ！オンラインでの学習会・院内研修の進め方講座

「はあ？」的な態度NGスタッフ！
新卒・中途採用者それぞれにかかわり方を考える
本人は一生懸命？？ 独り立ちが著しく遅いスタッフの
教育支援と活躍の場について
新卒だけの問題じゃない！職業人としての倫理観を育む
〜個人情報やSNS、組織のルール・倫理

7
8

※
『ナースマネジャー』
をご購読の方も見られます。

※
『ナースマネジャー』
『看護人材育成』
をご購読の方も見られます。

実践場面で解説！

タイプ別の主任・副師長のかかわり方

拡大特集

［4/27〜6/30予定］ 5月

新人看護師が安全に業務遂行できるための教え方・伝え方［4/27〜6/30予定］ 5月

医療安全教育！運動・認知・行動スキルの現場指導

厳しい師長、放任師長、頼りない師長…

新連載
5
6

5施設5方式の 看護方式の変更・導入はどうする？
動画セミナー
PNSⓇ、固定チームナーシング、機能別、
セル看護…

価値観の多様化、難しい要望、面会制限や受け入れ困難などにどう対処する？

おもしろ動画付！主任業務に直結する診療報酬・施設基準のキホン

〜人員配置も、
必要度も、
業務改善も…仕組みや要件・ルールとは？ 主任は何を知っておく？

変わる現場！看護の質と
効率性・生産性のバランスをどうとる？

〜新しい業務様式と主任スタイルを考える

コロナ禍や緊急時にも対応できる！

部署・チームのレジリエンスを高める
※内容は都合により変更する場合がございます。

『主任看護師Style』
購読中なら繰り返し学べるオンラインセミナーが3,000円オフで受講できます。
オンラインセミナーのラインナップはこちら
お問合せ
ご注文

TEL：

https://www.nissoken.com/ms/index.html

URL：www.nissoken.com

日総研

〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-15 日総研ビル

特集１

厳しい師長，
放任師長，
頼りない師長…

スマホで読める！ 現場目線で自己成長！

タイプ別の主任・副師長の
かかわり方
師長と主任のよい関係を築くには？

2

指示がない，
放任主義，
軸がぶれぶれで優柔不断，
そんな頼りない場合には？

15

〜師長と合わない時の主任の心がけ

オフィスJOC-Japan Okan Consultant- 代表
心といのちのケア専門家
（オカン）

コーチングルームOsawa 代表
PCC
（国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ）

岡山ミサ子

NLPラーニング認定プラクティショナー

怖い？ 圧が強い?!
厳しい師長へのかかわりをどうする？

8

医療法人仁慈会横浜鶴見中央眼科 看護部長
一般社団法人日本看護コーチ協会 副代表理事

特集２

21

河井葉純

何かと過干渉なタイプ，
仕事を抱え込むタイプの師長には？
地域疼痛ケア協会 事務局長／看護師

ロジカルコミュニケーションで「伝え上手」になる

61

北海道大学高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター
助教

67

社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 看護部
看護副部長

48

●

プレゼンスキルを向上させて，
プレゼン場面から
業務での説明・会話まで活用しよう
！
市立ひらかた病院 副看護師長
救急看護認定看護師／消化器内視鏡技師／看護学修士

杉浦真由美

傾聴力より質問力で
会話上手・面談上手 になろう

55

佐藤美穂

実践場面で解説！ 弁の立つ 主任になる
伝え上手＝育て上手

49

大澤貴子

モチベーションが下がっている相手を
その気にさせる主任のかかわり方
テキックス株式会社 取締役
一般社団法人看護職キャリア開発協会 代表理事

茅根貴博

デジタルマガジンサイトご利用方法

76

34

ストーリー動画で学ぶ
主任の悩み・問題解決の
決め台詞＆気づき
メディカルアートディレクター 佐藤和弘

43

いまどき環境 下の
いまどき若者 との向き合い方・指導法
オフィスヒューマンブリッジ 代表 井手芳美

85

動画で学ぶ
主任力を高め，
主任業務の質を高めるために
コーチングを活用しよう！
札幌保健医療大学 保健医療学部 看護学科
地域・在宅看護学分野 専任講師 石村珠美

NEW

スマホ片手に読む！動画連動で学ぶ！

オンラインでの学習会・院内研修の
進め方講座
作家／高校教諭 生井 俊

見たい・知りたい主任会
大阪国際がんセンター 副看護師長

72

看護師のためのPCスキルアップ講座
今さら聞けない時短テクニック

80

主任さんへ
〜今，
あなたに伝えたい看護管理の話
元・名古屋大学医学部附属病院 看護部長
認定看護管理者 市村尚子

38

勝眞久美子

箕面市立病院 感染制御部 副部長／看護師長
感染管理認定看護師 四宮 聡

連載
27

前田晃史

三井綾乃

主任の悩みは宮子式シンプル思考で解決！
看護師・著述家・看護学博士 宮子あずさ

100

ファーストレベルでの学びを生かす主任たち
茨城県立こども病院 副看護師長 佐藤貴子
茨城県立中央病院 看護局長 角田直枝

特別企画

92

コロナ禍により
臨地での学びが少ない
新人看護師に対するかかわり方
駒沢女子大学 看護学部 基礎看護学
教授 滝島紀子

