
令和 3 年度 メディカルスタッフ向け電気けいれん療法（ECT）研修 
オンライン研修会 

開催要項 
 
1. 実施主体 

主催 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 
共催 公益社団法人 日本精神科病院協会  
 

2. 目的 
本研修は、精神科医療に従事するメディカルスタッフが電気けいれん療法（以下、ECT）
の治療効果、副作用、治療室での支援、多職種連携等について理解し、ECT の普及お

よび治療・ケアの標準化を推進することを目的とする 
 

3. 対象者 
精神科医療施設等で ECT に携わる看護師（准看護師含む）、作業療法士、公認心理師、

ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）、薬剤師などのメディカルスタッフ  
 

4. 開催日時 
2022 年（令和 4 年）3 月 10 日（木）10:00～17:30 
 

5. 開催方法 
Zoom を用いたオンライン研修 
Zoom 招待 URL は研修前に登録メールアドレスに送信致します 
講義資料の配布については、ダウンロード方法を別途案内致します 
  



6. プログラム（予定） 
日付 時間 研修内容 
2022 年 
3 月 10 日（木） 
 

10:00-10:10 
（10 分） 

開会の挨拶 
国立精神・神経医療研究センター 
理事長 中込 和幸 
医療法人社団 光生会 平川病院 
病院長 平川 淳一 
※事務局からの諸連絡含む 

10:10-11:40 
（90 分） 

講義「ECT の基礎知識」 
講師：国立精神・神経医療研究センター病院 
精神科医師 野田 隆政 

11:40-11:45 休憩時間（5 分） 
11:45-12:15 
（30 分） 

講義「メディカルスタッフが ECT を学ぶ意義につい

て」 
講師：国立精神・神経医療研究センター病院 
精神看護専門看護師 佐伯 幸治 

12:15-13:15 休憩時間（60 分） 
13:15-14:45 
 
 
（20 分×2） 

休憩（5 分） 
（20 分×2） 

休憩 5 分 

講義「ECT を用いた治療・看護計画の立案と多職種

連携の実際」 
講師：国立精神・神経医療研究センター病院 

病棟看護師 牧野 由紀彦 
精神保健福祉士 荻野 恭介 
精神科作業療法士 村田 雄一 
薬剤師 石川 夏絵 

14:45-15:25 
（40 分） 

講義「ECT に関連した医療安全管理」 
講師：国立精神・神経医療研究センター病院 

医療安全係長 宇都宮 智 
15:25-15:30 休憩時間（5 分） 
15:30-16:30 
（60 分） 

講義「ECT における麻酔管理」 
講師：医療法人社団 八葉会 大石記念病院 

精神科医師 奥村 正紀   
16:30-16:35 休憩時間（5 分） 
16:35-17:15 
（40 分） 

講義「ECT 施行中の身体管理と治療の補助」 
講師：国立精神・神経医療研究センター病院 

手術室・中央材料室 看護師長 石川 清美   
17:15-17:30 閉会の挨拶・受講後アンケートの案内 



 
 

7. 募集定員 
100 名（先着順） 
 

8. 受講料 
2,000 円（消費税込み） 

9. 申し込み方法・期間 
Web 受付・2022 年 2 月 1 日（火）9:00～ 2022 年 2 月 15 日（火）21 日（月）17:00
まで（募集期間延長） 
ホームページ掲載のリンク先から講習会概要を確認の上、「申込」ボタンより申込みテ

ンプレートへ必要事項を記入の上、申し込みを行ってください 
 

10. 受講決定通知 
2022 年 2 月 17 日（木）22 日（火）以降に登録メールアドレスに受講決定通知メール

を送信予定（募集期間延長に伴い通知送信予定変更） 
 

11. 受講者振込先 
 銀行名：三菱 UFJ 銀行  
 支店名：きよなみ支店（支店コード 804） 
 口座種別／番号：普通／1478009 
 口座名義：国立研究開発法人 国立精神神経医療研究センター理事長 中込和幸

（コクリツケンキュウカイハツホウジン コクリツセイシンシンケイイリョウケ

ンキュウセンターリジチョウ ナカゴメカズユキ） 
※振り込み人名義欄に「研修 ID221」を記載の上、上記口座に、 
2021 年 2 月 25 日（金）28 日（月）までに受講料 2,000 円を振り込んでください 
（募集期間延長に伴い振込期日変更） 

 
12. 受講上の留意事項 
 オンライン研修には申し込みいただいたご本人のみが参加可能です。 

他の方が代理でご参加することや他の方と一緒に聴講することはできません。 
申込いただいた方以外のご受講は固くお断りします。 

 申し込み時にご登録いただくメールアドレスは、職場のグループアドレス等複数人

が利用するアドレスは使用しないでください。 
（ひとつのメールアドレスに対してお 1 人までお申し込み可能です） 

 本研修の録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび研修資料等



の無断転用や受講用 URL の無断転載は固くお断りいたします。万が一これらの行

為が発覚した場合、著作権および肖像権侵害で対処させていただくことがございま

す。 
 オンライン研修会ご受講に際し、受講者様の使用されているデバイスやブラウザ、

インターネット環境およびアクセス状況等によって視聴できない可能性があります

が、主催元では責任を負いかねます。 
 受講者様のご都合により視聴できなかった場合、受講料の返金はいたしかねますの

で、恐れ入りますが予めご理解・ご了承いただきますようお願いいたします。 
 配布された講義資料を所属する医療機関内での実践以外で使用、または再配布はし

ないようお願いいたします。 
 自施設で改編して使用する場合、引用元を記載してください。 
 当日の円滑な研修の進行に協力をお願いいたします。 
 進行を妨げるような不適切な行為があった場合は、受講中止になることがあります。 
 受付時間は 9:30～10:00 開講：10:00 です。 

PC 操作や Zoom ウェビナーの利用に不慣れな方などは時間に余裕をもってアクセ

スするようにしてください。 
 
13. キャンセルポリシー 
受講者様の都合により、お申し込み後にキャンセルする場合には、以下のキャンセル料を

申し受けます。受講料をお振込み済みの場合は、キャンセル料・振込手数料を差し引いた

金額をご返金いたします。 
（1）研修日の 7 日前まで・・・なし 
（2）研修日の 6 日前～当日まで・・・研修料金の 100％  
COVID-19 の影響により当該研修を中止する場合はこの限りではありません。 

 
14. お問い合わせ先 

〒187-8551 
東京都小平市小川東町 4-1-1 
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター   
e-mail：ectcoordinator（a）ncnp.go.jp 
 
※E-mail は上記アドレス(a)の部分を@に変えてご使用ください。 
※お問い合わせにつきましてはメールで承ります。 
お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。 

 
（研修責任者：NCNP 病院 精神診療部 野田隆政） 


