
令和 2 年度 

 

  

滋賀県在宅医療

サポート事業 

研修のご案内 

看護臨床教育センター 

      



 

 

平素は、当院看護臨床教育センター事業に格別のご支援とご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

今年度も滋賀県在宅医療サポート事業において、研修を開催することとなりました。 

つきましては、在宅療養に携わっておられる医療・介護職（薬剤師、看護師、栄養士、歯科衛生士、理

学療法士、介護福祉士、介護支援専門員等）の皆様にご案内いただきますようお願い申し上げます。 

今回は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため Zoom ミーティングを利用した WEB 形式で行いま

す。５つのプログラムを準備しておりますので、ご確認ください。お申込みお待ちしています。 

 

⚫ 研修プログラム 

Ⅰ．「多職種で学ぶ在宅スキルアップ研修」 対象：在宅療養に携わっておられる医療・介護職等 

在宅療養を支えるために必要な基本知識や技術を学ぶ研修  

Ⅱ．「看護実践力チェックセミナー」 対象：介護サービス事業所・訪問看護ステーション看護師 

普段の看護技術の確認や、新たに基本的知識・技術を習得する研修 

Ⅲ．「地域看護師看護力向上研修＜病院（外来）-在宅（診療所・事業所）-施設＞」  

対象：外来・診療所・介護サービス事業所看護師・訪問看護ステーション看護師 

   病院（外来）と在宅（診療所・介護事業）施設の連携、在宅療養者支援について学ぶ研修 

Ⅳ．「施設における看取り・グリーフケア研修」 

   対象：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホーム等の介護職員・看護職員等 

   看取りに関する認識・知識を深め、看取りケアの質の向上を目指す研修 

Ⅴ．「研修企画者・教育指導的役割を担う方のための研修」 

   対象：教育担当者、管理者、介護支援専門員等 

 

⚫ リモート（Zoom）による講師派遣、オンライン研修や教育支援に関するご相談に応じます。 

 

参加費：無料 

    通信料はご負担となります。Wi-Fi等、インターネット通信環境が必要です。 

場 所：『Ｚｏｏｍ』Ｗｅｂ研修 

滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県大津市瀬田月輪町 リップルテラス会議室１ 

    

             

問合せ先：滋賀医科大学医学部附属病院 看護臨床教育センター 

     ☎ 077-548-3578  メール hqcnec@belle.shiga-med.ac.jp  

 

 

研修のご案内 



 

令和 2年度 滋賀県在宅医療サポート事業 研修一覧 

 

 

 

 

 

 

研修 

番号 
研修名 日時 対象 

Ⅰ-① 
多職種で学ぶ 最新 topic 

「皆で考えよう！コロナを乗り切るための多職種連携」 

10月 4日（日） 

10：00～12：00 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅰ-② 

多職種で学ぶ 最新 topic 

「感染予防最前線 ～感染を持ち込ませない、広げない、

重症化させない～」 

10月10日（土） 

10:00～12:00 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅰ-③ 
多職種で学ぶ 

「心不全患者さんの在宅療養支援に活かすポイント」 

10月25日（日） 

10:00～12:00 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅰ-④ 
多職種で学ぶ 

「今一度知識を確認しようストーマケア」 

12月 6日（日） 

10:00～12:00 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅱ-① 

看護実践力チェックセミナー 

【初級編】フィジカルアセスメントの基本 

（呼吸系・循環系・中枢神経系・消化器系） 

10月29日（木） 

18:00～19:30 

外来・診療所・施

設・訪問看護師 

Ⅱ-② 
看護実践力チェックセミナー 

【中級編】循環器系フィジカルアセスメント 

11月21日（土） 

13:30～15:30 

外来・診療所・施

設・訪問看護師 

Ⅱ-③ 
看護実践力チェックセミナー 

【上級編】臨床推論を在宅看護に活かそう 

11月28日（土） 

13:30～15:30 

外来・診療所・施

設・訪問看護師 

Ⅲ-① 
地域看護師看護力向上研修 

【導入編】心不全の症状を捉えて適切な対応につなげる 

11月21日（土） 

10:00～12:00 

外来・診療所・施

設・訪問看護師 

Ⅲ-② 
地域看護師看護力向上研修 

【実践編】心不全患者さんの在宅療養を支援する 

11月28日（土） 

10:00～12:00 

外来・診療所・施

設・訪問看護師 

Ⅳ 

施設の看取り・グリーフケア研修 

「施設での看取りを考えよう -チームで支える共有意思

決定支援-」 

10月25日（日） 

13：30～16：00 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅴ 
研修企画者・教育指導的役割を担う方の研修 

「倫理的観点でケースカンファレンスをしてみよう」 

2月 7日（日） 

10:00～16:00 

施設管理者・教育

担当者・指導者等 



 

Ⅰ 多職種で学ぶ在宅スキルアップ研修 
 

在宅療養を支えるために必要な基本知識や技術を学ぶ研修 

 

オンライン研修 

【対  象】在宅療養に携わっておられる医療・介護職、介護支援専門員 等 

【参加費】無料 

研修 

番号 
日時 研修内容 講師 

Ⅰ 

① 

10 月 4 日（日） 

10:00～12:00 

Zoom 

ウイズコロナの時代 新しい日常をどう創るのか 

「皆で考えよう！コロナを乗り切るための多職種連

携」 

Zoomで話し合おう、困っていること、新しい日常など 

滋賀医科大学医学部看護学科 

清水奈穂美（在宅看護専門看護

師・訪問看護認定看護師） 

② 

10 月 10 日（土 ） 

10:00～12:00 

Zoom 

「感染予防最前線～感染を持ち込ませない、広げな

い、重症化させない～」 

新型コロナウイルス感染対策をチェック、インフルエン

ザ・感染性胃腸炎が流行する前に感染管理を再確認 

滋賀医科大学医学部附属病院 

金城真一（感染管理認定看護

師・感染管理領域特定看護師） 

③ 

10 月 25 日（日） 

10:00～12:00 

Zoom 

 

「心不全患者さんの在宅療養支援に活かすポイント」 

心不全の病期に応じた医療ケアについて理解を深

め、日常生活の注意点と体調管理について学びます 

講義：心不全の病期と症状・日常生活の注意点と体

調管理（セルフケアのポイント・食事療法について・運

動療法について） 

演習：心不全患者さんのケアに活かせる軽い運動を

体験 

滋賀医科大学医学部附属病院 

『ハートケアサポートチーム 』 

 山下貴久子 

（慢性心不全看護認定看護師） 

 安原祥子（管理栄養士） 

 渋川武志（理学療法士・心臓リハ

ビリテーションセラピスト） 

 八木典章（循環器内科医師） 

④ 

12 月 6 日（日） 

10:00～12:00 

Zoom 

「今一度知識を確認しようストーマケア」 

ストーマケアのブラッシュアップをしましょう 

滋賀医科大学医学部附属病院 

河田優子（皮膚・排泄ケア認定

看護師） 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 看護実践力チェックセミナー 

 

特定看護師に学ぶ在宅療養支援のための臨床推論 

―フィジカルアセスメントの基本・ 

循環器系フィジカルアセスメントと臨床推論― 

 

フィジカルアセスメントから先を見越して予知できるナースに 

特定行為研修を修了した看護師から在宅療養支援のために知っておくべき臨床推論について学び

ます。 

 

オンライン研修 

講 師：滋賀医科大学医学部附属病院 看護師長 特定看護師 吉田 和寛 

                  特定看護師・救急看護認定看護師 平良 英彦 

対 象：外来看護師、診療所看護師、訪問看護ステーション・介護サービス事業所看護師 

参加費：無料 

 

研修番号 日時 テーマ 内容 

Ⅱ 

① 
10 月 29 日（木） 

18：00～19：30 

【初級編】フィジカルアセスメ

ントの基本（呼吸系・循環系・

中枢神経系・消化器系） 

フィジカルイグザミネーション 

フィジカルアセスメント 

② 
11 月 21 日（土） 

13：30～15：30 

【中級編】循環器系フィジカル

アセスメント 

重症度と緊急度 

フィジカルアセスメントと臨床推論 

③ 
11 月 28 日（土） 

13：30～15：30 

【上級編】臨床推論を在宅看

護に活かそう 

事例から学ぶ臨床推論 

初期アセスメントから重点的アセスメント 

重症度、緊急性を見極めよう 

 

 

 



 

Ⅲ 地域看護師看護力向上研修 

病院（外来）-在宅（診療所・事業所）-施設 

 

慢性心不全看護認定看護師から心不全の在宅療養者支援について学びます。 

病院と在宅と施設の看護師が一緒に学び、心不全の看護力を向上させましょう。 

 

オンライン研修 

講  師：滋賀医科大学医学部附属病院 慢性心不全看護認定看護師 山下 貴久子  

対  象：外来看護師、診療所看護師、訪問看護師、介護サービス事業所等看護師 

参加費：無料 

 

研修番号 日時 テーマ 内容 

Ⅲ 

① 
11 月 21 日（土） 

10：00～12：00 

【心不全ケア（導入編）】 

心不全の症状と重症度を捉

えて適切な対応につなげる 

・心不全の症状と重症度を捉えるポイント 

・心不全の症状と重症度に応じた適切な対応 

＊患者さんとのコミュニケーションでキャッチでき

るポイントをお伝えします 

② 
11 月 28 日（土） 

10：00～12：00 

【心不全ケア（実践編）】 

心不全患者さんの在宅療

養を支援する 

 

・病期に応じた医療ケアの概要 

・体調管理と日常生活の注意点など 

＊事例を通して対象の病期に応じた医療ケアを

一緒に考えます 

下記（再掲）の研修も合わせて受講されると学びが深まります。 

Ⅱ 

② 
11 月 21 日（土） 

13：30～15：30 

【中級編】循環器系フィジカ

ルアセスメント 

重症度と緊急度 

フィジカルアセスメントと臨床推論 

③ 
11 月 28 日（土） 

13：30～15：30 

【上級編】臨床推論を在宅

看護に活かそう 

事例から学ぶ臨床推論 

初期アセスメントから重点的アセスメント 

重症度、緊急性を見極めよう 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

入居者の人生を最期まで支援する介護施設において、職員一人ひとりが多職種と協働しながら

看取り・グリーフケアを行うことができるよう、共に考え学びます。 

オンライン研修 

講  師：滋賀医科大学医学部看護学科 在宅看護専門看護師 清水 奈穂美 

対  象：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホーム等の介護職員・看護職員 

参加費：無料 

研修番号 日時 テーマ 内容 

Ⅳ 

10月 25日（日） 

13：30～16：00  

Zoom  

施設での看取りを考えよう 

「チームで支える共有意思

決定支援」 

 

・「食べること」への思いを問うことからチームで始

める Shared decision making（SDM:共有意思決定支

援） 

・事例から考える「食べること」を支えるチームの

SDM とグリーフケア 

 

Ⅴ 研修企画者・教育指導的役割を担う方の研修 
 

入居者に提供するケアの質には、職員一人ひとりの資質が影響します。入居者の人生を最期ま

で支援する介護施設や訪問看護の現場では、その時々に、さまざまな葛藤が生じます。研修企画

者や指導的役割を担う方が、ちょっと立ち止まってカンファレンスで問題提起ができるように、

自施設で倫理的カンファレンスが開催できるように学びます。 

オンライン研修および会議室（状況によりオンライン研修のみになる場合があります） 

講  師：元滋賀医科大学医学部附属病院 精神看護専門看護師 安藤 光子 

対  象：訪問看護ステーション・施設等の教育担当者・管理者・介護支援専門員等 

参加費：無料 

研修番号 日時・場所 テーマ 内容 

Ⅴ 

2 月 7 日（日） 

10：00～16：00  

Zoom 

リップルテラス

会議室 1  

「倫理的観点でケースカン

ファレンスをしてみよう」 

 

・倫理的観点と「ケアの質」 

・さまざまな葛藤と「話し合う」意義 

・「ケアを検討するカンファレンス」と「倫理的観点で

行うカンファレンス」の異なる点 

・倫理的観点でケースカンファレンスに取り組む時

の留意点とコツ 

・事例検討 

Ⅳ 施設における看取り・グリーフケア研修 



 

 

 

令和２年度 滋賀県在宅医療サポート事業 研修一覧に申込研修番号を記載しています。ご希望の

研修内容詳細は各プログラムをご確認いただき、研修開催日の原則２週間前までにお申込みください。

申込み締切日を過ぎた場合は、お問い合わせください。 

 

① お申込み 
 ＱＲコードからのお申込み：右の QR コードを読み取り、 

申込みフォームにアクセスして、フォームの内容に沿って 

申込みください。 

※QR コードを読み取れない方は直接 URLを入力 

https://forms.gle/cTAw1XPaqhtJwGnK7 

 

 Ｅメールからのお申込み：①お名前、②職名、③所属先、④電話番号、⑤メールアドレス、⑥申込

番号を入力し、hqcnec@belle.shiga-med.ac.jp まで送信してください。 

【個人情報の取り扱いについて】ご提供いただいた個人情報は、研修参加の事務手続き以外には使用しません。 

 

 教育支援ご相談の場合はＥメールか別紙の研修・相談申込用紙をご利用ください。 

 ＦＡＸ：０７７－５４８－３６７１ 

 

② 申込みの受付通知 
 『Ｚｏｏｍ』オンラインＷｅｂ研修について、メールにて参加ＵＲＬ、ＩＤ、パスワードを送信します。 

 ご参加申し込みは「当日視聴される予定の端末から、その端末でお使いのメールアドレスでの

登録」をお勧めします。 

 

③ 受講 
 参加費は無料です。通信料はご負担となります。Wi-Fi 等、インターネット通信環境が必要です。 

 PC、スマートフォンいずれからでも参加いただけます。ZOOMアプリをインストールしてご準備く

ださい。 

 当日、開始時間１０分前までに送付された URLにアクセスして受講してください。 

 お申込みいただいた方に受講アンケートをメールで送信しますので、ご回答の返信にご協力を

お願いいたします。 

❀お申込み方法 



 

研修場所 

 ・滋賀医科大学医学部附属病院  滋賀県大津市瀬田月輪町 リップルテラス会議室１ 

 

○キャンパス内案内 

○滋賀医科大学ホームページに、交通・アクセス、キャンパスマップ（上記案内図）を掲載し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

看護臨床教育センター ☎ 077-548-3578 メール hqcnec@belle.shiga-med.ac.jp 

 

 
会場建物：番号 33 

最寄りのバス停 

「大学病院前」 



 

令和２年度 在宅医療サポート事業 研修・相談申込み用紙 

（必要時コピーしてご使用ください） 

 

 施設名：                                                                

 

   代表者名：                    メールアドレス：                           

 

 電話番号：                     ＦＡＸ番号：                           

 

     

研修相談 

希望する内容、日時、困っていること 等 自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人情報の取り扱いについて】ご提供いただいた個人情報は、研修参加の事務手続き以外には使用しません。 

 

 

お申し込み先：滋賀医科大学医学部附属病院 看護臨床教育センター 

ＦＡＸ 077-548-3671 E-mail hqcnec@belle.shiga-med.ac.jp 

 

 

オンライン研修による教育支援（WEB講師派遣） 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため施設に出向かず、リモートでオンライン研修（無

料）を行います。在宅療養支援に必要な基本的な知識・技術、スタッフ教育など講師の必要な方は、ご相

談ください。お申込み時のメールアドレスか電話番号に折り返し連絡いたします。 

（テーマ、日程などによっては、ご要望にお応えできない場合があります。） 


