
 

平成 30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 開催日時 対象 

Ⅰ-① 

多職種で学ぶ 

「リンパ浮腫ケア」 

（リンパマッサージに関連する講義・演習） 

9月 15日（土） 

9:30～12:30 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅱ-A① 
看護実践力チェックセミナー 

【初級編】呼吸器系フィジカルアセスメント 

9月 21日（金） 

18:00～19:00 

訪問看護師 

Ⅱ-A② 
看護実践力チェックセミナー 

【エキスパート編】臨床推論を在宅看護に活かそう 

9月 29日（土） 

10:00～12:00 

訪問看護師 

Ⅲ-① 

病院看護師と訪問看護師の協働研修 

「病院から在宅へ、つなぐ看護」 

9月 29日（土） 

14:00～16:00 

訪問看護師、 

退院調整に関わる

看護師、介護支援

専門員等 

Ⅰ-② 

多職種で学ぶ 

「食べることができなくなった時の認知症高齢者の栄養

療法の選択を多職種で支えよう」 

10月14日（日） 

9:30～12:30 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅱ-B③ 
看護実践力チェックセミナー 

【初級編】酸素療法・人工呼吸器療法の最新知識 

11月 9日（金） 

18:00～19:00 

訪問看護師 

Ⅱ-B④ 
看護実践力チェックセミナー 

【エキスパート編】呼吸器装着患者の臨床推論 

11月25日（日） 

10:00～12:00 

訪問看護師 

Ⅲ-② 

病院看護師と訪問看護師の協働研修 

「理想の退院支援マップをつくろう」 

11月25日（日） 

14:00～16:00 

訪問看護師、 

退院調整に関わる

看護師、介護支援

専門員等 

Ⅰ-③ 
多職種で学ぶ 

「アドバンスケアプランニング」 

12月 9日（日） 

9:30～16:30 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅰ-④ 
多職種で学ぶ 

「フットケア 糖尿病足病変を予防しよう」 

12月22日（土） 

9:30～16:30 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

Ⅰ-⑤ 

多職種で学ぶ 

「在宅における最新ストーマケア」 

2019年 

1月 27日（日） 

9:30～16:30 

医療・介護職 

介護支援専門員等 

 

 



 

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 

【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 

番

号 
開催日・会場 研修内容 講師 

Ⅰ

① 

9月 15日（土） 

9:30～12:30 

病院 第 4会議室 

「リンパ浮腫ケア」 

・リンパ浮腫についての基礎知識を学び、療養者へのセルフ

ケア支援ができるように演習により技術を学びます 

（リンパドレナージ・弾性包帯による圧迫療法） 

注：バスタオル 1 枚ご持参ください。服装は膝を出せるジャー

ジや短パンが望ましいです。 

滋賀医科大学医学部附属病院 

森みどり（リンパ浮腫セラピスト） 

山本珠緒（リンパ浮腫セラピスト） 

Ⅰ

② 

10月 14日（日） 

9:30～12:30 

病院 第 2会議室 

「食べることができなくなった時の認知症高齢者の栄養

療法の選択を多職種で支えよう」 

・倫理的側面から多職種の思いを共有し、意思決定支援に

ついて学びます 

滋賀医科大学看護学科 

清水奈穂美 

（在宅看護専門看護師・訪問看護

認定看護師・NST専門療法士） 

Ⅰ

③ 

12月 9日（日） 

9:30～16:30 

ニプロｉＭＥＰ 

「アドバンスケアプランニング（ＡＣＰ） 

自分らしく、その人らしく生きるために」 

・がん患者の在宅療養を支える上で基本となる緩和ケアの概

要やコミュニケーション、ＡＣＰについて学びます 

・よりよい多職種連携に向け、自身の専門職としての価値観

に気づき、職種ごとのコミュニケーションや価値観の違いを知

ります 

・シミュレーション 

滋賀医科大学医学部附属病院 

尾崎由佳（緩和ケア認定看護師） 

木村由梨 

（がん看護専門看護師） 

森井博朗 

（緩和薬物療法認定薬剤師） 

長谷川千晶（薬剤師） 

看護臨床教育センター教員 

Ⅰ

④ 

12月 22日（土） 

9:30～16:30 

ニプロｉＭＥＰ 

「フットケア 糖尿病足病変を予防しよう」 

・フットケアに関する基本的知識やアセスメント、フットケアや

スキンケアの方法を学びます 

注：演習ができる服装（ズボン等）でお越しください 

滋賀医科大学医学部附属病院 

山口雅之 

（糖尿病看護認定看護師） 

看護臨床教育センター教員 

Ⅰ

⑤ 

2019年 

1月 27日（日） 

9:30～16:30 

ニプロｉＭＥＰ 

「最新ストーマケア」 

・在宅療養を支えるために必要なストーマケアにつて、最新

のストーマ事情から、緩和ストーマ、難渋するストーマケアま

で知識・技術を学びます 

・シミュレーション 

滋賀医科大学医学部附属病院 

河田優子・倉田順子 

（皮膚・排泄ケア認定看護師） 

看護臨床教育センター教員 

 



 

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 

―呼吸―（診て、触れて、聴いて） 

 

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。 

 

講師：滋賀医科大学医学部附属病院 

   特定看護師 吉田 和寛 

場所：滋賀医科大学医学部附属病院 4階 第 4会議室 

 

研修番号 日時 テーマ 内容 

Ⅱ-Ａ 

① 
9月 21日（金） 

18：00～19：00 

【初級編】呼吸器系フィジカル

アセスメント 

フィジカルアセスメント（診て、触れて、聴いて） 

② 
9月 29日（土） 

10：00～12：00 

【エキスパート編】臨床推論を

在宅看護に活かそう 

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 

Ⅱ-Ｂ 

③ 
11月 9日（金） 

18：00～19：00 

【初級編】酸素療法・人工呼

吸器療法の最新知識 

人工呼吸器装着患者のアセスメント 

④ 
11月 25日（日） 

10：00～12：00 

【エキスパート編】呼吸器装

着患者の臨床推論 

呼吸器装着患者のフィジカルアセスメント 

臨床推論を活かそう 

 

 

 



 

Ⅲ 病院看護師と訪問看護師の協働研修 
 

 

在宅への移行支援、病院と在宅の連携、在宅療養者支援について学ぶ研修 

 

外来・病棟・地域を私たちでつなぎませんか。自分らしく、その人らしく生きることを支援することを目指す

第 1歩として研修会を開催します。 

 

場  所：滋賀医科大学医学部附属病院 4階 第 4会議室 

対  象：訪問看護師、退院調整に関わる看護師、外来看護師 

参加費：無料 

 

番

号 
日時 研修内容 講師 

Ⅲ

① 

2018年 

9月 29日 

（土） 

14：00～16：00 

病院から在宅へ、つなぐ看護 

①トランジションケアの概念と訪問看護師から退院

支援への取組 

②患者支援センター退院支援の取組 

退院支援で困っている事 

在宅療養における訪問看護師、病院看護師のあり方

を考える 

滋賀医科大学医学部 

看護学科 

在宅看護専門看護師 

訪問看護認定看護師 

     清水 奈穂美 

附属病院 

患者支援センター 

看護臨床教育センター Ⅲ

② 

11月 25日 

（日） 

14：00～16：00 

理想の退院支援マップをつくろう 

必要な時に必要なケアを届けられる看護連携を考える 

 

 

❀交流会について （16：00～16：30） 自由参加 

研修修了後、病院の退院支援の状況や退院後の訪問看護の状況など情報交換をしませんか？ 

お時間のある方は、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 



 

❀お申込み方法 
 

平成 30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 
ＦＡＸの場合は別紙の用紙をご利用ください。 

Ｅメールの場合は、下記メールアドレスに ①お名前、②職名、③所属先、④連絡先、⑤申込番号を 

入力し、送信してください。 

 

必要事項をご記入の上、施設ごとにまとめて 

 ＦＡＸ：０７７－５４８－３６７１ または、メール：hqcnec@belle.shiga-med.ac.jp で 

お申込ください。 

    

② 申込みの受付通知 （受講できない場合のみ通知） 
ＦＡＸの場合は、申込みの受付通知はいたしません。申込み受付時に、すでに定員人数を満たしてい

るため受講できない場合のみご連絡いたします。 

Ｅメールの場合は、申込み受付メールを返信します。 

 

③ 受講 
参加費は無料です。 

申込まれた研修開催日時に、研修場所、服装や持参品の有無をご確認いただき、お越しください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：看護臨床教育センター ☎ 077-548-3578 

講師派遣による教育支援 
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。 

無料で出前研修を行います。次ページの相談用紙をご利用ください。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。） 



 

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 病院 2階 第 2会議室（正面 EV） 

病院 4階 第 4会議室（中央 EV） 

            

 

・医療研修施設 ニプロ ｉＭＥＰ  （駐車場がありません。公共交通機関をご利用下さい。） 

滋賀県草津市野路町 3023番地 TEL:077-564-0610 

 南草津駅徒歩 3分 

              

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 

 

第４会議室 

第 2会議室 

正面エレベーターで 2階へ 

コンビニ屋上の奥にあります。 


