
【別紙2】

No 開催場所 開催日 定員 備考

1
国立大学法人

富山大学附属病院
10/28(金) 2 ・病院指定の健康調査用紙あり

2 あさひ総合病院 10/31(月) 5

3 市立砺波総合病院 11/15(火) 4

・病院指定の健康調査用紙あり

・2週間前（10/1）からの健康観察

・フェイスシールド又はゴーグル持参

・当日朝、抗原検査を実施、結果をカメラ

で撮影し受付で提示

4 かみいち総合病院 11/18(金) 5 ・病院指定の健康調査用紙あり

5 黒部市民病院 11/19(土) 20
・サージカルマスク装着

・フェイスシールド持参

6 厚生連高岡病院 11/29(火) 20 ・病院指定の健康調査用紙あり

7
富山県リハビリテーション病院

・こども支援センター
12/2(金) 4 ・病院指定の健康調査用紙あり

8 厚生連滑川病院 12/7(水) 2 ・フェイスシールド又はゴーグル持参

訪問看護師スキルアップ研修　開催一覧

※詳細については、それぞれの開催要項をご確認ください。

※病院ごとに参加ルールがありますのでご注意ください。
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4年 10月 28 日(金) 8：45～16：30 

会 場 国立大学法人 富山大学附属病院 

集合場所 病院正面玄関 11 番 総合案内 

 

１目的 
 

1）訪問看護ステーション看護師が在宅医療に必要な専門的医療や看護技術を遂行す

るために必要な知識を得る。 

2）訪問看護ステーション看護師と病院の専門領域看護師がディスカッションを通じ

て、相互に連携強化を図るきっかけを作る。 
 

  

２目標 1）呼吸ケア、認知症ケア、摂食嚥下、褥瘡ケア等の知識・技術が理解できる 

2）最新の感染予防策の知識・技術が理解できる 

3）がん患者の治療と必要なケア・処置技術が理解できる 

4）病院の退院調整部門の業務とカンファレンスの実際が理解できる 

5）訪問看護師と病院看護師が在宅移行や退院調整に必要な情報交換ができる 
  

３主催 富山県・富山県看護協会 
  

４講師 富山大学附属病院 教育担当副看護部長・集中ケア認定看護師 

感染管理認定看護師 

認知症看護認定看護師 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 

緩和ケア認定看護師 

がん看護専門看護師 

皮膚・排泄ケア認定看護師 

医療福祉サポートセンター看護師長 

若林 世恵 

松浦 美里 

四日 順子 

應矢 紀子 

門田 彩花 

樋口 麻衣子 

吉井 忍 

市川 美幸 
  

５プログラム  

 時間 内容 

 8:30 ～ 8:45 

8:45 ～ 9:15 

9:15 ～ 9:45 

9:50 ～ 10:20 

10:30 ～ 11:20 

11:30 ～ 12:30 

12:30 ～ 13:30 

13:30 ～ 14:15 

14:20 ～ 15:00 

15:10 ～ 15:50 

16:00 ～ 16:30 

受付 

更衣、オリエンテーション、病院紹介 

感染予防策 

認知症高齢者の看護 

呼吸のフィジカルアセスメントとケア、人工呼吸器管理、吸痰の手技 

摂食嚥下障害看護、ポジショニング、食事介助の見学 

休憩 

がん相談支援センター、化学療法センターの見学 

在宅における褥瘡予防とストマ管理のトラブル対応 

医療福祉サポートセンターの見学  

情報交換会（訪問看護師と当院看護師の意見交換）   
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    2022.3.1 更新 

この用紙は各部署で 1 か月保管してください。 

健康調査のお願い（外部者用） 
来院日：2022年   月  日 （  ） 

氏 名：           連絡先（���）：           

所 属：           

１. 症状 
過去 2週間以内に該当する症状があれば〇をつけてください。 

発熱 (37.0℃以上)  咳  鼻汁  のどの痛み  倦怠感  下痢  頭痛 

味覚障害  嗅覚障害  その他普段ない症状（                 ） 

２．移動歴・接触歴 

① 過去 2週間以内に、県外や海外に行きましたか？ 

 はい ・ いいえ  

（いつ：    どこに：     誰と：     詳細：       ） 

② 過去 2週間以内に、密になりうる場所に行ったり、同居人以外の方とのマスク無しの会話、会食の

機会はありましたか？ 

 はい ・ いいえ  

（いつ：    どこに：     誰と：     詳細：       ） 

③ 過去 2週間以内に、新型コロナウイルス感染者、または上記症状があるような体調不良者との接触

がありましたか？ 

   はい ・ いいえ  

（いつ：     誰と：     詳細：                ） 

④ 同居している方に上記のような症状がある方はいますか？ 

   はい ・ いいえ  

（誰が：      いつから：     詳細：             ） 

３. ワクチン接種 
① コロナワクチンを接種されましたか？ 

はい ・ いいえ  

 1回目    月   日 、   2回目    月   日 、  3回目     月   日 
 

※上記の質問項目 1．「症状」および 2．「移動・接触歴」に該当項目がある場合は、来院を控えてください。 

※マスク着用の徹底をお願いいたします。 

国立大学法人 富山大学附属病院 
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4 年 10 月 31 日(月) 8：45～16：00 

会 場 あさひ総合病院 

集合場所 正面玄関 総合相談相談窓口 

 

１目的 1）訪問看護ステーション看護師が、在宅医療に必要な専門医療、看護技術、アセスメ

ント能力を高めるための実地研修を開催し、県内における訪問看護師のサービス

の質の向上を図る。 

2）院内の専門医療チーム（専門看護師、認定看護師を含む）や退院支援調整担当看護

師との協議の場を通じて、病院と訪問看護師の連携強化を図る。 
 

  

２目標 1）在宅で安心して過ごすために、フィジカルアセスメントとケアが効果的に実施で

きる 

2）専門的な知識と技術を学び、がん患者の疼痛管理、褥瘡ケア、認知症高齢者看護

等を習得できる 

3）訪問看護師と病院看護師が、在宅への移行や退院調整に関して情報交換を行い、

今後の連携につなげる 
  

３主催 富山県・富山県看護協会 
  

４講師 あさひ総合病院  特定行為看護師 

特定行為看護師 

緩和ケア認定看護師 

緩和ケア認定看護師 

皮膚・排泄ケア認定看護師 

Poo マスター 

認知症看護認定看護師 

地域医療連携室看護師長 

訪問診療専任副看護師長 

秋元 七月 

堀川 千織 

田島 慶子 

久保田 理恵 

石黒 伸昌 

清水 香 

秋山 浩之 

小林 文佐子 

吉島 香代 
  

５プログラム  

 時間 内容 

 8:30 ～ 8:45  

8:45 ～ 9:00 

9:00 ～ 10:30 

10:30 ～ 12:00 

12:00 ～ 13:00 

13:00 ～ 13:45 

13:45 ～ 14:30 

14:30 ～ 15:20 

15:20 ～ 15:50 

15:50 ～ 16:00 

受付 

健康調査、オリエンテーション、看護部長挨拶 

フィジカルアセスメント、水分管理、血糖コントロールについての講義 

もしものための話し合い、緩和ケアについての講義 

休憩 

在宅で行う褥瘡予防と褥瘡処置 

うんちの話 

認知症の方の接し方、関わり方 

訪問看護師連携システムの説明、訪問看護師と病院看護師の情報交換 

アンケート記入、閉会  
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4 年 11 月 15 日(火) 8：40～16：00 

会 場 市立砺波総合病院 

集合場所 １階 中央受付前 

 

１ 目的 訪問看護ステーション看護師が、病院での専門的医療や看護技術を通して、アセスメント

能力を高め、今後の訪問看護サービスの質の向上のために活かすことができる。また、訪

問看護ステーション看護師と専門医療チームを含む病院看護師や入退院支援看護師との協

議の場を通じて、連携強化を図ることができる。 
  

２ 目標 1) 病院での医療機器装着患者の対応として、人工呼吸器装着患者の呼吸ケアや管理につい

て学ぶ 

2) 緩和ケア、外来化学療法、摂食嚥下障害看護、認知症看護、褥瘡ケアなどの看護技術を

学ぶ 

3) 訪問看護ステーション看護師と病院看護師が、在宅移行や退院支援・調整に関して情報

交換を行い、今後の連携につなげる 
  

３ 主催 富山県・富山県看護協会 
  

４ 講師 市立砺波総合病院 特定認定看護師 呼吸器疾患看護認定看護師 

がん看護専門看護師 

緩和ケア認定看護師 

がん化学療法看護認定看護師 

がん性疼痛看護認定看護師 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 

認知症看護認定看護師 

皮膚・排泄ケア認定看護師 

特定行為看護師 創傷管理関連 

患者総合支援センター師長 

岸澤 由紀子 

平 優子 

高島 留美 

山田 裕子 

前田 真裕美 

谷口 めぐみ 

畑 真夕美 

森田 初美 

鍋田 里子 

石田 典子 

  

  

  

  

  

  

  

  

５ プログラム  

時間 内容 

8:30 ～ 8:40 

8:40 ～ 9:00 

9:10 ～ 10:10 

 

10:10 ～ 11:30 

 

11:30 ～ 12:30 

13:30 ～ 14:00 

14:10 ～ 15:00 

 

15:00 ～ 15:30 

15:30 ～ 16:00 

受付、健康調査 

オリエンテーション 

人工呼吸器と呼吸器ケア、重症患者の看護ケア、ネーザルハイフロー管理 

吸痰手技 

がん看護について（がん相談支援センター、化学療法室）、CV ポートの管理 

在宅治療、緩和ケア外来・緩和ケア相談、緩和ケア病床見学、疼痛ケア 

摂食嚥下ケア、嚥下回診見学、ポジショニング 

認知症高齢者の看護、認知症ケアラウンド見学 

患者総合支援センター見学、入院前からの退院支援の実際 

退院支援カンファレンス見学 

褥瘡ケアの実際、褥瘡ラウンド見学 

情報交換会 
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新型コロナウイルス、インフルエンザ健康調査票 名前

健康調査を行い、健康管理に努めましょう。 Sep-20

勤務前にまず、熱、インフルエンザ様症状がないかチェツク！記入例：あり・なし、＋や－

確認 日付 体温（度） 関節痛の有無 頭痛の有無 咽頭痛 倦怠感 鼻汁 咳 その他（下痢・嘔吐） 味覚嗅覚異常

10/1

10/2

10/3

10/4

10/5

10/6

10/7

10/8

10/9

10/10

10/11

10/12

10/13

10/14

10/15

10/16

10/17

10/18

10/19

10/20

10/21

10/22

10/23

10/24

10/25

10/26

10/27

10/28

10/29

10/30

10/31

体調不良の場合は、早めに受診してください。
※ こまめに手洗い、マスク着用。
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4年 11月 18 日(金) 9：00～16：00 

会 場 かみいち総合病院 

集合場所 正面玄関 

 

１目的 1）訪問看護ステーション看護師が、かみいち総合病院で在宅医療に必要な専門医療、

看護技術、アセスメント能力を高めるための実地研修に参加し、県内における訪問

看護サービスの質の向上等を図る。 

2）院内の専門医療チームや退院支援調整担当看護師との協議の場を通じて、病院と

訪問看護師の連携強化を図る。 
  

２目標 1）在宅で永く過ごすための呼吸アセスメント、ケアが効果的に実践できる 

2）在宅での安全な経口摂取の知識・技術が理解できる 

3）認知症の人に対する看護に必要なアセスメントと援助技術が理解できる 

4）看取り場面における環境調整や家族の心情に配慮したケアが理解できる 

5）病院看護師と訪問看護師が退院調整に必要な項目を意見交換できる 
  

３主催 富山県・富山県看護協会 
  

４講師 かみいち総合病院 認定看護管理者 

慢性呼吸器疾患看護認定看護師 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 

認知症看護認定看護師 

認知症看護認定看護師 

緩和ケア認定看護師 

緩和ケア認定看護師 

川岸 孝美 

大井 亜紀 

廣瀬 真由美 

土井 淳詩 

竹内 雅代 

中山 和昭 

水野 博美 

織田 明 
  

５プログラム  

 時間 内容 

 ～ 8:50 

9:00 ～ 9:20 

9:20 ～ 10:30 

 

10:30 ～ 10:40 

10:40 ～ 12:00 

12:00 ～ 13:00 

13:00 ～ 14:00 

14:00 ～ 14:10 

14:10 ～ 15:10 

15:10 ～ 15:20 

15:20 ～ 15:50 

15:50 ～ 16:00 

集合（正面玄関） 

開会、オリエンテーション、看護部長挨拶、病院紹介 

呼吸アセスメント(聴診・視診)の講義と人工呼吸器 

HOT装着患者の呼吸ケアの実際 

休憩 

基本的な摂食嚥下の知識・技術についての講義と実際の見学 

昼休憩 

認知症の症状･アセスメントと援助技術についての講義と実際の見学 

休憩 

在宅看取りの患者・家族の支援について講義とグループワーク（ACP） 

休憩 

訪問看護師と病院看護師等連携会議 

アンケート記入、閉会 
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来院日：2022年　　月　　日　（　　　　）

氏　名： 連絡先（☎）：

所　属：

１．症状

　　過去2週間以内に該当する症状があれば〇をつけて下さい。

発熱（37.0℃以上）　咳　　鼻汁　　のどの痛み　　倦怠感　　下痢　　頭痛

味覚障害　　嗅覚障害　　その他普段ない症状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．移動歴・接触歴

　①　過去2週間以内に、県外や海外に行きましたか？

はい　・　いいえ

（いつ：　　　　　　どこに：　　　　　誰と：　　　　　詳細：　　　　　　　）

　②　過去2週間以内に、密になりうる場所に行ったり、同居人以外の方とのマスク無しの会話、会食の

　　　機会はありましたか？

はい　・　いいえ

（いつ：　　　　　　どこに：　　　　　誰と：　　　　　詳細：　　　　　　　）

　③　過去2週間以内に、新型コロナウイルス感染者、または上記症状があるような体調不良者との接触

　　　がありましたか？

はい　・　いいえ

（いつ：　　　　　　誰と：　　　　　　詳細：　　　　　　　　　　）

　④　同居している方に上記のような症状がある方はいますか？

はい　・　いいえ

（誰が：　　　　　　いつから：　　　　　　詳細：　　　　　　　　）

３．ワクチン接種

　①　コロナワクチンを接種されましたか？

はい　・　いいえ

1回目：　月　日、　2回目：　月　日、　3回目：　月　日、　4回目：　月　日

※上記の質問項目１．「症状」および２．「移動・接触歴」に該当項目がある場合は、来院を控えてください。

※マスク着用の徹底をお願いいたします。

健康調査のお願い（外部者用）
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4年 11月 19 日(土) 8：50～12：30 

会 場 黒部市民病院 

集合場所 ３階講堂 

 

１ 目的 1）地域の訪問看護ステーション看護師が、がん患者の摂食・嚥下や口腔ケア方法

について学びを深め、訪問看護の質の向上を図る。 

2）病院看護師と訪問看護師の交流を図ることにより、病院と訪問看護の連携を深

める。 
  

２ 目標 1）摂食・嚥下の基礎を学ぶことができる 

2）誤嚥性肺炎の機序を理解し予防することができる 

3）がん患者の口腔内トラブルに対する口腔ケア方法が実践できる 
 

  

３ 主催 富山県・富山県看護協会 
  

４ 講師 黒部市民病院 がん性疼痛看護認定看護師 

がん化学療法看護認定看護師 

がん化学療法看護認定看護師 

がん放射線治療看護認定看護師 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 

歯科衛生士 

細見 由加里 

佐々木 良子 

椎名 由紀乃 

野口 直子 

山﨑 直子 

朝野 直美 
  

５ プログラム  

 時間 内容 

 8:30 ～ 8:50 

8:50 ～ 9:00 

9:00 ～ 9:50 

9:50 ～ 10:20 

10:20 ～ 10:50 

10:50 ～ 11:00 

11:00 ～ 11:50 

11:50 ～ 12:30 

受付 

オリエンテーション 

がん患者の誤嚥性肺炎予防について 

がん患者の口腔内トラブルに対する口腔ケア方法 

口腔ケア実践 

休憩 

事例検討会（グループワーク） 

意見交換・アンケート  
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4 年 11 月 29 日(火) 9：00～16：00 

会 場 厚生連高岡病院 

集合場所 講堂（北診療棟 3 階） 

 

１目的 近年、医療技術の進歩と療養環境の多様化により、医療ニーズの高い患者の在宅療養

が可能となっている。そのため、訪問看護師は在宅で複雑な医療機器の管理から終末

期患者の看取りなど、高度で幅広いスキルが求められている。 

今回の研修は、訪問看護サービスの質の向上と、訪問看護師と病院看護師の連携強化

を図ることを目的とし、病院と地域が一体となって看護のレベルアップを目指すこと

である。 
  

２目標 1）最新の専門的な医療、看護技術を学ぶ 

2) アセスメント能力の向上を図る 

3）病院看護師と訪問看護師で意見交換を行い、顔が見え、信頼できる関係構築を図る 
  

３主催 富山県・富山県看護協会 
  

４講師 厚生連高岡病院 看護部 副看護部長 

集中ケア認定看護師 

急性・重症患者看護専門看護師 

皮膚・排泄ケア認定看護師 

皮膚・排泄ケア認定看護師 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 

リンパドレナージセラピスト（理学療法士） 

がん薬物療法看護認定看護師 

がん性疼痛看護認定看護師 

川合 邦江 

松木 健宏 

寺井 彩 

山田 優子 

開  千春 

有澤 未来 

吉田 千尋 

高橋 美由喜 

浦上 裕美 
  

５プログラム  

 時間 内容 

 8:30 ～ 9:00 

9:00 ～ 9:10 

9:10 ～ 10:30 

10:30 ～ 10:40 

10:40 ～ 11:40 

11:40 ～ 12:40 

12:40 ～ 14:40 

14:40 ～ 14:50 

14:50 ～ 15:35 

15:35 ～ 16:00 

受付 

オリエンテーション 

人工呼吸器管理、フィジカルアセスメント、排尿ケア 

休憩 

摂食嚥下障害の看護、リンパ浮腫のケア 

昼食 

がん化学療法看護、ストーマケア、創傷ケア、がん性疼痛看護 

休憩 

カンファレンス 

まとめ・アンケート 
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4年 12月 2日(金) 8：45～16：00 

会 場 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 

集合場所 地域リハビリテーション総合支援センター内入口 

 

１ 目的 1）訪問看護ステーション看護師が、在宅医療に必要な専門医療看護技術、アセ

スメント能力を高めるための実地研修を開催し、県内の訪問看護サービスの質

の向上等を図る。 

2）院内の専門医療チーム（専門看護師・認定看護師を含む）や退院支援調整担

当看護師との協議の場を通じて、病院と訪問看護の連携強化を図る。 
  

２ 目標 1）医療的ケア児の人工呼吸器装着中のケアの実際を学ぶ 

2）医療的ケア児の呼吸ケアの実際を学ぶ（体験） 

3）回復期リハ病棟でのチーム医療を学ぶ 

4）嚥下障害患者の間接・直接ケアの方法を学ぶ 

5）障害を持つ患者・患児の在宅に向けて、病院と訪問看護での重要とする項目

を情報共有する 
  

３ 主催 富山県・富山県看護協会 
  

４ 講師 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 

 看護副部長・感染管理認定看護師 吉岡 智子 

 こども棟師長・呼吸療法認定士 星子 みゆき 

 回復期リハ病棟師長・回復期リハビリテーション看護師 岩本 妙子 

 こども棟副師長・医療的ケア児等支援コーディネーター 安達 佳子 

 こども棟副師長 下田 晴美 

 回復期リハ病棟副師長・回復期リハビリテーション看護師 神谷 千春 

 回復期リハ病棟主任・摂食・嚥下障害看護認定看護師 土井 早希子 
  

５ プログラム  

時間 内容 

8:30 ～ 8:45 

8:30 ～ 9:00 

9:00 ～ 12:30 

 

 

 

12:30 ～ 13:30 

13:30 ～ 15:30 

 

 

 

15:30 ～ 16:00 

受付 

オリエンテーション、病院説明 

【こども棟】 障害児の看護の説明 

HRTX・カフアシスト等、腹臥位姿勢の呼吸ケアについて 

気管切開児の看護、人工呼吸器装着患児の看護 

栄養管理の実際（腹臥位姿勢での注入方法など） 

休憩 

【回復期リハ病棟】嚥下管理チームの見学と説明 

VE や VF の見学 

嚥下障害患者の姿勢援助の説明等 

定期カンファレンスと退院支援 

訪問看護師と病院看護師との連携会議 
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　　　　　　　　　　　　　健康調査のお願い

来院日：2022年　　　月　　　日（　　）

氏　名： 　　　連絡先：

所　属：

１．症状

　　過去1週間以内に該当する症状があれば〇を付けてください。

発熱（37.0℃以上）　咳　　鼻水　　のどの痛み　　倦怠感　　下痢　　頭痛

味覚障害　　嗅覚障害　　その他普段ない症状（　　　　　　　　　　　　）

２．移動歴・接触歴

　　①過去１週間以内に、県外や海外に行きましたか？

はい　　　　・　　　いいえ

（いつ：　　　　　どこに：　　　　誰と：　　　　　　詳細： 　　　　　）

　　②過去1週間以内に、密になりうる場所に行ったり、同居人以外の方とのマスクなしの会話、

　　　会食の機会はありましたか？

はい　　　　・　　　いいえ

（いつ：　　　　　どこに：　　　　誰と：　　　　　　詳細： 　　　　　）

　　③過去1週間以内に、新型コロナウイルス感染者、または上記症状があるような体調不良者

　　との接触がありましたか？

はい　　　　・　　　いいえ

（いつ：　　　　　　　誰と：　　　　　　詳細： 　　　　　）

　　④同居している方に上記のような症状がある方がいますか？

はい　　　　・　　　いいえ

（誰が：　　　　　いつから：　　　　　　　　　　詳細： 　　　　　）

３．ワクチン接種

　　①コロナワクチン接種をされましたか？

はい　　　　・　　　いいえ

（1回　　　　2回　　　　3回　　　　4回）

※上記の質問項目１．「症状」および２．「移動・接触歴」に該当する場合は来院は控えてください。
※マスクの着用、手指消毒の徹底をお願い致します。

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

　　　　　この用紙は各部署で1か月間保管してください。
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訪問看護師スキルアップ研修 開催要項 

開催日時 令和 4年 12月 7日(水) 8：35～16：00 

会 場 厚生連滑川病院 

集合場所 夜間案内所前（救急室側出入口横） 

 

１目的 1）訪問看護ステーション看護師が、在宅医療に必要な専門医療、看護技術、アセスメ

ント能力を高めるための実地研修を行い、今後の訪問看護サービスに活かすことが

できる。 

2）訪問看護ステーション看護師と専門医療チームを含む病院看護師や地域医療連携室

スタッフや入退院支援看護師との協議の場を通じて、連携強化を図ることができる。 
  

２目標 1）認知症看護、摂食嚥下障害看護、緩和ケア、外来化学療法などの看護技術が理解で

き、在宅ケアにつなぐことができる 

2）感染対策の基本を学び、在宅における感染対策を実践できる 

3）病院看護師と訪問看護師が在宅移行や退院調整に関して情報交換を行い、今後の連

携につなげることができる 
  

３主催 富山県・富山県看護協会 
  

４講師 厚生連滑川病院 認定看護管理者 

感染管理認定看護師 

感染管理認定看護師 

がん化学療法看護認定看護師 

緩和ケア認定看護師 

摂食・嚥下障害看護認定看護師 

認知症看護認定看護師 

皮膚・排泄ケア特定認定看護師 

岩城 光子 

宮坂 純香 

高橋 孝治 

船屋 彩子 

藤森 敦子 

藤井 友子 

長津 寿恵 

横山 真代 
  

５プログラム  

時間 内容 

8:20 ～ 8:30 

8:35 ～ 10:30 

 

 

10:30 ～ 10:45 

10:45 ～ 12:15 

 

12:15 ～ 13:15 

13:15 ～ 14:15 

14:15 ～ 14:25 

14:25 ～ 15:30 

 

15:30 ～ 16:00 

受付、健康チェック 

開会、オリエンテーション、看護部長挨拶 

認知症の症状とコミュニケーション技術・援助についての講義 

基本的な摂食嚥下障害看護の講義と実践見学（演習含） 

休憩 

看取りへのケア、家族支援、症状緩和、事例検討 

地域医療連携室の役割と実際 

昼食 

感染対策の基本および在宅での感染対策、個人防護具の着脱など 

休憩 

在宅でのスキントラブルとケアの実際 

化学療法室の見学および通院治療を行っている方の看護ケアについて 

情報交換会（訪問看護師と当院看護師と意見交換）、アンケート記入 
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