
長期支援事業とは、専門・認定看護師が病院、施設に伺い、 

ご要望に応じながら、講義やベッドサイドケアの実践を行う
研修です。 

★申し込みから研修までの流れ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    大分大学医学部附属病院看護部 
           長期支援事業 

申し込み 

• ホームページから申し込みます 

• 各分野の研修内容を参考にしてください 

打ち合わせ 

• 研修内容について打ち合わせを行います        
（日時・対象・人数・内容など） 

研修実施 

• 複数回行います。講義、ベッドサイドケアの同行、     
委員会活動の参加など組み合わせが可能です 

ベッドサイドケアを一緒に行うことで、実践的な
技術を学べます 

ご要望に応じた、オーダーメイドの研修が可能で
す 

各施設の実際の器機、用具を使用して研修し
ます 

特徴 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

糖尿病をもつ方は増加しています。 
対象者やそのご家族の方への関わり方、スタッフへの教育 
など様々な支援方法を考えるお手伝いをさせて頂きます！ 

★日時・対象者・人数・内容・研修回数などは、 
依頼施設と相談して行います 

血糖値をどのように見
ていけばいいのかな？ 

糖尿病の薬が増加している
けどよくわからない・・ 

フットケアはどうした
らいいのかな？ 

糖尿病をもつ方とどの
ように関わったらいい

のかな？ 

インスリン注射の指導は 
どうしたらいい？ 

専門看護分野：糖尿病看護 

担当：佐田佳子・式田由美子・大末美代子 
（糖尿病看護認定看護師） 



  救急看護認定看護師の専門領域を中心に、下記の企画を準備して
います。患者さんに関わる、全ての看護職の方へ向けた内容です！ 
 

★研修の企画例 
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「なんか変」を 
アセスメントに！ 

大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門分野：救急看護 

 
心肺蘇生法技術の
確認や、急変の徴
候を学習し、シ
ミュレーションで
初期対応を再確認
します。 

 
自施設の役割や、
の見直し、アク
ションカードの作
成、机上訓練など
を通して、災害急
性期の対応を一緒
に考えます。 

 
呼吸・循環・意識
を中心としたフィ
ジカルアセスメン
ト。症状の起こる
メカニズムを再確
認し、患者さんを
見てみませんか？ 

フィジカルアセスメント    災害対応       急変対応 

貴施設に合わせ、
オーダーメイドで
の研修可能！ 

担当：緒方 暁子 
   迫部 恵美 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門看護分野：人工呼吸器管理 

人工呼吸器管理全般、人工呼吸器装着中の患者
看護、呼吸のフィジカルアセスメント等、講義や演習
など各施設の要望に応じます。   
担当：芝田香織（集中ケア認定看護師） 
    井川梨恵（急性・重症患者看護専門看護師） 

研修目標 
１：呼吸の解剖・生理、人工呼吸の生理とその原理がわかる。 
２：人工呼吸器装着中の身体的・精神的ケアがわかる。 
３：人工呼吸器使用中の安全管理のポイントがわかる。 

看護師や療法士と
一緒にフィジカル 
アセスメントの演習 

各施設の吸引器
具や人工気道を
使用しながらの 

説明 

各施設の実際の
人工呼吸器を 
使用して説明 

以前の例 



 皮膚・排泄ケア認定看護師とは、創傷や褥瘡ケア、ストーマケア、
失禁ケア、スキンケアについての専門技術と知識を用いて看護実
践し、看護の質向上を目指しています！ 

 

★開催日時、訪問回数は依頼施設と相談し実施  

★研修内容 1. ストーマケア 2. 褥瘡ケア など 

★備考 ：日時・対象・人数・内容は、依頼施設と相談     

専門分野：皮膚・排泄ケア 

担当：豊田かおり・清山真弓 

施設で困っている褥瘡やストーマケアについて事例
検討や演習を行い、実際患者さんのベッドサイドで

一緒にケアも行います！ 

大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門看護分野：緩和ケア 

がん患者さんと家族への支援に 
悩むことはありませんか？ 

 

 ＊疼痛マネジメント 
  痛み止めはどのように使ったら効果的？ 

 ＊スピリチュアルペインとケア 
  スピリチュアルペインってどんなこと？ 

 ＊コミュニケーション  
  がん患者の思いとは？ 
  告知を受けた患者にどう声をかけたらいいの？ 

 ＊臨死期のケア 
  臨死期の患者・家族にどう関わったら良いのか 
  困っている・・・ 

講義だけでなく事例検討やロールプレイ、 
エンゼルメイクの実技などを行うことで 
実践につながる研修を企画しています 



手術室での看護だけでなく、周術期を通して貴施設で困ってい
ること、悩んでいることを一緒に考えてみませんか？ 

 

研修内容の例）術中体位 
 

目的）１．安全な手術体位固定が理解できる 

   ２．施設にある物品で安全な手術体位が確保できる 

内容）１．手術体位講義 

   ２．貴施設の問題について意見交換 

   ３．実際に一緒に体位を確保する 

実際に自施設にある物品を使用して、安全な手術体位が 

とれる方法を一緒に考えてみませんか？ 

 

そのほかに 

 術前の情報収集・アセスメント 

 緊急手術時の対応 

 感染対策 

 体温管理   等 

大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門分野：周術期看護 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門分野：新生児集中ケア 

新生児看護は、就職してから学ぶことが多い分野です 
 新生児看護について、一緒に振り返ってみませんか 

担当：石井 真由（新生児集中ケア認定看護師） 

日時・内容等は、依頼施設と相談して行います 

★ 新生児看護の疑問点や不明点について 
          意見交換する・考える 

★ 

新生児の特徴を 
押さえて観察や 
ケアができて 
いるかな 

使用している器機
が安全に使えてい
るかな 

新生児にとって安全な
環境になっているかな 

お母さんへの
配慮ができて
いるかな 

例えば・・ 

出生直後の新生児への
対応はどうするのかな 
（新生児の蘇生方法） 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

私達と一緒に、安全・安楽・確実な 
がん化学療法看護についてや、 
がん化学療法に関するマネジメント
について考えてみませんか？         

＜支援内容の一例＞ 

安全 
・投与量の管理 
・曝露対策 
・血管外漏出の予防 
     など 

安楽 
・意思決定支援 
・適切な支持療法の  
 実施 
・副作用の症状 
 コントロール 
    など 

確実 
・レジメン管理 
・治療計画の理解 
・適切な器材の選択 
    など 

がん化学療法に関するマネジメント 
・リスク管理   ・チーム医療の推進 
・研修や学習方法 ・外来化学療法室の運営 など                                        

貴院のニーズに合わせて、講義、
演習、事例検討など企画します。 
   担当：三ッ股・藤原・矢幡 

専門看護分野：がん化学療法看護 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門看護分野：がん看護 

開催日時、研修内容はご相談の上決定いたします。 
日々のがん患者さんとの関わりやケアについて 
一緒に考えてみましょう！ 

がん看護専門看護師は、がん患者さんやご家族の様々な
問題の解決に向けて支援を行う役割を担っています 

【研修内容（例）】 

がん看護専門看護師 畑中明子 佐藤千鶴 

 
・倫理とは 
・治療や療養場所の選 
 択などの意思決定の 
 支援 

 
・痛みのアセスメント 
・痛みを聞くための 
 コミュニケーション 
・鎮痛剤の使い方 

 
・患者さんやご家族、 
 他職種とのコミュニ 
 ケーション 

 
・終末期がん患者さん 
 へのケア 
・ご家族への支援 

 コミュニケーション 

 倫理に関すること 

 痛みのマネジメント 

 終末期がん看護 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1533723176/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEyLzEyL2Jsb2ctcG9zdF8yMTE3Lmh0bWw-/RS=^ADBexX4621ymqeHKdTuY7I2uwzx0R0-;_ylt=A2RCL5iocGlblTQApwWU3uV7


大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門看護分野 
摂食嚥下障害看護 

どういう人が誤嚥性肺炎や窒息に
なりやすい？ 
→リスクがある人の観察ポイント
に沿って観察してみましょう 

何が悪くて 
食べられないんだろう？ 
→摂食嚥下機能評価を 
       してみましょう 

嚥下障害の人、誤嚥性肺炎のリスク
がある人にどんなケアをしよう？ 
→状態に応じてケアを考えましょう 

嚥下障害をもつ方は増加しています。 
誤嚥性肺炎も増加しています。 
嚥下障害・誤嚥性肺炎になった方に対する 

食支援を含めた看護について一緒に考えてみませんか？ 
研修の日時や方法に関しては、貴施設の要望をふまえ、 

相談しながら行います。 

摂食嚥下障害看護 
認定看護師 
阿部世史美 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門看護分野： 
脳卒中リハビリテーション看護 

担当：石甲斐 真知子 
    大海 聖子 

研修の内容は、できる限り 
貴施設の要望を踏まえたものに 

☆ 研修の一例 ☆ 
脳卒中急性期の重篤化回避のための観察 
急性期から行う脳卒中リハビリテーション看護 
（半側空間無視への介入、ポジショニングなど） 
脳卒中再発予防指導   など 希望に合わせて 
                研修を企画します！ 
            
         日頃の看護の実践を 
         一緒に振り返りましょう 
          

          
 
 

急性期の観察
ポイントは？ 

フィジカルアセスメント
を学びたい 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門看護分野：感染管理 

感染対策やスタッフへの教育で悩むことは
ありませんか？そのような悩みを解決する
お手伝いをさせていただきます 
 

講義だけなく、演習、事例検討、施設内のラウンドも可能です 
施設の状況をふまえた対策を一緒に考えます 

 
 

日時や内容は、依頼施設と相談して行います 

担当：眞名井 理恵  宗元 あゆみ  兒玉 知久 
（感染管理認定看護師）  

物品の管理方法は 
これでよいのかな？ 

カテーテル類の
管理はこれで 
よいのかな？ 

適切に手洗いを
できているか 

 わからない・・・。 

インフルエンザ 
感染性胃腸炎 
の対策に不足は
ないかな？ 



大分大学医学部附属病院看護部 
地域看護職の実践向上のための長期支援事業 

専門看護分野： 
慢性心不全看護 

担当：江戸 京 
慢性心不全看護認定看護師  

  

                   
 
 

循環器の 
お薬って 

いっぱいあって
難しい 

退院指導の 
タイミングや内容

は？ 

高齢化とともに心不全患者さんは年々増えています。 
心不全の方への支援について一緒に考えましょう 

 
日時・対象者・人数・内容・研修回数など 

ご依頼施設の要望をふまえ、相談しながら行います。 
 
 

急性期の看護  
フィジカル 

アセスメントは？ 

外来での継続看護は 
どうするの？ 

入退院を繰り返す 
患者さんの看護は？ 


