実施概要・お申込みについて

第10回

①初級者コース
日

程：6 月 8 日（土）・9 日（日） 2 日間共

定

員：30 名

会

場：熊本機能病院

／

9:30 受付 10:00 開始

小 児 訪 問 看 護 研修会

17:00 終了

参加費：3,000 円 （資料代・昼食代 2 食分として）
南館 2 階ホール

②経験者コース
日

程：8 月 3 日（土）・4 日（日） 2 日間共

定

員：30 名

会

場：熊本機能病院

／

申込

9:40 受付 10:00 開始

17:00 終了

参加費：3,000 円 （資料代・昼食代 2 食分として）
地域交流館 市民塾ホール

右の QR コードを読み取り
お申込みフォームより
必要情報を入力の上送信下さい

※QR コードの読み取りができない方は下記までお電話ください
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31

金

定員を超える場合に参加調整のご連絡をすることがございます。

寺倉 宏嗣

講 師 紹 介

⼩篠 史郎

先⽣

平井 克樹

先⽣

あまぎユイの⾥医療センター院⻑

熊本⾚⼗字病院
第⼆⼩児科 部⻑

熊本県に重症⼼⾝障害者のお友
達が多数。熊本の重⼼児・者の
⽗と⾔っても過⾔ではない。

PICU創設に尽⼒し、集中治療専
⾨医として⼩児科医師の育成に
も⼒を⼊れている。

浅野 ⼀恵

先⽣

先生

松井 晃

先⽣

熊本⼤学病院 ⼩児科医
⼩児在宅医療⽀援センター特任講師

社会福祉法人小羊学園
つばさ静岡 小児科医

神奈川県⽴こども病院
臨床⼯学技⼠

優しい笑顔を武器に、かかりつ
け医として⺟親から絶⼤な⼈気
を誇る。

障害を持った⽅たちのための⾷
形態を開発普及に取り組む第⼀
⼈者。学会、保護者、学校等を
対象に摂⾷に関する講義を⾏う。

著書に「新⽣児・⼩児⼈⼯呼吸
器サポートブック」がある。看
護師たちから「呼吸器の神様」と呼
ばれている。

土、
日

NICUから在宅移行支援
小児訪問看護実践編・看護師のための姿勢管理
災害時の支援～熊本地震の教訓～
フィジカルアセスメント他８講義

8/3〜4
土、
日

受 講者 の 声
●すべての講義が役に⽴ちました。

6/8〜9

初級者コース

経験者コース
人工呼吸器徹底的に基礎
子ども達の美味しく食べるを考えよう！
障害児看護～ライフステージを通して～
子どもの発達支援

他７講義

●グループワークは苦⼿だなぁと思って参加したのです

今後、⼩児を対象に訪問をしたいという想いからの参加

が、意外に楽しく参加できて良かったです。

だったので、興味深く受講させて貰いました。

なかなか、いいシートが完成しました︕

主催︓認定NPO法⼈NEXTEP

後援︓熊本⼤学病院

⼩児在宅医療⽀援センター

※当研修会は熊本県委託「⼩児訪問看護ステーション機能強化事業」の⼀環として実施します。
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/8〜9
土、
日

✔

8/3〜4

初級者コース
チェックリスト

経験者コース

土、
日

〜受講のめやす〜

✔

チェックリスト

〜受講のめやす〜

① 0歳の乳児は、訪問看護ステーションが利⽤できない

① 在宅⽤の⼈⼯呼吸器は簡易に作られている

② 重症⼼⾝障害児と超重症児・準超重症児は名称が違うだけで同じ状態の⼩児

② インクルーシブ教育という⾔葉は聞いたことがない

③ ⼩児のリハビリは、毎⽇受けることが理想的である

③ コミュケーションとは⾔語によるものが６割を占める

④ 気管切開と喉頭気管分離の違いについて説明できない

④ 誤嚥性肺炎を起こす重症児の経⼝摂取は禁忌である

⑤ ⼩さいうちは両親だけでも重症児は育てられる

⑤ 看護師は福祉や療育のことを知る機会がない
※２個チェックがついたら要受講！0個のかたは法人スタッフまで

※２個チェックがついたら要受講！0個は経験者コースへ

6／8（⼟）スケジュール

8／3（⼟）スケジュール

熊本県の医療的ケア児の現状

熊本⼤学病院 ⼩児在宅医療⽀援センター
特任講師 ⼩篠史郎先⽣

熊本県の医療的ケア児の⽀援

NICUから在宅へ

熊本市⽴熊本市⺠病院
地域医療連携室 鍬⽥晃⼦様

訪問看護を利⽤する⼩児の病態

【⼩児訪問看護実践編】

訪問看護ステーション
ステップキッズ ⽯橋直美

〜就園のサポートと地域⽣活を⽀える〜
〜⽀援体制の構築〜

在宅導⼊〜乳幼児の看護

看護師のための姿勢管理

訪問看護ステーション
ステップキッズ 古閑さやか

⼩児在宅ワーキングチームの取り組み

熊本市⽴熊本市⺠病院
NICU認定看護師 菅仁美様

〜明⽇からできるポジョニングポイント〜

〜6病院での統⼀した退院指導〜

訪問看護利⽤者の話

~くまもとに⽣まれくまもとで育つ〜

訪問看護利⽤児の⺟

6／9（⽇）スケジュール

〜⾏政の⽴場から〜

〜病気を知るとこどもがみえる〜

熊本県教育委員会

〜就学までの流れ等〜

熊本県健康福祉部障害者⽀援課
熊本再春医療センター
⼩児科医 島津 智之
熊本県教育委員会 特別⽀援教育課

特別⽀援学校での障害児教育

熊本県⽴⿊⽯原⽀援学校
⼩学部主事 ⻄澤敏先⽣

⼦どもの発達とコミニュケーション⽀援

訪問看護ステーション
ステップ♪キッズ 本村富⼠⼦

⼦どもたちの美味しく⾷べるを考える

社会福祉法⼈ ⼩⽺学園 つばさ静岡
⼩児科医 浅野⼀恵先⽣

〜学校での授業の様⼦〜
〜伸びる⼒を信じて〜

〜⾷べることをあきらめない〜

8／4（⽇）スケジュール

熊本地震での⼩児在宅⽀援の実際

熊本再春医療センター
⼩児科医 島津智之

基礎をしっかり⾜固め︕⼈⼯呼吸器

神奈川県⽴こども医療センター
臨床⼯学⼠ 松井晃先⽣

⼩児のフィジカルアセスメント

熊本⾚⼗字病院
第⼆⼩児科部⻑

デモンストレーション（⼈⼯呼吸器・加温加湿器

内村酸素株式会社
医療ガス事業部 ⽵原豊様

障害児看護

訪問看護ステーション
ステップ♪キッズ 中本さおり

障害福祉サービス

訪問看護ステーション
ステップ♪キッズ 中本さおり

〜教訓から災害時⽀援を考える〜
〜基本的な知識を再認識〜

平井克樹先⽣

重症児の気管切開と胃瘻造設

あまぎユイの⾥医療センター
院⻑ 寺倉宏嗣先⽣

医療的ケア児の相談⽀援

訪問看護STステップキッズ
看護師／相談⽀援専⾨員 古⽥絵美

〜豊富な事例とOPE画像を交えて〜
〜超重症児の事例を通して伝えたいこと〜

グループ演習

〜退院時の在宅スケジュール作成〜

〜これできっとわかる〜

・在宅酸素濃縮器・パルスオキシメーターなどの医療機器）

〜ライフステージを通して〜
〜成⻑に応じてサービス形態は変化する〜

グループ演習

未来予想図パート１〜逆算の発想〜

