News Release 取材のお願い
報道関係者各位

公益社団法人 日本看護協会 広報部
2017 年 6 月 22 日

「NICU／GCUにおける小児在宅移行支援パスと教育プログラム」活用に向けて

小児在宅移行支援 指導者育成研修を開催
6月28～30日、TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
公益社団法人日本看護協会（会長・福井トシ子、会員 71 万人）は、小児在宅移行支援
指導者育成試行事業（指導者育成研修）を、初めて開催します。
NICU で在宅移行支援を行う看護職のための標準的な教育プログラムがない中、日本看
護協会は、2016 年度に「NICU／GCU における小児在宅移行支援パスと教育プログラム」
を開発しました。本会が開発した教育プログラムを医療機関で導入・活用していただく
ためには、このプログラムの作成過程や内容などを理解している指導者や教育担当者の
存在が必要であることから、指導者を対象とした研修を実施いたします。
この事業の目的は、教育プログラムを導入・活用できる人材（指導者）を育成するこ
とです。本研修では、主に総合周産期母子医療センターの看護職を対象に、５日間の研
修（前期３日間、後期２日間）と、医療的ケアを必要とする子どもの自宅への同行訪問
実習を行います。
報道関係の皆さまには、この機会にぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。
＊NICU＝新生児集中治療室、GCU＝新生児治療回復室

◆指導者育成研修（前期）

概要◆

【日時】１日目：6 月 28 日（水）9:00～16:30
２日目：6 月 29 日（木）9:00～16:30
３日目：6 月 30 日（金）9:00～16:30

※後期は、11 月 16 日・17 日開催予定

【プログラム】２ページ参照
【主な対象】総合周産期母子医療センターなどで小児在宅療養支援に取り組む看護職など
【会場】TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター
東京都千代田区大手町１-8-1

KDDI 大手町ビル 22F （TEL：03-3243-5231）

http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-otemachi/access/
○東京メトロ千代田線・半蔵門線・東西線／
都営三田線 大手町駅 C1 出口 直結 0 分
○東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 A1 出口 徒歩 1 分
○JR 東京駅 丸の内北口 徒歩 10 分

※QR コードで上記サイトが開きます

＜リリースのお問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会 広報部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547
FAX：03-5778-8478
E メール koho@nurse.or.jp
ホームページ http://www.nurse.or.jp/

小児在宅移行支援 指導者育成試行事業プログラム
受講者 目標
１．NICU/GCU から退院する児とその家族を取り巻く現状を理解することができる
２．暮らしの場で医療的ケアを必要とする児とその家族が生活することをイメージできる
３．医療機関の看護職が担う、医療的ケアを必要とする児と養育者及び家族への支援が理解できる
４．教育プログラム（案）を試行し、自施設に系統立てた小児在宅移行支援に関する教育プログラムを導入することができる

月日

6
月
28
日
(水)

時間

講師名(敬称略)

会長挨拶

福井

トシ子 日本看護協会 会長

9：10～9：30

主旨説明

吉川

久美子 日本看護協会 常任理事

9：30～10：20

オリエンテーション・アイスブレイク

事務局

10：20～10：30
10:30～12:00
(90 分)
12:00～13:00

講義

休憩
日本の新生児医療の現状と課題
〜NICU から在宅に移行する児の特性と発達支援
昼食

13:00～14:30
(90 分)

講義

医療的ケアを必要とする子どもの退院と家族形成支援
-小児在宅移行支援に関わる関連職種、関連機関の連携と調整

9:00～10:30
(90 分)
10:30～10:40
10:40～12:10
6
(90 分)
月
12:10～13:10
29
13:10～14:10
日
(60 分)
(木)
14:10～14:20

講義

講義

報告

医療的ケアを必要とする子どもの養育者や家族の想い

講義

昼食
小児在宅移行支援に伴う倫理的問題への対応
-周産期医療に関わる倫理的課題と看護職への期待
休憩

講義

小児在宅支援における在宅療養支援診療所の役割

10:00～11:00
(60 分)

講義

講義

平原

真紀

ベビーノ

坂井

ベビーのための訪問看護ステーション

所長

玲奈

葛飾赤十字産院

医療社会事業部

臨床心理士

深谷 志保

仁志田 博司

東京女子医科大学 名誉教授／慈誠会マ
タニティーホスピタル（慈誠会病院）名誉院長

百香里 公益社団法人岐阜県看護協会

重症心身障がい在宅支援センターみらいコーディネーター
／家族支援専門看護師

髙橋

他ファシリテーター(調整中)

昭彦

ひばりクリニック院長

NICU/GCU から退院する小児在宅移行支援に関する保健・医療・福祉制度
について
--医療的ケアを必要とする子どもの社会資源
―療育施設等に関すること
休憩
医療的ケアを必要とする子どもの成長発達に応じて必要な保健・医療・
福祉制度

荒木

暁子 日本看護協会 常任理事

谷口

由紀子

／元 医療法人

淑徳大学 看護栄養学部地域看護学領域
社団麒麟会 統括マネジャー

昼食

演習
2

講義

16:20～16:30

日本看護協会版「NICU/GCU における在宅移行支援
（案）」について

教育プログラム

3 日間のまとめ

事務局

9:30～12:30
(180 分)
12:30～13:30

演習
3

同行訪問実習における情報共有会

13:30～16:30
(180 分)

演習
4

昼食
日本看護協会版「NICU/GCU における小児在宅移行支援教育プログラム
（案）」の検討
・「小児在宅移行支援教育プログラム（案）」を試行し、事例検討を基に
意見交換

・NICU/GCU における小児在宅移行支援と指導者の役割

由紀子

／元 医療法人

奥田

実習

演習
5

谷口

休憩
・地域包括ケアシステム構築と退院支援について
-退院支援に関わる診療報酬の変遷
-小児在宅移行支援等に関する診療報酬について

・医療的ケアを必要とする子どもの自宅への同行訪問実習（1 例以上）
―医療的ケアを必要とする子どもと家族が生活する場を理解する
―医療的ケアを必要とする子どもと家族へのケアの実際を学ぶ

16:10～16:20

道子 公益財団法人 日本訪問看護財団立
あすか山訪問看護ステーション所長

市川

9:00～10:00
(60 分)

9:30～12:30
(180 分)
12:30～13:30
11 13:30～15:00
月 (90 分)
17 15:00～15:30
日 (30 分)
(金) 15:30～15:40
15:40～16:10
(30 分)

田中

休憩

小児在宅移行支援に伴う意思決定支援

7 月 1 日(土)
～11 月 15 日(水)

正徳 埼玉医科大学総合医療センター

特任教授／総合周産期母子医療センター長

医療的ケアを必要とする子どもの受容と療育に関わる家族の心理

演習
1

11:00～11:10
11:10～12:10
(60 分)
12:10～13:10
13:10～15:10
(120 分)
15:10～15:20

田村

休憩
医療的ケアを必要とする子どもの退院と家族形成支援
-訪問看護の実際

14:20～16:20
(120 分)

15:20～16:20
(60 分)

11
月
16
日
(木)

内容

9：00～9：10

14:30～14:40
14:40～16:10
(90 分)

6
月
30
日
(金)

方法

淑徳大学 看護栄養学部地域看護学領域
社団麒麟会 統括マネジャー

清子

厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室 課長補佐

ファシリテーター

ファシリテーター

ファシリテーター

昼食

演習
5

・全体共有会

ファシリテーター

小児在宅移行支援に関わる指導者への期待

福井

トシ子 日本看護協会 会長

研修修了、修了証の交付

吉川

久美子 日本看護協会 常任理事

閉会のあいさつ

吉川

久美子 日本看護協会 常任理事

休憩

※11 月 16 日・17 日については、未定、変更あり
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日本看護協会 広報部 宛
（ＦＡＸ：03‐5778‐8478／Ｅメール：koho@nurse.or.jp）
☆ 6 月 27 日（火）までにご連絡をお願いします。

小児在宅移行支援 指導者育成試行事業(指導者育成研修)
取材申込
ご希望の取材日をチェックしてください（複数選択可）
。
□【１日目】6 月 28 日（水）9:00～16:10
□【２日目】6 月 29 日（木）9:00～16:20
□【３日目】6 月 30 日（金）9:00～16:30

媒体名

御所属

お名前

TEL

E メール※

撮影有無

□スチールカメラ

台／

□ムービーカメラ

台

□撮影なし
※本会の「記者会見」と「ニュースリリース」は、E メールでもご案内しております。
今後、メールでの連絡をご希望の方は、Ｅメールをご記入ください。

＜リリースのお問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会 広報部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547
FAX：03-5778-8478
E メール koho@nurse.or.jp
ホームページ http://www.nurse.or.jp/

