褥瘡研修会への参加を検討していただいている

皆様へ

陽春の候、皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より当院に対しま
しては 格別のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。
当院では、褥瘡対策及びケアが実践できるスタッフの育成をめざし、褥瘡対策研修を開催して
おります。
しかし、今年度は国内で感染経路が明らかでない新型コロナウイルス感染症の発生が確認され
ております。開催時期の頃には新型コロナウイルスも収束しているとは思いますが、状況によっ
ては出席される皆さまの安全と感染拡大を防止するために、研修会の中止をする可能性がありま
す。開催や中止の決定は、申し込みをいただきました代表者の方・連絡先にメールや電話等によ
り 5 月末日までに連絡させていただく予定です。
また、会場内で密集した環境をつくらないように、初級コースのみ参加人数を各病院・施設
で 2 名までとさせて頂きます。もし、同一病院・施設より 3 名以上の申し込みがありましたら、
代表者の方に連絡させていただきますので調整をお願いします。
なお、褥瘡研修会は初級・中級ともに 1 年間で修了する計画ではありますが、2 年間で研修を
修了した方には修了書を発行させていただいております。参加されます皆さまの勤務状況や体調
の悪い方は無理して参加されませんように、ご協力いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先・事務局：
高知赤十字病院 医療安全推進室
皮膚・排泄ケア認定看護師 田村
E-mail: woctamura@kochi-med.jrc.or.jp
℡（088）822-1201 代表

高知赤十字病院 2020 年度（R2 年度）
「褥瘡対策研修会」「床ずれ対策研修会」開催のご案内
拝啓
陽春の候、皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より当院に対しましては

格別の

ご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。
当院では、褥瘡対策及びケアが実践できるスタッフの育成をめざし研修を開催しております。
2020 年度は、下記日程にて研修会を開催いたします。ご多用の事とは存じますが、多数の方々の
ご参加を下さいますようご案内申し上げます。
褥瘡対策研修会「初級・中級コース」を修了した方には、高知赤十字病院褥瘡対策検討委員会より
修了証を発行いたします。
（床ずれ対策研修会の修了証はありません）
敬具
記
１．参加対象者：
「初級コース」褥瘡予防ケアに対する知識・技術習得を希望する医療福祉業務に従事されて
いる方
(各病院・施設で 2 名まで)
「中級コース」当院の初級コースを修了しており、褥瘡治療に対する知識・技術習得を希望
する医療福祉業務に従事されている方
（40 名程度を予定しております）
「床ずれ対策研修会」各コース全過程に参加出来ない方にも参加して頂きやすいように、1 日
のみ参加していただける研修会（30 名程度を予定しております）
２．開催日時：同封の各コースプログラムをご参照下さい
３．開催場所：高知赤十字病院 ４階 ホール
４．参加費：無料
５．申し込み方法：
①所属施設 ②名前 ③ふりがな ④職種 ⑤申し込み代表者名・連絡先・メールアドレス
①～⑤の必要事項をご記入のうえ、下記メールアドレスに申し込みをお願いいたします。
６．申し込みの期日
褥瘡対策研修会「初級・中級コース」
：5 月 15 日（金）16：00 まで
床ずれ対策研修会：10 月 2 日（金）16：00 まで
＊参加申し込み人数の状況により人数調整をさせて頂く場合がございますのでご了承ください。
＊メールでの申し込み後 7 日以内に受付完了の返信がなければ、再送信をお願いします。
＊メールでの申し込みが行えない状況であれば、電話対応をさせていただきます。
７．その他：院内駐車場はございますが、満車の場合最寄りの民間駐車場をご利用いただく場合も
ございますのでご了承ください。院内駐車場の駐車券は、研修会場に持参してください。
公共交通機関のご利用や、乗り合わせでの来院などご協力をお願いいたします。
以上
ご不明な点などございましたら下記事務局までお問い合わせください
申し込み・問い合わせ先
事務局：高知赤十字病院 医療安全推進室 田村

E-mail: woctamura@kochi-med.jrc.or.jp
℡（088）822-1201
主催：高知赤十字病院

褥瘡対策検討委員会・看護部褥瘡対策委員会

2020 年度

褥瘡対策「初級コース」

１．対象者
院内・院外の医療福祉従事者で、褥瘡予防ケアに対する知識・技術習得の希望者
２．ねらい
褥瘡予防対策およびケアが実践できる医療福祉従事者を育成する
３．研修目標・内容
褥瘡の予防に必要な知識と技術を習得し、実践・指導ができる
（1）褥瘡対策の基本：医師より褥瘡対策の流れ・考え方とその実際を学ぶ
(2) スキンケアとおむつ：スキンケアの目的・方法やおむつの当て方、排泄物による
皮膚障害を学ぶ
(3) ポジショニングと体圧分散寝具の選択：リハビリテーションと褥瘡予防、体圧分散寝具
の種類・選択方法を学ぶ
(4) 褥瘡と栄養：褥瘡対策に必要な栄養を学ぶ
4・プログラム・担当講師
開催月日

テーマ

講師（予定）

１回目 2020 年 6 月 12 日（金） 褥瘡対策の基本

皮膚科医師

２回目 2020 年 8 月 14 日（金） スキンケアとおむつ

皮膚・排泄ケア認定看護師

３回目 2020 年 10 月 9 日（金）

ポジショニングと
体圧分散寝具の選択

４回目 2021 年 12 月 11 日（金） 褥瘡と栄養

藤岡

愛
田村收代

理学療法士
皮膚・排泄ケア認定看護師

池田美穂

管理栄養士

開催時間：17：30～19：00
開催場所：高知赤十字病院

4 階 ホール

研修会担当責任者
高知赤十字病院
皮膚・排泄ケア認定看護師

田村 收代

2020 年度

褥瘡対策「中級コース」

1．対象者
院内外の医療福祉従事者
(1) 褥瘡治療に対する知識・技術習得の希望者
(2) 当院の褥瘡対策初級コースを修了している者
２．ねらい
(1) 褥瘡が発生した時に、早期治癒を目指したケアを行うことができる医療福祉従事者を
育成する
(2) エビデンスに基づいたケアを行うことができる医療福祉従事者を育成する
３．研修目標・内容
褥瘡の早期治癒のために必要な知識と技術を習得し、実践・指導ができる
(1) 褥瘡を正しく評価しよう：褥瘡の評価方法（DESIGN-R®）を学ぶ
(2) 医師から伝授 褥瘡治療 ：医師から創傷治癒過程や治療方法を学ぶ
(3) 治療に使う外用薬・創傷被覆材を知ろう：褥瘡治療に使う外用薬や創傷被覆材の選び方
を学ぶ
(4) おたのしみ！統合演習:初級・中級コースでの学びを深める
４．プログラム・担当講師
開催月日

テーマ

講師（予定）

１回目 2020 年 7 月 17 日（金） 褥瘡を正しく評価しよう！

皮膚・排泄ケア認定看護師

２回目 2020 年 9 月 18 日（金） 医師から伝授

形成外科部長

３回目 2020 年 11 月 20 日（金）

褥瘡治療

治療に使う外用薬・
創傷被覆材を知ろう！

薬剤師

田村收代

中川宏治

藤原志保

皮膚・排泄ケア認定看護師

池田美穂

理学療法士
４回目 2021 年 1 月 8 日（金） おたのしみ！

統合演習

皮膚・排泄ケア認定看護師

田村收代
ほか

開催時間：17：30～19：00
開催場所：高知赤十字病院 4 階 ホール

中級コース修了の方には、

研修会担当責任者
オリジナル缶バッジを贈呈しています
高知赤十字病院
皮膚・排泄ケア認定看護師
田村 收代

2020 年度 床ずれ対策研修会

今年度のテーマは・・

「スキン-テア（皮膚裂傷）を予防しよう!」
高知赤十字病院では、高知県内の医療福祉業務に従事している方を対象に、褥瘡対策研修会「初級コース」
「中級コース」を開催しております。平成 27 年度より、各コース全過程に参加出来ない方にも参加して頂き
やすいように、1 日のみ参加していただける研修会を開催しております。
褥瘡ケアに携わっている皆様と日頃疑問に思っている事等自由に意見交換ができる場としたいと思ってお
ります。
ご多用とは存じますが、ご参加いただけますようご案内申し上げます
記
１．研修テーマ：スキン-テア（皮膚裂傷）を予防しよう！
２．内容： ①スキン-テアの発生と再発予防ケア
３．講 師

②スキン-テアの管理

：皮膚・排泄ケア認定看護師

４．参加対象者：高知県内の医療福祉業務に従事されており、スキン-テアに対する知識・技術習得を
望する方

希

（30 名程度を予定しております）

５．開催日時 ：2020 年 10 月 26 日（月） 17：30～19：00
６．開催場所 ：高知赤十字病院 4 階 ホール
７．参加費

：無料

８．申し込み方法：①所属施設 ②名前 ③ふりがな ④職種 ⑤日頃の疑問・話し合いたいこと
⑥申し込み代表者名・連絡先・メールアドレス
①～⑥の必要事項をご記入のうえ、下記メールアドレスに 10 月 2 日（金）16：00 までに申し込みを
お願いいたします。
＊参加申し込み状況により、人数調整をさせて頂く場合がございますのでご了承ください
＊メールでの申込後 7 日以内に受付完了の返信がなければ、再送信をお願いします
９．その他 ：院内駐車場はございますが、満車の場合は最寄りの民間駐車場をご利用頂く場合も
ございますのでご了承ください。公共交通機関のご利用や、乗り合わせでの来院等ご協力
をお願いします。院内駐車場の駐車券は、研修会場に持参してください。
以上

ご不明な点などございましたら下記事務局までお問い合わせください

申し込み・問い合わせ先
高知赤十字病院 医療安全推進室

田村

E-mail: woctamura@kochi-med.jrc.or.jp
℡（088）822-1201（代表）
主催：高知赤十字病院

褥瘡対策検討委員会・看護部褥瘡対策委員会

