「訪問看護eラーニング」活用による訪問看護師養成講習会
１） 目

的

訪問看護や在宅生活への移行に携わる看護職が、在宅療養支援の実施に必要な基本的知識と技術を習
得することにより質の高い訪問看護の提供に資することを目的とする。
２） 受講資格
(1)訪問看護に従事或いは従事予定の者、及び医療機関で退院支援等に関わっている看護職が望ましい。
(2)日本訪問看護財団主催の「訪問看護e-ラーニング」講習と平行し訪問看護師養成講習会を受講できる者。
(3)下記のeラーニング推奨パソコン等、環境の準備及び基本操作ができる者。
OS

Windows 8.1、Windows 10
※Mac環境下の動作での受講についてはOS：mac OS10.14、ブラウザ：Safari 12での動作確認をし
ているがパソコンによっては不具合が生じる場合がある。

メモリ

1GB 以上 (32bitOS)、2GB 以上 (64bitOS)

モニター解像度

1024×768 ピクセル以上
Internet Explorer 11（デスクトップ版）、Microsoft Edge、
Google Chrome 最新版
※Microsoft Edge、Google Chrome ではサービスの一部がご利用いただけない場合がある。
※mac OS における Safari 12 での動作は確認しているが、使用のパソコンの環境によっては不具
合が生じることがある。
Adobe Reader
※最新バージョンを推奨する。
ブロードバンド環境(下り 10Mbp＝10,000kbps 以上を推奨）
※利用のインターネットプロバイダや NTT 基地局との距離によっては正常に表示されない可能性
がある。必ず体験版の動画が再生されることを確認のこと。

ブラウザ

プラグイン
通信速度

(4)その他の注意事項
① 音声デバイス（スピーカー、イヤホンなど）が接続されていないパソコンではコース上の動画・音声が再
生されない場合がある。受講の際には音声デバイスを用意のこと。
② 上記の推奨環境は予告なく変更される可能性がある。最新の推奨環境は日本訪問財団「訪問看護eラーニ
ング」のホームページを参照のこと。
③ 「訪問看護eラーニング」内にはスライド部分の教材がＰＤＦファイルで設定されている。必要に応じて
ダウンロードして使用できる。なお、ＰＤＦファイルおよび「訪問看護eラーニング」修了証書を印刷す
る場合は別途プリンターが必要となる。
④ iPad等のタブレットでも受講可能だが、その他タブレット、スマートフォンでの受講希望の場合は、体験
版でスライド・音声・参考映像の視聴及びテストの送信が行えることを確認の上利用すること。
⑤ 学習に必要なインターネットへの接続料金や通信料金、印刷料金は各自の負担となる。
３） 募集人員 : 制限なし
４） 必要経費
(1)受講料：14,000円 ＊ただし、eラーニング申し込み後のキャンセルには応じられない。
(2)駐車料金：(全日程分) 香川県看護協会会員 2,700円 非会員 5,400円 実習の交通費は自己負担
別紙申込書に記載している方法により 5 月 29 日(金)までに受講料と共に香川県看護協会に納入。
５） 申込方法等：別紙申込書により令和 2 年 5 月 1 日(金)～令和 2 年 5 月 29 日(金)必着
(1)申込書は香川県看護協会ホームページからダウンロードし、メールで申し込む。
その際、件名に「2020 訪問看護師養成講習会申込」と記載。
香川県看護協会ホームページ https://kagawa-kango.com/
香川県看護協会メールアドレス k-kango@smile.ocn.ne.jp
(2)日本訪問看護財団ホームページより eラーニング体験版 が問題なく体験できること（音声・画像移項等）
を確認のうえ、上記(1)の要領で香川県看護協会に申し込む。
日本訪問看護財団 URL：http://www.jvnf.or.jp/ TEL03-5778-7005 ・ FAX03-5778-7009
６） 問合せ先：(公社)香川県看護協会

TEL 087-864-9070 ・ FAX 087-864-9071

訪問看護 e ラーニング（公益財団法人日本訪問看護財団実施）及び集合研修（香川県看護協会実施）を受講す
ることが前提となる。
（１）訪問看護 e ラーニング(自宅・職場等で自己学習)
月

日

内

容

等

2020年7月1日(水)～
eラーニング開始

・日本訪問看護財団から各人に、ユーザ ID・パスワードが配信され開始する。
・次の内容を、PC 画面で学習する。(PC 環境は募集要項別表を参照)
ユーザID・パスワード発行日 1)訪問看護概論 2)訪問看護対象論 3)訪問看護展開論 4)訪問看護システム論
から受講可能期間５カ月間
5)訪問看護技術論(対象別技術論・医療処置別技術論・訪問看護展開のための知識・
技術) 6)訪問看護管理論
・修了証書の発行：修了要件は全レッスンコンテンツの受講修了(参考資料・参考
2020年11月30日(月)終了
映像は含まない)の上、各章ごとのテストの正解率 70％以上およびコースレビュー
送信とする。

（２）集合研修プログラム(場所：香川県看護協会看護研修センター)
開講日
8:50～ 9:00
9:00～11:00
8.1
(土）

11:00～12:30
13:30～15:00
15:00～15:30

8.22
(土)

9:30～12:00
13:00～15:30

9.5
(土)

9.19
(土）

10.3
(土)

10.17
(土)

9:30～12:00
13:00～15:30
9:30～12:00
13:00～15:30
9:30～12:00
13:00～15:30
9:30～15:00
15:00～15:30

講義･演習の内容
開講式・オリエンテーション
看護の動向
講師 香川県看護協会 会長 安藤 幸代
介護保険制度の仕組みと社会資源の活用
講師 香川県長寿社会対策課 主任 西紋 佳津枝
香川県における在宅医療の現状と課題
講師 香川県健康福祉部 医療調整監 星川 洋一
情報交換
訪問看護の実際 1 訪問看護の役割･機能･特性
講師 訪問看護ステーションたきのみや
訪問看護認定看護師 所長 尾崎 美智
訪問看護の実際 2 訪問看護の展開、管理、経営
講師 香川県看護協会訪問看護ステーションこくぶ 所長 安部 美枝子
難病患者の在宅支援 病態理解・看護の実際
講師 香川県看護協会高松訪問看護ステーション 所長 長内 秀美
在宅医療を支える医療機器（人工呼吸器）
講師 フィリップス・レスピロニクス合同会社
地域におけるヘルスケアサービスの仕組みと連携
講師 香川県立保健医療大学 看護学科 在宅看護学 教授 片山 陽子
効果的な在宅支援にむけた退院調整
講師 高松赤十字病院地域医療室 看護係長 藤原 正美
生活の視点を重視したリハビリテーション（講義・演習）
講師 香川県立中央病院 理学療法士 川本美有紀
在宅での服薬管理
講師 有限会社ライム調剤薬局 代表取締役 吉岡 貴代
訪問看護師のための呼吸器ケアと呼吸リハビリテーション（講義・演習）
講師 高松赤十字病院慢性呼吸器疾患看護認定看護師 寒川 晃弓
集合研修 訪問看護ステーション実習に向けて

11.14
(土)

9:30～15:30

訪問看護師のためのストーマ・褥瘡・ＰＥＧ等の処置とスキンケアの実際及び
ポジショニング（講義･演習）
講師 香川県看護協会高松訪問看護ステーション
皮膚・排泄ケア認定看護師 難波 朱美

11.28
(土)

9:30～15:30

訪問看護師のためのフィジカルアセスメント（講義･演習）
講師 香川大学医学部附属病院 救急看護認定看護師 秋山 恭子

9:30～12:00

在宅医療を支える医療器材（経管栄養・中心静脈栄養・抗がん剤持続注入等）
講師 ニプロ株式会社

12.26
(土)

]

実習

13:00～14:00

講習会のまとめ

14:00～14:30

閉講式 修了証書（香川県訪問看護師養成講習会訪問看護ステップ１）発行
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