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第７回 浜の町病院 地域支援病院研修会 看護専門セミナーのご案内

初秋の候 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
当院では、2017 年度より地域で連携させていただいている医療機関・訪問看護ステーシ
ョンの看護師の皆様方に向けて、看護セミナーを開催させていただいております。
この度「第 7 回 浜の町病院 地域支援病院研修会

看護専門セミナー」
（Web セミナー方

式）を下記の通り開催しますのでご案内申し上げます。
多数のご参加をお待ちしています。
敬具
記
日時

：令和 4 年 10 月 14 日（金曜日）18:00～19:00

開催方法

：Webex を用いた Web セミナー方式
（Web セミナーアプリケーション：Cisco Webex Ⅿeeting）

テーマ

：
「病院と在宅をつなげよう！ ～認知症看護と脳梗塞再発予防支援～」

講師

：認知症看護認定看護師 星野清子
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 山口直美

対象者

：看護師（看護師を対象としていますが他職種の参加も可能です）

参加費

：無料

申し込み方法：事前参加申し込みが必要です。
QR コードより申し込みできます。
（別紙１をご参照ください）
申込期限

：令和 4 年 10 月 4 日 17 時まで

・お申込み確認後、後日メールにてミーティングの招待状を送ります。
・申し込みいただいた方で希望された参加者には参加証をお渡ししております。
以上

（別紙１）
「第７回 浜の町病院 地域支援病院研修会 看護専門セミナー」
参加申し込みについて・注意事項


参加方法（申込み締め切り日：令和４年 10 月 4 日 17 時まで）
参加いただく方それぞれでお申し込みをお願いします。
①または②のいずれかの方法で申し込んで下さい
①QR コードより参加フォームにアクセスしお申込みください。
（スマートフォン等の QR コードリーダーで読み取ってください）
② 当院教育部メールアドレスへ下記内容 1）～6）をメールでお知らせください。
申し込み ：教育部 原 E-mail hara-yo@hamanomachi.jp
1）所属機関名

2）参加者氏名

3）メールアドレス 4）職種

5）電話番号

6）参加証（要・否）



Web セミナーのアプリケーション：Cisco Webex Meeting



出席者の方々には 令和 4 年 10 月 11 日（火）までに招待メールをお送り致します。
メールが届いていない場合は、大変申し訳ありませんが下記連絡先までご連絡下さい。



当日はご自身のマイク OFF（ミュート）
・カメラ ON にして待機ください。



当日入室の際は、出席確認の為、所属機関名・氏名を表示してください。
（出席確認のためご協力をよろしくお願いします）



当日は PC 毎の入退室時間によって、参加の有無を確認いたします。
複数人で PC を共有された場合、参加証の発行は Webex に参加されている方のみに
なります。 PC 画面を共有される場合でも、各自のスマートフォン等を利用しての参
加登録をお願いします。また、スマートフォンなどで登録のみ行った場合でも Webex
の接続を継続して頂くようにお願いします。途中で途切れた場合、退室されたと判断す
る場合があります。



終了後のアンケートにご協力をお願いします。



セミナーの録画・録音・撮影などはお控えください。



事前申し込み者以外の方への招待メールの転送・内容の開示及び、セミナーへ参加させ
ることはお控えください。



公共の場などでのセミナーへのご参加はお控えください。



お預かりした個人情報は各種連絡、お問い合わせ対応等、研修運営業務に利用します。
その他の目的では利用いたしません。研修終了後は削除させていただきます。

＊不明な点、ご質問等があれば、下記までご連絡ください。
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 教育部 原 陽子
TEL092-721-9991（総務課） E-mail：
hara-yo@hamanomachi.jp

（別紙２）

Web 会議システム (Ｗｅｂｅｘ)について
【前提条件】
Web 会議システムはテレビ会議システムと違い、 接続のための高額な専用機器は必要あり
ません。
Web 会議システムに接続するにあたっては、インターネットに繋がるパソコン、音声のや
り取りを行うマイクスピーカー、参加者や会議の様子を映すカメラが主に必要な機器とな
ります。
【詳細要件】
１．インターネットに常時接続可能なインフラ環境
２．Windows パソコン（ OS は Windows10 が望ましい）
３．Web ブラウザ
・ Internet Explorer 11 (32 ビット /64 ビット)
・ Edge
・ Google Chrome
（Web ブラウザは Google Chrome が望ましい）
４．音声（マイク）
・パソコンに内蔵されていれば問題ありません。
・内蔵されていなければ USB 接続可能な外付けヘッドセットを ご準備ください。
５．音声（スピーカー）
・パソコンに内蔵されていれば問題ありません。
・内蔵されていなければ USB 接続可能な外付けヘッドセットを ご準備ください。
６．映像（Web カメラ）
・パソコンに内蔵されていれば問題ありません。
・内蔵されていなければ USB 接続可能な外付け Web カメラを ご準備ください。
７．電子メールアドレス
Web 会議に参加していただくために必要な情報が明記された 、 当院から招待メール を
送信しますのでメールアドレスをご準備ください。

Webexミーティングの参加方法について
1.登録頂いたメールアドレスに招待状をお送りします

１．【ミーティングに参加する】
をクリック

2.初めてwebexで参加される場合はアプリケーションのダウンロードして下さい。
※アプリをダウンロードせずにブラウザから参加も可能です。

2.アプリをダウンロードして下さい。
また、ブラウザからの参加も可能です。
ブラウザは「Google chrome」をご利用
下さい。その他のブラウザの場合うま
く参加できないことがあります。

3.所属機関名と名前（ミーティング中に表示）とご登録のメールアドレスを入力して参加ボタンを押して下
さい。

ミーティング中に表示する
所属機関名と氏名を入力して下さい
ご登録のメールアドレス
を入力して下さい。
参加ボタンを押すとミー
ティングに参加できます

スマートフォンやタブレットでの
参加も可能ですが、その場合は
事前にアプリをダウンロードして
下さい。

第7回

浜の町病院 地域医療支援病院研修会
看護専門セミナー

病院と在宅をつなげよう！
～認知症看護と脳梗塞再発予防支援～
開催日時
開催方法

令和 4 年 10 月 14 日（金）
18:00～19:00（Web 参加 17:30～）
Webex を用いた Web セミナー
※事前申し込みが必要です
QR コードから申し込みください

申込期限

令和 4 年 10 月 4 日（火） 17 時まで

プログラム
１.開会の挨拶（18：00～18:05）
看護部長 井ノ口 美和
２.認知症看護（18:05～18：30）
１) 病院から在宅につなぐための支援
２）在宅で必要な認知症アセスメントとケア
認知症看護認定看護師 星野 清子
３.脳梗塞再発予防支援（18:30～18:55）
１）脳梗塞患者に対する再発予防の必要性について
２）脳梗塞再発予防のためにできること
～在宅での生活に向けて患者・家族に伝える看護～

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 山口 直美
４.質疑応答（18:55～19:00）
５.閉会の挨拶（19:00）
救急看護認定看護師

田尻 雄三

対象：看護師（看護師を対象としていますが、他職種の参加も可能です）

その人らしく安心して暮らせるように
私たちと一緒に考え、実践していきませんか？

お問い合わせ先
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
教育部 原
TEL092-721-9991（総務課）
E-mail：hara-yo@hamanomachi.jp

