
A がんにかかわる緩和ケアに関するテーマ

 ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 緩和ケアとは
一般市民
医療従事者

医師
看護師

「緩和ケアってどんなところ」分かりやすくお話します。

2 がん治療としての緩和医療
一般市民
医療従事者

医師 がん治療への取り組み方を緩和医療としてわかりやすくお話します。

3 緩和ケアにおけるチーム医療とは
一般市民
医療従事者

医師
看護師

緩和ケアはチーム医療が原点です。詳しくお話します。

4 疼痛緩和について
一般市民
医療従事者

医師 がんに伴う様々な苦しみを緩する手立てと看護の実際をお話します。

5 がん患者における口腔ケア
一般市民
医療従事者

歯科医
歯科衛生士

口の中をきれいに整えることが、がんと向き合う力を後押しすると言うことをわかりやすくお話
します。

6 がん予防のための食事 一般市民 管理栄養士 がん予防のための栄養素や食品についてわかりやすくお話します。

Ｂ リハビリテーションに関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 リハビリとは 一般市民 医師 「リハビリって何？」わかりやすくお話します。

2 回復期リハビリテーションとは 医療従事者 医師 回復期リハ病棟について、種々の側面からわかりやすくお話します。

3 リハビリテーションの看護について
一般市民
医療従事者

看護師 リハビリテーション看護の概要についてわかりやすくお話します。

4 リハビリテーションの看護師の役割について
一般市民
医療従事者

看護師 リハビリテーション病棟における看護師の役割についてお話します。

5 リハビリテーション病棟での取り組み 一般市民 看護師
リハビリの病棟では、どんなことをし、入院生活はどのようになるのか？事例を持ってお話しま
す。

6 半側空間無視のリハビリテーション 医療従事者 医師 半側空間無視の病態とリハビリテーションについてわかりやすくお話します。

7 失語症の診断と治療 医療従事者
医師
言語聴覚士

失語症の病態についてわかりやすくお話します。

8 記憶障害のリハビリテーション 医療従事者
医師
理学療法士
作業療法士

記憶障害をきたす病態と対応についてわかりやすくお話します。

9 高次脳機能障害の基本 医療従事者 医師 「高次脳機能障害って何？」病態をわかりやすくお話します。

10 高次脳機能評価と訓練 医療従事者
作業療法士
言語聴覚士

高次脳機能障害に対する評価と訓練を療法士の立場からお話します。

11 認知症リハビリ 一般市民 作業療法士 当院の行っている短期入院認知症リハビリについてお話します。

12 認知症・要介護にならない脳トレーニング 一般市民 介護福祉士 簡単な脳トレーニングを用いての頭の体操をご一緒にいかがですか？

13 日常生活動作とは
一般市民
医療従事者

作業療法士
日常生活動作とはさらに日常生活動作を獲得することの意義と方法についてわかりやすくお話し
ます。

14 運動するということ
一般市民
医療従事者

理学療法士 体を動かして運動するということを科学的にわかりやすくお話します。

15 リハビリ患者と口腔ケア
一般市民
医療従事者

歯科医
歯科衛生士

口の中を清潔にして環境を整えることが身体の回復に大切であるということをわかりやすくお話
します。

16 上肢の運動麻痺に対するリハビリについて
一般市民
医療従事者

作業療法士
上肢の役割を知って、麻痺がある場合の上肢の使い方、電気刺激法の効果などをわかりやすくお
話します。

17 ロボットをリハビリテーションに使用する 一般市民 理学療法士 当院で行っているロボットリハビリテーションについてご紹介させていただきます。

18 筋力増強 一般市民 理学療法士 日常生活にお役に立てる筋力増強のメカニズムや方法をわかりやすくお話します。

19 嚥下について 一般市民
歯科医
言語聴覚士

食べることの障害、そのメカニズムについてわかりやすくお話します。

20 食べる機能とその障害 一般市民
医師
歯科医

食べることの障害にたいする訓練方法をわかりやすくお話します。

21 チーム医療における看護師の役割 医療従事者 看護師 チーム医療を充実させるために看護師の役割についてお話します。

22 チーム医療における介護福祉士の役割 医療従事者 介護福祉士 チーム医療を充実させるために介護福祉士の役割についてお話します。
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Ｃ ＮＳＴ（管理栄養）に関するテーマ

 ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 食べること、栄養管理とは
一般市民
医療従事者

医師 生きるための栄養と生きる力を支える栄養についてお話します。

2 高齢者の栄養管理
高齢者
一般市民

管理栄養士 高齢者の身体に必要な食事についてわかりやすくお話します。

3 高齢者にやさしい食事
高齢者
一般市民

管理栄養士 高齢者にとって食べることで病気にならないような食事についてわかりやすくお話します。

4 嚥下調整食への取り組み 医療従事者 管理栄養士 当院の嚥下調整食への取り組みについてお話します。

5
塩分摂取量のはなし・食材の上手な保存方法に
ついて

一般市民 管理栄養士 塩分の上手な取り方と食材の保存についてわかりやすくお話します。

6 看護師ができる栄養管理について 医療従事者 看護師 看護師が現場で実践できる栄養管理についてお話します。

7 栄養について 一般市民 看護師 身体に必要な栄養とは。好ましいダイエットとは、わかりやすくお話します。

D 社会サービスに関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 地域包括ケアシステムのなかのリハビリ
一般市民
医療従事者

医師
理学療法士

「地域の皆様に必要とされるリハビリシステム構築を目指して」わかりやすくお話します.

2 リハビリに係る介護保険制度について
一般市民
医療従事者
福祉関係者

社会福祉士
介護支援専門員

介護保険についてご紹介し、リハビリ入院後の生活のイメージづくりに役立つ内容をわかりやす
くお話します。

3 緩和ケア療養に係る介護保険制度について
一般市民
医療従事者
福祉関係者

社会福祉士
介護支援専門員

介護保険についてご紹介し緩和医療に関する在宅での制度活用をわかりやすくお話します。

4 知ってほしい医療保険制度 一般市民
社会福祉士
介護支援専門員

医療保険制度（高齢者医療制度、高額医療費など）についてわかりやすくお話します。

5 高齢者の福祉制度について 一般市民
社会福祉士
介護支援専門員

高齢者の福祉の制度についてわかりやすくお話します。

E 感染に関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 インフルエンザ予防について 一般市民 看護師 インフルエンザの予防と対策についてわかりやすくお話します。

2 家庭でできる感染防止 一般市民 看護師 一般家庭でできる基礎的な感染防止の予防と対策についてわかりやすくお話します。

3 ノロウイルス対策 医療従事者 看護師 「ノロウイルスとは」概要と対処方法をわかりやすくお話します。

4 標準予防策 医療従事者 看護師 医療従事者として知っておきたい手指衛生・防護具の着脱方法などわかりやすくお話します。

5 食中毒対策 一般市民 看護師 知っておきたい食中毒について対処方法までわかりやすくお話します。

F 褥瘡（床ずれ）に関するテーマ　

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 褥瘡ケアについて
一般市民
医療従事者

医師
看護師

褥瘡と床ずれ発生メカニズムについてお話します。

2 創傷について
一般市民
医療従事者

医師
看護師

治療過程と応急処置についてお話します。
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G 日常的な病気に関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 足のケアについて 一般市民 看護師
足のケアの必要性を理解して、実践することが健康的に日常生活を送れる基本であることをわか
りやすくお話します。

2 腰痛症のリハビリ
一般市民
医療従事者

リハ科医師 「腰痛症の原因疾患と治療」についてわかりやすくお話します。

3 膝痛症のリハビリ
一般市民
医療従事者

リハ科医師 「膝痛症の原因疾患と治療」についてわかりやすくお話します。

4 脳卒中について
一般市民
医療従事者

医師 脳卒中の症状、原因疾患、診断、治療についてお話します。

5 認知症について
一般市民
医療従事者

医師 認知症の症状、診断、治療についてわかりやすくお話します。

H お薬に関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 くすりの上手な使い方 一般市民 薬剤師 知っておきたい薬の歴史や使い方、注意点などをわかりやすくお話します。

I 日常的な介護に関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 腰痛にならない障害者の介助方法
一般市民
医療従事者

作業療法士
介護福祉士

ヘルパー・ケアマネージャー、さらには在宅で介護をしてくれる方々が身体的負担にならないよ
うな身の回りの介助方法をわかりやすくお話します。

2 転倒予防 一般市民
理学療法士
介護福祉士

日常生活で行う転倒予防について体操もしながらわかりやすくお話します。

3 車いすシーティング
一般市民
医療従事者

作業療法士
車いすをその方の身体にフィットさせることが身体の健康を維持するために重要なことだという
ことをわかりやすくお話します。

4 健康寿命向上のための私の生活習慣 一般市民 看護師
自己の健康管理について、健康診断・二次健診・継続受診の大切さをご紹介させていただきなが
らわかりやすくお話します。

5 退院後の在宅生活で気をつける 一般市民 看護師 在宅生活における継続したリハビリや生活上の注意点をわかりやすくお話します。

6 胃瘻って何かな？ 一般市民 看護師 「胃瘻って何？」基本についてわかりやすくお話します。

7 集団体操とレクリエーション
一般市民
介護関係者

介護福祉士 集団での体操やレクリエーションの企画、方法、評価についてわかりやすくお話します。

J 口腔ケアに関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 口の病気について
一般市民
医療従事者

歯科医師 知っておきたいお口の病気についてわかりやすくお話します。

2 口の中の健康について
一般市民
医療従事者

歯科医師
お口の環境を整えることが健康の維持・増進に不可欠であるということをわかりやすくお話しま
す。

Ｋ 病院での仕事に関するテーマ

ＮＯ テーマ 対象者 担当 概要

1 医療福祉相談室って何？ 一般市民 社会福祉士
当院の医療福祉相談室の業務のご紹介を通じて、入院までの流れ、入院から退院に向けた支援を
わかりやすくお話します。

2 ケアマネジャーって何？ 一般市民 介護支援専門員 ケアマネジャーの仕事を紹介し、上手な活用方法などをわかりやすくお話します。

3 リハビリテーション専門職の仕事とは？
一般市民
学生

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

リハビリテーションに従事する専門職が、どのように患者さん・医師・看護師等とかかわってい
るかを紹介します。


