
◆印は終了または募集を締め切った研修です。締め切り後の残席状況等についての詳細は教育ステーションに直接お問い合わせください。 　

三島 豊能 北河内 中河内 市北・市西の一部 市東 南河内 堺 泉南 全体

三島郡（島本町）・高槻市
茨木市 ・摂津市+C4:N4

豊能郡（豊能町・能勢町）
箕面市・池田市・吹田市

豊中市

枚方市・交野市・寝屋川市
四条畷市・大東市・守口市

門真市
東大阪市・八尾市・柏原市

北区・東淀川区・淀川区
都島区・旭区

◇市西：福島区・西淀川区
　此花区

中央区・東成区・城東区
鶴見区・生野区・天王寺区

浪速区

松原市・藤井寺市・羽曳野市
富田林市・南河内郡

河内長野市・大阪狭山市
堺市全域

高石市・泉大津市・和泉市・岸
和田市・貝塚市・泉佐野市・泉
南市・阪南市・泉北郡・泉南郡

大阪府下全域

訪問看護ST
愛仁会高槻

刀根山訪問看護ST アロー訪問看護ST
河内医師会
訪問看護ST

訪問看護STゆいか 訪問看護STしほう
訪問看護ST

たちばな
訪問看護ＳＴ
帝塚山もも

訪問看護ST
ハートパークはびきの

ペガサス訪問看護ST 訪問看護STハル
訪問看護

支援センター

072-686-1876 06-6853-5231 06-6615-9801 072-964-5501 06-6356-6072 06-6971-3337 06-6606-7711 06-6628-3108 072-953-1004 072-265-7778 072-471-2222 06-6767-3800

担当：田口 担当：長濱 担当：谷口 担当：山口 担当：杉田 担当：片岡 担当：丹後 担当：米原 担当：湯又 担当：中野 担当：髙延 担当：榮木

訪問看護ST東和会
済生会茨木訪問看護ST

訪問看護STアイ
北摂病院訪問看護ST

茨木市訪問看護ST　　他

めぐみ訪問看護ＳＴ
訪問看護ＳＴエバーケア

訪問看護ＳＴＣＩＬ
わかくさ訪問看護ＳＴ

河内医師会訪問看護ST鴻池
わかくさ老人訪問看護ＳＴ

ふれあい訪問看護ＳＴ
柏原市訪問看護ＳＴ　　　他

よどきり訪問看護ＳＴ
牧訪問看護ＳＴ清水
スマイル訪問看護ＳＴ

訪問看護ＳＴ友楽園
さくらの詩訪問看護ＳＴ

ケア南海(株)訪問看護ＳＴ
あおば訪問看護ＳＴ

ひまわり訪問看護ＳＴ
なごみライフ訪問看護ST

きっこう会多根訪問看護ST
他多数

★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込みはその都度案内します ★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込み受付中 ★申込み受付中

◆大阪赤十字病院との研
修
協力ＳＴ（訪問看護ST友楽園）
と赤十字病院との事例検討会
 9月10日（土）17:00～19:00
 会場：赤十字病院

◆特徴的な疾患の栄養
  と食事を知って在宅へ
    〜最後まで食べたい〜
 9月16日（金）18:00～20:00
 会場：成人病センター
　　　　　　　　　6階中講堂
 講師：管理栄養士松岡美緒氏
　　　  言語聴覚士　橋田　直氏
  栄養や食事形態・嚥下評価

◆豊能ブロック
　　　 災害対策研修会
 熊本地震に学ぶ、訪問看護

STの地震対策と役割

　11月12日（土）13:30～16:30

  講師:KZ防災総合企画
　　　　　黒田和伸氏
　会場：千里朝日阪急ビル
　　　　　　14階　第2会議室

◆看護師交流会
　第１回　11月30日（水）
　第2回　12月14日（水）
　　　いずれも15：00～16：30
会場：門真市ルミエールホール
　　　　　　　　　　3階研修室
講師：
 第１回　小林直美氏
    松下記念病院
　 皮膚排泄ケア認定看護師
 第2回   松本晴美氏
    松下記念病院
　 がん性疼痛看護認定看護師

◆「文章力を高める」
 　　ワークショップ３日間
 ～その文章伝わってますか～
 11月 11日（金）18:30～20：00
 11月25日（金）18:30～20：00
 12月 2日（金）18:30～20：00
 講師：国語教師　藤塚南里氏
 会場：ゆいか研修室
 募集人数：20名程度
　※3日間参加できる方限定

◆浮腫ケア
   (リンパドレナージ)研修
 ①9月28日(水) 18:30～19:30

 ②10月21日(金) 18:30～19:30

 会場：
    ①LICはびきの視聴覚教室
　  ②すばるホール
 募集定員　　①72名　②48名
 講師：慢性疾患看護
        専門看護師　山本弥生氏

◆これだけは知っておきたい

　　在宅での感染管理
  9月24日（土）14:30～16：00
 　講師:森下　幸子氏
　 会場:堺市立西文化会館
　　　　　７階セミナールーム
 　募集定員 70名

 

◆在宅で起こりやすい
                急変時対応
 12月9日(金) 18:30～19:30
 会場：LICはびきの視聴覚教室
 募集定員：72名
 講師：島田病院救命救急士

◆第1回事例検討会
 10月21日（金）18:00～19:30
 会場：馬場記念病院南館2階
　　　　　　　　　　　　会議室
 定員：40名

◆第2回事例検討会
 11月18日（金）18:00～19:30
 会場：馬場記念病院南館2階
　　　　　　　　　　　　会議室
 定員：40名

◆知っていますか
　　エンゼルケアの実際
 1月20日（金）18:00～20:00
 会場：成人病センタ ６階中講
堂
 講師：緩和ケア認定看護師
         　　　　田中　芳子氏

◆皮膚排泄ケア認定看護

師との回診実践

 回診参加の日程詳細につい
ては調整次第ご案内いたしま
す。

　（訪問看護ST友楽園主催）

★申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月22日まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月中旬まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　　～平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　　～平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　〜平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　〜平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　〜平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　　～平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　〜平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受入れ期間：
　　～平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受付可能期間：
　　～平成28年12月末

◆訪問看護交流のため
　　　　　の体験研修
　（詳細はアロー訪問看護
　　　ステーションを参照）

◆体験コース（1日間）
対象：退院調整・地域連携
に従事している方等

◆１日コース
同行訪問含め、訪問看護の
基本的な制度や連携の実
際など

◆半日コース（半日間）
対象：在宅療養、訪問看護
を知りたい方、よりイメージし
やすくするための体験

◆体験コース（1日間）
対象：退院調整・地域連携
に従事している方等

◆体験コース（1日間）
対象：退院調整・地域連携
に従事している方等

◆体験コース（1日間）
対象：退院調整・地域連携
に従事している方等

◆体験コース（1日間）
対象：退院調整・地域連携
に従事している方等

◆基本コース（2日間）
対象：訪問看護に従事しな
がらスキルアップを図りたい
とお考えの方

◆２日コース
１日コースに加え、看護の
本質についての座学やナイ
チンゲール理論DVD鑑賞

◆体験コース（1日間）
対象：在宅療養、訪問看護
を知りたい方、よりイメージし
やすくするための体験

◆基本コース（2日間）
対象：訪問看護に従事して
いる方等

◆基本コース（2日間）
対象：訪問看護に従事しな
がらスキルアップを図りたい
とお考えの方

◆基本コース（2日間）
対象：訪問看護に従事しな
がらスキルアップを図りたい
とお考えの方

◆基本コース（2日間）
対象：訪問看護に従事しな
がらスキルアップを図りたい
とお考えの方

◆実践コース（3～5日間）
これから訪問看護に従事す
る予定の方や、看護・専門
分野（WOC、緩和、小児、
看護管理）を深めたい方等

◆５日コース
２日コースに加え、他職種
連携の実際や、死生観、看
護観を養えるような内容

◆基本コース（2日間）
対象：退院調整・地域連携
に従事している方等訪問看
護に従事している方のスキ
ルアップ等

◆実践コース（3～5日間）
これから訪問看護に従事す
る予定の方や、専門分野
（WOC、緩和、看護管理）を
深めたい方等

◆療養通所介護コース
　　　　　　　　　　（1日間）
対象：療養通所介護の役割
と他職種との連携について
学ぶ事の出来るプログラム

◆実践コース（3～5日間）
これから訪問看護に従事す
る予定の方や、専門分野
（緩和、看護管理）を深めた
い方等

中央区、生野区、東成区、鶴見
区のSTに限り、実習先を希望で
きます。

申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月末まで

申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月15日まで

申込み受付中
　受入れ期間：
　　～平成28年12月末まで

申込み受付中
　受入れ期間：
　　～平成28年12月末まで

申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月末まで

申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月末まで

申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月末まで

申込み受付中
　受入れ期間：
　　平成28年5月～12月末

申込み受付中
　受入れ期間：
　～平成28年12月末まで

★申込み受付中
　受付可能期間：
　　～平成28年12月末

◆小児ケア領域
  ・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行等

◆訪問看護実践全般
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆訪問看護実践全般
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆訪問看護ST運営管理
　・事務所に出向き会議等
　　に参加

◆訪問看護ST運営管理
　・事務所に出向き会議等
　　に参加

◆訪問看護ST運営管理
　・事務所に出向き会議等
　　に参加

◆訪問看護ST運営管理
　・事務所に出向き会議等
　　に参加

◆訪問看護ST運営管理
　・事務所に出向き会議等
　　に参加

◆がん性疼痛領域
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆緩和ケア領域
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆訪問看護実践全般
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆看護小規模多機能
　　　　　　施設運営管理
  ・事務所に出向き相談
　・開設・運営の相談

◆訪問看護実践全般
　・事務所に出向き会議
    等に参加
　・実際の訪問に同行

◆訪問看護実践全般
　・事務所に出向き会議
    等に参加
　・実際の訪問に同行

◆訪問看護実践全般
　・事務所に出向き会議
    等に参加
　・実際の訪問に同行

◆慢性呼吸不全領域
  ・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆皮膚排泄ケア領域
  ・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆緩和ケア領域
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆訪問看護実践全般
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

 　　　FAXにて受付中

◆開設に伴う実務領域
  ・当ステーションでの相談
等

◆皮膚排泄ケア領域
  ・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆小児ケア領域
  ・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆小児ケア領域
  ・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆緩和ケア領域
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆精神ケア領域
　・事務所に出向き会議等
　　に参加
　・実際の訪問に同行

◆訪問看護実務相談
  7月より開設12月22日まで
  電話・ＦＡＸにより、受付
担当者不在時は折り返し連絡

◆訪問看護実務相談
  5月より開設12月末まで
  毎週木曜日13時半～16時

　 ◆訪問看護実務相談
〜平成28年12月末まで

◆FAX実務相談
  　　～ 12月末まで
  　　　　　　随時受付中！

◆FAX実務相談
  　　～ 12月末まで
  　　　　　　随時受付中！

コンサルテーション・電話相談
　月〜金曜日　9：30〜１6：00
　　FAXか電話にて

 担当は、片岡・松岡・原田

　

「看護ホスピスめぐみの家」
　　　見学研修会の開催
 9月～毎水曜日14j時～16時
 場所：看護ホスピスめぐみの家
 定員：1日5名

大阪市立総合医療センター
退院支援計画書作成カン
ファレンスへの定例参加
　　　　　　　7月～9月末

再就職相談会:随時開催
　　　★相談受付中

 (平成 28年6月20 日現在 )　　　

平成 28年度 大阪府訪問看護教育ステーション研修 (実習 ･体験 ･コンサルテーション ･電話相談 ) 一覧　　※予定は、変更になる場合があります 詳細は各教育ＳＴにお問合せください。

協
力
Ｓ
Ｔ

ブロック

地域

ＳＴ名

連絡先

担当者

阿倍野区・西成区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区
◇市西：西区・港区・大正区

市南・市西の一部

そ
の
他

◆「目指せ!
スムーズな継続看護！」
  ～お互いを知ることから

　　　　　　　　　　　始めよう～

 講師:春岡登志子氏
 7月14日（木）17:30～19:00
 9月　7日（水）17:30～19:00
 11月9日（水）17:30～19:00

 会場:あべのメディックス
　　　　　　　　　6F研修室
 募集人数:先着20名

◆リンパ浮腫の基礎知識
　　　　とセルフケア指導
 ①10月11日（火）18:30～20:00
 ②11月14日（月）18:30～20:00
 ③12月12日（月）18:30～20:00
 会場：
　①阿倍野市民学習センター
　　　　　　　　　　第2会議室
　②③阿倍野区民センター２階

　 募集人数:先着20名

　

◆「グリーフケア研修会」
  　～がんが病気じゃ
　　 　　　　なくなったとき～
 6月11日（土）15:00～16:30
 講師:岩崎順子氏
 会場:耳原総合病院
　　　　　　みみはらホール
 

◆「在宅における褥瘡ケア」
 　～褥瘡発生を発見したら
　　　あなたならどうする？～
 7月16日（土）14:30～16：00

 講師:瀧本知美氏
 会場:堺市立西文化会館
　　　　　７階セミナールーム

◆ストーマケア～基礎編～
 6月29日（水）18:30～19：30
 会場：すばるホール
 講師：皮膚排泄ケア認定看護師

　　　　　　田中千恵氏

◆在宅における
　　　感染対策について
①7月29日（金）18:30～19：30
②8月24日（水）18:30～19：30
会場：①LICはびきの視聴覚室
        ②すばるホール
募集定員　　①72名　②48名
講師：感染管理認定看護師
     　 　　 森下幸子氏

◆体験コース（1日間）
対象：地域連携に従事して
いる病院看護師の方、高校
生、方大学生（看護大学も
含む）、看護教員等

◆実践コース（2～5日間）
これから訪問看護に従事す
る予定の方や、専門分野
（WOC、緩和、小児、看護
管理）を深めたい方等

◆ＨＩＶ陽性者の
   在宅支援を考える
            ～多職種研修～
 8月 28日（日）9:30～12：30
 会場：千里朝日阪急ビル
　　　　　　　　　第2会議室
 募集人数：63名
 講師：国立病院機構
       大阪医療センター
         　医師　笠井大介氏
           コーディネータナース
                         下司有加氏

◆体験コース（1～5日間）
対象:訪問看護に興味のある方
・訪問看護師を目指す方
･訪問看護経験の浅いほう
・専門性の高い訪問看護を
　　経験したい方
・退院調整や地域連連携に
　　従事している方
・在宅看護論を担当する教員
等実

習
・
体
験
等

コ
ン
サ
ル
テ
ー

シ

ョ
ン
等

集
　
合
　
研
　
修
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◆地域の財産である認
定看護師を活用しよう！
①5月20日（金）18:30～20：00
②6月3日（金）18:30～20：00
会場：①八尾文化会館
　　　 ②河内医師会会議室
講師：山口　恵子・
　　　 加藤弘美WOC
　河内医師会訪問看護ST
　北野緩和ケアCN
　若草老人訪問看護ST小阪

◆もう一度見直してみよ
う！ストーマケア
①6月17日（金）18:30～20：30
②7月1日（金）18:30～20：30
会場：①八尾文化会館
         ②河内医師会会議室
講師：加藤弘美WOC
       ：河内医師会訪問看護
         宮崎照美WOC
        ：若草第一病院

◆正しく装着できていま
すかおむつ・排泄ケア
①9月30日（金）18:30～20：30
②10月14日（金）18:30～20：30
会場：①八尾文化会館
　　　 ②河内医師会会議室
講師：加藤弘美WOC

◆体験コース
　　（半日・1日間・2日間）
対象:　病院の看護師の方
・退院調整や地域連連携に
　従事している方など
･訪問看護に従事中の方
・他ステーションの運営に
　興味のある管理者など
※希望の日数で調整します

◆訪問看護実務相談
  　～12月末まで
  毎週月曜日13時～16時
（祝日以外）
電話・FAXにより受付
担当者不在時は折り返し連絡

◆ＨＩＶ陽性者の
　　在宅支援を考える
　　　　　～多職種研修～

 9月10日（土）13：30～16：00
 会場：高槻市生涯学習センタ
　　　　　　　　　　　　研修室
 募集：50名
 講師：国立病院機構
　　　　大阪医療センター医師
　　　　　　　　　　　（調整中）
　　　　コーディネーターナース
　　　　下司有加氏・東　政美氏

◆在宅栄養アセスメント
　　　　　　　　　　　研修
 9月17日（土）14：30～16：30
 場所：愛仁会リハビリテーション
         病院 9Fアイワホール
 講師：管理栄養士

◆在宅における泌尿器
科の看護技術研修
 10月1日（土）14:30～16:30
  講師:井戸本陽子氏
　会場：愛仁会リハビリテーショ
ン
         病院 9Fアイワホール

◆訪問看護経営者が知っ
ておくべき労務管理
　　　　　　　　　　　　(前篇）
 10月12日（月）18:30～20:00
  講師:宮川 弘之氏
　会場：門真市ルミエール
　　　　　ホール3階研修室

◆訪問看護経営者が知っ
ておくべき労務管理
　　　　　　　　　　　　(後篇）
　11月11日（月）18:30～20:00
  講師:宮川 弘之氏
　会場：門真市ルミエール
　　　　　ホール3階研修室

◆在宅で行う褥瘡治療
                    について
①11月11日（金）18:30～20：30
②11月25日（金）18:30～20：30
会場：①河内医師会会議室
        ②八尾文化会館
講師：加藤弘美WOC
　　 　：河内医師会訪問看護ST
        吉田秀華WOC
        :市立柏原病院

◆緩和ケア研修会
　地域連携シンポジウム
 ～人生の最終段階における
 ケアのあり方について考える～
　11月5日（金）14:00～16:30
会場：八尾文化会館
講師：北野緩和ケアCN他
医師、緩和ケアCN、訪問看護
師ケアマネによるシンポジウム

◆病気は回復過程である
 ～ナイチンゲールから学ぶ
　　地域包括ケアにおける
　　　　　　　　　看護の役割～
　11月19日（土）13：30～16：00
　会場：ゆいか研修室
　進行：水取恵子・錦織法子
　募集人数：40名

◆ストーマケア
～評価と適切な装具の選択～
　12月9日（金）18：30～20：00
　講師：萩野栄美（ＷＯＣ）
　会場：ゆいか研修室

　

◆訪問看護実務相談

　窓口開設
　月曜日・木曜日
　 9：00〜１2：30
　相談はFAXにて受付

体験研修をご希望の方は
事務局までお問い合わせ
ください。
受入れ可能な教育ステー
ションをご紹介いたします。

コンサルテーションをご希
望の方は事務局までお問
い合わせください。
受入れ可能な教育ステー
ションをご紹介いたします。

◆訪問看護実務相談
  　5月より開設12月末まで
          　随時受付中！

    ・電話やFAXによる相談

◆皮膚排泄ケア領域
   ・訪問に同行
    ・電話やFAXによる相談

    ・面談による指導

◆在宅での感染管理
    ・訪問に同行
    ・電話やFAXによる相談
    ・面談による指導

◆慢性疾患全般
             ・浮腫ケア
    ・訪問に同行
    ・電話やFAXによる相談
    ・面談による指導

◆電話相談
　　 7月～10月末まで
  「在宅医療・
      訪問看護について」

  毎週水曜日　14時～16時

◆褥瘡のアセスメントとケア
　適切なドレッシング材の選択

　10月 7日（金）18：30～20：00
　講師：萩野栄美（ＷＯＣ）
　会場：ゆいか研修室
  募集人数：30名

◆他職種から学ぶ①
 ～樹木医からみる「人」～
 自然そのものである「人」を知
る
  共催：人といのちの自然学校
  10月29日（土）14:00～17:00
  会場：ゆいか研修室
  募集人数：50名

 

※地域の実情に合
わせ、様々な研修の
企画をしています。

詳細は、大阪府訪問看
護ステーション協会HP
をご覧ください。

市西ブロックの訪問
看護ステーションの
皆様へ

体験研修・コンサル
テーション等をご希望
の方は事務局までお問
い合わせください。

◆「ガン末期についての
　　事例研修とG.W
          ＆再就職相談」
 7月23日（土）18:30～20:30
 会場：波切ホール(岸和田)
                    研修室①②

◆「認知症についての
　　事例研修と
　　　G.W＆再就職相談」
 8月25日（木）18:30～20:30
 会場：りんくう総合医療セン
ター研修等会議室①②

◆「認知症についての
　　事例研修と
　　　G.W＆再就職相談」
 9月22日（土）18:30～20:30
 会場：波切ホール(岸和田)
　　　　　　　　研修室①②

◆「脳梗塞等で障害のあ
る方の在宅看護事例研
修とG.W＆再就職相談」
 10月22日（土）14:00～16:00
 会場：りんくう総合医療セン
ター
          研修等会議室①②

◆「脳梗塞等で障害のあ
る方の在宅看護事例研
修とG.W＆再就職相談」
 11月23日（水祝）14:00～16:00
 会場：波切ホール(岸和田)
　　　　　　　   　研修室①②

◆特別研修会
 第１部：講演会
  「知ろう!学ぼう!緩和ケア」
 講師：市立岸和田市民病院
          緩和ケア内科部長
         　　　　　　川島正裕氏
第２部：事例発表
「がん患者の訪問看護を行っ
て」
 発表者：ふちゅう訪問看護ST
　　　　   　　津塩昌子氏
第３部：GW
「自分の家で最後まで過ごすに
は」

 11月12日（土）14:00～16:00
 会場：りんくう総合医療セン
ター
　　　　　　研修棟３階会議室

◆訪問看護実務相談
  　9月1日～ 12月20日まで
　　相談受付　　月・水
　　　　　　　　　　9時～17時
   　FAXにて随時受付中！
　
　　※用紙は、協会HPより
　　　ダウンロードできます。

◆第４回　「笑顔のわ」
　～一般市民向け講座～
 9月28日（水）13:30～15:00
 会場：東成スポーツセンター
① 「現在の医療の事を
　　　　知っていますか？」
　講師：ケアプランセンター
　　　　　しほうケアマネジャー
②住み慣れた地域で
　　　最後まで過ごす為に」
   講師：東成区医師会長
　　　　　中村正廣先生
③ノロウイルス（感染）について
　講師：しほう看護師：原田健一
④いつまでも若々しく
　　　　　　　　　「健康体操」
　講師：しほう理学療法士
　　　　　　坂口知佳

◆「在宅・病院チーム
                 と語り合う」
  ～在宅・病院から看護師・
　　医師が参加し、症例発表
　　とディスカッション～
 11月18日（金）18:00～20:00
 会場:成人病センター
                   6階中講堂
 講師：在宅支援チーム

◆「生活を見据えた
　　　　退院支援研修会」
 ～訪問看護師が病棟の退院

　　カンファレンスに参加して～

 7月27日（水）17:30～19:00

 講師:錦織法子
 会場:大阪府立急性期・総合
　医療センター３階講堂

 募集人数:先着50名

◆「意思決定支援研修会」
 　～納得して決めるために～
　8月21日（日）13：30～15：00
　講師:岩本ゆり氏
  会場:難波市民学習センター
  募集:100名

◆看取りに関わる全ての人へ

　　～エンドオブライフ・ケア
　　　　　　　　　　　　　の魅力～
 10月28日（金）18：30～20：00
 講師：小澤竹俊氏
 会場：阿倍野区民センター
 定員：300名
 

◆「東住吉区民フォーラム」
 ～幸せな人生の最期とは
～
  11月12日（土）14：00～16：30
　講師：花戸貴司氏
  会場：東住吉区民ホール
   定員：400名



 


