
 

 

                                   令和 4 年 7 月 28 日 

九州ブロック内 HIV 拠病院及び協力病院等  

院長先生 御机下  看護部長 様 

HIV 担当看護師・医療ソーシャルワーカー 様 

                           九州 HIV ソーシャルワーク研修会 代表 

                          国立病院機構九州医療センタ―  首藤 美奈子 

九州 HIV 看護研修会 代表 

                           国立病院機構九州医療センタ―  城崎 真弓 

                            厚生労働行政推進調査事業費エイズ対策政策研究事業 

                            「HIV医療体制の整備に関する研究班」研究分担者 

                           国立病院機構九州医療センタ―  南 留美 

      

  第 8 回九州 HIV看護研修会・第 5回九州 HIVソーシャルワーク研修会(ハイブリッド)の開催について 

     （「HIV感染症の医療体制の整備に関する研究」班・九州ブロック HIV中核拠点病院共催） 

            

  拝啓 貴院におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

  さて、本会は九州内の HIV 看護・MSW に関する研究、教育及び実践の発展と向上、並びに九州内の 

看護・MSW ネットワークの構築を目的に、厚生労働行政推進調査事業費エイズ政策対策研究事業「HIV 

医療体制の整備に関する研究班」と九州ブロック HIV中核拠点病院との共催で毎年開催しております。 

 今回も九州 HIV 看護研修会と九州 HIV ソーシャルワーク研修会の合同でハイブリッドにて開催致しま

す。参加、事例提供ご希望の方は下記の要領でお申込みをお願い致します。 

 事例発表につきましては、看護師、医療ソーシャルワーカーで協働して発表いただける施設はその形式で

お願いします。応募数多数の場合は当院で採択をさせていただきますのでご了承下さい。 

  

※当研修会は各県中核拠点病院の看護・MSW代表幹事の皆様のご尽力により、九州内の HIV看護・ソーシャル 

ワークに携わる看護師・MSW のネットワークの構築、質の向上に寄与しております。また、当研修会は日本 

エイズ学会認定看護師制度の指定教育研修として、単位 5 点の対象となります。ご不明な点等ございましたら

下記連絡先までご連絡下さいますようお願い致します。 

                           記 

    

   ■日 時：令和 5年 2月 18日（土）9：30 ～ 12：10 

   ■場 所：佐賀大学医学部附属病院 臨床大講堂（ハイブリッド開催）（佐賀市鍋島 5-1-1） 

   ■内 容：1.事例検討（3題予定） 2.医療・教育講演（1題）   

      ■参加費：無料 

■事例申込み：別紙 1 に必要事項をご記入の上、令和 4年 10月 14日（金）17時までに（以後不可）、 

メールまたは FAXでお申込みをお願いします。 

■参加申込み：別紙 2 をご参照の上、令和 4年 12月 23日（金）までにお申込み下さい。 

 

   ※事例は 3題としておりますため、応募多数の場合は選定させて頂きます。採用可否は令和 4年 10月 28日（金）までに 

       ご連絡致します。 

    ※事例発表採用者の方は令和 4年 12月 23日（金）までに別紙 3 に演題名をご記入の上ご返送下さい。 

     座長が事前に内容把握するための事例概要（書式等自由、未配布）につきましては令和 5年 1月 13日（金）までに下記 

     連絡先に郵送にてご送付下さい。                                     

                             【本件お問合せ先】 

                             国立病院機構九州医療センター AIDS/HIV 総合治療センター 

                             事務 吉用 

                             TEL：092-852-0700（2501） FAX：092-847-8801 

                             Mail：yoshimochi.midori.ch@mai.hosp.go.jp 

mailto:yoshimochi.midori.ch@mai.hosp.go.jp


 

 

  ■ 開催日時：令和 5年 2 月 18 日（土） 9：30 ～ 12：10 

■ 場 所：佐賀大学医学部附属病院 臨床大講堂 

■ 形 式：ハイブリッド【Web  + 会場】開催 

 

                                  

 

 

 
 

 

 

 

                                            

                                            

 

  「今日の HIV感染症」 

           佐賀大学医学部附属病院   感染制御部   部長 青木 洋介 先生 

 

      「HANDに対するサポート体制の構築」  

            佐賀大学医学部附属病院 地域医療科学教育研究センター 准教授 坂本 麻衣子 先生 

  

 

   

                   

                     

 

 

 1. 「HIV告知後の変化する患者心理への支援」 

佐賀大学医学部附属病院  看護師 西野 加代子 / MSW 福井 由美 

2. 「AIDS 発症した壮年期の独居患者への病棟看護師の関わり」 

             長崎大学病院  看護師 服部 愛子 

3. 「高次脳機能障害をもった HIV 感染患者を支える  

             ～機能強化型在宅支援診療所（病床あり）の関わり～」 

ぶどうの木クリニック    看護師 永島 由規 / 看護師 中村 由美   

 

                       

 

 鹿児島大学病院  外来副看護師長  川崎 こずえ 

                鹿児島大学病院   MSW            濱川 洋平  神村 優衣 

 

 

 

 

 

9:30 ～  9:35 オリエンテーション  総合司会 佐賀大学医学部附属病院 酒井 宏子          

 

koron 
9:35 ～  9:40  開会の挨拶          佐賀大学医学部附属病院 看護部長 藤満 幸子 

 AIDS/HIV 総合治療センター 南 留美  

 

Koron  

11:00 ～ 12:00 事例発表  座長    佐賀県医療センター好生館 看護師長 三好 恵美子 

佐賀大学医学部附属病院    MSW副センター長 江口 利信 

  

10:10 ～ 10:50 講演Ⅱ   座長   

 

 

koronn 

9:40 ～ 10:10 講演   座長         佐賀大学医学部附属病院 副看護部長 三原 由起子           

10:50 ～ 11:00 休憩 （事例検討会準備） 

12:05 ～ 12:10  閉会の挨拶          九州医療センター 免疫感染症内科医長  南 留美 

 

 

 

厚生労働行政推進調査事業費補助金エイズ対策研究事業 

「HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究班」主催 

九州ブロックエイズ中核拠点病院 共催 

 

厚生労働行政推進調査事業費補助金エイズ対策研究事業 

「HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究班」主催 

12:00 ～ 12:05 次年度開催県代表挨拶            

 

 

 

koronn 

厚生労働行政推進調査事業費補助金エイズ対策研究事業 

「HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究班」主催 

九州ブロックエイズ中核拠点病院 共催 

 

 

 

第８回九州 HIV看護研修会 

第５回九州 HIV ソーシャルワーク研修会 



 

 

別紙 1 

                                                             

第 8回九州 HIV 看護研修会・第 5 回九州 HIV ソーシャルワーク研修会 

事例発表申込書（10/14（金）締切） 

  国立病院機構九州医療センター AIDS/HIV総合治療センター 事務室行 

    メール：yoshimochi.midori.ch@mail.hosp.go.jp      FAX：092-847-8801 

 

※施設から事例をご提供頂ける場合は、下記にご記載の上、令和 4年 10月 14日（金）までに 

メールまたは FAXにてお申し込み下さいますようお願い申し上げます。  

 

※事例は 3題を予定しております。お申込み多数の場合は、選定させていただきますことを 

 ご了承ください。（採用可否は 10月 28日（金）までにご連絡致します） 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

            

               □2職種協働にて発表     □1職種にて発表 

            （どちらか 1つにチェックをお願いします）  
 

事 例 発 表 者 

氏 名
ふりがな

                 ご職種：          

氏 名
ふりがな

  

（2職種協働の場合） 

                ご職種： 

ご所属機関     

事例内容 

※どのような患者で、どのような関わりについて発表予定か概略（簡単に可）を 

ご記載下さい。正式な演題名は別紙 3にご記載下さい。 

 

 

  

 

 

 
 
                    

                       【本件ご照会先】 

                          厚生労働行政推進調査事業費エイズ対策政策研究事業 

                         「HIV感染症の医療体制の整備に関する研究」班 

                           〒810-8563  福岡市中央区地行浜 1-8-1 

                          国立病院機構九州医療センター 

                            AIDS/HIV 総合治療センター  

                                                   城崎 真弓（HIV看護研修会担当県代表） 

                            TEL：092−852−0700 (2501) 

                            FAX：092−847−8801 

mailto:yoshimochi.midori.ch@mail.hosp.go.jp


 

 

 

別紙 2 

 

第 8 回九州 HIV 看護研修会・第 5 回九州 HIV ソーシャルワーク研修会 

参加申込書（12月 23 日（金）締切） 

                            

お申込みにつきましては、九州医療センター AIDS/HIV 総合治療センター ホームページ 

（ 九州ブロック HIV/AIDS情報ページ 検索🔎 ）の新着情報・お知らせ欄に掲載されております、 

「第 8 回九州 HIV 看護研修会・第 5 回九州 HIV ソーシャルワーク研修会」👉 お申込フォームより 

お申込み下さい。または下記ＱＲコードよりお申し込み下さい。 

               

 

Web 研修会 受講の流れ 

 

 


※申込書に記載されたメールアドレスに受講招待メールをご送付させて頂きます。メールに記載された

 「会議に参加するにはここをクリック」をクリックし参加されて下さい。

※希望者には事前に接続テストをさせて頂きます。日程等につきましては、頂いたメールアドレス宛に

 ご連絡致しますのでご了承下さい。 



 

 

  

 

 

 

 

 

事務局より、 

申込受付確認・受講招待メールの送信 

「会議に参加するにはここを 

クリック」をクリックする 
お申込 



 

 

 

 

別紙 3 

 

 第 8回九州 HIV 看護研修会・第 5回九州 HIV ソーシャルワーク研修会 

事例演題名（12/23（金）締切） 

  国立病院機構九州医療センター AIDS/HIV総合治療センター 事務室行 

    メール：yoshimochi.midori.ch@mail.hosp.go.jp   FAX：092-847-8801 

                

         

※事前に事例提供に応募され、採用通知をもらわれた方は、最終的な事例演題名、発表者を 

ご連絡下さい。発表時間は一施設 7～10分程度でお願い致します。 

  

    

 
 

事 例 発 表 者 

氏 名
ふりがな

                 ご職種： 

氏 名
ふりがな

      

（2職種協働の場合） 

                ご職種： 

所属機関  

事例演題名 

(プログラムに記載） 

 

 

 
 

         

 

    ■事例演題名締切：令和 4年 12月 23日（金） 

        ■座長用事例概要締切：令和 5年 1月 13日（金） 

■様 式：自由 A４１枚以内（研修参加者には配布しないので、座長に内容が分かれば可） 

     

mailto:yoshimochi.midori.ch@mail.hosp.go.jp

