
北海道看護協会札幌第 1支部 2021 年度第１回医療安全交流会 

コロナ禍の中で忘れてはならないものとは・・・ 

 

オンライン研修日時  ： ２０２１年６月２６日（土）１４時～１５時３０分  

申込期間  ： ２０２１年６月１日（火）～６月１８日（金） 

対象者  ： 北海道看護協会会員限定  
 

動画配信研修期間  ： ２０２１年８月２日（月）～９月３０日（木） 

申込期間  ： ２０２１年６月２８日（月）～７月２１日（水）  

対象者  ： 医療・福祉従事者  テーマに興味がある方  

⚫  6 月 26 日の研修で、時間の都合によりお答えできなかった申込フォームでの質問や、チャットで

の質問があった場合には、動画の中で回答いたします（動画時間は、2 時間の予定です）  
 
※申込の詳細は、別紙「申込から参加までの流れ」をご確認ください。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●講 師 紹 介 ● 
 
宮崎大学医学部 生命・医療倫理学分野教授 

宮崎大学医学部附属病院 臨床倫理部 部長 
 

医療における倫理の第一人者であり、2012 年までは宮崎大学内における【喫茶☆りんり】のマ

スターでもあった。現在は、大学医学部での育成教育の他、医療現場において病院職員（医師、看

護職、すべてのコメディカルスタッフなど）への臨床倫理の醸成へ取り組む。その他全国で、“医

療倫理” “医療安全” “ACP(人生会議)”など幅広いテーマでの講演を行っている。 

 

講師が共同編集者である、 

雑誌『がん看護』の特集を 

書籍化した『ナースの“困っ 

た！”にこたえる こちら臨 

床倫理相談室』の書籍紹介・ 

サンプルはこちらから ⇒ 

 
看護職は、日常で起きている倫理的問題を認識し倫理的意思決定を行うことが求められています。しかし、臨床の場面に

おいて倫理的な問題が発生しているにも関わらず、看護職が倫理的に問題であると認識することが少ないという指摘があり

ます。 

現在、全国に拡大している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、病院や地域の医療体制にも大きな影響を及ぼして

います。特に「面会制限」がもたらした影響は大きく、最期の時間を過ごす療養場所、治療法の選択などにおいて、さまざまな

倫理的なジレンマや課題が生じています。また、患者・ご家族に我慢を強いる場面も多く、そのことにより医療者側も傷つき

ジレンマを抱えていると思われます。今回の研修をきっかけとして、現状の中で安全と倫理を両立させるケアを考え、患者さ

んに寄り添える看護の提供へ繋げていただければ幸いです。 

●研修内容に関する問い合わせ先● 

r-ishii@sc-h.or.jp 

（札幌中央病院 石井令子） 
 

●申込に関する問い合わせ先● 

sapporo_1@officenavi.net 

（㈱オフィスナビネット 馬場さとみ） 

●注 意 事 項 ● 
① 動画研修に関するすべてのデータ（講義資料、スライド、音声、講義ビデオ）は法令

（著作権法）で保護されていますので、著作者の許可なく無断で複製（録画含む）・

他者への再配布、ＳＮＳでの共有もしくは別サイトにアップロードすることは違法で

す。また、申込後に送信された資料用・YouTube 視聴用の各 URL を他者と共有

することも違法となりますので、お申し込みは各自でお願いします。 

② 研修視聴後は、Googleフォームを使用したアンケートにお答えください。 

※ 研修案内は北海道看護協会 HP（支部ページ→札幌第１支部）へ掲載予定です。 

板井 孝壱郎 

 
『第８回リビングウィル研

究会：物語（ストーリー）と

しての人生会議』 「倫理

的な視点からの人生会議

（ACP）の動画は 

こちらから ⇒ 

mailto:r-ishii@sc-h.or.jp


Zoomの接続手順 

 

★ 研修会参加希望の方は、事前にご自身で接続のご確認をお願いいたします。 

★ テストミーティングの参加には、Zoom「アカウント登録」は必要ありません。 

 

<パソコンを利用する方> 

※カメラやマイクが内蔵されていない場合、別途Webカメラやヘッドセット等を準備する必要があります。 

※ブラウザによって表示される位置や文言が異なります。参考程度にご覧ください。 

① http://Zoom.us/test にアクセスし、 参加  をクリックしてください。 

② システムダイアログが出たら、 Zoom Meetings を開く  を選択してください。 

③ 名前を入力してください。（既にアカウント登録している場合は、表示されません） 

ご自身の名前を入力し、ミーティング参加をクリックしてください。 後から変更もできます。 

他の参加者も見ることができるので、気になる方はニックネームにしましょう。 

④ 自分の顔を表示させる場合は  ビデオ付きで参加  を選択してください。 

表示しない場合は、 ビデオなしで参加  を選択してください。テスト中は誰にも見られていません。 

⑤ スピーカーテストが始まります。着信音が聞こえたら  はい  を選択してください。 

聞こえない場合は、 ボリューム  が０になっていないかを確認してください。 

⑥ マイクのテストが始まります。 

何か話してみて、その声が返ってきたら  はい  を選択してください。 

以上で確認は終了です。ミーティングを退出してください。 

 

<スマートフォン・タブレットを利用する方> 

※ご使用の機種により、表示される文言が異なりますが進み方は同じです。 

① App Store (Google Play) より「Zoom Cloud Meetings」(無料)のアプリをインストールしてください。 

② インストールが完了したら、SafariやGoogle Chrome等ブラウザを起動してください。 

③ http://Zoom.us/test にアクセスし、 参加  を選択してください。 

 インストールしたアプリで開く  または  アプリを起動  を選択してください。 

④ 名前を入力してください。（既にアカウント登録している場合は、表示されません） 

⑤ 「Zoomがカメラへのアクセスを求めています（Zoomに写真と動画の撮影を許可しますか）」 

と表示されたら →   OK  または  許可  を選択 

「ビデオプレビュー」 が表示された場合は、  ビデオ付きで参加  をタップしてください。 

お顔出しを希望されない方は  ビデオなしで参加  をタップしてください。 

⑥ Zoomがマイクへのアクセスを求めています（Zoomに音声の録音を許可しますか?） 

と表示されたら →   OK  または  許可  を選択 

⑦ Zoomは通知を送信しますよろしいですか? → お任せします。  許可しない  で良いです。 

⑧  インターネットを使用した通話  または  オーディオを介して通話  を選択してください。 

画面左下のオーディオマークが「×」の場合はオーディオをタップし、 オーディオを介して通話  を選

択してください。 

以上で確認は終了です。ミーティングを退出してください。 

 

2021年5月作成 北海道看護協会 札幌第1支部 



オンライン研修（Zoom）受講に際しての注意事項 

<設定に関して> 

研修会の種類により、あらかじめ参加者の音声や映像が入らないように設定している場合があります。その場
合、ミュートボタン等は表示されません。 

【主な機能の説明】 

⚫ ミュート ： 自分の音声のオン・オフを切り替えられます（下記画像では自分の声が届く状態） 

⚫ ビデオ ： カメラのオン・オフを切り替えられます（下記画像では自分の姿が見えない状態） 

⚫ チャット ： 研修中、質問をすることができます（質問はすべての参加者が見ることができます） 

  
※ 使用機種によっては、画面を「全画面表示」にされているとチャット画面が表示されませ
んので、質問される際は「全画面表示」を中断し、チャットをご利用ください 

⚫ リアクシ
ョン 

 
リアクションアイコンを押すと、はい・いいえ・拍手・挙手等のスタンプが表示されます。
その中から、送りたいスタンプを押すだけで、ホストに参加者の意思表示ができます。 

⚫ 参加者 ： 自分の名前を変えたい場合は、（参加者→詳細→名前の変更）と進んでください 

 

 
 

<ご参加にあたってのお願い> 

 安定したWi-Fi環境下で受講してください。 

 マイクはオンにしないでください。 

 開催時刻前になりましたら、ご登録Eメールアドレスに届いたURLをクリックしてご参加ください。クリック
いただくと、Zoomが起動します。その後、画面の中央に  コンピューターでオーディオに参加 というボタンが
表示されますので、これをクリックしていただくとご参加が完了します。 

 

<招待メールについて> 

 開催日の数日前に、Zoomミーティングの「招待URL」をご登録のEメールアドレスにお送りいたします。迷惑メ
ールに振り分けられていないかご確認のうえ、開催2日前になっても届いていない場合は「申込に関するお問い
合わせ先」（sapporo_1@officenavi.net 株式会社オフィスナビネット 馬場さとみ）まで、件名を「〇/〇開催 〇〇
研修会の件」とし、所属支部、氏名、連絡先等を記載のうえお問い合わせください。 

 

<Zoom Q&A> 

Q１. 研修会では、参加者の画面は主催者や他の参加者に見えていますか？ 

A. 本研修は参加者のカメラや音声はOFFとするため映像が見えたり音声が聞こえることはありません。 

Q２. 研修会内で質問することはできますか？ 

A. 「Zoom」内にある「チャット」の機能を使用し質問することができます。時間の関係ですべての質問
に回答できない場合があることをご了承ください。ただし、回答できなかった質問につきましては、
動画配信研修の中で回答いたします。 

Q３. 研修会を録画、録音することはできますか？ 

A. 録音、録画、撮影、チャットの転送など、複製や二次使用は禁止とさせていただきます。 

Q４. インタ―ネットの接続が上手くできない等のトラブルがあった場合はどうしたらいいですか？ 

A. 事前の通信環境のご確認をお勧めします。当日のトラブルがあった場合、動画配信研修へお申し込み
いただくと、6月26日開催のオンライン研修（Zoom）を視聴できます。 

 

2021年5月作成 北海道看護協会 札幌第1支部 医療安全特別委員会 
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申込から参加までの流れ    
オンライン研修(Zoom)  
申込期間：6/1(火)～6/18(金) 

 
動画配信研修(YouTube)  
申込期間：6/28(月)～7/21(水) 

↓ 
https://forms.gle/jPHbrmm7MDiMm87H9 

 
 
 
 
↓ 

 ↓ 
https://forms.gle/vkJ7h2FBn1t4ZKnx8 

 
 
 
 
↓ 

QRコードを読み取り、申込フォームへ入力 ⇒ 受付完了メールが届きます 
QR コードリーダー以外にも「カメラ機能」で撮影されても OK です！  

申込されたアドレスの間違いや、迷惑メール対策で受信拒否設定をされている場合には、 

「受付完了メール」を送信できません。 

その場合は、Zoomの「ＩＤ・パスワード」、YouTubeの URL も送信できません。 

申込後に「受付完了メール」が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡願います。 
 

               ↓                      ↓               ↓ 

会員限定 

6/18(金) 締切 

 会員 

7/21(水) 締切 

 非会員 

7/20(火) 締切 

               ↓                                       ↓ 

6/22（火） 

①ID・パスワード 
②資料 URL が申込アドレスに届く 

   

 

↓                                         

6/26（土） 
12：00～13：20 接続テスト 
各自でご確認ください 

   

 

↓                                            ↓ 

6/26（土） 14：00～15：30 

オンライン研修 
※10分前より入場可能です 

 
視聴期間：8/2（月）～9/30（木）  

8/2（月）に ①視聴用 ②資料用 各 URLが 
申込アドレスに届きます 

↓                                ↓ 
                    

アンケートへ回答(Google フォーム) 
今後の参考のためにご意見等をお願いします 

 

回答期限 

← 6/30(水) 10/6(水) → 
 

  

QR コードの読み取りができない方、申込フォーム送信後に「受付完了メール」が届かない方は 

件名を 「6/26 開催 札幌第 1 支部医療安全交流会」 として、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

◆申込に関する問い合わせ先◆ sapporo_1@officenavi.net 株式会社オフィスナビネット 馬場さとみ 
 
北海道看護協会 札幌第１支部 医療安全特別委員会 

 

期限を過ぎてのお申込は 
対応いたしかねます。 
期限厳守で 

お願いいたします。  

オンラインアンケート YouTubeアンケート 

申込フォーム最後のページ
の「振込先情報」を確認し 

 
7/21（水）までに 

参加費 1,000円を入金 
 
お申込の際に「回答のコピーを自
分宛に送信する」  を有効にして
送信すると、振込先（内容の控え）
がメールアドレス宛に届きます。 

非会員の方へ 
 
振込期限までに入金が
確認できない場合、自動
的にキャンセル扱いとな
ります。 
また、期限を過ぎてお振
込みをされても返金はで
きませんのでご注意くだ
さい。 

https://forms.gle/jPHbrmm7MDiMm87H9
https://forms.gle/vkJ7h2FBn1t4ZKnx8
mailto:sapporo_1@officenavi.net
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