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一般社団法人静岡県医師会   

会 長  紀 平 幸 一  

  

シズケアサポートセンター（静岡県地域包括ケアサポートセンター） 

令和３年度「在宅医療支援のための研修会」の開催について 

 

 

平素より、本会事業に格段のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、静岡県では昨年度末、「人生の最終段階における医療・ケアの在り方検討会」の

提言書を取りまとめ、今年度から ACP の普及に向けた取組を本格化したところです。 

 本会としましても、こうした県の取組に呼応して、『アドバンス・ケア・プランニング

の基本的理解』をテーマに標記研修会を実施することといたしました。 

なお、本研修会は、本県の医療・介護の専門職に向けた ACP 普及のキックオフとして位

置付けるもので、講師に、神戸大学医学部附属病院緩和支持治療科 特命教授 木澤義之

先生をお招きいたします。（Web でのご講演となります） 

つきましては、貴職におかれましても、貴会会員へのご周知方ご高配賜りますとともに、

参加希望者につきまして、別紙によりお取りまとめいただき、本会事務局宛てにメールに

てお送りくださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 開催日時  令和３年１１月３日（水・祝） １３:３０ ～ １５:３０ 

 

 

 



２ 受講方法  原則、Web での受講をお願いいたします。ただし、事情により Web での

ご参加ができない方については会場での受講をお受けします。 

        なお、新型コロナウイルス感染状況によっては会場の参集を見合わせる

場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

        会場：静岡県医師会館（静岡市葵区鷹匠３丁目６番３号）４階 講堂 

【Web での受講の場合の留意事項】 

・チャット欄への所属機関名、氏名の記載、ログインの状況によって、

修了の取り扱いといたします（詳細は「別紙２」参照） 

 

３ 参加申込  別紙３により １０月 ２１日（ 木 ）までに本会事務局宛てにお申込み

ください。 

 

４ 次  第  別紙４のとおり 

 

 

 

担 当：静岡県医師会 シズケアサポートセンター（市川） 

ＴＥＬ：０５４(２４６)８０６０ 

E-mail：iryokaigo@ssc.shizuoka-med.or.jp 

 

mailto:iryokaigo@ssc.shizuoka-med.or.jp


 

 

 

《Ｗｅｂ配信について》 

 

 

【システム】 

 「 Cisco Webex Meetings 」 

 

 

【申込み後の流れ】 

・ご報告いただいたメールアドレス宛て、11/1(月)までに Web会議室への「招待

メール」をお送りいたします。 

・10/29（金）13：30～15：30 にテスト配信を実施しますので、御希望の方は入

室ください。 

※テスト用招待メールは、10/28 (木)にお送りいたします。 

 

 

【当日】 

・12:30から Web会議室を開場いたします。 

・受講管理のため、入室されましたらチャット欄に所属機関名・氏名のご記入を

お願いいたします。 

 

 

【注意事項】 

・Web配信につきましては、当日、映像や音声に不具合が発生する可能性がありま

すことをあらかじめご了承ください。 

 

 

【推奨スペック】 

⚫ タブレット＆スマートフォン 

iOS または Android の最新版を推奨し、無料アプリのインストールが必須。 

   

 

 

【別紙２】 



 

 

 

⚫ パソコン 

 Windows Mac OS X Linux 

OS 

Windows 7 32-bit/64-bit 

Windows 8 32-bit/64-bit 

Windows 8 32-bit/64-bit 

Windows Server 2008 64-bit 

Windows Server 2008 64-bit 

Windows 10 

10.9, 10.10, 10.11, 

10.12, 10.13, 10.14 

Ubuntu 12.x および 

14.x (Gnome) 

Red Hat 5、6 

Open SuSE 13.1、13.2 

Fedora 19、20 (すべて

の 32-bit) 

システムに関する最小要件 

CPU 

Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz 

AMD プロセッサ 

(2 GB の RAM を推奨) 

Intel (512 MB の RAM 

以上を推奨) 
Intel または AMD x86  

Java Script JavaScript およびクッキーが有効 
JavaScript およびクッ

キーが有効 

JavaScript およびクッ

キーが有効 

 

その他 

Active X が有効 

(IE でブロック解除されていることを推

奨) オラクル Java 6 ～8 まで 

Oracle Java 6 から 

Oracle Java 8 

オラクル Java 6 ～8 ま

で 

libstdc++ 6.0 

GNOME/KDE 

windowing system 

 

ブラウザ 

Internet 

Explorer 

10(32 ビット/64 ビット) 

11 (32 ビット/64 ビット) 
     

Firefox 最新版 最新版 最新版  

Chrome 最新版 最新版    

Safari   11    

Mozilla        

 



 

 

                       【別紙４】 

シズケアサポートセンター 

令和３年度 在宅医療支援のための研修会 
 

 

日時 令和３年１１月３日（水・祝）13:30～15:30 

会場 静岡県医師会館 ４階 講堂 + Web 

 

 

１．開会の辞（13:30～13:35）       

 

 

２．講  演（13:35～15:05） ※Web講演      

「アドバンス・ケア・プランニング 

～患者の意向を尊重した人生の最終段階の医療・ケアのために～」 

 

講 師：神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 

特命教授 木澤 義之 先生 

 

 

３．質疑・応答（15:05～15:25） 

 

 

４．情報提供（15:25～15:30） 

静岡県「人生の最終段階における医療・ケアの在り方」に関する検討会 

提言書 

『人生 100 年時代における自分らしい晩年そして末期のために』 

                      静岡県医療政策課 

 

〔 日本医師会生涯教育 ２単位 

ＣＣ：２ 医療倫理：臨床倫理（１単位） 

ＣＣ：13 医療と介護及び福祉の連携（0.5単位） 

ＣＣ：81 終末期のケア（0.5単位） 〕 

 

主催：静岡県医師会 シズケアサポートセンター 


