※本冊子に掲載しているグラフ等を引用する際は、必ず出典先を明記ください。

平成 30 年度

日本訪問看護財団
事業のご案内
申込書
つき

2018

看護関連用品・図書カタログ掲載

日本訪問看護財団の活動

訪問看護ステーション

訪問看護年報 2018 保存版

入会ご案内

訪問看護等在宅ケア研修

あんしん総合保険

訪問看護サミット 2018

出版物のご紹介など

相談・広報等事業

入会・書籍・帳票等の申込書つき

公益財団法人

日本訪問看護財団

ご挨拶
公益財団法人 日本訪問看護財団 理事長

清水嘉与子

皆様にはますますご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
平素より本財団の事業をご支援・ご活用いただき、心より御礼申し
上げます。
要介護状況になってもできるだけ住み慣れた地域で自分らしい生
活を続けられるように地域包括ケアシステムを構築しようという国
の政策に異議を唱える人はいないと思います。こうした流れに沿っ
て医療や福祉の専門家たちがこぞって在宅サービスに係るようにな
ってきたのは嬉しいことです。そうした中で医療や介護だけでなく、
予防活動や生活支援、家族支援まで幅広く貢献できる看護師にキーパーソンとしての役割が
期待されるのは当然のことと言えます。
本財団としても皆様がしっかりとこの期待に応えられるよう、常に新しい情報の発信や時
宜にあった研修計画を推進させていただきたいと考えております。会員交流の場でもあり、
意見交換の場でもある「訪問看護サミット 2018」は 11 月 11 日（日）に計画しております。
どうぞ本年も本財団の様々な事業に奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
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2018（平成 30）年度 日本訪問看護財団事業のご案内
■訪問看護関連研修
訪問看護師を増やし定着を図るためには、多少不安はあってもプラス思考で自信を持って働ける環境が大変重要で
す。初めての訪問看護で困らないための訪問看護基礎講座、精神科訪問看護セミナーを開催します。また、初学者向
けの訪問看護 e ラーニングは平成 29 年度の訪問看護研修カ
リキュラムの見直しを経て作成した「訪問看護人材養成基礎
カリキュラム」に基づく新しい内容で配信しますので是非ご
活用ください。平成 30 年度報酬改定を現場に沿って解説す
るセミナー、さらに訪問看護の制度を理解したうえで請求
業務が公平にできることを目的とした請求業務の基礎講座、
また、訪問看護経営管理セミナーや起業家の集いは事業経営
の黒字化を目的としています。技術研修では、小児訪問看護
の実践力を強化するために、3 日間の集合研修としました。
また、エンドオブライフケアはがん、非がんを対象として 2
コース準備しています。褥瘡管理、在宅ケアに役立つ臨床推
論など訪問看護師のパワーアップとなる研修も企画しまし
集中セミナーの様子
た。地域包括ケアシステムの基本は予防です。看護師のアセ
スメント力・判断力・相談支援が問われます。介護予防に資する地域活動など訪問看護ステーションの実践を学ぶ研
修を企画しました。
今年度も集合研修、訪問看護サミット 2018 の前日開催の集中セミナーや訪問看護 e ラーニングなどさまざまな
研修方法で、皆様のご希望に応えたいと思います。
■訪問看護認定看護師の教育
認定看護師教育課程（訪問看護）は 2018 年度も昨年同様に、残念ですが休講とさせていただきます。
ただし、認定看護師のフォローアップ研修は大阪と東京で開催し、訪問看護認定看護師の資質の維持向上を支援し
ます。さらに一般社団法人日本訪問看護認定看護師協議会の事務を受託して、訪問看護認定看護師の活動を支援します。

2018（平成 30）年度 日本訪問看護財団事業のご案内

1 訪問看護等在宅ケアの質の向上に関する教育等事業（研修）

2 訪問看護等在宅ケアの運営支援事業

電話相談・来所相談、アドバイザー派遣、講師派遣等で訪問看護事業を支援します。また、訪問看護ステーション
や療養通所介護の開設、運営・経営、職場内教育の相談にも応じます。

3 調査研究の成果や訪問看護ステーションの運営を通した政策提言

本財団は社会のニーズに即した研究テーマに取り組み、調査研究等の成果をもとに積極的に政策提言・要望を行い
ます。また、直営の４訪問看護ステーションの実践から見えてくる課題等の情報発信や政策提言を行います。

4 現場の研究に助成金

利用者ニーズに応える訪問看護の開発や多職種連携等、実践者と教育機関の共同研究・試行事業に対して助成金を
提供し、発表の機会を用意いたします。

5 その他本財団の目的達成のための事業

1）広報事業
本財団機関紙「ほうもん看護」、ホームページ、メールマガジン、ＦＡＸなどで、訪問看護をめぐる最新情報を発
信します。
訪問看護の歌「人明かり」、
「こんにちは訪問看護です」の小冊子、ポスター・クリアファイル・のぼり旗・DVD
を活用して訪問看護普及キャンペーンを皆様とともに行います。以上の PR グッズのご注文も承りますのでご活用く
ださい。
2）出版事業
「2018 年版訪問看護関連報酬・請求ガイド」、「訪問看護 OJT ガイド＆シート」、指示書や記録用紙、レセプトな
どの帳票類を発行し販売します。
「新版訪問看護ステーションの開設・運営・評価マニュアル第 3 版」や「平成 30
年版訪問看護お悩み相談室」などの販売も行います。
本誌では、2011 年から保存版の「訪問看護年報」を毎年掲載しています。訪問看護の実態と動向や国の施策の動
向などを訪問看護等在宅ケア関係者にご紹介して、訪問看護の発展につなげたいと考えています。
3）職種間の連携促進
本財団のビッグイベントである「訪問看護サミット 2018」を東京で開催します。書籍や最新の在宅医療・ケア用
品・訪問看護記録等関連ソフトなどの展示・販売を行います。会員間（市民・多職種含む）の交流が一層深まること
を願っています。
4）会員等募集
本財団は、訪問看護等在宅ケアを一層充実させるための支援組織として、会員の福利厚生「あんしん総合保険制度
（賠償責任保険・傷害保険等）」など様々な事業を展開します。事業を一層充実させるためにはより多くの皆様に本財
団の会員となっていただきたく会員募集を行います。また寄付金も募集しています。ご寄付いただいた方 ( 法人 ) に
は税制上の優遇措置が得られます。
本年度も本財団のご支援と研修等事業のご活用のほどよろしくお願い申し上げます。
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公益財団法人

日本訪問看護財団の活動

公益財団法人

本財団は、1994 年に設立され、この 24 年間、社会が求める訪問看護等在宅ケアを一層充実させるために、訪
問看護師等の支援組織として様々な事業を展開しています。本財団の発展経緯及び 2017 年度までの活動、さら
に 2018 年度の事業のあらましをご紹介します。

日本訪問看護財団の活動

1

日本訪問看護財団設立の背景・経緯

1993 年、訪問看護事業を推進するためには、看護職能だけでなく種々の専門職との連携や市民を巻き込んだ活

動あるいは国への対応が臨機応変にできる必要があり、日本看護協会の一事業ではなく、別組織で対応した方が円
滑に進むという観点から財団法人設立の準備が始まりました。
1994 年の日本看護協会通常総会の決議を得て、日本看護協会は 5 億円を拠出し、厚生省（現厚生労働省）の
看護課を所管とし 1994 年 12 月 8 日に「財団法人 日本訪問看護振興財団」を設立しました。
2012 年 4 月 1 日に、公益財団法人制度改革により、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定の
基準を満たす「公益財団法人 日本訪問看護財団」として新たなスタートを切りました。
振り返ると、開設母体である日本看護協会は 1972 年から訪問看護料について検討し診療報酬改定時には新設
を要望したり陳情を行ってきました。1983 年の老人保健法の施行に伴い、老人診療報酬において「退院患者継続
看護・指導料」が新設され、市町村では老人保健事業の訪問指導が始まりました。1985 年に日本看護協会は訪問
看護を推進するために組織内に「訪問看護開発室」を設置し、各都道府県看護協会の参加を得た訪問看護交流会の
開催や、訪問看護教育カリキュラムの開発などを行いました。1989 年に厚生省（現厚生労働省）が始めた「訪問
看護等在宅ケア総合推進モデル事業」は老人訪問看護制度化につながりましたが、当該モデル事業担当者の交流会
や調査結果をまとめた報告書「訪問看護の推進のために」の作成などを行いました。また、老人訪問看護制度がス
タートした 1992 年には、
「老人訪問看護ステーションの経営管理者研修会」や、全国老人訪問看護ステーション
管理者交流会も開催してきました。1993 年には「訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル」の初版を
発行して開設支援にも当たってきました。
このような経緯を受け継いだ本財団はこれからもより公益性の高い事業展開を図り、訪問看護の普及とサービス
の質向上のために種々の活動を進め、在宅ケア利用者とサービス提供者の双方にとって、望ましい訪問看護等在宅
ケアに発展させるべく、活動してまいります。

2

日本訪問看護財団の事業～定款より～

公益財団法人日本訪問看護財団の定款による本財団の目的と事業は次のとおりです。
目

的

本財団は訪問看護をはじめとする在宅ケアの質的・量的拡充を図り、病気や障がいがあっても安心して暮ら
せる社会を目指し、訪問看護等在宅ケアの事業に従事する人材の育成や事業運営等の支援、調査研究、訪問看
護等在宅ケアの事業の運営を通して情報の提供及び制度改善等の政策提言を行なうと共に、訪問看護等在宅ケ
アの推進に努め、もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的としています。
事

業

本財団は目的を達成するため、次の事業を行います。
1．訪問看護等在宅ケアの質の向上に関する教育等事業
2．訪問看護等在宅ケアの運営支援に関する事業
3．訪問看護等在宅ケア調査研究並びに事業運営を通した事業等の開発・制度の改善等に関する事業
4．訪問看護等在宅ケアの調査研究等に対する助成
5．その他本財団の目的を達成するために必要な事業

3

日本訪問看護財団の活動の実際

1）訪問看護等在宅ケアの質の向上に関する教育等事業
1995 年から訪問看護従事者の技術研修（ハイテクケア・家族ケア・住宅改修等）や経営者セミナーを開始し、
1996 年には在宅ケアアセスメント・ケアプランセミナー、1997 年には衛星メディア活用による全国研修も始め
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ています。1999 年から「財団方式のアセスメントケアプラン」の普及に取組んでいます。2005 年 10 月に訪問
看護認定看護師の教育課程を始めました。精神科訪問看護セミナー、経営管理セミナーなど、訪問看護実践のニ

ーズに即したテーマによる研修会を開催してきました。2006 年には終末期ケアの 6 ブロックセミナーも取り入
れ、以後看取り関連セミナーを毎年行っています。2008 年には訪問看護 e −ラーニングを開始しました。2009
2013 年には介護職員の喀痰吸引等の実地研修の指導看護師育成セミナー、緩和ケア（ELNEC‒J）も始めました。
2014 年は特に 20 時間以上の精神科訪問看護セミナーの地方開催にも取り組みました。2016 年には小児訪問看
護や在宅褥瘡管理の実践力を強化する研修を行っています。2017 年には、病院看護師との協働、福祉職の相談支
一方、ヨーロッパ・オセアニア・アメリカ等への海外研修も行ってきましたが、2011 年以降は東南アジアを中
心に海外からの訪問看護の視察研修の受け入れが多くなっています。
2）調査研究
本財団は社会のニーズに即した研究テーマに取り組んでまいりました。主な研究実績は別表のとおりです。
3）訪問看護ステーションの運営を通した政策提言等
1996 年に「おもて参道訪問看護ステーション」と「刀根山訪問看護ステーション」、1998 年には「あすか山
訪問看護ステーション」を開設、2011 年に「あすか山訪問看護ステーション赤羽支所（サテライト）」を開設し

日本訪問看護財団の活動

援専門員も受講対象とした医療的ケア児等コーディネーター養成研修も行いました。

公益財団法人

年には在宅看取りの市民講座も開催しました。2012 年には精神障害者の在宅看護セミナー、制度報酬セミナー、

ました。2015 年には愛媛県松山市の訪問看護ステーションひなたぼっこ及び療養通所介護を吸収合併しました。
これらの事業所をフィールドとして、訪問看護やケアマネジメントの実践上の課題を把握しながら本財団事業に活
用しています。また、現場からの情報発信、訪問看護の体験等教育の場としての活動を行っています。
4）広報事業
1994 年の創立以来、機関紙を発刊してきました。ホームページや fax サービスによる最新情報の提供は 2006
年から行っています。2013 年には、訪問看護の PR 用 DVD と教材用 DVD、ポスターを作成し、2014 年から
訪問看護普及キャンペーンとして活用しています。2015 年には「こんにちは訪問看護です」の小冊子を発行し配
布を始めました。2016 年には訪問看護の歌「人明かり」を製作し普及に努めています。他にも訪問看護を普及す
るためのグッズを用意しています。本誌「日本訪問看護財団事業のご案内（THE HOME CARE）」も毎年発行し、
2011 年から開始した「訪問看護年報」は特に好評を得ています。
5）訪問看護関連出版物の監修・編集・執筆・販売
訪問看護ステーションの開設にかかわる実務者を支援するマニュアル、パンフレット、記録用紙や訪問看護指示
書、請求書などの帳票類を発行してきました。そして 2002 年 11 月に、
「訪問看護白書

訪問看護 10 年の歩み

とこれからの訪問看護」を発刊しました。2009 年に訪問看護の電話相談から訪問看護の Q ＆ A 等を掲載した「訪
問看護お悩み相談室」の編集・執筆を行い以後改訂を続けています。2009 年には訪問看護関連報酬ガイドの初版
を発刊し以後に改訂版を発刊しています。2010 年には在宅看護論実習指導ガイドを監修、2011 年には訪問看護
師 OJT ガイドブックを発刊して改訂を続けています。2012 年には、
「新版訪問看護ステーション開設運営評価
マニュアル」を監修・執筆・改訂を続けています。2013 年には「介護職員のための医療的ケア」監修しました。
2014 年には訪問看護普及キャンペーンとして、公募した訪問看護エピソードを小冊子にした「あきらめないで良
かった」を発行しました。2015 年には訪問看護制度・報酬の経緯や実態、関連団体の活動、歴史的に訪問看護に
かかわってきた人々のメッセージを収録した「訪問看護のあゆみ」を発刊しました。また、お悩み相談室のシリー
ズで、
「精神科訪問看護」
「小児、重症児の訪問看護」「フィジカルアセスメント」「認知症ケア」の編集・執筆を行
っています。ご購入等のお申し込み等は本財団のホームページをご覧ください。
報告書「訪問看護人材養成基礎カリキュラム」
訪問看護師養成カリキュラムは 1985 年に日本看護協会が作成した「訪
問看護婦のための教育カリキュラム」が最初で、その後 1988 年、1993
年と改定されてきました。厚生労働省においても 1998 年に「訪問看護婦
養成講習会事業カリキュラム」を作成しています。さらに、2003 年に日
本看護協会が当財団も参画して「新たな訪問看護研修カリキュラムステッ
プ 1，2」を作成し、訪問看護 e ラーニングや各都道府県看護協会も活用
されてきましたが、十数年が経過し、時代のニーズに合致しない部分が生
じていました。本財団は厚生労働省からオブザーバー参加を得て、日本看
護協会、全国訪問看護事業協会、研修開催者や学識経験者で構成した検討
委員会を立ち上げ 1 年間の議論を経て標記報告書を取りまとめました。ホ
ームぺージからダウンロードできます。
（財団 HP 研究開発事業

http://www.jvnf.or.jp/kenkyukaihatu）
報告書
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6）
「訪問看護サミット」の開催
2004 年 11 月 12 日には財団設立 10 周年記念の訪問看護交流会を開催し、多くの方のご参集を得て財団活動
公益財団法人

の今までとこれからを語り合うことができました。2009 年 11 月 15 日には財団設立 15 周年を記念し、
「訪問看
護サミット」と銘打って第 15 回訪問看護・在宅ケア研究交流集会を開催しました。
2008 年から、日本看護協会、全国訪問看護事業協会並びに本財団の三者が「訪問看護推進連携会議」を発足さ
せています。2009 年 3 月に公表した「訪問看護 10 か年戦略」を踏まえた財団事業を進めてきました。2014 年

日本訪問看護財団の活動

には 3 団体で本戦略の見直しを行い
「訪問看護アクションプラン 2025」を提言しました。2010 年～ 2013 年には、
3 団体の企画協力のもと本財団主催で訪問看護サミットを開催しました。2014 年 11 月 29 日には本財団設立 20
周年記念の「訪問看護サミット 2014」を開催しました。「訪問看護サミット 2015」のテーマは「地域包括ケア
システムにおける訪問看護の今とこれから」
、
「訪問看護サミット 2016」は、「訪問看護の見える化」、「訪問看護
サミット 2017」は、
「チームアプローチと訪問看護の未来」で、職種間連携促進を目的とした企画を行っています。

宮城県名取市における被災者の健康支援活動と 2018 年度の計画
本財団では 2011 年 6 月 1 日から名取市に健康支援の拠点となる事務所を設置し、
仮設住宅の被災者への健康相談を開始しました。2012 年度からは名取市の委託を
受けて、現地の看護師を採用し、訪問看護と健康相談、健康教室の開催など、名取
市仮設住宅 8 か所約 1,500 人を対象に、市の保健センターや医師会、訪問看護ス
テーション、地域包括支援センターと連携しながら健康支援事業を行っています。
仮設住宅での暮らしにおいて健康リスクを引き起こさないように大切な日々を支え
あっています。現地採用の看護師たちが家庭訪問したり、集会室での定期的な健康
相談をはじめ、脳卒中予防の栄養教室、インフルエンザ等感染症対策、認知症のオ
レンジリングなどの健康教室を開催して住民の皆様とともに健康の維持と予防、悪
化防止、必要時医療につなぐ役割を担っています。
2014 年 8 月には新事務所に移転し、健康相談も受け入れています。2017 年 1
月には作詞・作曲家たきのえいじ氏と歌手かとうれい子さんによる「歌の宅配便」 仮設住宅集会室へ「歌の宅配便」
（2017 年 1 月）
を仮設住宅で行い、憩いのひと時を共にしました。
2017 年 4 月から、閖上地区の復興住宅の完成に伴い、仮設住宅の多くの住民が復興住宅へ移転されました。
そのため、図 1 に示すように、仮設住宅への訪問も 4 月に比べて 1
／ 3 に減少しました。現在（2017 年 12 月）の健康支援状況は、訪
問 49 件、個別相談 42 件、定時相談 22 件、安否確認 53 件、連携
33 件です。また、仮設住宅への健康支援事業と併行して、復興住宅
へ移転された方々への「まちの保健室」事業の委託を受けて 3 か所の
集会所で 1 回につき 2 時間程度で、介護予防体操や健康チェックと健
康相談を実施しています。
2018 年度も引き続き健康支援活動を予定しており、訪問看護が被
復興住宅併設の集会室で「まちの保健室」を開催（血
災地の復旧に向けて少しでもお役に立ちたいと願っています。
管年齢測定の準備）
（2017 年 4 月）
図１

健康支援活動（2017 年 4 月～ 12 月）
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

主な研究等実績
1997 年 ○在宅療養に必要な衛生材料・器財の取扱いに関する研究
1998 年 ○訪問看護の質に関する調査研究
2000 年 ○高齢者虐待の認識調査及び予防対策アイデア集の作成に関する事業
○訪問看護従事者の処遇、労働環境の整備への支援、情報収集
○在宅痴呆性高齢者ケアの試行的研究事業
○在宅における終末期ケア体制のあり方に関する研究
2002 年 ○人工呼吸器装着等医療依存度の高い長期療養者への 24 時間在宅支援システムに関する事業
2003 年 ○介護事業所における小規模多機能化事業（通所看護等）の検証

日本訪問看護財団の活動

2001 年 ○訪問看護ステーションにおける多機能設置モデル事業

公益財団法人

1994 年 ○ 24 時間体制のケアを提供する為の先駆的モデル研究

2004 年 ○医療機関の訪問看護等在宅医療の実態調査
2005 年 ○介護保険サービスにおける看護提供体制のあり方に関する調査研究事業
2006 年 ○健やかに生き安らかに逝くガイドブック作成事業
○療養通所介護の実態調査
2007 年 ○療養通所介護事業の普及・適切な運営、利用者の拡大に関する検討事業
2008 年 ○療養通所介護事業の効果的な運営体制に関する調査研究事業
○新卒看護師等の訪問看護ステーション受け入れおよび定着化に関する調査研究事業
○重症心身障害児者の地域生活支援のあり方に関する調査研究事業
2009 年 ○療養通所介護における医療連携の在り方に関する実践検証事業
○訪問看護ステーションネットワーク活用による教育システム構築事業
2010 年 ○介護予防事業の円滑実施・地域包括支援センターの支援に関する調査研究事業
○療養通所介護の多機能化に関する調査研究事業
○介護職員等によるたんの吸引等の実施のための試行事業
○病院における退院調整看護師の活動実態に関する調査など
2011 年 ○地域包括ケアを推進するための訪問看護ステーション及び地域包括支援センターの在り方に関する調査研究
事業
○在宅看取りの推進をめざした訪問看護・訪問介護・介護支援専門員間の協働の在り方に関する研究
○療養通所介護を利用した、訪問看護師と介護職の養成・教育試行事業
○医療的ケアを要する要介護高齢者の介護を担う家族介護者の実態と支援方策に関する調査研究事業
2012 年 ○看護職員による居宅療養管理指導のあり方に関する調査研究事業
○被災地の応急仮設住宅に暮らす高齢者等への健康支援及びガイドライン作成事業
○家族介護を経験した高齢者の健康づくり・社会参加に資する取り組みとその効果に関する調査研究事業
○療養通所介護事業所における重症心身障害児の地域生活支援事例集の作成
2013 年 ○在宅認知症者のステージごとの生活障害と行動・心理症状に応じたケアガイドの開発事業
2014 年 ○認知症対応型共同生活介護で暮らす要医療者の看取り支援に関する調査研究事業
○在宅認知症者のステージごとの生活障害と行動・心理症状に応じたグッドプラクティスを普及するための教
材開発事業
2015 年 ○看護・介護のケアミックスによる療養通所介護事業の適切な実施に関する調査研究事業
2016 年 ○訪問看護ステーションにおける介護予防訪問看護の実態調査
○訪問看護ステーションにおける看護研究に関する実態調査
○名取市の仮設住宅に暮らす高齢者等への健康支援活動 5 年間の報告書作成事業
○訪問看護人材育成教育カリキュラムに関する検討（新たな訪問看護研修カリキュラムステップ 1，2 の改訂）
2017 年 ○医療ニーズを有する利用者に対応する介護支援専門員への看護に関連する療養上の相談支援の在り方に関す
る調査研究事業
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Ⅰ．訪問看護関連制度の動向
1983 年の老人保健法の施行により、市町村では保健師

と「複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
」が

等による訪問指導事業（保健事業）が開始され、病院では

創設され、医療ニーズを伴う要介護者への看護・介護一体

「退院患者継続看護・指導料（老人診療報酬点数）」が創設

的提供が進められています。

され、病院からの訪問看護が始まりました。1992 年には、

2014 年の診療報酬改定では機能強化型訪問看護ステー

老人保健法の一部改正等により老人訪問看護ステーション

ションが評価され、2015 年の介護報酬改定では医療ニー

からの老人訪問看護が始まり、1994 年の健康保険法等の

ズを伴う中重度者への看護体制が評価されました。

一部改正で高齢者以外の在宅療養者にも訪問看護が提供さ
れることとなりました。

2015 年には、持続可能な社会保障制度を確立するため
の「医療介護総合確保推進法」が施行されました。2016

2000 年からは介護保険制度の居宅サービスとして要介

年の診療報酬改定では、病院からの訪問看護が評価され、

護認定者等にも訪問看護が提供されています。2006 年に

訪問看護ステーション等複数実施主体との組み合わせが整

は要支援者に対する訪問看護は予防給付の「介護予防訪問

理されました。

看護」とされました。また、医療ニーズを併せ持つ中重度

地域包括ケアシステムを推進するために、医療・介護の

要介護者への「療養通所介護」も始まりました。2011 年

連携や地域共生社会の実現に向けた取組みにおいて重要な

6 月には「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等

役割を果たすのは訪問看護です。地域の訪問看護体制の充

の一部を改正する法律」が制定され、地域包括ケアシステ

実をめざします。

ムの実現に向けて、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」

訪問看護制度

〜介護保険法と健康保険法等（医療保険）から給付されます〜

乳幼児から高齢者まで家族も含めて、医師と連携し疾病や障がいの悪化防止、病院等からの在宅移行支援、在宅療養
生活支援（24 時間体制で緊急対応も含む）、在宅看取りを行うのが訪問看護です。
医療と介護機能を合わせもち生活支援を行う看護は地域包括ケアシステムの要です。

介護保険制度の訪問看護
◆利用者：① 65 歳以上（第 1 号被保険者）と② 40 歳以上 64 歳（第 2 号被保険者）の 16 特定疾病の方で、介護保
険の要支援又は要介護と判定された方です。
◆利用法：ケアプランに訪問看護サービスを位置付けます。主治医から訪問看護指示書が交付された訪問看護ステー
ションの看護師等（又は主治医から訪問看護の指示を受けた病院・診療所（みなし指定訪問看護事業所）の
看護師等）が訪問看護を提供します。1 回当たり利用時間は、ケアプランにより 20 分未満、30 分未満、1
時間未満、1 時間 30 分未満の区分となります。理学療法士等の訪問サービスは 1 回あたり 20 分以上で週
6 回までとなります。
◆介護給付費における訪問看護費：
（厚生労働省「平成 28 年度介護給付費実態調査の概況」2017 年 8 月 31 日公表）
平成 28 年度介護保険の費用総額 9 兆 6,924 億 4,400 万円（前年 9 兆 5,148 億 400 万円）のうち、訪問看護の費用
総額は 2,413 億 500 万円（介護予防訪問看護費：223 億 9，700 万円、訪問看護費：2,189 億 800 万円）
で総額の 2.5％
です。前年の訪問看護費は 2,235 億 7,900 万円（2.3％）でした。

医療保険制度（健康保険、後期高齢者医療等）の訪問看護
◆利用者：介護保険法の訪問看護が利用できない方々は、① 40 歳未満と② 40 歳以上 64 歳までで 16 特定疾病以外の方、
③介護保険法の介護認定の非該当者、④厚生労働大臣が定める疾病等の方、⑤精神科訪問看護の対象者、
⑥病状の急性増悪等による特別訪問看護指示期間にある方です。
◆利用法：主治医から訪問看護指示書が交付された訪問看護ステーションが訪問看護を提供します。1 回当たりの訪問
時間は 30 分〜 1 時間 30 分程度（精神科訪問看護は 30 分未満又は 30 分以上）
で通常は週 3 日までですが、
病状の急性増悪等による特別訪問看護指示期間、がん末期など厚生労働大臣が定める疾病等および特別管理
加算に該当する方では毎日、さらに 1 日 3 回まで訪問看護が給付されます。
※主治医から訪問看護の指示を受けた病院・診療所の看護師等は、
「在宅患者訪問看護・指導料」等による訪問看護・指導を行います。

◆国民医療費における訪問看護医療費：
（厚生労働省「平成 27 年度国民医療費の概況（2017 年 9 月 13 日公表）
」では国民医療費 42 兆 3,644 億円（前年は
40 兆 807 億円）のうち、訪問看護医療費は 1,485 億円（前年は 1,256 億円）で 0.35％でした。
なお、厚生労働省保険局調査課が 9 月 15 日に公表した「平成 28 年度医療費の動向〜概算医療費の年度集計結果〜」
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によると、国民医療費は 41 兆 2,865 億円で、そのうち訪問看護費は 1,923 億円（0.5％）でした。

Ⅱ．訪問看護ステーション等の現状
でした。利用者は約 71 人で、月の訪問総回数の推計は約

厚生労働省が 2017 年 9 月 28 日に公表した「平成 28

465 回です。2016 年 9 月に活動中の訪問看護ステーショ

年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、訪問

ン数は 9,525 か所（前年 8,745 か所）です。訪問看護従

看護ステーション数は 9,904 か所あり、そのうち活動し

事者数を推計すると、常勤換算で約 63,8000 人（うち看

ているのは 9,525 か所で 8,719 か所が集計対象です。開

護職員約 46,700 人）となります。（図 4）

設者は営利法人が最も多く 47．2％（平成 27 年同調査

2014 年 4 月の診療報酬改定で、常勤の看護職員が 7

では 43.9％）を占めています。次に多いのは医療法人で

人以上で 24 時間対応し、年間の看取り算定件数が 20 件

28.4％、次いで社団・財団法人が 8.9％でした。図 1

以上、がん末期や難病等の利用者が 10 人以上／月、居宅

2．利用者数からみた訪問看護ステーションの規模

介護支援事業所でのケアマネジメント、地域活動を要件と

利 用 者 数 が 39 人 以 下 の 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン が

した「機能強化型訪問看護管理療養費 1」が新設されたと

39.4％あり、小規模事業所が多い実態です。一方で利用

ころです（2017 年 11 月現在 208 か所）
。なお当該管理

者数 100 人以上の訪問看護ステーションは 16.0％となっ

療養費 2 は常勤看護職員 5 人以上、看取りの算定件数 15

ています。（図 2）

件などハードルが低めに設定されています（2017 年 11

3．介護保険法と健康保険法等医療保険給付の訪問看護の割合

月現在 230 か所）
。2016 年 4 月には、要件が見直され、

訪問看護ステーションは、介護保険と医療保険の利用者

看取り要件の見直しと、超重症児・準超重症児の利用者数

に訪問看護を提供して請求に基づき報酬が支払われていま

等が追加されました。訪問看護ステーションの規模拡大が

す。2016 年 9 月 1 か月間の利用者の割合を推計すると、

図られています。
（図 5）
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1．設置主体から見た訪問看護ステーション

介護保険が 71.2％（前年 72.3％）、医療保険が 28.8％（前
年 27.7％）で、小児疾患、がん末期や精神科疾患の利用

図3

者への訪問看護が多い訪問看護ステーションでは医療保険
利用者の構成割合が高くなっています。図 3
4．平均的訪問看護ステーション
2016 年 10 月 1 日現在で、訪問看護ステーション 1 か
所当たりの平均訪問看護従事者総数は常勤換算で 6.7 人

開設主体別訪問看護ステーション数の構成割合
その他
NPO 法人 0.4％
1.7％

地方公共団体
2.3％

社会
福祉法人
7.0％

100〜119 人
5.2％

図4

平均的な訪問看護ステーションの訪問看護

●介護予防訪問看護：7.7 人（4.8 回利用／人・月）
●訪問看護：62.9 人（6.8 回利用／人・月）
（訪問看護は介護保険利用 42.6 人と医療保険 20.3 人を含む）

訪問看護師

Ｎ＝8,719 事業所

利用人員階級別事業所数の構成割合

120〜159 人
5.5％

利用者なし
2.9％

常勤換算 6.7 人
（うち看護職員 4.9 人、療法士 1.4 人、その他 0.5 人）

図５ 機能強化型訪問看護訪問看護ステーションの届出数の推移
機能強化型Ⅰ

60〜79 人
13.7％

機能強化型Ⅱ
210

20〜39 人
23.1％

166

139

137

108
2014年11月

40〜59 人
19.5％
Ｎ＝8.719 事業所

資料：厚労省「平成 28 年介護サービス施設・事業所調査」
（2016 年10 月1日）より作成

約 71 人

資料：厚労省「平成 28 年介護サービス施設・事業所調査」
（2016 年 10 月1日）より作成

１〜19 人
16.3％

80〜99 人
8.5％

■ 健康保険法等（医療保険）

約 465 回

資料：厚労省「平成 28 年介護サービス施設・事業所調査」
（2016 年10 月1日）より作成

160 人以上
5.3％

71.2％

資料：厚労省「平成 28 年介護サービス施設・事業所調査」
（2016 年 10 月1日）より作成

医療法人
28.4％
協同組合
2.1％
社団・
財団法人
8.9％

図2

■ 介護保険法

28.8％

利用者

営利法人
47.2％

社会保険関係団体
2.1％

利用者推計：671,000 人
（内訳）
医療保険：193,000 人
介護予防訪問看護： 72,000 人
訪問看護：406,000 人
※医療保険の利用者は
訪問看護ステーションの
利用者のみ

｛

（看護職員：4.9 人、理学療法士等：1.4 人、その他：0.5 人）

図1

介護保険と医療保険種別利用者の構成割合

2015年11月

179

2016年11月

230
208

2017年11月

※医療保険における機能強化型訪問看護ステーションの要件
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅰ：常勤看護職員 7 人以上、年間看取り 20 人以上など
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅱ：常勤看護職員 5 人以上、年間看取り 15 人以上など
資料：厚生労働省保健局医療課調べ（平成 29 年 11 月 1 日）
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図6

介護保険制度における訪問看護事業所数の推移

10000
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9000
8000
7000
6000
5000
4000

4693

3702

5292

5126

5002

3843

3654

3000

5417

3429

5576

3229

5517

2905

5493

2718

2000

5537

5674

5884

6263

6807

7433

8152

8839

9422

訪問看護
ステーション
病院・診療所

2460

2249

2066

1925

1794

1737

1655

1623

1604

1516

1000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

資料：厚生労働省「介護給付費実態調査月報（各年 9 月に請求した訪問看護件数）
」より作成

図 7 訪問看護ステーションの介護給付費（予防給付及び介護給付）請求件数の推移
訪問看護ステーションの請求件数（千件）

176

200

220

229

235

235

233

239

251

265

283

301

343

360

395

434

479

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

資料：厚生労働省「介護給付費実態調査月報（各年 9 月に請求した訪問看護件数）」より作成

図8

訪問看護ステーション利用者の介護度別割合

１．訪問看護

年同月：45 万 1 千件）でした。内訳は、訪問看

２．介護予防訪問看護

要介護度別利用者の割合

要介護 1
20.8％
要介護 2
24.9％

要介護 4
16.8％

6 万 5 千件、訪問看護：41 万 4 千件）
、病院・

その他 0.9％

その他 2.1％
要介護 5
18.1％

護ステーション 47 万 9 千件
（介護予防訪問看護：

要支援度別利用者の割合

診療所 1 万 6 千件（介護予防訪問看護：1 千、
訪問看護：1 万 5 千）でした。
（図 7）

要支援 1
32.6％

6．訪問看護ステーションにおける要介護度別利用
者構成割合

要支援 2
66.5％

介護保険の要介護利用者は 1 訪問看護ステー
ション当たり 42.6 人、介護予防利用者は 7.7 人

要介護 3
17.2％
１訪問看護ステーション当たり 42.6 人

１訪問看護ステーション当たり 7.7 人

※健康保険等の利用者は含まない
資料：厚生労働省「平成 28 年介護サービス施設・事業所調査」より作成

です。要介護 4、5 合わせて 36.4％（2014 年：
38.4％）となっていますが、要介護 2 の割合が
24.5％で最も高くなっています。（図 8

図9介

護予防訪問看護の内容）
5．訪問看護ステーション数・訪問看護実施病院・診療所
数の推移と請求件数
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7．訪問看護ステーション利用者の傷病別内訳
傷病別の内訳では、循環器系疾患が最も多く 26.7％ 、

厚生労働省「介護給付費実態調査（月報）」によると、

次いで神経系疾患が 16.7％となります。疾病でみると、

訪問看護ステーション数は介護保険制度が始まって以来微

介護保険の訪問看護利用者は、脳血管疾患、悪性新生物、

増傾向が続き、2007 年、2008 年と減少しました。請求

心疾患、パーキンソン病の順に多く、健康保険法等医療保

訪問看護事業所数を各年 9 月で比較しますと、2011 年

険では、統合失調症、パーキンソン病、悪性新生物となっ

に 5,884 か所、2013 年に 6,807 か所、2015 年に 8,158

ています。
（図 10）

か 所、2016 年 に 8,839 か 所、2017 年 で は 9,442 か

8． 訪問看護の内容

所と伸びています。一方、病院・診療所数については、

在宅療養者が訪問看護に求めることは、
「24 時間対応

2011 年に 1,925 か所、2013 年に 1,737 か所、2015

してくれる」
「病状が重くなっても対応してくれる」
「頻回

年に 1,623 か所、2016 年に 1,604 か所、2017 年では

な訪問でも対応してもらえる」
「相談に乗ってくれる」な

1,516 と減少しています。（図 6）

どです（出典：平成 24 年度診療報酬改定結果検証に係る

同調査の 2017 年 9 月審査分では、全国の介護受給者

調査）。訪問看護の内容は病状観察、本人や家族への療養

総数は、介護予防サービスが 83 万 7,500 人、介護サー

指導、リハビリテーションなどです。一方で医療処置に係

ビスでは 420 万 3,100 人となり、総計で 504 万 600 人

る看護内容は 63.3％ありました。
（図 11、図 12 訪問看

です。

護に求めること，図 13 医療処置）

訪問看護の同月介護保険請求件数は 49 万 5 千件（2015

図9

介護予防訪問看護における優先順位の高い課題

100％

図 11

訪問看護の内容（複数回答）
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薬の管理・服薬
117
ADL・IADL・リハビリテーション
98
健康管理・セルフケア
69
転倒の危険性
55
認知症
54
問題の兆候・病状の安定性
49
図 10 訪問看護ステーション利用者の傷病別内訳
気分の落ち込み・憂うつ・情緒不安定
46
心理社会的孤立・生活意欲（生活の活性化）
45
栄養状態・食事療法
41
コミュニケーション・聴覚
41
その他
医療的処置
31
（栄養・代謝疾患、
排泄コントロール
27
循環器系の疾患
損傷等）
脱水状態・水分補給
22
26.2％
21.1％
生活用具・居住環境
22
呼吸状態・呼吸機能の変調
21
閉じこもり予防
20
新生物 8.8％
家族介護力・家族機能
17
（悪性新生物 8.2％）
16
褥瘡・皮膚・清潔
医療職である
社会資源活用（制度・情報・人・物・資金等）
13
神経系の疾患
感染・発熱の兆候
10
訪問看護師は訪問して、
呼吸器系の疾患
16.7％
対人関係
（望ましい人間関係） 6
医療・介護・生活を総合的に
4.5％
役割遂行
5
アセスメントし、
4
家事機能
筋骨格系および 精神および
介護予防訪問看護を実施し、
睡眠障害 3
結合組織の疾患 行動の障害
必要時専門職と連携
痛みのコントロール 3
13.7％
9.0％
視覚 3
ターミナルケア 2
資料：厚生労働省「平成 28 年介護サービス施設・事業所調査」より作成
ケア対象者への不適切な対応防止 1
せん妄 1
歯・口腔ケア 1
特異
（問題）行動 0
その他 1 資料：日本訪問看護財団「介護予防訪問看護実態調査（2017年）」より作成

1．病状観察

93.6％

2．本人の療養指導
3．家族の介護指導・支援
4．身体の清潔保持・管理

80％

5．リハビリテーション
（呼吸リハ・嚥下訓練除く）
60％

40％

20％

6．服薬管理

57.5％

7．褥瘡予防・処置

52.1％
37.5％

8．浣腸・摘便
9．認知症・精神障がい

34.8％

10．膀胱留置カテーテル

34.0％

11．胃瘻・経管栄養
14.7％

12．気道内吸引・その他吸引

15.0％ 17.9％

14.5％
6.8％ 5.8％ 7.1％
4.9％

0％

13．在宅酸素
14．栄養・食事指導

4.6％

15．点滴・注射

※訪問看護ステーションの利用者数：575,938 人の看護内容
（医療処置に係る看護は全体の 60.6％）

緊急時対応は 8.8％、
ターミナルケアは 2.1％

資料：厚生労働省「平成 28 年介護サービス施設・事業所調査」より作成

図12

訪問看護師に求めること
（上位３つまで）
0％

20％

24時間対応してくれる
土日にも来てくれる

11.5％

病状が重くなっても対応してくれる
何回でも訪問してくれる
必要に応じ複数名で訪問してくれる

6.1％
6.0％
7.7％
11.0％
3.1％
2.3％
3.1％
8.9％

いつも決まった看護師が対応してくれる
入退院時に病院と連絡調整してくれる
介護保険サービスの利用を調整してくれる

2.6％

40％

46.3％

20.4％
18.3％
16.5％
19.0％
21.4％
18.8％
21.5％
18.8％

19.1％
18.8％
22.5％

35.1％

11.5％
9.8％
9.5％
8.9％
9.9％
11.3％
9.8％

6.3％

必要に応じて医師に連絡してくれる
看取りをしてくれる

3.1％
1.5％
1.9％
1.6％

38.2％
40.6％
42.9％

その他
無回答

26.7％
24.8％
21.9％

22.5％

34.5％

1.5％
2.3％
2.2％
2.6％
3.8％
3.0％
3.6％
5.2％

64.4％

40.5％
40.6％

22.9％

30.1％
29.3％

予防のための指導や助言をしてくれる

80％

56.5％
57.1％

機能強化型1（n=131）
機能強化2（n=133）
機能強化型以外（n=1,013）
主に精神科（n=191）

相談にのってくれる
医療的処置をしてくれる

60％

36.1％

資料：平成 26 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「機能強化型訪問看護ステーションの実態と訪問看護の実施状況調査」より作成
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図13

訪問看護における医療処置

服薬管理・点眼等の実施
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浣腸・摘便
じょく瘡の予防
緊急時の対応
膀胱留置カテーテルの交換・管理
じょく瘡以外の創傷部の処置
在宅酸素療法の指導・援助
胃瘻による経管栄養法の実施・管理
じょく瘡の処置
その他の吸引
（気管内以外）
点滴の実施・管理
気管内吸引
人工肛門・人工膀胱の管理
ターミナルケア

訪問看護ステーションの訪問看護
利用者数585,938人のうち、
医療処置を受けた人数355,049人
（複数回答）

気管カニューレの交換・管理
薬物を用いた疼痛管理
人工呼吸器の管理
採血等の検体採取
注射の実施
経鼻経管栄養法の実施・管理
ドレーンチューブの管理
自己導尿の指導・管理
中心静脈栄養法の実施・管理
吸入
重度のじょく瘡の処置・管理
がん化学療法の管理
在宅透析の指導・援助

（人）

その他

0

50,000

100,000

150,000

200,000

資料：厚生労働省
「平成28年介護サービス施設・事業所調査」
より作成

Ⅲ．療養通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護の現状
療養通所介護

域密着型サービスが始まっています。2017 年 9 月

2016 年 4 月から、18 人未満の介護事業所は地域密着

審査分の介護給付費請求事業所数は 810 か所（看護

型に移行することになったため、定員 9 人の療養通所介

介護一体型：304 か所、訪問看護ステーションとの

護は地域密着型サービスとなりました。2017 年 9 月審査

連携型：506 か所）となっています。2018 年度の

分の介護給付費請求事業所数は 88 か所となっています。

運営規定改正でオペレーターの専任要件が緩和され、

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ要介護者の日中生活を

介護・医療連携推進会議開催頻度が緩和されます。

支援し、家族のレスパイトの確保には通所サービスが必要
です。訪問看護経験のある看護師が管理者で介護職員と一
体的に医療的ニーズに対応できるサービスであり、社会の
ニーズを先取りしているサービスで、要介護 4、5 の重度

なお、人員基準を満たせばみなし指定で訪問看護事
業を行うことができます。

看護小規模多機能型居宅介護（看多機）

者が利用されています。2015 年介護報酬改定では個別送

地域密着型サービスのひとつとして、医療ニーズのあ

迎加算や入浴介助加算など重度者のケアに対する評価が新

る要介護者を支えるため、2012 年に小規模多機能型居宅

設されました。

介護と訪問看護の複合型サービスが創設され、2015 年

2012 年 4 月からは、療養通所介護事業所が都道府県

に「看護小規模多機能型居宅介護」と改名されました。

知事等の指定を受けて、児童福祉法に基づく主に重症心身

2017 年 9 月審査分での請求事業所数は短期利用 44 か所、

障害児を通わせる児童発達支援の事業・放課後等デイサー

短期利用以外が 401 か所となっています。2018 年 4 月

ビスが始まりました。療養通所介護では重症心身障害児の

からターミナルケアや介護職員等による喀痰吸引等の実施

通所と主に重症心身障害者の生活介護事業を合わせた「多

体制の区分が設けられます。また、サテライト看多機が創

機能型事業」を行っているところも増えてきました。

設され、基準緩和により診療所の参入が認められます。地

2018 年 4 月から、地域共生社会の実現を推進するため、

域包括ケアを推進するサービスとして期待されており、整

定員数が現在の 9 人以下から 18 人以下に見直されます。

備するために開設時の補助金が設定されています。なお、

※詳細は本財団ホームページの療養通所介護ブログをご覧ください。

人員基準を満たせばみなし指定で訪問看護事業を行うこと

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
10

介護と訪問看護が一体化（又は連携）して実施する地

2012 年から単身・要介護者を支えるために、訪問

ができ、サテライトからの訪問看護もできます。

Ⅳ．訪問看護をめぐる施策の動向 〜2017 年を振り返り 2018 年を展望〜
財団では、2016 ～ 2017 年に訪問看護ステーションへの

「地域包括ケアシステム」の定義
（地域医療介護総合確保推進法 第二条より）

アンケート調査を行い、日本看護協会や全国訪問看護事業

地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地

協会とも連携して要望や提言を行ってきました。今回は 6

域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

年に一度の同時改定で団塊の世代がすべて 75 歳以上とな
る 2025 年に向けたラストチャンスと言われています。
2018 年 4 月から、第 7 次医療計画と第 7 期介護保険
事業計画が報酬改定と並行して始まります。今後、医療計

るよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状
態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減
若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支
援が包括的に確保される体制をいう。

訪問看護年報 2018

2018 年度の診療報酬と介護報酬等の改定に向けて、本

画と介護保険事業計画が 6 年毎に一致することになり、
医療計画のうち在宅医療に関しては 3 年ごとに介護保険
事業計画と一体的に見直されます。

2018 年 4 月からすべての市町村で実施される地域支
援事業とは①新総合事業（介護予防・日常生活支援総合事

現在、「地域医療介護総合確保推進法」の基に、効率的

業）、②包括的支援事業、③任意事業（介護給付費等費用

かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステム

適正化事業、家族介護支援事業等）で構成されています。

の構築を各自治体が進めています。都道府県では地域医療

①の新総合事業は、要支援者に対する訪問介護と通所介護

介護総合確保基金事業により在宅医療の従事者研修や介護

を介護保険の予防給付から外して市町村が事業費と利用料

施設等の整備、チーム医療の推進及び看護職員確保等が

を決めて実施する事業となりました。②の包括的支援事業

行われています。さらに、「地域包括ケアシステムの強化

の内容は、地域包括支援センターの運営に係る業務（新総

のための介護保険法等の一部を改正する法律」の基に、

合事業実施市町村においては第 1 号介護予防支援事業）
、

2018 年度には、新たに創設される「介護医療院」や地域

在宅医療・介護連携推進事業※、生活支援体制整備事業（生

共生型サービス等を含めた運営基準の改正が行われます。

活圏域における協議体の設置、生活支援コーディネーター

在宅療養者が増え続ける中で、やはり頼りにされるのは

の配置）、認知症地域支援・ケア向上事業、認知症初期集

看護職です。訪問看護の質・量ともに充実させることが喫

中支援推進事業、地域ケア会議推進事業です。地域包括ケ

緊の課題です。厚生労働省は在宅医療関連講師人材養成事

アシステム構築の工程管理が地域マネジメントです。
（図 14）

業
（訪問看護分野）
を全国訪問看護事業協会に委託して実施、
本財団では、2017 年 5 月に新卒・新任者向けの「訪問看
護人材養成基礎カリキュラム」を作成しました。訪問看護
e ラーニングや各都道府県ナースセンターで活用されます。
訪問看護等在宅ケアに関連する主な施策の動向を紹介し
ます（2018 年 1 月現在）
。平成 30 年度報酬改定の詳細等
施策の動向は厚生労働省等のホームページでご覧ください。
本財団の機関紙やホームページ等でも随時ご紹介します。

※「在宅医療・介護連携推進事業」を構成する 8 事業
ア 地域の医療・介護資源の把握

イ 在宅医療・介護連携の課

題の抽出と対応策の検討 ウ切れ目のない在宅医療と在宅介護
の提供体制の構築推進 エ医療・介護関係者の情報共有の支援
オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

カ 医療・介護関係

者の研修 キ地域住民への普及啓発 ク在宅医療・介護連携に
関する関係市区町村の連携

■ 地域包括ケアシステムの深化・推進
わが国が超少子高齢・多死社会を迎える 2025 年から
2040 年の期間をおだやかに乗り切るためには、医療・介護
報酬の改定による給付抑制や利用者負担の引き上げなどによ

■「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の
一部を改正する法律」のあらまし
（2017 年 5 月 26 日制定、6 月 2 日交付）

る国の一律の仕組みだけでなく、各地域で支え合う地域包括

主な内容は次のとおりです。

ケアの仕組みが必須でその取り組みが進められています。

○介護保険事業（支援）計画における PDCA サイクルを

75 歳以上人口数の推移には地域差があり、保健・医療・

推進する。

福祉・介護などの社会資源の整備状況、産業や文化などに

○自立支援に積極的な取組（データに基づく課題分析や適

も特徴がみられます。そのため地域包括ケアシステムは、

切な指標による実績評価等）を行う自治体への新たな交

地域の自主性や主体性に基づき、行政がバックアップして

付金を創設
（財政的インセンティブの付与の規定を整備）

地域毎に作り上げていきます。さらに、要介護状態になる

し、介護認定率の低下や保険料の上昇を抑制する。

前の自立した高齢者の介護予防も含め、乳幼児、児童、

○新たなサービス「介護医療院」を創設し、介護療養型医

子育て中の親、障害者に広がり、災害等を含めた地域づく

療施設が介護医療院に転換することについては介護保険

りへと概念が拡大しています。つまり、2016 年に厚生労

法等の有効期限（経過措置）を 6 年間延長する。また、

働省が立ち上げた「我が事・丸ごと地域共生社会実現本部」

介護医療院は医療法上の医療提供施設に位置づけられる。

が目標に設定した「地域共生型社会」を実現するためにも、

○「共生型居宅サービス」を創設し地域共生社会の実現を

地域包括ケアシステムの深化・推進が必要となってい

推進する。

ます。

 児童福祉法・障害者総合支援法の指定を受けた事業所
が介護保険法の指定を受け、新たに共生型居宅サービス
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図 14

地域マネジメント

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図）

地域の課題の把握と社会資源の発掘

医療・介護情報の
「見える化」
（随時）

□住民・地域の課題
□社会資源の課題
・介護
・医療
・住まい
・予防
・生活支援
□支援者の課題
・専門職の数、資質
・連携、ネットワーク

・医療計画 ・居住安定確保計画
・市町村の関連計画等

■住民参画

・住民会議 ・セミナー
・パブリックコメント 等

■関連施策との調整

・障害、児童、難病施策等の調整

地域ケア会議 等

社会資源

他市町村との比較検討

■都道府県との連携（医療・居住等）
■関連計画との調整

■地域課題の共有

・保健、医療、福祉、地域の関係者等の
協働による個別支援の充実
・地域の共通課題や好取組の共有

○地域資源の発掘
○地域リーダー発掘
○住民互助の発掘

■年間事業計画への反映

■介護サービス

具体策の検討

地域ケア会議の実施

地域包括支援センター等で個別事
例の検討を通じ地域のニーズや社
会資源を把握
※ 地域包括支援センターでは総合
相談も実施。

題
事業化・施策化協議

介護保険事業計画の策定のため日
常生活圏域ニーズ調査を実施し、
地域の実態を把握

対応策の決定・実行

介護保険事業計画の策定 等

□高齢者のニーズ

量的・質的分析

訪問看護年報 2018

課

日常生活圏域ニーズ調査 等

地域の関係者による対応策の検討

・地域ニーズに応じた在宅サービスや施設の
バランスのとれた基盤整備
・将来の高齢化や利用者数見通しに基づく必
要量

■医療・介護連携

・地域包括支援センターの体制整備（在宅医療・
介護の連携）
・医療関係団体等との連携

■住まい

・サービス付き高齢者向け住宅等の整備
・住宅施策と連携した居住確保

■生活支援／介護予防

・自助（民間活力）、互助（ボランティア）等
による実施
・社会参加の促進による介護予防
・地域の実情に応じた事業実施

■人材育成［都道府県が主体］

・専門職の資質向上
・介護職の処遇改善

PDCA サイクル

の位置づけとなる。指定基準等は 2018 年の介護報酬
改定と障害福祉サービス等報酬改定による。

■ 医療的ケア児への施策の動向
医学の進歩に伴い、NICU 等に長期入院した後、引き続
き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養

介護医療院とは
介護療養型医療施設は 2011 年度末に廃止することになって
いたが延期され、2017 年度末で廃止し、新たに「介護医療院」
の創設となった。長期療養が必要な要介護者に対し、療養上の
管理、看護、医学的管理の下に介護及び機能訓練その他必要な
医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設で、
2018 年 4 月 1 日から施行される（地域包括ケアシステムの強

などの医療的ケアが日常的に必要な障害児を医療的ケア児
と位置付けられました。全国の医療的ケア児は約 1.7 万
人と推計されます（平成 28 年厚生労働科学研究田村班中
間報告）
。2016 年の児童福祉法の改正により、心身の状
態に応じて、適切な保健、医療、福祉その他の関連分野の
支援が受けられるようになりました。2017 年から厚労省

化のための介護保険法等の一部を改正する法律第 8 条第 29 項）
。

の「医療的ケア児コーディネーター養成研修等事業の実施

介護医療院のサービス提供単位は介護療養病床（療養機能強

について（運営要領）
」により各都道府県で研修会が始まっ

化型）相当のⅠ型と介護老人保健施設相当のⅡ型があり、病棟
単位（療養室単位もあり）で提供できる。
人員体制では、医師、薬剤師、看護職員及び介護職員、リハ
ビリテーション専門職、栄養士、放射線技師及びその他の従業
者は施設全体として配置する。療養室については、定員 4 人以
下で 1 人あたり床面積を 8.0 m2/ 人以上とし、多床室であっ
てもプライバシーに配慮した環境になるよう努める。また、療
養室以外の設備基準では、診察室、処置室、機能訓練室、臨床
検査設備、エックス線装置等が必要である。医師の宿直も求め
られるが兼任できるようにする等の人員基準の緩和や設備の共
用が可能とされる。介護医療院でもユニット型を設定すること
もできる。身体的拘束等のさらなる適正化を図るため身体的拘
束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。また、適正
化対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催するとともに、
介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。

ています。
児童福祉法の改正 第五十六条の六第二項
（平成 28 年 5 月 25 日成立・6 月 3 日公布）
「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他
の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、そ
の心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連
分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関
連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備
に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」

■ 平成 30 年度報酬改定の動向
2018（平成 30）年 4 月から、改定後の新報酬に基づ
く医療・介護・障害福祉サービスが始まります。
2016 年から行われてきた各報酬に関する評価検証調査
や医療・介護事業所の経営実態調査及び障害福祉サービス
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○ 2 割負担者のうち一定以上の所得を有する第 1 号被保

経営状況の分析結果を踏まえて、2017 年度には介護給付

険者（単身で年金収入のみ 344 万円以上に相当）に係

費分科会、中央社会保険医療協議会（中医協）、障害福祉

る利用者負担割合に 3 割負担を導入（平成 30 年 8 月

サービス等報酬改定検討チームでそれぞれに報酬改定等の

1 日施行）する。激変緩和措置として新たに自己負担

議論が行われました。

額の年間（前年の 8 月 1 日から 7 月 31 日までの間）

訪問看護は医療と介護の双方に係るサービスであり、

の合計額について44万6400円（従前の月額上限3

2017 年には診療報酬と介護報酬の調整をより一層進める

万 7200 円× 12 か月分）の負担上限額設定（3 年間

観点から、中医協総会及び介護給付費分科会の関係委員に

の時限措置）する（2018 年 8 月 1 日施行）。

よるターミナルケア等の議論がありました。厚労省は「医

○被 用者保険等保険者に係る介護納付金について現在の

療の訪問看護は一定の期間を想定した範囲・制限のある疾

人頭割から段階的に総報酬割へ移行した（平成29年 7

病の給付である。介護は長期の在宅療養生活を支援するた

月 1 日施行）。など

め他のサービスと組み合わせたケアプランの範囲内で給付
する」と説明。制度設計に大きな理念の違いがあるとして

関する一定の研修を受けた看護師が、医師の判断に必

予防的看護から最期の看取りまで一貫して在宅での暮らし

要な情報を速やかに報告する等、医師と連携した場合に

を支えて、QOL の維持・向上を図るサービスです。縦割

おいて、訪問看護ターミナルケア療養費の加算 など

り制度の使い分けやケアプランに戸惑いはありますが、医

2．介護報酬改定（
「平成 30 年度介護報酬改定に関する審

療も介護も生活も総合してアセスメントしケアの実践がで
きるのは看護職です。地域で看護を実践しながら多職種の

議内容報告」
）
平成 30 年度介護報酬の改定率は、＋ 0.54 となりました。

つなぎ役にもなる看護の有効性を積極的に発信していくこ

本改定は、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度

とが必要です。

化防止の取組、介護離職ゼロに向けた取組及び制度の安定

平成 30 年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス費
の報酬改定の動向について記述します
（2018 年 1 月現在）
。
1．診療報酬改定（中医協資料）
平成 30 年度診療報酬改定の改定率は＋ 0.55％となり

性・持続可能性が求められる中での改定です。
（1）訪問看護費の主な改定項目（抜粋）
●要支援者と要介護者の訪問看護の提供内容から基本サー
ビス費に一定の差を設定

ました。人生 100 年時代を見据えた社会の実現と、どこ

●訪問看護ステーションにおける理学療法士等と看護職員

に住んでいても適切な医療・介護を安心して受けられる社

の利用者情報等を共有し訪問看護計画書等を連携して作

会の実現（地域包括ケアシステムの構築）、制度の安定性・

成、利用開始や状態変化時等定期的な看護職員の訪問など。

持続可能性の確保と医療・介護現場の新たな働き方の推

●看護体制強化加算において、月の変動による影響を抑え

進を改定に当たっての基本認識としています。改定の基本

るため、現行 3 か月である算定者割合の算出期間を見

的視点と具体的な方向性は、①地域包括ケアシステムの構

直すとともに、ターミナル体制の充実を図るためターミ

築と医療機能の分化・強化、連携の推進、②新しいニーズ

ナルケア加算の算定者が多い場合の新たな区分設定

にも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実
現・充実、③医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進、

●夜 間・早朝・深夜の 2 回目以降の緊急訪問の対象者を
特別管理加算算定者以外にも拡大

④効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向

●複数名訪問看護加算における看護補助者の評価

上が挙げられています（平成 30 年度診療報酬改定の基本

●ターミナルケアの充実のため「人生の最終段階における

方針：2017 年 12 月 11 日）。

医療の決定プロセスに関するガイドライン」の取組を

● 訪問看護療養費の改定項目案（抜粋）

明示

（中医協資料：2018 年 1 月 24 日）
●訪問看護ステーションから理学療法士等のみが訪問して
いる利用者においても、看護職員と協働して訪問看護が
提供がされるよう、訪問看護の計画や評価に看護職員が
連携することの明記
●過疎地域等における訪問看護の地域要件や 24 時間対応

●同一建物等居住者の建物の範囲の見直し
●「精神科訪問看護は介護保険の訪問看護費を算定しない」
ことを告示で明示など
（2）その他看護関連の主な改定項目（抜粋）
●居宅療養管理指導
・看護職員による場合は一定の経過期間を設けて廃止

体制加算の届出基準の見直し、過疎地域等における医療

●居宅介護支援

機関からの訪問看護の評価

・管理者を主任ケアマネジャーとするなど要件の見直し

● 24 時間連絡体制を廃止し 24 時間対応体制への一本化
と見直し

・特定事業所集中減算から訪問看護等医療系サービスの除外
・末期の悪性腫瘍の利用者に対するサービス担当者会議の

●複数名訪問看護加算においては、看護補助者との同行訪

招集を不要とすること、頻回な訪問により把握した心身

問の算定回数の設定、身体的理由でも複数名の加算が算

の状況等の記録及び医師や居宅サービス事業者への情報

定できるような要件の見直し

提供を評価

●長 時間訪問看護加算を医療的ケア児への評価にも拡充
し、乳幼児加算・幼児加算の評価の充実
●措置入院患者の退院直後又は入退院を繰り返す等病状不
安定な利用者の地域での生活を支援するために、精神科
複数回訪問看護加算の対象となる利用者の見直し
●精神科訪問看護基本療養費Ⅱの廃止
●訪問看護ステーションからの情報提供を有効活用するた
めの利用者要件の設定

・医療機関との連携強化の評価（入院時担当介護支援専門
員の氏名等の提供など）
・生活援助中心型の訪問介護で訪問回数が多いケアプラン
の市町村への届け出など
●認知症グループホーム
・入居者への医療ニーズ対応として、手厚い看護体制の事
業所を評価する区分の設定
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問し、

●医療的ケア児等について学校の教職員等との連携

生活機能の向上を目的とした計画作成による「生活機能

●喀痰吸引等特定行為を実施する介護職員等との連携

向上連携加算」の新設

※認知症対応型通所介護も同様

●機能強化型の訪問看護ステーションの要件の見直し

●療養通所介護

●退院時共同指導加算等で、医療機関等と特別の関係にあ

・利用定員数の引き上げ、同一日常生活圏域内に所在する

る場合の算定要件の見直し
● ICT を利用した医師の死亡診断において、法医学等に

訪問看護年報 2018

います。しかし、訪問看護は年齢や障害・疾病を問わず、

事業所との運営推進会議の合同開催を可とすること
・栄養スクリーニングを行い介護支援専門員と栄養状態の
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情報を文書で共有した場合の加算の創設
●看護小規模多機能型居宅介護

訪問看護年報 2018

・ターミナルケアの実施及び介護職員等による喀痰吸引等
の実施体制を新たな区分として評価（名称を「訪問看護
体制強化加算」から「看護体制強化加算」に改める）

ス） など
（3）精神障害者の地域移行の推進
長期に入院する精神障害者等の地域移行を進めていくた
め、地域移行後の生活の場や、地域生活を支えるための

・事業開始時支援加算の廃止

サービス提供体制の確保などの取組を強化（医療と福祉の

・緊急時訪問看護加算の届け出事業所に限定し、常勤換算

連携を含む。）する。具体的には、地域生活支援拠点等の

看護職員が 1.0 以上の場合、サテライト看多機の基準

整備を促進し、その機能の充実・強化を更に進めるととも

の創設（サテライト看多機からの訪問看護も本体事業所

に、生活の場であるグループホームを確保し、地域相談支

と同等扱い）

援等の既存サービスや新たに創設された自立生活援助の活

・指 定基準を緩和し、診療所が 1 病床確保した上でも参
入を可とすることなど
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・生活機能向上加算の新設、オペレーターの基準緩和、介
護・医療連携推進会議開催頻度の緩和など
●福 祉用具貸与の全国平均価格の公表と上限額の設定
（2018 年 10 月開始）など
3．平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定（障害福祉
サービス等報酬改定検討チーム「平成 30 年度障害福
祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について（平
成 29 年 12 月 8 日）」）
平成 30 年度の報酬改定率は＋ 0.47％となりました。
報酬改定の基本的な考え方は次のとおりですが、具体的な
改定内容は介護報酬における対応等を踏まえつつ、予算編
成過程を経て決定されます。
（1）障 害者の重度化・高齢化を踏まえた、障害者の地域
移行・地域生活支援
●重度障害者や高齢の障害者等の地域移行・地域生活を支
援するためのサービスの評価

用により、関係機関・関係者による連携や、サービスを複
合的に提供できる体制を強化する。
●地域生活支援拠点等の整備促進及び地域移行・地域生活
を支援するための生活の場の確保など
●地域移行支援及び地域定着支援の利用促進
・地域移行支援における機能強化型地域移行サービス費の
創設
・地
 域定着支援における緊急時支援費の算定対象の拡充
●就労系・訓練系サービスにおける医療観察法対象者の受
け入れの促進など
（4）就 労継続支援に係る工賃・賃金の向上や就労移行、
就労定着の促進に向けた報酬の見直し
（5）障害福祉サービス等の持続可能性の確保と効率的かつ
効果的にサービスの提供を行うための報酬等の見直し
●計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者
の適切な評価
・モニタリングの標準期間の一部を見直すことにより、モ
ニタリング頻度を高めるとともに、標準期間について
は、
「〇ヶ月毎に 1 回以上」と明記すること

・重度訪問介護における入院中の支援内容、基本報酬の設定

・モニタリング時以外にも、毎月のサービス利用状況を、

・共 同生活援助における重度の障害者の支援を可能とす

サービス提供事業者から特定相談支援事業者・障害児相

る新たな類型の創設

談支援事業者に報告

・生
 活介護における常勤看護職員等配置加算の拡充 など

●相談支援専門員 1 人当たりの担当件数の設定

●地域生活支援拠点等の整備促進、地域移行・地域生活を

・1 人の相談支援専門員が 1 月に実施するサービス利用

支援するための生活の場の確保等

支援等の標準件数の設定

・介護保険事業所が共生型事業所として障害福祉サービス

・相 談支援専門員が 1 月に標準件数を超えて一定件数を

事業所の指定を受ける場合の基準と報酬の設定。この場

上回る継続サービス利用支援等を行った場合、当該件数

合において、現行の基準該当サービスを基本として、

を超えて実施した継続サービス利用支援・継続障害児支

サービスの質や専門性に配慮した評価

援利用援助の基本報酬の減算

（2）障害児支援のサービス提供体制の確保と質の向上（医
療的ケア児への対応等）
●医療的ケア児への支援
・障害児通所支援・福祉型障害児入所施設における看護職
員配置加算の創設
・障害児通所支援における医療連携体制加算を見直し、医
療的ケア児の支援のため、外部の看護職員が事業所を訪
問して障害児に対して長時間の支援を行った場合等につ
いての新たな評価
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●居宅訪問型児童発達支援の報酬・基準の設定（新サービ

●計画相談支援の基本報酬の見直し
・サービス利用支援費は、初回加算により評価する前提で
基本報酬の見直し
・継続サービス利用支援費は、業務負担量に応じて加算に
より評価することを前提に、モニタリング頻度の増加に
伴う 1 回当たりの負担の軽減を考慮し、基本報酬の見直し
（6）その他
・福祉専門職員等配置加算において、公認心理師を配置し
ている場合について、新たな評価

・障害児入所支援・障害児通所支援のサービスの質の確保

・現 行の 7 区分から 8 区分に見直しを行い、その際、介

を図るため、放課後等デイサービスと同様に人員配置基

護報酬の地域区分に合わせることとし、見直しに伴う一定の

準及び運営基準の見直し

経過措置の設定（障害児サービスも同様の見直し）など

●保育所訪問支援の適切な評価

図 15

訪問看護の研修体系

・OJT
・Oﬀ-JT

【訪問看護ステーションの経営・管理】※
・訪問看護ステーション管理者対象研修
・事業の起業研修 ※この部分はキャリアラダーに相当するため

研修内容

点線・別色で区別している

【訪問看護基礎】
・訪問看護入門プログラム
・訪問看護師養成講習会
（訪問看護 e ラーニング）

【専門分野】
・地域包括ケア（地域を見る視点）に関する研修 ・訪問看護展開に必要な知識技術研修
・医療処置別の知識技術研修 ・対象別の知識技術研修 等
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【高度専門分野（指導・研究）
】
・認定看護師教育課程
・専門看護師教育課程（大学院）

＜全ラダーに共通する研修の場の設定＞

訪問看護の指導・研究ができる
訪問看護の指導・管理業務ができる

研修目標

訪問看護の専門性を高める
訪問看護に従事する・基本がわかる

職位目安

未就業、スタッフ

訪問看護就業期間目安 訪問看護未就業〜6か月
ラダー（レベル）

Ⅰ（新人）

スタッフ

スタッフ、管理者

スタッフ、管理者

スタッフ、管理者

6 か月〜 1 年

1〜3年

3 年以上

3 年以上（管理者）

Ⅱ（初級）

Ⅲ（中級）

Ⅳ（上級）

Ⅴ（上級）

資料：日本訪問看護財団
「訪問看護人材養成基礎カリキュラム」

■ 平成 30 年度看護関係予算案の概要（厚生労働省医政
局看護課：2017 年 12 月）
1．看護職員の資質向上（451 百万円、他に医療提供体制
施設整備交付金 32 億円のうち数）
特定行為研修制度の推進のために、指定研修機関の
e ラーニング導入経費等施設整備や設備整備の支援、

協議会の設置・運営事業）、看護職員の確保に関する
事業が挙げられる。
※各都道府県のホームページなどで、基金の活用がど
のように行われているかの情報を収集し、各地域に見
合った基金活用計画を提言しましょう。
■ 新たな訪問看護人材養成カリキュラムの活用

指導者育成研修などを行う。

（日本訪問看護財団の取組）

医師による死亡診断等に必要な情報を報告する看護師

現在の訪問看護師養成講習会は、1992 年に制定された

を対象に、在宅看取りに関する研修事業を行う。
2．看護職員の復職支援等（255 百万円、他に医療提供体
制推進事業費補助金 229 億円のうち数）

「看護師等の人材確保に関する法律（人材確保法）
」に基づ
き、都道府県ナースセンター業務に位置づけられています。
1998 年に発出された厚生労働省看護課通知に基づいた訪

都道府県ナースセンターにおける看護職員就業相談

問看護師養成カリキュラム（180 時間）や、2004 年に

員の面接相談事業や助産師出向等支援導入事業を「医

日本看護協会が作成した「新たな訪問看護研修カリキュラ

療提供体制推進事業費補助金」により行う。

ムステップ 1・ステップ 2」のうち、ステップ 1 を用いて

3．経済連携協定（EPA）に伴う外国人看護師受入（166

実施しています。しかし、当該カリキュラムも 10 年以上

百万円、他に医療提供体制推進事業費補助金 229 億

経過しており、社会的動向を踏まえて現在の訪問看護に求

円のうち数）

められている基本的な知識と技術が習得できるような教育

外国人看護師候補者の看護分野の基礎研修や日本語
能力の向上のための経費・物件費を支援する。
4．地 域医療構想の達成に向けた取組の推進（公費 934
億円（国 622 億円、地方 311 億円））

カリキュラムの再構築をめざすこととしました。
そこで、当財団は 2016 年度事業として、厚生労働省
医政局及び老健局の看護技官をオブザーバーとし、学識経
験者、訪問看護推進連携会議代表者、訪問看護の研修開催

地域医療介護総合確保基金（医療分）により、各都

者、訪問看護ステーション管理者等で構成された「訪問看

道府県において策定された地域医療構想を踏まえた病

護人材育成教育カリキュラムに関する検討委員会（委員

床の機能分化・連携等に関する事業が一層本格化す

長：柏木聖代・横浜市立大学医学部看護学科教授）」を設

る。2025 年に向けて、地域医療構想を達成する。

置し当該カリキュラムの再構築を行いました。現行カリ

対象事業として、急性期病床から回復期病床への転

キュラムについて、現状の訪問看護に合致しない学習内

換、地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医

容、受講対象者の要件、研修方法、実習期間・場所、実習

療実施に係る拠点の整備や連携体制の確保、在宅医療

指導者の要件等について検討し、2017 年 5 月に、新た

提供体制の整備、医師・看護師等の地域に必要な質の

に「訪問看護人材養成基礎カリキュラム」として発行しま

高い医療従事者確保などを対象とする。

した。そのなかで、ラダーに応じた訪問看護師としてのス

主な看護関係事業として、院内助産所等の整備、居

キルアップを図る研修体系を図のようにまとめました。訪

宅等における医療の提供に関する事業（訪問看護の促

問看護師を確保し、質の均てん化及び定着化を目指したい

進、人材確保を図るための研修等事業、在宅医療推進

と考えています。
（図 15）
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平成 30 年度

日本訪問看護財団

研修一覧

研修一覧

※各研修毎に申込開始日がございます。申込開始日の 10 時になりましたらお申込みください。
   
（開始日前のお申込みについてはすべて無効になりますのでご注意ください）
。

   申込方法は次ページ、料金等の詳細についてはホームページ（http://www.jvnf.or.jp/）をご確認ください。
注）このページの用紙でお申込みはできません。
研修名

開催日

平成 30 年度の
報酬改定活用セミナー

請求業務の基礎講座
訪問看護経営セミナー

〜経営の黒字化をめざして〜

開催地

在宅褥瘡管理セミナー

★「在宅褥瘡管理者」の 6 時間以上研修に対応

療養通所介護（多機能型事業）交流セミナー
看護・介護一体型サービス及び
児童発達支援事業等の報酬改定セミナー
〜訪問看護との連携〜

大阪

4 月 21 日
（土）

東京

12 月 8 日
（土）

東京

5 月 12 日
（土）

大阪

12 月 9 日
（日）

東京

5 月 26 日
（土）

東京

会 員 8,000 円
非会員 18,000 円

6 月 3 日（日）

大阪

会 員 8,000 円
3 月 28 日（水）
非会員 18,000 円

6 月 16 日
（土）

東京

会 員 8,000 円
非会員 18,000 円

6 月 30 日
（土）
・

東京

未定

7 月 1 日（日）

東京

一律 8,000 円

質の高い在宅看取りケア実践のための
ELNEC―J2018 2 日間研修（※）

精神障がい者の在宅看護セミナー
3 日間研修

★精神科訪問看護基本療養費の届出要件を満たす研修

〜思いきって一歩〜

会 員 8,000 円 3 月 7 日（水）
非会員 18,000 円
9 月 12 日（水）
会 員 9,000 円 3 月 28 日（水）
非会員 19,000 円 9 月 12 日（水）

2 日間研修

多職種で学ぶリンパマッサージ
プレゼンテーション力アップセミナー
〜在宅医療・介護連携のすすめ〜

7 月 6 日（金）
・7 日
（土）
・
8日
（日）

東京

9 月 7 日（金）
・8 日
（土）
・
9日
（日）

新潟

8月4日
（土）
・5 日
（日）

大阪

8 月 24 日
（金）
・
25 日
（土）
・26 日
（日）

東京

8 月 31 日
（金）
・
9月1日
（土）
・2 日
（日）

松山

2019 年 2 月 22 日
（金）
・
23（土）
・24 日
（日）

東京

2019 年 3 月 9 日
（土）
・
10 日
（日）

東京

会 員 15,000 円
非会員 30,000 円

調整中

東京

一律 8,000 円

調整中

東京

一律 8,000 円

一律 20,000 円
6 月 13 日（水）
一律 15,000 円

会 員 20,000 円
非会員 40,000 円

※①〜③研修は同時開催のため
複数選択はできません。

①会場：ベルサール新宿グランドホール 1 階
②③会場：ベルサール新宿グランド
コンファレンスセンター 5 階

①在宅療養支援のための臨床理論

5 月 16 日（水）

11 月 21 日（水）
12 月 12 日（水）
ホームページにて
お知らせいたします。

受講料

②非がん療養者のエンドオブライフケア

会 員 6,000 円
非会員 10,000 円

③看護職起業家交流セミナー

訪問看護サミット 2018

申込開始日

★認定看護師のためのフォローアップセミナー

認定看護師（全 21 分野）及び訪問看護に従事する職員等を対象とした研修
（認定資格更新セミナー）

（※）公益財団法人 日本財団

4 月 11 日（水）

11 月 10 日（土）開催

集中セミナー
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ホームページにて
お知らせいたします。

4 月 11 日（水）

小児訪問看護の実践力向上の
ための研修 2018
3 日間研修（※）

訪問看護基礎講座

申込開始日

4 月 14 日
（土）

医療的ケア児等の在宅移行支援

★認定看護師のためのフォローアップセミナー
対象：訪問看護認定看護師及び他分野認定看護師
（認定資格更新セミナー）

受講料

11 月 11 日（日）開催

会場：ベルサール新宿グランドホール

8 月 1 日（水）

一律 5,000 円

助成事業（予定）

★以上の研修の他に、トピックス研修も開催いたします。詳細については、ホームページにてお知らせいたします。

平成 30 年度研修
平成

お申込から受講までの流れ

本財団 HP より Web 申込み

http://www.jvnf.or.jp/kensyu/

❶

お申込

お申込の
❷ 受付通知

この時点では
受講確定していません

❸ご

入 金

❹ 受講確定

❺受

講

訪問看護財団 研修

検索

30

年度研修申込受付方法

ご希望の研修受付開始日を 16 ページの一覧からご確認ください。
研修開催日の概ね 3 か月前から受付開始となります。

ご希望の研修を選択し、お申込者情報（氏名・会員番号・
連絡先等）を入力し、送信してください。

ご登録 E メールアドレスに【申込受付メール】を
自動配信いたします。

※
【申込受付メール】が届かない場合は、研修担当（03-5778-7005）まで
必ずご連絡ください。

【申込受付メール】に記載した指定口座へ受講料を
ご入金ください。

※期日までにご入金およびご連絡がない場合、自動キャンセルとなります。

ご入金確認後、1 週間以内に【受講票メール】を
送信いたします。

【受講票メール】をプリントアウトし、受講日当日に
ご持参ください。

● インターネット環境が整っていない場合には、FAX 専用の申込書をお送りいたします。

● 複数日研修の場合は、全日ともお申込者本人がご受講となります。プログラム内容により受講者の変更はできません。
● 修了証が交付される研修については、遅刻・離席・早退等をされた場合には基本的に修了証をお渡しできません。
プログラムのタイムテーブルをご確認の上、お申込ください。

● ご入金後の返金は原則できません。ご都合により期日までにご入金できない場合には延長させていただきます。
● 受講当日に欠席された場合、使用した資料等はお渡しできません。

※詳細等は研修担当までお問合せください。
（研修担当
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03-5778-7005）

訪問看護サミット 2018 ＆ 集中セミナー
訪問看護サミット 2018 ＆ 集中セミナー

日本訪問看護財団は多職種連携促進事業として、毎年、訪問看護サミットを開催しています。
昨年 11 月 12 日開催の「訪問看護サミット 2017」のテーマは「チームアプローチと訪問看護の未来」
でした。ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。
医師・歯科医師・薬剤師・作業療法士の立場でチームアプローチ、特に訪問看護との連携について、大切
なポイントをご講演いただきました。厚生労働省老人保健課長からは平成 30 年度介護報酬改定の動向の
最新情報をいただき、3 カ所の訪問看護ステーションからは先駆的な実践のご紹介がありました。
さて、2018 年 4 月から、第 7 次医療計画や第 7 期介護保険事業計画、平成 30 年度介護報酬・診療報
酬改定に基づく訪問看護事業がスタートします。

今年のサミットは、地域ですべての人々の健康支援から看取りまでの暮らしを総合的に支える訪問看護
の魅力と、これからの訪問看護等在宅ケアの進むべき方向を共有する集いを企画したいと考えています。
テーマとプログラム等については、決定次第、皆様へホームページや機関紙「ほうもん看護」でお知らせ
いたします。
最新情報の収集・交換の機会であり、旧交を温める場としてもご活用いただける「訪問看護サミット
2018」へのご参加をお待ち申し上げます。

訪問看護サミット 2018
１．日

時

３．内

容

２．会

場

2018（平成 30）年 11 月 11 日

10：00〜16：00

ベルサール新宿グランド ホール（東京・西新宿）

基調講演、シンポジウム等

※内容等決定次第、機関紙・ホームページ等でお伝えします。
４．参加費 5,000 円

集中セミナー（前日開催）
１．日

時

3．内

容

２．会

場

2018（平成 30）年 11 月 10 日

10：00〜16：30

ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター等（東京・西新宿）

① 認定看護師のためのフォローアップセミナー
「在宅療養支援のための臨床推論」
② 非がん療養者のエンドオブライフケア
③ 看護職起業家交流セミナー
※集中セミナーの研修内容については本誌 23 ページをご参照ください。
4．受講料

財団会員 6,000 円、非会員 10,000 円

企業・関連団体の展示・販売・デモンストレーション
訪問看護サミット＆集中セミナーと

同時開催いたします。
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※申込方法等詳細はホームページを御確認ください。

訪問看護等在宅ケア研修のご案内
【対

象】 訪問看護ステーション・病院・診療所の訪問看護従事者 等

【ねらい】 平成 30 年度報酬改定を理解し、診療報酬・介護報酬を適切に活用する。

開催日・会場

●大阪会場

【内

容】 介護報酬・診療報酬改定内容と活用の仕方 / 訪問看護関連の最新情報 / 質疑応
答及び意見交換

CIVI 研修センター新大阪東
4 月 14 日土

【講

師】 佐藤 美穂子（本財団 常務理事）
内野 今日子（本財団 看護専門相談員）

●東京会場

【受講料】 財団会員 8,000 円 / 非会員 18,000 円

●東京会場

※会場によって講師が異なります。

飯田橋レインボービル
4 月 21 日土

訪問看護等在宅ケア研修のご案内

平成 30 年度の報酬改定活用セミナー

東京都 23 区内調整中
12 月 8 日土

請求業務の基礎講座
【対

象】 請求事務担当者 等

【ねらい】 訪問看護の制度及び報酬を理解し、正しく請求できる。
【内

容】 訪問看護の報酬のしくみ / 請求事務の実際

【講

師】 佐藤 美穂子（本財団 常務理事）
加賀谷 美貴子（本財団立おもて参道訪問看護ステーション 請求事務担当）
松浦 素子（本財団立刀根山訪問看護ステーション 請求事務担当）
※会場によって講師が異なります。

【受講料】 財団会員 9,000 円 / 非会員 19,000 円

開催日・会場

●大阪会場

CIVI 研修センター新大阪東
5 月 12 日土
●東京会場

東京都 23 区内調整中
12 月 9 日日

※受講料に本財団発行「2018 年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド」の書籍代が含ま
れます。

訪問看護経営セミナー 〜経営の黒字化をめざして〜
【対

象】 開設 3 年未満の訪問看護ステーション経営者・管理者 等

【ねらい】 訪問看護ステーションの経営安定を図るために、経営等の基礎知識を学ぶ。
【内

容】 訪問看護の制度 / 経営の安定化を導くためのマーケティング / 経営戦略 / 経営
の実際 / 経営判断・目標管理 / 経営計画書の作成（グループワーク）

【講

師】 伊藤 信彰 氏（株式会社ケアマックス 専務取締役 認定医業経営コンサルタント）
髙橋 洋子（本財団立おもて参道訪問看護ステーション 所長 訪問看護認定看護師）

開催日・会場

●東京会場

CIVI 研修センター日本橋
5 月 26 日土

【受講料】 財団会員 8,000 円 / 非会員 18,000 円

< 認定看護師のためのフォローアップセミナー >

医療的ケア児の在宅移行支援 ★認定資格更新セミナー
【対

象】 訪問看護認定看護師及び他分野認定看護師

【ねらい】 医療的ケア児の在宅移行期及び地域生活支援に必要な保健、医療・福祉・教育
等、社会資源の活用について理解し、地域で医療的ケア児・家族の暮らしを支
える訪問看護認定看護師の役割について学ぶ。
【内

容】 小児訪問看護を取り巻く障害保健福祉施策の動向と制度活用 / 在宅移行支援に
必要な看看連携と家族支援 / 医療的ケア児と家族の地域生活を支援する訪問看
護認定看護師の実践活動報告（グループ演習含む）

【講

師】 大西 延英 氏（元厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課障害児・
発達障害者支援室 室長補佐 )
近藤 正子 氏（社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター地域医療連
携部 医療相談室 室長）
田中 道子（本財団立あすか山訪問看護ステーション 所長 訪問看護認定看護師）

【受講料】 財団会員 8,000 円 / 非会員 18,000 円

開催日・会場

●大阪会場

CIVI 研修センター新大阪東
6 月 3 日日
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在宅褥瘡管理セミナー
訪問看護等在宅ケア研修のご案内

★
「在宅褥瘡管理者」の6時間以上研修に対応
【対

象】 医師・看護師 等

【ねらい】 在宅療養者の褥瘡を予防し、褥瘡の治癒促進や悪化予防、再発予防の実際を学
び実践できる。
【内

容】 褥瘡発生とアセスメント / 褥瘡の治療 / 在宅褥瘡医療の推進 / 褥瘡の予防と管
理 ①圧迫・ずれ力とリハビリテーション / 褥瘡の予防と管理 ②スキンケア /
褥瘡の予防と管理 ③栄養

【講

師】 袋 秀平 氏（ふくろ皮膚科クリニック 院長）
中濱 孝志 氏（がん研究会有明病院 栄養管理部 副部長）
瀧井 望（本財団立あすか山訪問看護ステーション 皮膚・排泄ケア認定看護師）

開催日・会場

●東京会場

CIVI 研修センター日本橋
6 月 16 日土

【受講料】 財団会員 8,000 円 / 非会員 18,000 円
※全講義受講者には受講証を発行します。
※
『在宅患者訪問褥瘡管理指導料』に係る「在宅褥瘡管理者」になるためには、本研
修の受講証をもって日本褥瘡学会の資格審査を受けることが必要です。
なお、申請に当たっては、日本褥瘡学会のホームページをご参照ください。

療養通所介護
（多機能型事業）
交流セミナー
【対

象】 療養通所介護等事業従事者、これから療養通所介護等に従事する看護師、介護
職員 等

【ねらい】 地域での事業の取組を見学し、事業運営と家族・地域とのつながりを学ぶ。
【内

容】 療養通所介護「ナーシングデイ山の上」施設見学 / 意見交換

開催日・会場

●東京会場

東京都内調整中
6 月 30 日土

【参加費】 未定（懇親会の費用含む）

看護・介護一体型サービス及び児童発達支援事業等の報酬改定セミナー
〜訪問看護との連携〜
【対

象】 看護小規模多機能型居宅介護，療養通所介護，定期巡回・随時対応型訪問介護
看護，児童発達支援，放課後等デイサービス，生活介護に従事する看護師 等

【ねらい】 平成 30 年度報酬改定を理解し、事業運営に役立てる。
【内

容】 看護小規模多機能型居宅介護，療養通所介護，定期巡回・随時対応型訪問介護
看護，児童発達支援，放課後等デイサービス，生活介護の報酬改定内容 / 訪問
看護との連携 / 実践発表及び意見交換 等

【講

師】 講師交渉中

【受講料】 一律 8,000 円
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開催日・会場

●東京会場

東京都 23 区内調整中
7 月 1 日日

※プログラム、講師等（敬称略）は変更になる場合もございます。

小児訪問看護の実践力向上のための研修 2018（3日間研修）
象】 小児訪問看護に従事する看護師
（本研修は、医療技術の演習を含む研修のため、小児訪問看護に従事する保健師・
助産師・看護師・准看護師を対象とした研修です。
）

【ねらい】 小児入院患者の在宅移行の促進と、地域での生活を支援するために、小児及び
その家族の支援に必要な知識・技術を習得し、保健・医療・福祉・教育等の社
会資源が活用できる。
【内

【講

容】 障害保健福祉施策の動向と制度活用 / 小児の退院支援の実際 / 小児の発達・成
長 / 各ライフステージに応じた小児と家族支援 / 小児訪問看護の実際 / 小児在
宅医療の現状 / 小児の呼吸管理 / 小児のフィジカルアセスメント / 小児在宅医
療の人工呼吸器取扱い / 小児救命処置・演習（シミュレータ使用）/ 気管カニ
ューレ管理・経鼻栄養管理・吸引等の演習（シミュレータ使用）

開催日・会場

公益財団法人 日本財団 助
成事業（予定）
●東京会場

日本財団ビル

7 月 6 日金
7 月 7 日土
7 月 8 日日

●新潟会場

師】 大西 延英 氏（元厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・ 新潟県新潟市内調整中
9 月 7 日金
発達障害者支援室 室長補佐）
9 月 8 日土
雨宮 馨 氏（さいわいこどもクリニック 非常勤医師）
9 月 9 日日
石渡 久子 氏（医療法人財団はるたか会 子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田 医師）
豊田 ゆかり 氏（愛媛県立医療技術大学 保健科学部 看護科母性・小児看護学講座 教授）
岡田 たみえ 氏（東京都立大塚病院 GCU 病棟 看護師長）
内田 貴之 氏（杏林大学医学部付属病院 医療安全推進室 専任リスクマネージャー
小児救急看護認定看護師）
松井 晃 氏（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病
院 臨床工学科 臨床工学技士長）
田中 道子（本財団立あすか山訪問看護ステーション 所長 訪問看護認定看護師）
田中 由美（本財団立あすか山訪問看護ステーション 訪問看護師）
※会場によって講師が異なります。

訪問看護等在宅ケア研修のご案内

【対

【受講料】 一律 20,000 円

質の高い在宅看取りケア実践のための ELNEC―J 2018（2日間研修）
【対

象】 訪問看護師 等

開催日・会場

【ねらい】 質の高いエンド・オブ・ライフ・ケアを達成するために必要な知識・援助技術
公益財団法人 日本財団
を取得し、訪問看護師の役割について学び、在宅療養者と家族が住み慣れた地
助成事業（予定）
域で人生の最期をその人らしく豊かに暮らすことができるように支援ができる。
●大阪会場
【内 容】 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護 / 倫理的問題 / 文化への配慮 / 痛み
CIVI 研修センター新大阪東
のマネジメント / 症状マネジメント / コミュニケーション / 喪失・悲嘆・死別 /
8 月 4 日土
臨死期のケア 等 全 10 モジュール（演習・グループワーク含む）
【講

師】 稲野 聖子 氏（市立池田病院 看護部 老人看護専門看護師）
菊谷 八重 氏（医療法人出水クリニック 看護主任 訪問看護認定看護師）
長尾 充子 氏（ユニバーサル株式会社 あるふぁ訪問看護ステーション 所長 緩
和ケア認定看護師 がん看護専門看護師）
森谷 和代 氏（テイク・ケア訪問看護ステーション 所長 がん性疼痛看護認定看護師）
松山 千華子（本財団立刀根山訪問看護ステーション がん性疼痛看護認定看護師）

8 月 5 日日

【受講料】 一律 15,000 円

※ 2 日間全モジュール受講者には修了証を発行します。
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精神障がい者の在宅看護セミナー（3日間研修）
訪問看護等在宅ケア研修のご案内

★精神科訪問看護基本療養費の届出要件を満たす研修
【対

象】 保健師、看護師、准看護師、作業療法士

【ねらい】 地域で暮らす精神障がい者と信頼関係を築き、医療の継続支援や病状悪化の早
期対応などを含め、精神科訪問看護の知識・技術を習得する。
【内

【講

容】 精神保健福祉の現状と動向 / 精神科訪問看護の動向と報酬・制度活用 / 精神障
がい者を介護する家族支援について / 精神障がい者及び家族を地域で支えるた
めの社会資源と制度の活用 / 精神疾患と治療について / 精神科訪問看護の基礎 /
日常生活の援助 / 精神障がい者及び介護者家族への医療継続支援について / 精
神障がい者及び家族介護者への対人関係の援助 / 精神科訪問看護の実際

開催日・会場

●東京会場

飯田橋レインボービル
8 月 24 日金
8 月 25 日土
8 月 26 日日
●松山会場

愛媛県松山市内調整中

師】 ●東京会場
8 月 31 日金
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 担当官
9 月 1 日土
近藤 直司 氏（大正大学 心理社会学部 臨床心理学科 教授）
9 月 2 日日
萱間 真美 氏（聖路加国際大学大学院 精神看護学 教授）
遠藤 真史 氏（特定非営利活動法人 那須フロンティア 地域生活支援センター
●東京会場
ゆずり葉 作業療法士 相談支援専門員）
飯田橋レインボービル
冨川 順子 氏（大阪府立大学 大学院看護学研究科 准教授 精神看護専門看護師）
2019 年
佐藤 美穂子（本財団 常務理事）
2 月 22 日金
2 月 23 日土
●松山会場
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 担当官
2 月 24 日日
萱間 真美 氏（聖路加国際大学大学院 精神看護学 教授）
冨川 順子 氏（大阪府立大学 大学院看護学研究科 准教授 精神看護専門看護師）
佐藤 美穂子（本財団 常務理事）
ほか講師交渉中

【受講料】 財団会員 20,000 円 / 非会員 40,000 円

※ 3 日間全講義受講者には修了証を発行します。

訪問看護基礎講座 〜思いきって一歩〜（2日間研修）
【対

象】 新人訪問看護師、訪問看護に携わりたい看護職員、在宅看護論を担当する看護
教員 等

1 日目
【ねらい】 ・訪問看護の必要性、機能、特性を理解する。
・訪問看護事業のあらまし及び訪問看護師の役割を理解する。
【内

容】 訪問看護をめぐる動向 / 訪問看護と病院内看護の違い / 訪問看護の基本姿勢と
役割 / 訪問看護制度のあらまし 等

2 日目
【ねらい】 ・訪問看護の事例を通して、訪問看護展開過程を理解する。
・訪問看護で行う「療養上の世話と必要な診療の補助」を理解する。
・地域における多職種連携の実際を理解する。
【内

容】 訪問看護の展開過程（演習含む）/ 訪問看護に必要な知識 / 対人援助技術 / 地
域における訪問看護師の役割と多職種協働

【講

師】 平原 優美（本財団立あすか山訪問看護ステーション 統括所長 在宅看護専門看
護師）
ほか講師交渉中

【受講料】 財団会員 15,000 円 / 非会員 30,000 円
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開催日・会場

●東京会場

家の光会館
2019 年
3 月 9 日土
3 月 10 日日

※プログラム、講師等（敬称略）は変更になる場合もございます。

多職種で学ぶリンパマッサージ
象】 訪問看護従事者、訪問介護従事者、居住系施設等の職員 等

【ねらい】 リンパ浮腫発生のメカニズムなど医学的知識及びケアを安心して利用者に提供
できる技術を習得する。
【内

開催日・会場

●東京会場

東京都 23 区内調整中

容】 リンパ浮腫の原因と種類 / 安全にケアを行うための観察点とアセスメント / 症
開催日未定
状に応じたケアのポイント / リラクゼーションを目的としたリンパドレナージ /
（ホームページ等にてお
複合的治療の知識（スキンケア・ドレナージ・圧迫療法・圧迫下での運動）/
知らせします。）
終末期の浮腫ケア / 演習（セルフドレナージ・終末期浮腫に対するケア等）
【講 師】 講師交渉中
【受講料】 一律 8,000 円

プレゼンテーション力アップセミナー 〜在宅医療・介護連携のすすめ〜
【対

象】 訪問看護従事者、介護支援専門員、相談支援専門員、訪問介護員 等

訪問看護等在宅ケア研修のご案内

【対

開催日・会場

【ねらい】 地域包括ケアシステムにおいて、在宅医療・介護の連携に必要なプレゼンテー
●東京会場
ション力の向上を図るとともに相談援助技術を学ぶ。
東京都 23 区内調整中
【内 容】 医療・介護連携推進事業の動向と実際 / 事例発表・多職種連携会議におけるプ
開催日未定
レゼンテーションのポイント / 相談援助のポイント / 演習
（ホームページ等にてお
【講 師】 講師交渉中
知らせします。）
【受講料】 一律 8,000 円

集中セミナー
【会

開催日：11月10日土

場】 1 ベルサール新宿グランド ホール 2 3 ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
【受講料】 財団会員 6,000 円 / 非会員 10,000 円

認定看護師のフォローアップセミナー

1「在宅療養支援のための臨床推論」★認定資格更新セミナー

【対 象】
【ねらい】
【内 容】
【講 師】

認定看護師（全 21 分野）及び訪問看護に従事する看護職員 等
在宅療養者のアセスメントに臨床推論を用いて、状態悪化防止、異常の早期発見等につなげるための知識を学ぶ。
在宅療養者におこりやすい症状と臨床推論 / 事例をもとに臨床推論の実際を学ぶ。
徳田 安春 氏（群星沖縄臨床研修センター長 総合診療医）
島田 珠美 氏（川崎大師訪問看護ステーション 統括所長 診療看護師）
【受講料】 財団会員 6,000 円 / 非会員 10,000 円

2

非がん療養者のエンドオブライフケア

【対 象】 訪問看護に従事する看護職員 等
【ねらい】 ・非がん療養者のエンドオブライフケアの特徴を理解する。
・エンドオブライフケアにおける倫理的問題について理解し、看護倫理に基づくケアの実践について学ぶ。
【内 容】 非がん療養者のエンドオブライフケア総論 / 非がん疾患の予後予測と意思決定支援 / コミュニケーションと
意思決定における看護師の役割
【講 師】 平原 佐斗司 氏（東京ふれあい医療生活協同組合 オレンジほっとクリニック 院長）
千葉 恵子 氏 （亀田総合病院 緩和ケア専従 緩和ケア認定看護師）

3

看護職起業家交流セミナー

【対 象】
【ねらい】
【内 容】
【講 師】

訪問看護ステーションの経営関係者・訪問看護ステーションの起業を目指す方 等
平成 30 年度報酬改定後の訪問看護ステーション経営の展開・安定経営を目指すための方策を学ぶ。
訪問看護関連の最新情報 / 小規模・大規模訪問看護ステーションの経営戦略 / 意見交換
講師交渉中

★以上の研修の他に、ご要望やご相談にお応えして、トピックス研修も開催いたします。
お知らせは、本財団機関紙「ほうもん看護」、ホームページ等に掲載します。
※プログラム、講師等（敬称略）は変更になる場合もございます。

お問い合わせ先

TEL.03-5778-7005

Emall:info-kensyu@jvnf.or.jp（研修担当）
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2018
（平成 30）
年度 訪問看護 e ラーニング
2018︵平成
︶
年度

30

「訪問看護 e ラーニング」は開講から 11 年目を迎え、これまでに約
13,000 名が受講されました。また、訪問看護師養成講習会に「訪
問看護 e ラーニング」を活用する都道府県看護協会は 29 都府県に
増加しています。2018 年度は
「訪問看護人材養成基礎カリキュラム」
に準拠した内容に改訂しての開講です。タブレットやスマートフォ

訪問看護ｅラーニング

ンでも視聴可能となり、さらに受講しやすくなります。
申込期間

2018 年 4 月 20 日（金）〜 2018 年 12 月 5 日（水）

受講可能期間

ユーザ ID、パスワード配信日から 5 か月間（受講可能
期間終了後 1 か月間の閲覧期間あり）

申込方法
受講料

【個人申込】
○日本訪問看護財団ホームページより申込
○受講料：16,000 円

コンビニ決済とクレジットカード決済
が利用できます（個人申込）

訪問看護 e ラーニングホームページ
申込・体験版視聴はここから
今すぐ、本財団ホームページをクリック！

（※）

【都道府県看護協会経由申込

】

○各都道府県看護協会の定めた通りに申込
○受講料：14,000 円
（※ただし、各看護協会が主催する訪問看護師養成講習会に「訪問看護 e ラーング」を活用する場合に限る。
活用する都道府県看護協会は「訪問看護 e ラーニング」ホームページ「よくあるご質問」を参照）

対

象

訪問看護師や退院支援看護師、在宅看護論担当教員、医療機関や福祉施設等の看護師、その他在宅ケア
に携わる職員等、訪問看護の知識習得をめざす方（看護職資格の有無は問わない。介護職やリハビリテ
ーションの専門職の方などの受講も可能。
）

内

容

●訪問看護概論（訪問看護の役割、歴史、制度など）
●在宅ケアシステム論（地域包括ケア、ケアマネジメントなど）
●リスクマネジメント論（医療安全、労働災害予防、感染管理、災害対応など）
●訪問看護対象論（個人、家族、地域）
●訪問看護展開論（訪問看護過程、訪問看護の実際・記録など）
●訪問看護技術論（
【訪問看護展開のための知識・技術】療養生活の支援、フィジカルアセスメント
など、
【医療処置別の知識・技術】経管栄養法、スキンケアと褥瘡ケア、在宅人工呼吸療法など、
【対象別の知識・技術】急変時、がん、認知症、精神、小児、エンドオブライフケアなど）

訪問看護

eラーニングの魅力！
（※）

★簡単なパソコン操作でＯＫ！パソコン初心者でもすぐに始められます。タブレット、スマートフォン
でも視聴できます。
（※一部、視聴しにくい内容があります）
★推奨環境を満たしたパソコン等があれば「いつでも」「どこでも」学習できます。
★メールで担当者（チュータ）に質問でき、一人で受講していても安心です。

皆さんのお申込みを
お待ちしています

★受講可能期間内であれば何度でも反復学習することができます。
★レッスンコンテンツのスライドをダウンロードしてパソコンに保存できます。受講可能期間終了後の
できます。受講可能期間終了後の
復習に便利です。
★参考映像やゲーム感覚のコンテンツなどく楽しくわかりやすい内容満載です。
例えば… フィジカルアセスメントでは実際の呼吸音、心音などが聞ける、体感！胸骨圧迫では胸骨
圧迫のリズムを実体験できる、訪問看護の実際の場面を通して、訪問看護の基本を学べる
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…など。

相談・広報等事業
相談・広報等事業

訪問看護等サポート事業
講師派遣による教育支援事業
訪問看護の基本的な知識、技術、訪問看護制度や報酬、運営・経営管理、スタッフ教育、質の評価など、
講師の必要な方はご相談ください。講師謝金はご相談に応じます。

顧客満足度調査事業
利用者満足度調査は訪問看護ステーションのサービスの質向上に欠かせません。本財団では調査を行った
結果を報告書としてお返しします。

訪問看護ステーション開設相談事業
訪問看護ステーションの開設を検討されている方・団体の皆さまを対象として開設の相談にも応じます。
訪問看護ステーションの各種開設準備に関することから、経営・運営上のポイントなど助言を行います。

療養通所介護・児童発達支援・多機能型事業の開設・運営相談事業
各種開設準備に関することから、経営・運営上のポイントなど助言を行います。事業所と相談の上実地体
験のご相談にも応じます。
詳細は右記まで

電話相談

問い合わせ・申込先

日本訪問看護財団 事業部

03-5778-7007

[相談日時]
平日の月・水・金 9：00 〜 16：00
（◆昼休み 12：00 〜 13：00）
訪問看護サービスの提供、訪問看護に
関する文書類の取り扱い、医療保険・
介護保険制度等、訪問看護に関するさ
まざまな相談に応じます。一般の方も
ご利用ください。

FAX・メールによる相談も受け付けています。
※ 財団会員専用ホームページにはよく
ある質問の Q&A を掲載しています。
※「報酬・制度・実践の？を解決 訪問
看護お悩み相談室（中央法規出版）
」
の書籍も販売しております。

医療保険帳票類・記録用紙の販売
訪問看護ステーションの開設時に報酬
請求ソフトを導入しない場合、紙媒体
での請求書作成が必要になります。
そのような事業所のために、本財団で
は必要書類の販売を行っています。ま
た、訪問看護計画書・訪問看護報告書
等も同様に販売していますので、ご利
用ください。
ご注文は p43 の注文書にご記入の上、
FAX でご注文ください。また、財団ホ
ームページからのご注文も賜ります。

ホームページ
アドレス

電話 03-5778-7005

http://www.jvnf.or.jp

財団ホームページでは、訪問看
護等在宅ケアに関連した情報を
提供しています。
○財団の概要 ○在宅ケア関連最新情報 ○出版物・
販売物一覧 ○研修情報 ○調査研究の概要 ○ブログ：
本財団立訪問看護ステーション・日本訪問看護認定
看護師協議会・療養通所介護・災害 など
★会員になられたら、まず webmaster@jvnf.or.jp
に ID とパスワードをご請求ください。ご不明な点
があれば、電話で財団までお問い合わせください。
会員専用ページには、こんな情報もあります。
◆「よくある質問 Q&A」▷電話相談で多い質問を解説して
います。ここを見れば疑問が解決するかも知れません。

◆「便利なひな形集」▷個人情報や記録開示など実務に活
用できるひな形があります。その他、報酬改定に関する
書類の「例示」などがご利用いただけます。

書籍・パンフレット類の販売
訪問看護や在宅ケアに役立つ書籍やパ
ンフレットを随時発行しています。訪
問看護の PR や学生への指導などにご
活用ください。詳しくは裏表紙の刊行
物一覧をご覧の上、p44 の注文書にて
FAX でお申し込みください。
また、財団ホームページからのご注文
も賜ります。
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日本訪問看護財団立訪問看護ステーションのご案内

日本訪問看護財団立
訪問看護ステーションのご案内
おもて参道

訪問看護ステーション
こんにちは、
おもて参道訪問看護ステーションです。
おもて参道訪問看護ステーションは、開設から
22 年目を迎えました。
訪問看護認定看護師の所長のもと、『希望と安心

行ない、最後まで安心して暮らせる地域づくりに力
を入れています。

をお届けします』をモットーとし渋谷区・港区を中
心に訪問看護を提供しています。
医療保険・介護保険に応じて小児から高齢者まで
予防看護から看取りまで、様々な医療ニーズのある
方へ経験豊かなスタッフが訪問看護を行います。
開設した「けやき通り保健室」では、健康や介護
に関する電話相談や出前の健康セミナー、ACP（ア
ドバンス・ケア・プランニング）に関する勉強会を

刀根山

訪問看護ステーション・
ケアプランセンター刀根山

※体験のご希望については下記事業者専用電話で
お問い合わせ下さい。
〒 150 0001 東京都渋谷区神宮前 5 8 2
日本看護協会ビル５階
TEL 03 3486 4161（利用者専用）
TEL 03 5469 8020（事業者専用）
FAX 03 3486 4043
ホームページ https://jvnf.or.jp/omote/

て、よりよい看護が提供できるよう、すべての看護
師がステーション内外の研修に参加し自己研鑽して
います。
予防看護から看取りまで、すべての人が住み慣れ
た地域で安心して生活できるよう、希望に添って支
援させていただきます。

ご利用者の思いに沿ったケアプラン作成
ケアプランセンター刀根山では、主任介護支援専
門員３名が、難病、癌をはじめ、医療ニーズが高く
訪問看護ステーションとの連携が必要な方を積極的
に担当させていただいています。ご利用者、ご家族
の思いに寄り添い、療養上の希望をかなえられるよ

命を守る、暮らしを支える訪問看護
刀根山訪問看護ステーションは、介護保険が始ま
る以前の 1996 年に訪問看護をスタートし、昨夏
で開設 20 年となりました。その間、乳幼児から高
齢者まで、様々な疾患や障害を持ちながら自宅で過
ごす多くの方たちとの出会いがありました。また全
員が看護師で、開設当初から勤務している者や、訪
問看護を始めて半年の者、認定看護師や保健師、ケ
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アマネジャーの資格を持つ者も勤めています。そし

う、社会資源の調整、ケアプランの作成をおこない
ます。
在宅生活に不安やお悩みのある方、入院中でもご
相談に応じますので、いつでもご連絡ください。
※ご見学のご希望については下記にお問い合わせ下さい。
〒 560 0045 大阪府豊中市刀根山 5 1 1
TEL 06 6853 5231（刀根山訪問看護ステーション）
TEL 06 6853 5290（ケアプランセンター刀根山）
FAX 06 6853 5261
ホームページ https://jvnf.or.jp/toneyama/

訪問看護ステーション
いきいきと安心して毎日を
◆ あすか山訪問看護ステーションでは、在宅看護
専門看護師、訪問看護認定看護師、皮膚排泄ケ
ア認定看護師を含む職員が看護を丁寧におこな
います。
◆ 理学療法士、作業療法士とともに、予防や機能の

◆ 主任介護支援専門員を含む介護支援専門員が、ご
希望を迅速丁寧に受け止め在宅生活の継続をお手
伝いします。
◆ 特定相談・障害児相談支援事業をおこなってお
り、医療的ケアの必要な重度な子どもたちの支
援にも力を入れています。

維持回復に取り組み、生活の質の向上に努めてい
ます。
◆ 1 人ひとりの価値観や尊厳を尊重した全人的ケア
を 0 歳から 100 歳を超える全ての年齢、全ての
疾患・障がいの方におこなっています。
◆ 職員が 30 名以上の大規模訪問看護ステーション
であることから、柔軟なケア提供体制をもってい
ます。
◆ 地域包括ケアシステム構築に向けて、地域の中で
の役割を果たせるよう多職種、多機関との協働に
対する取り組みを継続的におこなっています。

在宅ケアセンター

ひなたぼっこ
閉じこもりの生活から社会参加を目指して！
訪問看護ステーションひなたぼっこは、当ステー
ションに従事する全ての看護職員が有する医学的・
看護学的見識を活かし、利用者の心身の特性を理解
し、健康の保持、増進、回復を図るとともに、利用
者の意思を尊重し、利用者の家族に寄り添った在宅
療養が維持・継続できるよう訪問看護事業を展開し
ています。
当事業所について特筆すべき点は、医療ニーズと
介護ニーズの高い小児から高齢者までの在宅療養者
に対して訪問看護と療養通所介護の一元的なサービ
スの提供が可能であること。また、きめ細やかな訪
問看護サービスの提供にあたり重要かつ必要な個人

※ご見学のご希望についてはお電話で該当事業所に
お問い合わせ下さい。

あすか山訪問看護ステーション
居宅介護支援事業所

〒 114 0001 東京都北区東十条 1 9 12
TEL 03 5959 3121 FAX 03 5959 3151
ホームページ https://jvnf.or.jp/asukayama/

赤羽支所（サテライト）

〒 115 0045 東京都北区赤羽1 41 5 ATエミネンス202号
TEL 03 6454 4150 FAX 03 3901 6055

ぼっこ』として利用者並びに地域社会から信頼され
るように努めてまいります。

利用者と家族に寄り添いアットホームなひなたぼっこ
療養通所介護ひなたぼっこ１・２は、主に重度な
要介護者や医療的ケアのある障害児（者）の０歳か
ら高齢者までの方が利用されています。
療養通所介護計画や個別支援計画に沿った日々の
ケアに加えて、レクリエーションの行事計画を立て、
花見や七夕飾りなどにより季節を感じていただいた
り、ボランティアの演奏者を招き、生演奏による五
感の刺激や家族同士の交流の機会を創っています。
また、カラオケ大会やミニ運動会などを通して、機
能訓練や呼吸訓練などに活かせるように、看護職員
と介護職員が協力し頑張っています。
＜提供サービス＞
・療養通所介護サービス・生活介護サービス
・日中一時サービス
・児童発達支援サービス

情報等について、セキュリティ管理に裏付けされた

・放課後等デイサービス

タブレット端末を活用して、利用者の状態に関する

※サービスの利用案内及び見学のご希望については、
直接当事業所にお問い合わせ下さい。

最新情報の共有化を図り、看護職員の有する調整・
対応能力を発揮した多職種との綿密な連携が挙げら
れます。
今後も公益性を重視したより質の高い訪問看護サ
ービスが提供できるよう看護職員一人ひとりが研鑽
し、地域に根差した『訪問看護ステーションひなた

日本訪問看護財団立訪問看護ステーションのご案内

あすか山

在宅ケアセンター ひなたぼっこ

〒 791 0243 愛媛県松山市平井町甲 3250 番地 5
TEL 089 993 6771（訪問看護ステーション）
TEL 089 970 6330（療養通所介護 1・2）
FAX 089 955 7881
ホームページ https://jvnf.or.jp/hinatabokko/
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訪問看護等在宅ケアの充実を願う皆様へ !!
公益財団法人 日本訪問看護財団への入会ご案内

公益財団法人 日本訪問看護財団への
入会ご案内
私もあなたも入会しよう！

○ 訪問看護を充実させたい「訪問看護師さん・事業者の皆さん」
○ 退院患者が利用できる訪問看護等在宅ケアの情報を得たい「病院勤務の看護師さん」
○ 在宅看護を教えるときに訪問看護の動向を知っておきたい「看護教員の皆さん」
○ 訪問看護が面白いと目を輝かせている「看護学生さん」
○ 退院後の療養生活が心配、最期まで自宅で過ごしたいとご希望の「市民の皆さん」
○ 在宅看護・ケア用品・書籍等の販売促進・普及を図りたい「企業の皆さん」

会 員 募集

本財団では、財団事業をご活用いただき、また財団の活動をご支援下さる会員を
随時募集いたしております！ 会員の種類・年会費は入会申込書をご参照下さい。

本財団は訪問看護や在宅ケアの情報をタイムリーに発信し、会員サービスを充実させて入会をお待ちしております。

会員の特典（メリット）
① 財団主催の研修を会員価格で受講できます。
② 財団発行・監修の書籍、帳票・記録用紙を会員価格で購入できます。
③ 財団の調査・研究報告書が無料で入手できます。（在庫によります）
④ 機関紙「ほうもん看護」
（月 1 回発行

業務上の困り事が
ありましたら
相談にのります

8 月のみ休刊）が届きます。

⑤ 訪問看護年報 2018 や、年間研修スケジュールなどを満載した「財団事業のご案内」を無料でお届けします。
⑥ 研修・講演会等への講師を派遣します。
（賠償、什器備品損害補償、傷害、感染、サイバーセキュリティ）
⑦ 団体会員は「あんしん総合保険制度」への加入ができます。
⑧ 広告掲載が会員価格でできます。
（機関紙「ほうもん看護」、「財団事業のご案内（THE HOME CARE）」）
⑨ 展示が会員価格でできます。
（訪問看護サミット、財団主催研修会等）
⑩ 財団所有の DVD・書籍が無料で借りられます。
⑪ ホームページ会員用サイト（よくある質問・各種ひな形等）を利用できます。
⑫ メールマガジン配信サービス・FAX サービス（FAX による最新情報の配信）を利用できます。

会員の種類
⒈ 専門職会員：訪問看護等在宅ケア、教育研究などに従事する専門職資格のある方（保健師、助産師、看護師、
准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、ケアマネジャー等）
⒉ 一 般 会 員：一般市民等、専門職会員以外の方

●会員証を発行しま
す。
●会員 ID とパスワ
ー
ドを
：専門職を主たる構成員とする団体（看護協会・医師会・理学療法士協会等）
⒋ 専門職能団体会員：専門職を主たる構成員とする団体（看護協会・医師会・理学療法士協会等）
ご請求により発行し
ます。
⒌ 法 人 会 員：一般法人、その他の法人、団体（病院・看護学校・一般企業等）
会員サイトなどをご
利用
いただけます
⒍ 特別団体会員：居宅サービス事業を行う専門職などで構成された組織
（訪問看護事業・居宅介護支援事業等を行う団体・部署等）

⒊ 学 生 会 員：学生（所属校や学部は不問）

会員サービスの向上を目指して（告知）
当財団では、会員数増加による会員管理システム改修に伴い、各種手続きの簡素化・効率化と会員サービ
スの向上及び充実を検討しております。
この機会に当財団へのご入会を是非ご検討いただきますようお願いいたします。
詳細については決定次第、財団ホームページ・機関紙「ほうもん看護」等でお知らせする予定です。

お問い合わせ
公益財団法人 日本訪問看護財団 Japan Visiting Nursing Foundation
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〒150-0001 東京都渋谷区神宮前５ ８ ２ 日本看護協会ビル５階
Tel 03-5778-7001／ Fax 03-5778-7009 URL http://www.jvnf.or.jp/

●入会申込書

03-5778-7009

入会申込書

申込書送付先▶（財）日本訪問看護財団

FAX

FAX
送信用紙

個人・法人・特別団体会員

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2
日本看護協会ビル 5 階

TEL. 03-5778-7002

入会ご希望の方は会費をお振り込みの上、財団あてにファックスでお申し込みください。
（郵送でもお申し込みいただけます）
フリガナ

氏

名（個人会員）
フリガナ

団体名（団体会員）

※特別団体会員の場合，設立団体（法人名）情報をご記入下さい．

フリガナ

代表者名（団体会員）
住所・所在地

（個人・法人会員）

特別団体会員
名称／住所

〒
TEL（

−

−

名称（
管理者名：
住所 〒
TEL（
−

） FAX（

）

−

） FAX（

−

）
−

）

e-mail				

生年月日・性別

年

（個人会員）

所属団体名・住所

−

			

職業・業種

（個人会員）

−

月

〒
所属 TEL（

日生

男・女

−

−

書類送付先

（個人会員）

自宅・勤務先

		

） 所属 FAX（

−

自宅・勤務先
−

）

部署名・担当者名（団体会員）
所属員数（団体会員）
			

名（

年

月

日現在）

下記のいずれかに○をつけてください。
入会金

（団体会員）

年会費

職業区分

（個人会員）

法人会員
特別団体会員
1.
2.
3.
4.
5.
6.

一口 50,000 円（一口以上でお願いします）
一律 30,000 円

専門職会員（下記職業に従事ないし資格を有する方） 8,000 円
一般会員
5,000 円
学生会員
2,000 円
専門職能団体会員（看護協会・医師会等）
100,000 円
法人会員（病院・看護学校・一般企業等）
50,000 円 （一口以上でお願いします）
特別団体会員（訪問看護事業を行う団体・部署等） 20,000 円

1.
5.
9.
13.
17.

保健師
医師
作業療法士
ケースワーカー
介護支援専門員

1. 訪問看護ステーション

2.
6.
10.
14.
18.

助産師
歯科医師
言語聴覚士
精神保健福祉士
相談支援専門員

2. 病院

団体・機関・
5. 教育機関
6. 居宅介護支援
8. 看護・小規模多機能型居宅介護
9. 都道府県・市区町村
所属事業所
13. 健康保険組合
（個人・法人会員） 12. 地域包括支援センター
16. その他（

会費納入口座
振込予定日

郵便振替
銀行口座

）

3.
7.
11.
15.
19.
3.
7.
10.
14.
17.

看護師
薬剤師
歯科衛生士
社会福祉士
その他（

4.
8.
12.
16.

准看護師
理学療法士
栄養士
介護福祉士
）

診療所
4. 看護協会
療養通所介護（児童発達支援・多機能型事業）
保健所・保健センター 11. 社会福祉協議会
生活協同組合
15. 企業
無所属

○口座番号 00170-1-68451 ／口座名義 公財）日本訪問看護財団
○ゆうちょ銀行 019 支店 当座預金 No.0068451 ／口座名義 公財）日本訪問看護財団
○みずほ銀行青山支店 普通預金 No.2357840 ／口座名義 公財）日本訪問看護財団
年
月
日
※入金確認をもって会員登録となります。

ご記入頂きました個人情報の取り扱いに関しては、会員管理・会員サービスの提供等以外での使用はいたしません。
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公益財団法人

日 本 訪 問 看 護 財団 会員の皆さまへ

あんしん総合保険

からご提案!!

日 本訪問看護財団

公益財団法人

2018 年版

あんしん総合保険制度
ご要望にお応えして、訪問看護事業者様、居宅サービス事業者・居宅介護支援事業
者様へのさまざまなリスクを総合的にカバーする保険制度をご提案いたします

【あんしん総合保険制度 5 つの安心】

❶❷ ❸
❹❺
賠償責任保険

・訪問看護事業者向け
・居宅サービス事業者

業務従事者
傷害保険

什（じゅう）器・備品
損害補償

就業中のみの傷害危険
補償
（事業主・役員・
従業員）
特約セット
団体総合生活補償保険

居宅介護支援事業者向け

業務従事者
感染症見舞金
補償

加入条件

本保険制度加入には公益財団法人 日本訪問看護財団の会員（社会保険・社
会福祉・介護事業を行う団体・個人事業主のみ）であることが条件となります。

この保険は公益財団法人 日本訪問看護財団を保険契約者とし、
公益財団法人 日本訪問看護財団の会員
を加入者とするステーション賠償責任保険、居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者賠償責任保険、
サイバーセキュリティ保険、
約定履行費用保険、
団体総合生活補償保険の団体契約です。

保険期間

平成 30 年 5 月 1 日午後 4 時から平成 31 年 5 月 1 日の午後 4 時まで

お申込締切

平成 30 年 4 月 6 日（金）（当財団必着）

お申込方法

加入申込票に必要事項を記入・署名し、当財団あてに送付してください。
加入申込票の送付と同時に保険料を郵便局またはゆうちょ銀行からお振込みください。

（ご契約期間）

※新規加入者は平成 30 年 5 月 1 日午前 0 時からとなります。

保険の責任開始日は5月1日になりますが保険料は4月6日までにお振込みください。
※加入申込票の到着、ならびに保険料の払込みが4月6日に間に合わない場合は、翌月（６月１日）以降の
保険始期となりますので、ご注意ください。

保険契約者：公益財団法人 日本訪問看護財団

お問合わせ 取扱代理店：株式会社 日本看護協会出版会
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サイバー
セキュリティ
保険

TEL

03-5778-7002

FAX

03-5778-7009

TEL

03-5778-5969

FAX

03-5778-5787

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

補償内容

訪問看護事業者やその従業員が、業務の実施に際して万一
利用者やその家族等の第三者にケガをさせてしまったり、財
物を損壊させてしまった為に法律上の損害賠償責任を負った場
合、その賠償に対して保険金をお支払いします。
※訪問看護事業を行う事業者が併設して行う療養通所介護を含みます。
※什器・備品損害補償をセットする場合、ステーション賠償責任保険＋居宅サービス・居宅介護支援
事業者賠償責任保険＋財産補償特約・持出財産補償特約での引受となります。
この場合の居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険の補償内容は下記のとおりです。

居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険

居宅サービス事業者やその従業員が、業務の実施に際して
万一利用者やその家族等の第三者にケガをさせてしまった
り、財物を損壊してしまった為に法律上の損害賠償責任を
負った場合、その賠償に対して保険金をお支払いします。

❷
❸
❹
❺

（保険料例）保険料は売上高により算出します。
①年間売上高 1,000万円の場合
6,000円
②年間売上高 5,000万円の場合 26,000円

什（じゅう）器・備品損害補償（ 財産補償特約、
持出財産補償特約 ）

所有または使用している建物内に収容の什器・備品や、
建物内
から日本国内に一時的に持ち出されている間に、火災、落雷、
破裂・爆発や、
その他の不測かつ突発的な事故により損害が生
じた場合に、保険金をお支払いいたします。
（業務用通貨や業
務用預貯金証明書等は盗難のみ補償）
注意

当該オプションは、ステーション賠償責任保険、または居宅サービス事業者・居宅介護
支援事業者賠償責任保険にセットしてお引き受けをさせて頂きます。
（単独でのご契約はで
きません）

業務従事者傷害保険

（就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特
約セット団体総合生活補償保険）

事業所の管理者・職員が職務に従事中（通勤途上を
含む。）に急激かつ偶然な外来の事故が原因でケガ
をした場合に保険金をお支払いします。

※1名につき最大5口まで加入いただくことができます。
※右記は職種級別Aの保険料です。職種級別や支払対象
期間・支払限度日数・免責期間については「あんしん総
合保険制度」パンフレットをご覧ください。

対人賠償

1名1事故1.5億円

対物賠償

1事故1,000万円（管理受託物含む）

人格権侵害

1名／ 1事故／期間中1.5億円

初期対応費用

1事故／期間中500万円

（うち見舞金・見舞品）

1事故ごとに1名10万円

年間保険料

1ステーションあたり10,500円

補償内容

お支払限度額

免責金額

対人・対物賠償
人格権侵害

1事故／保険期間中1億円

なし

経済的損害

1事故／保険期間中1,000万円 5,000円

管理財物

1事故／保険期間中100万円

なし

（うち現金・貴重品）

1事故10万円

なし

事故対応費用

1事故／期間中500万円

なし

（うち見舞金・見舞品）

1事故ごとに1名10万円

なし

年間保険料

保険金額（新価） 免責金額
（※1）

500万円

1万円

1,000万円

（※2）

耐火（※3）
19,800円

非耐火（※4）
49,400円

30,400円

75,800円

※1 保険金額は、建物内の什器・備品一式の新価（再調達価額）を基準に設定をお願いいたし
ます。保険金額が新価（再調達価額）に満たない場合は、比例払いとなりますのでご注意
ください。
※2 不測かつ突発的な事故による損害のみ。その他は0円です。
※3 耐火とは、火災保険構造級別の（1級・2級・M構造・Ｔ構造）をいいます。
※4 非耐火とは、火災保険構造級別の（3級・Ｈ級）をいいます。

就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約セット 職種級別A
準記名式契約（一部付保）
（同一保険金額）特約セット 団体割引25%、損害率による割引30%
1口

1名につき
傷害死亡・後遺障害保険金額

316.6万円

傷害入院保険金日額

3,000円

傷害手術保険金

入院中の手術：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術：傷害入院保険金日額の5倍

傷害通院保険金日額

2,000円

年間保険料（一時払）

3,000円

業務従事者感染症見舞金補償

（災害等補償費用保険）

事業所の管理者・職員が業務の遂行に起因して別途定める感
染症に感染し入通院した場合（皮膚感染症等の一部の感染症
の場合は入院した場合）
に、
事業所が管理者・職員を対象とした
「感染症補償規程」
に従って補償を行ったときに、
事業所に対し
て保険金をお支払いします（なお当保険は傷害保険とセット
＜年間保険料＞管理者・職員1名につき840円
でお申込みください）
。

サイバーセキュリティ保険

お支払限度額（免責金額なし）

あんしん総合保険

A0000011993 【05回目】
【作成日】2017/12/18 【担当者名】
宮崎
A0000011993_CS6_日本訪問看護財団_事業案内パンフ_P28（仮）_17.ai

❶

ステーション賠償責任保険

事業所においての情報漏えいの結果発生した以下のような
経済的損害を補償します。法律上の損害賠償金・争訟費用の
賠償損害とコンサルティング費用・事故原因調査費用・見舞
金・見舞品購入費用等の費用損害

皮膚感染症等以外
死
入通院

皮膚感染症等

亡

死

亡

保険金額
100万円

31日以上

入院

31日以上 一時金 10万円

入通院 15～30日

入院

15～30日 一時金 5万円

入通院

８～14日

入院

８～14日 一時金 3万円

入通院

4～7日

入院

4～7日 一時金 2万円

入通院

3日以内

入院

3日以内 一時金 1万円

賠償損害支払限度額

1事故／保険期間中

1,000万円

費用損害支払限度額

1事故／保険期間中

100万円

＜年間保険料例＞ 売上高5,000万円の場合 → 10,000円
売上高3億円の場合
→ 49,000円
売上高10億円の場合 → 105,000円

※保険料は売上高により算出します。 ※なお当該保険は法人単位でお引受します。

当ページの案内は、
概要を説明したものです。
ご加入にあたっては必ず
「あんしん総合保険制度」
パンフレットおよび
「重要事項のご説明 契約
概要のご説明・注意喚起情報のご説明」
をあわせてご覧ください。
また詳しくは
「普通保険約款・特約集」
または
「ご契約のしおり
（普通保険約款・
特約）
」
をご用意していますので、
取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、
取扱代理店または引受保険
会社までお問合わせください。
各保険の
「普通保険約款・特約集」
または
「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）
」
および保険証券は保険契約者
（公益財団法人 日本訪問看護財
団）
に交付されます。
（2017年12月承認） B17-103755
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ご寄付 募集
ご寄付 募集

趣

旨

日本訪問看護財団は、地域における訪問看護等在宅ケアサービスを充実させるために、訪問
看護等在宅ケアの事業に従事する人材の育成や事業運営等の支援、調査研究、訪問看護等在

宅ケアの事業の運営を通しての情報提供及び制度改正等の政策提言、看護が果たす役割につ
いて一般市民を含む広く認識していただく活動等を行います。

これらの公益性の高い事業の充実を図るための資金として各方面の企業・個人の皆様方から
のご寄付を募り活用させていただきます。

税法上の優遇措置
募

集

平成 24 年 4 月 1 日、本財団は「公益財団法人」（特定公益増進法人）に移行しました。
これに伴いご寄付をいただいた法人、個人に関しては税法上の優遇措置が得られます。
寄付金は、常時募集しております。

ご寄付の方法

別紙「寄付申込書」にて必要事項ご記入の上、下記宛先まで FAX またはご郵送ください。

ご寄付の公開

ご寄付をいただいた団体・企業・個人の皆様の名称・ご芳名については、お断りのない限り、
本財団の機関紙「ほうもん看護」や「ホームページ」にて公表させていただきます。

お問合せ・連絡先

公益財団法人 日本訪問看護財団

事務局 総務部

TEL 03-5778-7001

切り取り線

寄 付 申 込 書
平成

公益財団法人 日本訪問看護財団
理事長

清水 嘉与子 殿

年

月

日

ご住所 〒
ご芳名

㊞

貴財団の趣旨に賛同し、下記金額を寄付します。

金

円

也

ご寄付の方法（いずれかに○印をお願いいたします）
⒈ 現金払い
⒉ 銀行口座振込
（口座名義はいずれも「公益財団法人 日本訪問看護財団」）
み ず ほ 銀 行 青 山 支 店 普通預金 No.2006424
三菱東京UFJ銀行 表参道支店 普通預金 No.0909566
⒊ 郵便振替 口 座 名 義 公益財団法人 日本訪問看護財団
口座ナンバー 00170-1-68451
⒋ その他
（具体的にご記入ください）

⒌ 利用目的の指定
（下記の当該番号に○印をお願いします。）
⑴【
】事業に使用されたい。
⑵ 貴法人の公益目的事業全般に使用されたい。
⑶ 特に使用目的については特定しません。
※領収書の要・不要についてご記入ください。 （

要 ・ 不要

）

公益財団法人 日本訪問看護財団 Japan Visiting Nursing Foundation
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〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-8-2日本看護協会ビル5F
ＴＥＬ 03-5778-7001 ＦＡＸ 03-5778-7009 URL http://www.jvnf.or.jp/

●帳票類注文書

03-5778-7009

財団会員の場合、表示価格の 10％割引にて販売いたします。
ご購入の商品 ID に○をつけて注文数をご記入の上、
FAX でお申し込み下さい。

帳票用紙商品名

TEL. 03-5778-7002

■ 財団会員
■ 非会員

会員 No.
どちらか該当に○印をお願いします。
会員の場合は会員 No. の記入もお願いします。

通知様式番号

形式 2 枚複写

単価（税込）

注文数

金額

訪問看護 療養費請求書（社保）

様式第一

A4 12 組 / 冊
（2 冊 1 セット）

820 円

セット

円

A02

訪問看護 療養費請求書（国保）

様式第二

A4 25 組 / 冊

820 円

冊

円

A20

訪問看護 療養費請求書（広域連合）

様式第三

A4 25 組 / 冊

820 円

冊

円

A03

訪問看護 療養費明細書（国保社保共用）

様式第四

A4 50 組 / 冊

1,130 円

冊

円

A04-1 訪問看護 計画書（精神兼用）

別紙様式 1

A4 50 組 / 冊

1,130 円

冊

円

A04-2 訪問看護 報告書（精神兼用）

別紙様式 2

A4 50 組 / 冊

1,130 円

冊

円

別紙様式 1

A4 50 組 / 冊

1,130 円

冊

円

別紙様式 16

A4 50 組 / 冊

1,130 円

冊

円

別紙様式 18

A4 50 組 / 冊

1,130 円

冊

円

別紙様式 17

A4 25 組 / 冊

820 円

冊

円

A4 25 組 / 冊
（３枚複写）

1,130 円

冊

円

同一様式
100 枚 1 セット

1,030 円

セット

円

１セット

310 円

セット

円

１セット

185 円

セット

円

A05

訪問看護 情報提供書（市町村等）

A06

訪問看護 指示書（主治医）
特別 訪問看護 指示書（主治医）

A07

（急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必
要がある場合）

A09

精神科 訪問看護 指示書（主治医）

A21

退院時共同指導説明書

※ B14 日々の訪問看護記録
※ B50

居宅・施設共用 財団方式アセスメント ･ ケアプラン用紙
｢基本情報〜サマリーと総合評価｣（１人用 ･40 ページ）× 1 冊 = １セット

居宅・施設共用 財団方式アセスメント ･ ケアプラン用紙

※ B52 ｢基本情報〜問題・ニーズ領域選定表｣（１人用 ･18 ページ）× 1 冊 = １セ
ット

B31

訪問看護 OJT シート（７枚１セット）＊

410 円

セット

円

B33

訪問看護 OJT ガイドブック（第３版）＊

510 円

冊

円

B34

訪問看護 OJT バインダー＊

510 円

冊

円

注文書

A01

＊印付きについては 裏表紙 財団刊行物のご案内 をご参照ください

商品 ID

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2
日本看護協会ビル 5 階

医療保険帳票類 記録用紙 訪問看護 OJT セット

申込書送付先▶（財）日本訪問看護財団

FAX

FAX
送信用紙

医療保険帳票類・記録用紙
訪問看護・OJTセット

セット
● 代金のお支払いは商品到着後、同封の振込用紙でお願い致します。
合計
円
冊
なお、振込手数料相当額として「取扱手数料」（120 円）を購入代金に加算させていただきます。
● お申込合計が 2,000 円（税込）未満の場合、送料が別途必要となります。
● A02 は使用できない都道府県がありますので詳細は所轄の国保連合会にお問い合わせください。
● 注文から商品到着まで約 1 週間前後かかりますので、余裕を持ってお申込み下さい。また、商品申込後、2 週間過ぎても商品が到着しない場合は
ご連絡下さい。
※ B14、B50、B52 は教育目的に使用し、100 冊以上は 10％引き。
注文日

年

月

日

開設指定年月日

年

月

日

※法人名 （例）社団法人○○会等、こちらもご記入ください

機関名（ステーション名）
住所

〒

代表者名

担当者名

TEL

FAX

備考

顧客 ID：

注文書にご記入いただいた個人情報は個人情報保護法を遵守し適切に利用・管理いたします。
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●書籍等注文書

03-5778-7009

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2
日本看護協会ビル 5 階

TEL. 03-5778-7002

財団会員の場合、表示価格の 10％割引にて販売いたします。
■ 財団会員
（D65 は除く）ご購入の商品 ID に○をつけて注文数をご記入の上、
■ 非会員
FAX でお申し込み下さい。

商品 ID

どちらか該当に○印をお願いします。
会員の場合は会員 No. の記入もお願いします。

書籍名

（機関紙）ほうもん看護 年間購読

D13

会員 No.

金額（税込）

※会員の方はサービスで送付しています。

各種連載・在宅ケア・訪問看護の最新情報や調査研究の概要・コラム「手から手へ」・在宅ケアなんでもＱ＆Ａなど

注文書

※購読開始希望月：

月号から１年間 【毎月 15 日発行／８月休刊】＊

D14 （パンフレット）はじめまして ! 訪問看護ステーションです
D48 （小冊子）訪問看護サービス

＊

＜新版＞訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル

D52

100 枚１セット＊

第3版

訪問看護ステーションの開設・運営方法をわかりやすく手引する。訪問看護事業の全体像が把握できる。

D53 「日本版成人・高齢者用アセスメントとケアプラン（財団方式）」展開方法テキスト
訪問看護お悩み相談室

D56

＊

報酬・制度・実践の？はてなを解決〜平成 29 年度改定対応版〜

平成 30 年度対応版は平成 30 年 7 月頃発行予定

Q&A であらゆる難問をブレークスルー！訪問看護をめぐる疑問に１問１答形式で丁寧にお答えしています。

★ D57 訪問看護でがんばるあなたへ

＊
＊

D60

訪問看護サービス質評価のためのガイドライン

D61

2018 年版

D64

介護職員等のための医療的ケア〜喀痰吸引・経管栄養等の研修テキスト〜

訪問看護関連報酬・請求ガイド

平成 30 年 5 月初旬発行予定 ＊

注文数

金額

5,000 円

セット

円

2,160 円

セット

円

360 円

冊

円

4,212 円

冊

円

820 円

冊

円

2,808 円

冊

円

150 円

冊

円

432 円

冊

円

1,620 円

冊

円

2,376 円

冊

円

D65-1 「こんにちは訪問看護です」 女性モデル

A2 ポスター （送料込）＊

300 円

冊

円

D65-2 「こんにちは訪問看護です」 男性モデル

A2 ポスター （送料込）＊

300 円

冊

円

D66

旗 「こんにちは訪問看護です」＊

1,080 円

枚

円

D67

A5 クリアファイル 「こんにちは訪問看護です」 100 枚１セット＊

3,240 円

セット

円

D68

精神科訪問看護 Q&A と事例でわかる訪問看護

2,808 円

冊

円

D69

小児・重症児者の訪問看護 Q&A と事例でわかる訪問看護

3,024 円

冊

円

D70

認知症訪問看護 Q&A と事例でわかる訪問看護

2,808 円

冊

円

D71

訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応 Q&A と事例でわかる訪問看護

3,024 円

冊

円

E19

教材用ＤＶＤ 「いのちと生活を看護（みまも）る〜訪問看護サービス」

10,800 円

枚

円

合計

＊送料は実費をご負担下さい。（但し、お申込合計が 10,000 円（税込）以上の場合は無料です）
＊注文から商品到着まで 1 週間前後かかりますので、余裕を持ってお申込み下さい。

円

また、商品申込後、2 週間を過ぎても商品が到着しない場合はご連絡ください。

＊代金のお支払いは商品到着後、同封の振込用紙でお願い致します。

尚、振込手数料相当分として「取扱手数料」（120 円）を購入代金に加算させていただきます。

＊★ D57「訪問看護でがんばるあなたへ」は日本看護協会・財団会員又は 50 冊以上購入の場合、割引価格＠ 120 円 / 冊（税込）となります。
注文日

年

月

日

開設指定年月日

年

月

日

※法人名 （例）社団法人○○会等、こちらもご記入ください

機関名（ステーション名）
住所

44

〒

代表者名

担当者名

TEL

FAX

備考

顧客 ID：

注文書にご記入いただいた個人情報は個人情報保護法を遵守し適切に利用・管理いたします。

＊印付きについては 裏表紙 財団刊行物のご案内 をご参照ください

書籍等訪問看護等在宅ケア用

申込書送付先▶（財）日本訪問看護財団

FAX

FAX
送信用紙

訪問看護等在宅ケア用

訪問看護テーマソング

人明かり
一︑雨が上がり 虹の橋が
青い空に かかってる
同じ風に 吹かれながら
寄り添える喜び
あなたにあえてよかったと
微笑みあう幸せ
心と心しっかり結んで
人明かりで包もう

作 詞 日本ほうもんかんご財団
補作詞 たきの えいじ
作 曲 たきの えいじ

二︑子供たちが 駆けて行くよ
大きな夢を追いかけて
どんな時も あきらめない
明日が待っている
あなたに看護られてよかったと
微笑まれる幸せ
一日先の未来に向かって
歩いて行こう
あなたにあえてよかったと
微笑みあう幸せ
心と心しっかり結んで
人明かりで包もう
人明かりで包もう

財団刊行物のご案内

こちらのパンフレット・冊子・書籍のご注文は、
▶注文書
（p.43,44）
でお申し込みください。

●広報用ポスター・他

クリアファイル（A5 判）
D67 100枚1セット
3,240円（税込・送料別）
● 領 収 書や 葉 書、マスクなどをはさむの
に便利です。

D65-1

旗「こんにちは訪問看護です」

公益財団法人 日本訪問看護財団
D66 幅60cm×縦120cm 1枚1,080円
（税込・送料別）
※注水台・ポールは別途ご用意ください。●訪問看護
を地域の皆様に知っていただくため、事務所や各種イベン
ト会場でのご利用をお勧めします。

ポスター「こんにちは 訪問看護です」

D65-2

公益財団法人 日本訪問看護財団 A2判/四ツ折
各1部 300円（税込・送料込）
●現役看護師をモデルに訪問看護のＰＲポスターを作りました。
市民への訪問看護ＰＲや訪問看護師の募集案内などにご活用ください。

●冊子・財団ニュース

訪問看護でがんばるあなたへ

公益財団法人 日本訪問看護財団
D57 A5判 1冊 150円
（税込・送料別）
●これから訪問看護を始める方、訪問看 護 を始
めて間もない方はもちろん、ベテランの看護師
の方にもエールを送る冊子です。
「在宅看護論」の
実習に学生が出かける前に一読をお勧めします。

訪問看護サービス

お元気ですか？ あなたの近くにいつ
でも訪問看護師がいます。

公益財団法人 日本訪問看護財団
D48 A4判 1部 360円
（税込・送料別）
●訪問看護サービスについて具体例を交
え分かりやすく説明している冊子です。

はじめまして
訪問看護ステーションです

機関紙 ほうもん看護

公益財団法人 日本訪問看護財団
D14 A4判 100枚 1セット2,160円（税込・送料別）
●訪問看護のサービス案内を分かりやすく、
具体的に記載しています。

公益財団法人 日本訪問看護財団
D13 タブロイド版年間購読料5,000円（税込）
●日本訪問看護財団のニュースです。
毎月 15 日発行
（8 月のみ休刊）。

●書籍

訪問看護サービス質評価のための
ガイドライン

公益財団法人 日本訪問看護財団
D60 A4判 1冊432円（税込・送料別）
●自らのサービスなどの質について「自己分
析・評 価ガイドライン」により弱点項目を把
握し、
「改善ガイドライン」により改善計画が作
成できます。

公益財団法人

日本版 成人・高齢者用

アセスメントとケアプラン（財団方式）

展開方法テキスト

公益財団法人 日本訪問看護財団
D53 A4判 1冊820円（税込・送料別）
●財団方式の展開方法に関するマニュア
ルです。

日本訪問看護財団

Japan Visiting Nursing Foundation

2018年版 訪問看護関連報酬
・請求ガイド

公益財団法人 日本訪問看護財団
D61 A4判 1冊 1,620円
（税込・送料別）
● 訪 問 看 護 ステ ーション、 病 院・診 療
所の 訪 問 看 護 実 践 者 向けに医療と介護
の関連報酬、請求の必須事項を解説して
います。
「わかりやすい！」と大好評です。

訪問看護師ＯＪＴガイドブック・シー
ト・バインダー

公益財団法人 日本訪問看護財団
ガイドブック B33 A4判 1 冊510 円（税込・送料別）
シート B31 A3判 1 部410 円
（税込・送料別）
バインダー B34 A4判 1 冊510 円
（税込・送料別）

●ステーションの人材育成、特にＯＪＴによる育成
のためのツールです。新人から管理者編の 5 段階の
ラダーに沿って教育を自ら促進していくものです。

〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-8-2日本看護協会ビル 5F

http://www.jvnf.or.jp/

