
 

令和３年度事業報告 

【（注）◎印は令和3年度新規事業を示す】 

 

１．訪問看護等在宅ケアの質向上に関する教育等事業 

１）訪問看護認定看護師の現任教育に関する事業 

認定看護師のためのフォローアップセミナー「訪問看護師がおこなう非がん療養者のエンド 

オブ ライフ ケア」を開催した（（2）ハイブリッド型研修事業にて詳細を再掲）。 

 

２）訪問看護等在宅ケアに関する研修事業 

(1)オンデマンド研修 

①「精神障がい者の在宅看護セミナー」（届出要件を満たす研修） 

・開講期間：令和3年4月9日～令和4年6月3日 

・受講者数：4,766名  

②「精神科訪問看護に使えるアセスメント～GAF尺度による評価と看護モデル～」 

・開講期間：令和3年4月28日～令和4年3月25日 

・受講者数：203名  

③「訪問看護eラーニング（訪問看護の基礎講座）」 

・開講期間：令和3年4月16日～令和4年5月13日 

・受講者数：2,360名  

※33都道府県看護協会の訪問看護師養成講習会で活用された。 

※令和4年度改訂版を「訪問看護人材養成基礎カリキュラム」に準拠して作成した。 

④「令和2年度診療報酬改定（訪問看護関連）セミナー」 

・開講期間：令和3年4月1日～令和4年1月28日 

・受講者数：70名  

◎ 新たなeラーニング検討  

令和3年度は新コース制作なし 

 

◎（2）ハイブリッド型研修 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ハイブリッド型研修は中止し、Web 研修の

みとした。 

①「令和3年度介護報酬改定と訪問看護制度の活用」 

・開催日： 4月24日Web配信（アーカイブ配信あり） 

・申込受付者数：387名   

・アーカイブ配信期間：4月30日～5月7日 

・アーカイブ再生数：169回 

②「看護のためのフィジカルアセスメント～人間を進化の過程から統合して見つめ、生きる

力を導き出す～」 

・開催日：5月15日Web配信（アーカイブ配信あり） 

・申込受付者数162名   

・アーカイブ配信期間：5月24日～6月2日 

・アーカイブ再生数：372回 



 

  

③「生きる力を引き出す看護の実践」 

・開催日： 5月29日Web配信（アーカイブ配信あり） 

・申込受付者数：191名   

・アーカイブ配信期間：6月10日～6月19日  

・アーカイブ再生数：315回 

④「今しか聞けない請求業務の基本～本財団発行の「2021年版訪問看護関連報酬・請求ガイ

ド」を活用～（2日間研修）」 

・開催日：6月13日、20日Web配信（アーカイブ配信あり）  

・申込受付者数：248名   

・アーカイブ配信期間：7月7日～7月25日 

・アーカイブ再生数：1日目午前中211回、午後132回 

            2日目午前中110回、午後106回 

⑤「質の高い在宅看取りケア実践のためのELNEC-J 2021（2日間研修）」 

・開催日：7月17日、18日Web配信 

・申込受付者数：70名  

※公益財団法人日本財団 助成事業 

⑥「認定看護師のためのフォローアップセミナー訪問看護師がおこなう非がん療養者のエン

ド オブ ライフ ケア」 

・開催日：11月20日Web配信（アーカイブ配信あり） 

・申込受付者数：247名  

・アーカイブ配信期間：12月20日～令和4年1月16日 

・アーカイブ再生数：263回 

⑦「医療的ケア児に関わる訪問看護師の課題解決セミナー」 

・開催日：12月18日Web配信（アーカイブ配信あり） 

・申込受付者数：165名   

・アーカイブ配信期間：令和4年1月7日～1月20日 

・アーカイブ再生数：183回                                

⑧「令和４年度診療報酬改定セミナー」 

・開催日：令和4年3月19日Web配信（アーカイブ配信あり） 

・ 申込受付者数：510名   

・アーカイブ配信期間：令和4年3月25日～4月8日 

・アーカイブ再生数：545回 

 

２．訪問看護等在宅ケアの運営支援に関する事業 

１）電話等による訪問看護等在宅ケアに関する相談事業 

・毎週月・水・金（9時～16時）に実施（ただし、4月25日より新型コロナウイルス感染

症対策により月・金のみ実施） 

・総件数：6,818件（電話：4,570件 メール：2,127件 Ｆａｘ：121件） 

・随時電話相談ミーティングにより相談内容の動向を報告、対応方法について確認、厚生

労働省への情報提供や照会等を実施している。一般市民からの相談もあった。 

・相談内容：新型コロナウイルス感染症関連の質問が目立った（447 件）が、全体として

は精神科訪問看護、医療保険と介護保険の区分け、訪問看護指示書等に関する相談が多

かった。 



 

  

２）コンサルテーション 

(1)顧客満足度調査事業 

   申込件数は無し 

(2)訪問看護ステーション開設相談 

・来所7件、随時電話対応 

相談内容は訪問看護制度、開設の留意点、訪問看護従事者の確保、経営等であった。 

(3)療養通所介護コンサルテーション事業（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） 

・療養通所介護ひなたぼっこにて対応：10件(電話8件、メール1件、来所1件) 

相談内容は児童発達支援等の併設等であった。 

・本財団にて対応：5件（電話相談） 

相談内容は包括報酬、加算の算定、経営の安定化等であった。 

 

３）講師派遣・紹介、運営委託による訪問看護等在宅ケアの教育支援事業 

・講師派遣件数：80件（事務局:19件、4訪問看護ステーションの合計61件） 

財団役職員・訪問看護ステーション管理者を講師として派遣した。また、訪問看護認定看

護師等を紹介した。 

 

 

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・制度改善等

に関する推進事業 

 

１)調査研究に基づく情報提供 

(1) 介護報酬改定・診療報酬改定に係る実態調査（本財団事業） 

令和4 年度診療報酬改定に関する訪問看護の要望書作成に向けたアンケート（Web 調査）

の結果をまとめて報告書を作成し、ホームページに掲載（4月15日） 

 

(2) 療養通所介護・児童発達支援事業等の開設運営ガイドの活用 

・「療養通所介護・児童発達支援等開設・運営ガイド」の作成（令和4年3月30日） 

令和3年度老人保健健康増進等事業における療養通所介護の包括報酬への影響に関する実

態調査結果を踏まえて作成した。 

 

(3) 在宅看取り訪問看護師教育プログラム及び実施システム構築事業 

※日本財団助成事業「訪問看護師向け在宅看取り教育プログラムの開発」 

・第1～3回検討委員会（Web会議）：6月24日、10月5日、令和4年2月3日 

・第1～7回ワーキング委員会（Web会議）：6月9日、7月5日、8月4日、9月29日、10

月13日、12月17日、令和4年1月17日 

・研修の実施：（1回目）11月21日、23日、27日 

（2回目）令和4年1月15日、16日、29日 

・内容：訪問看護師向け在宅看取り初任者研修モデル事業を実施した。具体的には、令和 2

年度に作成した教育プログラム骨子案をもとに、シラバス案を作成した。そして、

検討委員会およびワーキング委員会での議論を通してシラバスおよび講義テキスト

を完成させ、そのテキストを用いて2回の研修を実施し、アンケート等で評価した。 

 



 

  

（4）新型コロナウイルス感染症拡大防止の実態調査・研究（本財団事業） 

※本財団会員を対象とした、経年的な新型コロナのWebアンケート調査 

・第5弾調査実施：特に第5波の影響等について調査した（12月20日～27日）。 

・前年度からの第1弾から第4弾調査と合わせて考察を加え、機関紙や関連雑誌に掲載した。 

 

（5）その他必要な調査研究 

①厚生労働省老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」 

・第1～3回検討委員会（Web会議）：9月21日、12月27日、令和4年2月17日 

・第1～8回質評価ワーキング委員会（Web会議）：8月23日、9月28日、10月19日、10月

26日、11月25日12月15日、令和4年1月21日、2月9日 

・第1～3回実態調査ワーキング委員会：9月14日、10月4日、12月23日 

・アンケート調査実施：11月5日～26日〆切 

・ヒアリング調査実施：10月22日、27日、28日、29日、11月10日、12日、19日、26日   

・内容：ゲストスピーカーから訪問看護の質評価に関連する評価指標（13件）のレビューを

受け、評価の課題とあり方を提言した。また、訪問看護ステーション、看多機およ

び療養通所介護の評価の実態を把握した。療養通所介護については包括報酬に改定

された影響を把握し、児童発達支援等を併設した開設・運営のガイドを作成した。 

②令和3年度文部科学省委託事業「学校における医療的ケア実施体制充実事業（医療的ケア

のための看護師に対する研修機会の確保）」 

・第1～3回有識者会議（Web会議）：7月28日、11月10日、令和4年2月14日 

・第1～3回ワーキング会議（Web会議）：8月2日、8月18日、10月25日 

・第1～9回小委員会(Web会議)：8月30日、10月27日、11月4日、11月25日（2回）、12

月1日、令和4年1月31日、2月2日（2回） 

・インタビュー調査実施（看護職員対象計9回）：9月6日～28日 

・Web研修「学校における医療的ケア児を中心とした多職種協働」開催：12月24日 

・内容：学校における医療的ケアの質の確保と向上を目指し事業を展開した。指導的な役割

を担う看護師へのインタビュー調査、会議による議論、研修開催による検証を経て、

①指導的な役割を担う看護師の役割と求められる能力、②指導的な役割を担う看護

師のための研修プログラム案を整理した。「指導的な役割を担う看護師に求められる

研修全体像（案）」、「指導的な役割を担う看護師の研修プログラム案と教材例」を作

成した。 

 

（6）研究倫理委員会の開催 

【倫理審査提出題目】 

①「訪問看護師向け在宅看取り教育プログラム（初任者養成プログラム）の開発」（日本財団

助成事業） 

②「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」（厚生労働省老人保健健康増進等事

業推進費等補助金事業） 

【開催経過】 

・Web開催（8月3日）  

・書面開催 条件付き採択の為再審査により承認（8月18日） 

・書面開催 ①について追加調査があり再審査により承認（11月24日）  



 

  

２)事業の開発、情報提供及び行政への政策提言のための訪問看護ステーションの運営 

【４訪問看護ステーションの共通取組】 

・訪問看護の同行体験受け入れ 

・訪問看護普及キャンペーン 

・「訪問看護サミット2021」の運営参画 

・ホームページの更新（月１回以上） 

・実践上の課題解決に関する情報提供および政策提言 

・感染防護具支援プロジェクトの協力拠点としての活動、感染防止対策 

・BCP策定委員会・虐待対策委員会・ハラスメント委員会の活動 

 

(1)おもて参道訪問看護ステーション（東京都渋谷区） 

・各法に基づく事業を実施 

・新型コロナウイルス感染者の訪問看護を実施（9月9日より～） 

・新型コロナウイルス感染者の健康観察を実施（東京都委託事業 令和4年１月10日～） 

・BCP策定委員会・虐待対策委員会・ハラスメント委員会の事務局を担当し活動中 

・受診同行や外出支援等の自費の訪問看護に関す運営基準の作成（検討中） 

・医療的ケア児対応看護師派遣委託業務を1名に実施中（4月6日～7月20日（8月は夏休

み）・9月14日～令和4年3月25日） 

・「LIFEを活用した取組状況の把握及び訪問系サービス・居宅介護支援事業所におけるLIFE

の活用可能性の検証に関する調査研究一式」のモデル事業で11月よりLIFEへのデータ入

力開始し、調査に対応 

・訪問看護ユニフォームについてフォーク株式会社よりユニフォームの共同開発の依頼があ

り、4 月から検証用ユニフォームのサンプルが提供された。生地や着用感、細部のディテ

ールについての意見を述べ、製品開発に協力 

・厚生労働省の訪問看護レセプトによる質評価等の検討会委員として参加 

・地域包括ケア構築に向けた訪問看護提供体制評価に資する指標の調査事業検討委員として

参加 

・日本在宅ケアアライアンスにおける災害委員として参加 

・多職種参加による事例検討会の開催（緊急事態宣言中のため中止） 

・出張保健室活動（12月より再開し、計3回実施） 

・地域住民に向けたアドバンスケアプランニング(人生会議)講座の開催（10月17日）  

・認知症カフェの運営（区内公共施設の使用制限中のための中止） 

・東京都退院支援研修 東京都在宅療養支援員養成研修 訪問看護体験研修（10月～） 

 

(2)刀根山訪問看護ステーション（大阪府豊中市） 

・各法に基づく事業を実施 

・大阪府訪問看護ステーション協会の会議・事業に協力（理事会、ブロック会議、学術委員

会）（5月～） 

・豊中市訪問看護ステーション連絡会受託事業（地域ケア個別会議、新型コロナウイルス陽

性者訪問、虹ネット）を実施 

・訪問看護体験、認定看護師、看護大学・看護学校の実習生受け入れは一部を除き7月から

開始 

・看護学生を対象とした居宅介護支援の体験実習 

・豊中市内の介護・医療の連携推進（在宅医療・介護コーディネーター） 



 

  

・豊中市内で働く看護職連携の強化、豊中市ステーション連絡会の組織体制の強化 

・地域住民に向けた事業の検討(利用者作品展・いきいき長寿フェア等市の事業への参加協力

予定であったがコロナ禍で一部中止) 

【居宅介護支援】 

・主任ケアマネジャー配置が受諾条件となっている事業所として実習を受け入れ 

１名の実習希望者に対して、①アセスメント②プランニング③サービス担当者会議④モニ

タリング⑤給付管理の５つのプロセスを実施した（10月18日） 

 

(3)あすか山訪問看護ステーション（赤羽支所含む）（東京都北区） 

・各法に基づく事業を実施 

・あすか山新聞作成（地域支援事業）、北区社会福祉協議会・地域包括支援センター・地域住

民と協働したカフェ開催の運営、地域住民に向けた健康に関する講話は中止、北区ケアマ

ネジャーの会に向けた講和（計１回実施） 

・所内の「地域支援事業委員会」による「心が元気になる展示」、「オンライン秋祭り」を開

催（10月10日） 

・あすか山訪問看護ST「つながるチャンネル（YouTube）」で、「歌好きの訪問看護師と利用

者さんたちが送るクリスマス音楽ショー！」を配信（12月下旬） 

・地域のネットワーク推進活動（北区ナーシングヘルスケアネット）を継続中 

・認定看護師、専門看護師、認定看護管理者、看護大学、訪問看護研修、多職種研修受け入

れを徐々に開始 

・看護大学の実習受入れ（7校が実習を予定していたが3校はコロナで中止） 

・訪問看護体験、病院と訪問看護ステーションの相互研修、介護職員との相互研修を実施 

・東京都看護協会、日本看護協会、東京都ナースプラザ、多職種研修等を実施中 

・外部委員会活動を随時実施 

東京都立北特別学校運営協議会委員、東京都在宅介護・医療協働推進部会委員、東京都福

祉サービス第三者評価における評価委員、東京都社会福祉協議会センター分科会拡大研修

企画委員 

・介護職員による喀痰吸引実地研修を随時実施（計47件） 

・東京都委託事業 教育ステーション事業を実施（受け入れ29人） 

・北区委託事業：在宅医療・介護、障がい児者福祉等支援、療養相談支援事業 

 相談件数（計64件） 

・北区委託事業：新型コロナウイルス感染症自宅療養者対応事業 第5波160名、第6波264

名継続中（土日休日は職員6名が個人で協力し対応） 

・所内で「医療安全委員会」・「働き方を考える委員会」・「5年後を考える委員会」・「記録委

員会」を設置し活動を開始 

・訪問看護師向け「新型コロナウイルス感染症：訪問看護師による自宅療養者への対応マニ

ュアル（第2版）」を作成して、本財団のHPに掲載（8月8日） 

・妊産婦の自宅療養者向けに対応マニュアルと、リーフレットを作成し訪問看護ステーショ

ンのHPに掲載（9月30日） 

・「新型コロナウイルス感染自宅療養者への訪問看護師による対応マニュアル2022，3，1版」

の作成に協力 

・日本在宅ケアアライアンスの事業に参画（①コロナ感染症における在宅ケアの役割、②大

都市圏と地方都市、③医療的ケア児への対応と制度） 

 



 

  

【居宅介護支援・相談支援】 

・主任ケアマネジャーが圏域地域包括支援センターの地域ケア会議で助言者として参加 

・ケアマネジャーが高齢者のワクチン接種に関して区内の予約システムや専用タクシー手配

を積極的にサポート 

・松山相談支援センターとの法人内相談支援専門員合同事例検討会開催（計4回） 

・東京都主催の医療的ケア児コーディネーター研修の企画・運営支援への協力 

・小児在宅移行研修（訪問看護同行）へ相談支援専門員が医療的ケア児コーディネーターと

しての実習協力 

 

(4) 在宅ケアセンターひなたぼっこ（愛媛県松山市） 

・各法に基づく事業を実施 

・県外への往来に留意し新型コロナウイルス感染症対策を行って事業を継続中 

・外部委員会等に参加 

愛媛県訪問看護協議会・愛媛県看護協会・市町村等の各委員・看護学校の講師の受諾、地

域ネットワーク推進活動、難治性疾患政策研修事業・看護介護連携推進活動等 

【療養通所介護・児童発達支援等】 

・療養通所介護の見学・体験・運営相談等(新型コロナウイルス感染症の影響にて見学は中止

中)電話相談(13件)ZOOM使用での見学(1件) ※療養通所介護のコンサルテーション事業 

・看護大学・看護学校・訪問看護基礎研修の実習、他職種研修（重症児ケア等の研修会）の

協力、介護職員等の実地研修 

・4訪問看護ステーションが合同で行っている各種委員会（BCP、虐待、ハラスメント）にて、

指針・マニュアル作成中 

・介護職員(特定の者)の喀痰吸引等の講義（希望者なく実施なし） 

・新型コロナウイルス感染者へのカクテル療法支援(愛媛県委託事業) 

【就労継続支援B型事業】 

・就労継続支援Ｂ型事業（訪問型）の運営・経営の安定化に向けて、事業周知の為の勉強会

の参加 

【相談支援事業】 

・障害者総合支援法に規定する特定相談支援事業・児童福祉法に規定する障害児相談支援事

業、愛媛県小児科医会研修企画参加、松前町障害者相談支援事業委託契約、地域に向けた

障がい特性周知の為の勉強会、全国手をつなぐ育成会連合会機関誌編集委員等に随時参加 

 

  令和3年度訪問看護ステーション別実績 （令和3年4月～令和4年3月末まで） 

区    分 
訪問看護ステーション 

おもて参道 刀根山 あすか山 ひなたぼっこ 

延べ訪問回数 
7,217回 

（6,523） 

8,522回 

（8,167） 

19,251回 

（19,204） 

6,657回 

（7,279） 

月平均 

訪問回数 
実績 

601回 

（543） 

710回 

（680） 

1,604回 

（1,600） 

555回 

（607） 

訪問看護従事者数 

（常勤換算人員） 

8.29人 

（7.58） 

8.77人 

（8.9） 

20.3人 

（20.06） 

9.86人 

（9.26） 

実習受け入れ 
延85人 

（一部Web実習） 延 179人 延 111人 延23人 

講師依頼 2件（3） 0件（5） 46件（24） 13件（5） 

注： 下段（ ）内は令和2年度の実績（令和2年4月～令和3年3月末まで） 



 

  

令和3年度居宅介護支援・療養通所・相談支援・就労支援別実績                 

（令和3年4月～令和4年3月末まで） 

注）下段（ ）内は令和2年度の実績（令和2年4月～令和3年3月末まで） 

   延べ訪問回数はレセプト算定分を計上した。 

 

３）海外視察等による国際交流事業 

(1)海外視察研修企画・後援 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックのために中止 

(2)諸外国からの視察・研修等受け入れ 

諸外国からの視察・研修等受け入れ、研修講師派遣中止 

(3)情報提供・発信 

なし 

４）訪問看護等在宅ケア領域における政策提言 

(1) 令和4年度診療報酬等改定に対する政策提言 

・看保連を通して令和4年度診療報酬改定の要望書を提出（6月22日） 

・令和4年度診療報酬改定（訪問看護療養費）の要望書を作成し、厚生労働省保険局長に提

出（7月14日） 

・訪問看護推進連携会議から令和4年度診療報酬改定の要望書を提出（7月14日） 

・日本看護協会等3団体が新型コロナウイルス感染症関連の訪問看護に関する緊急要望書を

厚生労働省老健局長・保険局長に提出（9月8日） 

(2)医療的ケア児や重症心身障害児者の地域生活支援に関する政策提言 

・訪問看護の提供体制強化についての要望書を自民党看護問題対策議員連盟に提出(5 月 11

日) 

(3)訪問看護体制の充実強化に関する要望 

・自民党看護問題対策議員連盟に、レセ請求の電子化、訪問看護師12万人確保、コロナ対応

の要望書を提出（5月11日） 

・自民党看護問題小委員会に「訪問看護の推進に係る要望」を提出(8月31日) 

・参議院自民党政策審議会に訪問看護師の給与引き上げ、DXの推進等を要望（令和4年3月

9日） 

区分 

居宅介護支援・療養通所・相談支援・就労支援 

刀根山 あすか山 ひなたぼっこ 

居宅介護

支援 

居宅介護

支援 
相談支援 相談支援 療養通所 児童 

放課後 

等ﾃﾞｲ 

生活 

介護 

地域 

生活 
就労 

延べ利用

者数 

1,111人

(1,015） 

695人 

(673) 

695人 

(740) 

399人 

(296) 

145人 

(147) 

460人 

(741) 

1,308人

(883) 

491人 

(600) 

65人 

(149) 

229人

(156) 

延べ訪問

回数 
1,039回 987回 546回   

387回

(375回) 

626回

(440回) 

457回

(303回) 

22回

(81回) 

3,135回

(812回) 

月平均訪

問回数 

(実績) 

86回 82回 45回 33回 15回 32回 52回 38回  
261回

(135回) 

従事者数 

(常勤換

算人員) 

3.00人 

(3.00) 

2.7人 

(2.74） 

1.23人 

(1.23) 

1.00人 

(1.00) 

12.95人 

（12.0） 
    2.5人 

実習受け

入れ 
5   0 0 0    

0 

 

講師依頼 0   3 0     0 



 

  

(4) 訪問看護ステーションの看護データの活用の推進 

・おもて参道訪問看護ステーションがLIFEの実践検証事業に協力してLIFEにデータ入力等

を実施（再掲） 

・令和4年度診療報酬改定に関する看護データを厚生労働省に提供（医療的ケア児の情報提

供先の実態、退院当日の訪問の実態等）等 

 

４．訪問看護等在宅ケアの調査研究等に対する助成事業 

・選考委員会を4月28日に開催し、5件の応募について審査した結果、3件を採択とした。

その結果、3者から研究成果の報告書を受理した（令和4年3月31日）。 

【採択テーマ】 

〇筋委縮性側索硬化症患者と主介護者の透明文字盤使用における関連因子についての横断

的アンケート調査 

〇在宅療養における高齢介護者の手指洗浄領域の可視化による新たな感染予防対策の開発 

〇重度障がい児を持つ親が抱く児の将来への思いと不安から考えるケアの指標 

・令和4年度の研究助成事業の公募を開始（令和4年2月1日～4月1日） 

 

５．その他 本財団の目的を達成するために必要な事業 

１）広報事業 

(1) 財団機関紙の発行と配布  

・財団ニュース編集会議の開催（毎月）、機関紙「ほうもん看護」を11回／年 (8月除く) 発

行  

・累計発行部数193､200部（2021年4月号～2022年3月号） 

(2）「令和4年度日本訪問看護財団事業のご案内（The Home Care 2022）」の発行及び令和3年

度版の活用 

・令和4年度版を80,000部発行し、全国の訪問看護ステーション、関連団体、行政等に配布

した（令和4年2月15日）。 

(3) ホームページ等による情報発信の充実 

・ホームページアクセス数：1,509,062件(令和3年4月～令和4年3月、前年比90.9％）  

・本財団からの情報提供、訪問看護関連の最新情報や厚生労働省の通達等を都度掲載 

・会員専用サイト「訪問看護FAQ」「機関紙バックナンバー」「便利なひな型集」等の更新  

(4)在宅ケアに関する小冊子等の配布 

・小冊子「こんにちは訪問看護です」等の無料配布 

(5)Nursing nowキャンペーンの実施（6月末まで） 

・ホームページ内に特設ページを設定、一般の方にもわかりやすく訪問看護を説明している

「こんにちは 訪問看護です」の動画や冊子がダウンロードできるように掲載 

・「日本の訪問看護のしくみ（冊子）4か国語版」「訪問看護の現状とこれから（PPT）4か国

語版」を機関紙等で紹介 

・訪問看護普及促進グッズ、感染防護具基本セットを特別価格で販売（～6月末） 

(6) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の普及 

①感染防護具支援プロジェクト（令和4年3月31日まで）  ※日本財団支援事業 

・発送数（累計）：3,695箱（令和2年7月～令和4年3月31日） 

・協力団体数：112団体（令和4年3月31日現在） 



 

  

・新型コロナウイルス感染防護具対策支援」事業打合せ（Web会議）の開催 

5月26日（水） 第19回打合せの開催（65名参加） 

6月23日（水） 第20回打合せの開催（62名参加） 

7月28日（水） 第21回打合せの開催（56名参加） 

9月29日（水） 第22回打合せの開催（66名参加） 

10月12日（火） 第23回打合せの開催（55名参加） 

11月17日（水） 第24回打合せの開催（65名参加） 

12月16日（木） 第25回打合せの開催（66名参加） 

令和4年1月25日（火） 第26回打合せの開催（70名参加） 

◎②第2弾感染防護具支援プロジェクト発足（令和4年11月30日まで）※日本財団支援事業 

・協力団体における感染防護具備蓄に向けて、感染防護具セット内容、発注・発送等の検討

及び準備を3月から開始 

・協力団体数126団体（令和4年5月に手続き中の11団体含む） 

・令和4年3月31日（木） 第2弾プロジェクトの第1回事業打合せ会議（Web会議）の開

催（64名参加） 

（7）その他 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の情報発信をホームページに掲載 

【第11報】令和3年度からの新型コロナウイルス感染症対策への備えと訪問看護関連報酬

について(5月7日) 

【第12報】新型コロナウイルスワクチンに関する訪問看護の扱いについて(6月24日) 

【第13報】新型コロナウイルス感染症に関連する訪問看護・自宅療養者への訪問 につい

て(8月19日) 

【第14報】新型コロナウイルス感染症に関連する訪問看護の新たな情報（10月14日） 

・「新型コロナウイルス感染症：訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル（第2版）」

の作成（8月8日） 

※訪問看護師が、自宅療養者に対して、電話や訪問等フォローアップする場合に備えて、

適切に安全・安心してかかわることができるよう作成した。 

・ニュースリリース（厚生労働省記者クラブ等へ投げ込み等）を作成し「訪問看護サミット

2021」開催を案内した（10月）。 

 

２）印刷物発行・監修等及び販売事業 

(1) 専門図書の編集・発行、改訂、販売促進 

【本財団発行】 

・「2021年版訪問看護関連報酬・請求ガイド」（販売）：3,189冊 

・「OJTガイドブック」（販売）：419冊  

・「OJTシート」（販売）：308部 

・「日本版成人高齢者用アセスメントケアプラン（財団方式）展開テキスト」（販売）：63冊 

・「個人情報の保護及び情報提供に関する資料集」（販売）：26冊 

・「訪問看護サービス」（販売）：123冊 

・「訪問看護サービス質評価のためのガイド」（販売）：78冊 

・「訪問看護でがんばるあなたへ」（販売）：13冊 など                          

【出版社発行】 

・中央法規：「訪問看護お悩み相談室 令和3年版改定版」（販売）：288冊 

・日本看護協会出版会：「新版 訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル第 4 版」：89 冊 



 

  

・ミネルヴァ書房「介護職員のための医療的ケア」（販売）：8冊 

・中央法規「高齢者の維持機能・向上をめざす看護ケア」：14冊 

・中央法規「緩和ケアと看取りの訪問看護」：19冊、他 

(2) 訪問看護PR用ポスター、小冊子作成、配布 

【無料冊子等（再掲）】 

・「こんにちは！訪問看護です」 

・Yahoo！基金寄付事業「新版 新型コロナウイルス感染症自宅療養者の訪問看護師による対

応マニュアル2022.3．1版」20,000部発行し全国の訪問看護ステーション等に配布した（令

和4年3月30日）。PDF版はホームページからダウンロード可とした。 

※当該マニュアル作成編集会議（検討メンバー:17名）の開催（令和4年2月24日） 

※訪問看護師向け「新型コロナウイルス感染症：訪問看護師による自宅療養者への対応マニ

ュアル（第2版）」をもとに最新情報、妊婦・子どもへの対応及び自宅療養者への対応Q＆

A、感染防護具着脱、訪問看護の臨時的報酬などを追加し、刷新して発行した。 

（3）（再掲）「日本の訪問看護のしくみ」「訪問看護のこれからと現状（2021年版）4か国語版

（日本語、英語、中国語、韓国語）」の作成 

・日本語、英語は冊子を無料配布、PDF版はホームページからダウンロード可 

・「訪問看護のこれからと現状（2021年版）」を2022年版にデータ更新準備中 

(4)帳票・記録用紙の印刷・販売、感染防護具の販売等 

・帳票・記録用紙の改訂・印刷・販売他：6,563部 

・感染防護具の販売：195セット 

 

３）訪問看護等在宅ケア関連職種間の連携促進事業  

（1）「訪問看護サミット2021」の開催 

・テーマ：「どんな時も共にある訪問看護をめざして、ポストコロナの最善のシナリオを描こ

う！」 

・開催日：11月6日（土）13時～17時 

・開催地：東京（Web配信・アーカイブ配信あり）  

・一般申込580名、招待148名、企業17件、報道関係28件 

・アーカイブ配信期間：令和3年11月26日～令和4年1月26日 

・特別講演「ポストコロナの時代、訪問看護に求めること」波平恵美子お茶の水女子大学名

誉教授 

・実践報告「新型コロナウイルス感染者に向き合ってきた私たち」 

深津恵美北海道江別保健所技術主幹（保健師） 

藤田 愛北須磨訪問看護・リハビリセンター所長（訪問看護師） 

・教育講演「訪問看護の未来に向けて足元を着実に固めよう」 

「高齢者の尊厳をどう守るか～高齢者への虐待に着目して～」山口光治淑徳大学学長・総

合福祉学部社会福祉学科教授 

「コロナハラスメントのない心地よい職場環境の実現」三木明子関西医科大学看護学部・

看護学研究科教授 

・鼎談「訪問看護と地域とのつながり～BCPを活かす～」 

團野一美訪問看護ステーションひなた所長、板谷裕美広島市安芸地区医師会総合介護セン

ター統括所長 

座長：平原優美本財団事務局次長・あすか山訪問看護ステーション統括所長 

・「訪問看護サミット実行委員会」を6回開催し、資料950部作成して参加者に事前配布 



 

  

（2）ホスピタルショウ等への出展 

国際モダンホスピタルショウの出展の他、日本看護協会の総会における訪問看護のPRは感

染症拡大のため中止 

（3）一般社団法人日本訪問看護認定看護師協議会事務局運営受託 

・日本財団助成事業「訪問看護認定看護師による在宅ケア・在宅看取り活動の推進」 

①理事会・理事ブロック長合同会議 

5月15日 第1回理事会の開催 

6月12日 第1回理事ブロック長合同会議の開催 

9月25日 第2回理事会の開催 

令和4年3月5日 第3回理事会/第2回理事ブロック長合同会議の開催 

②総会・交流会の開催 

6月12日 第8期定時総会の開催 出席社員232名（会場出席5名、Web出席77名、 

委任状150名） 

12月11日 交流会2021の開催 

③各活動支援（ブロック活動・地域向け研修会・コンサルテーション活動・アンケート調査） 

活動申請書～報告書管理、活動内容調整の補助、経費支払等を実施 

令和4年1月15日 訪問看護相談カフェ（千葉）の開催 

1月29日 個別Web相談（千葉）の開催 

  2月26日 地域向け研修会(沖永良部島)の開催 

・日本財団支援事業「在宅看取りを実践できる訪問看護師の育成」 

①プロジェクト会議・ブロック企画会議 

活動申請書～報告書管理、会議用Zoom設定、活動内容調整の補助、経費支払等を実施 

令和4年2月21日 第3回プロジェクト会議の開催 

②研修会Zoom設定・HPでの広報及び報告書公開 

10月17日 近畿ブロック開催（204名参加） 

10月24日  東海北陸ブロック開催（187名参加） 

10月30日  中四国ブロック開催（127名参加） 

11月  3日  南関東ブロック開催（88名参加） 

11月20日  北海道ブロック開催（390名参加） 

  〃   九州ブロック開催（170名参加） 

11月27日  東北ブロック開催（80名参加） 

  〃   北関東ブロック開催（140名参加） 

③成果報告書作成に協力 

11月11日  アンケート委託業者打合せ。専用Web画面制作依頼。以降、完成まで補助 

11月25日 「寄添う御守り」校了後印刷開始依頼 

令和4年1月20日  アンケート案内・寄添う御守り発送 

3月15日  報告書制作依頼し完成まで補助 

（4）療養通所介護・児童発達支援事業等の推進・療養通所介護推進委員会設置等 

・ホームページの療養通所介護ブログでの情報発信 

・第1回療養通所介護交流会を開催して、令和3年度介護報酬改定に伴い療養通所介護費

が包括報酬と改定されたために報酬の説明と質疑応答を実施（4月27日） 

・第2回療養通所介護交流会を開催して改定による影響と運営実態などを共有（12月1日) 

（5）訪問看護推進連携会議(日本看護協会、日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会)への 

参画 



 

  

・令和4年度診療報酬改定の要望書案を検討（4月12日）   ※日本看護協会が事務局 

・(再掲)日本看護協会等3団体及び本財団の要望書を厚生労働省保険局長に提出（7月14日） 

(6)看護系学会等社会保険連合（看保連）に参画 

・社員総会に出席（6月25日） 

・診療報酬検討会議に出席（令和4年3月1日） 

  要望事項の達成・活用に関して情報交換した。※本財団提案のうち3件が報酬改定に反映 

(7) その他関連学会、団体等との連携（一部抜粋） 

・Nursing Now第8回実行委員会に出席（6月23日）  

・日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会及び本財団にて合同研修

会を企画し、訪問看護ステーションの在り方や職種連携に関する講演を実施（10月3日） 

・研修会に先だって合同研修会実行委員会（Zoom会議に参画（7月13日）） 

・日本在宅看護学会社員総会に出席（6月29日） 

・東京都看護人材確保対策会（Web）に出席（7月24日、9月20日、令和4年3月1日） 

・東京都在宅療養推進会議（Web会議）に出席（11月2日、令和4年3月17日） 

・日本看護協会主催「看護小規模多機能型居宅介護交流会」に参加（9月18日） 

・日本看護協会主催「訪問看護合同会議」（Zoom会議）に参加（11月11日） 

・全国訪問看護事業協会の訪問看護人材養成検討会に出席（8月26日、11月7日） 

・日本財団と、日本財団助成事業について協議（8月27日） 

・日本医師会主催「国民医療推進会議」（Zoom会議）に出席（11月9日） 

・厚労省保険局レセプト電子化延期・対応等の説明に参加 (4月1日、5月28日、7月2日) 

・マイナンバーカードの訪問看護事業所への導入に関する情報提供と意見交換（11月8日） 

・在宅医療助成勇美記念財団主催「在宅医療推進フォーラム」（Web）に参加（11月23日） 

・日本看護協会常務理事会に毎月オブザーバーとして参加 

・フランスベッドメディカル・ホームケア研究・助成財団理事会（Zoom会議）に出席（10

月29日、令和4年2月7日） 

・名古屋市療養サービス事業団公益事業企画運営委員会（Zoom会議）に出席（7月22日、令

和4年3月8日） 

・日本ケアマネジメント学会（Zoom会議）理事会に出席(12月13日)  

・公益認定等委員会事務局による定期立ち入り検査（令和4年2月8日） 等 

 

４)会員に関すること 

(1)賛助会員に関すること 

・令和 4 年 3 月末現在の実績は、前年度対比（年度末）個人会員が 100.9％、団体会員が

107.2％ となった。 

・学生会員が伸び悩み、保険加入に伴う団体会員が増加した。また事業所が増えることによ

る特別団体会員から法人会員への移行が増加した。 



 

  

令和3年度賛助会員加入状況          (令和4年3月末日現在) 

会 員 種 別 
会       員       数 

令和3年度 令和2年度 対 前 年 度 

専 門 職 会 員 １，５１６名 １，５０４名 １２名 １００．８％ 

一 般 会 員 ３７名 ３４名 ３名 １０８．８％ 

学 生 会 員 ２名 ３名 ▲１名 ６６．７％ 

専門職能団体会員 ５１団体 ５１団体 ０団体 １００．０％ 

法 人 会 員 ３２７法人 ２７９法人 ４８団体 １１７．２％ 

特 別 団 体 会 員 
２，４８７団体 ２，３４２団体 

１４５

団体 
１０６．２％ 

合 計 
個人会員 １，５５５名 １，５４１名 １４名 １００．９％ 

団体会員 ２，８６５団体 ２，６７２団体 １９３団体 １０７．２％ 

 

（2）会員サービスの充実（訪問看護等の利用法の紹介等） 

・会員通信サービス（Eメール）の配信 

配信日: 

4/21、5/12、7/20、8/4、9/6、9/17、10/7、10/28、11/26、12/20、令和4年1/14、1/31、

2/16、2/21、3/11、3/28 計16回 

・会員専用サイトに財団機関紙バックナンバー、訪問看護 FAQ、各種様式集・冊子等を掲載 

等 

(3)会員活動支援 

     本財団事業の会員価格等による提供等 

 

５）訪問看護等在宅ケアに従事する者の福利厚生に関する事業 

・財団会員である訪問看護従事者の福利厚生事業である「あんしん総合保険制度」の普及 

・保険内容：賠償責任保険、什器・備品損害補償、業務従事者傷害保険、業務従事者感染症

見舞金補償、サイバーセキュリティ保険 

・訪問看護事業者向け賠償責任保険では、「ワイドプラン（弁護士費用保障特約と経営者向け

経営セカンドオピニオン）を付帯 

・2022年度版のパンフレット作成 

・令和4年度日本訪問看護財団事業のご案内にて広報 等 

 

６）寄付金に関すること 

(1)一般寄付金の募集 

寄付の受入状況        （令和4年3月末日現在） 

区   分 受納延べ件数 寄 付 金 受 納 額 

令和３年度      ６件  １１，３６０，２４０円 

参 

考 

令和２年度     １４件  １０，６８７，０００円 

令和元年度      ５件     ２００，０００円 

平成３０年度      ４件   ９，３１８，０１９円 

平成２９年度      ２件     １７０，０００円 

   ・令和３年度内訳（一般会計5件11,355,240円 特別会計1件 5,000円） 

   ・上記のほかに物品(ハンドクリーム等)の受贈もあった。 

   ※公益財団法人である本財団への寄付金は税金控除の対象となる。 

 



 

  

７）会議の開催 

(1) 理事会・評議員会など 

① 理事会の開催 

第1回理事会の開催 6月4日14時～16時                   

     以下の議案が審議され、全ての議案が原案どおり可決された。 

・令和2年度事業報告 

・令和2年度収支決算 

・評議員開催日時等の決定等（6 月22 日で決定） 

第2 回理事会の開催  令和4 年3 月14 日14 時～16 時 

     以下の議案が審議され、全ての議案が原案どおり可決された。 

・補正予算案 

・令和4年度事業計画案 

・令和4年度収支予算案 

  ・諸規定の改正案 

② 評議員会の開催  

第１回評議員会の開催 6月22日14時～16時         

  以下の議案が審議され、全ての議案が原案どおり可決された。 

・令和2年度事業報告案 

・令和2年度収支決算案 

・評議員の選任：日本看護協会常任理事田母神裕美氏が選任された。 

③ 監事監査  5月26日、12月20日 

④ 会計監査  5月24日、12月  8日 

（2）在宅看護専門委員会 

・外部委員４名 

 ○尾﨑章子（東北大学大学院教授）   ○木下朋雄（和光ホームケアクリニック院長） 

 ○田母神裕美（日本看護協会常任理事） ○藤田泰平（株式会社デザインケア代表取締役） 

※財団外部・内部の訪問看護ステーション管理者、教育関係者等で構成 

・委員会開催日：令和4年1月11日（Web） 

・検討内容は令和3年度本財団事業の評価、令和4年度事業計画等 

 

８）その他 必要な事業 

安全な本財団事業運営に関すること 

(1)本財団事務局及び財団立訪問看護ステーションのBCPの作成・運用、情報発信 

・おもて参道訪問看護ステーションが主担当者となり、4 か所の訪問看護ステーションが合

同で作成中 

(2)財団会員サービスの充実 

・厚生労働省・政府等からの情報提供を受けて、ホームページの会員サイトではQ&A,様式の

ひな形等を掲載した。 

(3)本財団事務局におけるテレワークの導入（4月～） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、在宅勤務を可能とするシステムを導入し

て利活用している。 

 



令和4年3月31日

日付 業務内容 理事⻑ 常務理事
（業務執行理事）

R3.4.1 厚生労働省保険局と電子レセに関する打ち合わせ 〇

R3.4.12 訪問看護推進連携会議（日本看護協会・全国訪問看護事業協会・本財団） 〇

R3,4,16 日本看護協会常務理事会オブザーバー出席（以後ほぼ毎月出席） 〇

R3,4.28 療養通所介護交流会（Zoom会議） 〇

R3,5,10 日本財団会⻑笹川⽒他にご挨拶 〇 〇

R3,5,24 令和2年度決算に係る会計監査 〇

R3,5,26 令和2年度事業に係る監事監査 〇

R3,5,30 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R3,6,4 令和3年度第1回理事会 〇 〇

R3,6,22 令和3年度第1回評議員会 〇 〇

R3,6,23 Nursing now実行委員会に参画 〇

R3,６,28 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R3,7,14 訪問看護推進連携会議、本財団の令和4年度診療報酬改定の要望書を厚生労働省に提出 〇

R3,7,26 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R3,8,3 研究倫理審査委員会 〇

R3,8,31 ⾃⺠党看護問題⼩委員会 〇

R3,9,8 ヘルシーソサイアティ賞授賞式（オンライン参加） 〇 〇

R3,9,11 靖国講談会（寄付金受領） 〇 〇

R3,9,27 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R3,10,3 理学療法士協会・作業療法士協会・言語聴覚士協会及び日本訪問看護財団合同研修会（Web研修） 〇

R3,10,25 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R3,11,2 東京都在宅療養推進会議 〇

R3,11,6 訪問看護サミット2021 〇 〇

R3,11,9 国⺠医療推進会議（Web会議） 〇

R3,12,20 令和3年度中間監事監査 〇

R3,12,21 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R4,1,11 在宅看護専門委員会 〇

R4,1,24 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R4,1,28 東京都看護協会会議 〇

R4,2,8 公益認定等委員会事務局による定期立ち入り検査 〇

R4,2,24 東京都看護協会会議 〇

R4,2,28 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

R4,3,1 東京都看護人材確保対策会議 〇

R4,3,1 看保連の報酬改定検討会 〇

R4,3,8 名古屋市在宅療養サービス事業団の運営会議 〇

R4,3,9 参議院⾃⺠党政策審議会 〇

R4,3,9 東京都看護協会会議 〇

R4,3,14 令和3年度第2回理事会 〇 〇

R4,3,15 厚生労働省保険局医療課と訪問看護推進連携会議による令和4年度診療報酬改定に関する説明会 〇

R4,3,17 東京都在宅療養推進会議 〇

R4,3,28 幹部会（事務局・４事業所の事業実施報告及び懸案事項等の協議） 〇 〇

理事⻑・業務執行理事の業務執行状況報告書



（単位：円）

区　　　　　　　分 事　　　　　　　業　　　　　　　名 委託(助成)額 事業費総額 備　　　　考

1)
質の高い在宅看取りケア実践のためのＥＬＮＥＣ－Ｊ
※(R2.4～R3.8)　R2年度:7,000円計上　合計:1,333,000円計上　(返還:497,000円)

1,326,000 1,657,500

2)
訪問看護師向け在宅看取り教育プログラムの開発（2020）
※(R2.4～R3.4)　R2年度:7,211,000円計上　合計:7,421,000円計上　(返還:2,939,000円)

210,000 262,500

3)
新型コロナウィルス感染防護対策支援
※(R2.5～R4.3)　R2年度:59,195,802円計上 合計:70,000,000円計上

10,804,198 10,804,198

4) 訪問看護師向け在宅看取り教育プログラムの開発（2021）(返還:3,602,000円) 7,268,000 9,085,962

5)
第2弾感染防護具支援プロジェクト
※(R3.12～R4.11予定)　合計:30,300,000円計上予定

25,126 25,126

（小　　　　計） 19,633,324 21,835,286

コロナ感染対策
（助成金事業）

（豊中市）  刀根山st　介護ｻｰﾋﾞｽ事業者等の感染拡大防止物品購入支援補助金 98,507 98,507 補助金事業

1) 訪問看護認定看護師による在宅ケア・在宅看取り活動の推進 2,000,000 2,000,000

2) 在宅看取りを実践できる訪問看護師の育成 1,300,000 1,300,000

（小　　　　計） 3,300,000 3,300,000

在宅ケアの対象となる高齢者・難病の子供たちへの支援活動をしている団体への支援助成金

 実施：在宅ケアセンターひなたぼっこ

令和３年度北区在宅療養相談窓口事業運営委託

 実施：あすか山訪問看護ステーション

令和３年度東京都訪問看護教育ステーション事業

　  実施：あすか山訪問看護ステーション

令和３年度小児等在宅移行研修事業委託費　　東京都

 実施：あすか山訪問看護ステーション

合　　　　計 53,778,124 55,982,086

令和３（２０２１）年度　受託事業等一覧表

公財）日本財団
（助成金事業）

助成金事業

文部科学省
（委託事業）

学校における医療的ケア実施体制充実事業（医療的ケアのための看護師に対する研修機会の確保） 8,595,394 8,595,394 委託契約書

東京都北区
（委託事業）

6,000,000 6,000,000 委託契約書

厚生労働省
（補助金事業）

11,850,000 11,850,000 補助金事業

一社)日本訪問看護認定看護師協議会
（委託事業）

委託契約書

訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業（老人保健健康増進等事業国庫補助事業)

ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙﾎｰﾑｹｱ研究助成財団
（助成金事業）

100,000 100,000 助成金事業

東京都
（委託事業）

2,576,144 2,578,144 委託契約書

東京都
（補助金事業）

1,624,755 1,624,755 補助金事業

 



令和 3 年度（2021 年度） 電話相談 まとめ 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 総数 
相談件数 860 621 567 564 529 534 571 509 486 480 461 636 6818 
相談日 12 9 8 8 8 7 8 9 8 7 7 7 98 

1 日平均 72 69 71 71 66 77 71 57 61 67 66 91 70 
 
 

⽅
法 

相談電話 628 428 342 397 345 330 409 383 343 326 278 357 4566 

一般電話 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

FAX 15 9 18 8 13 10 8 4 6 12 7 11 121 

インターネット 217 184 206 157 171 193 154 122 137 142 176 268 2127 

その他の経路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

相
談
者 

訪問看護ステーション 770 562 507 504 477 488 510 455 431 425 410 597 6136 

医療機関 28 14 11 17 9 12 23 14 19 15 7 12 181 

行政・保健所 2 2 3 0 3 0 2 2 0 1 1 2 18 

⺠間企業 12 11 13 4 4 6 9 3 3 5 8 9 87 

居宅介護支援事業所 0 4 5 4 1 5 2 3 3 2 1 0 30 

その他の所属 39 19 21 28 23 17 18 24 24 23 26 12 274 

一般 9 9 7 7 12 6 7 8 6 9 8 4 92 
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看護・介護職員連携強化加算

看護・介護職員連携強化加算（医）

専門の看護師の訪問

複数名訪問看護加算（介）

長時間訪問看護加算（介）、夜朝等の加算（介）

サービス提供体制強化加算

他職種との連携・業務分担

連携指導、緊急時等カンファレンス加算

機能強化型訪問看護管理療養費

訪問看護情報提供療養費

初回加算

長時間訪問看護加算（医）、夜朝等の加算（医）

ターミナルケア療養費

緊急訪問看護加算

利用料・オプションサービス

定期巡回・随時対応、看護小規模多機能型居宅介護

介護保険の運用、ケアプラン相談

医療機関との併用、重複算定

公費負担医療

ステーションの開設（みなし訪看）・運営・届出

退院時共同指導、退院支援指導加算、特別管理指導加算

24時間連絡体制・特別管理加算

報酬の仕組み・請求、記入方法

医療と介護の区分け

医療保険、その他

件数

相談内容 令和3年度（2021年度） 電話相談内容別件数

【多い順】

①関係書類（指示書・報告書

等）

②医療保険・その他（新型コ

ロナウィルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取り扱い

含む）

③精神科訪問看護

④医療と介護の区分け

⑤その他（新型コロナウィル


