
訪問看護の周知・啓発の研修会（病院看護師対象）

タイトル 内容

訪問看護参入促進事業
訪問看護の周知に関するイベントの実施・医師の講義・訪問看護師による訪問看
護について寸劇

認定看護管理者研修　ファーストレベル 地域包括ケアシステムの理解、訪問看護とは、病院NSと訪問NSとの連携

地域連携看護師会の活動報告
病院退院連携室の看護師と訪問看護師が地域連携看護師会を作り、病院と訪問看
護ステーションの連携にとどまらず、行政、医師会、薬剤師会、地域包括支援セ
ンター等と連携したモデル事業について報告

在宅生活にむすびつけるための病院と在宅医療との連
携

病院と訪問看護の連携、在宅療養するときの条件、退院時カンファレンスの内
容、今後の課題として外来看護がキーポイントとなる

看看連携を通して地域包括ケアシステムにおける看護
職の役割を考える  　在宅への移行の実際と課題

事例を通して考えるACP、連携のためのICTの活用、訪問看護師の不足、介護士の
不足

訪問看護の実際・在宅療養にかかわるリソースの理解
と連携方法

在宅療養にかかわる多職種との連携を事例を通して説明

訪問看護の実際 事例を通して具体的に地域との連携について

訪問看護の理解 訪問看護の理解

県訪問看護フェスタ 「訪問看護の力」と題した基調講演、利用者による体験発表

在宅への取り組み 訪問看護から見た地域連携について、地域住民への健康指導活動報告

訪問看護への期待
医療環境の変化と地域格差、地域医療計画、地域包括ケアシステムの中で求めら
れるもの

地域包括ケアシステムにおける訪問看護への期待 保健所の機能について

訪問看護師からの活動報告
「看護をつなぐ　地域がつながる」

看看連携について、顔の見える関係つくりなど地域包括ケアシステムにおける訪
問看護師のポジション、地域の基幹病院との連携

暮らしを支える訪問看護 病院の新入職職員に対して訪問看護と院内の連携強化の為の研修会

尊厳ある看取り
大学医学部附属病院での、「在宅医療推進のための看護師育成プログラム」で受
講の終了式時、シンポジウム開催される。その中で新卒訪問看護師育成に講演

在宅から見える退院支援 訪問看護師の役割と実際について

訪問看護フェスタ
講演「中山間地域における訪問看護への期待」、トークショー「在宅療養・訪問
看護の現状・課題」、講演「地域包括ケアシステムにおける訪問看護師の役割」

訪問看護師の立場から 訪問看護師の地域の中での役割・活用方法

訪問看護師の役割とやりがい
県・看護協会主催「訪問看護師の役割とやりがい」のテーマで看護学生・一般の
方々に講演を実施

看護職等の連携
自地域の医療介護連携における訪問看護ステーションの役割について発表
地域における看護職間等の連携について具体的な方法を学ぶ、自分の活動する地
域での体制づくりを考える機会とする



訪問看護の周知・啓発の研修会（地域住民・一般の人対象）

タイトル 内容

訪問看護参入促進事業 医師の講義・訪問看護師による訪問看護について寸劇

市民の集い 訪問看護認定看護師による訪問看護の話、訪問看護師による寸劇

訪問看護とは 認知症・病気になっても自宅でいきいき暮らすために

訪問看護ステーションにおける訪問看護の実際 訪問看護の実際として事例を通しての講義

高齢者医療を支える人と制度　シンポジウム 多職種連携にて地域で暮らす利用者を支える実際の事例を通して説明

訪問看護とは 地域住民に対して訪問看護のしくみ等

県訪問看護フェスタ 「訪問看護の力」と題した基調講演、利用者による体験発表

訪問看護って何？ 地域の現状、理学療法士による体操、最近の看取り例、元気に過ごす為

かかりつけ医制度について 実際にかかりつけ医を中心にどのような連携をとっているのか

訪問看護なにしてくれる？
訪問看護内容を実際の訪問している場面の写真をスライドで示しながら説明
利用者家族の言葉・介護方法・どんな方が利用できるか・申し込み方法・料金等
をプレゼンテーション

担い手養成研修 高齢者の特徴、医療面、在宅サービス、訪問看護の説明等

訪問看護フェスタ
講演「中山間地域における訪問看護への期待」、トークショー「在宅療養・訪問
看護の現状・課題」、講演「地域包括ケアシステムにおける訪問看護師の役割」

在宅医療市民講座 在宅医療・訪問看護の活動を紹介

住み慣れた地域で暮らすために ボランティア講演会

訪問看護師をご存知ですか？
訪看の活動について、住み慣れた地域で最期まで暮らせるように、訪問看護師が
サポーターになる事を事例を交えて　5回シリーズで開催

訪問看護師の役割とやりがい 「訪問看護師の役割とやりがい」のテーマで看護学生・一般の方々に講演を実施

訪問看護フェスティバル 都民の方が在宅医療・訪問看護を理解できるようにシンポジウムや寸劇を実施



訪問看護就業のための研修会（訪問看護従事者対象）

タイトル 内容

訪問看護入門研修（やってみよう。訪問看護）
訪問看護の制度、地域包括、多職種連携、家族支援、リスクマネジメント、事例
検討

訪問看護における人材活用試行事業及び訪問看護職員
の確保・定着のための働き方改革推進事業、訪問看護
ステーション業務改善推進事業報告会

訪問看護における人材活用試行事業　出向看護師

訪問看護をめぐる動向と展望
「地域包括ケアシステム」とは、地域包括ケアシステムから地域共生社会の実現
に取り組む必要性

リスタートナースサポート研修 「訪問看護概論・地域連携」について

訪問看護師養成講習会 訪問看護過程、療養生活の支援

新卒・新人看護師の育成について
訪問看護ステーションで、新卒を採用する際の教育や、医療機関との連携につい
て

訪問看護就業のための研修会（病院看護師対象）

タイトル 内容

訪問看護入門研修
訪問看護の制度、地域包括、多職種連携、家族支援、リスクマネジメント、事例
検討

再就業準備講習会 訪問看護の概要

訪問看護ステーション業務改善推進事業報告会 訪問看護における人材活用試行事業

リスタートナースサポート研修 「訪問看護概論・地域連携」について

訪問看護プチ体験研修
訪問看護についての講義、訪問看護の体験実習、参加者と訪問看護師との情報交
換

訪問看護師養成講習会「訪問看護過程」「療養生活の
支援」「実習まとめ」

訪問看護過程、療養生活の支援

訪問看護入門講座
研修プログラムの策定と「在宅や有料老人ホームにおけるターミナルケア」につ
いての講義

訪問看護入門セミナー
訪問看護に興味を持つ看護師、保健師を対象に（現在の就業に関らず）研修とス
テーション実習（1日、同行訪問）の企画運営

訪問看護入門研修（やってみよう。訪問看護）
訪問看護の制度　地域包括・多職種連携・家族支援・リスクマネジメント　事例
検討



訪問看護師のための基礎研修（訪問看護従事者対象）

タイトル 内容

訪問看護の役割・機能・特性 社会の動向、訪問看護の制度・仕組みなど

訪問看護基礎研修 訪問看護のアセスメント、褥瘡予防とスキンケアについて

訪問看護基礎講座
訪問看護の制度、リスクマネジメント、家族支援、接遇とマナー、フィジカルア
セスメント、地域包括ケアと多職種連携、事例検討、訪問看護過程

訪問看護師育成プログラム研修
集合研修（ポートフォリオ、訪問看護サービス、制度、リスクマネジメント、呼
吸管理、ストマ･褥瘡管理、医療技術等）、事例検討会

訪問看護師養成講習会 訪問看護師研修、訪問看護の実際と経営について

訪問看護従事者研修会
阪神淡路大震災以降の災害現場および支援に関わる看護師等の経験等について講
演

訪問看護師養成講習会 訪問看護における多職種連携、関係機関と関係職種、在宅移行支援

訪問看護入門研修 「訪問看護における医療安全」の講義

訪問看護師講演会 訪問看護の役割と醍醐味について

「訪問看護ステーション連絡会」研修会
訪問看護の歩み（歴史・制度）、訪問看護の理念・倫理、訪問時のマナー・常識
ある行動

訪問看護概論 訪問看護と社会情勢、訪問看護の歴史、訪問制度

新卒等訪問看護師育成事業 新人訪問看護師向けに訪問看護制度の歴史、現状、介護、医療制度について

訪問看護新任研修「訪問看護制度・役割」 訪問看護の制度、診療報酬・介護報酬、訪問看護の内容、訪問看護のリスクなど

訪問看護の第一歩 訪問看護サービスについて

訪問看護師のための基礎研修（所長・管理者・主任対象）

タイトル 内容

訪問看護基礎講座 リスクマネジメント、家族支援、接遇とマナー、フィジカルアセスメント

訪問看護師養成講習会 訪問看護師研修　訪問看護の実際と経営について講義

在宅ケアシステム論 訪問看護における多職種連携、関係機関と関係職種、在宅移行支援

訪問看護師養成講習会 総合演習　ファシリテーター

「訪問看護ステーション連絡会」研修会
訪問看護の歩み（歴史・制度）、訪問看護の理念・倫理、訪問時のマナー・常識
ある行動、訪問看護ステーションの実践力と質の向上

訪問看護ステーションの人材育成力アップ研修
新卒訪問看護師育成プログラムに沿った、学習支援や「訪問看護ステーションの
人材育成力アップ研修」を企画・運営

新卒訪問看護師育成事業、成果報告会
新卒者を２年間育成する事業。学習支援を定期的に実施。「訪問看護ステーショ
ンの人材育成力アップ研修」

新卒訪問看護師育成事業（学習支援、訪問看護ステー
ションの人材育成力アップ集会）

新卒者の訪問看護ステーション就職へのチャレンジを共有



スキルアップ・ステップアップ研修（訪問看護従事者対象）

タイトル 内容

薬のリスクと正しい使い方 近隣の薬局、連携している薬剤師に講師依頼

「キネスティックス」について からだにやさしい看護技術を学ぶ、理論と技術指導

精神科フォローアップ研修 セルフケア理論、精神科における地域包括ケアについて

ACPについて ACPについて、もしバナカード利用方法

小児訪問看護について 小児訪問看護の現状と課題、醍醐味

小児訪問看護の理解と実践 基調講演、実際に小児訪問看護に取り組んでいるステーションの発表

障がい児訪問看護研修会 訪問看護ステーションにおける小児看護の実際と管理についての講演

小児の効果的な排痰ケアとリラクゼーション

１．気管・気管支・肺の解剖生理　２．呼吸音聴診のポイント　３．異常呼吸音
の分類　５． 呼吸アセスメント　５．呼吸器疾患のある利用者の呼吸トラブル
を防ぐための看護　６． 徒手排痰手技の実際　７．在宅で簡単にできる呼吸ケ
ア　８．排痰のメカニズムと介入

小児在宅医療実技講習会
NICUから地域へ　～医療ケアをもって地域で暮らすために～、地域での連携支援
について

増え続ける小児在宅医療
在宅療養をしている小児訪問看護の現状と保育園や学校との関係、または同胞を
含む家族の問題について講演

訪問看護専門研修 在宅輸液管理

在宅人工呼吸器使用の安全対策 人工呼吸療法の課題、呼吸器に関わる医療事故、停電対策

人工呼吸器の基礎 集中ケア認定看護師に講師依頼

在宅での泌尿器科管理
在宅泌尿器科専門医師による講義形式　「在宅での管理の実際」、地域の訪問看
護師懇親会

基礎技術研修 訪問看護対象の在宅輸液管理・皮下輸液管理、メーカーの協力のもと技術研修

在宅緩和ケア研修
事例提供しながら、リンパ浮腫マッサージの基本、呼吸筋マッサージやイレウス
予防、痛み緩和のマッサージの演習

リハビリ職交流会研修会
福祉用具の適切な使い方、リハビリテーションを行う上での多職種連携（利用者
の目標実現に向けて）

在宅難病患者訪問看護師養成研修
住み慣れた地域で多面的に難病の利用者を支える活動の実際、管理者の視点から
の難病訪問看護の実際

人材育成 事業と顧客、内部顧客の満足・やる気をあげる、目標を達成するために

在宅療養推進における看護の連携
「在宅療養者」とは、改めて「地域包括ケアシステム」とは、「病院」と「地
域・在宅」をつなぐ看護職

ステップアップ研修事業 事例検討会

包括的母子保健推進
母子保健領域で活躍する三職能が合同で、NICUから退院する小児から在宅での支
援、支援の仕組みなどを報告

「ＣＶポートの取り扱い」と「がん疼痛のいろいろ」
ＣＶポートに関する留意点と実際のモデルを使っての実技
がん疼痛の基礎知識や終末期の輸液、疼痛管理に使用される機器や薬剤について

訪問診療と口腔ケアの必要性 訪問歯科診療の実際と、口腔ケアの必要性の講義の後、歯科衛生士の実技指導

「がん化学療法の注意点とCVポートの取り扱い」「が
ん疼痛管理について」

外来がん化学療法がどのように行われ、CVポートの取り扱い注意点とモデルを
使っての研修、がん疼痛管理について講義

訪問看護におけるストマケア
皮膚排泄ケア認定看護師に講師を依頼。ストマケアの基本的知識と、ABCDストマ
ケアに基づくアセスメントとケアについて

在宅ターミナル看護支援事業「地域情報交換会」
地域の複数の訪問看護ステーションが事例を出し合い、グループワークを行いな
がら、緩和ケア、がん性疼痛看護の知識を深め、訪問看護に活かしていく

事例から学ぶ 看護実践力の向上を図る



スキルアップ・ステップアップ研修（訪問看護従事者対象）

タイトル 内容

訪問看護ステーション看護師の研修（レベルⅢ） 訪問看護ステーションの質の標準化を目指し、レベル別研修を企画・運営

訪問看護師育成支援研修
管理者育成、コミュニケーション、接遇、ストマケア、栄養、認知症、皮膚疾患
等々基礎、技術等網羅

訪問看護管理者研修会 多職種連携会議、訪問看護管理者研修会

訪問看護ステーション連絡会研修会

①在宅におけるCVポート・PICCの管理　②胃瘻・栄養剤の知識と管理　～栄養管
理の最新情報を知ろう！～
基幹病院の認定看護師による講義や医療機器メーカー担当者からの最新の機器や
医療の説明と実技

在宅における口腔ケア
在宅で活躍している歯科衛生士に講師依頼し、在宅における口腔ケアについて講
義・実技

訪問看護で役立つフィジカルアセスメント「循環アセ
スメント」について

循環アセスメントについて

訪問看護で役立つフィジカルアセスメント「栄養・消
化器系・泌尿器科系アセスメント」について

栄養・消化器系・泌尿器科系アセスメントについて

在宅における感染予防
１．今年のアウトブレイクから　２．医療関連感染について　３．改正医療法に
よる感染管理体制

従事者研修会　訪問看護総合研修 虐待、認知症、看護倫理、個人情報・プライバシー、災害・事故、感染

スキルアップ・ステップアップ研修（所長・管理者・主任対象）

タイトル 内容

新任訪問看護師交流会
認知症認定看護師による「レビー小体型認知症の症状と看護ケア」のミニレク
チャーと事例検討、訪問看護に関する意見交換会

訪問看護師養成講習会 訪問看護過程、療養生活の支援

訪問看護で役立つフィジカルアセスメント「循環アセ
スメント」について

循環アセスメントについて

訪問看護で役立つフィジカルアセスメント「栄養・消
化器系・泌尿器科系アセスメント」について

栄養・消化器系・泌尿器科系アセスメントについて

在宅における感染予防
１．今年のアウトブレイクから２．医療関連感染について　３．改正医療法によ
る感染管理体制

訪問看護ステーションにおける事業所自己評価ガイド
ラインの使用方法について

自己評価をあらかじめ経験してまとめ、伝達講習として実施

事業所評価ガイドライン
「事業所評価ガイドライン」の説明と実践の仕方について、演習
レーダーチャートの出し方と事業所計画作成と経年的に継続する意義を講義

地域包括ケアシステム構築に向けての訪問看護の役割 事業所自己評価ガイドラインの活用について実践を踏まえての伝達講習

訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達講習会 訪問看護評価ガイドラインの普及



看取り・ターミナルケア等に関する研修や講演会（看護以外の職種対象）

タイトル 内容

住みなれた地域で自分らしく暮らし続けられる為に～
がんになってもあなたらしく生きる事を支える～

在宅で看取った事例発表（訪問看護の立場から・家族の立場から）
緩和ケア、往診医より講演

病気になっても自宅でいきいき暮らす～訪問看護をさ
さえに～

訪問看護での看取り、ターミナルケアについて

訪問看護について～看取りの現状を通して～ 在宅医療・介護連携推進のための研修

最後までその人らしく生きていただくために
ターミナルケアとは、看取りの経過（病状の変化）と家族支援、終末期の心理状
態

訪問看護における看取りについての実践報告
ケアマネジャー等に対し、訪問看護の立場から、在宅看取りについての実践報告
とディスカッションを実施

介護支援専門員実務研修「看取りに関する事例」
看取りの支援にあたってのポイント、看取りに関する他職種連携・看取りに向け
た段階的な関わり

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 訪問看護に関する基礎知識、看取り等における看護サービスの活用方法

命ある限り道は拓かれる
ALS患者と共に、虐待・役割を持っての生き方・共生社会など経験や体験を通し
ての講演、訪問看護師としての関わり方の魅力を紹介

最期のケアをより良いケアに
エンゼルケアについて、個別性や根拠に基づいたケアの実践をしながら、ご遺族
のグリーフケアにつなげられることを目的とし、開催

最期のケアをより良いケアに～訪問看護師がおこなう
グリーフケアについて考える～

グリーフケアの理解を含め、死別に直面する家族支援のあり方を考える、グリー
フケアの現状や方法、実施上の課題について、未来のグリーフケアのあり方や看
護職、専門書の役割について

がん終末期の親を持つ子どもへのチームサポート
事例を通して、在宅看取りの家族看護について発表、小学生の子どもへの告知を
通して家族を支える在宅チームの連携について、APCについて

介護支援専門員実務者研修会 看取りに関する事例

地域在宅医療多職種人材育成研修会
看取り実践報告「施設で看取るための取り組み」、「在宅で看取る為の取り組み
～患者・家族への説明と連携について～」

県病院大会
病院から地域への切れ目のない地域緩和ケアを普及するために何が求められてい
るか？～地域緩和ケアへの挑戦～において、訪問看護師から見た現状と課題につ
いて報告

訪問看護からみた在宅看取りの実態 在宅看取りに関する実態調査結果を報告

「在宅緩和ケア基礎研修　地域連携・在宅緩和ケア」
看取り支援・訪問看護の役割について、他職種での緩和ケアチームの形成・症例
報告

終末期における介護支援専門員の役割について エンド・オブ・ライフケアを介護支援専門員がどのように支援をするか

訪問看護ステーション連絡会　多職種研修会「看取る
ということ　～看取り、在宅医療、地域包括ケアの現
場から～」

フォト・ジャーナリストの國森康弘氏を講師に、在宅看取りや地域包括ケアにつ
いての講義

在宅のエンドオブライフケア 多職種で考える地域包括ケアについて

高槻市における医療と介護の連携推進事業 がんの看取りをテーマに多職種協働の事例を紹介し参加者と共有する。



看取り・ターミナルケア等に関する研修や講演会（病院看護師対象）

タイトル 内容

住みなれた地域で自分らしく暮らし続けられる為に～
がんになってもあなたらしく生きる事を支える～

在宅で看取った事例発表（訪問看護の立場から・家族の立場から）
緩和ケア、往診医より講演

ＥＯＬＣ 「エンド・オブ・ライフケア」の研修

最期のケアをより良いケアに
エンゼルケアについて、個別性や根拠に基づいたケアの実践をしながら、ご遺族
のグリーフケアにつなげられることを目的とし、開催

最期のケアをより良いケアに～訪問看護師がおこなう
グリーフケアについて考える～

・グリーフケアの理解を含め、死別に直面する家族支援のあり方を考える、グ
リーフケアの現状や方法、実施上の課題について、未来のグリーフケアのあり方
や看護職、専門書の役割について

がん終末期の親を持つ子どもへのチームサポート
事例を通して、在宅看取りの家族看護について発表、小学生の子どもへの告知を
通して家族を支える在宅チームの連携について、APCについて

在宅ELNEC―J２０１７ 痛みのマネジメント、症状マネジメント、ケーススタディの講師

地域在宅医療多職種人材育成研修会
看取り実践報告「施設で看取るための取り組み」、「在宅で看取る為の取り組み
～患者・家族への説明と連携について～」

県病院大会
病院から地域への切れ目のない地域緩和ケアを普及するために何が求められてい
るか？～地域緩和ケアへの挑戦～において、訪問看護師から見た現状と課題につ
いて報告

在宅療養におけるエンゼルケア
在宅療養における看取り、エンゼルケア、患者・家族の意思確認、人の尊厳等に
ついての講話

訪問看護からみた在宅看取りの実態 在宅看取りに関する実態調査結果を報告

人生の最終段階における意思決定を支援するために
人々の人生の最終段階を、看護職としてどのように支援できるかを考える。実践
報告や県の取り組みをもとに、グループワークを通して各自が役割を考える。

在宅緩和ケア基礎研修　地域連携・在宅緩和ケア
地域包括ケアシステムのなかでの看取り支援、訪問看護の役割について、他職種
での緩和ケアチームの形成・症例報告

訪問看護ステーション連絡会　多職種研修会「看取る
ということ　～看取り、在宅医療、地域包括ケアの現
場から～」

フォト・ジャーナリストの國森康弘氏を講師に、在宅看取りや地域包括ケアにつ
いての講義



訪問看護事業所管理者研修（所長・管理者・主任対象）

タイトル 内容

管理者が健康じゃなきゃ！心も身体も健やかに 太極拳を学びリラックス法を習得する。管理者同士の交流と情報交換

訪問看護における質の評価について 訪問看護事業協会の評価表についての使用方法、管理者交流会

訪問看護ラダー研修
看護協会の作成したラダーに基づき作成された滋賀県版訪問看護ラダーと今回福
島県訪問看護連絡協議会が作成したラダーについての研修

県訪問看護ステーション管理者研修会 運営、退院支援、OJT、見える化・倫理、訪問看護PR

新任訪問看護管理者研修
新しく管理者になる人･なった人に向けて訪問看護ステーションの管理者の役割
や運営について研修

管理者の心得
県の訪問看護の特徴や訪問看護師の不足状況、今後の高齢化に基づく医療の需要
の増大、そしてそれに向かう政策等をどう考えるか

訪問看護ステーションの強みを見える化しよう！～経
営安定に繋げるために～

ステーション経営の為の人と物の管理

災害時の連携～熊本地震を経験して
経過やステーションの被害状況、利用者の状況～個々のステーションがどうある
べきか

訪問看護の職場づくりと組織づくり
ステーションの経営が安定すると働き方も改善するまたは、その逆もあり　訪問
看護連絡協議会としての組織づくり

訪問看護専門研修
訪問看護・医療の動向、地域包括ケアに向けた取り組みの必要性と実例人材育成
の必要性とその対策など

訪問看護管理者ピアカウンセリング
訪問看護の課題と動向、働きたくなる訪問看護ステーションの作り方、グループ
ワーク、ワールドカフェ

実践！訪問看護【管理者研修】管理者のための運営管
理～新任からベテランまで～

持っておきたい知識や心構え等、訪問看護ステーションの運営についてグループ
ワークを交えて学習

地域医療構想とこれからの訪問看護ステーションのあ
りかた

地域医療構想とこれからの訪問看護ステーションのありかたと題して日本看護協
会常任理事から講演

訪問看護ステーションの運営と経営管理 管理者が抱えている経営、運営について自事業所を例に講演

訪問看護ステーションにおける事業所自己評価ガイド
ラインを用いた事業所評価

事業所自己評価ガイドライン普及のための講師養成研修会の伝達・グループワー
ク

訪問看護ステーション管理者・指導者育成研修
訪問看護全般と運営の基礎、人材育成について学ぶ（基礎実務コースと経営安定
コース）

訪問看護の目指す姿～訪問看護ステーションの多様性
と付加価値の創造～

県の訪問看護に対する指標（目標）、県の訪問看護を取り巻く課題・基金を活用
した訪問看護事業

地域医療構想の概要 県の現状と将来予測、地域医療構想策定の検討体制

訪問看護ステーションにおける人材育成 「管理者として求められる役割」グループワーク、発表

地域包括ケアシステムと薬剤師の役割・薬局と訪問看
護ステーション等の多職種連携

かかりつけ薬局、薬剤師の業務の変化、訪問薬剤管理指導とは、薬剤師ができる
こと、事例から見る訪問看護師との連携

訪問看護ステーションの質の向上を目指して
県訪問看護ステーションの現状、訪問看護ネットワークセンターの活動を通し
て、質の向上を目指して、グループワーク

訪問看護研修（管理者研修）
地域包括ケアシステムと在宅医療、地域包括ケアシステムと訪問看護の役割、訪
問看護を取り巻く現状

訪問看護師管理者研修会「訪問看護におけるリスクマ
ネジメント」

訪問看護ステーションの管理・運営を行う上でのリスクマネジメントの講義と演
習

地域で求められる訪問看護師の役割
地域における訪問看護師の役割について、訪問看護ステーションの運営（ＳＷＯ
Ｔ分析等用いながら）

訪問看護見える化研修

職場内での人材育成、各訪問看護ステーションにおいてOJTの充実ができること
を目指している。ドナベディアンモデルを活用しての事業所の運営や看護の見え
る化をすすめる基本的な考え方の講義と演習。希望する訪問看護ステーションに
は個別支援の実施

訪問看護管理者研修
経営管理の実際を現役管理者のモデルを用いて説明、新入職員の特徴や育成につ
いて大学教員より講義、新入訪問看護師育成プログラムについて、概論と実際に
行われた事業所所長による報告

訪問看護ステーション管理者・指導者研修 運営の基礎、制度理解、質の管理、多職種連携

マネジメントスキルアップ研修 看護管理者としての匠の技を育み繋げよう



訪問看護事業所管理者研修（所長・管理者・主任対象）

タイトル 内容

「訪問看護ステーション管理、人材確保・育成」
訪問看護管理者基礎研修とし、2年以内の新任管理者を対象に行う。訪問看護ス
テーションの運営管理、人材確保・育成、について、講義と演習を行う。

訪問看護管理者基礎研修：「訪問看護を取り巻く制度
と政策」「訪問看護関連報酬の概要とポイント」

県訪問看護ステーション連絡協議会が、日本訪問看護財団が作成したOJTによる
教育プログラムを参考に作成。訪問看護ステーションの質の標準化を目指し、レ
ベル別研修を企画・運営

訪問看護ステーションの経営・運営

１．訪問看護ステーション運営に関する基本事項
２．訪問看護ステーションにおけるビジネスの６原則
３．戦略的要因の分析＝目標を立て戦術を考える
４．訪問看護ステーション経営のためのバランス・スコアカード（SWOT）に基づ
き、各自の事業所の強み・弱み・機会・脅威を書き出す

訪問看護ステーション管理者研修
（Ⅰ総論編Ⅱ実践編Ⅲフォローアップ）

安全安心な質の高いサービスを安定的に提供し、社会のニーズに対応できるため
のマネジメントを学ぶ。
１．各事業所における質評価（相互評価）の事前実施
２．グループワーク（相互評価の結果の共有、共通課題の明確化、課題の取り組
み方法を考える）
３．個人演習（課題解決のための実践計画の立案）
４．訪問看護管理者実践の成果や課題の整理・発表
５．グループワーク（実践活動の振り返り・今後の事業計画の確認）

訪問看護管理者研修会 多職種連携会議、訪問看護管理者研修会

地域包括ケアにおける訪問看護の役割と期待～日常生
活圏域における訪問看護の現状について～

地域における訪問看護、小児訪問看護や在宅看取りの現状と課題を示し、地域包
括ケアシステムにおける訪問看護の役割を講義

訪問看護事業所管理者研修（訪問看護従事者対象）

タイトル 内容

県訪問看護ステーション管理者研修会 運営、退院支援、OJT、見える化・倫理、訪問看護PR

地域包括ケアシステムと薬剤師の役割・薬局と訪問看
護ステーション等の多職種連携

かかりつけ薬局、薬剤師の業務の変化、訪問薬剤管理指導とは、薬剤師ができる
こと、事例から見る訪問看護師との連携

地域で求められる訪問看護師の役割とは？
地域における訪問看護師の役割について、訪問看護ステーションの運営（ＳＷＯ
Ｔ分析等用いながら）

訪問看護見える化研修

職場内での人材育成、各訪問看護ステーションにおいてOJTの充実ができること
を目指している。ドナベディアンモデルを活用しての事業所の運営や看護の見え
る化をすすめる基本的な考え方の講義と演習。希望する訪問看護ステーションに
は個別支援の実施

訪問看護管理者基礎研修：「訪問看護を取り巻く制度
と政策」「訪問看護関連報酬の概要とポイント」

県訪問看護ステーション連絡協議会が、日本訪問看護財団が作成したOJTによる
教育プログラムを参考に作成。訪問看護ステーションの質の標準化を目指し、レ
ベル別研修を企画・運営

訪問看護師育成支援研修
管理者育成、コミュニケーション、接遇、ストマケア、栄養、認知症、皮膚疾患
等々基礎、技術等網羅

訪問看護管理者研修会 多職種連携会議、訪問看護管理者研修会



訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達講習（所長・管理者・主任対象）

タイトル 内容

訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達講習会 管理者会議で訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達講習を行う

みつけよう！はじめよう！はっしんしよう！ふくらま
せよう！～地域住民を支えるために私たち訪問看護師
がどのような地域活動ができるか考えよう～

１．「地域包括ケアシステムにおける訪問看護への期待と役割」齋藤訓子氏
２．「平成28年度ハイレベル研修について」受講者活動報告会
３．「自地域で活動ができるよう具体的な行動計画を作成しよう」地域別でまと
め発表

平成28年度在宅医療関連講師人材育成事業（訪問看護
分野）伝達研修会

概要の伝達研修

地域住民を支えるために、私たち訪問看護師がどのよ
うな地域活動ができるか考える

１．「地域包括ケアシステムにおける訪問看護への期待と役割」新田國夫氏
２．地域活動についてワールドカフェ方式でグループワーク

地域包括ケアシステムにおける訪問看護師の役割
訪問看護を取り巻く現状、地域包括ケアシステムにおける訪問看護の役割、それ
ぞれの地域でそれぞれのステーションが一歩踏み出せるような意識づけを行っ
た。

訪問看護ハイレベル人材育成研修会の実施報告
地域包括ケアシステムにおける訪問看護への期待と役割、訪問看護の人材と質の
確保について抜粋し、県中部医療圏域における在宅医療の必要量、県の医療構想
を出して伝達講習をした。

訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達研修会
事業に参加した３名が研修してきた内容を３つに分担し発表。総論１と各論２を
担当し伝達した。その後フロアの参加者と討論実施。

訪問看護ハイレベル人材養成研修会報告 研修の趣旨、総論・各論のポイント、グループワークの内容、所感

県の訪問看護の現状と課題 管理者研修において伝達講習を行い、グループワークを行い発表

府訪問看護ステーション協会
府医師会から地域包括ケアにおける訪問看護に期待することへの講演、ハイレベ
ル人材養成研修会に参加した３名が伝達報告

府看護協会の会議および大阪府看護協会の地域の会議 訪問看護ハイレベル研修の趣旨と研修内容、地域性および今後の課題

訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達講習 主に地域医療構想、現在の訪問看護の現状を伝達

ハイレベル人材養成研修会で学んだこと ハイレベル人材養成研修会の資料に沿い、プレゼンテーション

訪問看護における連携～退院支援や行政との連携も含
めて～

県主催
市における訪問看護の課題～量的・質的課題に焦点をあてて～

県訪問看護ステーション協議会研修会　平成28年度ハ
イレベル人材育成研修会参加者報告　　「訪問看護ス
テーションにおける事業所評価のガイドライン」

H29/12/8開催の「事業所自己評価ガイドライン普及のための講師養成研修」を受
講した3名により、自己評価の必要性や方法、「訪問看護ステーションの自己評
価システム」の活用についての講義を行った。

訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達講習（看護以外の職種対象）

タイトル 内容

みつけよう！はじめよう！はっしんしよう！ふくらま
せよう！～地域住民を支えるために私たち訪問看護師
がどのような地域活動ができるか考えよう～

１．「地域包括ケアシステムにおける訪問看護への期待と役割」齋藤訓子氏
２．「平成28年度ハイレベル研修について」受講者活動報告会
３．「自地域で活動ができるよう具体的な行動計画を作成しよう」地域別でまと
め発表

平成28年度在宅医療関連講師人材育成事業（訪問看護
分野）伝達研修会

概要の伝達研修

訪問看護ハイレベル人材養成研修会伝達研修会
事業に参加した３名が研修してきた内容を３つに分担し発表。総論１と各論２を
担当し伝達した。その後フロアの参加者と討論実施。

府訪問看護ステーション協会
ハイレベル人材養成研修会に参加した３名が伝達報告
会場との質疑応答に応えるシンポジウム形式



その他（看護以外の職種対象）

タイトル 内容

がんの医療サービスと社会的資源(訪問看護師の役割) 訪問看護について（制度や対象者、利用の仕方など）

みんなでつくる地域包括ケアシステム～医療と介護の
連携～「ツールを活用してもっとスムーズに」

地域包括ケアシステムの構築に向けた行政の取り組みについて、医療・介護連携
を促進するためのツール等について、連携ツール使用の実際～利用者の声～

EOL「想定外の死について」 訪問看護で体験した想定外の死とそのかかわり等について発表

ケアマネ研修会 疾患の理解と支援のポイント、訪問看護との連携について講演

SOSを発信できる訪問看護ステーションへ
熊本地震の経過やステーションの被害状況、利用者の状況、連絡協議会の活動状
況、支え合うステーションと支える連絡協議会等を講演

高齢者医療を支える人と制度　シンポジウム
多職種連携により地域包括ケアシステムを実現してい
くために必要なこと

多職種連携にて地域で暮らす利用者を支える実際の事例を通して説明

第1回訪問看護師と二職種をつなぐ会（薬剤師編　①）
訪問看護の制度・役割の理解、訪問看護の実践事例、在宅訪問薬剤師の実践事
例、二職種間名刺交換会

第2回訪問看護師と二職種をつなぐ会（歯科医師編
①）

訪問看護の制度及び実際、在宅訪問診療の実際、二職種間自己紹介＆事業所ＰＲ

県訪問看護支援検討会 訪問看護推進上の課題の共有と解決に向けて具体的な検討

小児在宅医療シンポジウム 小児訪問看護の実際、小児との関わりからの課題

ALS患者の日常と生活
医師会在宅学会のシンポジスト
施設入居から在宅生活へ移った患者（ALS）に全身状態の悪化が見られた際、訪
問看護師の関わりによって、状態の悪化が改善された事例を紹介

地域懇親会

１．急性期病院の役割と退院調整部門の役割を学ぶ
２．大学病院の退院調整部門の役割を学ぶ
３．病院と在宅の連携がスムーズになるようになるにはどうしたら良いか多職種
で考える機会とする

薬剤師と訪問看護の連携
訪問看護を取り巻く現状、訪問看護に関わる制度、訪問看護ステーションの機能
と役割、地域包括ケアシステムに向けて

認知症を地域で支える 事例提供

がん相談員研修会 がん療養者の相談を行う者に、講義と演習（事例検討）

市多職種同行訪問 訪問看護の訪問に多職種が同行しケアを学ぶ

地域のまるごとケアを考える事例検討会 参加者全員で事例の把握の後に、検討課題について意見を出し合った

住み慣れた地域で暮らすために 健康サポート薬局に係る研修、健康作りへの取り組み、多職種連携

地域での看取りを通じて他職種連携を考えよう 看取りの事例を通し、それぞれの立場での専門性や課題を伝える

災害は思わぬ時にやってきた！～広島土砂災害の経験
と教訓～

訪問看護ステーションはどのように災害時に備え、また災害発生時にどのような
対策が必要であるかを示した



その他（訪問看護従事者対象）

タイトル 内容

熊本地震から学ぶ
熊本地震を体験し、災害時の様子やその後の問題点、これからの活動の方向につ
いて講演

災害経験を生かした新たな備えを考える
阪神淡路大震災以降の災害現場および支援に関わる看護師等の経験等をまとめら
れた講師による講演

SOSを発信できる訪問看護ステーションへ
熊本地震の経過やステーションの被害状況、利用者の状況、連絡協議会の活動状
況、支え合うステーションと支える連絡協議会等を講演

第1回訪問看護師と二職種をつなぐ会（薬剤師編　①）
訪問看護の制度・役割の理解、訪問看護の実践事例、在宅訪問薬剤師の実践事
例、二職種間名刺交換会

第2回訪問看護師と二職種をつなぐ会（歯科医師編
①）

訪問看護の制度及び実際、在宅訪問診療の実際、二職種間自己紹介＆事業所ＰＲ

訪問看護ステーション連絡会研修会
地域における在宅療養の取組み、地域での他職種との連携の取り方、病院との連
携の取り方

地域懇親会

１．急性期病院の役割と退院調整部門の役割を学ぶ
２．大学病院の退院調整部門の役割を学ぶ
３．病院と在宅の連携がスムーズになるようになるにはどうしたら良いか多職種
で考える機会とする

薬剤師と訪問看護の連携
訪問看護を取り巻く現状、訪問看護に関わる制度、訪問看護ステーションの機能
と役割、地域包括ケアシステムに向けて

虐待の兆候とその対応 虐待の現状、早期発見、連絡先や対応などについて

食中毒の予防について 食中毒の原因や対策・予防について

訪問薬剤管理指導の現状と訪問看護師との連携への期
待

訪問薬剤指導の内容と、実際の訪問看護ステーションとの連携についての事例を
用いての講義

トータルサポートマネジャー養成事業
医療依存度の高い在宅医療を必要とする患者に対応することができ、また在宅医
療の推進にむけ、チーム医療の力を最大限に発揮させるため、多職種連携のため
の医療分野の調整役ができる者を養成することを目的

訪問看護の安全対策
「医療安全管理者フォローアップ研修」
医療がシームレスに提供されるために看護情報や医療がどのように連携されれば
よいのか、医療安全の質を担保するための情報連携について意見交換

地域での看取りを通じて他職種連携を考えよう 看取りの事例を通し、それぞれの立場での専門性や課題を伝える

災害は思わぬ時にやってきた！～広島土砂災害の経験
と教訓～

訪問看護ステーションはどのように災害時に備え、また災害発生時にどのような
対策が必要であるかを示した


