
平成28年度 訪問看護ハイレベル人材養成研修会　受講者一覧（2021/04/22現在）

都道府県 氏名 所属 得意な分野・得意とすること

北海道 高橋　亜希子
一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団　紋別地域訪問

看護ステーション

北海道 今野　好江 訪問看護ステーション禎心会東 管理

北海道 松山　なつむ 訪問看護ステーションかしわのもり

岩手県 三浦　和枝
公益社団法人岩手県看護協会立盛岡訪問看護ステーショ

ン

訪問看護基礎研修（介護保険・医療保険制度について）介護支援専

門員に対する訪問看護の周知・啓発

岩手県 大竹　央子 総合花巻病院訪問看護ステーション 在宅看取り

岩手県 晴山　清子 北三陸塾会員・介護老人保健施設リハビリタウンくじ

訪問看護を多くの方々に知っていただき安心して安全に在宅生活を

過ごして頂けるように、地域住民及び関係者へ訪問看護の利用方法

や具体的メリットなどの紹介。在宅における呼吸リハビリと看護。

宮城県 及川　真喜子 公益社団法人宮城県看護協会　訪問看護総合センター 訪問看護認定看護師

宮城県 中島　ふみ 仙台北訪問看護ステーション

宮城県 寺島　千絵 ＫＫＲ公済訪問看護ステーション

秋田県 田畑　美雪 彩の風訪問看護ステーション 皮膚排泄ケア認定看護師

山形県 菊地　誠 社会医療法人　公徳会　南陽訪問看護ステーション 在宅精神科

山形県 後藤　眞由美 寒河江市西村山郡訪問看護ステーション

施設従事者に対して看取り研修をおこなった。2事例、看取りの経過

紹介をした。また地域の歯科医師会の研修会で在宅でどの程度訪問

診療を必要としているかを利用者からアンケートを取り発表した事

がある。ヘルパー研修で講師経験あり。

事業所としては1回/年講師を依頼し 地域住民に対し一般公開講演を

企画している。テーマはその都度違うが､医療関係者や居宅支援関連

に対してネットワーク研修を2回/年実施。

山形県 山川　一枝
公益社団法人山形県看護協会訪問看護ステーションやま

がた
ターミナルケア

福島県 保　　美菜
訪問看護ステーションすかわ（福島県訪問看護連絡協議

会）
エンド・オブ・ライフケア

福島県 宮本　順子 福島県看護協会　しゃくなげ三春訪問看護ステーション

福島県 結城　光 公立岩瀬病院訪問看護ステーション 人生の最終段階の関わりについて・ＡＣＰ・地域包括（連携）など

茨城県 五十嵐　真弓
茨城県看護協会　看護小規模多機能型居宅介護事業所

絆
神経難病・認知症

茨城県 齋藤　尚代 東京医科大学霞ヶ浦訪問看護ステーション

栃木県 宮﨑　照子 一般社団法人栃木県訪問看護ステーション協議会

著書として、退院支援（ディスチャージ・プランニング）について

は共著として載せている。「もうすぐ亡くなります」というヤング

アダルト向けに数年前に本を出版。

栃木県 黒崎　雅子 医療法人社団洋精会　訪問看護ステーション星が丘 ターミナルケア・家族支援・多職種連携

栃木県 濱本　明代
公益社団法人　栃木県看護協会　とちぎ訪問看護ステー

ションうつのみや

群馬県 永田　和洋 医療法人山崎会サンピエール病院訪問看護ステーション 精神科訪問看護

群馬県 櫛谷　雅子 訪問看護ステーションつるがや 在宅看護全般(終末期看護・難病看護)

群馬県 山路　聡子 群馬県看護協会訪問看護ステーション COPDの看護、エンド・オブ・ライフケア

埼玉県 中島　悦子 医療法人明医研　アトリオ訪問看護ステーション 終末期医療

埼玉県 片倉　扶美子 スター訪問看護ステーション
看護師とリハビリ職の連携が強み。精神、小児、看取り、と全体的

にカバーしている。

埼玉県 三塩　操 一般社団法人埼玉県訪問看護ステーション協会
看護管理（認定看護管理者）　がん看護　リハビリテーション看護

等

千葉県 小宮山　日登美 訪問看護ステーションひとみ

千葉県 佐塚　みさ子 株式会社アース　社会福祉法人気づき 経営

東京県 椎名　美恵子
訪問看護ステーションみけ・東京都訪問看護ステーショ

ン協会
ステーション管理・キャリアラダー・地域でのNPO活動など

東京都 服部　絵美 株式会社ケアーズ　白十字訪問看護ステーション ターミナルケア（がん・非がん）
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東京都 柴田　三奈子 山の上ナースステーション 経営管理・運営

神奈川県 草場　美千子 公益社団法人神奈川県看護協会地域看護課 訪問看護事業所経営管理、訪問看護の法制度としくみ、認知症ケア

神奈川県 滝澤　裕紀子 JMA海老名訪問看護ステーション

新潟県 平野　真弓
一般社団法人新発田北蒲原医師会　新発田地域在宅医

療・介護連携推進センター

新潟県 馬場　由起 医療法人　健周会　東新潟訪問看護ステーション

新潟県 今出　晶代
公益社団法人新潟県看護協会　訪問看護ステーションつ

くし

富山県 小原　留美 光風会訪問看護ステーション 訪問看護全般

富山県 安井　千明
公益社団法人富山県看護協会訪問看護ネットワークセン

ター

在宅領域（訪問看護）

現在の職務は、訪問看護ステーションからの質問（法律など）・相

談業務　訪問看護の普及・啓発等をし、訪問看護の推進を図るも

の。また、富山県厚生部高齢福祉課委託の部署なので、出向事業や

テレワーク、ICTなど県予算の事業のアピール、そして取りまとめ、

報告会等を開催している。

石川県 木谷　幸子 株式会社こすもす 看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営

石川県 宮本　由香里 訪問看護ステーションリハケア芦城 医療依存度の高い人の訪問看護、退院支援

福井県 橋本　禎美　
公益社団法人福井県看護協会　訪問看護ステーションふ

くい
退院支援

福井県 山﨑　雪代 福井赤十字訪問看護ステーション 在宅ターミナルケア、退院支援、家族看護

山梨県 松本　令子 甲州市社会福祉協議会訪問看護ステーション 多職種連携及び調整や意思決定支援

山梨県 秋山　奈菜子 株式会社ななすみ　訪問看護ステーションすみ

山梨県 並木　奈緒美
公益財団法人山梨県看護協会　ゆうき訪問看護ステー

ション

長野県 上原　晴美 佐久総合病院　訪問看護ステーションのざわサテライト 終末期看護

長野県 深澤　香織 長野赤十字訪問看護ステーション 小児　精神　在宅看取り　困難事例

長野県 宮武　千奈美
公益社団法人長野県看護協会南松本訪問看護ステーショ

ン

岐阜県 安田　尚美 大垣市社会福祉協議会　　大垣市訪問看護ステーション 小児

岐阜県 高須賀　香奈美
訪問看護ステーション陶の里

訪問看護ステーション・療養通所介護事業所
リンパマッサージ・アロマケア・直腸肛門系のケア

静岡県 多田　みゆき
看護リハビリケアステーションひより

看護小規模多機能型居宅介護事業所ひより

訪問看護制度、多職種連携、地域包括ケアにおける訪問看護師の役

割、訪問看護とケアマネジャーとの連携、ターミナルケア、認知

症、看護小規模多機能型居宅介護とは、介護職向けの研修（初任者

研修・実務者研修・医療的ケア・喀痰吸引・医療除外行為）

静岡県 岡　由美子 公益財団法人静岡県看護協会訪問看護ステーション清水

静岡県 尾田　優美子
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　訪問看護ステーション

細江

看護協会・行政のモデル事業・行政各種部会への参加を通し、地域

のシステム作り

愛知県 加納　美代子

豊田地域医療センター　在宅医療支援センター（豊田地

域訪問看護ステーション） 訪問看護　がん・非がん終末期看護に力を入れている

愛知県 前野　美紀 医療法人マックス　ケアシス訪問看護ステーション 在宅看取り　がん疼痛緩和　多職種連携など

三重県 松下　容子 四日市羽津医療センター附属訪問看護ステーション ストーマケア

三重県 岡田　まり
株式会社ジェネラス　訪問看護ステーション　ほたるい

せ

在宅での小児看護。伊勢志摩南勢地区では医療的ケア児のコーディ

ネーター役。在宅での看取りについては30件／年以上であり、在宅

ケアチームの中核となり実践中。
滋賀県 駒井　和子 訪問看護ステーションさと水口

滋賀県 日永　めぐみ 公益社団法人滋賀県看護協会訪問看護ステーション

滋賀県 草野　とし子 公益社団法人滋賀県看護協会
地域分析に関する分野　および　訪問看護師の育成支援に関する分

野

京都府 濱戸　真都里 緩和ケア訪問看護ステーション架け橋 在宅緩和ケア

京都府 松久保　眞美 ナーシングケアホームおとく

京都府 金澤　克枝 株式会社絆　訪問看護ステーション絆 認知症ケア　　在宅支援移行期のアプローチ　　家族支援

大阪府 森谷　和代 テイク・ケア訪問看護ステーション がん性疼痛看護（緩和ケアおよび終末期ケア）

大阪府 松井　由加里 シャローム訪問看護ステーション 管理全般　ビジネスマネージャー関連

2 ページ



平成28年度 訪問看護ハイレベル人材養成研修会　受講者一覧（2021/04/22現在）

都道府県 氏名 所属 得意な分野・得意とすること

大阪府 錦織　法子
株式会社人といのちの自然学校　訪問看護ステーション

ゆいか
看護の役割と機能、入退院支援、自然と人

兵庫県 並河　直子
公益社団法人兵庫県看護協会　尼崎訪問看護ステーショ

ン

兵庫県 井上　久美子
医療法人神戸健康共和会　東神戸訪問看護ステーション

あじさい

兵庫県 青山　美恵子 社会医療法人社団　正峰会　桜丘訪問看護ステーション

奈良県 小松　洋子
株式会社奈良在宅看護センター アンフィニ訪問看護ス

テーション
在宅看護

和歌山県 井上　加惠 訪問看護ステーションおり鶴 終末期看護

和歌山県 平岡　桃重 社会福祉法人　髙陽会　訪問看護ステーション騏驎 在宅看護・訪問看護分野

鳥取県 石橋　佐智子 医療法人同愛会　訪問看護ステーション博愛 看取りケア

鳥取県 有田　恭子 訪問看護ステーションはまゆう 精神科看護

鳥取県 鈴木　妙 公益社団法人　鳥取県看護協会 訪問看護認定看護師・エンドオブライフケア（ELNEC-Ｊ指導者）

島根県 高橋　京子 株式会社　花みずきナースステーション ターミナル・難病・精神疾患・認知症の方のケア

島根県 安田　和子 島根県看護協会訪問看護ステーションいずも

島根県 山根　優子
有限会社 ホットケアセンター　訪問看護ステーション

ほっと

依頼を受け、『看多機の開設と運営』について講義・講演経験あ

り。

岡山県 江田　純子 公益社団法人岡山県看護協会　地域包括ケア推進室 訪問看護に関すること、看護技術に関すること

岡山県 菅崎　仁美 岡山訪問看護ステーション看護協会 訪問看護に関すること

岡山県 仕田原　明珠 訪問看護ステーションくじば ターミナルケア

広島県 畑中　久美子 訪問看護ステーション竹の子クラブ

広島県 松井　善子 広島県看護協会訪問看護ステーション「ひびき」

在宅看取り、在宅での呼吸管理、訪問看護におけるリスクマネジメ

ント

（豪雨災害の経験から「災害対策等」についても）

広島県 近村　美由紀
安芸高田市医師会訪問看護ステーション

（広島県訪問看護ステーション協議会　理事）
看取り支援

山口県 柴崎　恵子 美祢市訪問看護ステーション

徳島県 伊達　朋子 公益社団法人徳島県看護協会事業部門

徳島県 吉野　牧子 あおぞら内科訪問看護ステーション 難病（ALS）、癌緩和、医療的ケア児、摂食嚥下障害、認知症

徳島県 長谷　康子 医療法人かさまつ在宅クリニック 在宅緩和ケア

香川県 長内　秀美
公益社団法人香川県看護協会　高松訪問看護ステーショ

ン

・がん看取りについて

・重症医療的ケア児について

・意思決定に向けての支援について

・在宅における難病支援について

・多職種との連携について

香川県 安部　美枝子
公益社団法人香川県看護協会訪問看護ステーションこく

ぶ
神経難病等

香川県 新池　巳恵
公益社団法人香川県看護協会　まるがめ訪問看護ステー

ション
全般

愛媛県 田村　美樹枝 済生会松山訪問看護ステーション 看取り、小児など

高知県 和田　博隆
有限会社ナースケア（訪問看護ステーションナースケ

ア）

訪問看護、定期巡回随時対応型訪問介護看護の事業所の開設から運

営、事業改善まで研修会やコンサルタント。

高知県 高橋　知里 医療法人おくら会　訪問看護ステーションげいせい 在宅看護専門看護師資格有（家族看護、多職種連携等）

福岡県 那須　百合美 医療法人　原三信病院　訪問看護ステーションおおはま ターミナルケア、認知症ケア

佐賀県 秀島　綾子 太良町訪問看護ステーション　みかんの花

佐賀県 中富　洋子
医療法人　斎藤内科医院　訪問看護ステーションふれあ

い
在宅ケアについての相談支援

佐賀県 馬場　美代子 在宅看護センター佐賀　ほっこり 呼吸管理・呼吸ケア・小児・癌非癌のターミナル　

長崎県 金子　和美 訪問看護ステーションYOU

長崎県 宮崎　郁子 十善会訪問看護ステーション
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長崎県 松島　由美 訪問看護ステーション鳴見 ターミナル、小児在宅

熊本県 開田　ひとみ 公益社団法人 熊本県看護協会、九州看護福祉大学 在宅看護学・ケアマネジメント・看護管理・家族看護・入退院支援

熊本県 木村　浩美 訪問看護ステーション清雅苑 難病看護

大分県 森本　尊子 暘谷苑訪問看護ステーション 老人看護

大分県 山形　美代 豊後大野市民病院　すこやか訪問看護ステーション

宮崎県 荒川　文子 訪問看護ステーションなでしこ３号館 小児

鹿児島県 坂口　まり子 さつま訪問看護ステーション 経営

鹿児島県 塩屋　さゆり さつま訪問看護ステーション 認知症

鹿児島県 城　貴美代 医療法人　大誠会　訪問看護ステーション　コスモス

沖縄県 下地　節子 訪問看護ステーション青空 訪問看護（小児看護、終末期看護）
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