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都道府県 氏名 所属 得意な分野・得意とすること

北海道 土田　孝行 株式会社リ・ライフケア　訪問看護ステーションかえで

北海道 猪羽　美鈴
北海道総合在宅ケア事業団　しらおい訪問看護ステーショ

ン
老人看護全般

岩手県 鈴木　美和子 公益社団法人岩手県看護協会立東山訪問看護ステーション 訪問看護の啓発研修

岩手県 藤原　聖子 くくる花巻訪問看護ステーション 保健医療福祉の動向

宮城県 佐藤　功子
公益社団法人　宮城県看護協会　若林訪問看護ステーショ

ン

宮城県 松浦　千春 ないとうクリニック訪問看護ステーション

秋田県 石川　知子 厚生連平鹿訪問看護ステーション 排便ケアと在宅看取りの関わりに関する看護について

山形県 須藤　京子 山形県看護協会訪問看護ステーションむらやま ターミナルケア・喀痰吸引

山形県 川俣　沙織 訪問看護ステーションにこ 訪問看護業務のICT化

福島県 矢野　順子
ふくしま在宅緩和ケアクリニック（前：ふくしま緩和ケア

訪問看護ステーション）
在宅緩和ケア

福島県 星　かおる 竹田訪問看護ステーション 在宅緩和ケア・看取り支援　

茨城県 川並　和恵 公益社団法人茨城県看護協会土浦訪問看護ステーション 精神科訪問看護

栃木県 宇佐見　治美
公益社団法人栃木県看護協会　訪問看護ステーション　あ

しかが

栃木県 鮎澤　みどり 訪問看護ステーションたんぽぽ

関心のある分野は在宅ターミナルケア（がん　高齢者の心不

全・腎不全などの慢性疾患の末期の方　老衰等）。チーム医

療（多職種連携）でより良いサービスを提供していくこと等

にも興味をもっている。

群馬県 久保　知恵子 富岡地域訪問看護ステーション 小児看護

群馬県 清水　絵美 社会医療法人輝城会　訪問看護ステーションまつかぜ 難病、ターミナルケア、リハビリテーション

埼玉県 知崎　聖子 さいたま市社協訪問看護ステーションおおみや 緩和ケア　

埼玉県 白石　恵子
公益社団法人埼玉県看護協会　鳩ヶ谷訪問看護ステーショ

ン

小児や難病等の講義や地域連携等について様々な機関で講義

をしている。報酬関係や経営について。

千葉県 佐藤　富子 まくはり訪問看護ステーション フィジカルアセスメント

東京都 青田　礼子
世田谷区社会福祉事業団  訪問看護サービス課　訪問看護

統括担当係長

東京都 中島　朋子 東久留米白十字訪問看護ステーション
緩和ケア　意思決定支援（緩和ケア認定看護師・在宅看護専

門看護師）

神奈川県 神田　真理恵
公益社団法人　神奈川県看護協会あかしあ訪問看護ステー

ション

神奈川県 真間　あけみ 平塚市医師会訪問看護ステーション

新潟県 高橋　直美 訪問看護ステーションゆうばえ
小児の呼吸器など医療依存度の高い利用者への訪問へも行っ

ている。

新潟県 高橋　美佳子 新潟県看護協会訪問看護ステーションにいがた
訪問看護の概論、実際について。学校やハローワーク、その

他研修で講師をしている。

富山県 辻　令子
富山県訪問看護ステーション連絡協議南砺市訪問看護ス

テーション会
家族支援、多職種連携

石川県 小堀　慶子
訪問看護ステーションあわら

看護小規模多機能あわらんち

石川県 島津　啓子
（公財）金沢総合健康センター　金沢・訪問看護ステー

ション・泉野出張所

福井県  福田　弥生  訪問看護ステーション府中 ターミナルケア、退院支援

福井県 山路　香織 訪問看護ステーションめいほう ターミナルケア

山梨県 石井　啓子
公益社団法人　山梨県看護協会　ますほ訪問看護ステー

ション
認知症看護認定看護師なので認知症分野

山梨県 鷹野　英子 東山梨訪問看護ステーション 医療依存度の高い利用者への対応

長野県 花岡　雅子 ＪＡ長野厚生連　北信総合病院
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岐阜県 井戸　悦子
無　　岐阜医療科学大学　在宅看護非常勤講師

　　　多治見市医師会准看護学校　小児看護非常勤講師
在宅看護・小児看護

岐阜県 今井　由香里
公益財団法人　岐阜県看護協会　岐阜県看護協会立ナーシ

ングデイ高山
小児看護

静岡県 山口　美津子
社会福祉事業団　聖隷福祉事業団　訪問看護ステーション

住吉

静岡県 渡邉　禎子 医療法人　弘遠会　訪問看護ステーション天竜

中山間地域の訪問看護の経験を通し、サービスの少ない地域

での多職種協働についてを考え実践してきた。また、ケアに

おいてはサービスの少なさをカバーするため、セルフケア能

力向上のため様々な工夫を考え実践してきた。

愛知県 真下　美枝子 愛知県看護協会立訪問看護ステーションたかつじ 精神科看護、家族看護

愛知県 荒木　裕美 一般財団法人名古屋市療養サービス事業団
摂食嚥下障害看護に関する事（摂食・嚥下障害看護認定看護

師です）

三重県 中田　美奈子 訪問看護　浜っこステーション

三重県 中村　いお美 ナーシングホームもも四日市

滋賀県 谷口　智恵己 医療法人　芙蓉会　よつば訪問看護ステーション 認知症ケア　　

滋賀県 伊部　恵美子 彦根市立病院訪問看護ステーション　ほほえみ
現在は認知症、糖尿病の受け持ち利用者が多い。多職種との

連携は多い。

京都府 三宅　佳代子
公益社団法人京都府看護協会　天の橋立訪問看護ステー

ション
地域との連携力

京都府 團野　一美 訪問看護ステーションひなた

京都府 茶谷　妙子 NPO法人福祉広場  訪問看護ステーションひろば
小児の訪問看護、終末期の訪問看護。糖尿病や心不全などの

慢性疾患の訪問看護について発表の経験がある。

大阪府 立石　容子
大阪府訪問看護ステーション協会

ハピネス訪問看護ステーション

大阪府 山本　ゆかり
社会医療法人 生長会　ベルアンサンブル訪問看護ステー

ション

兵庫県 徳山　美貴 兵庫県看護協会

兵庫県 山﨑　和代 西宮市社会福祉事業団訪問看護課

看護管理（意思決定支援の看護実践コンサルテーション、自

治体レベルの訪問看護ステーションのネットワークづくり、

災害対応、暴力対策、新卒採用を含む教育体制構築）

和歌山県 矢出　装子
株式会社なだいコーポレーション 訪問看護ステーション

なだい
ターミナルケア

和歌山県 津田　智巳 訪問看護ステーションみかん 終末期の在宅看護

鳥取県 平田　すが子 訪問看護ステーションゆりはま

助産師免許あり。医療的ケア児や小児にも関わっている。

消化器外科病棟、訪問診療をする在宅支援診療所の内科クリ

ニック、産婦人科外来・病棟で勤務経験がある。ステーショ

ンとしては、看取り、緩和ケア、難病の方の看護などを含

め、全ての分野の依頼を受けている。医療依存度の高い利用

者が多い。

鳥取県 濱田　辰美　 日野病院組合　訪問看護ステーション 山間地における訪問看護

島根県 小椋　智恵美　 島根県看護協会　訪問看護ステーションおおだ 緩和ケア

島根県 齋藤　貴美子 益田市医師会訪問看護ステーション 緩和ケア

岡山県 竹内　美里 津山中央訪問看護ステーション ターミナルケア、退院支援

岡山県 柚木　加苗子 倉敷訪問看護サービスセンター

広島県 遠藤　泰子 広島県看護協会訪問看護ステーション「若葉」 認知症、多職種の連携

広島県 高垣　優子 訪問看護ステーション　むかいしま 特になし（小児から超高齢者までの在宅療養支援）

広島県 坂本　しげみ
一般社団法人　安芸地区医師会熊野町訪問看護ステーショ

ン
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山口県 舩井　靖子 徳山医師会訪問看護ステーション 退院支援、地域連携

山口県 原田　典子 原田訪問看護センター 訪問看護のターミナルケア、訪問看護の認知症ケア、訪問看

護の難病ケア、訪問看護の小児ケア
徳島県 邉見　知惠子

公益社団法人徳島県看護協会　徳島県訪問看護支援セン

ター
訪問看護

徳島県 片岡　雅美
ひだまり訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所

ひだまり

県立看護学校の非常勤講師をしており、若い方にも訪問看護

の魅力を伝えいる。大学で、特別研究員として、研究にも取

り組んでいる。

香川県 尾崎　美智 訪問看護ステーションたきのみや 看取りを含めた高齢者看護、退院支援

高知県 井上　加奈子　 社会医療法人　仁生会　訪問看護ステーションほそぎ

高知県 二神　千明 訪問看護ステーションのぞみ

福岡県 井手　麻利子 福岡赤十字訪問看護ステーション
がん看護。院内では緩和ケアチームのメンバーとしても活動

している。

佐賀県 永松　五百重　 佐賀県看護協会　佐賀県訪問看護サポートセンター

佐賀県 堀口　奈緒子 医療法人ひらまつ病院訪問看護ステーション 終末期の看取り

長崎県 佐竹　啓子 フランシスコ訪問看護ステーション 高齢者在宅看護一般

長崎県 山口　走野子 長崎県訪問看護ステーション連絡協議会 老人看護

熊本県 木下　弘子 熊本県看護協会訪問看護ステーションくまもと

熊本県 森安　玲子
一般財団法人杏仁会　訪問看護ステーションフォレスト熊

本

大分県 佐々木　真理子
社会医療法人敬和会

大分豊寿苑訪問看護ステーション

大分県 岩橋　京子 日田市医師会立訪問看護ステーション 在宅医療・介護連携について

大分県 多田　美枝子 訪問看護ステーション夢 難病

宮崎県 田原　祐子 公益社団法人　宮崎県看護協会　在宅支援室

鹿児島県 横尾　智子 明輝会　よしの訪問看護ステーション グループホーム看取り支援について、医療連携について

沖縄県 宮城　愛子
公益社団法人　沖縄県看護協会　訪問看護ステーションは

えばる
訪問看護概論　在宅終末期ケア

沖縄県 志茂 ふじみ 公益社団　沖縄県看護協会
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