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北海道 齋藤　美雪
一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団　岩見沢訪問看護ス

テーション

北海道 保坂　明美 株式会社トラントユイット訪問看護ステーションフレンズ
訪問看護。病院と在宅を繋げるために地域で活動して

いる。

青森県 南　輝美 訪問看護ステーション　えがお 難病看護

青森県 木村　寿美
医療法人芙蓉会　総合ケアセンターさんらく　訪問看護ステー

ションマザー

認知症看護認定看護師として包括支援センターと協力

し、認知症カフェなど参加し、地域へ認知症に関する

情報提供している。

岩手県 ガルシア　小織 訪問看護ステーション　メディケア ターミナルケア、人材育成

岩手県 飯嶋　純一 訪問看護ステーション結いの手 精神科看護、認知症看護（精神科認定看護師）

宮城県 阿部　朋美 石巻市医師会附属訪問看護ステーション 多職種連携　情報連携

宮城県 前田　香苗 公益社団法人宮城県看護協会　大崎訪問看護ステーション

秋田県 重川　美紀子 公益社団法人秋田県看護協会

看護教員として看護学生と共に学んだ経験や、院内で

の新人教育・部署内の研修担当。現在は、当協会の研

修担当、介護職員のたん吸引等研修事業の指導看護

師、委員として、老若男女の人材育成に携わってい

る。

秋田県 工藤　ゆき子 秋田県厚生連山本訪問看護ステーション

山形県 佐藤　美香
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

山形県 石川　容子  医療法人社団緑愛会湖山病院訪問看護ステーション 老人看護

福島県 佐藤　利恵 福島赤十字訪問看護ステーション ターミナルケア

福島県 猪俣　三保 一般財団法人太田綜合病院　太田訪問看護ステーション 看護学生対象の講義、在宅看護論

茨城県 松金　広子 訪問看護ステーションもみやま 小児から精神まで訪問看護全般

茨城県 大澤　栄子 医療法人徳洲会訪問看護ステーション　はなもも

栃木県 小薗江　一代 医療法人アスムス　わくわく訪問看護ステーションおやま

講義経験があるものは

・ケアマネジャー対象に訪問看護についてや訪問看護

と介護の違いについて

・病院看護師対象に訪問看護についてや訪問看護の魅

力について

・訪問看護師養成講習「診療報酬を反映した訪問看

護」（H３０年度から）

また、これからやってみたいものは

・一般市民向け訪問看護講座

・小中学生向け訪問看護紹介　　　など

栃木県 重信　純子 とちぎ訪問看護ステーションいまいち

群馬県 加藤　恵美 高崎健康福祉大学訪問看護ステーション ストーマケア

群馬県 上田　礼子 公益社団法人　群馬県看護協会 母性看護

埼玉県 藤田　茂治 訪問看護ステーションりすたーと

精神科に特化した訪問看護ステーション。今までにな

かったような新たな視点での精神科訪問看護を行って

いる。

精神科アウトリーチ研究会活動、事例検討会などの発

足、さまざまな研修会の企画、書籍の発刊、学会企画

など、精神科看護の発展に向けて活動中。

埼玉県 中村　あつみ 医療法人社団　なすはら医院訪問看護ステーション

千葉県 杉原　幸子
国保直営総合病院　君津中央病院　地域医療センター　地域連

携室
訪問看護、退院支援、地域連携

千葉県 山﨑　潤子 医療法人社団きさらぎ会緑が丘訪問看護ステーション 認知症ケア、フットケア

東京都 竹内　里絵子 千駄木訪問看護ステーション 死生学

東京都 田中　千賀子 田園調布医師会立訪問看護ステーション
在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調整・

支援、災害対策
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神奈川県 横山　郁子 株式会社パーソナル・ナース 訪問看護経営・運営、地域看護

神奈川県 原田　伸子
公益社団法人神奈川県看護協会　かがやき訪問看護ステーショ

ン
地域看護

新潟県 西村　裕見子
社会福祉法人亀田郷芦沼会　指定老人訪問看護ステーションあ

しぬま

新潟県 森下　加緒里 訪問看護ステーションかめだ
看取り・カテーテル管理・介護離職問題・等の講師の

経験有。

富山県 西井　和実 富山県看護協会穂横紋看護ステーションひよどり富山

富山県 上野　三佳 もみじ訪問看護ステーション

石川県 丸山　麻美子 （株）加賀福祉サービス　訪問看護ステーションえがお ケアマネジメント

石川県 中村　志帆
一般社団法人　石川県医療在宅ケア事業団　中能登訪問看護ス

テーション
地域包括ケアに向けて、訪問看護と地域連携について

福井県 小川　依子 （株）仁愛ケアサービス　仁愛訪問看護センター

福井県 黒田　たまき 福井県済生会訪問看護ステーション

山梨県 網野　由貴 株式会社 洗心　訪問看護ステーションつゆき 緩和ケア

山梨県 小林　博子 公益社団法人山梨県看護協会つる訪問看護ステーション
在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職員・

ケアマネジャー向け研修、吸引関連、精神科訪問看護

長野県 牛澤　弘恵 岡谷市訪問看護ステーション 在宅での看取り

長野県 德重　小十代 訪問看護ステーションあゆみ 在宅看取り

岐阜県 中川　みのり
岐阜県看護協会

有限会社Eナーシング　訪問看護ステーションイーナース

がん・非がんに対するターミナルケア、障がい児者へ

の在宅ケア

岐阜県 郡上　晶子 岩砂訪問看護ステーション 神経難病のサポート

静岡県 大村　早苗 つどいのおか訪問看護ステーション 多職種連携、褥瘡、ストマケア

静岡県 松川　香織 公益財団法人訪問看護ステーションうしぶせ 在宅における難病ケア

愛知県 木股　美由紀 社会医療法人大雄会　　新生訪問看護ステーション・アウン 小児、看取りに関すること

愛知県 森田　貞子
愛知県訪問看護ステーション協議会　（すみれ訪問看護ステー

ション）
看取りの支援（家族を含む）、がん末期の看取り

三重県 西出　聡美 社会医療法人　畿内会　訪問看護ステーションおかなみ 糖尿病療養指導

三重県 清水　明美 伊勢赤十字訪問看護ステーション 赤十字健康生活支援講習には、指導員として参加

滋賀県 和田　幸子 大津市民病院訪問看護ステーション 訪問看護（訪問看護認定看護師）

滋賀県 新山　 和枝 公立甲賀病院訪問看護ステーション ターミナルケア

京都府 山本　かおり 医療法人健康会　訪問看護ステーションみなみ 退院支援

京都府 小林　菜穂子 公益社団法人信和会訪問看護ステーションどんぐり 看取りを含めた高齢者看護

大阪府 大橋　奈美
医療法人ハートフリーやすらぎ　訪問看護ステーションハート

フリーやすらぎ
新卒訪問看護師育成・看取り・医療的ケア児

大阪府 髙澤　洋子 よどきり訪問看護ステーション新大阪

兵庫県 太期　美恵子 公益社団法人兵庫県看護協会神戸訪問看護ステーション
訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け

研修、吸引関連、看取り・ターミナル

兵庫県 荒尾　和美 宍粟市訪問看護ステーション

奈良県 下出　和子
一般財団法人桜井市医療センター　桜井市訪問看護ステーショ

ンさくら
小児訪問看護、ターミナル看護、褥瘡ケアなど

奈良県 川田　しのぶ 二上ファミリー訪問看護ステーション
訪問看護、在宅看護、退院支援、病院・クリニックな

ど多職種との連携

奈良県 森本　広子 ゆい訪問看護ステーション
訪問看護全般、地域包括ケアシステム、エンドオブラ

イフケア等

和歌山県 廣畑　直子 済生会有田訪問看護ステーション 在宅看取り、ターミナルケア
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和歌山県 丸山　美智子 一般社団法人幹　幹（みき）在宅看護センター 医療的ケア児

鳥取県 小林　美江 はまなす訪問看護ステーション がんターミナル、医療的ケア児、ストーマケア

鳥取県 小村　裕美子 訪問看護リハビリステーションのじま 看護管理

島根県 山田　理絵 医療法人　橘井堂(ｷｯｾｲﾄﾞｳ) 訪問看護ステーションせきせい

岡山県 押目　有紀 みどり訪問看護ステーション 老年看護、終末期ケア

岡山県 佐藤　理佳 岡山市医師会訪問看護ステーション 在宅看取り

広島県 越部　恵美 ほっと・はぁとステーションてのひら 呼吸器、終末期ケア

広島県 中川　陽子 社会医療法人祥和会　虹の会訪問看護ステーション 緩和ケア

広島県 安原　明美 広島県看護協会訪問看護ステーション「中央」 摂食嚥下障害

山口県 本山　京子 山口県看護協会　訪問看護ステーションひかり

山口県 松谷　依子 訪問看護ステーションどれみらいふ周南

徳島県 宮本　小由里 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 入江　賀誉子 合同会社誉　ほまれ訪問看護ステーション 在宅看護

香川県 高尾　美保 訪問看護ステーション　あんず 認知症を含む高齢者全般のケアとターミナルケア

香川県 山西　育子 訪問看護ステーションなつめ

訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、

がん看護、退院調整・支援、病院との連携、介護職

員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

愛媛県 西岡　陽子 医療法人健康会訪問看護ステーションいしかわ 在宅看取り、医療的ケア児の在宅療養

愛媛県 日田　さおり 公益社団法人　愛媛県看護協会　訪問看護ステーション愛媛 在宅ターミナルケア

高知県 安岡　しずか 在宅ケアセンターあたご

福岡県 真木　隆子 福岡県看護協会　訪問看護ステーション「くるめ」

これまでは主に看護学生への講義や再就職支援研修、

病院で退院支援に関わる仕事をしている方対象に研修

会を行ってきた。

佐賀県 秋庭　美幸
社会福祉法人恩賜財団済生会支部佐賀県済生会訪問看護ステー

ションなでしこ唐津

訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、

がん看護

佐賀県 瀬戸口　千恵子 佐賀県看護協会訪問看護ステーション 医療的ケア児、在宅看取り、糖尿病看護

長崎県 塩塚　和子 訪問看護ステーション鐙瀬 認知症、精神訪問看護

長崎県 船本　太栄子 公益社団法人　長崎県看護協会　総務部 在宅ターミナル、認知症ケア

熊本県 谷口　絹代 熊本県看護協会訪問看護ステーションながす 在宅看取り

熊本県 江藤　美鈴 訪問看護ステーションひまわり

大分県 藤原　幸恵 社会福祉法人永生会　清流苑訪問看護ステーション 訪問看護

宮崎県 勝吉　千穂子
一般財団法人　潤和リハビリテーション振興財団　訪問看護ス

テーションやわらぎ
在宅看取り・難病・小児・リハビリテーション

宮崎県 野口　教子 JCHO宮崎江南病院附属訪問看護ステーション
訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連

携、緩和ケア、褥瘡ケア

鹿児島県 柳田　千草 びっぐすまいる訪問看護ステーション
乳幼児から高齢者全般、終末期意思決定支援とケア、

難病看護

鹿児島県 冨貴田　景子 医療法人平和会　平和会訪問看護ステーション 家族看護、在宅看護、地域看護

沖縄県 渡嘉敷　美和子 友愛会訪問看護ステーション ターミナルケア

沖縄県 金城　比登美 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　終末期と在宅移行支援
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