
 

 

  

 

一般社団法人 大阪府訪問看護ステーション協会 

2019 年度 事業報告（案） 
 

Ⅰ．本会事業 

 

１．総会の開催  定時総会 2019年 6月 22日 大阪府看護協会ナーシングアート大阪 レモンホール 

 

２．会員施設に関すること 

2019年度 入会会員施設数    正会員（施設会員）       806事業所 

賛助会員（団体）      2団体 

賛助会員（個人）   5名 

 

３．会議関係 

【理事会】7回 

前年度 2019年 ５月 30日  30年度事業報告書（案）、決算報告書（案）承認 

第 1回 2019年 ７月 11日  令和元年度事業について、会議体規程について 

第 2回 2019年９月  ７日  「健活おおさか推進府民会議」入会、諸規定（案）承認 

第 3回 2019年 11月 ７日  「在宅患者災害時支援に関する協定書（案）」継続審議、規定（変更案）承認 

臨 時 2019年 12月 11日  「在宅患者災害時支援に関する協定書（案）」、弁護士顧問契約（案）承認 

第 4回 2020年 １月 16日  「大阪府災害福祉チームの派遣に関する協定書（案）」承認 

第 5回 2020年 ３月 12日  2020年度事業計画（案）、予算（案）承認、定時総会の日程について 

【三役会】6回 

第 1回 2019年 ５月９日  第 5回理事会決議確認、2019年度定時総会について 

第 2回 2019年 ６月 27日   定時総会及び 5周年記念祝賀会について 

第 3回 2019年 ８月 22日  第 2回理事会議案検討 

第 4回 2019年 10月 24日   第 3回理事会議案検討 

第 5回 2019年 12月 19日   第 4回理事会議案検討、災害協定書について 

第 6回 2020年 ２月 20日  第 5回理事会議案検討、2020年度事業計画（案）、予算（案）について 

【運営委員会】5回 

第 1回 2019年 ５月 22日  活動報告、入退会状況について、ブロック会計について 

第 2回 2019年 ７月 17日  活動報告、2019年度大阪府地域医療推進協議会（府市要望）について 

第 3回 2019年 ９月 18日  活動報告、メーリングリストの終了について 

第 4回 2019年 11月 20日   活動報告、基金事業進捗、情報共有メディアの移行について 

第 5回 2020年 １月 15日  活動報告、事業計画(案)について、在宅患者災害時支援事業について 

【業務執行理事会議】33回 

毎週金曜日開催  本部事業の企画、運営協動事業、訪問看護推進事業、事務局運営についての協議 など 

 

４．組織体制の強化、整備に関すること 

１）各種規定の整備 

  ・会議体規程 

  ・役員候補者選考規程（変更） 

 ２）組織体制の強化と整備 

  （１）SLACKの導入 

  （２）新ホームページへの完全移行 

（３）年間スケジュール・カレンダーの WEB共有化と公開 

  （４）弁護士との顧問契約の締結 

 

５．委託事業（大阪府訪問看護推進事業を除く） 

 令和元年度 大阪府訪問看護ステーション実態調査事業（大阪府） 

 第 1号議案  
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６．広報に関すること 

【印刷物の発行】  入会のご案内            6,500部発行 

訪問看護のご案内                 8,500冊発行 

訪問看護のご案内(簡易版)      24,000部発行 

           ささえあい８月号             1,800部発行 

           ささえあい年始号          1,000部発行 

研修カレンダー           1,000部発行 

みんなでかんがえ、つくりあげる 

人工呼吸器装着者の予備電源確保推進に向けた 

災害対策マニュアル         5,000部発行 

          新卒訪問看護師スタート・プログラム（第２版） 

 2,000部発行 

  【広報活動】   NEWS LETTER      ： 計 4回発行 

新旧ホームページの更新 ： 随時 
 

７．研修に関すること〔本会事業（本部開催）のみ掲載〕 

   １）精神科訪問看護研修会～精神科訪問看護基本療養費算定要件となる研修会～（3日間） 

第１回 開催日 2019年 8月 9日(金)～8月 11日(日)   

会 場 天満橋 OMMビル      受講者 184名（申込者 258名） 

第２回 開催日 2020年 2月 7日(金)～2月 9日(日)  

会 場 天満橋 OMMビル       受講者 198名（申込者 279名） 

講 師 社会医療法人北斗会さわ病院  理事長          澤   温  氏 

社会医療法人北斗会さわ病院   医療福祉相談室 係長  杉本  聡  氏 

   社会医療法人北斗会さわ病院   医療福祉相談室 主任   中島 憲行 氏 

大阪精神医療センター  みどりの森病棟  看護師      田中 幸代 氏 

訪問看護ステーションみのり 統括管理責任者       進 あすか 氏 

岩手医科大学看護学部  地域包括ケア講座  教授      末安 民生 氏 

医療法人小憩会 ACT－ひふみ 精神科認定看護師    加藤 由香 氏 

   ２）訪問看護ガイドライン研修 

開催日 2019年 8月 31日(土) 

     テーマ 「これからの訪問看護ステーションの在り方」 

講 師  近畿厚生局 

特定非営利法人メイアイヘルプユー 代表理事 新津ふみ子氏 

ベルアンサンブル訪問看護ステーション    山本ゆかり氏 

会 場 大阪府看護協会ﾅｰｼﾝｸﾞｱｰﾄ大阪 ﾚﾓﾝﾎｰﾙ      参加者 247名 

３）介護支援専門員のための医療連携スキルアップ研修（大阪介護支援専門員協会共催） 

開催日 2019年 11月 10日（日） 

テーマ「認知症ケアマネジメントを考える」 

講 師  森口第 1地域包括センター 認知症看護認定看護師 大澤 珠美 氏 

会 場 大阪介護支援専門員協会研修室          受講者 56名 

４）大阪府訪問看護シンポジウム（大阪府医師会、大阪府看護協会との共催） 

開催日 2020年 2月 15日(土) 

内 容 講 演「精神科在宅医療・訪問看護に関わる現況と課題」 

               講 師 社会医療法人北斗会さわ病院 院長  澤  滋 氏 

シンポジウム「精神訪問看護、まずはここから！ 

～多職種、関係機関および行政の相互の理解と連携促進を目指して」 
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会 場 大阪府医師会館                   参加者 169 名 

  ５）新任訪問看護師研修（各期とも 3日間） 

    開催日と受講者数  Ⅰ期 2019年 4月 22日（月）～ 4月 24日（水） 受講者 67名 

       Ⅱ期 2019年 10月 9日（水）～10月 11日（金） 受講者 46名 

              Ⅲ期 2020年 1月 20日（月）～ 1月 22日（水）  受講者 75名 

  ６）中堅訪問看護師研修（基礎コース）２０日間コース 

    開催日 2019年 6月 10 日～7月 31日 受講は選択形式    受講者 205名（延総数 594名） 

  ７）訪問看護管理者研修 上級 Cコース 2020年 2月 20日（木）22日（土）   受講者 33名 

              21日（金）は延期となるが、新型コロナウィルス感染防止により中止となる 

８．行政、各種団体、地域の機関との連携に関すること 

≪共済事業≫ 

  〇看護未来展 2019（大阪府看護協会 テレビ大阪） 

  〇令和元年度看護の日ハートフル大阪 21事業（大阪府・大阪府看護協会ほか） 

  〇訪問看護師とケアマネジャーの連携研修会（大阪介護支援専門員協会） 

  〇大阪府訪問看護シンポジウム（大阪府医師会 大阪府看護協会） 

 

≪理事・委員は県・推薦当≫ 

大阪府 

〇大阪府医療審議会 

〇大阪府医療審議会（在宅医療部会） 

〇大阪府死因調査等協議会 

〇看護職員需給見通し検討部会 

〇大阪府災害福祉支援ネットワーク会議（大阪ＤＷＡＴ協定締結） 

〇大阪府がん対策推進委員会及び同委員会部会 

〇大阪府難病児者支援対策会議 

〇大阪府医療依存度の高い重症心身障がい児者等支援会議 

〇看護の日～ハートフル大阪 21～実行委員会 

〇大阪府難病医療推進会議 

市町村 

〇大阪府保健医療協議会委員（三島、豊能、北河内、中河内、大阪市、堺、南河内、泉南） 

〇堺市保健医療懇話会委員 

〇大阪市地域密着型サービス運営委員会委員 

〇大阪市在宅医療・介護推進会議委員 

〇堺市医療圏がん診療ネットワーク協議会 ACP ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ委員会 

〇堺市地域包括ケアシステム審議会 

〇大阪市医療的ケア児の支援に関する検討会議委員 

〇堺市難病支援連絡会委員 

〇北区大淀地域包括支援センター地域ケア会議 

〇泉佐野市要保護児童対策地域協議会 

団 体 

◎理事推薦 

 〇一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

 〇公益社団法人 大阪介護支援専門員協会 

◎委員推薦 

 〇大阪府看護協会事業運営委員会（大阪府看護協会） 

 〇大阪府ナースセンター運営協議会（大阪府ナースセンター） 

 〇大阪府医師会医療モニター 

 

≪その他会議等参加≫ 

  〇大阪府地域医療推進協議会 
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  〇訪問看護連絡協議会（日本看護協会） 

  〇訪問看護ステーション連絡協議会（近畿ブロック会） 

  〇看護団体代表者懇談会（大阪府看護協会） 

  〇小児の在宅医療・看護連携懇談会 

  〇介護労働安定センター懇談会 

  〇大阪府看護協会通常総会 

  〇大阪府看護連盟総会 

  〇大阪府看護学校協議会通常総会 

  〇全国訪問看護事業協会総会 

  〇憲法記念日表彰式 

  〇看護事業功労者、訪問看護ステーション表彰式 

  〇訪問看護サミット 2019（日本訪問看護財団） 

  〇大阪府看護学会 

  〇小児在宅医療を考える会 

  〇健活おおさか推進府民会議 2019～日本健康会議 in大阪 

 

≪後援名義≫ 

〇2020 年 8 月 29 日、30 日「一般社団法人日本地域看護学会第 23 回学術集会」 

 日本地域看護学会第 23 回学術集会 

〇7 月 7 日「アジア・ハート・ハウス大阪セミナー」公社）臨床心臓病学教育研究会 

〇7 月 25 日「第 30 回大阪地域医療連携合同協議会 大阪連携たこやきの会」 

 大阪地域医療連携合同協議会 

〇2020 年 2 月 29 日「第 13 回日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会」 

公財）日本生命済生会日本生命病院 

〇11 月 30 日「第 10 回近畿在宅医療推進フォーラム」一社）京都府医師会 

〇12 月 17 日「第 31 回大阪地域医療連携合同協議会 大阪連携たこやきの会」 

〇2020 年 2 月 1 日「第 7 回大阪府立大学大学院看護学研究科 療養学習支援センター看護フォーラム」 

〇2020 年 2 月 1 日「第 7 回堺市における在宅医療ネットワーク講演会」 一般社団法人 堺市医師会 

 

７．委員会、部会報告 

１） 学術研修委員会 

≪委員会≫ 5回開催 

≪研 修≫ 3回 

１．テーマ 「事例のまとめ方」～実践の意味を問い考察を深めるために～  

開催日 2019年 5月 11日（土） 

講 師 大阪医科大学 看護学部 在宅看護学  教授 真継 和子 氏 

  会 場 大阪府社会福祉会館研修室               受講者 48名 

２．テーマ 「強みを活かす看護アセスメント」～関連図を用いた在宅看護過程教育の実際～ 

開催日 2019年 9月 28日（土） 

講 師 大阪市立大学大学院看護学研究科在宅看護学領域 教授 河野あゆみ 氏 

     会 場 大阪府社会福祉会館研修室               受講者 54名  

３．テーマ 学術集会「伝えよう訪問看護の力」 

開催日 2019年 11月 16日（土） 

会 場 大阪府看護協会ﾅｰｼﾝｸﾞｱｰﾄ大阪 レモンホール 参加者 午前：108名 午後：139名 

午前：学術講演「在宅看護実践から実践知への転換：看護研究をさらに身近に」  

   講 師  大阪市立大学大学院看護学研究科在宅看護学領域 教授 河野あゆみ 氏 

午後：事例発表（11事例） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 大阪市立大学大学院看護学研究科在宅看護学領域 准教授 岡本双美子 氏 
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２） 広報委員会 

≪委員会≫ 7回+臨時 1回開催   

≪内 容≫  広報誌 ささえあいの発行  2回（8月・1月） 

      看護未来展の写真の選定 

 

３） 小児訪問看護委員会  

≪委員会≫ 5回開催 

≪研 修≫ 2回 

１．テーマ「小児在宅看護のやりがい」～生活支援から看取りまで、その全てを考える～ 

開催日 2019年 11月 9日（土）  

講 師 医療法時財団はるたか会 理事長 前田浩利 先生 

ゲストスピーカー；藤井蕗 氏（お母様の経験から） 

会 場 大阪府看護協会ナーシングアート大阪 レモンホール   受講者 84名 

 ２．テーマ 「医療ケア児を支える環境を知る」～制度を知り現状を語り多職種との連携を深めよう～ 

開催日 2020年 1月 11日（土） 

講 師 大阪府障がい福祉室地域生活支援課 廣川 宏 氏  

    藤井寺保健所保健師        前田和恵 氏 

    訪問看護ステーションソルア    𠮷本耕三 氏 

会 場 大阪社会福祉指導センター研修室           受講者 62名 

≪その他≫「医療的ケア児を地域で支援する協議の場」についての聞き取り調査 

≪他団体との連携≫ 

   大阪小児の在宅医療を考える会   2020年 1月 19日(日)  

小児の在宅医療・看護連携懇談会  2019年 7月 4日 2019年 11月 21日 

 

４）訪問看護災害対策検討委員会 

≪委員会≫ 7回＋ﾏﾆｭｱﾙ部会 4回 開催 

≪研修会≫ 11ブロック災害拠点ステーション研修（44拠点ステーションにて開催） 

      講 師  大阪府臨床工学技士会より 

≪発 刊≫『人工呼吸器装着者の予備電源確保推進にむけた災害対策マニュアル』作成 

 

５）精神科訪問看護委員会   

≪委員会≫ 6回開催 ※第 4 回以降は精神科訪問看護を考える会と合同開催 

≪研  修≫ 2回 

１．テーマ 「在宅精神科医から学ぶ薬物療法の実際」 

～訪問看護で使える精神科の薬のここが知りたい！睡眠薬から向精神薬まで～ 

     開催日 2019年 9月 7 日（土） 

講 師 アイルすまいるクリニック 医師 中嶋真一郎 氏   

     会 場 大阪府社会福祉会館研修室                 受講者 77名 

２．「大阪訪問看護シンポジウム」の企画と協力 

 

６）精神科訪問看護を考える会 

≪委員会≫ 4回開催 ※第 2 回以降は精神科訪問看護委員会と合同開催 

      精神科領域の現況の理解と課題抽出、2019年度大阪府訪問看護ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの企画、各種協力 

 

７）新卒訪問看護師育成事業部会（訪問看護師を増やす育てるプロジェクト） 

≪委員会≫ 4回開催 

≪研修会 他≫ 

１．テーマ 新卒訪問看護師育成セミナー「経営からみた新卒若手訪問看護師のキャリア」 

開催日 2020年 2月 8日（土） 
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会 場 大阪市立大学阿倍野キャンパス看護学舎       受講者 45名 

２．新卒訪問看護師育成研修  

開催時期 2019年 4 月～2020年 3月まで  

○Ⅲ期生 年 5回開催 参加 3名 ○Ⅳ期生 毎月開催（※3 月は中止）参加 7名  

   ≪発 刊≫『新卒訪問看護師スタート・プログラム 第 2 版』作成 

 

８）看護小規模多機能部会                     

  ≪交流会≫ 2回 

      テーマ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 情報交換・交流会  

第 1回：開催日 2019年 5月 24日（金） 

会 場 大阪府訪問看護ステーション協会研修室   参加者 27 名  

第 2回：開催日 2019年 9月 13日（金） 

会 場 大阪社会福祉指導センター研修室       参加者 56名 

 

９）訪問看護実務相談事業部会 

  ≪部 会≫ 適正化部会と合同開催 

≪相談事業≫ 

     内 容  制度、運営、報酬請求について電話 FAXでの相談実施  

     対応日  適宜 FAXにて対応  

  実 績  相談件数計／280件    

  ≪研修会≫ 

テーマ  訪問看護実務研修会 

開催日 2020年 1月 18日(土)  

講 師 大阪府国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金大阪支部 より 

会 場 大阪府看護協会ナーシングアート大阪 レモンホール   受講者 292名 

10）訪問看護適正化部会 

≪部 会≫ ５回開催 

      訪問看護電話実務相談の評価と分析、各種訪問看護報酬、制度の現況、苦情対応、不適正な事 

業所への対応法などの対応、審査機関、行政機関との協議等 

       

11）小児訪問看護を考える会 

≪部 会≫ 1回開催  

        大阪市医療的ケア児の通学支援についての協議、 

小児の在宅医療・看護連携懇談会への参加、各種協力他 
 

８．ブロック活動報告    

＜三島ブロック＞  スローガン『看護の役割を発揮し、地域の医療と介護のネットワークを強める』 

    《会議》   役員会 4 回  管理者会 3 回 

《研修会》  ・7/20 事例発表会  

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）  

○看護協会との連携 ・看護協会北支部会議参加 ・5/11 看護フェスタ   

○7/30 就職フェア（ナースセンター）参加 （豊能・三島ブロック共同） 
 

 ＜豊能ブロック＞  スローガン『ステーション間での「絆」をさらに深めよう！ 』 

    《会議》     役員会 6 回  管理者会 4 回  懇親会 1 回 

《その他会議》 各市訪問看護ステーション連絡会/毎月もしくは隔月 

《研修会》   ・9/21 事例発表会 

 ○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照） 

○看護協会との連携 ・職能Ⅱ会議参加  
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＜北河内ブロック＞ スローガン『つながろう 北河内ブロック』 

 《会議》    役員会 4 回  管理者会 4 回 

《その他会議》 関西医科大学病院との連絡会：4 回  関西医大 3 病院と北河内ブロック看看連携会議 

         各市訪問看護ステーション連絡会/毎月もしくは隔月 

《研修会》    ・8/31 事例検討会    ・11/30「職場や地域社会で活躍できる人材育成」  

  《イベント》 ・10/27 健康・医療・福祉フェスティバル（枚方市） 

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照） 

○看護協会との連携 ・看護協会府北東支部会議参加   
 

＜中河内ブロック＞ スローガン『つなげよう、深めよう、中河内の輪』  

 《会議》        役員会 3 回  管理者会 4 回  懇親会 1 回 

《その他会議》  地域看看連携会議：総会、合同報告会 各 1 回  東大阪市 4 回 八尾市 4 回 柏原市 4 回 

《研修会》   ・5/22 秋山先生 WEB研修（大塚製薬主催）   

《イベント》  ・8/26 就職フェア（アリオ八尾） ・11/17 健康フェスティバル（柏原市） 

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）  
 

＜市北ブロック＞ スローガン『つなげよう看護の底力、広げよう地域の和(輪)』 

《会議》    役員会 6 回  管理者会 5 回 

《その他会議》 

《研修会》  

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）  

○看護協会との連携 ・職能Ⅱ本部支部合同会議参加 

 

＜市西ブロック＞ スローガン『新(NEO) チャレンジ 市西』 

    《会議》役員会 6 回 管理者会 6 回 

《その他会議》 各区訪問看護ステーション連絡会/毎月もしくは隔月 

《研修会》  ・12/18「働き方改革」 

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）   

       

 ＜市東ブロック＞ スローガン 『新しい時代に繋げる訪問看護』  

      《会議》     ブロック総会 1 回  役員会 6 回  管理者会 各区単位で 1 回/月  

《研修会》    ・7/27 事例発表会、PCA ポンプの使い方 ・11/2「管理者のストレス解消法」参加者 30 名 

・2/7 病院・地域の交流会 参加者 99 名 

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）   

 

 ＜市南ブロック＞ スローガン『集めよう看護の力、深めよう地域の輪』   

《会議》    役員会 5 回  管理者会 年 4 回   

《その他会議》 大阪急性期総合医療センター地域連携合同会議  3 回 各区訪問看護ステーション連絡会/隔月 

《研修会》    ・7/12 事例発表会 ・10/23「退院支援にかかる多職種研修会」 

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）   

  

＜堺ブロック＞ スローガン『広げよう！あつい訪問看護の輪』 

《会議》    役員会 4 回  管理者会 3 回  交流会 1 回 

《その他会議》 施設連絡会支部会議  各区にてほぼ毎月、区会議開催 

《研修会》  ・9/7、1/25 事例検討会 ・6/13、10/31 CC コネット研修会 ・10/29「終末期リハと人生会議」 

《イベント》 ・5/19 ローズカーニバル 

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）   
 

＜南河内ブロック＞  スローガン『暮らしのそばに寄りそう看護   南河内』 
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《会議》役員会 6 回  管理者会 5 回 

《その他会議》府南支部施設代表者会議/毎月 

《研修会》  ・9/1 事例発表会  ・1/26「富田林地域における地域包括ケア推進のための他職種連携研修会」  

《イベント》 ・5/11 看護フェスタ  

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）   

 

＜泉南ブロック＞ スローガン『地域を見守り地域を支える訪問看護の力』 

《会議》   役員会 4 回   管理者会 4 回 

《研修会》  ・6/19 事例発表会 

《イベント》 ・7/27 岸和田カンカン ・9/22 サンガーデン介護フェア ・10/20 田尻町 130 年フェスタ  

○教育ステーション研修会への協力（※大阪府訪問看護推進事業報告書 参照）   

 

 

Ⅱ．大阪府訪問看護推進事業等 

 

≪2019 年度訪問看護推進事業説明会≫  

2019 大阪府訪問看護推進事業（補助金）説明会を開催した（5 月 16 日 大阪府社会福祉会館） 

 

≪受託補助事業者審査・選定委員会≫ 計 3回開催 

 教育ステーション・相互連携事業ほか、受託補助事業者の審査選定のために、審査選定委員会を設置し 

申請書類の審査及び選定を随時行った。 

  

≪訪問看護推進事業≫ 

○看護学生インターンシップ事業 

○訪問看護実践研修事業                      【間接補助事業】 

・訪問看護支援センター ・教育ステーション 19カ所 

・新任訪問看護職員育成事業                                       【間接補助事業】 

○訪問看護ネットワーク事業 

・訪問看護相互連携事業                      【間接補助事業】 

・規模拡大推進事業①（事務職等雇用・ICT）            【間接補助事業】 

・規模拡大推進事業②（規模拡大・機能強化）            【間接補助事業】 

・規模拡大推進事業④（特定行為研修等）             【間接補助事業】 

・規模拡大推進事業⑤（土日営業体制確保）            【間接補助事業】 

○訪問看護専門研修 訪問看護管理者研修（基礎コースおよび労務・人事コース） 

 

≪その他補助事業≫ 

〇大阪府在宅患者災害時支援体制整備事業 

 

≪委託事業≫ 

〇大阪府訪問看護実態調査 2019 

 

 １．看護学生インターンシップ事業 

１）事業の実施期間    2019 年 4月 1日～2020年 3月 31日   

２）事業内容 

   看護師等養成所及び大学における看護学生が訪問看護に興味を持ち訪問看護ステーションに就業する

ように取り組むことにより、訪問看護の安定的な供給を実現し、訪問看護サービスの向上を図る事業 

３）実施結果 

  （１）体験学校、体験学生、受け入れステーションの実績 

＊体験参加学校数 ：42校   ＊受入ステーション：44カ所 

＊体験実施学生数 ：188名 （大学生 看護学生 高校生） 
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    （２）2020年 2月 8日  「地域で取り組む新卒訪問看護師育成セミナー」開催 

  

４）広報活動 

（１）2019年 4月 18～20日 「看護未来展 2019」、5月 11日「看護の日」への参加 

（２）冊子「新卒訪問看護師スタート・プログラム（第 2版）」 2,000部発行 

 

２.訪問看護実践研修事業 

１）実施期間 

    支援センター事業   2019年 4月 1日～2020年  3月 31日 

教育ステーション事業 2019年 4月 1日～2019年 12月 31日 

新任訪問看護職員育成事業 2019年 4月 1日～2020年 3月 31日 

２）事業内容 

   訪問看護支援センターによる訪問看護師の確保・育成・定着事業の企画運営と並行して、身近な地域の

訪問看護サービス向上、地域の実情に応じた研修、医療介護連携に関する事業の実施を、教育ステーシ

ョンに委託して実施。新任訪問看護師育成事業として教育に関わる経費への助成事業を行った。 

【訪問看護支援センター事業】 

  大阪府訪問看護ステーション協会内に「大阪府訪問看護支援センター」を設置し、各種研修・イベント 

事業、相談窓口の設置、広報などを行った。 

  （１）訪問看護実務電話相談 

内 容：府内訪問看護ステーション等から制度、運営、報酬請求についての電話相談窓口を設置 

実施日：FAXにて受付。地域の教育ステーションへ転送し、適宜対応 

実 績：相談件数計／280 件  

  （２）ホームページの運営 

各種研修・助成事業の情報などを随時更新し、掲載行った。 

（３）支援センター研修事業 

① 2019年 4月 18日～20日 看護未来展 2019 

・「見たい聞きたい！訪問看護の世界」                        参加者 76名 

・「これからの退院支援のあり方」訪問看護ステーションゆいか 錦織法子氏      参加者 119名 

    ・「あなたは最期をどこで迎えたいですか」淀川キリスト教病院 池永昌行氏      参加者 275名 

② 2019年 5月 24日 看護小規模多機能型居宅介護事業所情報交換・交流会    参加者 27名 

③ 2019年 8月 31日 ガイドライン研修                     参加者 247名 

④ 2019年 11月 16日 第 1回学術集会                     参加者 139名 

⑤ 2020年 1月 11日 小児訪問看護交流研修会                    参加者 73名 

 

【教育ステーション事業】 

（１）事業の内容と目的 

訪問看護師の確保・育成・定着事業、及び身近な地域の訪問看護サービス向上、地域の実情に応じた 

研修、医療介護連携に関する事業を実施するために、大阪府訪問看護教育ステーションを 19ヵ所設置。

連携する訪問看護ステーション（協力ステーション）と共同して次に掲げる事業を実施した。 

① 訪問看護ステーションの体験・研修、コンサルテーションの実施 

② 地域の訪問看護師の人材育成及び確保促進に関すること 

③ 医療と介護の連携・人生の最終段階を支える支援の普及啓発 

④ 医療機関等における訪問看護師の研修の実施 

⑤ 災害対策研修 

⑥ 訪問看護サービスの質評価研修 

 

（２）2019年度 訪問看護教育ステーション一覧 

済生会茨木訪問看護ステーション 三島ブロック（大阪府茨木市） 
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摂津市保健センター訪問看護ステーション 三島ブロック（大阪府摂津市） 

大阪医科大学訪問看護ステーション 三島ブロック（大阪府高槻市） 

協和訪問看護ステーション 豊能ブロック（大阪府吹田市） 

セコム豊中訪問看護ステーション 豊能ブロック（大阪府豊中市） 

訪問看護ステーションアールドビーブル 豊能ブロック（大阪府箕面市） 

ひらかた聖徳園訪問看護ステーション 北河内ブロック（大阪府枚方市） 

河内医師会訪問看護ステーション 中河内ブロック（大阪府東大阪市） 

桃李訪問看護ステーション 中河内ブロック（大阪府八尾市） 

訪問看護ステーションゆいか 市北ブロック（大阪市都島区） 

社会医療法人愛仁会 

訪問看護ステーションほほえみ 
市西ブロック（大阪市西淀川区） 

ニッセイ訪問看護ステーション 市西ブロック（大阪市西区） 

暁明館訪問看護ステーション 市西ブロック（大阪市此花区） 

大阪市中央訪問看護ステーション 市東ブロック（大阪市中央区） 

訪問看護ステーションたちばな 市南ブロック（大阪市東住吉区） 

ハピネス訪問看護ステーション 市南ブロック（大阪市平野区） 

シャローム訪問看護ステーション 堺ブロック（大阪府堺市） 

医療法人恒昭会 あおば訪問看護ステーション 南河内ブロック（大阪府大阪狭山市） 

ふちゅう訪問看護ステーション 泉南ブロック（大阪府和泉市） 

 

（３）活動実績（集計） 

     ①集合研修開催回数  訪問看護師向け、他職種、府民向け研修、病院との連携研修、災害研修等 

計 98回（受講者 計 3,492人） 

     ②イベントの開催   府民対象（健康づくりを考える、認知症予防、人生会議についてなど） 

計 11回（参加者 計 645人） 

     ③体験研修受け入れ  看護管理者、訪問看護師、病院看護師、学校教員、看護学生、高校生、 

他職種等  計 330名 

     ④コンサルテーション 訪問看護師等を対象とした専門的なコンサルテーション  計 34件 

     ⑤電話相談      訪問看護ステーション、他職種を対象とした電話相談   計 269件 

 

【新任訪問看護職員育成事業】 

１）実施期間   2019年 4月 1日～2020年 3月 31日 

２）事業内容   

新任訪問看護職員を雇用し、所定のプログラムに沿った研修を実施、ステーション内の指導体制 

システムを強化することで、新任職員の能力向上を目指す。 

３）実施結果   14ステーション交付  新任看護師人数 27人 

 
４．訪問看護ネットワーク事業（相互連携事業・規模拡大推進事業・機能強化推進事業） 

 １）実施期間  2019年 4月 1日～2020年 3月 31日 

２）事業内容 

複数の訪問看護事業所や訪問看護と介護、医療機関等が相互に連携する事業を支援・強化することに 

より、訪問看護の安定的な供給を実現し、もって訪問看護サービスの向上を図るための事業 

３）実施結果 

 間接補助事業 

申請事業所数 49事業所   取り下げ数 2事業所   受理事業所数 47 事業所     

（事業別申請・受理件数） 

① 訪問看護相互連携事業   申請 3件  受理  3件 

② システム導入支援事業   申請 28件  受理 27件 

③ 事務職員等雇用支援事業   申請 13件  受理 12件 

④ 特定行為等研修代替職員確保支援事業 申請 11件  受理 10件 

     ④ 土日営業体制確保事業         申請 5件   受理 5件 
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５．専門研修事業 

１）訪問看護管理者研修 

A.訪問看護管理者研修初級コース≪2日間≫Ⅰ期・Ⅱ期 

（１）研修目的 

訪問看護管理者に必要な基本事項を学ぶ。訪問看護管理者研修のステップ第 1段階となる。 

（２）実績 

     Ⅰ期…2019年 5月 28 日・29日     受講者 70名 

Ⅱ期…2019年 9月 18 日・20日       受講者  45名 

Ⅲ期…2020年 3月 3日・5日（中止） 

B.訪問看護管理者研修中級コース≪2日間≫Ⅰ・Ⅱ期 

（１）研修目的 

訪問看護管理者に求められる経営・人的資源管理能力のスキルアップをはかる目的で、現場で使える 

実践に即した応用的なスキルを養う。 

（２）実績 

     Ⅰ期…2019年 7月  4 日・ 5日     受講者 36名 

Ⅱ期…2019年 12月 13日・14日      受講者  19名 

C.訪問看護管理者研修 経営コース≪1日間≫（Ⅰ～Ⅵ） 

（１）研修目的 

訪問看護管理者の事業経営・運営・人材活用能力の向上と人材育成を図る。 

（２）実績  

     Ⅰ…2019年 ７月 27日    受講者 35名     Ⅳ…2019年 10月 19日  受講者 42名 

     Ⅱ…2019年 ８月 24日   受講者 38名     Ⅴ…2019年 11月 30日  受講者 52名 

     Ⅲ…2019年 ９月 14日  受講者 43名     Ⅵ…2020年 １月 25日  受講者 50名 

 

 ６．大阪府在宅患者災害時支援体制整備事業 

１）事業の実施期間    2019 年 4月 1日～2020年 3月 31日   

２）事業内容 

大阪府域の災害時に備え、府内の訪問看護ステーションがその利用者である在宅療養患者への自助行動

啓発の推進及び災害発生時の医療的ケアに必要な人工呼吸器等の非常用電源等の提供による支援体制整備

を図る事業。 

３）会議 

  （１）大阪府在宅患者災害時支援体制整備会議  全 3回 

  （２）研修部会・マニュアル作成部会 全 11回 

４）実績 

  （１）地区拠点  拠点訪問看護ステーション 44カ所を設置 

（２）地区拠点への簡易発電機、蓄電池 88台、及び災害時応援用医療資材の設置 

（３）「人工呼吸器装着者の予備電源確保に向けた災害対策マニュアル」の作成と配布 

    （４）「地域における発電機使用のための体験研修」  

拠点ステーション研修    開催回数 44回   受講者 626名 

教育ステーション研修（再掲）開催回数 34回   受講者 1,170名 

  （５）大阪府との協定書の締結 

  （６）その他マニュアル等の作成   

①拠点ステーションマニュアル ②発電機使用マニュアル（簡易版）／ 動画マニュアル  

 

 ７．大阪府訪問看護実態調査 

  （１）調査期間：2020 年 1 月 10 日～1 月 31 日  全郵送件数は 1271 件  

（２）回収件数：計 840 件（WEB 回収 704 件  FAX 回収 136 件）であり、回収率は 66.4％ 

  （３）調査結果：ホームページ掲載中 


