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「みんなが笑顔になるように」をご覧いただきましたか？
地域の皆様が少しでも笑顔になるよう願いを込めて
訪問看護ステーションで働く仲間たちと動画を作成しました。
大阪府訪問看護ステーション協会は、これからも地域で
療養される皆様を応援しつづけます。

「災害に強い事業体制と地域づくり」を目指そう
会長 立石 容子
今年3月、新型コロナウイルス感染症が日本国内に蔓延し、わたしたち在宅医療・看護の現場にも激震
が走りました。訪問看護サービスは、地域で生活を行う療養者の安心安全な環境を支えるための大変重要
な資源です。地域の安全と安心に応えていくためには、各々の事業所の看護力強化と、様々なリスクにも
対応した事業を継続する力、そして地域活動においては、感染予防の啓発をしながら、地域における連携
促進を図ることが重要です。当協会は2020年度、「災害に強い事業体制と地域づくり」をスローガンに
掲げました。そして今、地域を中心としたネットワークの強化、オンラインによる情報発信や教育体制の
充実に舵をきり、取り組みを急ピッチで開始しています。
当協会の活動は、814ヵ所の会員施設、120名もの役員・委員、そして多くの地域団体・機関の力の
上に成り立っています。社会機能が維持され、訪問看護が地域の重要な資源として活躍し続けられるよう
皆様からのご意見やご提案を集約し協働体制を進化させながら、協会のもつ機能をより一層向上させてい
きます。皆様と力をあわせてこの危機を乗り越えてまいりたいと思います。
どうぞ、引き続きご協力ご支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。

副会長 中尾 正俊（大阪府医師会）

副会長 小野 惠美子（大阪府看護協会）

これからは地域づくりの視点をもった
訪問看護師が求められます。
医療者である訪問看護師が、住民同士をつなぎ
「自助」「互助」の醸成を支援し、誰もが住み
慣れた地域で生きがいをもって暮らし、共に支え
合う社会づくりを目指しましょう。

地域包括ケアシステムを推進するために
病院で働く看護師と在宅医療を担う看護師
互いの長所を生かし互いに補完しながら、看護の質を
高めていく必要があります。また、今後ますます需要
が高まる人材確保については、大阪府ナースセンター
との連携を図り、訪問看護ステーション・看護小規模
多機能への就業促進を進め、研修事業を通して訪問看
護提供体制充実のための支援に取り組んでまいります。

副会長 高澤 洋子

副会長 松井 由加里

大規模 多機能 ＩＣＴ等が問われる中
「誰のために看護をするのか」もう一度
考える必要があろう。新しい風に期待しながら共に
考える姿勢を忘れず「強くしなやかな」を見える化
していきたい。
～成果が先でも、どんな状況でも成長はできる～

地域の訪問看護師が一丸となって府民の
皆様に、健康増進・疾病予防等、安心し
て在宅生活が継続できるように啓発し、
地域における訪問看護の役割が推進できるように
活動してまいりたいと考えております。今後とも
どうぞ、よろしくお願い致します。

（ケアプロ

川添高志氏）

副会長 山口 恵子

副会長 松本 康代

「看護」とは‘目’で診て‘手’でケアし
利用者を‘護る’病気だけを観察するので
はなく利用者全体を看ることです。「新し
い生活様式」で療養者及び働く訪問看護師を護る、
そして離れても寄り添う、心のソーシャルディスタン
スは取らない、今こそ看護の原点に戻って行っていく
必要があると思います。当協会の発展のため、微力で
はありますが精一杯頑張ります。

副会長という大役を仰せつかり、身が引き
締まる思いです。2025年まであと5年の
今、新型コロナウイルスの脅威という新た
な局面に遭遇しましたが、会員の皆様と一緒に難
局を乗り越えられるよう頑張りたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

理事 前川 たかし（大阪府医師会 ）
訪問看護師が誇りと喜びをもって働き続ける
ことができるよう、皆様のご理解とご協力を
頂きながら、一層の努力をして参る所存で
ございます。

理事 長濱 あかし（豊能ブロック）
ナイチンゲール生誕200年、図らずも感染症
との戦いになりましたが、「訪問看護の力」
一緒に届けましょう。

理事 梶山 直美（大阪府看護協会）
看護協会では職能間連携を図り、継続看護
の提供に向け、外来看護の役割強化、診療所
訪問看護ステーション、介護保険施設等に
おける在宅医療の充実を進めてまいります。

理事 原田 かおる（三島ブロック）
今年度より理事に就任することになりました。
まずは現状を把握し、誠心誠意つとめて参り
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

理事 藤井 照代（大阪府看護協会）
変化する時代に対応できる看護職の人材育
成に取組み、教育研修部としての役割を通
して地域共生社会の実現に寄与いたします。

理事 岩出 るり子（北河内ブロック）
不安な状況下での訪問看護。励ましは万の力
と書きます。互いに励まし助け合い大きな力
となる様に協会の運営に尽力してまいります。

理事 井上 ゆかり（北河内ブロック）
新型コロナウイルスで生活様式が一変しまし
た。不自由感を前向きに捉え新しい時代に必
要とされる提案を一緒に考えたいと思います。

理事 塩津 浩美（市北ブロック）
多様性を求めいろんな事が変化し、新しい
繋がり方をする中で、しっかり役割を果た
していきたいと存じます。よろしくお願い
いたします。

理事 山本 恵（市西ブロック）
大阪府下の訪問看護ステーションの皆さまと
ご一緒に在宅看護を盛り立てていければと
思います。よろしくお願いいたします。

理事 山﨑 京子（市東ブロック）
皆様のご協力をいただきながら、訪問看護
ステーションができることを考え、地域の
連携を深めていきたいと思います。

理事 山本 克美（市南ブロック）
引き続き理事をさせていただきます。
理事として協会のさらなる発展を目指して
精進していきたいと思います。

理事 米原 早苗（市南ブロック）
コロナの影響で集まる事も制限されています
が、負けずに地域を盛り上げていきたいと思
います。今年度も宜しくお願い致します。

理事 村山 真弓（中河内ブロック）
理事に就任し2年目となりました。今年は自
分から発信していけるよう努めたいと思って
います。宜しくお願い致します。

理事 宮川 光代（堺ブロック）
私自身、訪問看護に着任時ステーション協会
(当時）の先輩方に助けて頂き今日がありま
す。地域の医療介護連携のため頑張ります。

理事 芋生 和代（南河内ブロック）
感謝の気持ちを忘れず、「為せば成る」の
精神で、会員の方々のお役に立てるように、
今年度も頑張ります。

理事 井坂 徳子（泉南ブロック）
ステーション同士がつながりを持ち、それぞ
れの地域で訪問看護の役割を発信して出来る
様にしていきたいと思います。

監事 前久保 邦昭（大阪府医師会 ）
今年度から監事に就任しました前久保です。
新執行部のもと、協会の発展に専心努力いた
す所存でございます。

理事 山本 ゆかり（泉南ブロック）
この度 はじめて理事に就任致します。微力
ですが、訪問看護発展に貢献できるよう努力
して参ります。宜しくお願い致します

監事 安田 照美（大阪府看護協会）
進化発展した当協会が、新たな時代の課題を
見極め、利用者の安全と安心の看護の提供に
繋がる事業運営に向け監事として努めます。

監事 雨師 みよ子
コロナウイルス感染症禍の中、新体制で事業
展開を前向きに遂行出来るよう微力ではあり
ますが支援していきたいと思いますので、引
き続き監事として宜しくお願いいたします。

。

総会報告
6月27日、大阪府看護協会ナーシングアート大阪
にて、2020年度定時総会が開催されました。今年
度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、各理
事とブロック長など、地域から1～2名の参加に留
める形での小規模開催となりました。昨年総会後に
法人化5周年の記念祝賀会が盛大に開催されたのと
は対照的でしたが、厳かにというよりは、アット
ホームな温かい雰囲気で、滞りなく終えることがで
きました。
今年度から副会長を6名に増員し、協会執行部の
業務を分担することで、より一層スムーズに訪問看
護事業所の支援が出来るよう、理事役員一同頑張り
たいと思っています。会員の皆様におかれましては
引き続き、協会の活動にご協力の程、よろしくお願
いいたします。（松本）

2020年度定時総会

決議事項

総会員数772施設 出席会員558施設
（出席26施設 委任状167施設 議決権行使365施設）

第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案

2019年度事業報告
2019年度決算報告
副会長の員数増加の定款変更※１
役員の選任※２

※１

第3号議案 理事のうち1名を会長とし6名以内を副会長
とする。（5名以内→6名以内に増員）

※２

第4号議案 新任理事：藤井照代
山本 恵
山本ゆかり
新任監事：前久保邦昭

原田かおる
宮川光代
雨師みよ子

総会終了後、雨師みよ子さん（前副会長）、横手喜美惠さん（前理事）に
感謝状が授与されました。前進である連絡会発足から現在まで25年に亘り
当協会を支え訪問看護の発展に深く貢献していただきました。
お二人には深く感謝を申し上げるとともに、これからのご活躍をお祈り
申し上げます。（写真 右）

大阪府や企業様から、ご寄付頂きました衛生材料
（マスク）21万枚を2020年4月より3回にわたり
配布いたしました。マスク不足の中、当会研修室は
マスクで満杯に。府内の訪問看護事業所にいち早く
お届けできるよう、職員総出で配送作業を行いまし
た。ご寄付頂きました行政・企業の皆様、配布に協
力していただいた役員や協力ステーションの皆様、
どうもありがとうございました。
衛生材料のご寄付
◯大阪府
◯株式会社eＷeLL様
◯東邦薬品株式会社様
◯中辻金型工業株式会社様
（フェイスシールド）

緊急事態宣言により、3月のイベント等がやむな
く中止・延期となり、今年度早々、当協会のオン
ライン化は必須となりました。現在では、WEB会
議にZOOMを利用し、役員・委員会の定期会議や
研修会、新年度の大阪府訪問看護推進事業（新任
育成事業・ネットワーク事業）の説明会などを開
催しております。
また、皆様に馴染んでいただく目的で体験会を
主とした企画を提供し、たくさんの方にご参加い
ただいております。取り組み当初は、急場しのぎ
の代用方法と考えていましたが、目的の効率を図
る手段の一つとして手ごたえを感じています。
新しい働き方のスタイルに合わせて、今後も推進
していきますので、是非ご参加下さい。詳しくは、
本誌8ページ及び当協会のHPを参照ください。

三島

今年度、当協会での地域活動を
頑張ってくれているブロック役員
です。どうぞよろしくお願いし
ます！

ブロック長
副ﾌﾞﾛｯｸ長
学術委員
広報委員
小児委員
災害対策
精神委員
書 記
会
計

上戸 照美
濱田 正美
有働伊都子
坂本 恵理
山下 絵梨
生澤真由美
加波 一友
溝部 由恵
山本 愛

（北摂総合病院訪問看護ＳＴ）
（高槻みらい訪問看護ＳＴ）
（水無瀬訪問看護ＳＴ）
（ｹｱｰｽﾞﾘﾊﾋﾞﾘ訪問看護ＳＴ茨木）
（あおば訪問看護ＳＴ）
（みどりヶ丘訪問看護ＳＴ）
（すずね訪問看護リハビリＳＴ）
（高槻うの花訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴはーと＆はあと）

ブロック長
副ﾌﾞﾛｯｸ長
学術委員
広報委員
小児委員
災害対策
精神委員
書 記
会
計

芝 順子 （訪問看護ＳＴステラ）
大林 宏樹 （おかもと訪問看護ＳＴ枚方）
鵜久森登紀子（ﾒﾃﾞｨｹｱ・ﾘﾊﾋﾞﾘ訪問看護ＳＴ大東）
東口ゆきみ （上山病院訪問看護ＳＴ）
浦川ひとみ （訪問看護ＳＴハイジ）
井上 裕介 （かんでんﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄくずはケア訪問看護ＳＴ）
松下 緑 （訪問看護ＳＴかなで）
山野友紀子 （クレオ訪問看護ＳＴ古川橋）
松本 晶子 （星ヶ丘医療センター附属訪問看護ＳＴ）

ブロック長
副ﾌﾞﾛｯｸ長
学術委員
広報委員
小児委員
災害対策
精神委員
書 記
会
計

杉山 里美
高村 高子
山田 海
福田 良太
和田 尚子
長谷川泰子
我妻いづみ
亀井与資枝
友行 淳子

豊能
上山 美紀
白坂 昌子
金澤 孝枝
河野 二三
𠮷本 耕三
林 ふじ子
藤井 修
久保田牧子
三輪真由美

（協和訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴアールド・ビーブル）
（ももの木訪問看護リハビリＳＴ）
（かなでるリハビリ訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴソルア）
（池田市医師会立訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴエバーケア）
（きららリハビリ訪問看護ＳＴ）
（リード訪問看護ＳＴ）

井上 博之
西谷恵美子
岩井 兵太
立花 久裕
藤井 瞳
益田 果奈
國貞小由里
奥村ひろ子
長原 泰子

（桃李訪問看護ＳＴ）
（河内医師会訪問看護ＳＴ鴻池）
（訪問看護ＳＴあんず）
（訪問看護ＳＴ町の看護師さん）
（まり訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴ来夢）
（フィルハート訪問看護ＳＴ石切）
（ひなぎく訪問看護ＳＴ）
（ウィズユー訪問看護ＳＴ）

大江 理恵
相澤 円
石橋 裕美
浅原 友子
荒木 三弥
奥山香代美
植田 博子
吉川 智子
相澤 円

（暁明館訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴソレイユ）
（やさしいそら訪問看護ＳＴ）
（淀協訪問看護ＳＴえがお）
（訪問看護ＳＴジャストライフ）
（あかり訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴルル）
（訪問看護ＳＴぴ～す此花）
（訪問看護ＳＴソレイユ）

丹後ゆかり
難波名保美
堀川 勝子
藏垣 信子
濱田 和美
佐藤寿賀子
佐藤 幹恵
東 ひろみ
平口 信子

（訪問看護ＳＴたちばな）
（SakuLa訪問看護ＳＴ）
（フォーリーブス訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴありく）
（訪問看護ＳＴアロンティア住之江）
（あいず訪問看護ＳＴ）
（天神の森訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴありく東住吉）
（つながり訪問看護ＳＴ）

淡海 貴子
武村 厚子
北川 淑江
山本 香奈
清水 和美
青山 真実
増本 紀子
越智 沙織
深田 千秋

（喜志訪問看護ＳＴ）
（カノン訪問看護ST）
（城山病院訪問看護ＳＴ）
（ケアビレッジゆう訪問看護ＳＴ）

中河内

市西

北河内

市北

（訪問看護ＳＴめばえ）
（訪問看護ＳＴすずらん）
（やすらぎ訪問看護ＳＴ）
（ＥＭＣリハビリ訪問看護ＳＴ南森町）
（ライフケア訪問看護ＳＴ）
（なないろ訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴあんさんぶる東淀川出張所ﾘﾝｸ）

（訪問看護ＳＴコスモスｻﾃﾗｲﾄあい）
（済生会中津訪問看護ＳＴ）

市東

ブロック長
副ﾌﾞﾛｯｸ長
学術委員
広報委員
小児委員
災害対策
精神委員
書 記
会
計

箕迫まゆみ
大賀 初美
浅田 久美
眞鍋 悦子
松島さやか
竹島 祐代
金村小百合
森川由紀美
森本 早紀

（ひまわり訪問看護ＳＴ）
（慶生会訪問看護ＳＴ）
（優訪問看護ＳＴ）
（すみれ訪問看護ＳＴ）
（Sieg訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴ東成おおみち）
（訪問看護ＳＴティスメイト）
（樹訪問看護ＳＴ）
（スカイ訪問看護ＳＴ）

ブロック長
副ﾌﾞﾛｯｸ長
学術委員
広報委員
小児委員
災害対策
精神委員
書 記
会
計

宮原めぐみ
尾池 真理
上羽 由紀
潮崎 理恵
松田 香純
山野 健二
川上 直樹
山本ひとみ
宮本 真弓

（ペガサス訪問看護ＳＴ石津北）
（たつみ訪問看護ＳＴ）
（はーとるーぷ訪問看護ＳＴ）
（エクレシア訪問看護ＳＴ）
（さくら訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴ for you）
（雨にもまけず訪問看護ＳＴ）
（シオン訪問看護ＳＴ）
（ベルシャンテ訪問看護ＳＴ）

ブロック長
副ﾌﾞﾛｯｸ長
学術委員
広報委員
小児委員
災害対策
精神委員
書 記
会
計

菊池真理子
竹内千代美
上羽 裕子
竹下みちよ
立石 友美
濱野友紀子
竹内 賢治
辰巳 久代
岸 理英子

（にしだJクリニック）

堺

市南

泉南

南河内

（メディケア・リハビリ訪問看護ＳＴ）

（せいこう会訪問看護ＳＴ）
（富田林医師会訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴつながり）
（訪問看護ＳＴまごのて）

（岸和田徳洲会訪問看護ＳＴかいづか支所）

（和泉リハビリ訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴここな）
（訪問看護ＳＴハル）
（あいわ園訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴしあわせクローバー）
（訪問看護ＳＴひとみ）
（かなえるリハビリ訪問看護ＳＴ岸和田）

一般社団法人 大阪府医師会

公益社団法人 大阪府看護協会

会長 茂松茂人
（大阪府訪問看護ステーション協会顧問）

超高齢社会においては、地域の相互扶助による
助け合いなど、生活の様々な場面において、
支え合いの機能が必要となります。訪問看護ス
テーションには、医療と介護の多職種連携に
とどまらず、地域の困り事や資源をしっかり把握し
地域の拠点として期待が寄せられています。
会員各位におかれましては、患者さんに寄り
添い、地域住民の理解と共感を得ながら、更な
る知識・技量の研鑽に励んでいただきたいです。
また協会では、情報の共有化を図りながら一層
力を結集し、会員を支える体制を構築していき
たいと考えております。

会長 高橋弘枝
（大阪府訪問看護ステーション協会顧問）

昨年末からの新型コロナウイルス感染症につい
ては、感染症を受け入れる医療機関をはじめ
看護・医療の現場で最善を尽くしておられる
看護職の皆さんに、心より敬意を表します。
医療環境の変化に伴って在宅医療ニーズが急増
し、訪問看護師確保が喫緊の課題となっている
中、大阪府看護協会は、今年度新たに訪問看護
師支援委員会を設置して、地域における人材確
保と定着につながる労働環境の整備と看護の質
向上に取り組んでまいります。本年度も訪問看
護ステーションの皆さまとともに、地域包括ケ
アシステム実現に向けて頑張っていきましょう。

大阪府訪問看護推進事業（基金事業）
【教育ステーション事業】

【新卒訪問看護師育成事業】

今年度は、府下16の教育ステーションが活動し
ています。コロナ禍でのスタートは想定外でしたが
悩んでいる時間はありません。迅速で柔軟な対応が
求められる教育ステーション事業です。この状況下
を決して無駄にしない！との意気込みの中で、新た
に『地域へのオンライン環境の推進』を計画し、
創造性と即実践する力を駆使した取り組みを展開し
ています。教育ステーション事業は、地域のステー
ションと一体で創り上げていく事業です。ブロック
の皆様のご協力と、各ブロックの教育ステーション
への熱き応援を宜しくお願い致します。

新卒訪 問看 護 師育 成部 会 では 、地 域ぐ るみで
新卒訪問看護師を育成することをめざした教育プロ
グラム(新卒訪問看護師スタート・プログラム)を
用いた新卒若手看護師の育成に取り組んでいます。
本年度は、新たに5期生6名(5ステーション)の
新卒者が本プログラムに参加しています。コロナ禍
で集合研修ができないスタートでしたが、5月より
無事にオンラインにて研修を進めることができまし
た。引き続き、新卒者が生き生きと訪問看護師とし
て成長できるよう、さまざまな取り組みを企画、
発信してまいります。

（教育ステーション担当 湯又満恵）

（新卒訪問看護師育成事業担当 吉行紀子）

【 2020年度大阪府訪問看護推進事業】
申請受付期間：2020年7月1日～2021年1月7日

1.新任訪問看護職員育成事業
訪問看護師の確保・育成・定着を図るための事業です。訪問看護経験1年未満の看護師を雇用し、
適切な研修体制を整えて育成を行った場合、かかる経費の1/２が補助されます。（最大22万円）
2.訪問看護ネットワーク事業
訪問看護ステーションの連携体制構築及び規模拡大・機能強化を推進し、訪問看護ステーションの
基盤整備を行うことにより、訪問看護サービスの向上を図る事業です。
詳細は当会ホームページをご確認下さい。
1）相互連携事業（最大30万円）
2）訪問看護ステーション規模拡大推進事業
＜お問合せ先＞
ア 訪問看護システム導入支援事業（最大58.7万円）
大阪府訪問看護ステーション協会事務局
イ 事務職員等の雇用支援事業（最大153万円）
TEL/06-6767-3800
ウ 特定行為研修等の代替職員確保事業（最大51万円）
URL: https://daihoukan.or.jp
エ 土日営業体制確保事業（最大39万円）

新型コロナウイルス感染症について
今年は類を見ない新型コロナウイルスの猛威で、それぞれの事業所が、戸惑いながらも様々な対策を
講じられたのではないでしょうか？ 物資が不足する中で、どの事業所も衛生材料の調達や感染症対応に
奮闘されたことと思います。
訪問看護ステーションでは、衛生材料を手作りで作成しているところも多く、事業所同士で情報交換し
ながら、その制作方法はどんどん進化しているようです。スタッフ対応としては、手洗いやうがいの励行
はもちろんのこと、事務所内でも密にならないための対策をとり、訪問回数や訪問順序の見直しで、
利用者様やスタッフの感染予防に努めました。
さらには、事業所が休止になった場合を想定し、
地域の病院や近隣の訪問看護ステーションでカバー
が可能かを協議する事業所もあったようです。
皆様の事業所はどのような工夫をされましたか？
広報委員会では、寄せられた有意義な情報を
より多くの方々にお届けできるよう努めます。
いろんな情報を広報委員にお寄せください！

ごみ袋で作成した簡易ガウン（写真左）と、着用した姿
（写真中央）、100円ショップで購入したカチューシャと
ラミネートで作成したフェイスシールド（写真右）です。

重点事業
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にむけた災害対策マニュアル」
昨年度、人工呼吸器装着者のための災害対策マニュアルを作成いたしました。
このマニュアルは、府内各地の拠点ステーションに設置した、発電機・蓄電池の
活用法や大規模停電発生時の人工呼吸器装着者の災害対策にむけた支援計画作成
を促進するためのマニュアルです。是非活用いただき、利用者、医療・介護関係
者、保健師と一緒に事前の「災害支援計画」作成を進めていきましょう！
ホームページでもダウンロードできるようになっています➔➔

訪問看護報酬は、介護保険と医療保険の両方を理解する必要があるので、大変複雑で何度も確認が必要
です。ホームページの「訪問看護Ｑ＆Ａ」には、運営・記録・介護保険・医療保険など幅広く掲載され
ていますので、是非ご活用ください。今回は、質問の多かった内容をピックアップしました。
Q1

PCAポンプでの疼痛管理やサンドスタチンなどの持続皮下注射については、特別管理加算の「留置
カテーテル」という認識でいいのか？
Ａ1 持続皮下注射の計画的な管理をしていれば、「留置カテーテル」に該当する。
Q2 地域のかかりつけ医に訪問看護指示書を出して貰っているが、総合病院に定期受診に行っており、
訪問看護報告書をかかりつけ医と総合病院どちらにも出している。その場合、総合病院に報告をして
いるので、訪問看護情報提供料3を算定出来るか？
Ａ2 算定出来ない。（入院・入所時に情報を提供した場合のみです。訪問看護情報提供療養費3は、訪問
看護利用者が医療機関等に入院・入所する際に訪問看護ステーションが主治医に文書で情報提供した
内容に基づき、主治医が利用者の入院・入所先の医療機関 や介護老人保健施設等に訪問看護に関する
情報を提供した場合に、訪問看護ステーションが算定できる。）

研修のご案内
新型コロナウイルスの影響で、研修の形を検討しておりましたが、ようやく7月から
オンラインでの研修をスタートさせました‼当協会では、講師とのやり取りができる
“ライブ研修”にこだわり、さらに内容を充実させ企画しています。会場が遠い、
忙しくて時間調整ができないなどで受講が難しかった方も、無理なく受講いただけます。
新任・中堅・管理者まで様々なコースを設けています。当会HPをご確認下さい。

訪問看護管理者研修マネジメントコースⅠ
Bコース（中級）
日

時 ： 2020年9月17日（木）18日（金）

Mini ＺＯＯＭ 体 験 研 修

誰でもどこでも
参加できる！

ねらい：ＺＯＯＭの簡単な使用方法がわかる。
体験によりWEB環境の確認ができる。
対 象：大阪府内の訪問看護ステーション職員
（職種や職位は問いません）

17:30～19:30
定

員 ： 80名

会

場 ： ZOOMに入れる環境を整えて下さい

受 講 料 ： 4,400円/2日（非会員6,600円/2日）
内 容 ： 経営総論・運営、人材育成、
管理のリスクマネジメント
ハラスメント対策など

日 時：毎月第４水曜日
12：30～12：45（開場は12：00～※）
参加費：無 料 （要申込み）
※ 各回とも体験の10分前には、受講返信メールでご案内
するＵＲＬにてＺＯＯＭへ接続してお待ちください。

ＺＯＯＭ 体 験 は 毎 日 開 催 中 ！ （ 無 料 ）

2019年度大阪府訪問看護
実態調査報告書について
皆様にご協力いただきました訪問看護実態調査の
報告書が完成ました。訪問看護運営、小児、精神
など、あらゆる府内の調査結果が集約
されています。どうぞご一読ください。

無人のZOOM体験は12:15～13:00の間で平日は
毎日開催中です。研修受講される方は必ず利用して
WEB環境の確認をして下さい。研修受講しない方
でもご活用いただけます。
お申込みは当協会HPから。
お気軽にお申し込みください。

当会HPに掲載中➔

編集後記

皆さま、いかがでしたか？ これまで外部委託していた制作・デザイン・校正
を、今年度は広報委員で全て取り組みました。まさに手作りの「ささえあい」をお届けして
います。今後も皆さまに必要な情報をどんどんお届けしてまいります。新型コロナや自然災
害などこんな時だからこそ共にささえあい、日頃から連携・情報の共有を強化していきま
しょう。次号も楽しみにしてお待ち下さいませ。
広報委員会 一同

広告掲載について
ささえあいの広告掲載を開始しました。掲載
はフルカラーになります。発行は年３回程度。
広告掲載にご協力いただける団体様・企業様
は当協会までお問い合わせください。
（TEL06-6767-3800）
広告の
場所

裏表紙

裏表紙
裏面

中面

サイズA
1/3

60,000円

45,000円

30,000円

サイズB
1/4

50,000円

37,500円

25,000円

サイズC
1/5

40,000円

30,000円

20,000円

入会のご案内
入会は随時受付しています。
（年度は4月1日～翌年3月31日まで）
新規入会をご希望の施設は、当協会ホームぺージより
WEBにてお申し込みください。（入会案内のページ）
●年会費

正会員（事業所）20,000円
賛助会員（個人）12,000円

●入会金

正会員（事業所）20,000円
賛助会員（個人） 5,000円

＊個人会員の入会につきましては事務局まで
ご連絡ください。

