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皆さんは現在の大阪府訪問看護ステーション協会のロゴマークの意味をご存知でしょうか？

「居宅で生活する赤ちゃんからお年寄りまで（大・中・小のハート）全ての人々に、訪問看護師の温かい

ハートで看護を提供する事を表現しています。緑色の六角形は「バランス」と「団結」を意味し、協会として

の地域社会への役割を表しています」 新型コロナウイルスや相次ぐ災害ニュースなど様々な苦難の中だ

からこそますます一致団結し、心をこめて協会員の皆様と共にロゴマークの象徴のような活動を体現して

いきたいものです。

2022年8月発行



この度会長を務めさせていただきます長濱あかしです。日本一、訪問看護事業所数が多い当会会長という大役を

仰せつかることになり、その責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。

新型コロナウイルス感染症により日々の生活は変わり、感染予防対策の強化、事業所内感染に伴う事業収縮、感染

利用者への訪問等、訪問看護の現場にも大きな影響がありました。そのような大変な中にあっても動き続けた訪問看

護師、健康観察訪問や施設訪問は、不安を抱える地域住民に対して、安全や安心を与える大きな役割を果たしました。

この状況から、当協会は今年度のスローガンを「いかなる場合でも継続できる地域に根ざした訪問看護」と掲げまし

た。新興感染症や災害発生時にも質の高い訪問看護供給のための事前対策の強化、地域包括システムの深化と訪問

看護の役割強化、訪問看護事業所に働く多職種の人材育成・組織力の強化にむけた支援を進めてまいります。

最後に、本会活動は会員皆様のため、またその先には地域住民の健康・安心・安全のためだと思っています。微力な

がら尽力いたす所存です。

皆様のお力添えの程何卒よろしくお願い申し上げます。

地域住民の健康・安心・安全をまもる訪問看護

会長 長濱 あかし

副会長 髙澤 洋子 副会長 松井 由加里

副会長 松本 康代 副会長 山口 恵子

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）

コロナの経験を経て、訪問看護に対する
期待が大きくなってきていると感じます。
地域住民の安心・安全を訪問看護師とし
て多職種と連携しながら実践していくこ
と、そのためには日々の看護が重要です。

コロナ禍といわれ、はや2年半。大阪府訪問
看護ステーション協会はたくさんの活動を
してきました。三歩進んで二歩進む 前進
あるのみの状態だったと振り返ります。

当協会の副会長に就任して3年目になりま
す。昨年は、感染対策はもとよりスムーズ
な連携・情報共有を念頭に置き活動して参
りました。利用者様への安心安全なサービ
スが途切れる事なく提供できるよう、訪問

訪問看護の組織力を強化するとともに地
域包括ケアシステムを基盤とした地域連携、
行政各団体との共同の深化がより一層必
要となります。
義務化されたBCP対策を講じるためにも

人々の命、暮らしを支える訪問看護 コロナ
禍においては健康観察事業、ワクチン接種
への協力など地域ネットワークを活用し在
宅療養者を支えてきました。医療と介護を
繋ぐ役割として、今後ますます訪問看護の

コロナ禍において、自宅療養の患者が増
え、訪問看護サービスが改めて注目され
ています。地域包括ケアシステムの深化、
地域共生社会の実現に向け、訪問看護

の果たす役割は、ますます重要となってくることから、
引き続き、会員の皆さまの活動を全力でサポートして
まいります。

今年度から新体制に入ります。この状況がいつまで続く
かわかりません。ともに歩む、寄り添う姿勢でいきたいと
思っています。

需要は高まります。本年度も副会長として、看護協会、
訪問看護ステーション協会が連携し、会員の皆さまの
活動を支援してまいります。

看護師の確保・定着・質の向上を支援したいと考えて
おります。今年度もどうぞよろしくお願い致します。

こうした連携が必要不可欠です。訪問看護が地域の中で
中核となる役割を果たせるように熟慮し、その実践に取
り組んで参ります。今年度もどうぞ宜しくお願い致します。

理事 藤井 照代（大阪府看護協会）理事 前川 たかし（大阪府医師会 ）

変化する時代に対応できる看護職の人材育
成に取り組み、皆様と共に地域共生社会の
実現を推進して参ります。

訪問看護の素晴らしさを多方面に届けられるよう、
協会活動に取り組んで行きたいと思いますので、
引き続き宜しくお願いいたします。

患者さんや家族の健康や暮らしを支えるだけ
でなく、地域課題の解決にも取り組んでいた
だけるよう、皆様の活動を支えてまいります。



理事 芋生 和代（南河内ブロック）

理事 村田一美（豊能ブロック）

理事 井上 ゆかり（北河内ブロック）

理事 塩津 浩美（市北ブロック）

理事 山﨑 京子（市東ブロック）

理事 米原 早苗（市南ブロック）

理事 竹内 千代美（泉南ブロック）

理事 山口 世志子（大阪府看護協会）

監事 山田 泰子（大阪府看護協会）

私達の役割を果たしながら互助の絆を強くし、
地域と協会の懸け橋になれる様、努力して参
ります。よろしくお願いいたします。

訪問看護の重要性が認識され、地域での期
待度が増しました。皆様が訪問看護力を発揮
できるよう、非力ながら取り組んで参ります。

「地域包括ケアシステムの深化と訪問看護の
役割強化」に向け情報を共有し連動し取り組
んでいきます。よろしくお願いします。

何もわからない事だらけですが、すべての訪
問看護ステーションが幸せになれるよう、サ
ポートしていきます。よろしくお願い致します。

市南ブロック各区連絡会の活動の活発化と
行政との連携推進が出来るよう微力ながら
支援していきます。宜しくお願い致します。

適正化部会を担当して5年目を迎えました。
府内のステ－ションが適正な運営ができるよ
う、少しでも役立てる様に頑張ります。

この度、はじめて就任させて頂きます。
皆様のご指導の下、一生懸命取り組ませてい
ただきます。どうぞよろしくお願い致します。

監事の山田です。よろしくお願いいたします。
今、訪問看護は、看護の中核をなす役割と成
りつつあります。遣り甲斐ある職場をめざし
ましょう。

地域に溶け込む訪問看護を目指し、より一層
連携が深まるように、皆様のご協力を頂き
ながら取り組んでまいりたいと思います。

理事 蔵垣 信子（市南ブロック）

今年度より任を頂き深化する協会が、縦横無
尽に繋がり発展していけるよう尽力していき
たいと思います。宜しくお願い致します。

理事 芋生 和代（南河内ブロック）

理事 村田一美（豊能ブロック）

理事 井上 ゆかり（北河内ブロック）

理事 塩津 浩美（市北ブロック）

理事 山本 克美（市南ブロック）

理事 山﨑 京子（市東ブロック）

理事 村山 真弓（中河内ブロック）

理事 米原 早苗（市南ブロック）

監事 雨師 みよ子

監事 前久保 邦昭（大阪府医師会 ）

理事 原田 かおる（三島ブロック）

理事 岩出 るり子（北河内ブロック）

理事 水上 洋子（市西ブロック）

理事 竹内 千代美（泉南ブロック）

理事 西本 好栄（泉南ブロック）

理事 宮川 光代（堺ブロック）

理事 山口 世志子（大阪府看護協会）

監事 山田 泰子（大阪府看護協会）

協会理事職に就任し4年目を迎えました。目
の前の事をコツコツこなし、お役に立てるよ
うに精進していきたいと思います。

市南ブロック理事で新卒部会担当をしていま
す。皆様のご指導、ご鞭撻を賜り、職務に尽力
いたす覚悟です。よろしくお願い致します。

管理者さんとのつながりを大切にしてブロッ
ク活動を推進して参りたいと思っております。
今年度もよろしくお願いいたします。

“つながり”をテーマに理事活動、委員会活動
を実践して参ります。2期目となります。どう
ぞよろしくお願い致します。

私達の役割を果たしながら互助の絆を強くし、
地域と協会の懸け橋になれる様、努力して参
ります。よろしくお願いいたします。

訪問看護の重要性が認識され、地域での期
待度が増しました。皆様が訪問看護力を発揮
できるよう、非力ながら取り組んで参ります。

「地域包括ケアシステムの深化と訪問看護の
役割強化」に向け情報を共有し連動し取り組
んでいきます。よろしくお願いします。

事業運営及び訪問看護提供体制の強化を図
るため、地域の事業所等が相互協力できる
ように、皆さまと共に頑張りたいと思います。

何もわからない事だらけですが、すべての訪
問看護ステーションが幸せになれるよう、サ
ポートしていきます。よろしくお願い致します。

市南ブロック各区連絡会の活動の活発化と
行政との連携推進が出来るよう微力ながら
支援していきます。宜しくお願い致します。

適正化部会を担当して5年目を迎えました。
府内のステ－ションが適正な運営ができるよ
う、少しでも役立てる様に頑張ります。

コロナ禍で地域を守るとの思いで心を一つに
頑張りました。更に訪問看護師として一人ひと
りを大切に、生きる勇気と希望を届けていきま
しょう。

皆さまのご活躍が協会の発展に繋がります。
引き続き、会務運営に全力で取り組んでまい
りますので、よろしくお願いいたします。

この度、はじめて就任させて頂きます。
皆様のご指導の下、一生懸命取り組ませてい
ただきます。どうぞよろしくお願い致します。

監事の山田です。よろしくお願いいたします。
今、訪問看護は、看護の中核をなす役割と成
りつつあります。遣り甲斐ある職場をめざし
ましょう。

監事を拝命して2年が経過いたしました。協
会運営の多様な事業展開は非常に発展的か
と思います。役員・会員の努力の賜物を今後
も継続していただきたいと思います。

地域に溶け込む訪問看護を目指し、より一層
連携が深まるように、皆様のご協力を頂き
ながら取り組んでまいりたいと思います。

コロナ関連・BCP 作成・人材育成など多く
の課題がありますが「地域を支える」とい
う訪問看護の役割が果たせる様頑張ります。

理事 竹島 祐代（市東ブロック）

人としても看護師としても成長させてくれた
訪問看護に恩返しがしたいと思います。微力
ですが頑張りますのでお願い致します。

理事 蔵垣 信子（市南ブロック）

今年度より任を頂き深化する協会が、縦横無
尽に繋がり発展していけるよう尽力していき
たいと思います。宜しくお願い致します。



今般のコロナ禍において、日本の医療・介護提供
体制の脆弱性が露呈しました。未だ新型コロナウイ
ルス感染症の収束は見えておりませんが、露呈し
た課題を解決し、次の新興感染症、南海トラフ地震
などの大規模自然災害の発生に備えておけなけれ
ばなりません。
露呈した課題の解決のためには、訪問看護の力が
必要不可欠であり、今後、求められる役割はさらに
多岐に亘ると思われます。引き続き、皆さまが活躍
していただけるよう、全力でサポートに取り組んで
まいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

顧問に就任しました。よろしくお願いします。コロ
ナとの戦いは、まだ続いています。在宅療養を支え
ている皆様のご尽力、心から感謝申し上げます。当
協会では、令和2年に「地域包括ケアシステム構築
に関する看看連携の実態把握」の報告書をまとめて
います。連携の意義や可能性、それを行う上での困
難さや様々な取り組みがあります。まだまだ課題は
多いですが、訪問看護ステーションの皆様が安全・
安心して看護の力を発揮できるように大阪府訪問
看護ステーション協会とともに取り組んでいく所存
です。どうぞよろしくお願いします。

2月に予定していたシンポジウム2021は、
コロナ禍の影響で延期となりました。
コロナで見えてきた地域課題をどう克服す
るのか。堺市での在宅・福祉・行政が一体と
なって取り組んだコロナ禍での連携実践が、
今後の災害時等に繋がるヒントとなるのでは
ないでしょうか。
奮ってご参加ください！

ウィズコロナ時代、地域を支える訪問看護

～暮らしを守るコミュニティーを目指して～

大阪府訪問看護
シンポジウム2022

6月30日大阪府看護協会
ナーシングアート大阪にて、
2022年度定時総会が開催
されました。事業報告では、
これまでの活動に加え、新型
コロナウイルス感染予防対策
に関わる活動もあり、当会の
多岐にわたる事業内容が

2022年度定時総会 決議事項

2021年度入会会員施設数
正会員918事業所 賛助会員2団体5名

第1号議案 2021年度事業報告
第2号議案 2021年度決算報告
第3号議案 役員の選任＊1

第4号議案 定款変更＊2

第5号議案 役員報酬等限度額設定＊3

＊1 再任理事16名・新理事5名・新監事1名
＊2 常勤理事について報酬等を支給する。

限度額は総会において決定する。
＊3 限度額は年間600万円以下とする。

報告されました。役員の選任では、臨時理事会を開催し、
会長は、長濱あかし理事が選任されました。
今回、任期満了での退任理事役員は、立石容子会長を始
め、山本理事、井坂理事、梶山理事、安田監事の5名でした。
これまで長きに渡り協会を支えてくださった会長・理事・
監事に感謝を込めて、花束と記念品を贈呈致しました。

総会報告

日時：11月19日（土） 14:00～16:30
対象：行政・病院・施設・在宅利用福祉の

専門職等
申し込み：当協会HPにてご案内

◎日本看護協会長表彰
大阪府訪問看護ステーション協会 会長 立石容子氏

◎憲法記念日知事表彰
シャローム訪問看護ステーション 管理者 松井由加里氏

◎大阪府看護事業功労者表彰
大阪府訪問看護ステーション協会 看護師 湯又満恵氏

◎訪問看護ステーション表彰

大阪府済生会野江訪問看護ステーション

訪問看護ステーション友楽園

耳原訪問看護ステーション

令和４年度 表彰

令和４年度の表彰の方は以下の方々です。
おめでとうございます！

決議事項全てにおいて、満場一致で
可決確定しました。



今年は、府内19ヵ所の教育ステーションが設置され、
地域看護の推進、体験、啓発活動等、取り組んでいます。
是非ご活用ください。

・訪問看護体験研修

・相談事業

・コンサルテーション

・地域での研修開催

・普及啓発活動

・地域事業の支援

2021年度教育ステーション実践報告動を
HPにアップしています！
教育ステーション各々の活動を是非ご覧く
ださい。

教育ステーション活動につい
ては、地域のステーションに
お問い合わせください。

み ん な の 情 報

看護未来展2022 2022年6月8日～10日 会場：インテックス大阪

6月9日（木） 11：00～12：30 国際会議ホールにて「看護の未来をつくる若者たちへ
～地域で暮らす人々の健康を支えるナースを目指して～」パナソニック健康保険組合立松
下看護専門学校 副学校長 一般社団法人 日本看護学校協議会 会長の水方 智子氏にご
講演いただきました。講演の中の「看護を知る実習」を経験した看護学生1年生の学びの
発表は、学生実習を受けている看護師さんに是非聞いていただきたい内容でした。当日
は、看護学生の来場が少なく、もっと多くの学生さんに聞いて欲しかったと思います。
好評であった講演会は、未来展終了後7/29まで動画配信もされました。

協会のブースには、他府県からの来場者の方が立ち寄って、
協会の研修を受けたいと、研修チラシを求める方が多く来ら
れました。協会活動を知って頂き、訪問看護に興味を持って貰
えた看護未来展の3日間でした。 ブースの当番に当たってい
ただいた、ブロック役員の皆さま、ありがとうございました。

2023年は
4月19日（水）～21日（金）
です。ご期待ください！

第4回学術集会
「多様化する訪問看護～感染症、災害との共存～」

テーマの事例発表に加え、新卒育成プログラムの
卒業生による事例発表もあります。
昨年も若い感性が光る発表に感動しました。
是非ご案内を楽しみにお待ちください。

日時：12月10日（土） 14：00～16：00

対象：保育園・幼稚園・学校の先生や学校看護師・
行政・保健師・相談支援員・訪問看護師等

小児における多職種交流会
～医療的ケア児の教育ってどうなってるの？～

『コミュニケーション入門編
～明日から使える精神科コミュニケーション～』

日時：９月２２日（木） 18：00～19：30

オンライン開催

10月15日（土）13:00～16:30 オンライン開催

大阪の医療的ケア児の通学や教育の現状を語り合い、
支援の在り方や連携などについて、意見交換を

したいと思っています。

今年も『看多機交流会』 は、看多機に取り入れられた
LIFEを学びます。また、「事業所内の多職種連携」や「困
りごと相談」をテーマにグループワークを行う予定です。

日時：10月１２日 (水)15:30～
参加費：会員 1100円

非会員 2200円

看多機交流会の開催予定

訪問看護ステーションで働く
セラピストと看護師の学習交流会

連携・協働について、事例を通して学習しませんか？

精神訪問看護基本療養費算定要件研修修了者
フォローアップ研修

日時：９月１０日（土）14：00～16：00

算定要件研修修了者以外も
参加可能ですので、
訪問看護従事者の皆様ご応募ください。

看多機事業所、または開設予定の会員等が参加可能です。

教育ステーション事業（第８期）
報告動画
公開中

皆様、ご協力ありがとうございました！

HPにアップしていますので、ご覧ください。

2021年度訪問看護ステーション調査報告





「まちかど保健室」

住民のみなさんと
ベンチづくりに
取り組んでいます。

住民の皆さんが気軽に
健康相談できる場所です

コロナ禍で地域医療を支える
介護・看護従事者向けにPPE
着脱研修会を開催しました



令和４年度、地域活動
を頑張ってくれている
ブロック役員です。

（訪問看護ＳＴあんさんぶる東淀川出張所リンク）

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 委 員
精 神 委 員
書 記
会 計

（高槻みらい訪問看護ST）
（北摂総合病院訪問看護ST）
（アスナル茨木訪問看護ST）
（訪問看護STこころ）
（あおば訪問看護ST）
（訪問看護STアルク）
（すずね訪問看護リハビリST）
（健和会訪問看護ST）
（ツインズリハビリ訪問看護ST）

濱田 正美
上戸 照美
有木 綾子
山口 晃生
山下 絵梨
飯干 翔太
加波 一友
丸本 香織
室 時代

三 島

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 委 員
精 神 委 員
書 記
会 計

赤井 知美
村田 佳穂
上羽 裕子

徳永 公江
池田 千亜季
松田 秀勝
辰巳 久代
中川 朋子

（ふるーる訪問看護ＳＴ岸和田）
（訪問看護ＳＴ華こころ）
（和泉リハビリ訪問看護ＳＴ）

（大阪府済生会泉南訪問看護ST）
（訪問看護ＳＴれぽ）
（笑みくる訪問看護ＳＴ）
（ももの木訪問看護リハビリＳＴ貝塚）

（訪問看護STれんげ庵）

（訪問看護ＳＴ寿里苑こはる）
（訪問看護STハートパークはびきの）
（フォーライフ訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴ PLUS）
（メディケア・リハビリ訪問看護ＳＴ）

（訪問看護ＳＴやすらぎ）
（希望や訪問看護ＳＴ）
（おかもと訪問看護ＳＴはびきの）
（さやまリハビリ訪問看護ＳＴ）

柿坂 真紀子
山本 弥生
宮崎 美輝
馬場 宗治
清水 和美
山尾 照代
河合 愛
佐木 美紀
岡本 明子

南河内

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 委 員
精 神 委 員
書 記
会 計

尾池 真理
宮原 めぐみ
森 由紀
吉田 康嗣
西尾 まり子
山野 健二
柴 優也
芳賀 綾子
関西 麻由美

（たつみ訪問看護ＳＴ）
（ペガサス訪問看護ＳＴ石津北）
（ベルアンサンブル訪問看護ＳＴ）
（N－art訪問看護ＳＴ）
（地域ケアステーション八千代・訪問看護ＳＴ）

堺

（訪問看護ＳＴfor you）
（訪問看護ＳＴ和音）
（訪問看護ＳＴてんじゅ）
（ケアサービスはるかぜ訪問看護ＳＴ）

（訪問看護ＳＴたちばな）
（訪問看護ＳＴみち）
（かなえるリハビリ訪問看護ＳＴ住ノ江）

（山王訪問看護ＳＴ）
（ニコニコ訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴラベンダー）
（精神研究訪問看護ＳＴHIRo）
（ひだまり訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴみけ）

丹後 ゆかり
宇津 裕子
坂井 智仁
吉村 友美
杉本 聡子
足立 その子
田中 元美
井谷 千恵子
六郎木 祥平

市 南

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 委 員
精 神 委 員
書 記
会 計

金 学範
赤秀 春代
浅田 久美
田部井 香利
玉置 弥穂
平山 司樹
森田 好江
木村 直子
青野 正輝

（グリーン訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴナービス上本町）
（優訪問看護ＳＴ）
（ゆう訪問看護ＳＴ）
（いま訪問看護リハビリＳＴ城東）
（訪問看護ＳＴかっさい）
（訪問看護ＳＴはる）
（訪問看護ＳＴカルミア）
（あらいぶ訪問看護ＳＴ）

市 東
（暁明館訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴソレイユ）
（訪問看護ＳＴさくら通りサテライトそよかぜ）

（訪問看護ＳＴそら彩）
（リハビリ訪問看護ＳＴさくら）
（済生会泉尾訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴアネックス大正）
（かなえるリハビリ訪問看護ＳＴ西淀川）

（西大阪訪問看護ＳＴ）

大江 理恵
相澤 円
田中 薫
岩本 育也
岩根 美紀
江藤 美智代
澤田 健治
梅原 裕美
岸本 絵里奈

市 西

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 委 員
精 神 委 員
書 記
会 計

高村 高子
我妻 いづみ
山田 海
大沢 幸子
福田 順子
高松 孝枝
亀井 与資枝
小林 智子
浜谷 忍

（訪問看護ＳＴすずらん）
市 北

（やすらぎ訪問看護ＳＴ）
（みんなの訪問看護ＳＴ）
（ユニケア訪問看護ＳT旭）
（都島区医師会訪問看護ST）
（訪問看護STコスモスサテライトあい）

（エンパワー訪問看護ＳＴ）
（スマイル訪問看護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 委 員
精 神 委 員
書 記
会 計

田渕 郁子
大林 宏樹
坂本 洋子
荒木 さおり
吉田 優美加
水岩 裕歌子
濱田 智和
北野 仁美
松田 佐知子

（交野市医師会訪問看護ST）
（おかもと訪問看護ST枚方）
（訪問看護STうさぎ）
（あすも訪問看護ＳＴ）
（アイケア訪問看護リハビリST）
（ほぷら訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴ紬）
（藤本病院訪問看護ＳＴ）
（関医訪問看護ＳＴ・くずは）

北河内
白坂 昌子
水取 惠子
勝眞 久美子
河野 二三
久保田 牧子
林 ふじ子
染矢 真樹子
赤松 順子
中田 恵

豊 能

（訪問看護ＳＴアールド・ビーブル）
（セコム豊中訪問看護ST）
（ななーる訪問看護ST）
（かなでるリハビリ訪問看護ＳＴ）
（きららリハビリ訪問看護ST）
（池田市医師会立訪問看護ＳＴ）
（訪問看護ＳＴアユース吹田）
（まぁぶる訪問看護ＳＴ）
（豊訪問看護リハビリＳＴ）

岩井 兵太
國貞 小由里
太田 敦子

（訪問看護ＳＴあんず）
（フィルハート訪問看護ＳＴ石切）
（さかもと訪問看護ST）

（とも訪問看護ST）
（メディケア・リハビリ訪問看護ST東大阪）

中河内

（訪問看護STグレープ）
（訪問看護STアヴニール）
（エスプリ訪問看護ST）

松本 さおり
鵜久森 登紀子
坂田 憲資
小粥 もえ
古山 かをる

泉 南

（訪問看護STあんさんぶる東淀川・りんく）



学術委員は10月15日に開催される学術集会に
向けての準備をしております。
今回のテーマは「多様化する訪問看護～感染症、災
害との共存～」として前回同様、Zoomウェビナー配
信研修を予定しております。まだまだ新型コロナウイ
ルス感染症や災害の備えも必要な日々が続きます
が、症例を通して学びの場が提供できればと考えて
おり、委員全員も楽しみにしている集会です。
皆様のご参加をお待ちしております。

当協会で年2回開催されている「精神科訪問看護
算定要件研修」で資格を修得された方を対象にした
フォローアップ研修に力を入れています。この研修
会は精神科訪問看護の資格は修得したものの、まだ
自信がない方や、精神科看護を学び直したい方にオ
ススメになっております。
次回2022年9月10日(土)に開催予定です。
ご参加をお待ちしています。

昨年、一昨年とYouTube動画作成を行い、小児
訪問看護の啓発に努める中、地域で子供たちを支え
るためには、多職種との連携の重要性を感じました。
又、昨年6月に「医療的ケア児支援法」が成立され、
支援が責務となりました。立法の目的は、障害や医
療的ケアの有無にかかわらず、安心して子どもを産
み、育てることができる社会を目指すことです。そ
のようなタイミングで、今年度は教育に目を向け、多
職種、他機関と医療的ケア児の教育の現状を共有し
ながら意見交換ができればと、座談会を企画してい
ます。是非ご参加ください。

日本では近年、地震・津波の被害に加え豪雨や大雪
竜巻などの災害が多発しています。こういった災害
から命を守るためには、国による災害対策もさるこ
とながら、一人一人の災害に対する心構えや知識と
備えが重要となってきます。
災害対策検討委員会として『各事業所がＢＣＰ（事
業継続計画）を理解し、実際に策定に向けての取り組
みができる』、『地域の多機関との協力関係の推進が
でき、災害時の協力体制の構築ができる』ことを皆
様と取り組んでいきたいです。

精神科訪問看護委員会

小児訪問看護委員会 訪問看護災害対策検討委員会

委員会活動紹介

学術委員会

広報委員会

広報委員会の活動は主に年2回の「ささえあい」を
発行する作業を通して協会の活動を発信する事で
す。今回の「総会号」はそれぞれ役員の紹介、また協
会の屋台骨になっている各種委員会・部会の活動を
伝える事で、会員の方はもちろん非会員の方にも教
会活動が身近な存在に感じて頂ける内容になって
います。今後も協会の魅力を伝え、大阪府の訪問看
護ステーションの皆さまに元気になってもらえるよ
うな広報誌を作成していきます。

今年で法人化8年目を迎えました。
当初480だった会員数は940へと伸び、幅広い事業
展開ができる団体へと成長しました。
今後も皆さまのご期待に応えるべく業務に邁進いたし
ますので、よろしくお願いします。

事務局です♪



訪問看護適正化部会

適正化部会は、府内のステ－ションが適
正な運営が行えるようにと、２０１８年に発
足しました。審査支払機関との情報交換の
為の会議や、実務研修や実務相談を実施し
ています。
今年度は、２０２４年～開始となるオンラ

イン請求にむけて、請求業務のスキルアップ
研修を企画しました。基本的な内容から発
展的な内容までを、3回のコースに分けて
開催します。また個別指導の『返戻レセプト
相談会（仮称）』を開始する予定です。皆さん
奮ってご参加ください。お待ちしています。

部 会 活 動 紹 介

新卒訪問看護師育成事業部会

当部会では、新卒訪問看護師育成に関わ
る教育プログラム「新卒訪問看護師スター
ト・プログラム」の運営やセミナーを開催して
います。
本プログラムは新卒看護師を採用したス

テーションを主体に、教育機関、研修協力機
関、協会が学びの機会をバックアップするも
ので、今年度は新たに7期生11名を迎え、
研修を開始しています。2年間のプログラム
の集大成として「総合事例報告会」で学習成
果を発表いたします。新卒訪問看護師育成
に関心をお持ちの皆さまに、看護過程研修
を聴講していただくことも可能です。
2023年2月にセミナー、3月「総合事例報
告会」 を開催予定です。どうそよろしくお願
いいたします。

看多機交流会

世話人の企画により、年に数回の交流会
を開催しています。昨年度の活動を通した
繋がりで、今年度は世話人の仲間も増えま
した。まだまだ認知度の低い、でも在宅ニー
ズに応える砦と言える看多機を盛り上げて
いこうと、まずは大阪府下の看多機事業者
が繋がるお手伝いをしています。
今年度は１回目：10月にZｏｏｍで意見交

換・相談、2回目：時期未定ですが訪問看護
ST、病院に向けての発信を予定しておりま
す。是非ご参加お待ちしております。

訪問看護ステーションにおける
リハビリ対策検討部会

精神科訪問看護推進部会

小児訪問看護推進部会

精神科訪問看護推進部会は、
1. 健全かつ質の高い精神科訪問看護の推進

と啓発
2. 精神障がい者に対する地域の支援機関・

団体等との連携と交流
3. 精神科訪問看護委員会への助言等
4. その他目的達成に必要な活動を任務とし、

今年度新たに「部会」へと変わりました。

協会で小児委員会の活動が始まり、小児
訪問看護に取り組む事業所は、15年前の
10％から30％に増加しました。
小児訪問看護推進部会は、これまでの歴

代小児委員会のメンバーで構成された小児
考える会から、この度、小児訪問看護推進部
会として活動することとなりました。
大阪府は他府県に先立って、小児在宅医

療の取り組みが活発に行われてきた経緯が
あり、小児・障害に関する会議も多く、委員
メンバーが会議に参加をしています。会議内
容を委員で共有し、より一層小児在宅医療
の環境が整備されるよう、現場の声を届け
ていきたいと思っています。

昨年度に引き続き、訪問看護におけるリ
ハビリ職の役割や、看護師とリハビリ職の
連携を共有できる研修会を開催します。
また、初任者研修や中堅研修においても、

よりリハビリ職が参加できるような仕組み
についても検討しています。
昨年度より部会員も倍に増え、部会内で

も子どもから大人、高齢者まで幅広い支援
に関して、活気ある検討を行っています。9
月に研修会を開催しますので、ぜひご参加
ください。

精神科訪問看護委員会と連携を取りながら、
精神障がい者に対応した地域包括ケアシステ
ムの構築と強化に向け取り組んで行きます。



ささえあいの広告掲載（ご協力）を開始しました。
掲載はフルカラーになります。発行は年2回。
広告掲載にご協力いただける団体様・企業様は、
当協会事務局までお問い合わせください。

広告の場所 裏表紙
裏表紙
裏面

中面

サイズA  1/3 60000円 45000円 30000円

サイズB  1/4 50000円 37500円 25000円

サイズC  1/5 40000円 30000円 20000円

訪問看護のご案内は、年1回1万
部発行の会員施設情報集です。
会員施設だけでなく、医療機関・
行政・医師会・学校などの関係
機関に幅広く配布している冊子
です。巻末に広告掲載を今年度
より始めます。広告掲載にご協
力いただける団体様・企業様は、
料金等詳細につきましては協会
事務局までお問合せください。

9月発行に向けて準
備中ですので、お早
めにお問合せ下さい。

訪問看護システム情報
HPにて掲載中!

2024年から訪問看護請求業務がオンラインになる
予定です。そこで、当協会では数多くある訪問看護
システムの会社の情報を一括してホームページに掲
載しています。又、システム導入に使える補助金もご
紹介していますので、是非ご確認ください！

ご存じですか？

1. 新任訪問看護職員育成事業
2. 訪問看護ネットワーク事業
➀ 相互連携事業（ネットワーク事業）
② 訪問看護ST規模拡大推進事業
ア 訪問看護連携システム導入支援事業
イ 事務職員等の雇用支援事業
ウ 特定行為研修等の代替職員確保事業

要件が緩和されました。上手く活用して看護師
育成や機能強化に役立ててください。

2022年度大阪府訪問看護推進事業
間接補助事業

広告掲載募集中

説明会8月24日（水）
①12：15～13：00
②16：15～17：00

知ろう！学ぼう！分かろう！
訪問看護の請求業務

適正化部会
主催研修
３回シリーズ

アーカイブ配信
申し込み受付中
（９/１６まで）
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◎6月3日（開催済）
『困っていませんか？レセプト記載、

こんな間違いが多いようです！』

◎7月13日（開催済）BASIC
初級編：請求業務とは？指示書について

◎9月21日 ADVANCE
中級編：医療保険制度・

精神科訪問看護など含む

◎12月14日 MASTER
上級編：間違いやすいレセプト請求内容・

公費併用・複雑な請求事例など

訪問看護のご案内

協会HPﾞ

配信期間：８月18日～10月31日

対象者：看護養成学校、看護系大学短大の学生
訪問看護未就業者の看護師の皆さま

これから訪問看護を体験する方だけでなく、訪問看護の
世界を覗いてみたい方も是非ご視聴下さい！

大阪府看護学生インターンシップ事業
動画配信



オンライン研修が３年目になりました。受講者からは時間短縮ができる、講師を身近に

感じられる等の好印象を伺っています。当会はライブ研修なので、講師とリアルタイムで

やり取りができます。研修の種類は、新任・中堅・管理者と種類を減らすことなく継続中。

研修案内の詳細は当協会のHPをご確認ください。

専門研修のご案内（新任・中堅・管理者）

◎オンライン研修の受講にご不安がある方は、事務局までお気軽にご相談ください。
◎最近、申込者と受講者が異なる場合が多発しています。必ず申込者が受講するようお願いいたします。

研修名 開催日 内 容

中堅訪問看護師研修C 9月１日（木）・７日（水） 災害時緊急時の対応とストマ・褥瘡技術研修

訪問看護管理者研修
マネジメントⅡ Cコース

9月13日（火）・15日（木）
27日（火）・29日（木）

経営総論Ⅱ、経営STEP１、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、労務管理、運営各論
病院との連携強化、人材育成、人的資源管理、ミクロ・マクロ
組織論、シフト管理

新任訪問看護師研修Ⅱ期
10月18日（火）・20日（木）

25日（火）・27日（木）
訪問看護概論、訪問看護の対象、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
訪問看護の記録、各種制度、ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ、ストマケア、技術

訪問看護管理者研修
経営コース D-Ⅱ
経営コース D-Ⅲ
経営コース D-Ⅳ

D-Ⅱ 8月27日（土）
D-Ⅲ 10月1日（土）
D-Ⅳ 11月26日（土）

D-Ⅱ 訪問看護事業運営と連動した事業継続計画
（BCP）作成を考える

D-Ⅲ 損益計算書、貸借対照表の読み方、経営分析
D-Ⅳ 経営改善、事業承継

訪問看護管理者研修
マネジメントⅠ BコースⅡ期

11月15日(火)・１７日(木)
経営総論・マーケティング（運営）・人材育成・人的資源管理
指導者育成・リスクマネジメント・運営各論

ステーション・利用者様の数だけ、笑顔と愛が溢れ
ています。心温まる訪問看護の写真を沢山ご応募頂
きありがとうございました。
新年度初回発刊となる総会号で、新しいメンバーと
共に、編集・作成に取り組みました。仲間と心を繋ぎ、
今年度は次なるステージへステップアップへ。微力な
りとも、ささえあいが皆様の心の一助になることを願
い編集致しました。

編集後記
入会のご案内

入会は随時受付しています。（年度：4月1日～翌年3月31日）

新規入会をご希望の施設は、当会ホームページWEB
フォームより、手続きが可能です。

●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

広報委員会一同＊個人会員の入会は事務局までご連絡ください。


