
平成30年度 地域における教育ステーション事業の実施状況について 資料 ９ 

■医療機関相互研修実施内容（計27医療機関、訪問看護師161人実施） 

 ■ 指定教育ステーション （１３箇所） 

■相談業務の実施状況 （計116件実施） 

■ステーション体験・実地研修受入状況（13箇所合計） 

回数 参加人数

104 3,166人

■勉強会の実施状況（13箇所合計） 

■主な勉強会テーマと参加職種（抜粋） 

人数 日数

403人 729日

※福祉施設等勤務者や医療機関相互研修分含む

 ■ 教育ステーション受入等状況  ※平成30年4月～平成31年2月まで 

■参加訪問看護師アンケート集計結果 (n=76※) ※アンケート未提出者除く 
Q普段の医療機関との関り Q研修目的の達成度 Q研修全体の印象 Q訪問看護師が医療機関で学ぶ必要性 

とてもある 3 4% とてもそう思う 50 66% とても有意義だった 50 66% とても必要 61 80%

ある 36 47% ややそう思う 23 30% 有意義だった 26 34% まあ必要 13 17%

あまりない 27 36% どちらともいえない 1 1% どちらともいえない 0 0% 別の研修内容であれば必要 2 3%

ほとんどない 10 13% あまりそう思わない 0 0% あまり有意義ではなかった 0 0% あまり必要ではない 0 0%

未回答 0 0% 全くそう思わない 0 0% 全く有意義ではなかった 0 0% 必要ではない 0 0%

合計 76 100% 未回答 2 3% 未回答 0 0% 未回答 0 0%

合計 76 100% 合計 76 100% 合計 76 100%

51%

49%

100% 97%96%

≪主な相談内容等≫ 相談者：ステーション管理者、訪問看護師、病院等看護師等／相談内容：連携、運営、就業相談等

 ■ 医療機関における研修 

№ ステーション名 開設者 所在地

1 白十字訪問看護ステーション 株式会社　ケアーズ 新宿区

2 訪問看護ステーションけせら 株式会社　けせら 文京区

3 訪問看護ステーションみけ 有限会社　ふれすか 墨田区

4 田園調布医師会立訪問看護ステーション 一般社団法人　田園調布医師会 大田区

5 訪問看護ステーションけやき 社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団 世田谷区

6 河北訪問看護・リハビリステーション阿佐谷 社会医療法人　河北医療財団 杉並区

7 あすか山訪問看護ステーション 公益財団法人　日本訪問看護財団 北区

8 千駄木訪問看護ステーション城北事業所 公益社団法人　東京都看護協会 練馬区

9 訪問看護ステーションはーと 株式会社　ウッディ 葛飾区

10 野村訪問看護ステーション 医療法人財団　慈生会 三鷹市

11 山の上ナースステーション 株式会社　ラピオン 日野市

12 訪問看護ステーション・青い空 株式会社　ピュア・ハート 東大和市

13 東久留米白十字訪問看護ステーション 株式会社　ケアーズ 東久留米市

テーマ 参加職種

新任訪問看護師交流会・管理者交流会・指導者交流会

※各交流会ごと４回、地域を考慮し、各教育ステーションで分担して開催
訪問看護師

がんになっても自分らしく輝いて生きる2018
訪問看護師、病院看護師、医師、ケアマネジャー、理学療法士等、

介護関係者、地域住民、行政

HIV/エイズの正しい知識 訪問看護師、ＰＴ等、ケアマネジャー、行政、事務

気持ちよい排便に導くために～排便ケアのアセスメントと望ましいケの選択が

できるチーム作り～

訪問看護師、病院等看護師、ＰＴ等、ケアマネジャー、介護関係

者、地域住民、大学教員

多職種連携について考える会「スピリチュアルケアについて考える」 訪問看護師、病院等看護師、医師、PT等、ＭＳＷ、事務

在宅での感染予防と食中毒 訪問看護師、事務

訪問看護師と病院看護師の交流会 訪問看護師、病院等看護師

介護のみのり♡カフェ（毎月テーマを決め開催） 訪問看護師、PT等、ケアマネジャー、介護関係者、事務

見たい！聞きたい！やってみたい！訪問看護の世界 訪問看護師、病院等看護師、ＰＴ等、看護学生、その他

早期からのフレイル予防戦略 訪問看護師、ＰＴ等、ケアマネジャー、その他

訪問看護ビギナーズ研修　シリーズ5回 訪問看護師、PT等、病院看護師、介護関係者、その他

スキルアップ講座「摂食嚥下」　シリーズ3回
訪問看護師、PT等、病院等看護師、ケアマネジャー、介護関係者、

栄養士、事務

在宅ケアの現場で活かす最新の皮膚排泄ケア 訪問看護師、医師、ＰＴ等、ケアマネジャー、介護関係者

認知症の方の意思決定に対する看護師の役割 訪問看護師、病院等看護師

理学療法士に教わるリハビリテーション講座 訪問看護師、ＰＴ等、ケアマネジャー、介護関係者、その他

教育

ステーション
研修先医療機関 実施概要

大久保病院
糖尿病外来（フットケア外来、糖尿病腎症透析予防外来、糖尿病療養指導外来など）緩和ケア

チーム回診、訪問看護認定看護師の病棟ラウンド見学、褥瘡回診見学　等

JCHO東京新宿メディカルセンター
緩和ケア病棟や地域包括ケア病棟の見学実習、皮膚排泄ケアや摂食嚥下の認定看護師との同行

研修

東京医科大学病院
退院支援、ＰＦＭの概要について、小児退院支援、患者や家族との面談、医療処置のある患者の

院内指導、認知症疾患センター概要の紹介　等

杏雲堂病院 緩和ケア病棟、地域包括ケア病棟の見学

台東病院 基礎医療技術研修、老人保健施設の見学

東京大学附属病院 救急外来、小児外科病棟、地域連携室の見学、家族との関わりを学ぶ　等

みけ 賛育会病院
回診見学、緩和ケア看護、緩和ケア外来再診を見学、緩和ケア外来初診を見学、チームカンファレン

ス見学等

東邦大学医療センター大森病院
医療チーム回診に同行（呼吸サポートチーム、緩和ケアチーム、感染対策チーム、瞭下障害対策

チーム、栄養サポートチーム、褥瘡対策チーム）、退院支援

東急病院
医療チーム回診に同行（皮膚・排泄CN活動、緩和ケアCN活動、感染管理CN、認知症看護C

Ｎ、病院看護業務）

国立行政法人東京医療センター
スト-マ外来の概要やストマ用ケア用品の実際、褥瘡外来センターの実際を学ぶ、退院調整部門での

退院支援看護師の役割や地域との連携の実際等

都立松沢病院

精神科訪問看護研修

・訪問看護室と地域の訪問看護ステーションとの連携について学ぶ

・訪問看護室の訪問看護に同行する等

東邦医療センター大橋病院 緩和ケアチームの概要と実際、地域の他の医療機関や看護師との連携等

河北総合病院 創傷ケア（褥瘡、ストーマ、フットケア）の取り組みやケアの実際を学ぶ

越川病院 がん看護、緩和ケア、多職種カンファレンス、在宅調整、薬物療法等の見学

浴風会病院 認知症、認知症アウトリーチ（受診困難者等の訪問支援）等について学ぶ

赤羽リハビリテーション病院 回復期リハビリテーション病院のチーム医療の実際を見学・体験、病棟・カンファレンス見学　等

都立駒込病院
がん専門病院での患者支援体制とチーム医療を学ぶ

患者サポートセンター、緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、通院治療センター等の見学　等

都立北療育医療センター
重症心身障害児・者入院病棟の看護の実践を見学、ケア見学（清潔ケア、バイタルサイン測定、体

位変換・吸引　等）、家族ケア、在宅支援の見学　等

東京武蔵野病院
精神科の大規模病院で、病棟・デイケア実習

退院支援担当看護師との交流等を通し、顔の見える関係づくりを行う　等

城北 練馬光が丘病院 退院支援、褥瘡回診、ストマ外来、フットケア、嚥下リハビリ等の見学

東京慈恵会医科大学

葛飾医療センター
見学実習：ストーマ外来、地域連携室（退院調整）、化学療法室、小児科、透析等

東部地域病院 見学実習：一般病棟、外来化学療法室、看護相談室、看護専門外来

野村
東京慈恵会医科大学

附属第三病院
退院支援部門、多職種回診の見学

山の上 多摩南部地域病院 病棟・専門外来・退院調整部門において、1日体験研修　等

東大和病院 ストーマ外来・癌化学療法室の見学、褥瘡回診同行等

武蔵村山病院 緩和ケア講義・緩和ケアチーム病棟ラウンド･退院調整面談同席　等

東久留米 東京病院

・皮膚排泄ケア・退院支援コース

（ストマ外来・退院支援部門の活動・褥創チーム病棟ラウンドの見学）

・緩和ケア・退院支援コース

（退院支援部門の活動・緩和ケア病棟でのケア・緩和ケアチーム活動・外来化学療法室の見学）
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