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両国国技館（墨田区）

「地域でその人らしく暮らすために」
在宅ケア移行支援研究所
宇都宮オフィス

宇都宮 宏子

ました。ある日、はなさん
がしりもちをついて恥骨骨折

Bon Courage
ぼん・くらーじゅ

と診断され、緊急で受診した整形
外科の医師から入院を勧められたと娘さんから連絡が

東京訪問看護ステーション協議会の皆さん、こんにち

ありました。私には突然の入院で混乱して大きい声を出

は。宇都宮宏子です。私は、1991 年から訪問看護の世

したり、帰ろうと思って動こうとしたりするはなさんが

界に入り、2002 年病院に戻り入院医療から在宅療養へ

容易に想像できました。「病院では身体拘束や鎮静もあ

の移行支援を進めるための仕組み「退院支援・退院調整

るかもしれない、2、3 週間の入院で歩けなくなる可能

の 3 段階方式」を確立してきました。そして、全国の病

性も高いだろう。」そう考えた私は娘さんに、
「家で看る？

院に広げ、外来・病棟看護師が主体的に「在宅療養移行

毎日訪問するよ」と伝え、整形外科の医師にも毎日訪問

支援」に取り組めるように、2014 年独立開業し、講演

し、様子を報告することを約束しました。はなさんは、

やアドバイザー活動に取り組んでいます。
私がなぜ訪問看護から病院に戻ったのか、そして病院

2 週間目には自分で座ることができるようになり、4 週
間後にはいつもの生活に戻ることができました。

の退院支援から起業を考えたのか。そこには、訪問看護

はなさんが教えてくれた「暮らしの場だからこそ発揮

師時代に多くのことを教えてくれた「はなさん」の存在

できる本人の持つ力を信じること」が私の真ん中にあり、

が大きく影響しています。はなさんは、重度のアルツハ

「ぶれない自分」を支えてくれているのだと思います。

イマー型認知症でしたが、いつも私が訪問すると笑顔で

入院医療は、時に生活や人生を遮断する。地域でその人

迎えてくれました。散歩（徘徊と言われていたけど・・・）

らしく暮らすことを実現するために何が必要かを考える

中には、近所の子供たちが「はなばあちゃーん」と声を

活動をこれからも続けていきます。東京で働く訪問看護

かけて集まってくる、そんな温かい地域で生活をしてい

師さんも一緒に活動していきましょう。

Report
総会報告
平成 29 年 4 月 22 日（土）東京都看護協会会館にて、東

カム評価を明示し、行政や関係機関へアプローチしていくこ
と。協議会の法人化や事務組織の基盤強化が重要な課題であ

京訪問看護ステーション協議会総会が開催されました。
山元会長より平成 29 年度は、平成 30 年に医療・介護保

ることなどのご挨拶がありました。また、平成 28 年度に訪

険同時改正に向けた準備の一年であること。地域医療構想、

問看護の質向上のための体系的プロジェクトで訪問看護キャ

地域の医療介護計画をふまえ、訪問看護の見える化、アウト

リアラダーを作成し、その活用ガイドが配布されました。
（東大和訪問看護ステーション武蔵村山サテライト 龍原）

29 年度の活動方針
1. 訪問看護活動の理解促進、新たな訪問看護人材の確

特 別 講 演

保に繋がる取り組みを実施する。
2. 各地域における看護職種間・関係職種間ネットワー

テーマ：
「訪問看護ステーションにおけるリスクマネ
ジメント」

クの推進・強化を図る。
3. 訪問看護ステーションの経営基盤の強化を図るため

講 師：山内 桂子 氏
東京海上メディカルサービス株式会社
メディカルリスクマネジメント室 主席研究員

の取り組みを実施する。
4. 訪問看護キャリアラダーに基づく体系的研修プログ
ラムを構築する。

情報の伝達に関するリスクマネジメントについて、間違えや
すい表現や実際にあった事故などを例にあげ、現場に即した具
体的な予防策を教えていただきました。

5. 協議会への加入を推進し、訪問看護ステーション同
士の連携体制・組織の強化を図る。

セミナー講演

特別講演

山内桂子 氏

研修報告
平成 29 年 3 月 25 日に、東京訪問看護ステーション協議

は予約で埋まっているとの

会主催の研修が行われました。テーマは 医療的ケア児の支

こと。ご利用者が居心地よ

援体制 で、講師は、国立成育医療研究センター MSW の木

く過ごせるような取り組み

暮氏、もみじの家のハウスマネージャー内多氏。訪問看護師

や、自立に向けた関わりな

だけでなく保健師も多数お集まりいただきました。内多氏は

どもお話ししていただき、

ご存知の通り元 NHK アナウンサー。NHK の番組がきっか

とても感銘を受けました。

けでハウスマネージャーになられたそうです。

（なごみ訪問看護ステーション
葉山）

もみじの家は昨年 4 月に開設、順調に利用者が増え、現在
東京訪問看護ステーション協議会研修会案内

～医療的ケア児の支援体制～
“その人らしく生きる”を支える
重い病気を持つ子どもと家族ひとり
一人が その人らしく生きる社会
をつくることを目指して設立された
もみじの家の活動を語る

講師：

内多 勝康 氏

１９６３年東京生まれ、東京育ち。
前職はＮＨＫアナウンサー。４年前、医療的ケアが必要な
子どもにスポットを当てた「クローズアップ現代」を担当
それがきっかけで昨年春、３０年間務めたＮＨＫを退職し、
国立成育医療研究センターに新設された、医療的ケアが必
要な子どもと家族のための短期入所施設「もみじの家」の
初代ハウスマネージャーに就任。社会福祉士の資格を持つ。

講師： 木暮 紀子 氏

国立成育医療研究センター
医療連携・患者支援センター MSW 社会福祉士
2002年国立成育医療研究センター開院より勤務
医療的ケア児の支援及び退院調整等に携わる。

日

場

対

時 ： 平成29年3月25日（土）
所 ： 東京都看護協会

（内多 勝康 氏）

13：30～16：30

サークル室（２階）

（受付13：00～）

〒162-0815 東京都新宿区筑土八幡町4-17 TEL.03-5229-1520（代）
JR中央総武線 飯田橋駅東口から徒歩7分
東京メトロ東西線・有楽町線・南北線 飯田橋駅出口B1から徒歩6分
都営大江戸線 飯田橋駅出口C1から徒歩5分
都営大江戸線 牛込神楽坂駅出口A3から徒歩5分

象 ： 東京訪問看護ステーション協議会会員・その他関連機関

参加費 ： 会員：無料

非会員：１,０００円

申し込み方法 ： 下記の必要事項を明記の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
①事業所・施設名、連絡先TEL、②職種、③お名前
申し込み・問い合わせ先 ： 東京訪問看護ステーション協議会
事務局 ＴＥＬ 03－5520－8824
ＦＡＸ 03－6730－2933

※ 締切

平成29年3月10日（金）

定員150名程度

（申し込み先着順）

研修会案内

内多勝康 氏による講演

2

木暮紀子 氏

Business administration
わかりやすい「けいえい学」
回

第３

ョンの

訪問看護ステーシ

【訪問看護ステーションのホームページ活用の現状調査】

「ホームページ活用の現状調査」

今回、訪問看護事業を行っている合計 105 社のホーム
ページ活用の現状調査を行いました。その一部をご紹介し

株式会社 ラピオン 山の上ナースステーション

ていきますね。

理学療法士 中村 俊晴
（マーケティングングコンサルタント）

調査①：自社ホームページを持っているか？
105 社中 18 社はホームページがなく、87 社（全体の
83％）はホームページを持っています。

皆さんは、自社のホームページを使って情報発信を

調査②：ホームページの情報量・ページ数は？

していますか？

ホームページを持っている 87 社中 17 社は 1 ページの

今回は、 訪問看護ステーションのホームページ活用

み。31 社は 10 ページ以下です。

について一緒に考えていきたいと思います。

調査③：写真の活用有無
ホームページを持っている 87 社中 22 社は社長または所

【訪問看護ステーションの運営における 2 つの課題】

長の写真を載せています。87 社中 8 社は、スタッフの写真

経営されている皆さんは、ご承知の通りと思いますが、
訪問看護ステーションを長期的に運営させ、事業の安定・

を載せています。

拡大していくためには、大きな 2 つの課題を解決し続けな

調査④：ホームページに求人情報を載せているか？
ホームページを持っている 87 社中 72 社（全体の 83％）

ければならないと言われています。

は、ホームページ上で求人情報を載せています。

それは、
「継続的な利用者数の確保」と「必要な人材の確保」

調査⑤：求人情報の内容は、どんな情報か？

です。

ホームページ上に求人情報を載せている 72 社中 39 社は

この 2 つを確保できるようにマーケティング活動してい
くことが、経営していくためには必要ですよね。その理由は、

募集要項のみ。29 社は募集要項だけでなく、新卒者向けの

会社の売上・利益は、この 2 つから生み出されるものだか

メッセージや中途採用者へのメッセージ、スタッフのイン

らです。

タビューなどその他の情報を発信しています。
【調査結果から見える今後の課題】

【ホームページを上手く活用できていますか？】

訪問看護ステーションのホームページ活用の重要性は高

その課題を解決するためのマーケティング活動はいくつ

まっていることがわかります。しかし、ホームページを持っ

も方法があると思います。

ていても、上手く活用できていない会社は多いようです。

例えば、利用者・家族の満足度を上げる、地域の病院・

インターネットが普及している現代において、ただ単に

ケアマネージャーとの関係構築、働きやすい職場作りなど
たくさんの活動が挙げられますよね。その中の 1 つに、 ホー

ホームページを持つだけでなく、何のために活用していく

ムページの活用

のか？をしっかり考えて戦略的なホームページの活用が大

もあると思います。

ホームページは、伝えたい情報をたくさん発信できるの

事になってきているのではないでしょうか。また、機会が

で、とても便利なツールですよね。そんなホームページを

ありましたら訪問看護ステーションのためのホームページ

上手く活用して、2 つの課題を解決するために有効活用し

活用方法について役立つ情報をお届けしたいと思います。

たいものです。

次回も、楽しみにしていてくださいね。
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訪問看護リハビリ
ステーションラフ

こ

んにちは！訪問看護リハビリステーションラフです。
当事業所のある多摩市は、1970 年代から開発された

対

象のご利用者様は、
難病の方・要介護

多摩ニュータウンのほぼ中心に位置し、都内一緑や公園の多

状態の方・障害をお持ちの小児の方・精神疾患をお持ちの方・

い都市緑化の進んだ市です。当ステーションは小田急・京王

最期までご自宅で過ごしたい方など「地域で暮らすすべての

永山駅から徒歩 10 分程の所にあります。
「すべての方の自己

方々」です。時にはご利用者様の手となり足となり、黒子と

実現と笑顔のために」という理念のもと平成 27 年に開設し、

なることで、ご利用者様の生活を支えられる訪問を行ってい

今年の 6 月で丸 2 年が経ちます。事業所名のラフは、Laugh=

ます。

家族はもちろん、この仕事を通してお会いできる全ての方々

ま

と共に笑い合えるようなステーションにしたいという思いが

の「こどもデイサービス ラフ」を開設しました。医療ケアの

込められています。

必要なお子様であっても、安心して活動することができ、社

大きな声で笑う・笑い合うという意味があり、ご利用様・ご

職

た、平成 29 年 4 月には事業所の 1 階に、重症心身障害
児を対象とした児童発達支援 & 放課後等デイサービス

員体制は、看護師 7 名（常勤 3 名・非常勤 4 名）・理学

会参加のきっかけにして頂けるような事業所を目指していま

療法士 4 名・作業療法士 4 名・言語聴覚士 1 名・事務

す。訪問看護を利用しながらこどもデイを利用されている

員 2 名です。スタッフ間のコミュニケーションが良いのも特

方も多く、それぞれの特性を活かしながらお子様の発

色の一つで、ご利用者様が在宅で安心して暮らすためにどの

達を支援しています。

ように支援したら良いか、すぐに相談できます。これだけの
多職種がそろっているため、様々な視点から助言が得られます。

こ

れからも、その方のニーズに合わせた在
宅生活をサポート出来るよう、そして、
地域にラフがあって良かったと
言ってくれる方が増えていくよう
に、スタッフ一同、精進してまい
ります。

こどもデイサービスラフの外観
スタッフ一同

合同会社ライフイズ

訪問看護リハビリステーション ラフ
代表社員 影近 卓大
〒206-0025

東京都多摩市永山2‑14‑6
アドラブールK 202
TEL：042-400-6182 FAX：042-400-6183
https://www.lifeis-llc.com

近くの美味しいケーキ屋さん
近くを流れる乞田川は桜がキレイです
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訪問看護ステーションさくらんぼ

訪

問看護ステーションさくらんぼは、自分たち ( 私たち )

域のケアマネジャーとの研修会など、知識、技術の習得に余

看護師の力で立ち上げ、今年 1 月で 13 年目を迎えるこ

念がない勤勉なスタッフに恵まれました。一方で彼らは、訪

とができました。私が病院看護師として働いていた頃は、病

問を終えて事業所に戻ると、その日の出来事をお互いにツッ

院で死を迎えることが当然の時代で、最後まで 1 日でも長く

コミながら、ユニークに話し合えるお茶目なプロ集団でもあ

生きるための治療を続けることで最善を尽くしていました。

ります。

病院の看護師としての役割を離れ、自分の看護人生の後半は
地域に看護を届けたい思いを胸に、在宅看護の世界に飛び込
みました。現在、当ステーションには、看護師 9 名、理学療

来

る 2025 年に向け、各自治体も地域包括ケアシステム
の実現に向けて動きだし、訪問看護は介護と医療を繋

ぐ役割を担う中心的な担い手として期待されております。国

法士 4 名、作業療法士 3 名がおり、居宅介護事業所も併設し

分寺という町で、地域と連携しながら、訪問看護師だからで

て運営しています。

きる地域ケアシステム構築の実現のための協力を行いながら、

訪

問看護ステーションさくらんぼのある国分寺

地域に根差した愛される訪問看護ステーションであり続けら

市は坂の多い歴史ある町です。中央線、西武

れるよう、頑張っていきます。

線、武蔵野線の３線が乗り入れており、
人口 12 万人のベットタウンで、高
齢化率は 22％の町です。少し駅か
12
11

4
3

ら離れると美しい住宅街や、のど

6

5

1

かな畑がひろがり、訪問中も心地

7

よい風、景色を届けてくれます。

安

2

定した経営を維持するため、
いろいろ戸惑うことも多く

ありましたが、幸いなことに、定期的
なステーションでの勉強会、地域包括や地

スタッフ一同

恋ヶ窪の遊女達が朝な夕なに姿を映した事から
「姿見の池」と呼ばれている

有限会社さくらんぼ

訪問看護ステーション さくらんぼ
管理者 三村 悦子
〒185-0003

東京都国分寺市戸倉1‑12‑49

TEL：042-359-7388 FAX：042-359-7389
http://www.hk-sakuranbo.com

開発の進む国分寺駅方面

5

おたかの道湧水：現在遊歩道として
整備され多くの人々に親しまれている

Use of the Internet
ホームページ・メルマガの活用について
東京訪問看護ステーション協議会では、広報誌「そわに

果たしていることです。東京訪問看護ステーション協議会

え」発行のほかに、様々な手段で会員の皆様・関係者の皆

のホームページには、地域ごとのステーションを探す機能

様への情報発信を行っています。現在行われている情報発

があり、各地域の会員ステーションが一覧で見ることが可

信手段とその特徴は以下の通りです。

能です。一覧にはステーションのホームページのリンクを
貼ることが可能で、既に 8 割程度が実施済みですが、中に
はクリックするとページが削除されてしまっているものな

① 郵送・FAX などによる紙ベースによる発信

どもあります。

→自動で届く。開封すれば、管理者以外のスタッ

現在のインターネット社会の中では、ケアマネジャーよ

フもすぐに情報が知ることができる。

り紹介を受けて利用開始をする前にステーション情報を見

② ホームページによる発信
→自ら検索、閲覧しないと情報を得ることができ

る方、求人応募する前に見る方も増えてくる時代です。ホー

ない。一般の方でも情報を知ることができる。

ムページ充実・リンクの更新をお忘れなく。東京訪問看護
ステーション協議会でも、より会員の方、一般の方にお役

③ メールマガジン（以下メルマガ）による発信

に立てる協議会ホームページ作りを提案していきたいもの

→登録すると配信される。リアルタイムの情報が

です。

得られやすい。個別登録なので、登録しないと
情報が得られない。

＜メルマガ＞
＜ホームページ＞

現在、1 ステーションに 1 名のみ、メルマガ登録が可能

私たちの生活では、インターネットは不可欠なツールに

です。皆さん、登録はお済みですか？メルマガでは、主に

なっています。スマホの普及によってより身近になり、ど

研修、講演会のお知らせなどの情報を発信しています。ホー

こに出かけるときでも、何か知りたいことがある時でも、

ムページに研修情報が掲載された際などにもメルマガでの

まずは、インターネットによる情報収集を行う人も多いで

お知らせが来ますので、登録がお済みでない方は早速登録

しょう。東京訪問看護ステーション協議会のホームページ

をお願いします。登録の方法については事務局までお問い

は、
「東京

合わせください。

訪問看護」と検索すると様々なサイトで上位表

示されるホームページです。その内容を少しご紹介しま
今回、記事執筆にあたり、広報活動を振り返るとともに、

しょう。

より会員の皆さまにご満足頂ける情報とは何か？情報発信方

現在のホームページは会員向けページと一般向けページ

法は何か？考える時間を

に分かれた構成で作られています。一般向けページでは、
「協議会のご案内」
「訪問看護の利用をお考えの皆様へ」
「病

持つことができました。

院・介護関係の皆様へ」
「訪問看護師になりませんか」とさ

今年度以降もよりユー

らに対象を分けて、知りたい情報が手に入るようになって

ザーの視点に立った広報

います。

活動ができるようにして
いきたいと思います。

ここで注目したいことは、3 ページの「けいえい学」で
も書かれていますが、利用者確保、スタッフ確保において

（東電さわやかケア中野・
訪問看護ステーション 鈴木）

もステーションホームページの充実が大きな役割・影響を
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Delicious!
美味しいもの紹介します！

訪問の合間に立ち寄ったパン屋さんが意外に
美味しくて、ステーション内で話題になったり

ワールの

することがありますよね。私のステーションの

サンエト

両国の巻

塩パン

ある江戸川区小岩界隈では、肉屋さんで作って
いる餃子や、昔ながらの手作り豆腐店の特大
がんもなどが、仕事中の密かな楽しみになって
います。今回は、広報委員 3 名から、地元の美味

巻き込んである発酵バター
入りのマーガリンがとけだ
し、サクサク感とジュワっ
と感を味わえるパン。

しい情報を集めてみました。

店舗情報
墨田区両国 4-38-8
TEL：03-3632-3114
月〜土：7：00 〜 21：00
日・祝：7：00 〜 20：00

本店の

浪花家

ム

明治 42 年創業の老舗。
ぱりぱりの皮にしっかり水
分のとんだ小豆らしい香り
の粒あんがぎっしり。
甘さ控えめなのもうれしい
です。

店舗情報
杉並区堀ノ内 1-6-4-101
TEL：03-5377-3030
10：00 〜 20：00 火曜定休

店舗情報
墨田区亀沢 1-24-2
月〜金：10：00 〜 18：00
土：10：00 〜 16：00
日祝休

の巻

神楽坂には近くに東京都看護協会もあり、研修など
で来る機会も多いと思います。
私たち広報委員も、看護協会の会議室をお借りして
委員会を行っています。

CASA UOKIN

いつでもどれでも安心して食べられ
る地元愛を感じる素敵なケーキ屋さ
ん・パ テ ィ ス リ ー ウ ー。お 薦 め は
シュークリーム。1 個 170 円。カス
タードクリームと生クリームの MIX
系で人気の一品です。仕事終わりの
疲れた身体が癒されます。焼菓子や
ケーキも絶品なうえ、優しいお値段
です。

清澄白河
の巻

ニュージーランドから上陸したオールプレ
ス エスプレッソ 東京ロースタリー&カ
フェ。世界に 8 店舗ありますが、国内はこ
こだけ。フラットホワイトは、聞き慣れな
いメニューと思いますが、オセアニアで
はメジャーで、とても滑らか。ラテ
やカプチーノとはちょっと違う味
わいです。フードメニューも充実
していて、写真右は「本日のサ
ンドイッチ」
。

神楽坂に多い古民家を改修し
たイタリアンのお店です。偶
然お店の前を通りがかった
時、素敵な入口に魅かれてし
まいました！魚金グループで
すが、お洒落。店内は女子で
賑わっていました。

オール

プ
フラッ レスの
トホワ
イト

店舗情報
江東区平野 3-7-2
TEL：03-5875-9392
月〜金：8:00〜17:00
土日祝：9:00〜18:00

店舗情報
新宿区神楽坂 5-35-8
TEL：03-6265-0925

FÉ
CANAL CA

の巻

ウーの
パティスリー

シュークリー

焼
祖たい

元

神楽坂

方南町

ラの

ブリジェ

シュ・
ブリオッ ラート
ェ
コン・ジ

神楽坂下の交差点にあるBoutique
は、1 階はケーキやお菓子があり、
2 階はカフェ。
市ヶ谷方面に少し進むと、レストラ
ンの入り口。扉を開けるとレストラ
ンサイドとデッキサイドに分かれて
おり、デッキサイドはお堀の上の
オープンテラスになっていて、夏の
夜などは気持ちよさそう。本格的な
イタリアン。

フレーバーは定番の 10 種類に加えて、季
節限定の 6 種類があり、カラフルなショー
ケースの前で迷ってしまいそう。写真右は
キウイ＆チョコレート、左はぶどう＆キャ
ラメルナッツバニラ。そして、奥が温かい
ブリオッシュに挟んで食べる「ブリオッ
シュ・コン・ジェラート」
（これを略すと店
名になる）
。大半のお客さんの目当てはコ
レ。抹茶とラムネ、それぞれ美味しかった
けれど、取り合わせとしてはちょっと失敗
かも ( 笑 )。
店舗情報
江東区三好 2-1-6
TEL：03-5809-8436
10:30〜19:30
不定休

店舗情報
新宿区神楽坂 1-9
TEL：03-3260-8068
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少し前になりますが 5 月 12 日（土）
、
ぶれ いくたい む
東京都看護協会主催の『看護フェスタ
2017』が新宿駅西口広場で今年も開
催されました。
小雨が降る中多くの都民の皆さまが足を運んで下さり、会場
内は大賑わいでした。
参加団体のブースでは、災害支援ナースの活動報告・視力測定・
血糖測定・血管年齢測定などが催されました。当協議会では、
訪問看護師による在宅療養相談と骨折リスクチェックが行なわ
れ好評でした。
午後の短い時間でしたが、看護師の活動紹介や関係団体との
連携など素晴らしいイベントでした。
来年はぜひ皆さんも足を運んでみて下さい！
（
（株）ライフケアーサービスセンター訪問看護ステーション 高木）

東京訪問看護ステーション協議会の会員
の皆様、こんにちは。私は、今年度より広
報委員となりました、株式会社ラピオン
山の上ナースステーションの柴田です。今後とも、どうぞよろ
しくお願いいたします。
そわにえでは、皆様が「ほっとできる、元気になる、ために
なる」情報を発信していけるように頑張っていきたいと思いま
す。欲しい情報等がありましたらぜひお教えください。
（山の上ナースステーション 柴田）

今年度より広報委員となりました、墨田区のスカイツリーそ
ばにあるうさぎ訪問看護ステーションの鈴木と申します。天候
と悪戦苦闘しながらも、移動の自転車で季節を感じるのがとて
も好きです。この時期は、日焼けと暑さと闘いながら、装備万
全で訪問移動に励んでいます。
「そわにえ」を通じて、訪問看護師の活動や取組、魅力、情報
を発信し、訪問看護師同士だから共感できる「読みたい」広報
作りをしていきたいと思います。
（うさぎ訪問看護ステーション 鈴木）

東京訪問看護ステーション協議会は、都内で活動し
ている訪問看護ステーションの訪問看護師たちを支
援していきます。
ご入会を心よりお待ちしています。
6月30日現在の会員施設数
継続会員：429 新規会員：60 合計：489
【連絡先】tokyohoukanst@yahoo.co.jp
（公社）東京都看護協会内 東京訪問看護ステーション協議会 気付
現在、東京訪問看護ステーション協議会は、法人化へ向けて動いています

