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日本財団在宅看護センターとは

はじめに
本事業では、独自機能として個々の人間の生活力ケアが主務のひとつである看護師に、財務・業務管理・市場調査・
企業運営、介護・福祉・リハビリテーションなど保健関連の専門知識の修練を含む管理的研修を行います。

本事業の目的は、医療行為における医師との協力と共に、適切規模の人口集団ごとに「日本財団在宅看護センター」
を配置し、医療施設から退院した患者のフォローに加え、徐々に生活力・生存力が低下する高齢者を対象とした地
域包括的なケアの担い手を育成し、かつその担い手をネットワーク化することです。

特徴
 ● 看護師を中心に介護士、PT／OT（非

常勤含む）等 10 ～ 15 名で構成
 ● 適切な地域規模／人口規模を 24 時間

カバー
 ● 他の保健医療施設、特に在宅施設と

連携
 ● 地域包括的なケアのマネジメント機

能を持ち、看護師は多職種連携の
コーディネーター（Inter-Professional 
Coordinator）役を担う

本事業では「日本財団在宅看護センター」を起業・運営する人材を育成します。
本センターは、地域の公・私立医療施設、診療所、開業医、その他介護・老健施設などと連携するほか、薬剤、給食、
リハビリテーション施設とも連携します。また、地域外関係施設とも連携する努力を行います。
加えて、地域住民の理解と協力の下に、独居住民や退院直後または容態不安定期の人々、さらに看取りを必要とす
る場合には、在宅ホスピス機能も備えた柔軟な体制を目指します。
在宅看護の形態は、都市・農村（農繁期）・山村（作業季節性）・漁村（労働時間性）など地域で異なります。本セ
ンターは地域に根ざす各センターが、各々が持つ情報や人材を共有できるネットワークを目指します。

本事業のねらい
看護師を中心とした、地域包括的な在宅医療を担う事業所を運営するための、以下の 4 つの力を養成します。

① 安定して事業を継続させる経営力
② 現場での情報を把握し迅速に対応する判断力
③ 住民と他の保健福祉関係者をつなぐコミュニケーション力
④ 社会資源を活用し効果的な連携をするためのコーディネーション力

対談「看護師が社会を変える」
笹川 陽平（日本財団 会長） × 喜多 悦子（笹川記念保健協力財団 理事長）

当財団ホームページに掲載しています。

http://www.smhf.or.jp/hospice/zaitaku/

日本財団
在宅看護センター

宅老

老健

介護

配食

デイケア

リハビリ

薬局

入退院
入退院

入退院



2

第 1期生・第 2 期生について
2014年6月にスタートした本事業は、
第 1 期生 17 名全員が修了し、現在
それぞれの開業地または開業予定地
に戻りました。2015 年 10 月現在、
10 名が「日本財団在宅看護センター」
を開所し、さらに 2016 年内に 2 名
の開所の予定が決まっています。

2015 年度は第 2 期生として 9 名の
受講者を迎えました。第一線で活躍
する多彩な講師陣による講義、特色
を持った訪問看護事業所での実習、
笹川記念保健協力財団・日本財団に
よるバックアップのもとに、「日本財
団在宅看護センター」の開所に向け
て、日々切磋琢磨しています。

修了後、すぐに開所して実績を積ん
だ第 1 期生の事業所では、第 2 期生
の実習を引き受けて頂きました。1年
前に同じように勉強していた先輩が、
今は既に代表として事業を運営してい
ることは、第 2 期生にとって、とて
も刺激的であり、大きな目標となって
います。

■ （一社）葵の空訪問看護ステーション
■ （一社）花と空
  他5名予定

■ （株）在宅看護センター横浜
■ （一社）宝命
  他2名予定

■ （一社）医療看護110番
■ （一社）養生

■ （特非）むゆうげん
  他2名予定

1名予定
1名予定

1名予定

■ （同）岡山在宅看護センター晴

■ （一社）ソーシャルデザインリガレッセ
  他1名予定

■ （一社）新潟看護センターゆきぐに

■ （一社）黒衣
  他1名予定

新潟県

福岡県

愛知県 神奈川県

東京都

■ （一財）脳神経疾患研究所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
在宅看護センターゆいの学校

福島県

群馬県

茨城県

大阪府

兵庫県

島根県

岡山県

私は長く地元の総合病院に勤務し多くの経験
をしました。最期は自宅に帰りたいと切望する
患者さんも多く、わずか2年間でしたがその方々
のための訪問看護室を1人で立ち上げました。
在宅で最期まで過ごせるよう支援できた時、患
者さんやご家族から看護師としてこの上ない喜
びを頂きました。

そして、数ある起業家育成の中からこの事業を
選んだのは、世界的な広い視野で公益活動を
行っている財団だからです。病院から地域へと
私も視野を広げること、起業家として何を目指し
ていくのか、という意識改革をこの事業で学ん
でいます。世界にも伝えられる在宅看護の素晴
らしさを、これから実現していきたいと思います。

第2期受講者 黒沢 薫子さん  開業予定地：茨城県

看護師として様々な社会問題を目前に「看
護の視点でもっと何かできるはず」と葛藤する
日 を々過ごしていました。そんな折、本事業の

「看護師が社会を変える」の一言に胸が高
鳴りました。
多くの素晴らしい講師陣からの学びを糧に
受講修了7カ月目となる8月に開業しました。

チーム一丸となって今日もフィールドに飛び出
します。本人だけでなく家族、そして地域へと
私達の看護が大きな力となり社会問題解決
の糸口となれるよう「私達にしかできない看護
がある」と目的意識を高く持ち、本事業で学ん
だ看護をより多くの方々に知って頂きたいと
日々奮闘しております。

第1期修了生 大槻 恭子さん （一社）ソーシャルデザインリガレッセ日本財団在宅看護センター豊岡代表

■  日本財団在宅看護センター
開業状況（予定含む）

　（2015年 10月現在）
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受講者募集要項

1．受講期間
2016 年 6 月～ 2017 年 1月（8 カ月間）

2．募集人数
30 名程度

3．受講料
400,000 円（税込）

4．応募条件
次の（1）～（3）すべてに、もしくは（1）及び（4）に該当する方

（1）10 年程度の臨床経験をもつ看護師
　　訪問看護、在宅看護経験もしくは類似業務の経験及び管理業務経験があれば望ましい

（2）年齢：30 歳以上 60 歳未満（相談に応じます）
（3）研修修了後、概ね1年以内の起業を意図する方
（4）現在、在宅看護事業所または訪問看護ステーションに勤務し、当該施設の機能強化を目指しうる立場にある方 
　　（管理者の同意または推薦書必要）

5．提出書類・応募方法
（1）提出書類
　　● 応募書類（職務経歴、志望動機など）　 ● 看護師免許証の写し

（2）応募方法
　　笹川記念保健協力財団 助成事業専用ページからWEB 入力・アップロードにより書類を提出
　　助成事業専用ページ　https://system.smhf.or.jp/app/jp

（3）応募受付期限
　　2015 年 11月 応募受付開始（予定）応募は順次受け付けます

6．選　考
（1）一次選考：書類審査（書類審査に通過した方のみ、二次選考を行います）
（2）二次選考：面接審査
　　・面接審査は一次選考通過後、随時行います
　　・ 面接審査の実施日は一次選考通過の通知と併せて連絡しますが、指定した実施日の都合が悪い場合は、相

談に応じます
　　・面接場所は笹川記念保健協力財団となります（東京都港区赤坂 1-2-2）

（3）決定通知：審査結果は決定次第、メールにて連絡します
　　・正式な決定通知は事務処理の都合上、2016 年 4 月1日以降に郵送します

7．選考後の手続きおよび受講料について
（1）「取り決め確認書」の提出（決定通知と併せて案内します）
（2） 受講料の振込（「取り決め確認書」の提出後、指定の期日までに当財団が指定する銀行口座に一括でお支払い

ください）
（3）その他の受講の諸手続きについては、受講者に追って連絡します

実地研修での集合写真
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支援制度
本事業には受講中／起業時に際して、笹川記念保健協力財団または日本財団の各種支援制度があります。希望者に
対し下記の支援を予定しています。但し、本制度には申請条件や審査があります。詳細は本事業受講決定者向けの
オリエンテーションでご案内します。（2016 年 5 月上旬頃を予定）

受講支援 （家賃補助と交通費のどちらかが支援対象となります）

起業支援

日本財団ホスピスナースネットワーク
本事業受講者は、笹川記念保健協力財団が日本財団と協力して企画・運営している、「日本財団ホスピスナースネッ
トワーク」のメンバーに加入します。本ネットワークでは、毎年研修会などを企画・実施しています。登録料・年会
費は無料です。

その他
本事業では、年度を越えた受講者・修了生の交流会や、同窓会を企画しています。また、修了生へのフォローアップ
として、講義の聴講が可能です。特に重要なトピックスについては、集中講義や、有識者を招いての講演会も企画し
ています。情報は随時ホームページ・メールマガジンなどを通じて発信しています。

※1 「応募条件」参照。
※2 遠方からの受講者を対象とします。 不動産契約書などの写しを提出していただきます。

※3 公共交通機関の1カ月の定期代が50,000円を超える場合、超過分を補てんします。
※4 日本財団の助成制度による。

支援 内容 金額 対象者※ 1

受講中
家賃補助 受講に当たり転居を伴う場合※ 2 月額上限 100,000 円 応募条件 

（1）～（3） 
該当者交通費 ※ 3 月額上限 100,000 円

起業時
起業支援金 起業時に支援します 400,000 円

全員機材整備 設備備品（什器備品・医療機器など） 1,500,000 円程度
建物改修・車両整備 事務所リフォーム工事費など ※ 4

家賃補助 受講に際し、遠方のため転居を伴う受講者を対象に、月額上限 100,000 円まで家賃の補助を行います。遠方
とは、公共交通機関を利用して、片道の移動距離が100㎞超、または移動時間が2時間を超えるような場合です。

交通費 受講に際し、公共交通機関の 1 カ月の定期代が 50,000 円を超える場合、月額上限 100,000 円まで超過
分を補てんします。申請には定期券の写しを提出していただきます。

起業支援金 本事業修了生が起業をする際に、使途の指定のない 400,000 円を支援します。申請は「日本財団在宅看護
センター」※ 1 と認められる事業所の指定通知の写しを提出していただきます。

機材整備
本事業修了生が起業をする際に、使途を事務所設備（什器備品など）及び事業備品（医療機器・介護用品など）
に指定した 1,500,000 円程度を支援します。申請は「日本財団在宅看護センター」※ 1 と認められる事業所
の指定通知の写しを提出していただきます。

建物改修
本事業修了生が起業をする際に、事務所のリフォーム工事などについて日本財団に助成金の申請ができます。
申請は「日本財団在宅看護センター」※ 1 と認められる事業所の開業を前提としています。なお、補助率など
の要件や対象除外要件※ 2 があります。

車両整備
本事業修了生が起業をする際に、日本財団の福祉車両助成事業に申請ができます。申請は「日本財団在宅看
護センター」※ 1 と認められる事業所の開業を前提としています。なお、補助率などの要件や対象除外要件※ 2

があります。
※1 「日本財団在宅看護センター」・・・訪問看護事業、介護予防訪問看護事業、看護小規模多機能型居宅介護サービスの指定を受け、 笹川記念保健協力

財団が「日本財団在宅看護センター」と認められると判断したもの。
※2 対象除外要件・・・国庫及びほかの公営競技（宝くじを含む）の補助や、(独)福祉医療機構の助成を受ける事業、また、個人・任意団体・医療法人・宗教法

人・株式会社など。
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研修概要

スケジュール（予定）

8 カ月にわたる本研修は、前期講義・実習・後期講義・起業計画作成・起業計画発表の 5 部で構成されています。
「日本財団在宅看護センター」を開業・運営できる事業運営力、当該地域の各保健関連職と協働できる保健連携
力、地域社会の健康を包括的に守るための医療の一角を担える行政社会力を身につけます。さらに看護の本質であ
る個 人々の健康を適正に評価し、必要なケアを行使するとともに、人々が自らの健康を自律的に守るための健康教
育指導ができる看護実践力を拡大します。本研修は、受講者が自発的に意識改革をする期間であると位置づけます。

1．講義プログラム

Ⅰ 行政社会力
今後の保健医療政策を概観し、保健医療関連分野の基礎に加え、地域社会にお
ける保健専門職としての看護師の役割を確立するために必要な知識を学びます。

Ⅱ 事業運営力
顧客は誰なのか、何を求めているのか、一人の患者だけでなく、地域に多数を占
める高齢者のニーズも把握し、地域の特色に応じた対応を考える力を修得します。

Ⅲ 看護実践力
看護の原点を見失うことなく、しかし、せまい範囲に閉じこもらず、社会と医療が
変容する中で、未来志向の看護をどのように実践するのか考えます。

Ⅳ 保健連携力
医療・看護・介護のバランスがとれた連携が、積極的治療と緩和的療養に必要です。
既知の看護知識に加え、幅広い保健関連の知識と情報を修得し、地域社会の健
康ゲートキーパーとなる能力を身につけます。

2．実習プログラム
個 人々の経験、希望する地域になるべく沿った形で、実習を行います。在宅看護の経
験がない、またはまだ経験が足りないと感じる受講者には、在宅看護実務の修得を目
標にした実習プログラムを設定します。在宅看護の経験が豊富な受講者には、経営者・
管理者スキルなどの修得を目標にした実習プログラムを設定します。実習先は訪問看
護ステーションを中心とした施設となります。

時 期 内 容 場 所 時 間

2016 年

6 月～ 7 月 前期講義 東京
（日本財団ビル）

月～金
（土日祝日除く）

9：45 ～ 16：45

9 月～ 10 月 実習 各実習先 実習先規定による

11 月～ 12 月 後期講義 
起業計画立案

東京
（日本財団ビル）

平日
（土日祝日除く）
週 2 回程度

2017 年 1 月 起業計画発表
修了式

東京
（日本財団ビル）

月～金
（土日祝日除く）

9：45 ～ 16：45
講義の様子

グループワーク

施設利用者の付き添い補助

※8月は夏休み
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4．起業計画作成時のフォロー体制
起業計画作成に当たって、以下の 2 つのフォロー体制があります。

①コーチング
起業計画の発表の前に、マネジメントのコンサルタントに個別に
コーチングを依頼することが出来ます。起業計画について質問を
受け、回答していくことで、自分では気付かなかったアピールポイ
ント、不安要素、検討が不十分な要素などを洗い出します。

②資金計画策定
起業計画には資金計画も盛り込みます。資金計画については講
義にも組み込まれていますが、個 人々の起業計画に沿った資金計
画、現実性、将来展望などを公認会計士にアドバイスを求める
ことができます。

5．Q&A

Q1.　受講できない日があります。
A：欠席は出来ますが、振替はありません。原則全て出席していただきます。

Q2.　実習先は具体的にはどこになりますか。
A：受講開始後、実習先について、個別に実習内容の設定や実習先を選定していきます。

Q3.　「日本財団在宅看護センター」はフランチャイズのようなものでしょうか。
A：いいえ、違います。ご自身が起業・運営するものであり、ロイヤリティーや経営管理を要求することはありません。

Q4.　開業資金の貸出制度はありますか。
A：いいえ、開業資金の貸出制度はありません。

Q5.　受講中にアルバイトなどはできますか。その場合、紹介してもらえますか。
A：研修に差し支えのない範囲でのアルバイトは可能ですが、紹介はしていません。

3．起業計画作成

④発表
起業・既存施設の機能拡充へ…

③事業計画
開業後・半年後・1年後・2年後・5年後…と、短期・中期・長期で事業がどのようになる
かをイメージし、事業概要・経営方針・事業内容・経営環境・事業展開戦略・財務計画
等を開業後数年間策定したもの

②アクションプラン
開業までのタスク（法人設立、開業資金、不動産等インフラ整備など）に対する
具体的な施策をタイムスケジュールに表したもの

①開業計画
ご自身が立ち上げる「日本財団在宅看護センター」の構想

　方針 （理念・ミッション・ビジョン・目的・目標）
　地域・顧客研究 （ドメインの決定・利用者イメージ・想定できる利用人数）
　サービス （事業内容＜訪問看護、相談窓口、社会資源への窓口など＞）
　体制 （組織＜人事、勤務体系、事務所インフラ整備など＞・他施設との連携）
　財務 （資金調達・収支計画など）

●

●

●

●

●

起業計画の一例
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お問い合わせ

公益財団法人笹川記念保健協力財団
事業部（「日本財団在宅看護センター」起業家育成事業担当）

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2  日本財団ビル 5 階
TEL： 03-6229-5390 FAX： 03-6229-5395
URL： http://www.smhf.or.jp/ E-mail： smhf_home-nursing-cc@tnfb.jp

（2015年10月15日発行）

○虎ノ門駅から（地下鉄銀座線） 
3番出口より徒歩5分 

○溜池山王駅から（地下鉄銀座線・南北線） 
9番出口より徒歩5分 

○国会議事堂前駅から（地下鉄丸ノ内線・千代田線） 
3番出口より徒歩6分 

○羽田空港から（駅間所要時間 40～50分） 
京浜急行：（都営地下鉄浅草線直通）→新橋→ 
（東京メトロ銀座線）→虎ノ門 
東京モノレール：浜松町→（JR山手線）→新橋→
（東京メトロ銀座線）→虎ノ門 

○東京駅から（駅間所要時間 7分） 
（東京メトロ丸の内線）→国会議事堂前 

アクセスマップ

日本財団について

日本財団は、海や船、社会福祉、教育・文化などの幅広い
領域で公益活動を支援する公益財団法人です。全国の自治
体が主催するボートレースの売上金の一部を財源の中心とし
て、企業等からの寄付や国からの資金等も得ながら国内外の
公益団体と協力しつつ社会課題を解決するための事業を推進
しています。

国内の医療保健分野においては、ホスピス緩和ケアを中心に、
笹川記念保健協力財団とも協力しながらさまざまな事業を展
開しています。例えば、緩和ケア病棟・施設ホスピスやホー
ムホスピス等地域密着型小規模施設の整備、一般啓発セミ
ナー「memento mori」の全国開催、また緩和ケア認定看護
師・訪問看護認定看護師の教育課程やホスピス専門研修へ
の支援（3,692 名）、ホスピスドクターの養成（84 名）などを
行ってきました。近年は、特に「自宅や地域で、人々が最期ま
で自分らしく暮らすこと」を支える取り組みを積極的に支援し
ています。

笹川記念保健協力財団について

笹川記念保健協力財団は、身体的、精神的、社会的そして
スピリチュアルの観点からクオリティ・オブ・ヘルスの向上を
目指し、「ハンセン病対策」「ホスピス緩和ケア推進」「公衆
衛生向上」の 3 つの活動を行っています。

「ハンセン病対策」では、ハンセン病とそれに伴う偏見差別
のない社会を目指した活動を行います。「ホスピス緩和ケア推
進」では、誰もが全人的なケアを受けられる社会を目指し、
そのための人材育成を行います。「公衆衛生向上」では、世
界の公衆衛生向上のための支援を行います。

ホスピス緩和ケア事業では、その普及・啓発・質の向上を目
指し、研究助成、人材育成、研修会や研究会の開催、地域
で啓発活動を実践している団体への支援を行っています。こ
れらに加え医療施設以外における地域包括的な在宅医療を担
う看護師を養成し、地域に根ざしたプライマリケアを提供で
きる事業所網の構築を目指します。


