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日本財団在宅看護センターとは

目的
本事業では「日本財団在宅看護センター」の開設と普及のため、起業・運営・経営を担うことができる看護師を育成
します。医師との協力はいうまでもなく、リハビリ・栄養・介護・薬剤師など多職種との協調を前提に、適切規模の
人口集団ごとに「日本財団在宅看護センター」を配置します。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も対象とし、地域に根差したプライマリケアを提供できる事業所ネットワークの構
築を目指します。

特徴
「日本財団在宅看護センター」は、地域の医療施設、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、地域外の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、都市部・農村部・山村・漁村など地域で異
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。

 ● 看護師を中心に介護士、PT／OT（非常勤
含む）等10 ～ 15名で構成

 ● 他の保健医療施設と連携し、適切な地域・
人口規模を24時間カバー

 ● 地域包括的なケアのマネジメント機能を持
ち、看護師は地域・多職種連携のコーディ
ネーター役を担う

現在の「日本財団在宅看護センター」
2014年にスタートした本事業か
ら、既に20名が、さらに年内数
名が開所します。2016 年度の
受講者（第3期生）は、第一線
の実践家、研究者、行政官ら多
彩な講師陣による講義と、多種
多様な施設における実習・実地
研修にと切磋琢磨中です。第3
期生からは目標であり頼れる先
輩でもある修了生の事業所実習
を加え、起業・運営のノウハウ
を共有しています。

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

■ （一社）葵の空訪問看護ステーション
■ （一社）空と花
■ （一社）街のイスキア
■ （株）Creade
  他3名予定

■ （株）在宅看護センター横浜
■ （一社）宝命
■ （一社）つかさ
  他1名予定

■ （一社）医療看護110番
■ （一社）養生

■ （特非）むゆうげん
  （ホームホスピス「わこの家」）
■ （一社）ミモザ
■ （一社）レイール

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
■ （一社）CARE

■ （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
在宅看護センター結の学校

■ （一社）ハーモニーナース

福島県

群馬県

茨城県

大阪府

兵庫県

島根県

岡山県

■  日本財団在宅看護センター開業状況
　（2016年10月現在）
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修了生・受講生の声

この研修に参加したことで人生は大きな
転機を迎えました。福岡で仕事を続けてい
たら学べなかった講義、毎日が新鮮で興
味ある事ばかり！視野が広がり物事を深く
考えるようになりました。ここでしか出会
えない方々、この研修ならではの講義と実
習、学生生活、ネットワーク、支援。いろ
んな地域・経歴の仲間・意見にふれました。
まるで全国に親戚・家族ができたようです。
喜びも苦しみも共にできるかけがえのない

仲間です。起業の形は様々、私は共栄共
存、人に優しい街づくり、プライマリヘル
スケアに興味があり、開業地としてそれら
に挑戦できるだろう地域・場所を選びまし
た。医師の指示だけでなく予防と自立を促
す支援や、その評価を訪問看護の役割と
するなど、新しい仕組みを提案できる在宅
看護のネットワークの一員として取り組ん
でいきます。

第2期修了生 長澤 祐子さん  （一社）在宅看護センター ミモザ 代表（福岡）

私が暮らす地域は、平均寿命が短く、高
齢化率が年々上昇しています。公立病院
の看護師を長く勤める中、病院では解決
できない問題を、訪問看護師で何かでき
るのでは？と考えていました。訪問看護の
経験はありませんが「看護師が社会を変え

る」という本事業に応募しました。地方か
らの受講、金銭的な不安もありましたが、
家賃補助は後押しになりました。一流講
師陣からの学びを深め、地域医療連携室
勤務の経験を生かし、同じ志の仲間と共
に、看護で社会貢献を目指します。

第3期受講生 太田 緑さん  （開業予定地：青森県）

病院勤務の頃、入院中の医療依存度の高い高齢患
者が不安で在宅復帰できない状況を目の当たりに見
て、本来の看護のあり方を考え始めました。更に東
日本大震災で避難患者の在宅移行に関与したことが
きっかけで、受講を決めました。8か月の研修は私に
とって、社会人としてのターニングポイントとなり、経
営手腕と知識、沢山の勇気を頂き、法人に所属しな
がら起業構想の承認・実際の開業を成し遂げました。
訪看と看多機を同時に運営することは大変ですが、
スタッフ全員が同じ目標に向かい邁進してくれるため、
医療依存度の高い患者さんも在宅中心に安定した状
態で過ごされます。少子超高齢化多死社会を見据え、
自然死看取りや小児・障がい者のケアも視野に在宅
看護センターの普及に貢献してまいります。

第1期修了生 沼崎 美津子さん （一財）在宅看護センター結の学校 代表（福島）

入所者のケアをする様子

同期の仲間と修了式にて



3

受講者募集要項

1．受講期間
2017年6月～ 2018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）（テキスト代、各地の見学、学会参加等を含む）

4．応募条件
次の（1）及び（2）、もしくは（1）及び（3）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）研修修了後、概ね1年以内の起業を意図する方
（3）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
　　2016年11月 応募受付開始。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（実施日は一次選考通過の通知と併せて連絡し随時行います：実施日応相談）
（3）決定通知：審査結果は決定次第、メールにて連絡します（後日正式決定通知を発出）

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や各種支援制度については、受講者に追って連絡するとともに詳細はオリエンテーショ
ンでご案内します。（2017年5月に予定）

PCMグループワーク

「神戸なごみの家」実施研修にて
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支援制度

受講・起業に際して、笹川記念保健協力財団または日本財団の各種支援制度を設けています。希望者に対し下記の
支援を予定しています。但し、各制度には申請条件や審査があります。

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。本ネットワークが毎年実施している研修会などに参加できます。

（登録料・年会費無料）

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、情報交換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、
集中講義や記念講演会などの受講が可能です。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）・（2） 
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、400,000円を支援します。使途は「日本財団在宅看護センター」の活動
に限定します。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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研修スケジュール（予定）

1．講義プログラム

学 習 事 項 ねらい

Ⅰ

行政社会力
・超高齢社会の医療保健
・わが国の医療介護政策
・在宅医療と看護
・ 地域包括ケアにおける看護
（師）の役割

・福祉総論

・リハビリテーション総論
・社会、地域総合リハピリテーション
・人口減少時代の医療福祉
・地域保健と看護
・在宅看護の展望
・介護保険制度

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険専門職とし
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
・マーケティング概論と実践
・マネジメント概論と実践
・保健経済概論
・経営マネジメント
・財務管理
・税務の基礎・資金計画
・労務管理

・在宅看護センターの管理
・看護ケアマネジメント
・Project Cycle Management
・事業展開の実際
・保健医療文献検索
・専門的・学術的発信技能
・在宅看護をめぐる法的諸問題

顧客は誰なのか、何を求めてい
るのか、市場調査・財務・税務・
労務の知識を獲得し、地域の特
色・ニーズに対応し、考える力を
習得します。

Ⅲ

看護実践力
・看護実践と倫理
・フィジカルアセスメント
・エンド・オブ・ライフケア
・緩和ケア
・認知症
・高齢者メンタルヘルス
・在宅看護と感染管理

・ サルコペニアとリハビリテーション
栄養

・災害と在宅医療
・在宅看護と健康教育
・看取り
・ 運動器系/呼吸器系/神経系/循環

器系の基礎と高齢者の病態

社会と医療が変容する中で、看
護の原点を見失うことなく、しか
し、狭い範囲に閉じこもらず、未
来志向のcureとcare両方に配
慮した看護をどのように実践する
のか考えます。

Ⅳ

保健連携力
・高齢者医療の特性
・高齢者の栄養管理
・在宅医療と薬物療法・薬理
・在宅看護と臨床検査
・在宅看護と作業療法
・薬剤師の変革と地域医療

・認知症とコミュニケーション
・在宅看護と栄養、食生活
・ターミナルケアとQOL
・地域・多職間連携
・IT・ヘルスリテラシー
・相談機能を持った訪問看護（小児）

多職種連携を可能とする幅広い
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。

研修概要

時 期 内 容 場 所 時 間

2017年

6月～ 8月初旬 開講式
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

2018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

フィジカルアセスメントの講義

兵庫県立リハビリセンター実地研修の様子

日野原重明名誉会長と受講生

医師で薬剤師の変革を目指す
狭間先生の講義

修了生の在宅看護センターで
実習中

山崎章郎先生による在宅緩和
ケアの講義

①経営力

②現場での情報を
　把握し迅速に
　判断する力

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

求められる
次の４つの力
を養成します

地域を拠点とする「日本財団在宅看
護センター」の開設と普及のため、その
趣旨を理解し起業･運営・経営を担う
ことができる看護師を育成します。
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2．実習プログラム
それぞれの特徴をもった在宅/訪問看護事業所を中心に、個々の経験、レベル、地域性、希望などを考慮し、実習
先を選定します。実習先には本研修の修了生が運営するセンターも含みます。起業・運営のノウハウやアドバイスを
受けることができます。

3．起業計画作成

※起業計画作成に当たって、以下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、自分では気付かないアピールポイント、不安要素、検討が不
十分な要素などを洗い出し、アクションプラン、事業計画を作成します。
②�資金計画策定：資 金 計 画は講 義にも組み込まれていますが、 個々人の起 業 計 画に沿った資 金 計 画、 

現実性、将来展望などを会計士・税理士などにアドバイスを求めることができます。

4．Q&A
Q1.　在宅看護経験がありませんが、受講できますか？

A：経験があることが望ましいですが10年程度の看護経験があれば、受講可能です

Q2.　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。

Q3.　実習先は具体的にはどこになりますか。
A： 本研修の修了生の運営するセンターと、それぞれ特徴をもった在宅/訪問看護事業所を中心に、個別ニー

ズにあわせ内容や実習先を選定します。

Q4.　「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、各種支援（P4参照）は行いますが、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。

Q5.　開業資金の貸出制度はありますか。
A：ありませんが公的融資機関等の紹介を含め、資金調達に有用な情報を提供します。

Q6.　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、紹介は致していません。

Q7.　講義期間中に週末の郷里往復は可能ですか？
A：土日に講義・イベントがない場合は可能ですが、交通費は自己負担です。

開業後・半年後・1年後・2
年後・5年後…と、短期・中
期・長期の事業をイメージ
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
表したもの

④発表
起
業
／
施
設
の
機
能
拡
充
へ

②アクションプラン①開業計画
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）

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

③事業計画
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お問い合わせ� 受講に関するさまざまなご質問にもお答えいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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

（2016年10月発行）

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）

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、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（88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、日本財団から助成を受け、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」「公
衆衛生向上」「ホスピス緩和ケア推進」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。「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、ホスピス緩和ケアの普及・啓発・
質の向上のため、研究助成、人材育成、研修会や研究会の
開催、地域の啓発活動支援を行っています。これらに加え
医療施設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
網の構築を本事業により目指します。

笹川　私は、組織も人も変化し、時代のニー

ズにきちっと合ったものにどう対応できるかが

大事だと考えています。世界で最も早い高齢

社会を迎える日本で、この事業は日本のみな

らず、他の国々にとっても一つのモデルケー

スになりうる、と大いに期待しております。

喜多　地域を看ることに関しては、医療施

設の医師を即、地域に持ってきても効率も機

能も合わないと思います。…私は看護師の健

康評価機能を重視しており、国際保健や看

護教育の現場にいた経験をふまえ、在宅の

高齢者含む人々の生活を支え、地域全体を

継続的にみる役割を担うのは看護師だと思

いました。

笹川　…多くは病院を中心に医師からの指

示の範疇で活動している状況から、在宅で

自分たちが一つの事業を行いながら国民生

活で最も重要な健康管理を積極的に支えて

いくということで、従来の考え方からもう一段

飛躍し、表舞台に出て起業マインドで仕事

をする。これは長い看護師の歴史の中でも

エポックメイキングになるような出来事ではな

いでしょうか。…日本の看護師は質・量とも

に世界有数ですので、在宅でやってみようと

いう優秀な人たちが相当いらっしゃるのでは

ないかと期待しています。

喜多　医師はどうしても技術を使う方に気持

ちが傾くのに対して、看護師は踏みとどまる

ことができます。自立して評価に耐えるような、

成功モデルを作らなければなりません。日本

財団の協力の下に笹川記念保健協力財団の

全力を注いでやってまいります。

全文は当財団ホームページに掲載しています。　http://www.smhf.or.jp/hospice/zaitaku/

（2014年1月対談から抜粋）

笹川�陽平
日本財団 会長、WHOハンセ
ン病制圧特別大使、ハンセン
病人権啓発大使（日本政府）、
ミャンマー国民和解担当日本代
表（日本政府）ほか。

喜多�悦子
笹川記念保健協力財団 理事
長、医師。日本赤十字九州国
際看護大学名誉学長、米国
ジョンズ・ホプキンス大学公衆
衛生大学院上級研究員ほか。


