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●訪問看護ステーション実習● 

 

≪目 的≫ 

新人病棟看護師として 2年間の基礎コースを終えた受講生が、家族を含めた在宅療養者の 

生活の実際を知り、今後の看護活動に活かす。 

 

≪期 間≫ 

2019年 6月～11月の間で 5日間 

 

≪目 標≫ 

①家族を含めた利用者に対し専門的知識と個別性をふまえた訪問看護師の支援の展開を知る。 

②訪問看護師として多職種と協働する必要性や役割を理解できる。 

③実習で学んだことを、対象者の具体的な生活に基づいた退院前カンファレンスや退院支援に 

活かす。 

 

≪内 容≫ 

１．実習施設   原則：１ステーション  ※希望により２施設まで実習可能です 

※受講生の経験及び勤務等を考慮し、T-HOC支援室が指定する訪問看護ステーションで 

実習を行います。 

 

２．実習時間   原則 8：30～17：00とするが、ステーションの営業時間で適宜調整する。 

 

３．実習方法  ※『提出用紙』は必ず２部コピーする（T-HOC支援室提出用・本人保管用） 

◇事前準備◇  

➊事前に実習生であることを管理者に伝え、駐車場の利用方法、持ち物等を確認する。 

➋実習１週間前までに『実習の目標（事前提出）』に現在の課題や実習で学びたいことを 

記入し、訪問看護ステーションの管理者に原本を提出する。 

※ 提出方法については、管理者と相談してください（例：FAX、持参など） 

➌実習で使うユニフォーム・名札・消耗品（手袋・マスク・手指消毒スプレー等）を 

T-HOC支援室から受け取る。 ※受取りについては支援室から連絡いたします。 

◇実習当日◇ 

➊『誓約書』を訪問看護ステーションの管理者に提出する  

➋訪問看護師と同行訪問する 

➌訪問終了後、『実習記録用紙』を記入し、原本を次回の実習日に提出する。 

 ・訪問看護師の助言も含め、実習内容を整理し記入する。 

・実習最終日の記録は、実習終了後１週間以内に提出する。 

➍実習最終日に実習カンファレンスを行う。 

※実習先の訪問看護ステーションにて管理者・T-HOC支援室スタッフと共に行います。 
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◇全実習終了後 1週間以内◇ 

➊実習最終日の『実習記録用紙』と『実習の振り返り』に全実習を通しての学びを記入し、 

実習先に原本を提出する。コピーは 1部を T-HOC支援室へ提出。１部は各自で保管する。 

➋後日、鳥取大学医学部附属病院内において、集合研修「実習の振り返り」を行い、実習 

で学んだことを共有し今後の課題を話し合う。 

 

◇実習レポート集について◇ 

➊集合研修や講義・訪問看護ステーション実習等のまとめとして実習レポート集の作成を 

します。各自実習レポートを作成し、T-HOC支援室に提出する。 

〈詳細は p.11～12の資料 1-1・資料 1-2 を参照〉 

 

４．実習に関する提出書類 

 ○誓 約 書 

○訪問看護ステーション実習の目標（事前提出） 

 ○訪問看護ステーション実習記録用紙 

 ○訪問看護ステーション実習の振り返り 

・上記の様式をホームページからダウンロード（Wordファイル）して、データー入力して提出 

してもよい。但し、誓約書は自署または入力された場合は必ず押印してください。 

・実習記録の提出方法については、管理者と相談すること。 

 

  

★書類提出について 

 提出書類 提出先 

実習開始日の 

１週間前まで 
実習の目標（事前提出）要コピー2部 

実習先ステーションへ 

原本を提出すること 

実習１日目 誓約書 

実習２日目 実習記録用紙（１日目）要コピー2部 

実習３日目 実習記録用紙（２日目）  〃 

実習４日目 実習記録用紙（３日目）  〃 

実習５日目 実習記録用紙（４日目）  〃 

全実習終了後 

１週間以内 

実習記録用紙（５日目）  〃 

実習の振り返り      〃 

実習の目標・記録用紙・振り返り 

全てのコピー 1部提出 
T-HOC支援室へ 

※受講生も必ずコピー1部を保管してください。 
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●地域包括支援センター実習● 

 

≪目 的≫ 

地域包括ケアシステムの中で地域包括支援センターが実際に行っている地域住民への働きかけを 

理解し、今後の看護活動に活かす。 

 

≪期 間≫ 2019年 6月～11月の間で 1日 

 

≪目 標≫ 

①地域包括支援センターの役割について理解し、対象に応じた看護を実践するための能力を養う。 

②地域包括支援センターで行われている具体的な多職種との連携について学ぶ。 

③実習で学んだことを、対象者の具体的な生活に基づいた退院支援カンファレンスや退院支援に 

活かす。 

 

≪内 容≫ 

１．実習施設  T-HOC支援室が指定する地域包括支援センターで行います。 

 

２．実習時間  原則 8:30～17:00とするが、管理者の指示に従い適宜調整すること。 

 

３．実習方法  ※『提出用紙』は必ず２部コピーする（T-HOC支援室提出用・本人保管用） 

◇事前準備◇ 

➊事前に管理者に実習生であることを伝え、駐車場の利用方法、実習時の服装、持ち物等 

を確認する。 

➋実習の１週間前までに、実習を行う地域包括支援センター管轄内の地域の様子（住民の 

健康状態や地域での課題と取り組み）を事前に学習し、『管轄地域の様子について事前学

習（事前提出）』を記入し、地域包括支援センターの管理者に原本を提出する。 

※提出方法については、管理者に確認する（例：ＦＡＸ、持参など） 

◇実習当日◇ 

➊『誓約書』を地域包括支援センターの管理者に提出する 

➋センター内での社会福祉士や保健師・ケアマネージャーが行っている事業（個別相談・ 

連絡調整・訪問・介護保険のモニタリングなど）に参加する 

➌他職種と行っている包括的・継続的支援の具体的な活動（サービス担当者会議や地域 

ケア担当者会議など）に参加する 

◇実習終了後 1週間以内◇ 

➊実習で学んだことを『実習記録用紙』に記入し、管理者に原本を提出する。 

コピーは 1部 T-HOC支援室へ提出。1部は各自で保管する。 

➋後日、鳥取大学医学部附属病院内で行われる集合研修「実習の振り返り」において、地域

包括支援センター実習を通じて得た知識や学び、利用者を取り巻く地域での支援について話

し合う。 
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４．実習に関する提出書類 

 ○誓 約 書 

○地域包括支援センター管轄地域の様子について（事前提出） 

 ○地域包括支援センター実習記録用紙 

 ・上記の各様式をホームページからダウンロード（Wordファイル）して、データー入力して提出 

してもよい。但し、誓約書は自署または入力された場合は必ず押印してください。 

・実習記録の提出方法については、管理者と相談すること。 

 

  

★書類提出について 

 提出書類 提出先 

実習開始日の 

１週間前まで 

地域包括支援センター管轄地域の様子

について（事前提出）要コピー2部 実習先地域包括支援 

センターへ原本を 

提出する 
実習当日 誓約書  

実習終了後 

１週間以内 

実習記録用紙 要コピー2部 

地域包括支援センター管轄地域の様子

について・実習記録用紙全てのコピー 
T-HOC支援室へ 

※受講生も必ずコピーを保管してください。 
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●訪問診療同行実習● 

 

≪目 的≫ 

入職 3年（もしくは 4年）目の病棟看護師が、在宅療養者の生活を支援する訪問診療の現状を 

理解し、今後の看護活動に活かす。 

 

≪期 間≫ 2019年 6月～2019年 11月の間で 1 日 

 

≪目 標≫ 

①利用者に提供されている訪問診療の実践を学ぶ。 

②利用者の施設内医療から在宅医療への移行期に、どのような状況と多職種との連携を行い、 

現在の療養生活を送ることができているか理解する。 

③実習で学んだことを、対象者の具体的な生活に基づいた退院前カンファレンスや退院支援に 

活かす。 

 

≪内 容≫ 

１．実習施設  Ｔ-ＨＯＣ支援室が指定する在宅療養診療所で行う。 

 

 ２．実習時間  原則 8：30～17：00とするが、管理者の指示に従い適宜調整すること 

 

３．実習方法  ※『提出用紙』は必ず２部コピーする（T-HOC支援室提出用・本人保管用） 

◇事前準備◇ 

➊事前に実習生であることを管理者に伝え、駐車場の利用方法、持ち物等を確認する。 

➋実習１週間前までに『実習の目標（事前提出）』に事前に調べた実習先の特徴や学びたい 

ことなどを記入し、指定された部署へ原本を提出する。 

※提出方法については、管理者に確認する（例：ＦＡＸ、持参など） 

  ◇実習当日◇ 

➊『誓約書』を管理者に提出する。 

➋医師や看護師と訪問診療に同行し、見学をする 

◇訪問終了後 1週間以内◇ 

➊訪問終了後『実習記録用紙』を記入し実習先に原本を提出する 

➋後日、鳥取大学医学部附属病院内において、集合研修「実習の振り返り」を行い、 

訪問診療同行を通じて得た知識や学びや、利用者を取り巻く地域について話し合う。 

 

４．実習に関する書類 

○誓約書 

○訪問診療同行実習の目標（事前提出） 

○訪問診療同行実習記録用紙 

・上記の各様式をホームページからダウンロード（Wordファイル）して、データー入力して提出 

してもよい。但し、誓約書は自署または入力された場合は必ず押印してください。 

・実習記録の提出方法については、管理者と相談すること。 
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★書類提出について 

 提出書類 提出先 

実習開始日の 

１週間前まで 

訪問診療同行実習の目標（事前提出） 

要コピー2部 
在宅療養診療所へ 

原本を提出する 実習当日 誓約書  

実習終了後 

１週間以内 

実習記録用紙 要コピー2部 

訪問診療同行実習の目標・ 

実習記録用紙 全てのコピー 
T-HOC支援室へ 

※受講生も必ずコピーを保管してください。 

 

 

 

  



令和元年度 実習要項（実践コース） 

9ページ 

 

●退院支援実習● 

≪目 的≫ 

自部署の退院支援ナースと共に、退院前カンファレンスに参加し、他の専門職の患者理解の視点 

を知り、患者の生活を理解する。 

 自宅訪問を通じて、より実践的な退院支援の視点をもつ 

 

≪期 間≫ 2019年 6月～2019年 11月の間 

   

≪目 標≫ 

①退院前カンファレンスに参加し、多職種の退院支援における視点を知る。 

 ②患者退院後に自宅を訪問し、行った退院支援を振り返る。 

 

≪実習方法≫ 

  ➊現在の職場で退院支援を行っている患者の中で、退院前カンファレンスや退院後に自宅訪問 

できる対象者を１事例選択する。（対象患者に了承を得た上で事例を決定する） 

➋退院支援を行っていく上で、退院前カンファレンスに参加し、退院まで退院支援を継続して行う。 

 ➌退院後自宅訪問し、自分が行った退院支援を振り返る。 

   ・退院支援にどの程度の個別性が加味されていたか 

   ・実用的な退院支援が行えていたかなど 

 ※訪問対象者、訪問時期、訪問形式等は、それぞれの所属長に相談し決定する。 

➍実習終了後、ＨＯＣプラスノートを記入し、Ｔ－ＨＯＣ支援室に提出する。 

＜提出期限：2019年 11月 27日（水）＞ 
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※各実習に共通する注意事項 

●個人情報の取り扱い 

利用者の個人情報及び実習先で知り得た情報について、漏えいしない。 

実習記録には、利用者が特定されないように、個人名など表記せずに記載する。 

 

●実習先への交通手段 

できるかぎり公共交通機関を利用し、実習中の移動は、指示に従う。  

 

●服装・持ち物 

 【訪問看護ステーション実習・訪問診療同行実習】 

＜服 装＞ 本事業で規定するユニフォームを着用すること。 

ズボンは華美でなく動きやすい服装を各自で準備してください。 

＜持ち物＞ ・名札、マスク、手袋、手指消毒スプレー（支援室より受け取る） 

・弁当、飲み物（各自で用意してください） 

・その他（実習先より指定されたもの） 

【地域包括支援センター実習】 

＜服 装＞ 実習先へ事前に確認すること。華美でなく動きやすい服装で実施する。 

＜持ち物＞ ・弁当、飲み物（各自で用意してください） 

・その他（実習先より指定されたもの） 

 

●緊急時・災害時等のやむを得ない事情が発生した場合 

○ステーション管理者の指示に従って行動する。（実習の中断、実習日程の変更、帰宅方法など） 

 ○自分の身の安全を確保してください。 

 ○実習時間の変更、実習日程の変更等があれば、必ず T-HOC支援室に連絡をすること。 
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訪問看護ステーション実習レポート作成について 

 

 

訪問看護ステーション実習を終えて、これまでの集合研修や講義、訪問看護ス

テーション実習などのまとめとして「訪問看護ステーション実習レポート」を

作成してください。 

 

・この「訪問看護ステーション実習レポート」はレポート集として刊行し、実習を受け入れ 

ていただいた各訪問看護ステーションに配付します。 

・これまでの集合研修や、実習中の日々の記録を参考に Wordで作成してください。 

・作成した「訪問看護ステーション実習レポート」は実習先の管理者にレポート内容を確認して 

もらい、管理者の確認後、T-HOC支援室へ提出をお願いします。 

・提出方法はメールに添付していただくか、USBでの提出をお願いいたします。メールの場合、 

支援室から確認メールを返信いたします。返信が無い場合はご連絡ください。 

また、USBが必要な受講生には支援室から貸出しいたしますのでお申し出ください。 

・実習レポートの提出は、集合研修「実習の振り返り」から 1ヶ月後です。 

提出が遅れる場合はご連絡ください。 

 

【構成】 

◎タイトル（設定は自由） 

 例：訪問看護師の役割について 

    在宅療養における家族支援の実際 

    多職種連携について etc. 

 

◎受講生番号（名前は記載しない） 

 

◎内 容（Ａ４用紙 １～２枚程度） 

１）“はじめに”の段落の中で、この表題を取り上げた動機を記載 

２）本文には、実習で経験したこと、感じた事、学んだ事を記載（ケースレポートでも可能） 

 ※p.12の資料 1-2 を参考にし、個人情報の取り扱いに注意して記載すること。 

３）まとめの段落の中で、受講生自身が現在の職場で活かせることや、今後の課題などをまとめる。 

４）参考文献は全て記載する。 

 

資料 1-1 

【書式設定】 

 ・明朝体 11 ポイント 

 ・余白標準（上 35.01mm 下 30.00mm 

左 30mm 右 30mm） 

 ・行間 1.15 

（タイトル）      受講生番号 

 

はじめに 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

まとめ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

参考文献 
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訪問看護ステーション実習レポートに関する 

個人情報の取り扱いについて 
 

 

 

 

実習レポートを作成していただくにあたり、以下の注意事項を参考に個人情報の取り扱

いに注意し、記載してください。 

 

 

 

【注意事項】 

１）可能な限り、事例については記載しない。 

 

２）事例を挙げる場合は、個人の特定につながらないように注意する。 

  住所、固有名詞、数字（詳しい数、少数、日付など）、稀な一般名詞、稀な状況は記述しない。

疾患名の記載では、稀な病名は載せない。 

  稀な病名は一般的または総称的な病名へ言い換える。 

  病名についている数字などの詳しい情報を省く。 

 

＜記載例＞ 

  ・病院、ステーション：A病院療養型病床  

  ・名前：B氏 

  ・年齢：60歳代 

   ・年月の経過：X年秋頃、退院１年後 

 

 

 

 

資料 1-2 


