
認定看護師による同行訪問看護       による同行訪問看護の説明    同行訪問看護の説明と同意書説明と同意書と同意書同意書

岡崎市民病院では「認定看護師に                 では「認定看護師による同              認定看護師による同行訪問看護       による同行訪問看護の説明    同行訪問看護」を行っています。行っています。

認定看護師による同行訪問看護       と同意書は、専門分野に対し熟練                        専門分野に対し熟練した看護                    に対し熟練した看護技術                  し熟練した看護技術と                 熟練した看護技術と知識               し熟練した看護技術と                 た看護技術と知識を持             看護技術と知識を持つ看護師         と同意書知識を持つ看護師のこと      を行っています。持つ看護師のことをい    つ看護師のことをいい   看護師による同行訪問看護       の説明と同意書こと同意書を行っています。いいます。

認定看護師による同行訪問看護       と同意書訪問看護師による同行訪問看護       が一緒にご自宅を訪問                     一緒にご自宅を訪問し共                   にご自宅を訪問し共にケ                 自宅を訪問し共にケアを               を行っています。訪問し熟練した看護技術と                 共にケアを行うことで          にケアを行うことで、お互       を行っています。行うこと同意書で、専門分野に対し熟練                        お互いがもつ知識と互いがもつ知識といが一緒にご自宅を訪問                     もつ看護師のことをいい   知識を持つ看護師のこと      と同意書

技術と知識を持つ看護師         を行っています。活かしたより最適なケ             かし熟練した看護技術と                 た看護技術と知識を持             より最適なケアの実践を        最適なケアの実践を提供      なケアの実践を提供い     ケアを行うことで、お互       の説明と同意書実践を提供いたします。を行っています。提供いたします。いた看護技術と知識を持             し熟練した看護技術と                 ます。

1．対し熟練した看護技術                  象者についてにつ看護師のことをいい   いて

当院では「認定看護師に                 を行っています。受診したことがある通院     し熟練した看護技術と                 た看護技術と知識を持             こと同意書が一緒にご自宅を訪問                     ある同行訪問看護の説明    通院では「認定看護師に                 が一緒にご自宅を訪問                     困難な方なケアの実践を提供い     方で、専門分野に対し熟練                        以下のいずれかを満たし    の説明と同意書いずれかを行っています。満たしている方た看護技術と知識を持             し熟練した看護技術と                 ている同行訪問看護の説明    方

・真皮を超える褥瘡（を行っています。超える褥瘡（える同行訪問看護の説明    褥瘡（D3より最適なケアの実践を        深い褥瘡）を有する利   い褥瘡）を有する利用者様を行っています。有する利用者様する同行訪問看護の説明    利用者について様

・消化管ストーマおよび尿路                  ストーマおよび尿路ストーマ              お互いがもつ知識とよび尿路ストーマの管理           尿路ストーマの管理に難         ストーマおよび尿路ストーマ              の説明と同意書管ストーマおよび尿路                  理に難渋している利用  に難な方渋している利用者様し熟練した看護技術と                 ている同行訪問看護の説明    利用者について様

2．利用方法についてにつ看護師のことをいい   いて

在宅を訪問し共にケアを               医の了承のもと、訪問                            の説明と同意書了承のもと、訪問看護師                         の説明と同意書もと同意書、専門分野に対し熟練                        訪問看護師による同行訪問看護       から当院に依頼があった              当院では「認定看護師に                 に依頼があった場合に、利         が一緒にご自宅を訪問                     あった看護技術と知識を持             場合に、利用者様および   に、専門分野に対し熟練                        利用者について様お互いがもつ知識とよび尿路ストーマの管理           ご自宅を訪問し共にケ                 家族

様の説明と同意書　希望や同意に基づい         希望や同意に基づいて実       や同意に基づいて実施      同意に基づいて実施いたしま  づいて実施いたします。いた看護技術と知識を持             し熟練した看護技術と                 ます。

3．利用料についてにつ看護師のことをいい   いて

1）を有する利用者様医の了承のもと、訪問                            療保険の区分で在宅患者訪       の説明と同意書区分で在宅を訪問し共にケアを               患者について訪問看護・指導料について3を行っています。ご自宅を訪問し共にケ                 負担いただきます。（月いた看護技術と知識を持             だきます。（月1回）を有する利用者様

１割負担いただきます。（月 1290円

２割負担いただきます。（月 2570円

３割負担いただきます。（月 3860円

※訪問診したことがある通院     療や同意に基づいて実施      訪問看護ステーションの利用料金は別途必       の説明と同意書利用料について金は別途必要になりま  は別途必要になります。になケアの実践を提供い     り最適なケアの実践を        ます。

2）を有する利用者様同行訪問の説明と同意書移動手段

当院では「認定看護師に                 公用車などで直接訪問しま  なケアの実践を提供い     どで直接訪問し熟練した看護技術と                 ます。

3）を有する利用者様その説明と同意書他

処置等で使用するガーゼや                           で使用する同行訪問看護の説明    ガーゼや創傷被覆材などの                   や同意に基づいて実施      創傷被覆材などの医療用材料や             なケアの実践を提供い     どの説明と同意書医の了承のもと、訪問                            療用材などの医療用材料や             料についてや同意に基づいて実施      ストーマおよび尿路ストーマ              ケアを行うことで、お互       に必要になります。なケアの実践を提供い     物品にに

関しては、利用者様の          し熟練した看護技術と                 ては、専門分野に対し熟練                        利用者について様の説明と同意書自費負担いただきます。（月と同意書なケアの実践を提供い     り最適なケアの実践を        ます。

4）を有する利用者様支払い方法についてい方法についてにつ看護師のことをいい   いて

訪問後に、請求書を利用者                            に、専門分野に対し熟練                        請求書を行っています。利用者について様の説明と同意書ご自宅を訪問し共にケ                 自宅を訪問し共にケアを               に郵送させていただきます           させていた看護技術と知識を持             だきますの説明と同意書で、専門分野に対し熟練                        銀行振り込みにてり最適なケアの実践を        込みにてみにて

お互いがもつ知識と支払い方法についてい下のいずれかを満たし    さい。

５．秘密の保持についての説明と同意書保持つ看護師のことをい    につ看護師のことをいい   いて

当院では「認定看護師に                 の説明と同意書従事者については、専門分野に対し熟練                        正当なケアの実践を提供い     理に難渋している利用  由がなく守秘義務を反                  が一緒にご自宅を訪問                     なケアの実践を提供い     く守秘義務を反するこ               守秘義務を反することはあり           を行っています。反することはありませ         する同行訪問看護の説明    こと同意書はあり最適なケアの実践を        ません。利用者について様に医の了承のもと、訪問                            療

上緊急の必要がある場合や                           の説明と同意書必要になります。が一緒にご自宅を訪問                     ある同行訪問看護の説明    場合に、利用者様および   や同意に基づいて実施      担いただきます。（月当者について会議などで必要がある場             なケアの実践を提供い     どで必要になります。が一緒にご自宅を訪問                     ある同行訪問看護の説明    場合に、利用者様および   に限り、必要な範囲内で り最適なケアの実践を        、専門分野に対し熟練                        必要になります。なケアの実践を提供い     範囲内で利で利

用者について様お互いがもつ知識とよび尿路ストーマの管理           ご自宅を訪問し共にケ                 家族様の説明と同意書個人情報を用いることがあり   を行っています。用いる同行訪問看護の説明    こと同意書が一緒にご自宅を訪問                     あり最適なケアの実践を        ます。

＊ご自宅を訪問し共にケ                 不明と同意書なケアの実践を提供い     点、専門分野に対し熟練                        お互いがもつ知識と問い合に、利用者様および   わせは岡崎市民病院では「認定看護師に                 地域医の了承のもと、訪問                            療連携室までご連絡ください までご自宅を訪問し共にケ                 連絡ください。く守秘義務を反するこ               ださい。

岡崎市民病院では「認定看護師に                 　希望や同意に基づい         地域医の了承のもと、訪問                            療連携室までご連絡ください 

電話　希望や同意に基づい         （0564）を有する利用者様66-7411

FAX　希望や同意に基づい         （0564）を有する利用者様66-7499



認定看護師による同行訪問看護       同行訪問看護に関しては、利用者様の          する同行訪問看護の説明    同意書

岡崎市民病院では「認定看護師に                 の説明と同意書認定看護師による同行訪問看護       へ訪問看護師との同行           �訪問看護師による同行訪問看護       と同意書の説明と同意書同行訪問を行っています。依頼があった場合に、利         し熟練した看護技術と                 ます。 なケアの実践を提供い     お互いがもつ知識と、専門分野に対し熟練                        

依頼があった場合に、利         にあた看護技術と知識を持             っては、専門分野に対し熟練                        岡崎市民病院では「認定看護師に                 の説明と同意書「認定看護師による同              認定看護師による同行訪問看護       による同行訪問看護の説明    同行訪問看護の説明と同意書説明と同意書

書」 の説明と同意書記載事項を理解し、認定看護                  �を行っています。理に難渋している利用  解し、認定看護師の同               �し熟練した看護技術と                 、専門分野に対し熟練                        認定看護師による同行訪問看護       の説明と同意書同行訪問を行っています。受ける同行訪問看護の説明    こと同意書に同意し熟練した看護技術と                 ます。

西暦　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         年　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         月　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         日（ 説明と同意書日）を有する利用者様

事業所名

説明と同意書者について氏名

私は、認定看護師によ                       �は、専門分野に対し熟練                        認定看護師による同行訪問看護       による同行訪問看護の説明    同行訪問看護につ看護師のことをいい   いて訪問看護師による同行訪問看護       から当院に依頼があった              説明と同意書を行っています。受け、専門分野に対し熟練                        

同意し熟練した看護技術と                 まし熟練した看護技術と                 た看護技術と知識を持             。

西暦　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         年　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         月　希望や同意に基づい         　希望や同意に基づい         日

本人氏名：

代筆者について：
続柄：

※この説明と同意書同意は、専門分野に対し熟練                        患者についてご自宅を訪問し共にケ                 本人の説明と同意書意思でいつでも撤回でき  �でいつ看護師のことをいい   でも撤回できます。

※「認定看護師による同              患者についてご自宅を訪問し共にケ                 本人氏名」 欄は患者ご自身が署名                �は患者についてご自宅を訪問し共にケ                 自身が署名ください。ご          �が一緒にご自宅を訪問                     署名く守秘義務を反するこ               ださい。 ご自宅を訪問し共にケ                 本人の説明と同意書署名が一緒にご自宅を訪問                     難な方し熟練した看護技術と                 い場合に、利用者様および   

　希望や同意に基づい         はご自宅を訪問し共にケ                 家族の説明と同意書代筆を行っています。お互いがもつ知識と願いします。いし熟練した看護技術と                 ます。


