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協会の活動・看護関連ニュース

診療報酬／介護報酬改定説明会のご案内
2018 年度は診療報酬と介護報酬の改定が行われます。日本看護協会
では、看護関連項目を中心とした説明会を開催します。

2017 年認定看護管理者
認定更新審査・再認定審査結果
日本看護協会では、認定看護管理
者の質を担保するため、認定後 5 年
ごとの更新制を設けている。
第 14 回認定看護管理者認定更新
審査の結果、申請者 409 人中 401 人
が合格し、３人が 1 年間の認定期間
延長を認められた。また、第 9 回認
定看護管理者再認定審査の結果、申
請者 18 人中 16 人の再認定が認めら
れた。これにより、認定看護管理者
総数は 3,344 人になった。

「看護職は地域・職場・学校などさ
まざまな場所でその人らしい暮らし
を支援している。健康寿命の延伸に
向けた地域連携の推進にも取り組ん
でおり、多様な団体で情報共有や議
論を重ねるのは有意義なこと」と会
場に語り掛けた。また、同協議会の
下光輝一会長も開催に際してあいさ
つの言葉を述べた。
続いて、厚労省健康局の正林督章
健康課長が「今、期待される健康づ
くりとは」をテーマに最新の動向を
健康日本21推進全国連絡協議会
紹介し、協議会の幹事でもある中板
企業・自治体での健康経営を考える
育美常任理事と日本医師会の羽鳥裕
常任理事が、その後の講演・実践報
11 月 9 日、 日 本 看 護 協 会 と 健
康日本 21 推進全国連絡協議会は、 告の進行役を務めた＝写真。
最後に、中板常任理事が全体の内
2017 年度の第 2 回分科会「 働く
容を踏まえ、目指すべき健康づくり
を支える職場のヘルスプロモーショ
の方向性について語り、会を締めく
ン―企業・自治体における健康経営
くった。
―」を JNA ホールで開催した。同
協議会は、本会をはじめ約 150 団体
訪問看護サミット2017
が会員となっており、関係者ら 150
チームアプローチをテーマに開催
人が参加した。来賓として厚生労働
11 月 12 日、訪問看護 2017（日本
省の福田祐典健康局長も出席した。
訪問看護財団主催、日本看護協会ほ
開会に当たり、菊池令子副会長は

＜最終回＞

1 市 6 町 1 村からなる北海道看護協会の遠紋
支部。二次医療圏とも一致する支部区域は 5,000
平米超と千葉県に匹敵する。寒さは厳しいが、
看看連携に向けた取り組みは熱い。

遠紋地区で地域包括ケア推進に弾みを
道看護協会では 2014・15 年度、医師会など
と共催のシンポジウムを主導するなど、地域包
括ケアシステム構築の推進に力を入れてきた。
16 年度は、各地域での推進に先鞭（せんべん）
をつけたいと、遠紋支部に日本看護協会の「看
護職連携構築モデル事業」への参加を打診した。
同支部では近年、病院や訪問看護ステーション、
介護施設などの看護職が互いの施設を体験する
研修を実施するなど、地域包括ケアを意識した
活動が活性化していたからだ。
モデル事業の受託が決まると、支部役員たち
は会議を重ね企画を練っていった。支部長の石
川ひろみ
さん（広
域紋別病
院副院長
兼看護部
長）は「役
員 7 人の
うち保健
師が 3 人
を 占 め、

診療報酬改定説明会

介護報酬改定説明会

日時 2018 年 3 月 26 日（月）
10：00 〜 13：30
（開場 9：00）
会場 東京ビッグサイト国際会
議場（東京都江東区）

日時 2018 年 3 月 16 日（金）
9：00〜13：00
（開場8：00）
会場 日本看護協会 JNA ホール
（東京都渋谷区）

参 加 費 会員 5,400 円、非会員 7,560 円 ※１説明会につき
申込方法 本会 HP「看護実践情報」＞「診療・介護報酬」より
※新着情報（11 月 15 日付）でもご案内しています
申込締切 2018 年 2 月 28 日（水） ※最終入金締切 3 月 9 日（金）

か後援）が都内で開かれた。テーマ
「チームアプローチと訪問看護の未
来」の下、約 750 人が来場した。
同財団の清水嘉与子理事長の開会
あいさつに続く特別講演では、めぐ
み在宅クリニック院長の小澤竹俊氏
が終末期の援助の在り方を語った。

北海道

企画力など保健師ならではの手腕を発揮してく
れた」と振り返る。道と市町所属の保健師、医
療機関の看護師がそれぞれの着眼点を生かすこ
とで、計画がまとまっていった。
地域の課題抽出には、道内の保健所が主導す
る在宅医療推進ネットワーク協議会（クリオ
ネット）が、医療・介護関連機関や住民対象に
行った調査結果を活用。医療・介護機関では人
材不足が、地域包括支援センターなどではケー
ス検討ができず連携が障害されていることが示
唆された。一方、住民たちは在宅療養を望みな
がらも無理だと思っている割合が高いという結
果が表れていた。そこで、看護職向けには連携
をテーマに事例検討を行う研修会を、住民向け
には在宅看取りや終活をテーマにしたフォーラ
ムを企画し、ともに昨年 11 月に実施した。

看護が果たす役割を道内にアピール
研修会には、医療機関、訪問看護ステーショ
ン、介護施設、行政など 17 機関から約 40 人の
看護職が参加。訪問看護認定看護師の講演や前
述の調査結果の解説と併せ、グループワークで
事例検討を行った。「連携先が必要とする情報
が分かった」「同じ看護職でも施設ごとに言葉
が違う」など、改善の糸口や課題が見いだせた。
住民向けのフォーラムは、社会資源を活用す
れば、病気や障害があっても自宅で暮らし続け
られることを知ってもらおうと、在宅医に講演
してもらった。地域で人気のアーティストのミ
ニコンサートを併催するなど集客の工夫もし、
160 人余りが来場する盛況だった。

基調講演では、厚生労働省老健局老
人保健課の鈴木健彦課長が、介護報
酬改定などの最新動向を解説した。
シンポジウムも 2 本行われた。1
本目は、歯科医師、薬剤師、作業療
法士のシンポジストを迎え、他職種
と相互理解を深めた。2 本目は、平
原優美氏（あすか山訪問看護ステー
ション統括所長）、中島由美子氏（訪
問看護ステーション愛美園所長）、
藤田みかる氏（とちぎ訪問看護ス
テーションみぶ所長）が、地域の医
療・介護資源との連携、特定行為研
修制度や ICT の活用などの取り組
みを紹介した＝写真。

本モデル事業の概要や昨年度の取り組み事例を本会 HP ＞「在宅・
施設等の長期療養者を支える看護の機能強化」で紹介しています

両催しとも、参
加案内の印刷や発
送、会計などの事
務業務は道看護協
会が担った。道看
護協会でモデル事
業を支援した砂山
圭子常務理事は「看護職はもちろん、他機関・
団体にも看護協会が地域包括ケアに重要な役割
を果たしていることを認知してもらう取り組み
と位置付けたため」と手厚い支援の意図を話す。
モデル事業は 16 年度で終了したが、遠紋支
部の取り組みは、17 年度も盛んだ。看看連携
の次は介護職との連携を視野に、介護職にも門
戸を開いた研修を実施。石川さんが看護協会代
表として加わる地域のクリオネット主催で、住
民向けの研修も行う予定だ。前述の調査で課題
に挙がった人材確保に向け、職員の退職希望に
際し、看護管理者のネットワークを活用して次
の職場を紹介する取り組みも構想する。
遠紋支部を追うように、道内では本年度、本
会のモデル事業を別海町の看護職らが受託。道
看護協会の同様の事業にも 2 カ所が参加し、各
地域の特性に沿った活動が進む。地域包括ケア
を支える看護職たちの裾野は、北海道の広い大
地を覆うほどに広がろうとしている。
▲写真上：7 人の役員たちで試行錯誤を楽しみ
ながら催しを企画した（前列中央が石川さん）
◀写真左：住民向けフォーラムも盛況だった。
他団体・機関にも後援を募ったことで、催しの
周知や看護協会の活動の認知促進にもなった

