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2016 年度診療報酬改定関連
インターネット配信研修の
追加・臨時開催
看護研修学校、神戸研修センター
では、今春の診療報酬改定に伴い、
以下のインターネット配信研修を実
施します。「平成 28 年度教育計画」
（本紙 2015 年 12 月号付録）には記
載がないのでご注意ください。
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2014 年度「看護職賠償責任保険制度」の運営状況
2014 年度（2014 年 11 月 1 日〜 15 年 11 月 1 日）の加入者数は 16 万
3,977 人。保険支払い件数は 11 件（対人賠償 1 件、対物賠償 9 件、人格
権侵害 1 件、表）。「サービス推進室」では 592 件の相談対応・支援を行い、
加入者をサポートした。主な相談内容は「本保険制度の対象となる業務
範囲や補償内容」
「事故等発生後の対応」
「クレームや暴言・暴力への対応」
などだった。年 2 回の News（Vol.21、22）発行、年 2 回の研修会実施、
HP での情報提供などを行った。コールセンターでは、加入確認や改姓・
住所変更、加入手続きに関する問い合わせ 1 万 175 件に対応した。
「看護職賠償責任保険制度」2014 年度支払い実績

保険金の種類 支払い件数
内 容
インターネット配信研修 追加
研修
対人賠償
1件
患者をベッドから車椅子に移乗させる際に転倒、受傷
［オンデマンド］
対物賠償
9件
患者の電子機器・メガネなどを誤って破損
社会保険診療報酬の基礎的理解と
人格権侵害
1件
個別事案につき非開示
平成 28 年度社会保険診療報酬改
合 計
11 件
定の概要
診療報酬と今期改定の全般的な概
【受講料（受信会場）】本会会員 6,156
インターネット配信研修 臨時
要を、Web 上で配信期間中いつで
開催
円、非会員 9,288 円（税込）
［リアルタイム］
も何回でも受講することが可能で
認知症高齢者の看護実践に必要な 【主な内容】①認知症高齢者医療の
す。一定の基準を満たすことで修了
現状②病態と基本的な捉え方③ケア
知識
証の取得も可能です。
の方法④倫理的配慮と意思決定支援
今期改定で新設された「認知症ケ
【配信期間】5 月 23 日（申込開始）
ほか
ア加算 2」の施設基準に適する研修
〜 2017 年 2 月 13 日
として疑義解釈（3 月 31 日発）で 【詳細・申込】本会 HP「生涯学習
【受講料】本会会員 4,104 円、非会
支援」＞「研修」＞「インターネッ
認められたことに伴い、臨時開催し
員 6,264 円（税込）
ます。修了証は「認知症ケア加算 2」 ト配信研修［リアルタイム］」
【主な内容】①診療報酬の基礎②算
の申請に有効です。
定と評価の考え方③診療報酬と看護
訃 報
関連④平成 28 年度改定概要とポイ 【日時】7 月 8・9 日 9：30 〜 16：30
名 誉 会 員 の 藤 城 喜 美 様（91 歳 ）
（10 月 13・14 日にも開催）
ント⑤疑義解釈ほか
【詳細・申込】本会 HP「生涯学習 【会場】神戸研修センター（配信会場） が 4 月 24 日に、白戸とよ様（90 歳）
が 5 月 8 日に逝去されました。謹ん
および受信会場（都道府県看護協会
支援」＞「研修」＞「インターネッ
で哀悼の意を表します。
※実施県は本会 HP 参照）
ト配信研修［オンデマンド］」

病床数：19 床
看護職員数：26 人（うち助産師 11 人）
産科医師数：10 人（常勤２人・非常勤８人）
年間分娩件数：746 件（2015 年度）
アドバンス助産師：７人、平均経験年数 14
年（全国平均 17.4 年）、平均年齢 38.5 歳（全
国平均 42.8 歳）

2015 年 12 月に誕生した「アドバンス助産師」。
助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）レ
ベルⅢ認証制度（CLoCMiP ＜クロックミップ
＞レベルⅢ認証制度）の認証機関である一般財
団法人日本助産評価機構が 5,562 人を認証した。
新連載では、アドバンス助産師が、どのよう
に認証申請し、現在どのような活動をしている
か、３回にわたりレポートする。
福島県は 3 人に１人がアドバンス助産師
福島県のアドバンス助産師は 159 人。就業助
産師数は 466 人（平成 26 年衛生行政報告例）で、
就業者に対する合格者の割合が全国で一番高い
34.1％だった。古川産婦人科では、助産師 11
人のうち 7 人がアドバンス助産師の認証を受け
た。残りの 4 人は産休前後や３〜４年目の助産
師などで、今後、時期をみて申請する。
大橋美貴副看護部長（アドバンス助産師）は
「申請のきっかけは、福島県看護協会の橋本ゆ
み助産師職能委員長から声が掛かったことで
す。ただ、全てが初めてのことで、期限が迫る
中、研修を受けたり申請書類の不備で再送した
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会費納入方法

2017年度会費納入方法の確認
4 月より都道府県看護協会か
ら各施設に「2017 年度の会費
納入方法」をお伺いしています。
会員情報に所属施設の登録の
ある会員の皆さまは、施設でと
りまとめを行っている方へ自施
設の「年会費の納入方法」をご
確認ください。ご確認いただい
た会費納入方法は、7 月以降に
お送りする 2017 年度「継続申
請書」内の「年会費の納入方法」
欄に記入していただきます。
所属施設の登録がない会員の
皆さまは、2017 年度「継続申
請書」の「年会費の納入方法」
欄からご希望の納入方法をお選
びいただきます。
「口座振替」以
外をお選びいただいた場合、手
数料をご負担いただくことにな
ります。ご留意ください。
継続手続きの概要は、
「協会
ニュース」4 月号または 5 月号
に同梱した会員向けチラシなど
をご確認ください。

りなど、苦労しました」と振り返る。
申請には施設内の理解が不可欠だ。同院では
古川宣二理事長からも賛同があり、申請費 5 万
円の半額が補助された。古川理事長は「助産師
は保健指導だけでなく胎児スクリーニングなど
の技術も必要」という考えで、助産師外来も理
事長の声掛けで 08 年に導入した。アドバンス
助産師については「認証を受け、院外に専門性
を証明でき信用度が高くなる」と評価する。
実習受け入れが研修につながった
同院は、産科診療所では数少ない実習施設で、
福島県立総合衛生学院助産学科の基礎および応
用の実習と、看護学校（２校）の母性看護学の
実習を受け入れている。その総合衛生学院元教
務の安藤節子さんが、申請要件に必要な研修の
一部について講師を申し出てくれた。その他の
必須研修の開催も講師の手配が課題だったが、
震災後に一時、産科を閉鎖した星総合病院の助
産師 6 人を、半年〜１年間出向受け入れしてい
た関係もあり、同院の條有里子教育部長に依頼
することができた。このほか、日本看護協会の
オンデマンド研修を取り入れた。
同院で研修を開催する際には、近隣病院の助
産師にも参加案内を行い、地域一丸となって申
請を迎えた。大橋副看護部長は「研修を受ける
機会が増えて、外部研修だけでなく院内での勉
強会を自ら企画・実施するようになりました」
と、認証前後の変化を語る。専門的自律能力の
強化にも一部つながっているようだ。
福島のお産を守りたい
アドバンス助産師の活動としては、「おっぱ

助産師外来にて、この日勤務のアドバン
ス助産師 4 人。右から２番目が本田友
美看護部長、3 番目が大橋副看護部長

い外来」「助産師外来」「妊娠初期・中期・後期
の妊婦健康診査」「実習指導」などがあり、分
娩は助産師が主体的に関与している。いずれも
認証を受ける以前からの担当業務であり、認証
後の業務に大きな変化はないが、今は「第１回
福島県おっぱい外来研究会」の準備を同院のア
ドバンス助産師が担っている。
この研究会は古川理事長が務める福島県産婦
人科コ・メディカル研究会の主催（福島県助産
師会共催、福島県産婦人科医会、福島県看護協
会後援）で、目的は「授乳期の乳房ケアを中心
として、それに関わる問題を医師、保健師、助
産師、看護師などが連携し、地方自治体の協力
を得ながら解決に導く」こと。6 月 4 日に、ビッ
クパレット福島（郡山市）で開催する。
東日本大震災・原発事故から５年がたち、里
帰り出産も増えてきた福島県。職能団体や地域
の医療機関と連携して院外活動を展開する助産
師らの姿に「ふるさと・福島のお産を守りたい」
という思いが伝わってきた。

