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2017 年認定看護師
認定更新審査・再認定審査結果
日本看護協会では、認定看護師の
質を担保するため、認定を受けてか
ら 5 年ごとの更新制を設けている。
2017 年認定看護師認定更新審査
で は、21 分 野 の 申 請 者 2,792 人 中
2,731 人が合格し、18 分野 61 人が 1
年間の認定期間延長を認められた。
また、再認定審査では、16 分野の
申請者 46 人中 40 人の再認定が認め
られた（分野別合格者数などの詳細
は、本会 HP「専門看護師・認定看
護師・認定看護管理者」＞「審査に
関するご案内 認定看護師」参照）。
これにより、認定看護師の総数は
1 万 8,768 人になった。

真紀子氏（保健師、せんだい男女共
同参画財団エル・ソーラ仙台相談支
援課長）、松村惠子氏（助産師、香
川県立保健医療大学・同大学院教
授、図書館長）、和田聡子氏（看護師、
大阪府立病院機構大阪母子医療セン
ター母性中央部母性外来看護師長）、
田中道子氏（訪問看護師、日本訪問
看護財団立あすか山訪問看護ステー
ション所長）の 4 人が本会推薦者と
して受章した。
そのほかの看護職として、日本助
産師会で要職を務めた岡本喜代子
氏、徳島大学を中心に助産学教員と
して活躍した竹内美恵子氏も受章。
団体として、沖縄県助産師会母子未
来センターや健康科学大学産前産後
ケアセンターも表彰された。

ひまわり褒章 2017
長年にわたる母子への支援を表彰
10 月 3 日、母子保健や子育て支
援の分野で功績のあった個人・団
体を表彰する「ひまわり褒章 2017」
（NPO 法人ひまわりの会主催）の授
章式が都内で行われた＝写真。
日本看護協会は、参加団体として
受章者を推薦している。今回は土合
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協会の活動・看護関連ニュース

日本看護職副院長連絡協議会
同時改定テーマに講演など開催
10 月 6 日、JNA ホールで日本看
護職副院長連絡協議会の 2017 年度
2 回目となる講演会・研修会が開催
された。病院の副院長職や管理職を

＜第３回＞
回＞ 石川県

務める看護職が参加した＝写真。
冒頭であいさつに立った同協議会
の桃田寿津代会長（横浜総合病院副
院長・看護部長）は「日本看護協会
も労働環境の改善などに取り組んで
いる。診療報酬改定を控え、各現場
でも看護職の働き方や業務の在り方
を考えてほしい」と呼び掛けた。

午前中は参議院議員の石田昌宏氏
との交流会があった。現状に関する
訴えや各施設での取り組みなど、参
加者と活発なやりとりがあった。
午後は講演が 2 題あった。1 本目
は株式会社ウォームハーツの長面川
さより代表取締役が、2 本目は厚生
労働省保険局の迫井正深医療課長が
登壇し、18 年度診療報酬・介護報
酬改定をテーマに講演した。150 人
近くが参加し、地域包括ケアや医療
制度改革が進展する中での病院のあ
りように関する関心の高さがうかが
えた。

保健文化賞
看護職 1 団体・1 人など受賞
10 月 12 日、保健文化賞（第一生

命保険株式会社主催、厚生労働省ほ
か後援）の贈呈式が都内で行われた
＝写真。
同賞は、保健衛生分野での業績と
功労に感謝と敬意を捧げる趣旨で行
われており、今回で 69 回目。近年
では、生活習慣病対策や高齢者・障
害者福祉、海外医療、疾病対策といっ
た課題に関わる個人・団体を顕彰し
ている。
今回は団体 9 件、個人 6 人が受賞
した。看護職では、精神障害者や難
病患者への訪問活動を行っている
「島根県在宅保健師等の会・ぼたん
の会」が団体として受賞。また、開
業助産師として母児の支援や助産師
教育に携わってきた宮下美代子氏
（神奈川県）が受賞した。
受賞者は翌 13 日に、皇居で天皇
皇后両陛下に拝謁した。
訃

報

名 誉 会 員 の 寺 島 敏 子 様（95 歳 ）
が 9 月 21 日に、上田光子様（88 歳）
が 9 月 25 日に逝去されました。謹
んで哀悼の意を表します。

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
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

区支部と同北部地区支部を対象に選んだ。
受託が決まったころ、同院では市内の公共施
設内に常設の「まちの保健室」を開けないかと
情緒ある景色で知られる能登半島だが、高齢
考えていた。県看護協会でサポートに当たった
化や過疎化が顕著だ。一方で看護職は、能登地
青木範子専務理事は、予防や健康増進の取り組
域独自に看護研究・発表のための学会を設ける
みには行政との連携が必須と、上野谷さんらと
など、頼もしい活動が光る地域でもある。
県の保健福祉センター、七尾市の健康推進課に
相談を持ち掛けた。公共施設の使用はかなわな
患者さんを待つだけでなく外へ
かったが、市の保健師らとの交流が生まれた。
能登半島中部の七尾市にある公立能登総合病
その後、企画を練り直す中で、市民のニーズ
院は、430 床超を有し 3 次救急を担う。地域に
を確認しようと、「まちの保健室」の開催場所
は高齢者や認知症の人が多く、「地域の公立病
などに関するアンケートを取ったところ、自宅
院として、来院を待つだけでなく、街へ出て予
近くの公民館や集会所を望む回答が多かった。
防的な活動ができないだろうかと考えていた」 「商業施設や役所など、人が集まる所が良いと
と副院長兼看護部長の上野谷優子さんは話す。
考えていたが、意外だった」と看護部副部長の
石川県看護協会でも、近年は地域包括ケアシ
坂本早苗さん。ちょうど、市との話し合いでも
ステム構築の支援や看看・多職種連携に力を入
進展があった。市内 42 の町会ごとにある「い
れてきた。その一環として 2016 年度、日本看
きいき健康クラブ」の取り組みが紹介され、坂
護協会の「看護職連携構築モデル事業」に参加
本さんらは市の保健師と見学に出掛けた。
するにあたり、能登総合病院の試みに弾みをつ
病院と行政の連携で「出前保健室」誕生
けたいとの思いもあり、同院がある能登中部地
「いきいき健康クラブ」とは、集会所などに
高齢者が集まり、体操や健康相談、医療職の講
話を聞いたりするもの。見学した日は、市嘱託
の看護師が血圧測定や健康相談に乗っていた
が、人手が十分でないという。これを聞き、ア
イデアが浮かんだ。「私たちが『いきいき健康
クラブ』に出向いてはどうだろう」。アンケー
トでの市民の意向にも沿い、打ってつけだ。市
の反応も良く、「出前保健室」と名付けられた
両者の連携の構想がまとまった。

実際に「出
前保健室」が
始まったのは
ことし 6 月か
ら。9 月 ま で
の4カ月弱
で、6 カ 所・
約 60 人 に 実
施し、「別のテーマも聞きたい」「家族にも教え
る」など好評だ。認知症予防、自宅でできる運
動など 7 つのメニューから、住民に選択しても
らう。健診や指導、相談に当たるのは、主に専
門看護師、認定看護師など専門性の高い看護職
だ。「看護の専門性を知ってもらいたいし、職
員のモチベーションも上がる」と上野谷さん。
院内の理解もあり、申し込み窓口や広報は事
務部門が担う。市も町会や市民団体に周知して
くれた。県看護協会も、医師会などと持ち回り
で担当するラジオ番組で紹介するなど、看護職
の活動アピールに最適と捉え、拡散に努める。
また昨年秋、取り組みの過程を地区支部の会
議で発表したところ、参加者の意識変容にも
なった。今夏の同会議では、地域の資源を知り
連携推進を図ろうと、介護施設や訪問看護ス
テーションの強みや特徴を紹介し合った。さら
に、17 年度は小松地区がモデル事業を受託す
るなど、県内を挙げて看看連携が進んでいる。
◀写真左：「出前保健室」の様子。フットケアの
ポイントを見やすくボードにまとめて説明中
▲写真上：PR を兼ね、ステッカーを張った車で
出前に出掛ける。右から坂本さんと上野谷さん

