DiNQL 大会 2019
データを活用した質の向上目指す

国民医療を守るための総決起大会
持続可能な社会保障制度の確立を

日本看護協会など 41 団体で構成
する国民医療推進協議会は、12 月 6
日、東京都内で「国民医療を守るた
めの総決起大会」を開いた。大会で
は、国民が必要な医療・介護を安心
して受けられるよう、持続可能な社
会保障制度の確立に向け、適切な財
源の確保を求めることを決議した。
この日は、同協議会会長でもある
日本医師会の横倉義武会長があいさ
つを述べたほか、本会の秋山智弥副
会長が、福井トシ子会長（同協議会
副会長）の決意表明を代読＝写真。
人材の拡充においても十分な財源は
必須だとし「国民が、公平に安心し
て医療を受けられるよう、医療財源
の確保を強く求める」と結んだ。

日 本 看 護 協 会 は、DiNQL 大 会
2019 を 11 月 11 日に大阪で、25 日
に東京で開催した。「みんなで考え
る看護の質 労働の質」をテーマに、
講演やシンポジウムなどを行った。
冒頭、福井トシ子会長が「今回は、
新たなプログラムとして交流集会を
企画し、ベンチマーク結果の活用に
向けた参考事例を紹介する。知恵や
知識を共有し、実り多い大会とした
い」とあいさつ。吉川久美子常任理
事は、これまで DiNQL 事業で取り
組んできた看護管理者のマネジメン
ト支援や、2020 年度の診療報酬改
定に関する要望書での DiNQL デー
タの活用状況を紹介した。
シンポジウムでは「多職種で活か
す DiNQL データ」と題し、看護職が
臨床工学技士や診療情報を扱う事務
職と協力し、看護の質向上や経営の
改善につなげた実例が報告された。

専門看護師・認定看護管理者
2019 年度の審査結果を公表
❖専門看護師
日本看護協会は、第 29 回専門看
護師認定審査を実施した。12 分野
375 人の申請に対し、書類審査を通
過した 364 人が筆記試験に進み、合
格者 258 人が新たに専門看護師とし

看護が支える
地域共生社会
全員参加型社会の実現を目指して
最終回
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社会福祉法人恩賜財団済生会

済生会松山訪問看護ステーション
（愛媛県）

愛媛県松山市は四国地方で最多となる人口約
51 万人の中核市。同市で 1994 年に開設し、長年、
地域住民の療養生活を支援してきたのが済生会
松山訪問看護ステーションだ。

強みを生かして弱みを補う体制づくり
済生会松山訪問看護ステーション所長の三浦
雅美さんは地域住民の生活を支える上で、地域
という大きな枠で利用者・家族を捉えることが
重要だと話す。「利用者と訪問看護師」という
関係性ではなく、利用者・家族を中心とした円
の中に、医療・介護・福祉など地域内の資源が
どれだけあり、それぞれがどのように関わるこ
とができるかという視点を大切にしている。そ
して、その際には同ステーションも客観的に 1
機能と捉え、各事業所の強みを生かして弱みを
補えるように連携を取っている。
同ステーションは機能強化型訪問看護管理療
養費 1 を算定していることもあり、夜間対応な
ど緊急時対応を求める訪問の相談が多く寄せら
れる。また、医療的ケア児への訪問を頻繁に行
うなどの強みがある。さらに、2006 年には療
養通所介護事業所「なでしこハウス」を開設し、

厚労省通知

放射線被ばく管理の徹底を呼び掛け

厚生労働省労働基準局は、11 月 1 日付で「放射線業務従事者等に対
する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対
策の再周知について（基安発 1101 第１号、同第２号）」を通知した。詳
細は、本会公式 HP（看護職の働き方モデルの構築＞看護職の労働安全
衛生＞化学的・物理的な有害要因への対応）を参照。
て認定された（合格率 70.9％）。
専門看護師は、レベル保持のため
認定を受けてから 5 年ごとの更新制
となっている。第 19 回認定更新審
査では、11 分野 319 人（1 回目更新
170 人、2 回目以降更新 149 人）が
合格。認定期間延長（1 年間）は、
38 人が認められた。なお、更新審
査合格者と認定期間延長者を合わせ
た更新申請率は 92.7％。専門看護師
総数は 2,519 人となった（12 月現在）。
❖認定看護管理者
第 16 回認定看護管理者認定更新
審査の結果、申請者 426 人中 407 人
が合格し、2 人が 1 年間の認定期間
延長を認められた。また、第 11 回
認定看護管理者再認定審査の結果、
15 人の再認定が認められた。これ
により、認定看護管理者の総数は
4,157 人になった。

日本看護職副院長連絡協議会
次回報酬改定に向けた準備を促す
日本看護職副院長連絡協議会は
11 月 15 日、2019 年 度 第 2 回 講 演

会・研修会を開催した。田渕典子会
長（社会医療法人石川記念会 HITO
病院副院長）は、2018 年度の診療
報酬改定後の医療現場における現状
と、20 年度改定に向けた課題を説
明。「副院長看護職は、看護部を統
括しながら、経営参画や地域貢献と
いった重責を担っている。いち早く
院内に情報を提供し、次回改定に向
けた準備に努めてほしい」と参加者
に呼び掛けた。

2019 年 秋の叙勲・褒章
外山恵様（北海道）が瑞宝
双光章を受章されましたこと
を追加してご報告いたしま
す。おめでとうございました。

訃 報
名 誉 会 員 の 佐 東 泰 子 様（87 歳 ）
が 11 月 14 日に、佐俣栄子様（87 歳）
が 19 日に逝去されました。謹んで
哀悼の意を表します。

児童発達支援事業や放課後等デイサービスなど
の障害福祉サービスを提供している。
それらの特長を生かして他の事業所と訪問の
シェアを行っている。「特に小児は経験が少な
いと訪問することをためらいがちですが、他の
事業所とシェアできれば、利用者の支援体制は
広がります」。シェアする場合は、同行訪問だ
けでなく、訪問看護サービス利用者が「なでし
こハウス」を利用している時に実習を行うなど、
早く慣れるように支援している。

拠点機能を強化し地域ニーズに対応
市内西部の拠点として機能を発揮してきた同
ステーション。その取り組みが広がるきっかけ
となったのが 2012 年度に参加した「在宅医療
連携拠点事業」だった。このモデル事業では、
「ど
のような医療ニーズがある方でも、住み慣れた
地域で過ごすためには」という課題解決に向け
た施策を実施した。
そのうちの 1 つが障害を抱える子どもとその
家族を対象とした家族会「ブランコ」だ。「安
心して子どもを遊ばせる場所がない」「同じ悩
みを抱えている家族との集いの場がほしい」な
どの家族からの要望を受けて開始した。「なで
しこハウス」のスペースを活用して子どもたち
の遊ぶ場を設けるだけでなく、大学講師による
障害を抱える子どもの就学・就業に関する講義
を受けたり、親同士の情報交換ができる場と
なっており、毎年 2 回実施している。
また、松山市は有人 9 島を含む大小 30 以上
の島々がある。中には、医療機関がない島もあ
り、「住み慣れた地域で最期まで過ごしたい」
との住民をどのように支えるかが課題となって

三浦さん（前列右から 2 人目）とスタッフの皆さん

いる。釣島（つるしま）もその 1 つ。2000 年
に介護保険制度がスタートしたものの、介護保
険サービスは皆無。市の介護保険課から、島民
への健康支援活動ができないか、との相談があ
り、01 年から活動を開始した。
ことしで 18 年目を迎える健康支援活動には
医師、看護師、作業療法士、ケアマネジャーが
参加し、健康相談や医師による肺炎予防などの
ミニレクチャー、ストレッチ体操、ゲームなど
を実施している。「体力の衰えはありますが、
この島で暮らしたいという島民の思いは強く、
健康意識は高いと感じます。とはいえ、要介護
状態では島内での生活が難しいので、そのあた
りをどうするかを行政と共に支援体制を考えた
い」と意気込みを話す。
地域内のニーズや資源を見極め、各々の強み
を生かし「できない」を「できる」につなぐ三
浦さん。目の前の利用者だけでなく、地域とい
う枠組みで全体を捉える。地域共生社会の実現
にはそうした視点がより看護には求められる。

