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2019 年度 DiNQL 事業
データ項目などに関する説明会を開催
日本看護協
会 は、4 〜 6
月 に DiNQL
（労働と看護
の質向上のた
めのデータ
ベース）事業
に参加する施
設 を 対 象 に、
東京と大阪の 4 会場でデータ項目な
どに関する説明会を開催している。
このうち、5 月 17 日に JNA ホー
ルで開催した説明会には 139 人が参
加。吉川久美子常任理事が DiNQL
事業について解説し、事業の目的と

ナイチンゲール記章
日本から竹下氏、秋山氏が受章
5 月 12 日、第 47 回フローレンス・
ナイチンゲール記章の受章者が発表
され、日本からは竹下喜久子氏、秋
山正子氏の 2 人が受章した。同記章

して①看護実践をデータ化すること
で、看護管理者のマネジメントを支
援し、看護実践の強化を図る②政策
提言のエビデンスとしてデータを有
効活用し、看護政策の実現を目指す
―の 2 点を掲げた＝写真。
続いて、本会事務局が、事業の効
果的な実施体制や運営方法、データ
項目の考え方などを説明。DiNQL
の活用事例として、データに基づく
病棟の現状把握や課題整理、データ
マネジメントのポイントなども紹介
した。
なお、11 月には東京と大阪 2 会
場で、DiNQL 大会 2019 を開催する。

は、赤十字国際委員会のナイチン
ゲール記章選考委員会が 2 年に 1 度、
顕著な功績があった看護職を選び、
贈られる。竹下氏は国内外での災害
救護活動などが、秋山氏は訪問看護
への取り組みやがん患者に向けた地
域の環境整備が高く評価された。
訃 報
名 誉 会 員 の 前 原 澄 子 様（82 歳 ）
が 5 月 19 日に逝去されました。謹
んで哀悼の意を表します。

「小児在宅移行支援指導者育成研修」
修了者の活動レポート
第3回

自治医科大学附属病院
（栃木県下野市）

栃木県に２カ所ある総合周産期母子医療セン
ターの１つである自治医科大学附属病院。2006
年には、栃木県が策定した小児医療整備構想に
基づき、大学病院併設型の小児病院「とちぎ子
ども医療センター」をオープンした。県内では、
獨協医科大学病院にも同様に設置されている。

研修や同行訪問を機に広がった視野
日本看護協会が実施した「小児在宅移行支援
指導者育成研修」には、2017 年度に 2 人、18
年度に 2 人が受講した。18 年度受講者である、
NICU 看護師の主任・小塙飛鳥さんと、スタッ
フの廣澤真世さんは、現在、新生児集中治療部
で「在宅支援係」を担当。廣澤さんは研修受講
後、自ら希望して同係の担当になった。
小塙主任と廣澤さんは、入職時から新生児集
中治療部に勤務し 10 年以上のキャリアを持つ
が、他施設の活動を知る機会はなかったという。
廣澤さんは「研修のグループワークなどで他施
設の活動を知ることができたのは、大きな実り
でした。自施設の活動を見直す機会となりまし
た」と語る。小塙さんは「受講生同士で作った
LINE グループを活用して、他施設ではどうし
ているんだろうと、今でも情報交換を行ってい

2019 年 春の叙勲・褒章

受章おめでとうございます
92 人の看護職の方が受章されました。お祝い申し上げます。
【瑞宝双光章】井本登美子、山川
節子、酒井敬子、佐藤英子（宮城
京子（北海道）、齋藤ミヤ子（岩
県）、守屋陽子（秋田県）、前野好
手県）、稲見由起子（宮城県）、小
子、吉田智子（山形県）、蓬田綾
松﨑智子（茨城県）、細川成子（栃
子（福島県）、鈴木恵美子（茨城県）、
木県）、金子れい子（群馬県）、江
荻原京子、矢嶋美惠子（群馬県）、
原くるみ（埼玉県）、鎌田良子、 河野鈴子、武田峰子、能戸孝子
小池文江、小谷美千子、平山享子 （千葉県）、伊藤弥生、花井より子、
（千葉県）、畑田みゆき、藤田枝美
宮崎秀子（東京都）、中嶋紀子（神
子、☆志田祐子（東京都）、近藤壽
奈川県）、長木雅子、西村靜代（富
美子（新潟県）、小藤幹恵（石川県）、 山県）、細川久美子（石川県）、藤
植田美由紀（山梨県）、細野さつ（岐
澤尚子（福井県）、塩﨑八重子（長
阜県）、鈴江智恵、鈴木恵子、三
野県）、髙木三保子、横山奈緒美
田村浩之（愛知県）、岡田攝子（京 （岐阜県）、河合みどり、小林貴子、
都府）、河原智子、髙内美紀、辻
武田惠子（静岡県）、大野ゆう子、
節子、徳留美加子、正岡洋子（大
野崎トキ子（愛知県）、福井是子（三
阪府）、山根美子（鳥取県）、三宅
重県）、龍野和恵（京都府）、☆森
弘惠（岡山県）、鴫田保美（広島県）、 下礼子（大阪府）、西垣悦代、福
木村美津子（山口県）、臼杵たみ
富恵、森下まり子（兵庫県）、松
子（香川県）、宇和川省三（愛媛県）、 村栄子（奈良県）、那須久美子（和
佐伯悦子（福岡県）、杉原三千代
歌山県）、日原千恵（島根県）、平
（佐賀県）、荒木輝美、高口榮子（長
井康子（岡山県）、猪上妙子、清水
崎県）、近藤和子、本尚美（熊本県）、 政江（山口県）、伊藤千鶴（愛媛県）、
志手明美（大分県）、中村弘子（鹿
福田田鶴子（佐賀県）、前田利津
児島県）
子（長崎県）、梅尾さやか、岐部千
【瑞宝単光章】髙岡勇子、藤井幸
鶴（大分県）、立野惠子（鹿児島県）
恵、山本美知子（北海道）、奥山 （敬称略、☆は危険業務従事者）

ます」とほほ笑む。
研修では、訪問看護ステーションでの同行訪
問実習を経験した。研修後に GCU から自宅な
どへ退院し退院後訪問を行ったケースは３件だ
が、退院後訪問看護などを通じて児の生活環境
を知る機会が生まれ、スタッフも退院支援に興
味を持つようになっている。

併設の子ども医療センターと連携

右から小塙さん︑新生児集中治療部
師長の栗原日登美さん︑廣澤さん

医療的ケア児への
安全な在宅移行支援
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研修後は「NICU ／ GCU における小児在宅
移行支援パスと教育プログラム」を自施設でど
のように導入・活用するかを検討している。同
退院支援に関する教育プログラムの導入につ
院では研修前から、併設する子ども医療セン
いては、研修を受けてどのようなものにする
ターと共同で作成した小児在宅移行支援パスを
かを検討中。経験年数に関係なく NICU・GCU
活用しているが、日本看護協会版の児とその家
のラダーに盛り込んでいきたいと考えている。
族の各期に応じた多職種の支援内容が一元化さ
れたパスを参考に再構築へ向け試行している。 小塙さんは「今、これまで病院全体の手順書と
して使っていた 退院後訪問の手順 も見直し
現在は NICU で使用するためのパスだが、今
ているところです。NICU 用のものを用意した
後は院内の正式な手続きを踏んで、院内共通の
いと考えています」と力を込める。
様式とし、子ども医療センターとの情報共有に
本年度の研修にもスタッフを参加させたいと
も活用していきたいという構想もある。
週１回の「トリアージカンファレンス」は、 いう同院。チーム全体で退院支援のことを考え
る風土が根付き始めている。
NICU・GCU の在宅支援係と患者サポートセン
◇
ター（地域連携室）で、多職種間で退院に向け
て状況確認・共有を図っている。患者サポート 【参考】「NICU ／ GCU における小児在宅移行支援パス
と教育プログラム 2019 年度版」を公開しました。所属
センターには、NICU から異動した 17 年度の
施設の機能や特徴に合わせてご活用ください。
研修受講者の看護師もいるため、連携もスムー
https://www.nurse.or.jp/nursing/josan/care̲support/
ズだ。子ども医療センターの外来看護師とも、
月１回会合を行い、退院見込みの児とその家族
【 病 床 数 】 病 院 全 体 46 科 1,132 床、MFICU12 床、
などの情報を共有し、児と家族が退院後に初め
NICU15 床、GCU21 床。 産 科 単 科 病 棟【 看 護 職 員
て受診する子ども医療センターで戸惑うことが
数】看護師 1,438 人（NICU39 人、GCU 31 人）【平均
在院日数】NICU20.4 日、GCU13.9 日【年間入院児数】
ないよう連携している。患者情報を共有し、細
NICU227
（述べ 5,386）人、GCU136（述べ 5,408）人
部にわたって連携を取れるメリットは大きい。

