りや、本会が取り組むヘルシーワー
クプレイス（健康で安全な職場）キャ
ンペーンについて紹介した。

発行物のご案内
日本看護職副院長連絡協議会
新体制でさらなる発展を目指す

7 月 5 日、日本看護職副院長連絡
協議会は総会と第 1 回講演会・研修
会を日本看護協会 JNA ホールで開
催した。
総会では、これまで本協議会の会
長代行を務めていた社会医療法人石
川記念会 HITO 病院の田渕典子氏
が、あらためて会長として就任する
ことが決まった。田渕会長は「本協
議会が発足して 23 年が経過した。
皆さんの意見をいただきながら、新
たな発展を目指したい」と決意を述
べた＝写真。
講演会では、日本看護協会の福井
トシ子会長が「看護職のメンタルヘ
ルスケア」と題し、ライフサイクル
に基づく看護職一人一人の健康づく

在宅領域での
看護管理者研修プログラムを公表
日本看護協会は「訪問看護及び介
護施設等の看護管理者研修プログラ
ム」を作成・公表しました。
本プログラムは、訪問看護や介護
施設などで長期的なケアを担う組織
の看護管理者に向け、必要不可欠な
基本的知識・技術・態度を習得して
もらうことを目的として作成したも
のです。
本会 HP「訪問看護師倍増対策の
推進」の「訪問看護」または「介護
施設の看護」ページから全文をダウ
ンロードできますので、ぜひご覧く
ださい。

NP 教育課程修了者の活動成果
パイロット事業報告書を発行
日本看護協会は、ナース ･ プラク
ティショナー（仮称）制度の創設に
向けた活動の一環として、2018 年度
に NP 教育課程修了者を対象とした
試行事業を 6 施設（訪問看護ステー
ション 1 カ所、介護老人保健施設 2
カ所、病院 3 カ所）で実施しました。
患者や利用者へのタイムリーな対応

「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

名古屋第一赤十字病院
（愛知県名古屋市）

愛知県に 7 施設ある総合周産期母子医療セン
ターは、人口 232 万人の名古屋市に４施設があ
る。その中のひとつである名古屋第一赤十字病
院は、院内助産を行う「バースセンター」を開
設するなど、多様なニーズに応えている。

訪問実習で気付く、先を見据えた支援
日本看護協会が行った「小児在宅移行支援
指導者育成研修」には、同院から 2017 年度に
2 人、18 年度に 1 人が受講した。ことし３月
まで NICU 師長を務め、今は小児科病棟師長
の平岩美緒さん（新生児集中ケア認定看護師）
は、以前から本会の周産期関連の会議などに参
加し、国の動向を見据えた本会が発信する情報
を得ていた。そこで同研修が行われると聞き、
まずは GCU のスタッフを派遣。2 年目は指導
者を育成する立場にある小児看護専門看護師・
NICU 係長の加藤美也子さんを派遣した。
研修では同行訪問の実習があるが、加藤さん
は、２日間で４事例（そのうち２事例は同院
NICU を退院した児）を経験した。退院後の生
活を目の当たりにし、「保育園への通園を目標
にされているなど、退院時には想像もつかない
ほど変化していました。私たちは退院後の生活

看護職賠償責任保険制度 ハラスメント相談窓口を開設
日本看護協会の会員のみが加入できる看護職賠償責任保険制度では、
新たな加入者サービスとして「ハラスメント相談窓口」を開設しました。
加入者の皆さまを対象に、業務上で生じたハラスメントに関わる出来事・
事象について、電話での相談に対応します。
相談は看護職の相談員がお受けします。相談内容に応じて臨床心理士
によるサポート対応、公的な支援機関の紹介などを行います。
本保険制度未加入の方も、この機会に加入をご検討ください。
【電話番号】0120‑515‑404（フリーダイヤル）
※本保険制度加入者からの相談のみ受付可能です。
【対応時間】月〜金曜日 10：00 〜 17：00（土・日・祝休日除く）
看護職賠償責任保険制度ホームページ https://li.nurse.or.jp/

「病院における看護補助者の確保および
活用に関する実態調査」ご協力のお願い
本厚生労働科学特別研究事業（研究代表者：坂本すが）では、病院の
看護管理者と看護補助者を対象に、看護補助者の確保および活用に関す
る実態調査（Web 調査）を実施します。7 月下旬より、各病院の看護
部長宛に依頼状を郵送しますので、ご協力をお願いします。
により、アウトカムに貢献している
ことが示された一方、現行法下では
対応できないニーズがあることも明
らかになりました。
本事業を「NP 教育課程修了者の
活動成果に関するエビデンス構築パ
イロット事業報告書」として取りま
とめています。詳しくは、
本会 HP
「発
行物」からご覧ください。

を常に考え支援を行っていますが、もっと先の
ことを考えて支援することが大切だと感じまし
た」と気付きを語る。

切れ目のない支援を目指して
本会の「NICU ／ GCU における小児在宅移
行支援パス」は、急性期・回復期・安定期・退
院後の在宅不安定期と、児と家族の状態を期で
分け、関係職種の役割などを示している。その
パスを同院に合わせて改変し導入したが、ス
タッフの受け入れはスムーズだったと振り返
る。というのも、同院は NICU と GCU を患児
の状態に合わせたグループに分けていたから
だ。GCU は、医療的ケア児、社会支援を必要
とする対象をチーム分けしているため、まずは
パスの安定期部分から導入した。パスを運用す
る中で、さらに NICU に入院する直後からパ
スを使用する必要性を感じ、急性期部分を追加
したパスを 18 年 4 月ごろから運用した。
以前は入院時から退院までの全体を示したパ
スはなく、退院準備のためのチェックリスト
だった。このパスを導入したことで、各期に各
職種が何を実施するかという役割が明確になっ
たと反響があった。経験の浅いスタッフでも先
のケアまで見通すことができ、連続した支援に
つなげることができたという。パスを運用し
13 人の児が退院した。
同院は病院全体で退院支援に取り組む風土が
あるが、NICU ／ GCU 専従の退院支援看護師
と社会福祉を配置している。平岩師長が入退院
支援加算３の導入前から、NICU 専従退院支援
看護師の配置を要望し実現した。元 NICU 所
属だった看護師の鍋嶋智加さんは、部署異動後

2019年 春の叙勲・褒章
2019 年春の叙勲・褒章（本
紙 6 月号既報）で、石川佳子様
（東京都）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。

左から鍋嶋さん︑現ＮＩ
ＣＵ師長の鵜飼美由紀さ
ん︑平岩さん︑加藤さん

医療的ケア児への
安全な在宅移行支援
最終回
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も退院支援看護師として毎日 NICU で業務を
行っている。「全ての児に入院時から関わり、
退院を見据えた計画の立案を行っています。地
域との連携は MSW と共に進めています」とい
う。定期開催の退院支援カンファレンスとは別
に、医師、看護師、臨床心理士、薬剤師などの
多職種で患者カンファレンスを頻回に行い、情
報共有・連携を図っている。
最 後 に、 パ ス の 名 称 に つ い て「 NICU ／
GCU と書かれていると他部署との情報共有
のしにくさがあります。名称を変更して産科や
小児科病棟も共同で使えると良いのではないで
しょうか」と平岩さんが提案してくれた。入院
する前から児が退院するまで、切れ目なく地域
へつなぐ。それが、同院の目指す退院支援だ。
【 病 床 数 】 病 院 全 体 33 科 852 床、MFICU9 床、
NICU18 床、GCU30 床。【 看 護 職 員 数 】 看 護 師
986 人（NICU34 人、GCU 30 人）【平均在院日数】
NICU23.7 日、GCU15.5 日【年間入院児数】NICU225
人（延べ 6,480 人）、GCU633 人（延べ 8,953 人）
【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」
https://www.nurse.or.jp/nursing/josan/care̲support/

