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協会の活動・看護関連ニュース

秋の叙勲・褒章

受章おめでとうございます
子、和田美恵（山形県）、齋藤千
【黄綬褒章】坂本益美（茨城県）
【瑞宝双光章】樋口春美（北海道）、 津子、本橋靜枝（茨城県）、下田
晶子（群馬県）、小野塚礼子、百々
駒井善憲（青森県）、白川秀子（秋
幸子（埼玉県）、今麗子（千葉県）、
田県）、島崎すえ子（群馬県）、今
野惠美子、山下明宏（千葉県）、 瀬古洋子、村田千幸（東京都）、
大森喜美江、楢崎信子、森田澄子
大草由美子（東京都）、下崎ふみ
子（富山県）、柏崎順子、田代美 （神奈川県）、家城美和子、南部
一二三（富山県）、上野谷優子、
奈（静岡県）、今田広子、坂之上
戸田敬子（石川県）、五十嵐裕子、
ひとみ、星山明代（愛知県）、中
齊川みゆき、前田直美（福井県）、
野玲子（京都府）、吉田博美、東
伊藤けさみ（山梨県）、加藤祐美
香代子（大阪府）、小林由美子（兵
子（長野県）、鷲見みどり（岐阜県）、
庫県）、横山久美子（奈良県）、長
大野好美、加藤由紀子、 谷綠、
谷川京子（山口県）、金元孝、𠮷
森下眞由美（愛知県）、鈴木 （三
田眞弓（愛媛県）、山口美代子（福
重県）、春岡登志子、梅木洋子（大
岡県）、 山由喜子（長崎県）、渋谷
絹子（熊本県）、𠮷原由美（宮崎県） 阪府）、眞鍋佳子（岡山県）、長尾
【瑞宝単光章】大井睦美、黒澤澄恵、 春美、水口靖美（徳島県）、植村
堀由美（北海道）、佐々木典子、 智子（香川県）、岩谷友子（福岡県）、
原田洋子（大分県）、黒原眞理子（宮
田澤敦代（岩手県）、佐々木和子（秋
崎県）、田畑千穂子（鹿児島県）、
田県）、髙橋京子、畠山里恵、佐々
木和子（宮城県）、荒井くみ子、 糸嶺京子（沖縄県）
（敬称略）
飯野佐知子、小野久実子、木村優
以上の皆さま以外で受章された方は、日本看護協会総務部（☎ 035778-8831、E メール somu1@nurse.or.jp）までお知らせください。

新 たな

認定看護師教育 が始まる
最終回

福井大学
熊本保健科学大学

本連載では、2020 年度から始まった特定行
為研修を組み込んだ認定看護師教育（B 課程）
の教育機関を紹介してきた。最終回では B 課
程の教育を開始した 2 機関に経緯を聞いた。

北陸に認知症の教育課程を

11 月 22 〜 28 日は
2020 年度「医療安全推進週間」
11 月 22 〜 28 日は、2020 年度の「医
療安全推進週間」です。毎年、11
月 25 日を含む 1 週間が「医療安全
推進週間」と定められています。医
療機関や医療関係団体などが医療安

全の推進を図る取り組みを実施する
とともに、国民の理解や認識を深め
てもらうことを目的としています。
厚生労働省 HP では、「医療安全
推進週間」の趣旨や、「患者の安全
を守るための共同行動（PSA）」の
普及・啓発を図るためのポスターが
公開されています。
■厚労省 HP「令和 2 年度『医療安
全推進週間』について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenkou̲
iryou/iryou/iryouanzen2020.html

ライブ配信「訪問看護サミット 2020」参加者募集
日本訪問看護財団では、「新型コロナウイルス感染症に訪問看護
はどう向き合ったか・向き合うか」をテーマに「訪問看護サミット
2020」を、オンラインで開催します。申込み方法など詳細は、財団
HP をご覧ください。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
【日時】12 月 19 日（土）13：00 〜 16：00
【申込締切】11 月 27 日（金）
【開催方法】Zoom による配信
【ライブ配信受講料】3,000 円（資料・送料込）
【プログラム】
13：00 〜 13：05 開会の挨拶 清水嘉与子氏
13：05 〜 13：40 特別講演「With コロナの施策の動向と訪問看護への
期待」 迫井正深氏（厚生労働省 医政局長）
13：45 〜 15：45 リレートーク「With コロナの在宅医療・訪問看護の
実践とこれから」・意見交換
髙瀬義昌氏、稲葉典子氏、弘川摩子氏、山岸暁美氏
15：45 〜 15：55 閉会の挨拶 佐藤美穂子氏

こぎつけることができた。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
集合研修は困難になった。しかし 4 月から 2 カ
月程度は e ラーニングを実施するスケジュール
だったため、リモート学習へ切り替えた。それ
により研修者の e ラーニングの学習状況を細か
くモニタリングすることができ、個々の進捗状
況に応じて細やかにフォローが行えたなどのメ
リットもあった。6 月からは集合研修を開始。
県外の研修者には、福井県入りした後に 2 週間
の自宅待機をしてもらうなど対策を徹底し、予
定したスケジュールを順調にこなしている。
新たな分野の教育を開始した看護キャリア
アップ部門。チャレンジングな取り組みだった
が長谷川さんは「医療機関等と協力し合いなが
ら地域ニーズに応えることは教育機関としての
使命であり、面白さだと思うので、B 課程の開
講に前向きに取り組んでほしい」と教育機関へ
メッセージを送る。

福井大学医学系研究科附属地域医療高度化教
育研究センター看護キャリアアップ部門（以下、
看護キャリアアップ部門）は、手術看護を含む
2 分野の認定看護師の養成に 2011 年から取り
組んできた。2020 年度から新たに認知症看護（B
課程）の教育に取り組むことになった背景には
地域のニーズがあった。今回の導入にあたり、
B 課程受講メリットの周知を強化
県内の病院看護部にアンケートを実施。その結
熊本保健科学大学キャリア教育研修センター
果、認知症やがんに関するニーズが高いことが
分かった。「北陸地方で認知症看護を受講でき （ 以 下、 キ ャ リ ア 教 育 研 修 セ ン タ ー） で は、
2009 年から脳卒中リハビリテーション看護を
る教育機関が少ないことなど、地域の状況を鑑
含む 3 分野の認定看護師の養成を行ってきた。
みて認知症看護を開講することにしました」と
認定看護師制度の改正により、脳卒中リハビリ
看護キャリアアップ部門長の長谷川智子さんは
テーション看護から脳卒中看護へ名称変更と
開講の経緯を振り返る。
なった。それに伴い、2020 年度からの全国唯
初めて認知症看護分野を開講することで「心
一となる脳卒中看護の開講準備を進めてきた。
配もあった」と話す長谷川さん。特に教員の確
保には苦労したが、認知症看護の質を高めるこ 「名称が変更になったことで、救急医療の場で
の活躍や地域住民の健康支援でもスペシャリス
とで地域医療に貢献できるとの考えは近隣の医
トとして予防的な取り組みが増えることを見越
療機関等でも共通認識だったことから、開講に

して対応を急ぎました」と同教育課程長の橋本
宜子さんは振り返る。また、特定行為研修を認
定看護師教育課程に組み込むことで医師とのコ
ミュニケーションがより円滑に進むことが期待
できるため「チーム医療における連携の向上が
見込めます」と脳卒中看護分野の主任教員であ
る飯山有紀さんは受講のメリットを話す。
急ピッチで開講準備に動いたキャリア教育
研修センター。脳卒中看護（B 課程）開講にあ
たり、脳卒中リハビリテーション看護（A 課程）
での実績があった分、協力は得やすかったが、
それでも特定行為研修の共通科目や区分別科目
の講師手配には予定よりも時間を要した。
2020 年度の B 課程の研修者は 3 人。予想よ
りも受講希望者が少なかった結果について、
「開
講準備に追われ、Ｂ課程の受講メリットなど十
分な広報ができなかった結果かもしれません」
と橋本さんは分析する。また、周知の面では特
定行為研修を受講するメリットをもっと伝える
必要性を感じたという。特定行為研修は、受講
することで判断力の強化やアセスメント力の向
上に寄与することよりも、行為が実施できるよ
うになることに目が向けられる傾向がある。
「タ
イムリーなケアの提供だけでなく、状況に応じ
て『実施しない』という判断ができるというメ
リットを伝えていきたい」と方針を語る。
教育課程概要：①福井大学…2020 年 4 月より
認知症看護認定看護師教育課程（B 課程）を開
講し、研修者は 13 人。②熊本保健科学大学…
2020 年 4 月より脳卒中看護認定看護師教育課
程（B 課程）を開講し、研修者は 3 人。

