発行物のご案内
看護チームでの業務の在り方
ガイドライン・活用ガイドを改訂
このた
び、保健師
助産師看護
師学校養成
所指定規
則の一部
改正に伴
い、「2021
年度版 看
護チームに
おける看護
師・准看護
師及び看護補助者の業務のあり方に
関するガイドライン及び活用ガイ
ド」を改訂しました。看護職が患者・
家族に安全で質の高い看護を提供で
きるよう、ぜひご活用ください。
■本会 HP ＞准看護師制度の課題解
決に向けた取組み＞看護チームにおけ
る看護師・准看護師及び看護補助者
の業務のあり方に関するガイドライン及
び活用ガイド

医療機関と訪問看護との
連携に関する報告書を公表
日本看護協会は、重点事業の１つ
として訪問看護師の倍増策に取り組
んでおり、医療機関からの訪問看護
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を推進しています。2020 年度、訪
問看護を提供する医療機関と地域の
訪問看護ステーションが効果的に連
携し、利用者のニーズに応えられる
体制の構築に向けた試行事業を実施
しました。
「2020 年度訪問看護を提供する医
療機関と訪問看護ステーションの連
携に関する委託事業実施報告書」で
は、本試行事業の成果を紹介してい
ます。
■本会 HP ＞訪問看護師倍増策の推
進＞訪問看護

「介護施設の看護職員のあり方」
調査報告書を発行

2021年度医療安全管理者養成研修

受講者を募集

医療の質の向上と安全の確保に向け、医療安全管理業務を遂行するた
めの基本的な知識と実践能力の習得を目的とした医療安全管理者養成研
修を行います。多くのご参加をお待ちしています。
・対

象：以下の 3 要件を全て満たす者
①医療安全管理者または 1 年以内に医療安全管理者にな
る予定の者②上司の推薦があること③ 2021 年度に開催す
る研修プログラムを全時間受講可能なこと
・定
員： 2,285 人
・受講方法：インターネット配信研修（35 時間）の受講後、都道府県
看護協会での集合研修（1 日・5 時間）
・期
間：インターネット配信期間 7 月 5 日〜 2022 年 2 月 10 日
集合研修 9 月 1 日〜 2022 年 1 月 29 日の指定された１日
・受 講 料：本会会員 30,800 円・非会員 46,200 円（税込）
・詳
細：本会 HP ＞生涯学習支援＞研修＞医療安全管理
者養成研修

2020 年度に厚生労働省老人保健
健康増進等事業で実施した「介護施
設等における看護職員のあり方に関
する調査研究事業報告書」を発行し
ました。介護施設では、医療ニーズ
が増大し看取り対応の必要性も増す
中、看護職への期待が高まっていま
看護業務効率化に向けた事業報告
す。看護職の役割発揮の状況を把握
全国の取り組みを紹介
し、支援策について提言するため、
厚生労働省補助金事業として行っ
施設長、看護職、介護職を対象に調
た 2020 年度版の「看護業務効率化
査を行いました。ご協力ありがとう
先進事例収集・周知事業報告書」を
ございました。
発行しました。
報告書では、調査結果と、看護職
看護業務の効率化に向けた取り組
が活躍する上で必要な支援の在り方
みを医療機関から募集し、表彰する
などをまとめています。
■本会 HP ＞日本看護協会とは＞発 「看護業務効率化先進事例アワード」
を受賞した取り組みや、その取り組
行物

看護職と法律のこと

第１回

友納参与に聞く！

友納理緒参与
プロフィール
日本看護協会参与。東京医
科歯科大学大学院保健衛生
学研究科博士前期課程修
了、早稲田大学大学院法務
研究科修了。看護師、保健
師であり弁護士。医療現場
を経験する中で、医療事故
の発生時に医療者の力にな
りたいと弁護士を志す。

看護職が日々、業務を行う上で知っておきた
い法律上の疑問に、看護師、保健師であり弁護
士の友納理緒（とものう・りお）参与が回答す
る連載がスタートします。第 1 回は、看護記
録の重要性についてお伝えします。
毎日、看護記録を書いていますが、正しく書け
ているか不安があります。どのような記録が望
ましいのか知りたいです。

みを試行した施設の活動も報告され
ています。看護業務の効率化を目指
すために、ぜひご活用ください。
■本会 HP ＞日本看護協会とは＞発
行物
訃 報
名 誉 会 員 の 稲 川 篤 子 様（84 歳 ）
が 4 月 16 日に、野尻昭代様（87 歳）
が 4 月 22 日に逝去されました。謹
んで哀悼の意を表します。

して情報共有をすることによって、初めて患者
曖昧になりますので、後々の証言よりもケア直
に対して継続性と一貫性を持った医療を提供す
後に作成された看護記録の方が信用性の高い証
ることができます。他方で、情報が誤って共有さ
拠となるのです。
れると、医療事故につながる危険性があります。
この視点からは、適時の記録や、必要な事実
この視点からは、情報が適切に共有されるよ
をもれなく記載すること、改ざん（と疑われる
う記載方法や内容に注意を払う必要がありま
ようなこと）をしないことなどが重要です。
す。事実を正確かつ客観的に記載すること、勝 【最近の裁判例から】東京地裁令和 2 年 2 月 28
手な造語や略語を用いないこと、あいまいな表
日判決（D1-Law.com 判例体系）
現をしないことなどに気を付けましょう。
【最近の裁判例から】岡山地裁令和 2 年 6 月 3 日
判決（D1-Law.com 判例体系）
若年性ミオクロニーてんかんの患者が個室トイ
レ内で死亡した事案において、看護師が看護記
録に「トイレに座られたまま前へ倒れた状態で
発見された。」と記載したところ、裁判所は、
この記載は「患者が下半身は便器に座ったまま
で上半身が前のめりに倒れていた」ことを記載
したものか、「患者が便器に座った状態（ズボ
ンを履いていない状態）から前（便器とドアの
間）へ倒れた」ことを記載したものか「判然と
しない。」としました。

看護記録は、情報共有の手段として、また、
医療事故をめぐる紛争の場における証拠とし
て、重要なものです。今回は、この２つの視点
からどのような記録を書くべきかを考えます。

この事例に限らず、患者の転倒の態様が看護
師の過失の有無の判断に直結することもありま
すので、正確かつ具体的な記載が求められます。
後から記録を読む人に正しい事実が伝わるよう
に、患者の状況、いつ、どこで、誰が、どのよ
うなケアをしたのか、ケアに対する患者の反応
などをもれなく記載するようにしましょう。

２．情報共有の手段としての重要性

３．証拠としての重要性

看護師は交代制勤務をしていますし、多職種
と協働して働いています。そのため、記録を通

看護記録は、紛争の場で、当時の状況を示す
重要な証拠となります。人の記憶は時が経てば

１．看護記録の重要な役割

申込締切
５月 28 日
（金）

右大腿骨頚部骨折で入院中の患者が、深夜、ト
イレに行く際に転倒した事案において、裁判所
は「看護記録の記載は、本件転倒の直後（転倒
した時間は午前 0 時 45 分）である午前 3 時 10
分に看護師が行ったものであって、記憶の鮮明
さに疑問の余地はない」として看護記録の記載
の信用性が高いと判断しています。

看護記録は、ケアを行ったときの認識と行動
の記録ですので、基本的には「遅滞なくするこ
と」が求められます。もっとも多職種が関わる
医療事故発生時などは、事実の認識が錯綜し混
乱しやすい状況にあります。初期対応に関わっ
た医師や看護師全員で相互に事実を確認する時
間を取り、その上で記録を行いましょう。
ところで、最近、異常がない場合の記録を省
略している病院があると聞きますが、異常がな
いと判断した根拠を記録に残しておかないと、
後々、その事実の証明が困難になりますので注
意しましょう。
また、電子カルテ特有の問題として、全ての
履歴が残るため、何度も修正が繰り返されてい
るような記録は信用性が下がってしまう危険性
があります。確定前に必ず記録を見直し、でき
る限り修正の回数を減らすようにしましょう。

