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　2020 年「看護の日・看護週間」事業の一環として、「忘
れられない看護エピソード」（800字以内）を募集中です。
　今回は、看護職部門・一般部門に加え、Nursing 
Now 部門の 3 部門を設置。Nursing Now 部門では、
看護職が、看護の力を発揮して人々の健康に貢献し
たことを実感した看護実践や経験を募集しています。
Nursing Now賞の賞品は、ナイチンゲールゆかりの地、
ロンドンへの往復航空券です。
　ゲスト審査員には、歌手の荻野目洋子さんが決定。
多数のご応募をお待ちしています。
【応募締切】2 月 21 日（金）※当日消印有効
【詳細】本会HP＞第 10 回「忘れられない看護エピソード」（https://
www.nurse.or.jp/episode/）または下記の 2次元コード参照。
【問合先】第 10 回「忘れられない看護エピソード」事務局
　☎ 03-5282-8071（10：00～18：00、土日祝日除く）
　Eメール episode@operation-desk.jp

データの分析データの分析
（全３回シリーズ）

していない病院群よりも低くなっていました。

専門性の高い看護師の配置を要望

今回の分析からは、専門性の高い看護師を
配置している病院・病棟群では、身体的拘束
は低減傾向にあることがうかがえました。これ
を受けて本会では、20 年度の診療報酬改定に、
認知症ケア加算 2算定施設における専門性の高
い看護師配置の評価を要望しています。
身体的拘束は患者個人の要因など、さまざ

まなことが影響するため一概にはいえません
が、認知症ケアに関する専門性の高い看護師の
知識と取り組み向上が、患者へのより良いケア
の提供につながると考えられます。

2020 年度 DiNQL 参加病院を募集

「労働と看護の質向上のためのデータベ
ース（DiNQL）事業」の 2020 年度の参加
病院を募集します。
　本会 HP「看護実践情報」>「労働
と看護の質向上のためのデータベース
（DiNQL）事業」>「病院の皆さまへ」で
詳細を確認の上、奮ってご参加ください。
【問 合 先】医療政策部 看護情報課
　　　　　 ☎ 03-5778-8495
　　　　　 Eメール database@nurse.or.jp
【申込期間】4 月 30 日（木）まで

＊身体的拘束の定義：抑制帯等、患者の身体又は衣服に触
れるなんらかの用具を使用して、一時的に当該患者の身
体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を指す。
＊身体的拘束患者割合の計算式：(病棟で身体的拘束を実
施した患者数)÷(病棟の入院実患者数)×100

算定あり
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＊1：認知症に関する専門性の高い看護師:「老人看護」「精神看
護」専門看護師、「認知症看護」認定看護師

＊2：認知症に関する専門性の高い看護師は病院全体の配置数
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加算２の群分け
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加算２で専門看護師 ･
認定看護師＊1の配置あり
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　DiNQL（ディンクル）は、看護職が健康で
安心して働き続けられる環境整備と看護の質向
上を目指し、データを活用した看護管理者のマ
ネジメントを支援するためのデータベース事業
です。また、蓄積したデータは看護政策のエビ
デンス等に活用しています。DiNQL データの
分析結果について、1～ 3月号にわたって連載
でご紹介いたします。

分析の目的と分析に用いたデータについて

2018 年 10 月に入力された 427 病院 4,066 病
棟分のデータを用いて、16 年度の診療報酬改
定で新設された「認知症ケア加算」の算定状況
と人員配置、患者の背景、身体的拘束割合等の
実態を分析しました。

認知症ケア加算算定状況と
身体的拘束患者の割合　　

認知症ケア加算算定状況別に「身体的拘束
患者割合」をみると、認知症ケア加算 2算定病
棟群は、加算 1算定病棟群より身体的拘束患者
の割合が高い傾向でした（表 1）。
一方で、認知症ケア加算 2 算定病棟群にお

いて、専門性の高い看護師を配置している病棟
群の「身体的拘束患者割合」（表 2）は、配置

表 1：身体的拘束＊患者割合（%） 表 2：専門性の高い看護師配置の有無別身体的
　　　拘束患者の割合（%）

※DiNQL に関する情報は本会HPでご確認いただけます（https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/database/）

第1回「認知症ケア加算と身体的拘束」

訃　報
　名誉会員の兼安久惠様（85 歳）
が12月 5日に、高橋フジエ様（96歳）
が１月２日に逝去されました。謹ん
で哀悼の意を表します。

第 10回「忘れられない
看護エピソード」募集中！
新たにNursing Now部門を設置！

が、施設内教育への導入から看護実
践能力評価までの一連のプロセスと
人材育成に向けた取り組みを紹介。
　さらに、JNA ラダーを活用した
人材育成システムの構築の中で、看
護実践能力の向上のための確認や評
価をどのように行うべきかなどにつ
いて、両会場に集まった計 700 人以
上の看護管理者らが活発に意見交換
した。

アドバンス助産師739人が認証
合計1万2,739人に

　日本看護協会は、12 月 20 日の福
岡、25 日の東京の 2 会場で、2019
年度 JNAラダー交流会を開催した。
　東京会場では、荒木暁子常任理事
が、JNAラダー開発の経緯や進捗、
本会事業としての考え方を説明した
＝写真。「現在は各施設で人材育成
を行っているが、地域共通の標準化
されたラダーがあることで、あらゆ
る施設や場で求められる全ての看護
師に共通する、核となる看護実践能
力を養うことができる」と訴え、組
織を超えて地域で JNAラダーを活
用することを提案した。
　JNAラダーの公表から４年目と
なる本年度の交流会では、同ラダー
を取り入れた医療機関の看護管理者

2019年度
JNAラダー交流会を開催

ゲスト審査員
荻野目洋子さん

日本助産評価機構は 1 月７日、
19 年度の助産実践能力習熟段階（ク
リニカルラダー）レベルⅢ認証制度
の認証結果を公表した。今回の合格
者は 739 人で、これまでの認証者と
合わせると合計 1万 2,739 人となっ
た。

第71回保健文化賞
鳥取県看護協会が受賞

　12月 17日、第71回保健文化賞（第
一生命保険主催、厚生労働省・朝日
新聞厚生文化事業団ほか後援）の贈
呈式が東京都内で行われた＝写真。
　同賞は、保健衛生の分野で長年に
わたり貢献した人々に贈られるもの
で、今回、団体は鳥取県看護協会を
含む 10 件、個人は 5件が受賞した。
　鳥取県看護協会は、学校での出前
授業や行政・関係機関と連携した思
春期相談などを 15 年間、継続して
きた実績が評価された。

今回、認証された「アドバンス
助産師」には、2月に同機構から認
証書と認証カード、認証バッジが送
付される。
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