


創立50周年記念誌

法 人 化 の 経 緯

当協会において、法人化の必要性は本土復帰

前から再三論議され、法人としての職能団体の

あり方等、検討が重ねられた。

特別委員として、法人化促進委員を設置し、

近年の保健、医療事情の複雑多様化する状況と、

これに対応するための看護技術の質的向上が求

められる事から、早期に法人団イ本を設立して公

益的事業を積極的に行い、地域住民の保健医療

福祉の向上に寄与すべきとの声は、 日を追って

高まり、ついに昭和60年度の総会で社団法人を

設立することを満場一致で可決している。

社団法人は、民法が定める法人格を有する団

体で、権利、能力の主イ本となることができる。

つまり、法的人格が認められ財産権等が獲得で

きるのである。

社団法人を設立するには、少なくとも2人以

上の者が法人の規約たる定款を定め、主務官庁

の許可を受けねばならず、法人化促進特別委員

は、約 2年間定款の整備や設立趣意書の作成に

取 り組んだ。理事の構成、選挙の規定すべてが

任意団体とは異なり、民法の定めによる法人設

立申請事務のあり方に従い、実施した。いよい

よ機熟し、準備相整い、昭和61年 1月 に社団法

人沖縄県看護協会設立総会を開催し、法人化が

満場一致で可決された。同年 4月 1日 付けで県

知事の許可を受けている。ちなみに、当時の会

員数は3,327人であった。社団法人となった看

社団法人

会長 宮

沖縄県看護協会

護協会は、社会的、法的に認知された団体とし

て名実共に飛躍的に発展を遂げたといえる。

翌62年 には、協会会館建設の事案が総会にお

いて決議され、早速建設積立金についても会員

の了解が得られた。平成 4年度の会館建設に際

しては、社団法人として、多額の補助金も導入

する事ができた。法人化して 2年後からは、県

からの委託事業としてナースバンク事業がスター

トし、教育研修事業等次々と増え、更に協会独

自の事業としての研修や看護学生への奨学金貸

与や、協会組織の充実強化は法人化によリー挙

に加速していつた。委託事業については、国際

協力事業団からプライマリーヘルスケア等、海

外研修員の研修委託をはじめ、他団体からの委

託もあり、法人としての多角的な活動実績の評

価は、ゆるぎないものとなっているといえる。

近年、会員数も年々増加し、平成12年 H月 現

在、6,247人で入会率は全国平均を上回つてい

る。

介護保険制度スター トに際しては、そのスムー

ズな施行のために、マンパワー確保について積

極的に協力をし、公益の目的を掲げ訪問看護ス

テーション、ケアプラン事業所、ヘルパーステー

ションも開設した。

今後も社会に貢献できる団イ本、看護の価値を

示せる活動を展開すべく会員の一致団結が必要

といえるのではないでしょうか。

城 シ ゲ
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看護協会の活動
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県看護研修センター建設まで

前看護協会長 (建設委員長を兼ねる)

備 瀬 信 子

昭和26年 1月 沖縄群島看護婦協会が創立し、組織の紆余曲折を経ながら社団法人県看護協会は倉J

立50周年を迎えました。「わが城」を持ちたい、看護職能団体の活動の拠点となる研修センターの

建設は、看護協会の長い歴史の積み重ねの上に会員 1人 と人の研修センター建設への切なる思い、

そして、歴代の会長、会員 1人ひとりの熱意と協力、団結、また多くの関係者の方々のご理解とご

援助によってできたものです。

昭和58年 8月 会館建設準備委員会が発足し、委員長の任命を受け、平成 5年 5月 の看護研修セン

ター完成まで関わつてきました。50周年記念誌の発刊にあたり当時を振 り返り、看護研修センター

建設の経緯と過程、また忘れ得ぬことなど書き留めました。

O研修センター建設経緯と経過 (概略)

昭和58年 6月

昭和58年 8月

昭和59年 2月

昭和60年 5月

昭和61年 3月

昭和62年 5月

平成 2年 12月

平成 3年 4月

平成 3年 5月

平成 3年 7月

通常総会において会館建設に

ついて承認 (会長 古謝フミ

子)

会館建設準備委員会の発足

(委員長 備瀬信子)

会館建設準備委員鹿児島 。大

分・福岡・二重各県の看護協

会会館視察

沖縄県知事及び環境保健部長
あて県有地確保の陳情

県知事より社団法人沖縄県看

護協会の設立許可 (会長 仲

里幸子)

通常総会において会館建設を

決定。会館建設資金として会

員 1人当たり4万円の積み立

て協力について決定 (会長

仲里幸子)

環境保健部長あて県有地貸与
について陳情、具体的な計画

書の要求あり (環境保健部長

前村善徳)

環境保健部長へ具体的な会館

建設計画案の提出 (会長 備

瀬信子)

候補地決定に向けての看護関

係者の拡大会議、 日本看護協

会へ建設助成金の申し入れを

早急にする事を決定 (会長

備瀬信子)

県より沖縄県南風原町与那覇
460番地の土地 (前精和病院

跡地)現研修センター地の内

諾を得る

日本自転車振興会より補助金

申請の承諾 建設委員会乳巴……

平成 3年 12月

平成 4年 4月

平成 4年 6月

平成4年 8月

平成 4年 10月

平成 5年 2月

平成 5年 3月

平成 5年 5月

建設部・財政部・広報部 宮

城シゲ事務局長就任 (現会長)

建設部会、先進県のセンター

視察 (鳥取・熊本・宮崎各県)

日本自転車振興会へ看護婦等

研修施設の建設整備補助金交

付要望書提出

研修センター建設だより……

沖看協ニュース特集を発行

日本自転草振興会より補助金

交付内定通知書受理

(資)我那覇設計事務所と設

計管理契約締結

日本自転車振興会より補助金

交付決定通知書受理 市町村

補助金交付申請書提出

指名競争入札実施 (東恩納組・

大原電工 (株)。 永山組 (株)

。沖縄ナショナル特機 (株 )

と工事請負契約締結) 安全

祈願祭挙行 工事着工

県へ看護研修センター建設整

備補助金交付申請書提出

県協会シンボルマーク決定

沖縄県南部土木事務所による

建築、建物及び付帯設備の検

査完了
工事竣工、建物引き渡し式挙

行

日本自転車振興会より分割払
い入金 (最終)

落成式並びに竣工祝賀会挙行

沖縄県より補助金入金

県看護研修センター落成記念

誌発行平成 3年 8月
平成 5年 11月
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創立50周年記念誌

建設工事費等

総  工  費

初 度 調 弁 費

357, 520, 000円

23,430, 000円

380, 950, 000円

○ 建設に向けての事務局強化

昭和58年会館建設準備委員会が発足し、具体

的な建設計画について検討が始まりました。同

時に会館を建設し事業運営していくには、法人

化が急がれ法人化委員会で準備が進められ、昭

和61年法人の設立許可を得ました。

翌62年法人の誕生と同時に会館建設が決定し

(後 に看護研修センター)会員 1人 4万円、 4

年間で分納する積立が決議され、募金の作業が

始まりました。建設用地及び財源確保計画の進

む中で事務局の強化が必要となり、事務局長と

して安里二郎氏が就任しました。平成 3年、建

資金内訳

設用地が決まり建設に向け、建設部会、財政部

会、広報部会からなる建設委員会が発足し本格

的な業務が始まりました。丁度その頃、安里氏

が退職し、困つていたところ幸いにも宮城シゲ

現会長を迎える事ができ、宮城氏には、日本自

転車振興会への 2億 2千 6百万余の補助金の申

請、執行、決算報告、建築に関する入札や契約、

建設の監督、調整、財産登記等々、竣正式、定

款の改正、また法人として財産取得に伴う1シ大

な業務を一手に引き受け、狭い事務室で 1人の

事務員と共に滞りなく行い、その重責を担って

下さいました。

380,950,000F可合   計

226,150,000円

30,120,000円

15,000,000円

13,412,000円

96,268,000円

日本自転車振興会補助金

金

金

金

金

助

助

補

補

　

　

資

付

県
　
村

　

　

己
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町

沖

市

寄

自

金 額項  目

嶺

里

良

浜

田

江

城

大

新

高

長

許

桑

宮専務理事

広 報 部

財 政 部

看護研修センター建設委員会

上 地 アキ子  山 里 俊 子

許 田 リツ子  上 地 昭 子

良

子

子

子

子

子

松 田 美智

委 員 長

副委員長

建 設 部

英田
　
子

許

久盛

子

福

弘 子

新 垣 キミ子

睦

洋

光

幸

満

田

宜

日

川
　
単剛
　
屋
　
山

(会 長)備 瀬 信 子

(副会長)大 嶺 千枝子  高

子
　
子

枝千
　
厚

弘 子

敏 子

英 子

喜代子

シ ゲ
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看護協会の活動

○用地の確保

平成 3年 4月、現在地に決定する迄には、県

知事、環境保健部長への陳情をはじめとし、近

隣市町村への陳情と土地の情報があればかけつ

けました。ある日OO町にある県の建物が近く

移転の計画があるとのことが耳に入 り、早速、

県の担当者に跡地の使用についてお願いしまし

たら、係 りの方は、その情報はどこから得たの

かと訊かれたほどでした。

平成 3年、県当局の配慮で現所在 (精和病院

跡地)に決定されました。同じ頃、元県立那覇

看護学校別館も協会会館として借用できる旨の

事があり、新しく会館を建設するか、別館を借

用し、修理等して使用するかを決めるために理

事会では、歴代会長、施設長に集まっていただ

き拡大会議を持ちました。その結果別館は修理

等に多額な費用がかかり、また交通の便からも

現在地に決定しました。当事の環境保健部長前

村善徳氏、病院管理局長上原勲氏、同副参事大

城芳枝氏、花城可長氏、浜川緊一郎氏にはご尽

力とご指導を頂きました。

O資金計画について

資金計画については、昭和62年度より各会員

1人 4万円の積立が始まり、平成 3年 11月 には

会員数4,224人 のうち完納した会員が2,152人、

1回以上の納入者を含めると76%と なっており

ました。

財源で一番の頼みは日本自転車振興会 (日 自

振)の補助金でした。この補助金がいくら交付

されるかによって県並びに市町村補助金の額が

決まるからです。平成 4年度 日自振へ補助金の

申請をする年に類似する団体も申請し、競合す

るような形となりとても気をもみました。補助

金の全額獲得をめざし、役員は関係者へ挨拶ま

わりを繰 り返し、副知事をはじめ行政関係者も

挨拶に出かけられ大変心強く感謝致しました。

Aじ″υり ο/,ハ吻終″g FsSοじ力肪%

お陰様で日自振から満額の 2億 2千 6百 15万 円

の補助金をいただき、県、市町村補助金、また、

企業団体、施設や個人の寄付金、個人資金を含

めて 8億 8千95万 円を確保することができまし

た。会員の目標額の達成へ向けた説明のため宮

古、八重山の会員施設も訪問し、各施設で激励

をうけ勇気づけられました。

○設計について

平成 3年 9月 に比較的新しく建設された鳥取、

熊本、宮崎県の研修センター、県内はお隣の県

総合保健協会などの施設を見学し、また担当し

た我那覇設計事務所の方も多くの施設を見学さ

れ、協会の意見を取り入れてもらいながら設計

図の青写真ができあがりました。具体的に仕上

がって行くにつれ、要望が多くなり連日連夜遅

くまで検討し、次々に変更がでて設計事務所に

は随分迷惑をかけました。あとから訊いたこと

ですが、協会からの設計の事で電話があるとま

たかと電話を取るのをビビッタそうです。そし

て建設部会長には、一級設計士の免許を与えて

もよいと言われていたそうです。

設計で留意したことは、研修施設としての機

能を充実する事、地域にも開かれた研修センター

の役割を目指した家庭看護教室・憩いの場とも

なる空間づくりでした。欲をいえばきりがない

のですが、使用勝手の良い設計だと思います。

研修センター建設を設計している県外の方も視

察に見えます。

○忘れ得ぬ日々……あとがきにかえて

研修センターが建設されて 7年余ですが、10

年、20年経ったような存在感があります関係者

のご好意でお借りした事務所も転々と移った頃

のことが、遠い日のことのように思えます。

少子高齢社会の到来を迎えて看護職者の果た

す役割が拡大され、平成 4年 「看護婦等の人材
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創立50周年記念誌

確保に関する法律」が施行され会員の資質向上

のための研修事業の強化、ナースバンクからナー

スセンターヘと機能が強化されました。訪問看

護ステーション等の在宅ケア事業、国際協力事

業等協会の事業が一挙に多くなり誠に時宜を得

たものと思います。

沖縄高速自動車道の南風原北が開通し、中北

部の会員には大変便利になりました。狭い敷地

ながらも親しみと品のある建物を見るたびに建

築の頃のことを思い出します。喜びも苦労もた

くさんありました。用地の確保、財源の確保、

シンボルマークを設定できた時は本当に嬉しかつ

たです。当時の役員、理事は役日ですが、でき

うる限り力を尽くし、会員の一致団結、関係者

の援助に支えられ、協会の歴史の 1ページの役

割を担うことができたことに喜びを感じました。

あらためて、県当局、日本看護協会、日本自転

車振興会、厚生省、総合事務局、大浜方栄先生、

清水嘉代子先生並びに多くの関係者にお礼を申

し上げます。

最後に宮城シゲ事務局長のご苦労を書きとめ

ておきます。協会の法人の設立、センターの建

設、宮城シゲ氏のご尽力によるものが大です。

21世紀…協会が100周年を迎える時のことに

思いを巡らせます。看護はどんな発展をしてい

るのでしょうか。後輩に明るい未来を託したい。

時が経つにつれ、建物は古くなり手狭になり

ます。新しい研修センターの建築構想を。
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看護協会の活動
Aじめ り ο/α ハ物郷 9箸 ,SSθθ力肋 %

看護大学設置推進委員会活動を振り返って

元看護協会長 (設置推進委員長)

古 謝 フミ子

1.看護大学設置活動にまつわるエピソー ド

昭和57年 8月 14日、 日本看護協会保健婦部会

支郡、同助産婦部会支部、同看護婦部会支部の

組織が統合して、 日本看護協会沖縄県支部が設

立された。統合後の重要課題は、①組織の強化

②30周年記念誌の発刊 ③会館建設 ④法人化

⑤看護制度の確立等だつた。

昭和59年 9月 1日 、「看護短期大学設置準備

委員会」が発足した。その主な任務は、調査や

先進県の看護短大の視察等であった。その結果

を冊子にまとめ、関係機関への要請・陳情の際

に資料として活用した。私達の要請活動が功を

奏しついに昭和63年 8月 31日 、県議会において

当時の西銘知事は、「コザ看護学校と那覇看護

学校の老朽化に伴い両校を統合し、旧那覇病院

跡に新築移転して、近い将来、短大もしくは大

学に移行する」と答弁した。ユニホーム姿で傍

聴していた250人 の協会員はその答弁に拍手し

て喜んだ。しかしその喜びも束の間、議会棟前

で具志川市議員団が、大声を張り上げて統合推

進の立場にある私への抗議が始まった。その日

からというもの、毎晩のように自宅に圧力電話

がかかり、不安な日々を過ごした。当時、具志

川市内の学校に勤務していた主人や義兄にも忠

告があり、心配や迷惑をかけた。

一方、マスコミは、具志川市婦人連合会、中

部市町村、中部地区医師会、中部地区婦人連合

会、具志川市議会などの団体および個人から出

されたコザ看護学校の存続要請についての意見

や陳情活動の様子を毎日のように報道した。こ

れに対し協会は、知事あてに「県立看護学校の

新築移転促進について」陳情したのをはじめ、

沖縄婦人団体連絡協議会でも県議会議長や知事

あてに「看護教育の大学移行実現について」要

請してくださった。

また新聞には、会員や知人、友人、患者さん

方から協会の主張に賛成する立場から多くの記

事が掲載された。私ども協会としても会員向け

に機関紙で「看護学校統合特集号」を発行・配

布し、理解と協力を求めた。特に反対派の説得

やマスコミ対策などの方法論について協会役員

や有志の方が夜遅くまで協議を重ねてくださっ

たことなどは、今も忘れられない。

真玉橋ノブ先生を先頭に具志川市長や中部市

町村会会長、中部地区医師会会員に協会の意見

や立場を説得し理解を求めるため、直接行動に

訴えたこともあった。中でも一番辛い思いをし

たのは、具志川市長との面会だった。日程を当

時の秘書課長の友人M氏に頼んでもらってお目

にかかった。市長は、始め私達の説明を冷静な

態度で聞いておられたが統合反対の立場をとら

れる市長はだんだんきびしい表情に変わっていっ

た。立場の違う双方の板挟みにあったM氏には

ずいぶん嫌な思いをさせてしまった。ともあれ

平成元年には、両校の統合準備が進められ、平

成 3年 4月、県立沖縄看護学校はめでたく開校

した。

一方、全国的な動向としても、国の看護制度

検討会の答申を受けて 「一県一看護大学」の気

運が高まり、短大から大学への昇格や看護大学

の新設の方向性が示されていた。協会も全国の

動向を参考に平成 2年理事会において 「看護大

学設置推進委員会」に名称を変更して対応を強

化した。協会長の諮間に基づきあるいは独自の
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構想の中から看護大学に向けた具体的活動計画

を年次毎に挙げて、作業を進めた。その主な項

目は、①協会に所属する施設長あてのニーズ調

査、②教員確保のための人材発掘調査、③座談

会の企画実施、④行政への要請・陳情活動等で

あった。看護大学の実現に向けて行政を後押し

していくのが協会の役割でもあるとの自覚をもっ

て、私達は要請活動を続けた。

私は平成元年から同委員会の委員長を務めた

が委員のメンバーは、各職能から選出された有

能な方々で大いに助けられた。専門職業人とし

てそれぞれの立場から沖縄の看護教育の将来に

ついて活発な意見交換が続き時間がたつのも忘

れることがしばしばあった。アンケート調査の

企画 。実施・分析・考察そしてまとめる過程で

は苦労もあったが、出来上がった調査報告書が

貴重な資料として、会員や関係機関のお役に立

てることができたときは、互いの苦労と喜びを

分かち合った。

2.県立看護大学の誕生

顧みて長い道のりだったが、私達の長年の努

力が実を結び、ついに平成H年 4月 1日 、沖縄

県立看護大学が開学の運びとなったことは、こ

の上ない大きな喜びであった。設立の背景には、

行政、看護学校及び看護協会が一体となって、

多くの関係者や世論の支援を得ながらそれぞれ

の立場で誠心誠意とりくんだ努力の航跡があっ

たことはいうまでもない。看護大学の実現は文

字通り県内看護関係者の総力と汗の結晶である。

加えて、あの長い聞いの中で多くの職能の仲間

たちが看護観や職業観、教育観をぶっつけ合い、

そして学んだことは、私を含め委員達の心の財

産となり誇りとなっているのではないかと思う。

新設看護大学が21世紀に向かって本県の保健・

医療・福祉を支える優秀な看護職者を養成し、

かつ県民の生命と健康の保持増進のために、地

域社会に貢献し限りなく発展していくことを心

から願つている。
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「看護の日」制定の経緯と取り組みについて

沖縄県看護協会県ナースセンター

松  田 美智子

「看護の日」の制定の経緯について

「看護の日の制定を願う会」を作家の中島みち

氏が呼びかけ人として、秋山ちえ子、石川美代

子、高久史磨、高原須美子、橋田尋賀子、 日野

原重明、柳田邦男、吉武輝子、吉利和氏の10人

の先生方が作 り、1990年 8月 、当時の津島雄二

厚生大臣に「看護の日」制定の要望書を提出し

た。同年 12月 に厚生省は、「看護の日の制定に

関する懇談会」の意見を受けて、「看護の日」

を制定することを決定し、1991年 から全国で記

念行事が開催されることになりました。

5月 12日 の由来

近代看護の始祖として多大な貢献のあったフロー

レンスナイテンゲール女史の誕生日にちなみ、

5月 12日 に制定されました。1965年 から、国際

看護婦協会 (本部 :ジュネーブ)は、この日を

「国際看護婦の日」に定めています。

「看護の日」の制定の意義と趣旨について

21世紀の高齢化社会を支えていくためには、

広く国民が看護の心、ケアの心、助け合いの心

を分かち合うことが必要です。このことを、老

若男女を問わずだれもが認識するきっかけにな

るように、「看護の日」が制定されました。

厚生省は、「看護の日」及び 「看護週間」の

制定記念行事の実施について、各都道府県に平

成 8年 3月 1日 付けで通知がだされた。

沖縄県環境保健部は、「看護の日」及び 「看

護週間」が制定されたことに伴い、これに併せ

て記念行事を行い、看護についての明るいイメー

ジづくりを図る必要があることから、沖縄県看

護協会へ、平成 3年 4月 15日 付けで共催団体と

しての依頼がありました。沖縄県看護協会は、

平成 3年 4月 19日 付けで共催団体として受託す

ることになりました。

5月 12日 イよ「看護の日」 これからの高齢化社

会を支えるため、老若男女を問わずみんながお

互いに思いや り、世話すること、看護すること

に関心と理解を深める日です。「看護の日」及

び 「看護週間」が制定され『看護の心を、みん

なの心に』をメインテーマに「看護の日」及び

「看護週間」関連行事が開催されて、今年で 10

周年目を迎えました。

全国で行う「看護の日」行事は、各都道府県

と各都道府県看護協会が主催となり、保健、医

療、福祉、教育委員会、市町村、マスコミ関係

者等の共催団イ本の協力を得て、市民向けの啓発

事業として、講演会やシンポジューム、街頭キャ

ンペーン、看護展、健康相談、進路相談、ふれ

あい看護体験等趣向をこらした行事が毎年開催

されております。

沖縄県では、「看護の日」制定記念 5周年と

10周年目にもう一度、「看護の日」制定の趣旨

に立ち戻 り、『看護の心を、みんなの心に』を

普及浸透させていくことを願って 「看護の日」

制定記念大会が開催されました。行事内容は高

校生及び一般県民を対象に、基調講演、看護フォー

ラム、健康展、進路相談等を行い、看護につい

て関心と、理解を深め、また功績のあった看護

職員へ知事表彰及び感謝状が送られました。ま

た、高校生のマーチングバンドを先頭に国際通

りを白衣姿の看護職等900名 が街頭パレー ドを

行い県民へ 「看護の日」をアピールすることが

できました。
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特に「ふれあい看護体験」は、県民や高校生

のために保健、医療、福祉施設が窓を開き、看

護体験や見学、関係者との交流などを行うイベ

ントになり、受入施設は創意工夫を凝らしたプ

ログラムを企画し実施されるようになりました。

『看護の心を、みんなの心に』をメインテーマ

に始まった 「看護の心」普及事業は県民の理解

と関心も深まり、受入施設及び、体験者も増え、

別紙グラフに示してあるように、初年度の体験

者126名 に比較すると今年12年度は1184名 に増

えております。テレビ、新聞では 「看護週間」

の関連記事が取り上げられるなど「看護の日」

「ふれあい看護体験」は、回を重ねるごとに着

実に地域に浸透しつつあることを実感致します。

これも偏に医療、保健、福祉関係職員の方々及

び会員皆様のご支援ご協力の賜物と心から感謝

申し上げます。

これからの若者たちが 「ふれあい看護イ本験」

を通し「看護の心」を理解 し共感の輪を広げ一

人でも多く「看護への道」を目指すことを願つ

ております。

平成 3年度から「看護の日」及び 「看護週間」

関連行事を実施した結果を表にまとめましたの

で、報告いたします。

「看護週間」行事の年度別実施状況

(平成 3年～平成12年 )

「いま心の時代」

講師 :大宝証券取締役社長

金城弘征

街頭チラシ配布・健康相談

進路相談 。一日看護学校開放

知名士一日看護体験

ふれあい看護体験

暗護の日」

的

キャンヘ学ン

進路相談

看護体験

平
成
二
年
度

事 業 内 容実施項目
年
度

「青春はいつまでも」

講師 :琉球大学医学部教授

鈴木信

「寝たきり者へのホームコンサー ト

活動から」講師 民謡歌手

沖縄市笑顔宅配員 前川守賢

街頭チラシ配布、健康相談

高校ヘパンフレット (看護への道)

配布

1日 看護学校体験 (2看校)

ふれあい看護体験 (754名 )

記念講演

トーク&ショウ

キャンヘ学ン

進路相談

看護体験

平
成
八
年
度

看護功労者知事表彰 (10名 )

「21世紀に向かって変革する看護の

展望」

講師 :琉球大学医学部保健学科教授

千田サダ子

高齢社会における看護者の役割一心

豊かな長寿社会の実現をめざして一

パネリス ト (5名 )

医師、保健婦、高校教諭、福祉関係、

住民代表

お母さんの似顔絵・作文表彰

(似顔絵 4点・作文 2点 )

ふれあい看護体験

5周年記念

大会

知事表彰

基調講演

シシ
～

ュ=ム

似顔絵・

作文展

看護体験

平
成
七
年
度

「看護の心をみんィなの心に」

講師 :コ ザ保健所長 吉田朝啓

郷土劇 「ゆいま―る」

チラシ配布・健康相談 (地 区委員)

一日看護学校開放

ふれあい看護体験

講演会と演劇

キャンペrン

進路相談

看護体験

平
成
六
年
度

「看護」と川柳のタベ

ー笑いながら看護を学ぼう一

講師 :泉崎病院長 平田亮一

「看護の日」について対談

チラシ配布・健康相談 (地 区委員)

「看護への道」高校へ配布

ふれあい看護体験

記念講演

TV放映

キャン く`■ン

進路相談

看護体験

平
成
五
年
度

「いちゃりば兄弟賛歌」

―世界に通じる看護の心―

講師 :国際センター所長 田固定則

街頭チラシ配布・健康相談

進路相談 (各地区委員)

ふれあい看護体験

記念講演

キャンヘ学ン

進路相談

看護体験

平
成
四
年
度
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看護功労者知事表彰 (8名 )

知事感謝状 (3名 )

「看護の魅力、看護の心」

講師 :日 本看護協会常任理事

山崎摩耶

「共に育てよう、看護の心」

一市民と看護職の二人三脚で一

パネリス ト (看護婦、看護学生、ソー

シャルワーカー、主婦、医師)5名

リウボーホールで健康相談指導及び

進路相談指導

名護高校、北山高校 (2高校)

1日 看護学校体験 (2看校)

ふれあい看護体験 (1184名 )

10周年記念

大会

基調講演

看護フォー

ラム

健康パネル

展

進路相談

看護体験

平
成
十
二
年
度

県警音楽隊のファンファーレで開会

看護学生スピーチ (看護の道を選択

して)代表 8名

県警音楽隊を先頭に国際通 りを自衣

姿でパレー ド (が加者900名 )

進路相談指導 (沖縄看護大学)

中南部地区 (看護大学・看護婦養成

所 5校)参加者300名

北部地区 (名護高校)20名

宮古地区 (宮古高校)50名

1日 看護学校体験 (2看校 )

ふれあい看護体験 (1222名 )

式典

街頭キャン

ペーン

街頭パレー

ド

講演会と進

路相談会

看護体験

平
成
十

一
年
度

県警音楽隊のファンファーレで開会

看護学生 1分間スピーチ (看護の道

を選択して)代表 7名

県警音楽隊・小禄高校生マーチング

バンドを先頭に国際通 りを白衣姿で

パレー ド (参加者900名 )

3高校で講演会及び進路相談

一日看護学校体験 (2看校)

ふれあい看護体験 (859名 )

式典

街頭パレー

ド

講演会・

進路相談

看護体験

平
成
十
年
度

パレットくもじ前広場 (エイサー獅

子舞)

看護学生 1分間スピーチ

(看護の道を選択して)代表 6名

高校生吹奏隊を先頭に国際通 りを白

衣姿でパレー ド (参加者700名 )

1日 看護学校体験 (2看校)

ふれあい看護体験 (1202名 )

式典

街頭キャン

ペーン

街頭パレー

ド

看護体験

平
成
九
年
度

スε″υゲサノθアα♂協終ゲ独 αSSοθカサゲθ%

ふれあい看護体験実施状況 (年次推移)

「看護の日」「看護週間」行事記念式典

「看護への道」講演会・進路相談

響

看護協会の活動
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数
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「看護帰等の人材確保に関する法律の概要」と沖縄県の看護婦の需給について

前看護協会長 備 瀬 信 子

はじめに

「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」に

ついては、平成 4年 6月 に成立、同年11月 に施

行されました。同法は医療関係者についての初

めての人材確保法として、画期的なものであり

ました。さらにこの法律の制定が看護婦等の確

保対策の一つの節目になったと理解しました。

当時の発刊物等からかいつまんで法律制定まで

の経緯など書いてみました。

法制定の背景

わが国の急速な高齢化の進展および保健医療

を取り巻く情勢は大きく変わり、必要とする保

健医療サービスの重要な担い手である看護婦需

要数に供給数が不足している需給の不均衡な状

況が起り、このような状況の下で看護婦等の確

保については、量、質両面から確保対策が講じ

られて、平成 2年末には総就業者数は約83万 5

千人に到達しました。

(図 1.2)

しかし、平成 3年 12月 に「高齢者保健福祉推

進十か年戦略」また今後の勤務時間短縮等の勤

務条件の改善などによる新たな需要などを考慮

して、平成12年までの期間を対象に「看護職員

需給見通し」が取りまとめられましたが、その

結果を見ますと平成12年 には必要な看護婦等の

数はH5万 9千人に達することが見込まれてお

り、若年齢層が減少していく中、よリー層強力

な確保対策を推し進めることが必要となってき

ました。 (表 1)

(人 )

助震掲

(キ )

図 1 保健婦、助産婦、看護婦 (士)お よび准看護

婦 (士)の就業者数の推移

(大 )
b02.l100人

お

1,8,側 0人

Sc000人

その他

沙靡所

3S  40  4S  SO  SS  60

表 1 見直し後の看護職員需給見通し (平成 3年 12月 )

(年

'

図 2 保健婦、助産婦、看護婦 (士)および准看護

婦 (士)の就業者数の就業場所別推移

(単位 :人 )

年 次
需要数   年当初就業者数 新卒者就業者数  再就業者数  退農等による理 激

B

年末就業者数
F=B+C

+D― E

(%)

F/A× 100A DC E

76

932,000

976,000

1,012,000

1,034,000

1,055,000

1,076,000

1,096,000

1,117,000

1,138,000

1,159,000

46,400

47,000

47,600

48,000

48,900

49,900

50,600

51,800

52,900

54100

858,000

885,000

914,000

946,000

979,000

1,014,000

1,049,000

1,086,000

1,122,000
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表2 沖縄県看護職員需給見直し

13,00012,40011,90011,40010,80010,3009,9009,6009,6009,000供給数

13,10012,80012,40012,20011,90011,40011,20011,10010,5009,800需要数

H12HllH10H9H8H7H6H5H4H3年 度

沖縄県の受給見通では平成 3年は供給数9,00

0に対 し需要数は9,800で 800名 の不足になって

おり看護婦不足は深刻な状況でした。

看護婦等確保対策は 「看護婦等の人材確保の

促進に関する法律」の施行までは、養成力の拡

充、離職防止、就業の促進等、柱としてなされ

ていました。昭和26年度に看護婦等の養成力の

拡充を図るため看護婦等養成施設整備補助金が、

昭和37年度には看護学生に修学資金を貸与する

看護婦等貸費生貸与費が創設され、昭和45年度

からは看護婦等養成所の運営費補助制度がはじ

められました。離職の防止については院内保育

施設の運営費を補助する有子看護婦確保対策が

6月  看護技術者対策議員連盟の勉強会を経て、社

会部会看護問題小委員会、「当面の看護問題

について」をまとめる。

2月 平成 3年度看護関係予算が政府決定。

一般会計分38%の増額

平成 3年 ・ナースセンターの創設

・看護婦等養成所運営費補ユカ金の充実

・看護業務見直し改善事業経費

・従軍看護婦の慰労給付金の増額

・看護業務の負担を軽減する機器につい

ての特別償却制度

・看護婦の処遇改善として保育所・宿舎

への融資制度

3月  保健医療、福祉対策本部中間報告発表。

5月  「看護の日Jが制定、第 1回 の式典が挙行さ

れる。

行われてお ります。

就業の促進については、昭和49年度からは看

護婦等の再就職を促進するための無料職業紹介

事業を行うナースバンクを各都道府県に新設し、

平成元年度からはそれぞれのナースバンクの連

携を図るために全国14か所に看護情報センター

が設置されております。

しかし、 これまでの対策では、今 日の看護婦

不足は危機的状況にあり、この状況打開には今

までの延線上では対応しきれない。予算措置の

みならず、各種対策を総合的に強力に推進する

ため、看護婦の人材確保についての緊急な立法

措置が必要となったのであります。

■看護婦等の人材確保に関する取組みの経緯と 看護問題改善の動き

平成 2年 ・看護の日制定のイベント

・夜間看護手当ての増額 (2,600-3,200円 )

・看護婦等養成所運営補二カ金の増額

・修学資金の月額引上予デ

・離職防止対策の強化

「看護職員不足の解決に向けての提言」 (看

護問題小委員会)立法措置を含めた緊急措置

を提言。

人事院勧告・看護婦俸給表 「医療職 (三)表」

の特別改善。

「医療、保健、福祉マンパワーの確保に関す

る件J決議 (第 121回 国会、衆議院、厚生委

員会)

立法措置等の措置に関し決議

「保健医療、福祉マンパワー対策についての

提言」 (保健医療、福祉マンパワー小委員会、

看護問題小委員会)

一法律の策定を含め提言―

社会保健診療の改定幅 5%(こ のうち看護関

係は2.6%程度)看護へはじめて特別配慮。

厚生省看護職員需給見通し発表。平成 12年 に

は115万 人体制 (あ と31万人必要)

平成 4年度看護関係予算が政府決定。一般会

計分27%の増額、生活関連重点化枠で看護婦

等施設整備費34億 円認められる。

7月

8月

10月

12月

12月

12月

12月

平成 4年  ・地域保健活動の強化

・離職防との特別対策経費

・看護対策総合研究費
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3月  「看護婦等の人材確保の促進に関する法律案」

第123回 国会提出。

4月  「看護婦等の人材確保の促進に関する法律案」

参議院で可決。

6月  「看護婦等の人材確保の促進に関する法律案」

衆議院で可決成立。

11月  「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」

■看護婦等の人材確保の促進に関する法律概要

平成 4年 6月 26日 法律第86号

1.目 的

病院、看護を受ける者の居宅等看護が提供さ

れる場所に、高度な専門知識と技能を有する看

護婦等を確保し、もって国民の保健医療の向上

に資することを目的とする。

2.人材確保の促進

(つ 基本指針の策定

ア)厚生大臣、労働大臣及び文部大臣は看護

婦等の確保を促進するための措置に関する

基本指針を定める。

イ)基本指針の内容

① 看護婦等の就業の動向に関する事項

② 看護婦等の養成に関する事項

③ 民間の病院等に勤務する看護婦等の処

遇の改善に関する事項

④ 看護婦等の資質の向上に関する事項

⑤ 看護婦等の就業の促進に関する事項

⑥ その他看護婦等の確保の促進に関する

重要事項

② 国及び地方公共団体の責務等

ア)国は、財政上及び金融上の措置その他の

措置を講ずるよう努めるとともに、処遇の

改善に努める病院等の健全な経営が確保さ

れるよう必要な配慮をしなければならない。

施行。

「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」

に基づく基本指針告示。

平成 5年度政府予算案決定。看護関係予算の

うち、一般会計分20%の増額。

12月

12月

平成 5年

4月  看護大学新設 7校。

5月  総理府 「看護に関する世論調査」発表。

厚生省 「看護業務検討会報告書」発表。

地方公共団体は、看護婦等の確保を促進

するために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。

イ)国は、啓発活動等を通じて看護の重要性

に対する国民の関心と理解を深めるよう努

めなければならない。

ウ)国及び都道府県は、病院等の開設者等に

対して、基本指針に定める事項について必

要な助言または指導を行うものとする。

工)政府は、雇用保険の雇用福祉事業として、

病院等の開設者等に対して、雇用管理に関

する知識の習得のために必要な助成を行う

ものとする。

オ)公共職業安定所は、雇用情報の提供、職

業指導及び就職のあっせんを行う等必要な

措置を講ずるものとする。

力)都道府県は、看護婦等の就業の促進に協

力する看護婦等就業協力員を委嘱すること

ができる。

③ 病院等の開設者等の責務等

ア)病院等の開設者等は、看護婦等の処遇の

改善その他の措置を講じるよう努めなけれ

ばならない。

イ)看護婦等の確保が著しく困難であると認

められる病院の開設者は、看護婦等確保推

進者を置かなければならない。

ウ)看護婦等は、能力の開発及び向上を図り、

看護業務に発揮するよう努めなければなら
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ない。また、国民は、看護の重要性に対す

る関心と理解を深めるよう努めなければな

らない。

3.ナースセンター

(つ 都道府県ナースセンター

都道府県知事は、次の業務を行う都道府県

ナースセンターを指定することができる。

① 看護婦等の就業状況調査

② 訪問看護等の研修

③ 看護婦等への看護についての知識及び技

能に関する相談

④ 病院等への看護婦等の確保に関する情報

提供

⑤ 無料職業紹介事業

⑥ 看護に関する啓発活動等

② 中央ナースセンター

厚生大臣及び労働大臣は、都道府県ナース

センター業務について、啓発、連絡調整、指

導、情報提供等を行う中央ナースセンターを

指定することができる。

4. 酢! 貝J

この法律は、公布の日から起算して 6月 を超

えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

■この法律の目的

この法律は、わが国における急速な高齢化の

進展および保健医療を取 り巻く環境の変化等に

伴い、看護婦等の確保の重要性が著しく増大し

ていることにかんがみ、看護婦等の確保を促進

するための措置に関する基本指針を定めるとと

もに、看護帰等の養成、処遇の改善、資質の向

上、就業の促進を看護に対する国民の関心と理

スじめゲウθ/α ♂協鱈ガ箔 盗Sοε力肪η

解を深めることに配慮しつつ、図るための措置

を講ずることにより、病院等、看護を受ける者

の居宅等、看護が提供される場所に、高度な専

門知識と技能を有する看護婦等を確保し、もっ

て国民の保健医療の向上に資することを目的と

すること。

■あとがき

「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」

の中には、厚生省、労働省、文部省が共同して

指針を策定し、各都道府県知事がナースセンター

を指定できること等が盛り込まれており、看護

帰等の確保対策の一つの節目になったと理解し

ています。同法が施行されて10年 目を迎えよう

としています。深刻な看護婦等の数が不足もこ

こ数年前から改善されつつある報告も見 られま

すが、多くの角度からの検証が待たれるところ

です。

「看護の日」の行事の定着、また看護職者が

待ち望んでいた看護大学も平成 3年のH校から

平成13年 には90余校となり、 1県 1看護大学を

との願いを上回つたのはうれしいことです。

近々、看護職員需給見通しが公表されます。

看護婦等自身も振りかえり、国民の期待に応え

る努力が必要と思います。

■参考文献

○ 看護婦確保対策の基礎知識 '93

厚生省健康政策局看護課 監修

看護問題研修会 編集

○ 看護問題の改善をめざして

看護技術者対策議員連盟

○ 公衆衛生VЫ.571993年 1月

○ 沖縄県福祉保健部

沖縄県看護職員需給見通しについて
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■「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」の概要 (図 )

財政、金融
上の措置等

の紹介
助成

雇用管理改善
指導・

連絡、 指導等

職業紹介等
各種研修等

の求人

人

職業紹介
情報提供

求職

看護に対する

住民の理解の

向上を図るパンフレット配布
相談

基本指針の策定
(厚生大臣、労働大臣、文部大臣)

①看護婦等の就業の動向に関する事項

②看護婦等の養成に関する事項

③民間の病院等の看護婦等の処遇の改善に関する事項

④看護婦等の資質の向上に関する事項

⑤看護帰等の就業の促進に関する事項

⑥その他看護婦等の確保の促進に関する重要事項

看 護 婦 等 国 民

就業協力員
都道府県の看護婦確保
の施策に協力

(地方公共団体が委嘱)看護婦等確保推進者
看護婦等の確保が著しく困難である

と認められる病院

病院等
基本指針を踏まえ処遇の改善に努力

連携・協力

看護婦等
の紹介

都道府県ナースセンター

①看護婦等の就業状況調査

②訪問看護等の研修
③看護婦等への看護についての知識及び

技能に関する情報提供、相談
F4)病 院等への看護婦等の確得

'「

開する情
報提供、相談

⑤無料職業紹介の実施
⑥看護に関する啓発活動等

福祉重点ハローワーク
(公共職業安定所)

①雇用情報の提供

②職業指導

⑤職業紹介

④雇用管理改善に関する指導・助言

⑤雇用管理研修ユカ成金の支給

中央ナースセンター国・地方公共団体
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わが国の准看護婦制度は第二次世界大戦後、

国民の疾患と医療機関の増大による看護不足を

理由に制度化された。

特に高度成長期に准看護婦・士養成は著しく

伸び、昭和32年 に看護婦への進学コースである

看護婦養成二年課程が創設されたが准看護婦・

士養成は、それを大きく上回り二年課程へ進め

る者が少なかった。平成 8年末の准看護婦・士

の就業者数は40万 8千人で看護職員の4割を占

め、准看護婦・士がわが国の地域医療の普及、

向上に大きく貢献してきた。

わが国は本格的な少子高齢化社会を迎え保健

医療福祉をとりまく変化は、在宅医療や訪問看

護の推進、学校保健や産業看護の一層の充実、

プライマリヘルスケアーの強化等をもたらし国

民のあらゆる生活の場でリーダーシップを発揮

し、より質の高いケアを提供できる人材の量と

質の確保を社会全体として取り組まなければな

らない時期に来ている。

国は「看護婦等の人材確保の促進に関する法

律」を制定した (平成 4年 6月 26日 法律第86号

をもって公布)これ以降、看護大学、短期大学、

看護学校が増加し、看護婦・士の人材養成への

道は広がりをみせた。しかし、人材の質 。確保

問題は依然と残された状況である。

准看護婦問題については再三議論されて来た

が今回、准看護婦・士問題に対する経過と看護

婦養成制度の一本化を求める「准看護婦・士養

成停止」への取り組みについて記述する。

1.沖縄県における准看護婦養成開始までの経過

沖縄は第二次世界大戦後、米軍の統治下にあ

4θ″υ力 θ/α ハ協終ゲ弊 ,Ssθじ力肋%

り、琉球民政府令によって看護学校並びに保健

婦二カ産婦看護婦に関して規定され、准看護婦の

養成は行われていなかった。しかし、民間の医

療機関には見習い看護婦と称され、多くの無資

格者が就労している状況であつた。

1968年 (昭和43年)公衆衛生看護婦助産婦看

護婦法案 「以下法案という」が勧告された。

法案の主旨は、沖縄と本上の一体化に資する

ため、沖縄が復帰するまでの暫定措置として沖

縄の免許・資格に対する本土の免許 。資格の付

与に関して必要な措置を定めたものであった。

その法案の付則に看護補助者に対する特例措置

が織 り込まれた。要するに医師または歯科医師

の指導監督下で看護の補助的業務に従事してい

るものはこの法案の施行の日から3ヶ 月以内に

規定で定める事項を行政主席に届け出、アュk録し

たものに対して准看護婦に必要な学科を履修さ

せて准看護婦の免許試験の受験資格を与えるも

のであった。

そこで 「見習い看護婦」に講習を受けさせ准

看護婦免許試験の受験資格を与えることは、彼

女らに希望を与え沖縄の医療の向上になると主

張する医師会、歯科医師会と特別措置による短

期間の教育は看護の質の低下を招く、正規の准

看護婦教育の必要性を主張する看護協会と「看

護の質」を求めて対立した。

看護協会は法案の修正を求める総決起大会、

デモ行進、議会への動員作戦などを繰り返して

きた。

結果として法案は修正されることなく看護補

助者に対する特別措置がとられ、1970年 (昭和

45年)3月 臨時准看護婦養成所が設置された。

准看護婦問題の取り組みについて

看護婦職能理事 謝 花 美佐子
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本土復帰に伴う特別措置に関する教育 (講習

会)は 1973年 (昭和48年)に終了。続いて臨時

准看護婦養成所を修了し、沖縄県において准看

護婦の免許を取得したものに対して保健婦助産

婦看護婦法案第 6条に基づく准看護婦の資格を

与える目的で厚生大臣指定講習会が開催された。

その後、沖縄県立那覇高等学校衛生看護科、

那覇市医師会立那覇看護専門学校、国立療養所

沖縄愛楽園付属准看護学校 (平成13年度 3月 の

卒業生をもって廃校予定)が開設された。

現在、沖縄県内の医療機関で就労している准

看護婦・士は4,457名 である。 (平成10年 12末

日看護婦等業務従事者届け出調査)

2.准看護婦・士問題に対する経過

厚生省は昭和38年、医療制度調査会を皮きり

に昭和45年保健婦助産婦看護婦法の一部改正す

る法律を国会に提出。昭和62年看護制度検討会

等を設置し、准看護婦・士養成制度の検討を重

ねてきた。又、昭和62年初めごろより看護協会

会員から准看護婦・士養成停止について全国各

地の新聞に掲載されはじめた。それに呼応して

一般社会の人々、有識者から看護教育の大学化、

准看護婦 。士養成停止の速やかな廃止を主張す

る投稿が相次いだ。

平成 6年には少子高齢化社会に不可欠な 「看

護」に対する社会的評価を高めるとともにリー

ダー的存在である看護職員の資質の向上を図り

高齢化社会を安心して迎えることができるよう

な諸施策を検討するため少子高齢化社会看護問

題検討会を設置、当検討会は准看護婦・士養成

のあり方について 「現在、准看護婦・士免許保

持者の将来や今後の看護職員全体の需給状況等

を勘案しながら准看護婦・士養成の実態の全体

的把握を行い関係者や有識者、国民の参加を得

て速やかに検討し結論を得るべきである」こと

について報告した。

この少子高齢化社会看護問題検討会の 「早急

に関係者、国民の意見を調査し、准看護婦・士

養成のあり方の結論を得るべきである」という

提言により厚生省は平成 7年准看護婦・士問題

調査検討会を設置した。国としては初めて准看

護婦・士に関する本格的、大規模な調査が行わ

れた。 (詳細は看護六法参照)

その結果は

①入学に際して医療機関で働くことが原則となっ

ている養成所は三分の二を占めている。

②生徒は就労と学業との二重生活の為過労、自

由時間不足による意欲減退

③ 「保ユカ看法」が禁止している医療行為が行わ

れている。

④生徒への奨学金貸与等が資格取得後の勤務に

連動され、いわゆる「お礼奉公」的就業が行わ

れている等の実態が確認され、生徒のおかれて

いる状況から准看護婦・士養成の問題は単なる

量的な問題でなく質的問題を含んでいること等、

多くの問題が判明された。そこで准看護婦・士

問題調査検討会は 「現在の准看護婦・士課程の

教育内容を看護婦課程に達成するまで改善し21

世紀初頭の早い段階を目途に看護婦養成制度の

統合に努めること」を報告した。この報告書に

基づき「准看護婦・士資質向上に関する検討会」

と「准看護婦・士の看護婦への移行教育に関す

る検討会」が設置された。准看護婦・士資質の

向上に関する検討会は看護婦 。士としての資質

を十分備えた看護職を育てる視点から准看護婦・

士養成課程の指定規則の中の教育時間、学級定

員、教員数等又、高等学校衛生看護学科は専攻

科を設置し5ヵ 年一貫教育を望む方向で報告を

した。この報告書により厚生省は 「保助看養成

所の一部改正する省令」について 「医療関係審

議会保助看部会」で検討を行った結果、平成14

年 4月 1日 准看護婦・士課程のカリキュラム改

正が行われることになった。
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(詳細は看協ニュースvol.3851999.7.5)

一方の准看護婦・士の看護婦への移行教育検

討会は移行教育に関するカリキュラム、移行教

育実施機関、移行教育所 (仮称)の設置形態、

移行教育所の教員、施設設備さらに移行教育所

の技術教育内容及び教育方法、教育推進支援等

について作成した。この中で移行教育は准看護

婦 。士養成停止を前提としている日本看護協会

側と准看護婦・士養成停止に反対する日本医師

会との間で意見が対立し移行教育開始が困難と

なった。

以上のように永年にわたって准看護婦・士制

度については看護職の人材、地位向上の問題と

して議論されてきたが、多くの問題を抱えたま

ま今 日に至っている。

3.看護婦養成制度の 1本化を求める「准看護

婦・士養成停止」への取り組み

日本看護協会は平成11年度の通常総会の決議

に基づき看護婦要請制度 1本化を求めて国民の

理解と支援を要請して運動を展開した。実施方

法は以下のとおりである。

①会員へ署名とチラシを施設ごとに送付し署名

運動への参加要請

②女性団体、保健医療福祉団体などに広く協力

田子【バかヤす

③全国一斉に署名運動強化週間を定めて街頭で

の対活型署名運動実施

④新聞広告に掲載し読者に理解を求める

⑤准看護婦・士養成停止を求める総決起集会

沖縄県看護協会は日本看護協会の運動計画に

そって取 り組んできたが特に 「署名運動」「准

看護婦・士養成停止を求める総決起集会」「准

看護婦・士と語る会」における本県看護協会の

取り組みについて述べると

「署名運動」については社会の人々と看護につ

いて話し合い多くの方のご意見、ご批判を仰ぎ、

4ε″υゲサ),θ/α ハ功終物
『

,SSθε力″θ%

これからの看護を一緒に考える機会として “対

話型"の署名運動を地区単位 7ヵ 所の (離島を

含めて)メインストリー トにあるデパー ト前や、

スーパー前でエンドレステープを流しながら実

施した。ご協力を下さった方々から「県民によ

いケアを提供できるように取 り組んでほしい」

という激励の言葉もあった。

「准看護婦・士養成停止を求める総決起大会」

は平成12年 5月 17日 通常総会初日、午前10時よ

り代々木体育館内で開催された。

まず会長あいさつ、署名運動で全国から集めら

れた229万 人の署名を厚生大臣、文部大臣へ提

出されたこと、今後の運動計画、引きつづき

“対話型
″
署名運動中のエピソー ド、国民の声、

准看護婦・士の声等について各県看護協会から

のリレースピーチが行われた。 (8県の看護協

会が代表した)

沖縄県看護協会か ら4名 の代表が登壇 し、

「街頭での署名運動」における激励、質問、准

看護婦・士教育制度について知らない者へ理解

を求めたこと。又、「准看護婦・士と語る会」

に参加し准看護婦・士は移行教育に対する活発

な意見、質問または職場あるいは准看護婦・士

養成に対する悲愴な訴えがあつたこと。さらに

沖縄県の32の女性団イ本が加盟している「沖縄県

女性団体連絡協議会が毎年主催する3.8国際婦

人デー沖縄集会」において看護婦養成制度の 1

本化を求める要請決議を 3回にわたって提案し

要請文を厚生大臣、沖縄県知事宛に送付したこ

と等の報告を行った。発表は対話の再現をした

寸濠1等各県とも思考を凝 らした発表であった。

特に本県が行った「准看護婦・士と語る会」「3.

8国際婦人デー沖縄集会」における報告は特徴

的な運動展開だつた。

「准看護婦・士と語る会」は准看護婦・士養

成停止について准看護婦・士の理解と協力を求

めることをねらいとして各地区で地区長と委員
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が中心になって病院診療所へ呼びかけた。当日

は理事と地区委員出席のもとに開催された。あ

らかじめ理事から

①日本看護協会は何故看護婦養成の 1本化を求

めているか

②准看護婦・士養成停止署名運動について

③なぜ日本看護協会は移行教育開始を准看護婦・

以上のことから准看護婦・士養成は意図的で

不十分な教育に止められ理不尽な苦しみを背負

わされている状況にあることがわかった。

今後とも看護婦養成二年課程への進学を支援

士養成停止を前提としているか。

④准看護婦・士の移行教育に関する検討会報告

書の概要について説明した後、意見交換を行っ

た。出席者から准看護婦・士養成上の問題。移

行教育に関する多くの意見要望があった。その

要旨は以下のとおりである。

しつつ、看護職員が力を合わせて 「准看護婦・

士養成停止」へ向けて取 り組み看護婦養成制度

の一本化を実現させたい。

移行教育に関して

①移行教育は早急に実施してほしい。開始時期が遅れると現実的な問題として年齢をかさ

ね能力的に国家試験へのチャレンジが困難

②移行教育の受講対象は実務経験10年以上と聞いているが准看護婦・士制度の問題は社会

的・歴史的視点から看護職全体にかかる問題である。受講希望者が希望する時期に受講

できるようにバックアップしてほしい。

③家庭と仕事、学業が両立できるような学習形態にしてほしい。

④国家試験が容易に受験できるように回数をふやしてほしい。

③移行教育を受けなければ現在取得している准看護婦・士免許は使えなくなるのか。

准看護婦・士養成上の問題に関して

①現在、准看護婦・士として働いているが准看護婦・士養成課程の教育内容では現在の医

療水準に十分対応できない、後輩に同じ苦労を味わってほしくない。

②現在、准看護婦・士養成所への入学者の90%以上は高等学校、短期大学、大学卒業者で

ある。入学資格要件の中学校卒業を早急に改める必要がある。

③准看護婦・士は看護婦と同じ業務をしているのにもかかわらず給与、昇任等に差がある。

又、准看護婦・士制度そのものが施設間格差を固定化している。
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地 区 活 動 に つ い て

I 地区活動

社団法人沖縄県看護協会定款第 7章、地区第

29条 :『 この法人は会員との連絡調整をはかり

事業を円滑に推進するため地区を設ける』そし

て施行細則第24条 :7地区に区分し、地区事務

所を地区長のところに置く。地区における活動

内容は、当会定款 8条 (目 的)に より、『会員

の職業倫理の向上』、並びに『看護学に関する

専門的教育、学術研究』を行い、もって『県民

の健康増進及び福祉の発展に寄与すること』と

あり、さらにそれをうけて、第 4条 (事業)内

容 (1)～ (13)の項目の中で、地区活動とし

ては、ほとんどの地区が (1)地域住民に対す

る健康教育、健康相談および在宅訪間看護に関

する事業、 (10)看護業務の普及および宣伝に

関する事業、 (11)機関紙の発行に関する事業

をメインに地域住民の身近にあってそれぞれの

地区にあった特徴的または、必要にあわせた内

容で活動している。

●これまでの主な地区活動内容

1.看護週間について

街頭キャンペーン、健康、進路相談、テー

マソング普及、血圧測定、体重測定、パレー

ド、パンフレット配布、ふれあい看護体験、

新聞テレビ広告

2.地域行事参加

車椅子ウォークラリ、その他

3.地域支援 :医療救護班として

那覇マラソン、宮古島 トライアスロン :ボ

ランティア活動

4.地区だより発行 :会員相互の情報交換、お

宮古地区長 恩 河 喜美子

よび組織強化

5,講演会および研修会

「介護保険法とは」「メンタルカウンセリ

ング」他、施設見学など

6。 その他として

看護婦制度一本化を求める活動 :

街頭署名、准看護婦・士のつどい 他

* 准看護婦・士養成停止

。平成 11年度の地区活動状況及び内容

表 1 地区活動状況

地区名 委員会 (回) 委員数  会員数

8

9

10

10

10

10

10

表 2 各地区活動内容

護

川

ザ

覇

部

古

山重

名

石

コ

那

南

宮

八

15

11

10

14

10

11

8

403

500

1699

1152

1503

212

194

老人月間で『独居老人戸別訪問およ

び弁当づくりから配達まで』
八重山

『全 日本 トライアスロン宮古島大会

での救護活動』
宮 古

『豊見城ウィングシティ』にて継続

的に健康相談を開催
南 部

『那覇マラソン救護活動』那 覇

『コープ牧港店頭キャンペーン』コ ザ

『宜野座村いきいきフェスティバル

参加』 『車椅子ウオークラリー』

『高齢者疑似イ本験』

石  川

『北部地区医療マップの作成』名 護

活 動 内 容地区別
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また、地区活動は必然的に、看護協会として

の組織のアピール効果を果たしている。日本看

護協会の南裕子会長が掲げる『住民とともに楽

しく歩む看護協会』のスローガン達成のために

も、地区活動の重要性を改めて認識させられた。

Ⅱ 宮古地区活動 :宮古島 トライアスロン

『全国規模のスポーツイベント、全島行事、

地域活性化』を基本的理念に1985年 (昭和60年 )

4月 28日 第一回の全 日本 トライアスロン宮古島

大会が開催された。以来16年の時を経て、平成

12年 4月 23日 、16回大会も感動のうちに閉会し

た。

宮古島の『燃える一日』は、大会当日のマイ

浜ビーチにおける午前 7時30分 のビス トルの号

砲とともにスイム開始し、年後 9時30分 まで競

技終了による陸上競技場の閉門まで長時間にわ

たり、延々とアスリー ト達のあつい想いと夢を

のせて続く。

今 日では世界一安全な大会として、名実共に

世界的大会へと発展している。参加外国数も33

カ国に及ぶ。さらに、参加許可選手数も初回24

0名から、今大会では1600名 にも増大。

その安全な大会を影で支えるのが、我がメディ

カルボランティア :医療救護班の活躍である。

回を追う毎に充実し、組織化されたマニュアル

で、全島をあげて殆どすべての住民が、何らか

の形で間歌的、継続的に係わり合い、今日まで

の大会を支えている。沿道におけるワイ ドー声

援 (宮古方言で頑張れの意)、 民族舞踊 :ク イ

チャー、他エイ ドステーションにおける食料供

給支援、等々メディカルボランティア外の15、

16か らなる組織された応援ボランティアの活躍

もあってのことである。第一回大会から医療救

護部長を務める宮里不二雄医師は当大会に対し、

全住民の感動とふれあい、『安心と共感のイメー

ジ』が大会を支える三本柱であると。

医療救護班イメージカラーは 「サーモンピン

ク」である。同系の帽子とTシ ャツ、 トライア

スロンシンボルマークを黒文字でプリント、そ

して身分証明を代用する名札、大会特製ユニホー

ムを着用し、出で立ちが整うと同時にトライア

スロン医療救護部ボランティアの 「私」ができ

あがる。黒のウエットスーツに身を包んだアス

リー トのスター トスタイル、海上に泳ぐ色とり

どりの水泳帽の動く様は例えようのない感動を

見る者すべてに与える。スター トの感動もさる

ことながら、陸上競技場における感動はまた格

別である。ゴールにおける完走の ドラマは宮古

島 トライアスロン大会が最高潮に達する。笑い

と涙の複雑な笑顔、様々な表情が見える感動の

場面でもある。ぜひ一度は、全国の多くの方、

看護協会員の皆様が宮古島 トライアスロン大会

を体験し、その感動を実感して頂きたいと思っ

ています。

大会を終えると数ヶ月の休み後、次年度大会

期日の設定、要項作成、そして 9月 協力団体ヘ

の協力要請依頼、さらに12月 ともなると大会に

向けての準備委員会組織、翌 1月 準備委員定例

会を開催、大会の成功にむけ、着々と協議が続

けられる。その際、最も気を遣うのが、大会前

2日 間の準備である。まるで選挙の 3日 戦争の

ごとき様である。大会前日までに、各テントリー

ダーは、テント内器材他、必要物品の確認作業

を終える。そして確認された器材は搬送班によ

り、その日のうちに各テントに運び込まれる。

翌日 (大会当日)、 テントリーダーは、物品の

確認作業をし、不足があれば連絡、追加搬送と

なる。各テントのリーダーはナースである。医

師といえどもテントリーダーに従うという鉄則

がマニュアルにうたわれている。

大会当日のスイム担当ボランティア集合時間

は午前 5時30分、バス出発午前 6時、テント設

置場所に到着後、設営に30分 ほどを所要。テン
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看護協会の活動

卜設営後、大会本部事務所に連絡、以後テント

設営完了し、テントオープンとなる。大会が始

まり、選手のテント利用がなけれイ武 ボランティ

アスタッフは即、応援ボランティアヘと変わる。

スイムに始まった大会の最終テントは、ゴール

地点の体育館に設置されたメディカルテントで

ある。全島内のメディカルボランティア数175

名、そして例年、 トライアスロン宮古島大会に

魅せられた島外からの、希望ボランティアを含

めるとその数は200名 にものぼる。16回大会と

もなるとこれまでの経過の中に各界の著名人も

多く、第一回大会は、日本全国に向け4時間半

に及ぶ報道をしたNHKア ナウンサーの野中と

もよ、そして初回から現在までずっとかかわり

続けているシンガーソングライターの高石とも

や、芸能界から天宮良、峰岸亮、そして後の文

部大臣国会議員の小杉氏等々・・・。

今年なによりの励みになったことがある。そ

れは沖縄県看護協会宮城シゲ会長、 日本看護協

スじカクゲゥο/α
^吻

γSねgとrssοじ力肋%

会理事看護職能委員長高嶋妙子先生の応援ボラ

ンティアの参加があったことである。ミレニア

ムの年の記念すべき出来事となった。

機会あって トライアスロンを振 り返ることが

できたが、地域の代表的イベントに職能として

これほどまでの関わりがもてるということはな

んとうれしいことでしょう。あらためて トライ

アスロンを通し、職能の役割が地域から求めら

れ、また果たせることにやりがいを感じていま

す。そして トライアスロンのおこりが地域の特

性 :宮古島の平地性、海洋性、離島性、住民性

を逆転の発想で利用し、地域の活性化を狙つて

のスポーツイベントであるとのこと。ならば、

また宮古島の大自然にも感謝を捧げたい。

第17回宮古島 トライアスロン大会 :2001年 4

月15日 (日 )となっています。会員の皆様 !ど

うぞ一度ご参加、感動の時を共有してみません

か ?お待ちしております。

トライアスロン救護スタッフ
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創立50周年記念誌

看護協会と共に

戦後の厳しい社会状況の中で、先輩達は希望

と勇気と情熱をもって1951年 1月 、沖縄群島看

護婦協会を設立して下さり、その活動とご苦労

により、沖縄県看護協会は新しい世紀のスター

トと共に、よろこびにみちた50周年を迎えるこ

とができました。心から先輩達に感謝を申し上

げます。

私にとっての50年は、1962年琉球政府の公務

員になってからで、既に創立10周年がすぎ、先

輩達は看護専門職能団イ本の一員として、使命感

にあふれ、眩しく輝き圧倒されました。創立30

周年迄に印象にあるのは、沖縄看護協会公衆衛

生看護婦会会長時代の1968年 7月 、布令第162

号 「看護学校ならびに看護に関する布令」から

立法第149号 「公衆衛生看護婦助産婦看護婦法」

へきりかえの際、沖縄看護協会は修正案要求総

決起大会及びユニフォーム姿で国際通 りをデモ

行進したことです。

また、1981年 11月 に第 1回九州地区看護研究

学会が那覇市民会館及びゆうな荘で開催され、

南の沖縄からスター トをしました。日本看護協

会沖縄県支部協議会会長の島仲花枝会長よリバ

トンタッチした後の大きな事業でした。更に、

1982年 8月 、労働福社会館において、日本看護

協会看護婦部会、助産部会、保健婦部会の県の

3支部を統合させ、第 1回 日本看護協会沖縄県

支部総会を開催し、古謝フミ子支部長へ引き継

ぎ、最後の協議会会長の役目を果たすことがで

きました。

その後の20年 は、1985年の総会で支部長役を

仰せつかり、社団法人化への作業がスター トし

ました。これ迄任意団体であったため、専門職

元看護協会長

仲 里 幸 子

能団イ本として社会的活動をする際、法律上の権

利・義務の主イ本として認められた社団法人なの

か、とよく問われたものです。このことは、創

立時より長い間の懸案事項であつた法人化を19

86年 1月 に設立総会をし、 4月 1日 に社団法人

沖縄県看護協会として、県知事より認可してい

ただきました。役員、委員、会員は法人化に向

け、労をいとわず作業をしました。特に県庁で

行政職についている現宮城会長達の看護職の役

員及び会員の力は大きく、関係課に積極的に働

きかけ、協会の法人化に多大な貢献をしました。

行政に働く看護職の仲間がいなければできなかっ

たことで、法人化後の県の委託事業等も同様の

ことがいえます。事業は、従来任意団体として

行ってきた事業を継承し、新規事業として諸規

定の整備、広報出版活動の強化、看護学生への

奨学金貸与、家庭看護教室、家庭看護電話相談

の開設、研修会への講師派遣、会員の教育研修、

地区活動、更に法人団体として最初の県の委託

事業がスター トしました。県の委託事業は、老

人保健臨時財政調達金にかかる特別対策事業で、

在宅ねたきり者に対する訪問指導事業が、組織

的、効率的に展開できるように実施イ本制づくり

を検討すると共に、訪問看護従事者の資質の向

上を図るための研修等の実施でした。具体的に

は、在宅ねたきり者訪問看護事業の実施体制の

検討、訪問看護従事者の研修プログラムの作成

と研修の実施、啓蒙普及用パンフレットの作成、

潜在看護職発掘と就労希望調査でした。この委

託事業を実施するために特別委員の訪問看護事

業検討委員会が設置されました。委員10人は、

短期間であつたにもかかわらず、訪問看護シス
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テムに関する数々の規定や訪問看護就労希望調

査にもとづく在宅ケアマップの作成、訪問看護

研修の実施等を行いました。社団法人として、

会員一人一人が認識をし、役員、委員等を中心

に活動をしたことが現在につながっています。

更に、 日頃、会員が集まる場、活動の拠点と

しての会館がなく、あいている場所を求めて転々

と事務所を移動していましたので、社団法人と

しての事務所、会員の活動の場等が検討され、

1987年 の総会で会館積立金を会員から徴収する

ことが総会で可決されました。その年より積立

てが始まり、現在の立派な看護研修センター建

4θ″υびサ),θ/α ハ吻終″♂αSSθε力″ο%

設につなぐことができました。この総会を最後

に兼本良子会長ヘバ トンタッチをしました。

その時代に何があり、何がなされたのか、そ

の時代にいる者の大きな責務であります。決し

て一人の長ではありません。役員、委員及び会

員の一人一人が参加をし、共同作業をし、後輩

にバ トンタッチをし、織 りなしていくことだと

思います。多くの事を経験させていただき、学

ばせていただき、多くの友人を得たことを心か

ら感謝しています。

沖縄県看護協会の創立50周年を祝して。

看護協会の活動

琉球政府法案への反対デモ行進
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創立50周年記念誌

時代と向き合う看護協会

沖縄県看護協会50周年記念誌の発刊をお喜び

申し上げます。今回は30周年以降の記念誌発刊

にあたり私がかかわつた会長就任時 2年間を回

想してまとめてみたいと思います。

私の任期は1987年 4月 から1989年 3月 まで一

期 2ヵ 年でした。これ以前の十年余を看護連盟

役員として、看護職能の発展に向けて連盟活動

に身を挺してきました。多くの会員に記憶があ

ると思います。職能代表 (石本しげる先生)が

環境庁長官として、白衣の天使から堂々と大臣

となり、看護問題を両手一杯に抱えその解決に

国政の場に登場しました。社会の声は、看護界

からの初の大臣として評価 してくれました。そ

れ以来社会から看護婦に向ける視線が変わって

きました。

さて、看護協会という大きな組織を船に例え

てみますと、会長は大型船を操縦する船長で、

この船に3,500名 余の会員を乗せ航海する事に

なります。うまく舵を取つて安全航海して 2年

後港に戻り岸に上陸することが出来るか、いさ

さかの不安はかくせませんでした。

幸いなことに私の周囲には会長経験をされた

組織運営に熟達した伊是名第一副会長、許田第

二副会長、山本第二副会長の三氏に補佐をいた

だけた事は有 り難いことでした。

看護協会事務所は那覇看護学校跡の一室を借

用していたところ、昭和63年 2月 までに移転を

迫られました。しかし、運よく行政の配慮で那

覇病院看護宿舎跡の一角を借用する事ができ、

活動も停滞なく円滑な運営ができました。そん

な移動の中でつくづく感じられましたのは、独

自の協会会館の必要性でした。早く実現できる

元看護協会長

兼 本 良 子

ように資金の積立も協力を呼びかけていきまし

た。

1987年 海邦国体、かりゆし大会には多くの競

技場に、医療救護要員を派遣して救護活動にあ

たらせ大会の成功に一翼を担う事が出来ました。

救護要員の皆様のご苦労を称賛したいとおもい

ます。

特筆される活動は何をおいてもまず、1988年

10月 14日 に行われた県立コザ看護学校と県立那

覇看護学校の統合について、県議会審議に会員

を120名 動員して傍聴した事です。看護協会は

統合賛成の立場で、隣席の中部婦人団イ本は反対

でした。審議を息詰まる思いで見守っていると、

採決の結果 1票差で統合可決されました。政治

の一票の重みを実感した瞬間でした。

採決で反対にまわられた方々に生命をあずか

る看護職の教育は大学教育が望ましく移行に向

けてその準備としての統合であることを理解さ

せる活動をしていかなければならないと考えま

した。看護協会はすでに県立看護学校の大学移

行について意識調査を終え、資料も準備されて

おり、理解を得る説明は可能と思われました。

当時の医療界では看護婦不足の上に、 3Kの

造語が飛び交い看護婦不足にますます拍車をか

け病院では病棟閉鎖も出はじめ深刻な問題となっ

た時でもありました。この看護婦不足をなんと

か解消できないか、看護協会が先頭に立って活

動する事はできないか、特に民間病院の看護職

の不足は深刻な状況にあり、その確保対策に論

議を交わしたものです。

まとめとして、現在の看護職は看護研修セン

ターの中で研修も受けられる良い環境になりま
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看護協会の活動

した。私達が目指していました大学教育も県立

看護大学の開学により着実に前進を見ておりま

す。今日に至ったのも50年 の協会活動の積み重

ねの歴史であり、「ローマは一日にして成らず」

ッ4θ肋ゲゥθ/,ハ肋γS,ηF ttSοε力肋%

という諺にもあるようにこれからも淀みなく成

長することが大切かと思われます。今後の協会

の発展を祈念申しあげ回想にかえさせていただ

きます。

瀬底大橋からの風景
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倉J立 50周年言己念言志

はじめに

私は、1961年琉球看護協会創立10周年の年に

卒業し、初めて勤務したところは政府立コザ病

院の産婦人科 。小児科の混合病棟でした。その

年の11月 に記念式典の一環として運動会があり

来賓の方と一生懸命走った思い出があります。

沖縄県看護協会が2001年の新世紀に創立50周年

の節目にあたり、投稿の依頼を受けテーマの大

きさにとまどいを感じています。

ご承知のとおり戦後沖縄は27年 間米国統治下

にあり、その間行政機構は 4回 も移 り変わり多

くの制約のもと医療や看護制度は本土と異なっ

た経緯があります。医療保険制度は沖縄独自の

ものがあり、看護については米国看護指導者の

徹底した指導のもと新しい看護の理念がめばえ

たといわれています。見方によっては本土より

発展した看護を築いてきた時期もありました。

これまでの半世紀を振り返り沖縄の看護体制の

変遷及び基準看護、新看護体系を紹介します。

1.看護体制の変遷

看護イ本制とは、「看護の目的を達成するため

に作る組織、並びに運営形態を看護体制と言う、

その様式は設置主イ本や施設の規模により異なる

」
うと定義され看護単位や種別、勤務体制、看

護方式などが含まれます。

米国看護指導者のもと病院看護

の改革を強力に推進

沖縄の臨床看護に大きな影響を及ぼした米国の

看護指導者が 3人います。軍政府公衆衛生部看

護指導官メアリ落合さんは 2年間滞在され看護

看護体制の変遷及び基準看護、新看護体系

県立中部病院

前看護部長 我如古 康 子

の考え方を特に強調されました。民政府公衆衛

生部看護教育官ミス・エリザベス・ランデイ女

史は基礎看護を教えられました。米軍政府公衆

衛生部看護官として赴任されたワニター・ワー

ターワス女史は10年間滞在され沖縄に近代看護

業務を確立されました。

当時は看護婦の数も少なく看護婦は診療補助

が主で患者の療養上の世話はほとんど家族によっ

て行われていました。1951年 1月 高知県から沖

縄に赴任されたワニター・ワーターワス女史は

絶えず 「看護業務は理論を背景にするも、実践

に移すことによって始めてその本質が見出され

るものである」
のまた 「患者の看護は24時間看

護婦の手によって行うものである」
つ と訴えま

した。その考えを基に沖縄中央病院 (現在の県

立中部病院)を舞台に斬新な実習と講義が行わ

れ、1951年 には付き添いの廃止と二交替制勤務

が全面的に実施されました。夜勤は体が慣れる

との理山から当初は一 方月夜勤専属同様な勤務

であったが次第に一週間連続勤務に変わつてき

ました。 1病棟約50床 ～60床、看護婦約15人～

17人、夜勤人数は看護婦一人に実習生が 2～ 3

人、当時は学生も二交替の看護要員として業務

に励みました。夜勤実習と学業についていけな

い学生の退学者が日増しに増え、1957年学生達

は夜勤実習廃止運動を展開し教務を困らせまし

た。その後、夜勤実習は短縮され卒業前の体験

学習へと変わつていきました。夜勤実習生のい

なくなった病棟は看護婦 2人～ 3人の夜勤体制

で夜勤回数は月15～ 17回 と過酷な状況になりま

した。勤務時間帯は当時のアメリカ方式で日勤

は 7:00～ 15:00、 準夜勤は15:00～ 23:00、

的
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看護実践現場からの報告

深夜勤は23:00～ 7:00と し、患者のモーニン

グケアーやイブニングケアは徹底して行われて

いました。

看護の資質向上で院内は活気に

満ちていた

看護帰の主な研修機関は米陸軍病院でその他、

台湾、アメリカ、ハワイ等でした。公的病院に

は研修後の看護婦も増えて研修成果もめばえ、

看護方式や看護業務の工夫がなされるようにな

りました。政府立コザ病院ではリハビリテーショ

ンナーシングがはじめて行われました。看護方

式は機能別看護であったが、政府立那覇病院外

科病棟では1965年 チームナーシングが開始され

ました。60年代は人々の権利意識が高まり本土

では労働運動や学生運動が盛んになり、病院ス

トが全国に拡大し県内でも復帰運動と共に労働

組合運動が活発となりました。同じ施設に勤務

している一般事務職員の労働時間は週44時間で

あるのに看護婦不足を理由に看護婦は週48時間

を余儀なくされていました。しかし1964年コザ

病院で病院の上司や行政から反対されながら当

時の総婦長の勇気ある判断で看護婦の週間スケ

ジュールに工夫を凝 らし、週44時間勤務ができ

る既成事実を作 り、その後に院長の許可を得て

実施にこざつけました。

2.基準看護と新看護体系

我が国では1958年に基準看護が創設されたが

沖縄で基準看護制度が適用されたのは日本復帰

以降になります。沖縄では医療保険制度が整備

されない時代が長期間続き、病院の診疼につい

ては公的規制はなく開業医が自由に診療費を決

定する事ができる自由診療時代でありました。

沖縄独自の医療保険制度

勁ι γttθ
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―に全住民を対象としない保険税収の確実な被

用者のみに限定された。第二に給付方式を療養

費償還による現金給付方式とした。 (診療費を

受診時に全額医療機関に支払い領収書をもらっ

て自分で保険事務所に提出し、後 日査定された

療養費の還付をうけに再び保険事務所に出向く

仕組み)第二に診療費については慣行料金が適

用された。 (医師が医学的診断にもとづいて診

渡し適当と思われる料金を徴収する、点数制の

ような規制は受けない制度)当時の沖縄は医師

及び医療機関の絶対数不足等特殊事情もあり独

自の医療保険制度が誕生したようだが、被保険

者に負担を強いる複雑な仕組みで不平不満が絶

えなかった。

日本復帰で基準看護制度が適用

される

1972年 5月 15日 待望の日本復帰と同時に基準

看護が適用され私達が病院で提供した看護が看

護料として評価されました。沖縄県環境保健部

衛生統計年報によると1973年 の県内の病院数は

28、 その内一般16(2,009床 )、 精神 9(2,182

床)、 結核 1(775床 )、 らい 2(1,044床)で、

そのうち個人病院は13施設となっている。沖縄

県保険事業年報によると復帰時の県内保険医療

機関で15施設が施設基準の承認をうけていまし

た。復帰のもたらした影響として看護婦の本土

流出で臨床現場では慢性的な看護婦不足が続き

ました。

病院の新設、病床の増加に伴い

看護婦不足

医療法改正でさらに看護婦不足は深刻な事態

となり既存病院では看護婦の引き抜きがあり退

職者が続出しました。その結果、小人数での激

務と夜勤回数増加、疲労困億等で不平不満も多

くなりました。勤務が続けられない理由で 3月

呻

的

的

この医療保険制度には二つの特徴があり、第
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年度末を待たずして大量に看護婦が退職するた

め病棟閉鎖をする病院もありました。看護部長

達は看護婦確保のため悪戦苦聞したが焼け石に

水の状態、退職者を減 らすために看護部門の力

量が問われました。1989年医療法人仁愛会浦添

総合病院では 「ゆとりある勤務体制は自分達の

手で」をキャッチフレーズにフレックスタイム

制を導入しました。これは現場の状況に合わせ

て勤務時間を自分で決定し、週で調整する方法

です。個人的用件はフレックスの範囲内ででき、

退職者が減少しただけでなく気持ちにゆとりが

もて院内の雰囲気も変わってきたという病院関

係者からの報告が出された。

看護婦等の人材確保法と新看護

体系

看護にとって大きな改革の一つは看護婦不足

を背景に看護婦等の人材確保法が出来たことで

す。社会保険診療報酬改正では看護関連に配慮

した看護料の大幅な引き上げ、夜間勤務等看護

加算の新設、二交替制勤務形態の承認要件の緩

和、労働時間週40時間を勘案した加算制度が創

設されました。

看護管理者は高い加算料を取るために病院に

よっては看護婦の配置を病棟と外来をプール制

にしたり、変則 3交替や二交替等の勤務体制の

工夫がなされた。また、看護婦を増員するため

に看護加算を取つた時の看護婦一人当たりの収

入を試算し病院経営にも採算の取れることを経

営者に提示し、看護婦の増員に務めました。県

立病院では行政改革で定数の増は認められない

臨時的任用の看護婦を増員してもらい対応しま

した。1992年 仁愛会浦添総合病院では変則二交

替制を実施、1997年国立沖縄病院の一部病棟で

二交替制が実施されました。

新看護体系においては、初めて看護補助者が

看護要員として組み込まれました。この目的は

看護婦がより専門的業務に専念できることと患

者が雇い上げていた付き添いの廃止をする事に

より、経済的負担を軽減することでした。看護

婦と准看護婦の比率によってAラ ンク、 Bラ ン

クに分けられました。看護料の高いAラ ンクに

するには看護婦を70%に確保することが必要で

した。そのため准看護婦の多い病院では准看護

婦のリス トラもあったと耳にしました。願わく

は彼女達が進学コースに進み准看護婦養成停止

を早期に実現してもらいたいと思います。

1999年 の日本看護協会の調査研究によると、

病院勤務正職員の夜勤形態は二交替・変則二交

替混合制が多い、1993年 4.8%であったが1997

年は11.8%と 倍になっている。二交替制につい

てはまだまだ賛否はあるが私生活との両立では

71.1%が二交替制のほうがいいと答えていると

報告しています。

沖縄県では1999年 12月 福祉保健部健康政策課

の看護婦需給見通し調査によると78病院中12病

院の一般病棟が二交替制を実施していると回答

しています。

おわりに

看護体制、新看護体系を通して本稿では主に

勤務林制について紹介とノてきまと/た。看護婦の

勤務体制はその時代の法律や社会状況、その病

院の特徴、そこで働く看護婦の背景などのさま

ざまな条件によって規定され影響するものです。

県内ではまだ二交替制が主流ですが従来の勤務

体制にとらわれず患者にとっても、看護婦にとっ

ても最も良い勤務体制を検討し勤務者とのコン

センサスをはかりながらいろいろな勤務形態を

可能な病棟から始める必要があると思います。

このまとめを通して、沖縄の看護体制の変遷

を含め臨床看護の実践現場からの報告の希薄さ

を感じました。今後、地理的、歴史的背景の中

での独自の看護実践を早急に整理する必要性を

痛感しました。

的
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病院機能評価受審における看護部門の取り組み

医療法人おもと会 (理事長 :大浜方栄)は、

急性期医療施設 (病床数214床 )の大浜第一病

院と長期療養施設 (病床数177床)の大浜第二

病院を有している。

大浜第一病院は、沖縄県で初めて平成10年 4

月に日本医療機能評価機構により「一般病院A」

として認定された。続いて、大浜第二病院も長

期療養施設として認定を受けた。これも、また、

県内第一号である。

病院機能評価は、専門職である第二者 (医療

機能評価機構)が学術的・中立的な立場で 「病

院の質」を評価することで、病院自らが改善す

べき目標を明確にし、「質の向上」を図ること

ができる。それと同時に、審査を受ける過程に

おいては、職員の自覚と意欲向上が図られ、病

院の活性化にも役立つ。また、患者側にとって

は、病院選択の指標となり得る。

医疼法改正や介護保険導入など、多くの病院

は大変革のきびしい時代を迎えている。このよ

うな状況下において、息者に選ばれる、信頼さ

れる病院となるためには、その「質」こそが問

われている。看護部としても、第二者評価を受

審するということは、看護の質を高めるのにま

たとない機会であり、大きな力となる。

機能評価受審までの経過

平成 9年 4月 、新しく就任した院長は中期事

業計画の中で、機能評価を受審することを決定

した。さっそく、医療機能評価受審対策プロジェ

クトが設置され、12月 に予定した訪問調査を目

標に、「本調査対策分担表」が作成され、その

準備を進めることになった。委員会のメンバー

大浜第二病院

看護吉[長 石 垣 純 子

は、それぞれが責任をもって対応する項目を決

めた。受審までの経過は、受審申し込み ,契約・

受審説明会に次いで書面審査調査表の作成であ

る。その内容は、「施設基本表」暗呂F弓別調査表」

「診療機能調査表」「経営調査表」からなる『病

院機能の現況調査表』と『自己評価調査表』で

ある。前者は主として院長と事務部でまとめ、

自己評価調査表は、責任者が部門内で検討確認

の上、自己採点をし、それを院長がまとめて評

価機構に回答する。内容は大項目として 6つ の

領域に分けられ、更に各領域は中項目 (5段階

評価)・ 刑ヽ項目 (3段階評価)に細分化されて

いる。

看護部での主な質問内容は、主として第 4項

目「看護の適切な提供」と、第 5項目「患者の

満足と安心」の中の一部項目である。内容とそ

の取 り組みは次の通りである。

一般病院機能評価における看護部の取り組み

病院の理念を達成するために、看護部の「理

念」 。「方針」 。「目標」を見直した。今まで

も看護部の理念は示していたが、それは必ずし

も病院の理念と一致したものではなかった。病

院の理念のもとに、病院全体の活動と看護部門

の活動が同じ考えのもとに実践することが最も

大切なことである。又、各部署毎の今年度の目

標は、看護部の理念にそったものに見直し、各

病棟のステーションには、看護部の理念・看護

部の目標・病棟の目標を掲げ、浸透させるよう

にした。理念は、 3年毎の見直しとし、目標に

ついては看護部、各部署共に毎年見直し、その

評価は、年 2回行い、婦長会で確認・承認して
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いる。

さらに、病院の理念・看護部の理念・患者の

権利等を、院内の最もよく見える場所に掲示し

た。理念の周知徹底については、①採用時オリ

エンテーションで充分に意識づける②広報誌へ

記載して広く知らせる③全職員が「職員必携」

としてネームプレートの中に入れ、いつでも確

認できるようにした。

◆看護部として準備をした書類は次の通りであ

る。

1.すべての会議 。委員会の議事録の作成・保

存の再確認。

2.看護基準・看護手順の見直しと、その改訂

日と内容の確認。

3.看護部組織の病院内での位置づけ、適正な

人員配置 。職制 。職務規定の整備。

4.年間教育計画 。実施状況・評価記録 。新採

用者のオリエンテーション・新人教育研修プ

ログラムの内容等も再確認した。年間教育計

画は、教育婦長を中心に、教育委員会が前年

度研修会勉強会の資料・研修報告会 ,事例検

討会 。講演会等の参加者名簿・アンケー ト評

価などを参考にして次年度計画の基礎資料と

している。又、図書の貸し出しについては、

図書係 りの役割、借用簿の作成、新書紹介の

細部にいたるまで、それらすべての資料を準

備した。

5,看護部の年間予算 :病院の毎年の予算編成

時には、前もって次年度看護部が必要とする

人員計画書・必要看護用具 。年間教育に要す

る予算書 ,図書購入計画予算書等を作成提出

する。看護部長は、予算委員会に出席しその

内容を説明し、審議にも参加する。

これらの記録等の資料を準備した。

◆病院全体としては、一息者―カルテ方式によ

る書式変更を行った。特に看護に関する様式は、

5種細部にわたって検討され、充実したものが

勁ι γttθ
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できた。カルテの内容は、それぞれ医師、看護

婦、コ・メディカル、の記載区分を明確にし、

共有すべき情報・連絡に関しては、共通連絡票

を全職種で記入し、様式の配列も指定する等、

診療録管理委員会で検討を重ねカルテの標準化

が実現した。

◆今回、看護部として最重点課題は、運用調査

で指摘された病棟での患者の個別性を重視した

看護記録記載についての指導であった。副看護

部長・病棟婦長を中心に、毎日指導監査がすす

められた。記録の方法についても、記録マニュ

アルで定めた。

◆看護支援システムとして、病棟勤務表・看護

管理日誌その他、統計などのコンピューターに

よる作成・管理等は、業務改善につながった。

長期療養施設における機能評価

長期療養施設としての評価の項目は、一般病

院よリー領域多い 7領域で、 リハビリテーショ

ン機能とQOLを 高める努力が問われていた。

特徴的なことは、中項目・小項目で療養施設と

しての在 り方が問われていた。

長期療養施設機能評価における看護部の取り組

み

看護部の取り組みは、高齢者・障害者の心身

の特徴をふまえた看護基準・看護手順の見直し

からはじまった。特に、尿失禁 。水分管理・抑

制・気管切開 。摂食疎下障害・褥潜・ターミナ

ルの 7項 目についてはマニュアル化した。例え

ば、摂食・疎下困難に関しては、「日から食ベ

ることへの取り組み」から「食事介助法の伝達

会」までの医師・ ST・ 看護婦 。介護など、各

職種一連のマニュアルとして確立させた。

ケアの提供については、患者・家族の希望を

ふまえての計画を徹底し、ケアプランの作成・

実施・評価・修正・サマリーの作成・カンファ
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レンス等、勉強会を重ねながら看護婦 。介護職

ともに全員で取り組んでいった。その結果、評

価機構から「看護・介護計画の立案には、リハ

ビリスタッフなどを交えて、具体的なケア計画

が作成されており、実施後の評価・修正が行わ

れ、記録も整然とされている」と評価された。

長期療養施設特有の気管切開・鼻腔栄養・胃ろ

う 。留置カテーテル・抑制・離床状況・転倒・

転落等のデーターの収集や分析検討については、

一定の取 り組みは認められたが、検討結果を実

際のケアの改善に結びつけた事例が少なかった

ため、 「これからの実績の積み重ねを」と指導

された。その後、ケアの改善などが行われ、最

近では、入退院も増加して在院日数も短縮され

てきた。看護、介護の努力と評価している。

まとめ

病院にとって機能評価を受審するということ

イよ、

1.審査をうけることによって改善する点がはっ

きりと指摘され今後の努力目標が明らかにな

る。

2.審査を受けるまでの準備段階の中から得た

ものが大きい。病院機能の整備では、これま

でなかなか実施されにくかった不備な点が次々

と改善されたこと。全職員で取り組むので職

員の自覚・意欲の向上 。自信 。満足感 。とい

う収穫があった。

3.各部署には、組織規定・職務規定をはじめ、

様々な事項を収録したマニュアル全 2巻 と、

改訂された看護基準 。看護手順・新たに追加

されたマニュアル類が並び、いつでも、だれ

でもマニュアル・手順を確認し実施できるよ

うになった。又、コ・メディカルも疎下訓練・

入浴指導・服薬指導・栄養指導・選択メニュー

等で頻回に病棟を訪れ患者と接し、一層の連

帯感が出来たように思う。病院の 「理念」に

基づいて、全職員が、それぞれ専門的な場で

目標をたて、その実現に向かって日々努力を

して行 く。即ち、「理念の共有」が最も基本

的なことである。病院機能評価の期限は 5年

間、期限が来れば又再審査を受けることにな

る。「質」の維持には更なる努力が必要とな

り、常に自己評価を継続していくことが必要

である。「看護の質で選ばれる病院づくりを」

というのが、おもと会看護部の目標である。

1〔X,
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看護実践現場からの報告

はじめに

「看護記録は、看護実践及び質を証明するも

のである」と言われている。日々の看護実践は、

記録として残すことによって看護が評価され、

ケアの改善ひいてはケアの質の向上に繋がる。

又、医療事故訴訟において、法的証拠物件とし

て取 り扱われる。さらに、カルテ開示において

「誰がみても分かる」記録が求められている。

看護記録は、看護の質の向上をめざす看護実

践の表現として様々に変化してきた。

本稿では、県立中部病院の 「看護記録改善の

経緯」を鳥Hl文 し、紹介する。

中部病院は昭和41年、コザ市 (現在の沖縄市)

から具志川市宮里に移転した。昭和42年ハワイ

大学医学部教育顧問看護婦の奈地田淑氏が看護

教育と看護業務の指導の為に当院へ派遣された。

指導内容はチームナーシング制の導入、カーデッ

クスの使用方法、テームカンファレンスなどで

あった。

奈地田淑氏はカーデックスをもとにチームカ

ンファレンスの直接指導をおこなっていた。カー

デックスは看護計画 (看護方針、看護問題、日

標、具体策、評価)・ 与薬・輸液・検査がわか

るように作成されていた。この指導は昭和45年

から2年間は平安名澄子氏に引き継がれた。

また昭和54年、昭和61年 の 2回 にわた り、

ハワイのクワキニ病院のマー トル・カンナ氏

による看護業務やカンファレンス、看護記録

(SOAP)について指導がおこなわれた。

このような指導を受け、看護部は昭和50年代

中頃から、POSに ついて院内・院外研修を強化

し、医師の経過記録と、看護記録を同じ用紙に

看護の質の向上をめざして
一看護記録の改善の経緯一

勁ι ttψοガアγθ%肋ι%%γsゲ密 肋 θサゲθι ψθサ

県立中部病院

婦長 饒 辺 聖 子

記録する方法を取り入れた。また、看護部の方

針にもとづいて、主任会は看護記録の検討を行

なった。検討内容は、看護記録 (予診表)検討

と体温表の記入要項作成、退院時看護記録等の

検討が行なわれたが、POSを 基本として全体に

浸透するまでには至っていない状況であつた。

平成 7年 1月 に看護部は、記録の改善と記入

要項の作成を目的として記録改善委員会を発足

した。

1.POSの浸透にむけて

委員会は教育担当副部婦長、婦長 4名、各病

棟から看護婦 16名 (当 初手術室は除く)で構成

され、任期を 2年 とし、毎月第一金曜日を活動

日とした。

初年度はPOSの理論の理解を目標とし、学習

会を進めPOSの システムはPONRと 監査、修正

であること、経過記録はSOAPで あることを確

認した。

POSの浸透にむけて、病棟毎に学習会の計画、

POS便 り、委員会を結成したりと工夫した。そ

の結果、 7月 には全病棟が症例学習会を実施し、

10月 には病棟の 9割までがPOSの テキス トを中

心に学習することができた。

委員会は、 6月 にPOSを 実践している県内の

病院見学を行い、 11月 には岩井郁子先生を招い

ての院内研修会をおこなった。

そこでPOSの概念を再度共有し、経過記録と

してフォーカスチャーティングの紹介があり、

参加者に経過表の記入を受け入れやすくした。

取組み後 1年でPOSの 概念を病院全体に浸透

させることができた。
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2.記録様式の統一をめざして

平成 8年にPONRの様式の統一と記入要項を

まとめた。

看護記録の様式の統一は各構成要素と記入要

項作成である。様式は文献や現在使用している

中から検討された。記入要項作成時に考慮した

ことは、構成要素の定義を取り入れたことであ

る。そのことは、記入要項は単なる記入方法で

はなく、記録の意味を考える重要性を理解する

目的があった。

看護記録 1(基礎情報)は、 1看 護の方向

性を明らかにする基盤になること、 2患 者の

問題、看護診断を明らかにする情報であること、

3健康な部分も明らかにする必要があること

が再確認された。また基礎情報は意図的に患者

の全体像として見えるように記入する必要性を

強調された。看護記録 1(基礎情報)の具体的

な記入要項は主任会で作成された記入要項を参

考にした。

問題リス トは看護問題を♯を用いて列挙する

こととした。看護問題は、身体的、精神的、社

会的側面を捉え、共同問題、スタンダー ドケア

プランの活用などを取り入れた。看護問題は息

者が入院してから48時 間以内に作成することに

し、マズローのニー ド論を基本として捉えるこ

とにした。

看護計画は、初期計画へ名称の変更を行なっ

た。

初期計画の項目は、看護問題毎に目標、計画

(O、 T、 E)、 立案日、看護婦のサインに、評

価 日の追加をした。経過記録は、SOAPと フォー

カスチャーティング、フローシー トを取り入れ

た。

SOAPは看護問題に沿つて記入するため時間

を要した。そのため、問題に関する情報をフロー

シー トの活用で時間の短縮を図った。フローシー

トは主任会により各病棟で作成された。現在、

フローシー トの様式や記入要項について検討し、

平成13年上旬には完成する予定である。

フォーカスチャーティングは、息者の心配・

関心・重要な出来事をフォーカスし記入すると

定義した。またフォーカスチャーティングが48

時間以上続くと、フォーカスを問題リス トに取

り上げることとした。

また、経過録に看護問題に対する評価をSOA

Pで記入するとした。

退院サマリーは平成10年に様式と記入要項を

完成させ、看護要約と名称の変更をおこなった。

看護要約作成時に考慮したことは内容の重複

をさけ、看護の実践に重きをおくことであった。

入院中の経過は診療情報提供書と重複したため

削除した。看護要約の項目は看護問題と問題解

決の経過と結果、患者の病気の受け止め方、医

師の説明、ADLの状態とした。

看護要約の様式と記入要項の完成に伴い、病

棟のコンピューター入力を受け持ち看護婦がお

こなっている。

看護要約は、本来退院する患者すべてに記入

しなければならないが、転院、外来での継続看

護が必要な対象に限り記入することになった。

以 Lの経i局 は、POS形式の記入が平成 7年 26,

7%か ら平成10年には76.4%ま でできるように

なった。現在問題リス トが書けない、初期計画

が立てられないとの声は聞こえなくなった。看

護記録様式の統一とマニュアル作成、各病棟の

委員会の統一した指導の結果と考えている。

3.看護記録監査の効果

平成 9年から年 2回、POSの形式、構成要素

の監査を行っている。

監査を実施して感じることは、看護問題の優

先度の捉えかたや経過記録が患者の状態や問題

の変化は読んでわかるようになってきた。委員

会の監査でも80%以上の達成である。
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委員会の監査の内容で問題リス トが身体的面

の問題が多く社会的、精神的面が少ないとのこ

と、経過録の意味のないSOや 曖味で抽象的な

表現のフォーカス、看護問題の修正・追加が少

ないことが取 り上げられた。

経過録の意味のないSOは、現在検討してい

るフローシー トの記入要項の完成後に改善が期

待される。なぜなら症状観察項目は疾患の程度

を示す基準や看護上の基準方法を取り入れて、

患者のケアの変化を数字化した。そのために観

察される内容が一定の基準となり、変化がわか

るようになり、無駄な記録が減ると考えている。

曖味で抽象的な表現のフォーカスは、信頼さ

れる記録ではない。そのことは看護の質を問わ

れる結果になる。信頼できる記録にするために

委員会は監査を通し指導して行くことが大切で

ある。このような中で平成11年、看護部は固定

勁θ γίθγ′/″ο吻 肋ιηクγs力gR町じ″じι ψθ′

チームナーシングヘの看護方式の変更をおこなっ

た。受け持ち看護婦・士を存在させ、受け持ち

患者に対して責任をもって関わつていく方式で

ある。委員会や看護職間で監査することが看護

の質の向上につながっていくという視点で委員

会は、受け持ち看護婦 。士が患者の個別性が見

える看護記録ができることをめざして看護職一

人一人の監査を行なう必要性がある。

最後に診療情報開示をうけて、「看護記録の

開示に関するガイ ドライン」に基づいて看護記

録の表現や看護記録に使用する略語と短縮語の

検討を行っている。

委員会は、各病棟の記録内容を信頼できる記

録 (正確性、客観性、妥当性)にするために、

陥り易い内容 (思い込み、隠語や暗号の様な記

録等)を、整理し平成13年度に看護略語集の完

成をめざしている。
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―訪問看護ステーションの経過と現状、今後の方向性―

常任理事 興 儀 とも子

平成 3年 10月 老人保健法の改正により、老人

訪問看護制度が創設、平成 4年施行されました。

寝たきりの高齢者等に対し、看護サービスを提

供するものであり、在宅ケア政策の大きな柱と

して位置づけられました。看護職にとっては、

独立した事業所を自ら経営し、運営していくこ

とができる画期的な事で、非常に重要な意義深

いものでした。平成 6年 6月、健康保険法が改

正 10月 に施行され、医療を提供する場として

「在宅」が明文化されました。 このことは、本

格的な在宅医療を推進する制度上の幕開けと捉

えられます。高齢者のみならず、すべての在宅

療養を希望する対象者への訪問看護が提供でき

るようになりました。

看護協会では、平成 4年頃から訪問看護事業

委員会で訪問看護ステーション早期設立が検討

されていました。平成 5年度通常総会において、

訪問看護ステーション開設に関して承認され、

訪問看護ステーション開設検討委員会が設置さ

れました。

私は、平成 5年 9月 の準備段階より関わるこ

ととなり、初仕事が、 日看協主催の訪問看護ス

テーション開設に関する研修を宮城シゲ会長

(当 時専務理事)と共に参加したことでした。

また、開設前に管理者研修にも行かせて頂きま

した。看護職が事業経営に参画できるという興

味深いものでした。しかし、当時の訪問看護療

養費では赤字経営の予測でしたので、「赤字覚

悟で始めるのですか ?」 と念を押して確認した

ことを覚えています。看護に対する熱い思いに

共感し、私も覚悟を決め取 り組むことにしまし

た。

看護協会が、訪問看護事業に取り組む意義に

は、①社会的要請への対応、②看護の主体性・

専門性の確立、③看護の経済的自立、④看護の

質の向上に貢献、⑤看護マンパワーの有効活用、

⑥利用者本位、地域ケアの一環としての活動が

あげられます。

日看協は全国に看護協会立の訪問看護ス去―

ションを500カ所を設置目標に 「プロジェクト

500推進事業」を活発に展開したこともあって、

当看護協会も動き出しました。沖縄県は 4カ所

の設置目標を掲かげました。開設準備に必要な

当面の運転資金は、 日看協より500万 円開設資

金貸付の支援を受け、さらに資金造成のため会

員の方々にTシャツやテレフォンカー ドの購入

の協力を頂きました。申請書類を県に提出し、

平成 5年 12月 1日 に指定され、平成 6年 1月 5

日に職員 3人体制で事業を開始しました。初め

ての利用者の紹介は、県立那覇病院当時の内科

の宮城圭子婦長でした。まだステーションとし

てノウハウも持たない中、一緒に取り組んでく

れたことに感謝しています。初めての利用者を

丁寧に対応しながら会員の方々に利用者の紹介

について施設を訪問してお願いしました。

1号店である南風原のステーションは、沖縄

県看護研修センターの 2階一室を事務所として

スター トしました。開所前には当時の備瀬信子

会長と宮城シゲ専務理事と共に医師会、医療機

関へ挨拶と協力依頼をし、すでに訪問看護ステー

ション事業を軌道にのせている宮城県の大崎訪

問看護ステーションの見学にも行きました。開

所後も病院や市町村や社協、在宅介護支援セン

ター、民生委員定例会、病院婦長会等に出席し
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て、事業紹介をしました。

在宅ケアが浸透していない時期だったのでい

ろんな質問を受けました。保健所での説明会で

は、「サービス提供をして、利用料を取るのに

抵抗はないんですか」とか、病院の医師からは、

「訪問看護単独ではデイケア等併設してないと

利用しにくい」等々がありました。また「どの

程度までやってくれるのか」「留守番役もやっ

てくれるのか」等は、利用する側からの、当ス

テーションヘの要望と捉え、できうる限り対応

する姿勢にしました。平成11年 9月 には、経営

も安定したため、研修センターから独立して現

在の場所に事務所移転しました。これは、介護

保険法施行にともなう事業所を併設するために

は、ある程度の広さを必要としたからです。

南風原のステーションが経営的に安定したこ

とで、はずみがつき、介護保険サービスの基盤

整備とプロジェク ト500推進の展開で、宮古・

八重山の離島でも開設してほしいと関係者や会

員の声が看護協会に入ってきました。当初、中

部方面での新設を検討し、事務所開設場所や市

T力ιゆθ″//ο%励ι ηπ偽ケ弊 Fttεttι s´οサ

町村との調整を進めていたところでした。看護

協会としては、事業所の新設は、本当に必要と

するところに開設する方針をとりました。遠隔

地の事業所の運営管理に多少、困難性はあるも

のの、職員間の密な連絡と地区会員の協力が大

きな力として支えになっています。

看護協会立の 3つの訪問看護ステーションに

は、経営と運営の責任者として所長を配置して

います。経営センスが問われるところです。そ

れぞれ地域特性があり、特徴のある事業展開を

しています。南風原の訪問看護ステーションは、

併設事業所も含めると20人の職員体制です。広

範囲をエリアとしています。南部～中部まで対

象地域としており、現在、22カ所の医療機関と

46人 の主治医とのかかわりがあります。難病や

小児の依頼が比較的多く、積紅的に受け入れて

います。実習生や講義依頼への対応もしていま

す。

訪問看護ステーションみやこは、併設の在宅

介護支援センターも含めるとH人職員イ本制です。

医療処置が多く、高度の医療技術と経験豊富な

金  革r  ザ

【105歳 健康チェックをして入浴介助・ベットメイキングを行う。看護婦の訪間を楽しみにされ、

ケア終了時には、いつも黒砂糖を包んでくれる。】
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職員の配置は、病院や地域から高い評価を得て

おり、利用者からも信頼が厚いところです。八

重山の訪問看護ステーションうりずんは、 5人

の職員体制です。在宅ターミナルケアと、竹富

島や西表島等島々への訪問看護を特徴としてお

り、交通手段の問題や職員確保の難問を抱えな

がらも、丁寧な対応は利用者から喜ばれ、関係

者からも高い評価を得ています。

この 3つ の訪問看護ステーションには、介護

保険施行に備え、居宅介護支援事業所を併設し

てケアプラン作成をしています。ケアマネジャー

の専任・兼務の違いはありますが、これまで経

験したことのない給付管理業務等に追われまし

た。事務量の増大に伴い、業務内容の見直し、

事務の効率化を図ることで、本来のケアマネジ

メント業務に専念できるようなイ本制の整備をし

ました。

【97歳一人暮らしのお年寄りにヘルパーが生

活支援を行っている (竹富島)】

南風原には、ヘルパーステーションも先駆けて

併設、サービス提供責任者に看護婦を配置し、

看護と介護の連携がスムーズに行われるように

しています。

介護保険制度下での訪問看護は、訪間回数の

減少や、30分 の巡回型訪間で訪問看護費が低く

なり、経営上厳しい状況ですが、訪問看護ステー

ション宮古と訪間看護ステーションうりずんは、

特別地域加算の対象地域であり、訪問看護ステー

ション南風原については、複合型の事業所とし

たことが功を奏し、いずれのステーションも経

営状況は、概ね良好です。

これからの訪問看護ステーションの方向性と

しては、看護の専門性と質の高い看護のあり方

が問われる時期だからこそ、健康問題を持つ人々

に対する訪問看護の必要性と重要性を示し、医

療処置行為や医療依存度の高い方等、看護が担

うべきことは、きちんと看護が責任をもって担

うことが、利用者の安全を守ることになり、他

のサービス提供者の信頼も得られるものと思い

ます。

そのためにも訪問看護婦は、ヘルスアセスメ

ントの能力を高める事と、医療や看護上の問題

を持つ方へのケアマネジメント能力を発揮する

ことだと思います。事業所としては、看護と介

護の24時間協働体制、リハビリのニーズヘの対

応、 4カ所目のステーション開設、ヘルパース

テーション併設と充実、コンピューターを活用

した統括事務のあり方等課題山積です。
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事業経過

平成 5年 12月 1日

平成10年 5月 12日

平成■年10月 1日

平成11年 10月 4日

訪問看護ステーション利用状況

勁ι御妙οオ/γθ物 肋ι%%終″gP″♂じ″じι ψθチ

訪問看護ステーションうりずん指定

平成11年 10月 13日 開設

居宅介護支援事業所ていだ指定

居宅介護支援事業所うりずん指定

ヘルパーステーションさくら指定

平成12年 4月 1日 開設

平成■年10月 12日

平成12年 1月 28日

平成12年 1月 30日

平成12年 3月 30日

訪問看護ステーション南風原指定

平成 6年 1月 5日 開設

訪問看護ステーションみやこ指定

平成10年 5月 13日 開設

平良市在宅介護支援センター指定

居宅介護支援事業所南風原指定

居宅介護支援事業所みやこ指定

687うりずん訪問回数

44うりずん利用者

3,6282,115みや こ訪 問回数

8760み や こ 利 用 者

5,3725,1514,4383,0582,4311,249南風原 訪 問回数

14810381795934南 風 原 利 用 者

平成H年度平成10年度平成 9年度平成 8年度平成 7年度平成 6年度項 目
年度

訪間看護ステーション利用状況
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創立50周年記念誌

高齢社会と老人看護

私は、平成元年に県立コザ看護学校を卒業し

たが、学んできた看護教育のカリキュラムには

「老人看護学」の枠組みはなく、成人看護学の

一部として取 り扱われていた。しかし、平成元

年にカリキュラムの改正が22年ぶりに行われ、

高齢化が進行する社会の動きに合わせて、看護

教育においても「老人看護学」が新たな柱とし

て成人看護学から独立した。

全国と同様、沖縄県においても、人日の増加

と共に高齢化率も上昇し続けている。昭和25年

に4.5%で あった高齢化率は、平成 7年には11.

7%となり、 12年 には13.52%で 、65歳以上人口

は約18万人、そのうら後期高齢者の割合は42%

となっている。このような急速な高齢化に伴い、

国の施策もここ40年で目まぐるしく変わつてき

ている。昭和38年の 「老人福祉法」、昭和57年

の 「老人保健法」、平成元年からの「ゴール ド

プラン」、平成 6年からの「新ゴール ドプラン」、

平成12年からは 「介護保険法」が実施されてい

る。それらと合わせて、「健康日本21」 や 「ゴー

ル ドプラン21」 の動きもあり、保健 。医療・福

祉の領域における社会の動きは急速である。こ

れら社会の動きに応じて、当然のことながら看

護職の従事する保健・医療・福祉の現場もシス

テム等の変更を余儀なくされているのが現状で

あり、在宅や施設、地域全体におけるケアサー

ビスの質の向上は、看護職のみならず他の職種

にとっても緊急かつ重要な課題となっている。

看護職として、高齢社会に対する役割や専門性

を明確にし、保健 。医療・福祉の現場において

リーダーシップを発揮して、21世紀における高

齢者の保健・医療・福祉の現場における質の向

長寿県沖縄における老人看護の課題と発展

沖縄県立看護大学 老年保健看護

助手 佐久川 政 吉

上に貢献していく必要がある。

老人看護の課題

島嶼県沖縄の特徴として離島地域における課

題がある。沖縄本島に比較して離島地域は高齢

化率が高く (平成H年 10月 現在、県平均13.1%

に対して、離島の平均は18.6%)、 さらに前期

高齢者よりも75歳以上の後期高齢者の割合が多

いという特徴がある。それにもかかわらず、介

護保険やその他の関連事業におけるサービス基

盤の整備は遅れている。沖縄県全体として考え

た場合、離島地域における保健・医療・福祉の

充実のために、看護職としてどのようなケアシ

ステムを構築して、どのようなサービスやケア

を提供していけるかは、大きな課題である。

高齢者を対象とした現場は、介護保険の導入

により「契約Jや 「利用者本位」「自己決定」

に基づき、「自立支援」するためのサービスの

提供や、統一されたアセスメント・ケアプラン・

ツールの使用、他職種との連携等は必須のもの

となっている。それらが現段階で理念や日標通

りに十分に機能しているとは言い難い面がある

が、高齢者への自立支援に向けて努力し、進ん

でいるのは確かである。高齢者を対象とした現

場、特に介護保険関連の在宅や施設サービスを

提供する事業所や施設は、看護職が関わる他の

領域よりも福祉との枠組みがなくなり、統合化

が進んでいる。21世紀に活動する看護職として、

従来、私たちが専門としてきた保健・医療の領

域のみでなく、他の領域、特に福祉関連領域の

知識や技術の習得は必要不可欠なものとなって

いる。

介護保険のサービス対象になる要介護高齢者
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看護実践現場からの報告

は、高齢者人日の約15%であり、残 りの約85%

は、元気な高齢者である。彼らが要介護の状態

にならないような健康づくりや生きがいづくり

に関連する事業として、「介護予防・生活支援

事業」がある。超高齢社会を迎える21世紀にお

いては、以前にも増して、看護職として、「プ

ライマリーヘルスケア」や「ヘルスプロモーショ

ン」等の概念とも関連させた予防的な活動にも

積極的に取り組んでいくことが急務であると思

われる。

老人看護の課題としては、痴呆、寝たきり、

抑制、老人虐待、急性期やターミナルでのケア

等がある。これらの課題の解決に向けて、痴呆

性高齢者に対しては、大規模な施設での集団的

なケアではなく、グループホームや宅老所等で

の小集団を対象とした個別的なケア、寝たきり

高齢者に対しては、寝かせきりの状態から積極

的な寝食分離や転倒・骨折の予防、リハビリテー

ション、抑制に対しては、「身体拘束ゼロ」に

向けての抑制廃止の取り組み、老人虐待に対し

ては、実態把握や介護者等への支援、急性期や

ターミナルでのケアとしては、従来の延命のみ

を目的とする医療ではなく、高齢者自身の尊厳

やQOLを 尊重したキュアやケアのあり方が模

索されている。

老人看護における研究活動については、十分

にはなされていないのが現状である。現場にお

いては、解決したい課題や追及したいテーマ等

は山のようにあっても、日々の業務に追われた

り、研究を指導する人材が不足している現状が

ある。一方、研究機関である看護系大学等では、

現場までこまめに足を運んで継続的に関わる時

間のなさ、関わろうとする思いや気力、現場の

看護職との関係性が十分には確立されていない

現状がある。看護が実践に基づく科学である限

り、臨床や地域での混沌とした現象と理論とを

つき合わせて、日々の実践を客観的に振り返り、

身ι γttθ
'′

′/″θ物 肋ι%%終ゲ牲「P,′♂εttθι ψθサ

意味づけしながら言語化し、一般化・普遍化す

ることは、専門職としての自己能力の向上のみ

だけでなく、看護職の行っている実践を社会に

認知させることにもつながる。

以上の課題や対応について、看護職として、

これまで以上に、実践の現場と教育・研究機関

(看護学校、看護系大学)、 そして職能団体であ

る看護協会が有機的な連携を結んで相互的に交

流を図り、互いの役割や知識・技術を活かしな

がら、先駆的、かつ継続的に取 り組んでいくこ

とが、専門職としての質の向上につながる。そ

れがひいては、現場における課題の解決、高齢

者の健康の維持・増進、障害からの回復・改善、

QOLの 向上につながるものと思われる。長寿

県沖縄が、21世紀における老人看護においても

充実し発展していくためには、看護協会の果た

す役割は、今後益々大きくなるものと思われる。

老人看護の発展性

老人看護における看護職の発展性として、従

来の枠組みには当てはまらない活動や拠点づく

りが可能になってきている。例えば、NPO法

人を立ち上げての宅老所やグループホーム、デ

イサービス等の開設・運営等がある。看護職と

しての知識や技術に加えて、企画力や創造力、

管理能力、実行力、やる気等があれば、理想と

するケア拠点の設立が可能な時代になっている。

また、専門分化に伴い、老人看護においてもス

ペシャリス トとしての老人看護専門看護師の誕

生も間近になっている。従来のジェネラリス ト

の看護職に加えて、スペシャリス トの看護職の

誕生は、老人看護の質の向上や改善に少なから

ず寄与するものと思われる。

県看護協会が創立50周年を迎えた2001年、第

32回 日本看護学会 (老人看護)が沖縄で開かれ

る。長寿県沖縄における老人看護の記念すべき

学会になると思われる。
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倉J立 50周年言己念冨志

はじめに

地域保健法が全面施行となった平成 9年度か

ら3年間の移行期に、本庁 (健康増進課)にお

いて保健指導監として新たな保健婦・士 (以下

保健婦という)活動の体制整備の一翼を担う機

会に巡り合った。その間、諸先輩・関係者から

沖縄の保健婦活動の原点や使命感、あるべき姿

等について改めて学ぶことが多かつた。また、

離島等町村保健婦の確保・定着に関する取 り組

みや駐在保健婦活動の45年の集大成としての記

念誌 「人びとの暮らしと共に45年 一沖縄の駐在

保健婦活動―」の発刊にも携わる等貴重な経験

をさせていただいた。この経験を通して沖縄の

保健婦活動についてまとめてみたい。

1 沖縄県の保健婦活動の歩み

沖縄県の駐在保健婦活動は、昭和26年 の保健

所設置の際、米国民政府看護顧間であつたW・

ワーターワース女史の指導等もあり、住民の日

常生活の場において、生活と密着した 「保健指

導」を推進するため、離島へき地及び市町村等

地域に保健婦を駐在させスター トした。この制

度は、指導者や関係者の熱意と努力により確立

され、無医地区をはじめ、地域の公衆衛生の向

上に多大な貢献を果たす等本県特有の制度とし

て発展してきた。本土復帰後も閣議決定により、

保健婦は県職員として離島へき地及び市町村等

地域に駐在し、公衆衛生活動の要として引き統

き駐在による活動ができることとなり、人びと

の暮らしの中で、住民と共に健康問題に取り組

み、健康の保持増進に係る重要な役割を担つて

きた。特に保健婦の離島へき地における駐在活

地域保健法と沖縄県の保健婦活動

南部保健所 保健福祉課

次長兼課長 福 盛 久 子

動は、保健・医療従事者が極端に少なかった状

況下において、救急患者の処置等医師の代役を

担ったり、保健事業の基盤整備に向き合いつつ

活動のノウハウを会得した。こうした活動が行

えたのは、保健婦の忍耐 。努力はもとより家族

や多くの関係者の方々の支援によるところが多

く、保健婦自身も駐在活動の経験から、保健活

動の専門職としての成長にも繋がった。

2 地域保健法と沖縄県保健婦・士人材確保支

援計画

45年 にわたる沖縄県の駐在保健婦制度は、平

成 9年度の地域保健法の全面施行を節目に廃止

されるとともに、地域保健法により県と市町村

の役割が明確化された。

市町村は、住民の身近で頻度の高い保健サービ

スを地域特性に沿つて提供することになった。

一方、県 (保健所)は、広域的・専門的・技術

的な立場から、保健事業を展開するとともに、

市町村を支援することとなった。しかしながら、

離島へき地等町村においては、保健婦の確保が

困難として、当分の間、保健婦駐在制を継続す

るように県に要請等が相次いだ。

県は、離島等の障壁を少しでもクリヤできる

よう地域保健法に基づく「保健婦・士人材確保

支援計画」を策定し、平成 9年度より、特定町

村 (人 口10,000人以下、保健婦 2人設置以下、

離島へき地等保健婦確保困難な地域、町村長の

申し出の4点を要件とし22か 町村)が保健活動

を円滑に行えるよう支援することとされた。特

定町村への支援策の主な内容は、①保健婦確保

促進、②保健婦定着促進、③保健婦未設置町村
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勁ι ψθガ/γθη ttι η力欝ゲ箔 Fttθttθ ψθ′

への保健婦人材支援 (派遣) ④保健婦駐在・

保健指導所等施設の町村移譲活用 ⑤保健婦の

資質向上を図ることとし、保健婦人材確保推進

委員会においても特定町村における保健活動の

円滑な推進に向け課題等を検討し、保健所では

具イ本的な支援活動が展開されている。

これら「保健婦人材確保支援計画」については、

厚生省へ報告し予算措置等のお願いをしている

ところである。また、保健婦の確保・定着が難

しい特定町村への支援策の一環として、県立沖

縄看護学校 (保健学科)及び県立看護大学への

地域推薦制の導入も図られ、12年度は 3町村に

おいて保健婦として活動し成果を得ている。

この 3年間、こうした県の保健婦人材確保支

援計画に基づく事業の推進や町村長の保健婦設

置への努力が相まって、平成12年度には全市町

村に念願の保健婦設置が達成できた。

しかしながら、確保された保健婦の殆どが若

者で都会志向であること、また、新卒で経験が

浅い等のために、関係者の支援 。協力が得られ

ても離島へき地における保健事業を円滑に推進

することは難しく、保健婦の定着した活動は依

然として厳しい状況にある。これらの問題は、

特定町村だけで解決できるものではなく、今後

も支援計画に基づく事業の推進と県と特定町村

間、或いは、将来的には広域市町村事務組合等

を設置し、その中で保健婦の人事交流を行う等

県・町村の創意工夫と努力が求められている。

かつて駐在制度において、保健所・市町村間

の連絡調整、情報収集・提供及び駐在保健婦の

異動による人事交流的役割、現任教育等を非公

式に担ってきたが、今後、その機能 (システム)

を保健活動にどのように取 り入れていくか、が

問われ、関係者はもとより保健婦の志気・意欲

に期待するところが大きい。

本格的な少子・高齢社会の到来に向けて、社

会保障制度全般にわたる改革が進められている。

この状況を踏まえて、平成10年 4月 に「地域に

おける保健婦及び保健士の保健活動について」

の厚生省保健医療局長通知が発出され、今後は、

これまでの住民への直接的な保健サービスの提

供に加え、総合的な地域保健関連施策の展開に

積極的に関わることになった。

こうした中で、保健婦は、健康づくり、母子

保健、老人保健、精神保健福祉、難病及び結核・

感染症対策の新たな取 り組みや介護保険制度の

円滑な実施等地域保健福祉を担うことになり、

その果たす役割は大きい。また、市町村老人保

健福祉計画・介護保険事業計画や健康日本21に

係る地方計画の策定推進・健やか親子21の 推進

及びサービス資源等の市町村間の広域的調整、

さらには、介護保険認定審査やヘルパー養成研

修への参画などへの対応も日白押しとなってき

ている。

特に、要介護者や生活習慣病の増加等に伴い、

医療費の増大という社会背景を踏まえて健康寿

命の延伸を目指したライフステージにおける保

健指導体制の整備を図りながら、地域における

保健福祉ケアシステムの構築など、総合調整機

能を軸とした保健婦活動の展開を図っていく必

要がある。

地方分権が推進されていく一方で、経済の低

迷や行財政が厳しい状況下で市町村においては、

保健婦の増員が図られている。それだけに、家

庭訪問活動や直接サービス等で、地域住民と接

する機会の多い保健婦は専門職としての役割が

注目され、大きな期待が寄せられる反面、厳し

さも求められている。

行政を担う保健婦は、個別支援 (家庭訪問)

等を通して専門性の高い職種としての力量が問

われるとともに、事務分野においても当然の如

く高い能力が求められている。3 新しい保健対策に対応する保健婦の役割
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保健事業に係る他職種が増えていく中、保健

婦職能の維持発展を図るためには、関係業務に

積極的に参画するとともに、時代のニーズに対

応できるよう「資質の向上」を常に自身の課題

とし、自己研鑽に努める責務があると考える。

4  おわりに

地方分権の推進に伴う地域保健法の全面施行

は、沖縄県の駐在保健婦制度の廃止という歴史

的な節日となり、また新たな保健活動のスター

トにもなった。

折 りしも、沖縄県の駐在保健婦制度の確立・

発展並びに戦後の沖縄の公衆衛生の向上に尽力

され、ご功績が顕著であつた金城妙子先生に第

37回 フローレンス・ナイチンゲール記章 (授与

式 :平成11年 6月 23日 東京・芝大門の日本赤十

字社)が授与された。このことは、沖縄の駐在

保健婦活動が全国、さらには世界的にも評価さ

れ、発展途上国から研修生の受けれ入れやボリ

ヴィア及びメキシヨ国への保健事業担当者への

教育支援等に繁がったものであり、諸先輩のご

功績に頭のさがる思いとともに、その一翼を担つ

てきた私たち保健婦も最高の慶びである。

また、この45年 にわたる人々の暮らしの中で

継続発展してきた駐在保健婦活動の集大成 「人

びとの暮 らしと共に45年 一沖縄の駐在保健婦活

動一」の編集委員長の大役を果たされた社団法

人沖縄県看護協会・宮城シゲ会長及びご指導下

さった諸先輩 。関係者の方々へ心から感謝申し

上げる。

さらに、前述の地方分権の推進などにより、

新たな保健活動がスター トしたが、その企画・

立案を行い、施行に当たった関係者のご労苦も

計り知れないものがあった。特に、新制度の施

行に際し多くの異論が続出する中、関係者の英

知を結集し、勇気ある英断を下した金城英子前

保健指導監に敬意と感謝を申しあげたい。この

新制度下で保健婦活動が円滑に推進され、県民

の健康寿命の延伸に寄与できることを願うもの

である。

第2回 1系イ建婦確保検討委員会
奪士広域圏事務鯉金

Iど

離島保健婦の確保に難渋する関係者との話し合いがされた

ｉ
ゼ

112



看護実践現場からの報告
勁ι ψθガ/γθ物 肋ι%ク終ゲ箔 つクθttι s´θサ

介護保険制度施行までの経緯
(保健婦として行政の立場から)

県福祉保健部福祉保健政策課

主任技師 饒 波 房 枝

沖縄県における介護保険制度施行準備として、

平成 9年 5月 7日 に長寿社会対策室に 「介護保

険対策チーム」及び 「ワーキングテーム」が設

置された。平成 9年 12月 9日 、国会において法

律123号 として介護保険制度が成立した。

県において、本格的な準備が進められたのは、

平成10年度からである。長寿社会対策室の中に

「介護保険班」が設置され事務職 4人、保健婦

2人が配置された。全くはじめての制度であり

我々の前にはレールはなかった。 6人が力を併

せて方向を探リレールを敷いていく作業が始まっ

た。着任して15日 目には市町村介護保険担当新

任職員研修会が予定されており、その中で全員

(6人)が、研修内容の講義を担当することと

なっていた。

赴任して lヶ 月は必死になって、これまでに

行われた 「全国介護保険担当課長会議」資料の

読み込み作業を行った。更に担当者 6人が共通

理解をしているのか。確認の班会議を週 1回定

期的に開催し、この班会議は平成12年度介護保

険制度施行まで引き続いて行われた。班会議が

あることでハー ドなスケジュールを乗り越える

ことができたと確信している。保健婦として準

備作業に携わることで、より専門性が発揮でき

る役割は何かと常に考えながら進めてきた。

特に、介護支援専門員の養成、要介護認定等

の体制づくり、介護保険事業計画策定等を中心

的に担当してきた。介護支援専門員養成では実

務研修受講試験の準備を沖縄県社会福祉協議会

に委託をし、準備を行ってきた。

介護支援専門員は介護保険制度において、要

介護認定の認定調査 (市町村から委託)や介護

サービス計画 (ケ アプラン)の作成、サービス

の継続した把握 (モニタリング)、 評価といつ

た一連の過程、支給限度額の上限管理などを行

うこととなっており、制度運用上の極めて重要

な役割を担つている。

県内において、平成 10年度に811人、平成H

年度に793人 の介護支援専門員受講試験の合格

者が出た。看護職の合格者は平成10年度で418

人 (保健婦70人、助産婦 8人、看護婦 (士)31

4人、准看護婦 (士)26人 )、 平成11年度で467

人 (保健婦 (士 )66人、助産婦 12人 、看護婦

(士)326人、准看護婦 (士)63人であった。合

格者の割合でみると、平成10年度は51.5%、 平

成11年度は58.9%と なっており、約半数以上が

看護職者で占めている。 (表 1)

表 1 介護支援専門員合格者数

467418合  計

6326準看護婦・士

326314看護婦・士

128助産婦

6670保健婦・士

平成11年平成10年
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合格者に対する 「実務研修」が更に大変なも

のであった。研修会は平成H年 1月 から毎週土

日も休むことなく、宮古、八重山を含む地域で

実施 してきた。養成研修では数多 くの指導者

(厚 生省の研修受講者)や講師 (各 団体の推薦

者)の先生方に支えられた。また、第 1回の介

護支援専門員実務研修受講生の皆様には大変迷

惑をかけた。具体的な指導案を作成し準備万端

の状況で研修会に臨んだつもりであったが、実

際にはさまざまな職能集団が集まっているため

基礎教育の違った受講者に、同一視点での理解

を得るのは並大抵のことではなかった。受講生

からは苦情があったが、研修最終日には感謝の

言葉もたくさん頂いた。研修会を実施すること

で、保健婦として職種を越えた交流がもてたこ

とで、それぞれの専門職者の幅広い実態を知る

ことが出来たので大変な自己成長に繋がったと

思う。特に、質の高い介護支援専門員を養成す

るため、保健婦として培ってきた課題分析能力、

コミュニケーション能力、ケアプラン作成能力、

事業者との調整能力、情報管理能力を最大限に

生かし、介護保険の基本理念である 「利用者本

位のサービス提供」、「医療と福祉の統合」、「高

齢者の自立支援」を推進できるよう努めてきた。

もう一つの役割は、介護認定調査員研修・介

護認定審査会委員研修会がある。 2つ の研修も

二定の基準が厚生省から示されたので、その時

間数や項目数を完全に受講するよう計画が立て

られた。認定調査員として研修を受講すると修

了書を交付する作業等、実際の現場での講義や

事務処理で毎日が寝る間もなく業務が行われた。

調査員として登録された職種が市町村職員、医

師、保健婦・士、助産婦、看護婦・士、准看護

婦・士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、

歯科衛生士、精神保健福祉士、ホームヘルパー

等の数多くの職種であった。 (表 2)

介護認定審査員については (表 3)に示す状

況で養成研修を行った。

表 2 認定調査員の養成数

表3 認定審査会委員養成研修確保状況

審査員総数483人のうち、医療分野で254人

(52.6%)、 保健分野114人 (23.6%)、 福祉分野

115人 (23.8%)と なっている。研修会では、

模擬審査会を行うためにシナリオづくりを中部

病院の豊永先生と電話やFAXで 何度も手直し

を加えながら実演を行った。依頼されたそれぞ

れの分野の委員は快く引き受けて下さつた。そ

のことがゆとりのない我々の心を癒してくれた。

中でも、台風のため延期になった八重山地域の

研修を担当する医師の確保が困難でどうしよう

もない窮地に追い込まれていた我々の前に風の

ように北中城若松病院の田頭政二郎先生が現れ、

「先生、明日、八重山に行って頂けませんか。」

と哀願すると業務を変更して引き受けて下さっ

た。このように様々なところでみなさんに支え

られて業務が遂行された。

介護保健事業支援計画策定業務については、

要介護者等の実態調査内容について市町村や関

係部署との連携を密に取りながら検討を行って

きた。特に、保健婦が関与したことのメリット

としては、関連課 (保健・医療 。福祉・教育等)

との連携による効果的な介護予防事業の取り組

みを提案してきたところにあると考える。

以上、介護保険制度施行までの準備期間に保

健婦として関わってきた大まかな内容を記して

終わりにします。

576714916755495合 計

八重山官古南部中吉[】ヒ吉|総数圏 域

232520315280483人 数

352423863合議体

八重山宮古南部中吉|】ヒ吉|総数圏 域
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介 護 保 険 に関 わ って

◆はじめに

看護士としての病院勤務、保健士としての公

務員生活が始まったのが、平成10年 6月 でした。

当初は、保健分野での採用でしたが、介護保険

という聞き慣れない分野での、ただ一人の担当

としてのスター トでした。

介護保険に関わつて、準備期間から現在まで

約 3年近くなります。その中で、感じてきた看

護職としての介護保険への関わり方、これから

の関わり方について多少なりとも感じたことを

述べたいと思います。

◆準備期間から施行までの業務において感じた

こと。

就職後関わつた業務内容は、表 1～ 3の通 り

となります。表 1は、高齢者保健福祉計画及び

介護保険事業計画策定に関しての業務、また、

要介護認定のモデル事業関連、平成11年 10月 か

ら開始された要介護認定に関する準備業務が中

心となっています。表 2は、準備期間中である

平成12年 3月 までに関わった事務関連業務が中

心となっています。表 3は、施行後から関わつ

ている要介護認定関連の受給業務、介護サービ

ス給付関連業務が中心となっています。

これらの表からわかるように、計画策定、要

介護認定、介護サービス給付を中心とした業務

に関わつてきました。

計画策定においては、高齢者や介護者の精神・

身体・社会的状況や生活状況を把握し、介護サー

ビスに対して、何を求めているか、どのような

介護を求めているかについて中心に議論を重ね

てきました。この高齢者保健福祉計画や介護保

険事業計画は、高齢者保健福祉、介護という分

中城村役場健康福祉課

保健士 照 屋 淳

野において、行政がどう対応していくか、どの

ような地域社会をつくりあげていくかの方針を

掲げたものとなります。今後は、計画の進捗状

況も踏まえ、高齢者保健、福祉、介護の現場へ

の積極的介入を行い、地域住民のニーズを把握

し、施策へ生かしていけるようなデータの収集、

提言等をおこなうことが地域における看護職の

役割と考えています。

要介護認定については、現在もメディアによっ

て様々な報道等がなされていますが、全国一律

の基準による初めての試みとなっており、調査

方法や審査基準等については、施行後も様々な

機会を重ねてひとつひとつ積み重ねている状況

にあります。

この業務においての看護職の役割は多大なも

のがあります。

まず、申請時において、申請者 (介護者)が

抱える悩みを聴取し、介護保険だけで解決でき

るものなのか、他の制度 (福祉関係、保健関係、

等)との調整も必要となるものか等の判断が求

められることもあります。

また、認定調査の精度を上げるための関わり

があります。調査員の研修や、調査項目の統一

的解釈、調査結果と主治医意見書の内容検討、

医療機関との内容確認における調整、等があり

ます。

そして、認定審査会における審議内容の確認、

委員との専門的質屍応答、議事録の調書、等が

あります。

結果通知後は、その判定に不服のある方の苦

情や相談等に対応し、住民が安心して介護保険

制度を利用できるようサポー トする役割が重要
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となります。

認定結果と大きく関わる業務に、給付関連業

務があります。利用者が受けている介護サービ

スが適切に行われているか、何らかの トラブル

等を抱えていないか、利用者の介護支援専門員

(ケ アマネージャー)と の連絡調整が必要とな

ります。

ケアマネージャーは、看護職以外の福祉職や

事務職を一定年数経験した専門職の方が取得で

きる資格です。介護保険では、決められた介護

度に応じた介護サービスを計画し、サービス事

業所と調整し、利用者が安心したサービスが受

けられるようにサポー トする役割となります。

これ以外の業務に給付請求管理がありますが、

現在の所、ケアマネージャーの多くは、この給

付管理に追われ、利用者が安心して利用できる

介護サービスのアセスメントが不十分となって

います。行政における看護職は、これらのケア

マネージャーと連携を取り、充分な介護アセス

メントが出来るような情報提供 (公的サービス

情報、介護事業者サービス情報等)を提供し、

ケアマネージャーの要望や相談を受け付け検討

していく必要があると考えています。

給付業務において浮かび上がる利用者の状況

で、特に目立つのは、区分支給限度額いっぱい

のサービスの利用がないこと、介護サービスの

利用に偏 りがあること等があります。

区分支給限度額とは、認定審査会で決定した

介護度に応じて 1割負担のみで利用できる介護

サービスの限度額のことです。この限度額いっ

ぱいの利用がないことが目立つということは、

様々な理由がありますが、地域の声としてきか

れることは、限度額いっぱい利用した場合、 1

割負担が困難ということがあります。窓口には、

「1割負担ができないから介護度を下げてくれ」

と要望にくる家族もいます。また、「介護保険

前と負担額が変わっている。高くなっている。」

との声もあります。

施行前のサービスは、行政の 「措置」という

制度において、必要最低限の福祉の供給という

視点から、所得における負担率の低減等があり、

施行前に公的介護サービスを受けている方はほ

とんどが負担増となりました。これは、所得に

よる負担割合と介護度による 1割の定率負担と

いう制度の違いにより発生したものです。この

状況は、高齢者福祉のみでなく、障害者福祉、

老人医療の現場でも起こっています。

これらの低所得者への施策については、各行

政の対応、方針等により地域間の差が生じるこ

ととなります。行政における看護職は、地域の

声を整理・分析し、提言として上申していくこ

とも大きな役割と考えています。

介護サービスの偏 りの現象は、在宅サービス

では、デイケアの必要な人がデイサービスに通

所している逆転現象や、老人保健施設への入所

増が目立ちます。

デイケア、デイサービス利用者の逆転現象は、

ケアマネージャーのアセスメントが充分になさ

れていない結果ともいえます。また、老人保健

施設入所者の増加は、老人ホームの入所待機待

ちの状況や、在宅での介護が困難となる状況

(高齢者の独居、介護者がいない、地域の支援

体制の欠如等)力 あ`ることが考えられます。

これらの問題に対し、我々イよ ケアマネージャー

ヘの支援イ本制の構築や、地域社会での要介護者・

介護者支援体制のネットワーク構築への関わり

を強く求められています。

◆今後の関わり

介護保険に携わり、強く介護職に求められて

いるのは、要介護者を生み出さない地域づくり、

つまり、介護予防・健康増進・地域福祉社会の

構築の 3点が必要かつ不可欠と考えます。

介護保険におけるデータには、利用者の疾病

状況、身体状況、精神状況等があります。これ
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らのデータを分析し、介護予防の基礎データと

しての活用等が考えられます。また、利用サー

ビスデータから、地域において利活用されるサー

ビスの検討が出来ます。

これらの各種データを用いて、保健福祉分野

と連携し、地域福祉社会のネットワーク形成に

役立てることができると考えています。

表 1.介護保険担当として関わつた業務① (準備期間)

勁ι%妙θガ/γθ吻 肋ι%%終″gP,′とyιttι ψθチ

介護保険分野における行政看護職の役割は、

まだ、確定されたものではありません。確定さ

れたものでないため、さらなる発展が期待され

る分野でもあると考えています。

これからも、地域住民に還元できる、役立つ

仕事を心がけてがんばっていきたいと思います。

h.審査結果に関する苦情、相談等の受付、対応

平成11年

7月 ～

平成12年

3月

g.審査結果送付 (結果通知、被保険者証)

f.審査会運営 (調査方法の確認、調査項目の定義確認、審査会審議段階の確認、審査)

e 調査結果と主治医意見書との内容確認

d.申請受付、調査 日程調整、意見書作成依頼

C 申請者促し (実態調査結果より該当者 (サービス受給者、要援護該当者)へ声掛け

b.認定審査会委員の選定 (関連機関 (医師会等)と の調整)、 審査方法等の研修

a 調査員の選定・研修

2.準備要介護認定 (平成11年 10月 開始)への取 り組み

e,モデル事業のデータ取りまとめ

平成10年

6月 ～

平成13年

3月

d.準備認定審査会の運営補佐 (事務局 :宜野湾市)

c.認定ソフトの入力、調査結果出力

b.関連市町村 (宜野湾市・北中城村・中城村)と の調整

a.調査員の選定・教育

1.要介護認定準備業務 (モデル事業)

●準備期間の仕事 (要介護認定関係)

e.計画書のとりまとめ

d.コ ンサルタン トとの調整

C 資料の提示 (実態調査結果、保健福祉実績資料等関係資料)

b.計画方針の作成

a.委員の選定

2.新高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の運営

f.調査結果のまとめ (作業部会、策定委員会への提示)

e.調査結果の分析

d.調査結果の入力

c.調査結果の取 りまとめ

b.調査員への説明 (調査用紙記入方法)

a.調査用紙の検討・作成 (独 自の調査項目)

1.実態調査

●準備期間の仕事 (計画関係)

業 務 内 容期 間
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表2.介護保険担当として関わつた業務② (準備期間)

表 3.介護保険担当として関わつた業務③ (施行後)

3。 その他必要な業務

平成10年

6月 ～

平成12年

3月 2.関連機関との調整 (県、近隣市町村、医療機関、介護保険サービス事業者等)

1.条例、予算関係

0準備期間の仕事 (事務関係)

b.作成に関する疑問等の受付

平成11年

4月 ～

平成12年

3月 a.作成依頼届受付

1.介護サービス計画関係

0準備期間の仕事 (給付関係)

業 務 内 容期 間

h。 その他必要な業務

平成12年

4月 ～

g。 給付に関する相談業務

f.関連機関との調整 (居宅介護支援事業者、介護保険サービス事業者、介護保

険施設、医療機関)

e.高額介護サービス費管理

c.給付請求支払

d.過誤・再審査管理

b.国保連合会との調整

a.受給者台帳管理

2.給付業務

1.要介護認定 (準備業務と同様)

●施行後の業務

業 務 内 容期 間
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地域と学校が連携した食生活教育への取り組み
―食生活教育プログラムの開発と活動普及事業について一

沖縄市役所 市民健康課

保健婦 大 城 恵里子

はじめに

沖縄市では、平成 8年度に沖縄市保健福祉計

画を策定した。計画策定時に実施した健康づく

りに関するアンケー ト調査から、若い人ほど食

事のバランスや摂り方が悪く、欠食が多いとい

う結果がみられ、子どもの頃からの食生活教育

の必要性が示された。子どもの頃の食生活は、

その後の食習慣に大きな影響を与えることから、

この結果を重要視し、コザ保健所、沖縄市教育

委員会、琉球大学教育学部教育カウンセリング

コースの協力のもと、平成10年度から3年間食

生活の行動変容を目標とした事業に取り組むこ

ととなった。

食生活教育の概要

1)事業の目的

第一に食生活の問題点とその実態を把握し、

課題を設定する。第二にこれをもとに学校、地

域で知識の普及だけではなく、食行動の変容を

めざした体系的な食生活教育プログラムを開発

する。第二に学校、家庭、地域、行政が連携し、

望ましい食生活の普及活動を推進することを目

的としている。

2)ヘルスプロモーションの実現をめざして

食生活教育プログラムの最終日標、健康目標、

食生活の行動目標を実現するために、その関連

要因をGreen,L.W,等 のプリシー ド・プロシー ド

モデル (ヘルスプロモーションの理念に基づく

保健政策のモデル)を活用し、食生活教育プロ

グラムの行動変容モデルを作成した (図 )。 各

関連要因の内容はプログラム案として盛り込ま

れ、それをもとに授業と講座を実施した。

食生活教育の実践内容

1)ライフスキル教育研修会の開催

関係者が一堂に会し、ライフスキルを基礎と

した食生活教育について学び、お互いに連携を

とりながら実践活動に生かすため、神戸大学の

川畑徹朗先生を含め 3人の先生方をお招きし、

沖縄市で毎年研修会を開催した。 2日 間にわた

る研修会にも関わらず、医師、保健婦、栄養士、

教諭、養護教諭など毎年大勢の方が参加され、

食生活教育の取 り組みに向け有意義な研修会と

なった。

2)モデル地区の小学校での食生活教育

小学校では、 5年生からスター トし中学 1年

生まで、同じ生徒に 3年間ライフスキルを基礎

とした食生活教育を授業の中に位置づけ、参加

型学習を中心とした内容の授業を実施した。 1

年目は「おやつ」をテーマに家庭科の時間に3

時間、 2年 目は「朝食」について家庭科の時間

に8時間、 3年目は 「セルフエスティーム (自

尊心)の形成」について総合的な学習の時間に

3時間授業を行った。

授業を通し、子ども達の吸収力の良さに驚か

されたとともに、よい生活習慣の形成には小学

校段階からの教育の必要性を再認識した。

3)モデル地区の中学校での食生活教育

中学校では、 1年生からスター トし3年生ま

で、小学校同様同じ生徒に 3年間授業を実施し

た。 1年 目は 「セルフエスティームの形成」を

テーマに保健イ本育の時間に 3時間、 2年 目は

「朝食」 について家庭科と保健体育の時間に 5

～ 8時間、 3年目は 「おやつ」について保健イ本

育の時間に 3時間授業を行った。
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中学校では、朝食やおやつ等食事の問題点が

多く見受けられることから、小 。中学校での一

貫した食生活教育が大切であると感じた。

4)保育所での食生活講座

保育所では、食事の問題が保育上の大きな間

題の一つになっていることから、通所児の保護

者を対象に、 1年目は 「朝食・おやつの導入」

をテーマに 2回、 2年 目は 「朝食」について 3

回、 3年目は 「おやつ」について 3回の講座を

実施した。

保護者にとっても食事は、育児上の悩みの一

つであり、食生活講座では悩みをお互いで解決

するよい機会となったようである。

5)地域での食生活講座

子ども達にとって食事の中心は家庭であり、

家庭での食環境は子ども達の食生活習慣の形成

に大きな影響を与えると考え、モデル地区の小・

中学校のPTAと 地域住民を対象に夜間の食生

活講座を実施した。   前 提 要 因

1年 目は 「朝食」をテーマに 5回、 2年目は

「昼食・間食」について 9回、 3年目は 「夕食」

について 6回の講座を実施した。

食生活教育の今後の展開

本事業は全国的にも新しい取り組みであり、

これまでの道のりは決して楽ではなく、課題も

残されている。しかし、学校では、平成14年度

から総合的な学習の時間が導入され、地域では、

厚生省が策定した健康日本21に沿って、幼少期

からの生活習慣病予防対策が行われ、沖縄市の

活動はこれからますます重要になってくる。こ

れまでの 3年間、食生活教育プログラムの開発

と活動普及のための体制づくりに力を入れ、少

しずつ関係者や参加者が変わってきているのを

感じる。ヘルスプロモーションの実現をめざし、

地域と学校が連携した食生活教育を普及するた

め今後も共に活動を続けていきたいと考えてい

る。

食生活の行動目標

最終目標

図 :

食生活教育プログラム

の行動変容モデル

弁当店

スーパー、生協

コンビニエンスストアー

ファーストフード

居酒屋

家庭での食環境

社会的要因への対処スキル

朝食・昼食・夕食記録、分析

食べ物の選択スキル

具体的スキル

献立、弁当づくり

ライフスキル

よい食生活行動への意思決定

や目標設定

朝・昼・夕食、間食の摂り方

(弁 当、外食、おやつ)

対人関係スキル

よい断り方

生活習慣

病の予防

実 現 要 因

QOLの向上

健康増進

寝たきり予防

医療費の低減

周囲の人々の行動や態度

仲間づくり

家族との関係づくり

指導者づくり

食 環 境

健康目標

ヘルスプロモーション

施策 :

沖縄市成人

保健実施計画

組織 :

食生活教育ブログラム

検討委員会

実行委員会

J

r

食生活教育プロ

グラムの開発と

活動普及事業

決まった時間に食事を摂る

朝・昼・夕食を適量摂取する

間食を適量摂取する

バランスよく食物を摂取する

砂糖、脂肪を適量摂取する

ビタミン、ミネラルを十分摂

取する

食物繊維を十分摂取する

強 化 要 因

栄養に関する知識

栄養素、働き、量

バランス

エネルギー所要量

食行動に関する知識
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「在宅健康管理システム うらら」の活用

平良市役所保健予防課

保健指導係長 武 島 和 美

I はじめに

昭和57年度の平良市住民健診結果で、高血圧

の有所見者が25%と高率であった。昭和63年 か

ら平成 2年までに行われた琉球大学柊山教授ら

の調査では平良市における脳出血の発症が沖縄

県平均の1.5倍 となっていた。平成 2年 には、

県立宮古病院の調査で、宮古では働き盛 りの40

歳代、50歳代での脳出血発症が多いことが判明

し社会的に大きな問題となった。これらのこと

が契機となって、平良市では、平成 3年から

「脳出血ゼロ作戦Jと 銘打って、地区医師会と

宮古保健所の協力を得て健康教育事業を展開し、

平成 7年まで継続した。保健所では「脳卒中情

報システム」を導入し、脳卒中発症後早期に訪

問・保健指導を行い、医療・福祉の連携充実に

努めてきた。平成 4年には宮古病院に入院した

脳出血発症者の過去 5年間の生活調査を行い脳

出血発症者の要因を浮き彫 りにした。平成 5年

には、 「脳出血発症に関するケースコントロー

ルスタディ」が実施された。これらの調査研究

から、脳出血の発症には高血圧の既往と家族歴・

高血圧の放置・治療中断・長い労働時間・過労

などが関連していることが強く示唆された。特

に治療中断のリスクは 8倍 となっており宮古保

健所と国立公衆衛生院疫学部、藤田らの 「レセ

プ ト調査研究」においても同様の結果が確認さ

れた。このような状況の中、福島県の西会津町

の在宅健康管理システム 「うららJが循環器疾

患の予防と、健康づくり事業に対し高い評価を

受けていることを知り、同町を視察することが

できた。平良市としては、医師でもある市長が

掲げる「健康な街づくり政策」の実現に向けて、

平成 8年度から厚生省の 「地域保健推進特別事

業」の指定を受け 「在宅健康管理システム」を

導入した。

本システム導入後の変化と有効性及び今後の

保健事業のあり方について検討したので報告す

る。

Ⅱ 平良市の概要

平良市は、沖縄本島の南西326kmに 位置する

宮古島にあり商業の中心地となっている。面積

は離島の大神島も含め、64.5平方キロ。年中温

暖で、亜熱帯特有の花木や植物が繁茂し、美し

い自然を背景にトライアスロン全国大会が行わ

れるなど、スポーッと観光で知られている。最

近は癒しの島といわれ、ホスピタリティーの素

晴らしさが人々の注目を集めている。平成12年

4月 1日 現在の人日は、34,738人 、世帯数12,7

64世帯、高齢化率 15.9%、 平成11年度の住民健

診の受診率は31.6%、 主な健診結果の内訳は高

血圧 7%、 心電図異常8.5%、 糖尿病 15.6%、

肥満25%であった。

Ⅲ 在宅健康管理システムの概要

1.導入目的

(1)脳 出血の発症予防を行う。

(2)利用者に日常的に保健指導を行い、生

活習慣改善に結びつける。

(3)利用者の自己健康管理意識を高める。

(4)健康づくり事業と並行して実施し医療

費の軽減を図る。

2.対象者

(1)基本健診で、循環器疾患の要指導・要
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医療となった者のうち経過観察、保健指

導が必要な者

(2)医師が循環器系の保健指導が必要と認

めた者

(3)大神島 (無医地区の離島)の全世帯

3.本システムの運用の流れ

。本シス歩ムに専門委員会と運営委員会を設

置する

。専門委員会では、地域説明会と地区医師会

から紹介された者を利用者として選定する。

また本システムの効率的な運用とその評価

について検討し運営委員会へ上申する。

・運営委員会では専門委員会から上申された

事について検討し決定する。

・家庭用端末機 (う らら)で利用者が問診ヘ

の回答、血圧、脈拍、心電図、体重、体温

を測定し電話回線で送信する。

・保健センターに設置されたホストコンピュー

ターに送信されたデータは自動入力され数

値やグラフでわかりやすく表示される。

4,保健婦の役割

(1)対象者への利用についての説明 (地域

説明会)

Ⅳ 利用状況

1.利用者のプロフィール (疾病、性、年令、

医療保険別状況)

表 1

尋

(2)データのチェック

(3)医師 (ア ドバイザー)の指導のもと主

治医と連携し受診勧奨及び生活指導を行

う。

・利用者へのメッセージの送信、電話及び訪

問指導

(4)健康相談・教育の実施

(5)月 間レポー トの作成・送付

(6)運営委員会の実施、専門委員会の実施・

参加

問題なし

異常ありと思われるデータ

異常あり

月間レポー

トの送付

(全員)

受診の有無、生

活状況、内服状

況の確認

主治医へ情報提供

訪間、電話等で保

健指導・受診勧奨

メッセージ送信

保健センター

アドバイス医師より

指導、助言を得る

うららのアドバイス

医師へFAX

送信されたデー

タをチェック

メッセージの

送信

379

100

14

37

108

28.5

108

28.5

149

39,3

95

25.0

159

42.0

73

19,3

44

11.62.1

156

41.2

223

58.8

計

%

272(71.8%)

44(11.6%)

49(12,9%)

3(0,8%)

7(1.8%)

4(1.1%)

9

2

1

1

1

58

25

22

2

1

84

9

11

1

3

121

8

15

1

2

2

58

15

19

2

1

113

20

16

2

5

3

57

6

9

1

38

3

3

6

2

119

17

15

2

3

153

27

34

1

4

4

高  血  圧

脳 卒 中の既往

心  疾  患

高コレステロマル

そ の他 の疾病

疾 病 な し

計生保老保社保国保70+ヽ60イt50イt40+t30イt女男疾  病
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看護実践現場からの報告

疾病別には高血圧71.8%、 脳卒中の既往歴11.

6%、 心疾患12.9%、 高コレステロール0.8%、

その他の疾病 1,8%、 疾病なし (無医地区)1.1

%となっている。

性別では、男性約60%、 女性約40%が 「うら

ら」を利用している。

年齢別では、60代が最も多く42%、 ついで50

代が19.3%、 40代 H.6%、 30代 2.1%と なってい

る。また医療保険別では、国保約40%、 社保約

30%、 老保約30%加入している。

家族構成は 3世代が一番多く31.6%、 親と子、

1人暮らしがそれぞれ19.9%、 夫婦のみ10.7%、

その他18.9%と なっている。

2.送信状況 (平成 9年度)

送信状況は、毎 日送信は35人 (10.1%)、 週

2～ 3回 37人 (10.8%)、 週 1回 45人 (18.1%)

の計H7人 (34.0%)が有効な利用とみなされ

るが、月 1回未満の利用者227人 (66.0%)は

有効な利用がされていない。

表 2 送信状況 (平成 9年度)

3.保健指導での有用性

(1)異常データとその対応

平成 9年度の送信データ18,386件 のうち心電

図に異常があったデータは195件 (1.1%)で あっ

た。

高血圧ステージⅢで緊急治療の指示があつた

のが 2人あり、訪問と電話で受診を勧めた。他

に心房細動、連発性期外収縮が各 1人で緊急要

治療であった。その他、データにたいしては、

メッセージ、月間レポートを用いて保健指導を

行っている。また、利用者対象の循環器教室で

生活習慣のチェックを行い特にハイリスク者に

勁ι γι″θオ/″ο%肋ι%%鱈夕箔 つτθttι ψθケ

は医師や保健婦、栄養士が参加して個別相談を

実施している。

表3 異常データとその対応

(2)正常データヘの対応

適正な食事や運動等の生活習慣の維持や、内

服継続の必要性を週に 1回程度メッセージにし

て送信する。また、住民健診の受診勧奨、季節

ごとの疾病予防の指導を行う。月間レポート、

健康教育・相談は全員に行っている。

9823
195

(100)
計

14
62

(31.8)
異 常 な し

202
40

(20,5)
経 過 観 察

366上記疾患等の疑い
42

(21.5)
要 精 査

349
右・左脚ブ
異形狭心症
洞性頻脈・

ロック

徐脈等

47

(24.1)
要 治 療

22
高血圧ス
心房細動
連発性期

テー ジⅢ

外収縮

2人
1

1

4

(2.1)
緊急要治療

電話訪問
疾 患件数

アドバイス
医師の指示

対応

100.0%66.0%34.0%

100.0%48.0%18.09`13.1%10.89`10.1%

344人165人62人45人37人35人

合 計2～3ヶ月に1回月1～2回週1回週2～ 3回毎日利用
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創立50周年記念誌

V 評 価

1.利用者のアンケー ト調査とその結果

利用者344人 に対しシステム利用状況と、利

用後の感想についてのアンケート調査をおこなっ

た。281人 (81.7%)か ら回答を得た。

(1)健康の目安として役立っていますか ?

役立っている167人 (59,4%)

少し役立っている59人 (21.0%)

あまり役立っていない36人 (12.8%)

無回答19人 (6.8%)

役立っていると回答した者は全体の約 8割

となっ
~(「

いる。

(2)う ららを利用して変化した事は何か ?

健康への関心を増した者163人

食生活に気を配るようになった108人

運動をするようになった46人

生活が規則的になった55人

など行動の変容があった。

特に変わつたことはない50人

無回答27人

がおり今後の課題となっている。

(3)う ららの測定で注意している項目につい

て

主な回答結果を多い順に見ると

血圧239人 (85,1%)

心電図145人 (51,6%)

脈拍82人 (29。 2%)

保健婦からのメッセージ75人 (26.7%)

この結果から血圧に関心が高いことがわかる。

(4)う ららを利用して満足していますか ?

満足155人 (55.2%)

不満足94人 (33.5%)

無回答32人 (H.4%)と なっている。

不満足94人 の主な理由は、測定結果が病院の

値と違う51人 (25.6%)、 毎日の測定が負担33

人 (16.6%)、 使い方が難しい31人 (15.6%)、

図 1.健康の目安

128'`

21.0%

囲 役立っている
こ互少し役立っている
■ あまり役立っていない

59,4X □ 無回答

結果の見方がよく分からない29人 (14.6%)で

ある。

図 2.利用しての変化 (複数回答)

健康へのB母心が戦した

健康管理に自信が持てた

運動するようI韓つた

保健センターが身近になつた

健康の不安が小さくなつた

生活が規則的になった

食生活に配慮する

健康管理が自主的になつた

その他

特に変わつたこと1よない

無倒答

0 50     100     150    200

65

108

114

105

105

■163

図 3.測定時注意項目 (複数回答)

間診

血圧

脈推

心電区l

体温

体重

保健婦メッセーシ・

無回答

239

82

17

75

92

0     50    100   150   200   250   300
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看護実践現場からの報告

(5)月 間レポー トをどのように利用 してい

ますかの問いには、 自分で保存 し健康管

理に役立てているが161人 と圧倒的に多く、

次に時々見ている52人、主治医に見せて

いる40人、全然見ていない28人 の順となっ

ている。

(6)自 由記入欄によせられた意見

。自分で体調を把握でき、一人暮 らしでも

安心して生活できる。

・食生活に注意するようになり、酒を控え

るようになったリウオーキングを始めた。

・保健センターが身近に感 じられるように

なった。

・月間レポー トの「保健指導」が手書きで、

自分の頑張ったことを評価 してくれるの

で楽しみ。

(改善してほしい点)

・血圧の測定値が病院での値と違う。

・心電図のとり方が難しい

2.有所見者結果

・住民健診での高血圧有所見者率は平成 8年

度は15,8%であったが平成H年度は 7%に

減少している。

3.事例

1)K・ 0さ ん (65才 男性 夫婦 2人暮らし)

平成 8年の住民健診で血圧140/90mmHgと

勁ι γι夕ο″/γο物 肋ι%クγ勤雪融∝続cO ψοチ

血糖170mg/』要指導と指摘された。

平成 9年 2月 に本システム設置。循環器教室 。

糖尿病教室等参加し、食事に注意しウォーキ

ングもはじめ血圧は120/80mmHg血糖も11

0mg/』 と正常になり、健康管理に自信が持

てるようになった。

2)S・ Sさ ん (70才 男性 独居)

平成 6年の住民健診で高血圧・心電図異常

を指摘される。内服治療の必要ないとの診断

で平成 9年 2月 に本システムを設置した。異

常心電図が再度みられたため精査し、治療開

20

15

10

5

0

ま

14.3
15.8

12.8

8    9・ 1

7

H6    H7    HB    H9   H」 O   Hll

図 4.利用の満足度

/r.ィ″

びi´″

足
満足

回答

満

不
無

園
磨
鐵

♂♂.デ″

図 2.利用しての変化 (複数回答)

使い方が難しい

時間がかかる

腕院の値と差がある

毎日瀬定は負担

環目数が少ない

結果の見方が不明

結果判定が遅い

健康への不安が増す

その他

無回答

0    10   20   30   40   50   60

33

31

9

121

11

0

131

図3.測定時注意項目 (複数回答)

主治医に見せる

保存し健康管理

時々見ている

全然見てない

その他

無回答

O 50 100 150      200

10

161

52
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倉J立 50周年言己念言志

始したが中断ぎみであった。

6月 利用者対象の健康教育と来所での相談後

は、毎日送信するようになり、主治医も、受

診時には月間レポー トや心電図を持参するよ

う指示した。現在は治療継続中で飲み過ぎや

疲れた時に計測値に表れるので、日常生活に

注意するようになった。

Ⅵ 考 察

導入目的にそって達成度を検討してみた。

1,脳卒中発症状況

脳卒中情報システムで平良市の脳卒中発症の

変化をみると平成 5年の70件をピークに、次第

に減少しつつある。特に導入の発端となった脳

出血が減少し、平成10年では34件 まで減少して

いる。

2.生活習慣の改善

アンケー トで生活習慣の改善状況をみると、

58%が健康への関心が増し、食生活の改善が10

8人 (38.4%)、 運動習慣の改善46人 (16.4%)、

規則的な生活改善55人 (19.6%)で あった。

また、うららを生活のパー トナーとして毎日

送信することが習慣化した35人 のうち、ID順 に

無作為に10人 を選び、平均血圧でみると、年間

をとおして血圧値は最大血圧がHO～ 140mmHg

、最小血圧は60～ 90mmHgに コントロールさ

れている。月 1回の利用者62人 のうち、ランダ

ムに選んだ10人の平均血圧のコントロール状況

は、毎日利用者に比較しコントロール状況が悪

い。

3.自 己健康管理意識の啓発

アンケー トでは、健康管理が自主的になった

のは、114人 (40.6%)あ り、月間レポー トを

主治医に見せる、保存して自ら役立てていると

答えている。このことから利用者の健康管理意

識の高まりがうかがえる。

表 4 脳出血の発症状況 (宮古保健所 脳卒中情報システムより)

本システム利用者の脳出血発症は 1例あるが設置したばかりで利用がほとんどされていない状況

で発症した。現在、障害もなく自立しているが、再発作の可能性が高いので、引き続き訪問指導や

教育・相談で動機づけを行い、継続した測定 。送信を指導している。

97.10.23226634平成10年

151.20,628282359平成 9年

171.50.9610242357平成 8年

182.70.504381961平成 7年

184.41.269232961平成 6年

213.30。 749352670平成 5年

人口10万

対発症率

脳 出 血

脳 梗 塞
そ の 他脳 梗 塞脳 出 血発 症 数
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4.医療費 (資料 :国保連合会)

表 5高血圧性疾患、虚血性心疾患、脳出血、脳梗塞の入院・通院の診療件数と診療費

循環器疾患の医療費の推移を見ると、平成 7年は前年度比較で25.6%増、平成 8年は17.7%、 平

成 9年は6.8%と 鈍化傾向となった。一件当たり診療費をみると、入院については国保は減少傾向、

老保は増加、入院外は国保、老保とも減少傾向となっている。

Ⅶ まとめと今後の課題

まとめ

1,在宅での血圧管理や不整脈の管理に有効

である。

2.利用者の健康管理意識の啓発や、生活習

慣改善の動機づけに有効で、保健婦や栄養

士の指導にも効果的である。

3.医療費の抑制効果については、 1件あた

りの診療費が横這い又は減少等みられるが

指標を改定して、継続的、長期的にみてい

く必要がある。

今後の課題

1.健康管理意識の啓発を継続し、システム

の有効利用をすすめる。

2.生活習慣の改善や適切な受診に結びつけ

る保健指導をしていく。

3.機器の改善について提案していく。

4.主治医との連携を強化する。

Ⅷ おわりに

循環器疾患の保健指導にマルチメディアを導

入し、一定の成果を得た。事業を進める中で先

進地と交流し「健康で生きがいを持ち、生涯を

安心して過ごせるまち」づくりには、総合的な

健康づくりの体制が不可欠であることを共通認

識として得ることができた。また、この事業が

食生活改善推進員の育成や骨粗しょう症の調査

等へも発展し、保健婦・看護婦 。栄養士等マン

パワーの確保にもつながり指導体制が整備され

てきた。更に健康保養地構想のプロジェクトも

進んでいる。

また、平成 9年度に策定された21世紀のビジョ

ンである第 3次平良市総合計画基本構想には重

+1.4+6.8+17.7+25,6前 年 度 比

43,735,600

675,842

44,352,520

646,255

40,364,250

694,624

34,284,760

739,2791件当たりの医療費合計
合  計

1,7631,9271,6161,336

11,904,580

16,285

15,532,190

19,587

11,315,820

18,281

9,873,430

19,747

731793619500老保入院外

一件当たり医療費

16,466,440

329,329

12,595,130

273,807

13,650,620

273,012

11,010,980

314,599

50465035老 保 入 院

一件当たり医療費

9,925,570

10,286

12,471,100

11,579

11,091,520

11,850

9,072,410

11,484

9651,077986790国保入院外

一件当たり医療費

5,439,010

319,942

3,754,100

341,282

4,306,290

391,481

4,327,940

398,449

17111111国 保 入 院

一件当たり医療費

H10H9H8H7H10H9H8H7

医 疼 費件   数
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創立50周年記念誌

点戦略として 「健康ふれあいランド構想」を掲

げ、個人や家族、地域社会における健康づくり

の施策を盛 り込んでいる。「脳出血の予防」 と

いう一つの目標でスター トした事業であったが

「健康なまちづくり」へと大きく進展した。

更に、「コホー ト栄養調査」「骨粗しよう症調

査」「朝食に関するアンケー ト調査報告」から

新たな健康問題が浮き彫 りにされている。これ

らを受け止めて、今後は 「健康日本21」 や 「保

健事業第 4次計画」にそって最終日標である一

次予防へと保健事業を展開していく予定である。

盤
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男女共同参画社会における助産職について

琉球大学医学部保健学科

教授 島 尻 貞 子

男女共同参画社会

平成11年 6月 に男女共同参画社会基本法が制

定されました。

男女共同参画社会基本法は新しい社会をつくっ

ていくために 5本の柱 (基本理念)を打ち立て

ました。そのひとつに「社会における制度又は

慣行についての配慮」が挙げ られ 「固定的な役

割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動が

できるよう、社会の制度や慣行のあり方を考え

ていきましょう」。 という行動の変革を求めて

います。

沖縄県では平成 9年度に「男女共同参画型社

会の実現をめざす沖縄県行動計画」愛称DEI

GOプラン21と して 「中国・四国 。九州地区男

女共同参画推進地域会議」が開催され、県内の

各団体はもとより各県外から多くの参加の下に

盛大に催されました。

男女共同参画社会とはなんだろう ?

様々な情報によると「男は仕事、女は家庭」と

いったような性別による固定的な役割分担にと

らわれずに職場で、学校で、地域で、家庭で、

それぞれの個性と能力を発揮できるような社会

づくりが必要な時代になるということのようで

す。

我が国の憲法には個人の尊重、法の下の平等

がうたわれており、男女平等の実現に向け、い

ろいろな、施策が取 り組まれてきました。その

一つに「雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関

する法律」通称 “雇用機会均等法"(昭和61年 )

が挙げられます。この法律では男女はすべてに

おいて平等でなければならない、そのため雇用

主が講じなければならない措置として 「募集・

採用」 「昇進」・・・等について差別してはい

けないということが法律で決められたわけです。

昨今、働く婦人は増加をしており、平成 9年

国民生活白書では、多くの女性が学校卒業後就

職し、結婚、出産によって退職、子育てを終え

てから再び働くという就労パターンが多くなっ

ております。女子労働者が増えてきたことは、

女性が職業というものを若い一時期だけのもの

ではなく、生涯を通じてのものという風に考え

ていると思われます。このように多くの女性達

が結婚・妊娠・出産後も仕事を継続していくこ

とは、家庭内にあっては、夫を含めその家族の

構成員である男性も家事 (炊事・洗濯・掃除・

育児・介護)その他諸々の役割が性差の区別無

く行われることが大切です。

このような経過を経て、私ども看護職の中で

長年の検討課題である男性助産士問題が浮上し

てきました。過去数年間この男性助産士導入に

ついては、看護職の間でもさまざまな考えや意

見の違いがあり、あらゆる角度から検討に検討

が加えられました。ところが平成12年春の国会

では見送られてしまいました。

男性看護職としては1947年に保健婦助産婦看

護婦法で看護士が導入され、1998年 の一部改正

により、保健士が誕生して以来保健婦助産婦看

護婦法の中では助産婦だけが男性に関戸を開い

ていない職業になりました。現代は日まぐるし

く変化する時代です。男性も、女性もそれぞれ

がジェンダフリーを目指し各々が自分に適する

仕事を求める時代です。

男性助産士に対しては、まだまだ、根強い反対
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運動は存在しますが、社会の動きに遅れないよ

うに今、社会の人々が目指す男女共同参画社会

の中での専門職業人として考えてみなければな

りません。

今日、各病産院や開業助産所などで行われて

いる保健指導などにカップルで参加することが、

ごく自然な行動のように見受けられます。彼ら

彼女達の間では、妊娠・出産は女性のみならず

両者の問題として考えられております。

助産業務は単に妊娠・出産介日力のみでなく広

く生殖 〔リプロダクタィブ・ヘルス/ラ イツ〕

に関わるもので、助産士の活動の場としては、

不妊治療や思春期男子学生へ性教育、一般男性

への性の悩み相談や育児学級担当などへの参加

が望まれます。母性看護学教育の場でも性差に

区別することなく、授業を展開しております。

また、受持制の母性看護実習の場では、男子学

生に対する母親達の受け入れも良好です。

助産婦業務の中で最も重要な核となるのは、

やはり “妊娠・出産"です。助産婦は各々の妊

婦と彼女を取り巻く周囲の人々と共にそれぞれ

が、いいサポー トをし、いいお産につなげてい

くことに心血を注いでお ります。

専門職として

世界的医学雑誌LANCET誌 のレター欄に

日本の助産院の質の高さについての報告が掲載

されております。 (THE LANCET,vo

1355,p2256,2000)そ れには助産婦が専門職と

して、妊娠、出産、産後の一貫した継続ケアと、

女性の感情、心理へのサポー トを基本姿勢とし

ていること・・ 。そして、そこで出産された女

性達はいきいきとして満ち足りたお産だったと

評価した等・・ 。日本の開業助産婦の技・愛の

すばらしさをのべております。

助産婦活動は人間理解の基礎に立ってリプロ

ダクティブヘルスに焦点をあてられており、正

常範囲の妊産褥期の女性、新生児、乳児期のケ

アについては独自に判断してその業務を遂行す

ることができます。たとえば、妊娠の診断、経

腔分娩の可否の診断、妊娠経過の管理、分娩前

の準備教育、分娩の取り扱い、特に個々の産婦

に合わせた、女性に備わつている自然の力や能

力 (エ ンパワーメント)を十分に引き出して母

子共に安全でよい出産を保障しなければなりま

せんので、基本的能力は確かで高度なものが求

められております。

分娩の99%が病産院で行われている現状にお

いて、施設のなかでは諸々の制限等で助産婦は

主体的に自己の専門性を打ち出すことの困難性

があることも事実であります。一方、開業権の

下に地域の中で開業助産婦として助産所を開設

した助産婦の場合、助産所を選んでくる妊婦と

夫、あるいはその家族に、お互いに意志の疎通

を十分に計り合いながら、専門職として妊娠の

診断・妊娠証明書の発行をし、妊婦と夫その家

族と共に妊娠を喜び、妊娠期間を生き生きと楽

しく子どもを迎える準備をして過ごします。そ

の間に信頼関係が築かれ、分娩時、そこには楽

しい出産、満足な出産、いいお産が待っていま

す。

今、助産婦教育は看護教育の修了後や大学教

育の中で位置づけられ、特に大学教育では看護・

保健婦の科目を履修後に行われています。大変

に過密スケジュールをこなさなければ助産婦と

しての国家資格を得ることはできません。助産

婦の業務については、専門職として、先に述べ

た正常範囲の妊産褥期等については自律して業

務を行い、すべての業務 (行為)について自己

決定と責任ある行動の下に日々の業務を遂行し

ております。

わたくしたち助産婦は、これからも歴史ある

助産の技 。愛を、誇りを持って伝承していきた

いと思つております。
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勁ι ψθガ/″θ%肋ι%%終ゲ響 砕acttι s´ο′

思春 期教 育 と助 産婦 の役 割
揺れ動く思春期をどうのり越えるか

上村病院

看護婦長 桑 江 喜代子

2000年 ミレニアムはもうすぐ幕を閉じようと

しているが、少子高齢化は21世紀へそのまま突

入することになりそうだ。

女性の地位向上、社会進出と共に結婚観にも

変化がみられ、結婚年齢の延長や出生率の低下、

核家族の問題、育児、仕事と家事との両立等新

たな問題を投げかけている。

一方、沖縄県の若年妊産婦は全国平均の約 2

倍となっており、経済的、精神的自立が未熟な

ために起こる様々な問題点も見逃せない。

また、十代の子供達の性モラルの低下や性の

低年齢化による望まない妊娠、出産や人工妊娠

中絶の増加 (十代の妊娠の80%は未婚であり、

60%以上が人工妊娠中絶を行っている。)テ レ

クラ、援助交際、性感染症の増加が注目されて

いる。

さらに、社会問題となっている親の子どもへ

の虐待、子どもの閉じこもりや家庭内暴力、少

年の凶悪犯罪など親子関係や人間関係が成長発

達に大きく関与している。

昨今、助産婦業務は妊娠、出産、育児と周産

期の女性だけでなく、個々の女性のライフサイ

クルに応じた援助とパー トナーや家族、そして

地域、行政も含めた支援が求められるようになっ

てきている。

各市町村における母子保健事業の取 り組みも

積極的、計画的に実施されており、母子保健推

進会議の委員として助産婦が参加していること

もニーズの高まりにあると言える。特に、思春

期は心身共に子どもから大人へと大きく変化す

る時期であり、異性への興味と同時に性に関す

る情報に翻弄され、誤つた知識のまま行動する

ことも多い。

東京都中 。高校性教育研究会調査によると

①性交経験率 平成10年 ( )は平成 7年

②避妊実施率

③初体験の動機

愛していたから (男46%、 女69%)

遊び・好奇心、ただ何となく

酒を飲んだ上、無理や り

④性について知 りたいこと

(男子)      (女 子〉

マスターベーション  月経

射精         妊娠 。中絶

性交        性器

包茎         性感染症

避妊         避妊

以上の調査から、性交経験率が上がっている

のに避妊率は低下している。又、性に関する悩

みを抱えながら、知識もないままに活発な性行

動が行われており、男女交際も含め正しい性教

2% (2%)5% (2%)中 1

3% (3%)10% (5%)中 2

8% (8%)15% (6%)中 3

22% (18%)25% (18%)高 1

35% (30%)33% (26%)高 2

39% (34%)38% (29%)高 3

女 子男 子学 年

21%23%いつも避妊していない

23%27%いつも避妊している

50完争↓50身子↓初めての性交時

女 子男 子
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育が必要と言える。

生命誕生という貴重な場面に深く関わる助産

婦は、思春期教育の中で生命の尊さ、子育て、

そして自分自身を大切にし相手への思いや りと

いたわることの重要性を語ることがこれからの

大きな役割と言えるのではないか。

そのために、思春期教室を充実させ、子ども

達がいつでも相談できる場所を作ってあげるこ

とが急務と思われる。

当院では平成 5年 5月 、学校週 5日 制導入の

モデル事業開始を機に、地域の受け皿事業とし

て助産婦を中心とした思春期ふれあい体験学習

をスター トして 7年になる。

最近では学校や地域に出かけて行き性教育を

実施しているが、年々そのニーズが高まり、本

格的に思春期教育に取り組んでいるところであ

る。21世紀を目前に、これまでの実践活動を振

り返り、これからの課題と助産婦の役割につい

てまとめてみた。

思春期教育の実際

(1)当院における思春期ふれあい体験講座

開催日 :毎月第 2・ 第 4土曜日

夏、冬、春休み期間

対 象 :中 。高校生男女 (10～ 15名 )

内 容 :・ 講話

ライフサイクルとその課題

思春期におこるイ本の変化

育児について

喫煙・′
l生感染症

・ビデオ

妊娠と出産

。ママと赤ちゃんのふれあい体験

抱っこ、オムツ交換、沐浴

授乳の実際見学

これまでの受講生 :700名 余

(2)学校での思春期教育

開催日 :家庭科授業 「保育」

対 象 :中学 3年生、各クラス男女

内 容 :講話 助産婦

実習 (モデル人形使用)

助産婦・保健婦・母子保健推進委員が担当

(3)市町村主催思春期ふれあい体験学習

開催日 :市町村事業計画による

対 象 :中学 2、 3年生男女

内 容 :講話 助産婦

ふれあい抱っこ体験

助産婦・保健婦・母子保健推進委員担当

(4)高校生の性教育

学年毎の集団講演会

日頃、勤務している中で感じることは、思春

期の性教育が計画的且つ具体的に継続実施され

ていれば、こころの変化や体の変化に戸惑うこ

となく、もっと素敵な思春期を過ごせるのでは

ないか。

知識があれば、相談できる大人がいれば、望

まない妊娠を避け性感染症におびえることなく

安心した青春を過ごすことができるのではない

か。そして、悩みや喜びを分かち合える友人が

いれば揺れ動く思春期を楽しく生きていけるの

ではないか。

「性は生」であり、いのちへの慈しみである

ことを伝えてあげたい。

男女がお互いの性を理解してこそお互いが協

力でき、いたわりあって共に素晴らしい人生が

送れることを。

まだ人生を知らない揺れ動く思春期の若者に

私達大人は真正面から受け止めサポー トしなけ

ればいけないと思う。

21世紀にはばたく子ども達に性をタブー視す

るのでなく、性 (生)についてオープンに語る

ことのできる社会環境を作つていくことが助産

婦に課せ られた役割と言える。

今すぐできることから始めよう。

132



看護実践現場からの報告

1.ふれあいイ本験学習の場をつくる。

2.思春期教室の開催

3.市町村母子保健事業への参加

4.思春期電話相談室の開設

勁ι%ψοπ/γθ物 肋ι%筋γsゲ箔 Pγ♂じ脆ιs´θサ

5。 思春期何でも相談室 (来所)の開設

6.学校、PTAと 連携しての性教育

21世紀の輝かしい未来に向けて出発しよう。

上村病院における赤ちゃんふれあい体験
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私が助産婦になりたいと思いはじめた15年前、

すでに分娩の99%病院、診療所で行われ、全国

的に助産院での分娩数が激減し、開業助産婦は

衰退の一途を辿る危機的状況と言われていまし

た。沖縄本島内では、分娩を扱う有床助産所は

2ヶ 所でした。その中の lヶ所の屋宜助産院で

一日だけの見学実習があり、その日運良く分娩

の見学ができました。屋宜先生の分娩介助は、

学生の私にもすばらしい技術だとハッキリ分り

ました。その熟練の技は、本当に魔法のように

見えました。産婦さんとの信頼関係の上に成り

立つ揺るぎない技術、そんな技術を目の当たり

にして、なぜ今、病院のお産が主流なのか、病

院のお産では、なぜ当然のように医者がリーダー

シップを取るのか疑問を持つようになりました。

私は、医者は医学という学問を学んだことで

他者を説得する力と世間の信頼を得ているが、

助産婦は助産学を学んだ自信が持てないから、

医師との対話が成立せず、世の中にも自分達を

アピールできないのではないかと考えていまし

た。そんな事を考え、時代の流れに逆行すると

いわれながらも、開業助産婦を目指した私の第

一歩は、大学院への進学でした。開業できる十

分な技術を身につけるには何十年かかるか分ら

ない、そんな時間は私にはない。この学歴社会

で世間を納得させ、自分も胸を張るには、大学

院卒という肩書きがきっと役に立つと思ったの

です。

修士課程を終えた私は、県内の総合病院の産

婦人科に就職し、 2年半の病院勤務をしました。

大学、大学院を通じて、出産準備教育、主体的

なお産というのが研究のテーマでしたから、そ

主体的なお産と育児への支援

かみや母 と子のクリニック

助産婦 平 良 恵 子

れを臨床の場で実践する時だと張り切って、マ

タニティクラス等に取 り組みました。その頃の

自分を振り返ると「ネコも杓子もヒッヒッフー」

の時期と言えます。私の考えた主体的な妊婦像

に近づけようと、ラマーズ法の呼吸をはじめリ

ラックス法、夫立ち会い分娩を薦めていきまし

た。助産婦の価値観にあわせた妊婦主体の分娩

なんて矛盾したことですが、その事に気づかな

いまま指導に明暮れ、お産が変化してきたと評

価されはじめた事を単純に喜んでいました。

このわずかな臨床経験をステップに、家庭分

娩を行なう出張専門の開業に踏み切りました。

もちろん自分の技術の未熟さは承知していまし

たが、若さ故の怖いもの知らずの行動です。非

常に危なっかしい仕事ぶりです。当時はとにか

く一生懸命で、自分の危うさに気づいていませ

んでした。それでも大過なく過ごせたのは、妊

婦さん自身がとてもセフルコントロールのでき

ている人たちであつた事が一番の理由です。99

%以上が施設分娩をするご時世に、家庭分娩を

選択する人たちというのは、自分のお産にこだ

わりを持つている人たちです。さらに目的を達

するための努力を惜しまない人たちでした。そ

んな人たちとの出会いにより、出産や子育ての

主体は自分自身であると自覚する事が、満足で

きるお産や育児に結びつくと強く思うようにな

りました。

また、私と共に悩み、一緒に分娩介助をして

くれる仲間の存在、どんなに遠い所でも駆けつ

けて、根気強く見守って下さった大先輩方がい

て下さつたおかげで助産婦が続けられていると

感謝しています。
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開業したといってもそうそうお産はありませ

んから、市町村の新生児訪問や育児学級、乳児

健診の保健指導も行いました。それまでの私は、

産後 lヶ 月位の母児としか接していなかったの

で、周りの援助も少なくなり、一人で子育てを

はじめた時期の母親が不安や孤独を強く感じて

いることにびっくりしました。気軽にSOSで

きなくて地域の中で孤立する母親は援助を待ち

望んでいると実感しました。

3年前から、現在の診療所に勤務しています

が、ここでは、出産・育児に真剣に取 り組むに

は、妊婦も助産婦も医者も同じ土俵に上がるべ

きとの考えから、助産婦外来の役割が重要視さ

れています。お互いに何を考えているのかを理

解し合うことによって、土俵を作り、お互いに

歩み寄る努力をしますが、その場が助産婦外来

ということになります。妊婦さんのニーズは様々

で、理解していくには時間がかかりますが、ぜ

ひ共有したい認識が 3つ あり、その事も時間を

かけて伝えていきます。

認識 1-産むのは妊婦です。お産は生れてく

る子供と産むお母さんのものであり、妊婦がど

んなお産を望むかによって、妊婦自身が努力す

べきことや病院側が準備すべきことが違ってく

る。

認識 2-それぞれの立場で、それぞれの役割

と責任を果たそう。妊婦の役割と責任とは、自

分のめざす目標に向かって、心も体も準備し、

行動すること。助産婦は、その行動が目標に向

かっているかを見守り、アドバイスし、異常の

予防に気を配ること。医師は、妊娠・分娩が正

常経過を辿るかをチェックし、異常を早期発見

し適切な処置を行うこと。

認識 3-努力は必ず報われる。努力すれば人

よりうまくできるではなくて、今の自分より良

い状態になれる。このような説明も含め、助産

婦外来では自分のお産なんだと自覚してもらう

勁ι名妙θオ/γθ%肋ι%%γsゲ鍵子酵αじ″じιs´θサ

ところから始め、何度もくり返し話し合い、具

体的なバースプランに仕上げていきます。

院内を見渡すと、楽しそうに妊娠・子育てを

しているママたちの共通点に気づきます。それ

は自分の必要な人・物・情報を求めて外来も病

棟もクラスもさては受付事務まで院内を自由に

というより、縦横無尽に闊歩しているのです。

そういう彼女たちにとってクリニックは、リラッ

クスできて安心できる場の一つなのだと思えて

嬉しくなります。すべての妊産褥婦にとって、

そういう場がたくさんあってほしいと思います。

そこには、私を理解してくれる人がいる、応援

してくれる人がいる、仲間がいると感じられる

様な場がたくさんあれば、出産・育児の不安や

孤独を少なくできるのではないかと考えます。

私の勤務地である糸満市は、若年妊婦の非常

に多い地域です。彼女達と接すると、院内の指

導だけでは時間的にも、内容的にも不十分だし、

妊娠以前の問題と感じることも多くあります。

そのような事もあり、去年から、ほんの少し糸

満市の母子関係の仕事をさせてもらっています

が、子供達、若者達だけでなく、母親 (父親、

祖父母)も含めた性教育の必要性を感じます。

今後、地域のそのような活動も助産婦の責務

として考えられるようになると思います。子を

産み、子育てを支えていく基盤づくりのために

も、助産婦自身もそのような活動に積極的に関

わっていく姿勢と能力を身につける必要がある

と痛感しています。
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医療過誤・看護過誤における看護職の法的責任
最新の事例を通して一

沖縄合同法律事務所

弁護士 加 藤

はじめに

近時、看護がらみの重大医療事故が報道で日

立っている。1999年 1月 の横浜市立大学病院で

の手術患者取り違え事故、同年 2月 の都立広尾

病院での消毒薬の点滴静注事故、2000年 1月 の

国立松江療養所での人工呼吸器のスイッチ入れ

忘れによる窒息死事故、同年 3月 の京都大学病

院でのエタノールを誤つて呼吸器の加湿器に入

れてしまった中毒死事故など。

医療過誤紛争の大多数は、医師の責任を中心

に論じられ、看護職員の責任は、問題とならな

いか、もしくはその後景に追いやられてきた。

しかし、このように頻発する看護事故は、改め

て看護職員にも重い法的責任が課されているこ

とを認識させるものである。沖縄県内では、看

護職員の法的責任にかかわる最近の裁判例は、

判例集上は見あたらない。しかしながら、医療

がますます複雑、高度化する中では、テーム医

療のスタッフとしてより重い役割をそれぞれが

担わなければならなくなることからすれば、看

護職員にとって、将来も過誤の問題が関わりな

いということでは決してない。本稿では、看護

職員の法的責任がいかに問われるのかについて

述べ、最近の裁判事例を紹介したい。

深刻化する医療事故紛争

医療過誤紛争は、他の法的紛争と比べて極め

て異質と言ってよい。その被害が健康や生命に

対するものであるという深刻さに加え、解決に

あたって高度な専門的知識が必要とされるとい

う点である。そして、紛争が深刻化する一方で、

医学に素人である法律家の手で解決が図られな

裕

ければならないために、解決までの道のりが極

めて長期化するのが特徴である。

それにもかかわらず、自己決定の思想が普及

し、インフォーム ドコンセントの重要性がます

ます大きくなってきている中、 「結果」に納得

できない患者からの訴訟提起は、増大する一方

である。医療事故訴訟の全国の裁判所への提訴

件数は、1970年 には102件だったのが、80年に

は310件、90年 には364件、そして98年 には629

件にまでなっている。患者の意識の高まりを前

提とすれば、この傾向はしばらく変わらないで

あろう。

看護職員の法的責任の所在

1 看護職員が医療事故で問われうる法的責

任は、民事責任と刑事責任の二つが考えられる。

はじめに民事責任について述べる。医療行為

に過失があり、その結果患者に損害を被らせた

ことが立証されれば、不法行為もしくは診療契

約上の債務不履行を根拠として損害賠償責任を

負わねばならない。もっとも、通常の場合、責

任を追及される主体は医療機関そのものであっ

て、そのスタッフ個人への賠償請求はなされな

い。医療機関は一般に医療過誤損害賠償保険に

加入しており、それにより支払が確保されうる

からである。しかしながら、理論的には、当該

過失行為を行った医療従事者に対して、医療機

関と並んで責任を追及することは可能である。

まれにではあるが、看護職員を含めた個人も被

告とされた裁判例も存在する。

このように看護職員が直接責任の主体になる

ことは通常ほとんどないとはいえ、医療事故紛
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争においては、当該行為者に過失があつたか否

かが問題とされるのであるから、実質的には看

護職員も当事者の立場に立たされることになる。

2 刑事責任は、民事と異なり、具体的な過

失行為をなした当事者個人を対象に、業務上過

失致死傷罪の適用がなされることになる。ただ

し、刑事訴訟で有罪と判決するには、民事訴訟

よりも高度の立証が要求されるため、実際に起

訴されて責任が問われるのは、ごく一部の単純

で明白な過誤のケースに限られている。

裁判例からみた類型

1 看護職員の過誤のケースについては、 「現

代民事裁判の課題③医療過誤」 (新 日本法規)

所収の水沼宏氏の論文 (「看護帰等の過失」)が、

適切に分類整理しているので、その分類をもと

に、最近の事例を紹介したい。

2 注射ミスに関するもの

採血のための注射針の穿刺により内側前腕皮

神経を損傷された事例で、その部位を予見して

回避し、損傷しないようにすることは、現在の

医療水準に照らしおよそ不可能として、看護職

員の過失が否定された (1996年 6月 28日 大阪地

裁判決 。判例時報1595号 106頁 )。

3 投薬

産婦人科で子宮筋腫摘出術を受けた患者が麻

酔剤の相対的過量により呼吸抑制に陥り、脳機

能障害により死亡した事例で、看護婦に、経験

不足のため呼吸抑制状態を見落とし、また補助

呼吸の施術が不適切であつた過失が認められた

(1995年 4月 11日 東京地裁判決・判例時報1548

号79頁 )。

4 器械操作

アイセル病で入院中の幼児を看護職員が入浴

させた後、人工呼吸器を装着した際、装置の脱

落を知らせるアラームのスイッチを入れ忘れた

ため、人工呼吸器がはずれたのに気づかず呼吸

働 sλ ttαη曳多οttι%サ

不全で死亡させた事例で、同看護職員の過失が

認められた (1993年 12月 24日 神戸地裁判決・判

例時報1521号 104頁 )。

5 監視・管理

ここで 「監視・管理」とは、患者の身体の安

全を保護するためにその周辺を管理する職務に

関するものをいう。

自殺念慮を有するうつ状態の患者を、保護室

のベッドで抑制中、抑制帯をほどいて首吊り自

殺した事故について、看護職員による抑制の方

法が不十分だつた過失が認められた (1995年 2

月17日 東京地裁判決 。判例時報1535号 95頁 )。

6 看護・管理

「看護・管理」とは、看護職員の医療知識に

基づいて行われる看護上の管理にかかわる問題

である。

入院中の 8カ 月の女児の脱水症による死亡事

例で、午前 3時 ころには点滴注射が自然抜針し

たことが発見され、すでに中等の脱水症の症状

が認められたにもかかわらず、午前 4時20分 ま

で看護婦が医師に報告せず、このことと医師が

静脈切開法の準備を怠ったことが相まって循環

不全に陥らせた過失があると判断された (大阪

地裁1997年 1月 24日 判決・判例時報1623号・H

O頁 )。

ウイルス性脳炎の治療のため、気管切開の上

装着していたカニューレが移動し、患者が換気

障害を起こして死亡した事故について、医師は

カニューレが容易に移動しないよう確実に固定

する義務があり、看護職員は常時カニューレが

ずれないよう管理しておく義務があり、それを

怠ったと認められた (1996年 3月 11日 神戸地裁

姫路支部判決・判例タイムス915号・232頁 )。

7 診断

診断の適否が問題となるのは、すべて医師か

ら独立した助産その他の業務を行う助産婦の場

合であり、本稿では割愛する。

139



創立50周年記念誌

8 医師との連携

前述の脱水症状を医師に報告しなかったケー

ス (6項 )、 麻酔剤の相対的過量に対応出来な

かったケース (3項)な どは、同時に医師との

連携の不十分さも複合的に作用して事故になっ

たとみられる。

労とい岬甲 Ⅲ 呻 Ч ‐ 静  (洋‐

おわりに

紙数の関係で、紹介事例数としては極めて不

十分であるが、過誤の防止には、過去の事例を

多く学び、どんな事態にも対処できる能力を培

うことが肝要である。
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医療チームの中での医療事故・看護事故防止の取り組みについて

琉球大学医学部附属病院

看護部長  山 口 幸 子

1.は じめに

平成H年 1月 11日 某大学病院で発生した患者

取 り違え事故以来、内服薬の注射や蒸留水とア

ルコールを間違えてレスピレーターの加湿器に

注入する等、医療事故が相次いで起こった。

それに対し、平成12年 4月 18日 厚生省健康政

策局から「特定機能病院における安全管理体制

の徹底について」が出され、国立大学附属病院

長会議では 「医療事故防止のための安全管理体

制について」を中間報告のかたちでまとめ、全

国国立大学附属病院看護部長会議でも、 「安全

対策に関する検討特別委員会 中間報告」をま

とめている。

なお、全国の国・公立、私立の大学附属病院

を対象に文部省が行った調査では、医薬品を投

与する患者を間違えた経験のある看護婦が16%、

取り違えそうになった看護婦が68%と なってい

る。医療ミスの原因については、正しいという

思い込みが70%と最も多く、忙しさでの注意力

の低下、分かりにくい指示内容の順となってい

る (朝 日新聞より)。

医療技術のめざましい発展は、医療現場に大

幅な業務の拡大をもたらしたが、医療従事者の

増員は先送りになっている。このような状況下

で医療事故・看護事故は、決して特別な人が起

こす事ではなく、 日常業務の中に常に隣り合わ

せている危険であると言える。

2.当院での取り組み

1)看護部の取り組み

看護部は、今年度の看護部目標に事故防止へ

の取 り組みを掲げ、看護婦長委員会にリスクマ

ネージメント委員会をおき、下郡組織として、

副婦長・ リーダーからなる事故防止対策委員会

を立ち上げた。

活動状況

・報告書の書式変更

・報告書のデータ収集・分析

・転倒・転落防止マニュアル及びチェック

リストの見直し及び活用

・看護婦長会議への報告

リスクマネージメント委員会の構成は、副看

護部長 1人、看護婦長 4人からなっている。こ

れまでの報告書は、 「看護事故報告書」 「ニア

ミス報告書」と別々の様式となっており、特に、

ニアミス報告書は、記入項目が多いため書きづ

らく、結果として、報告件数が少なく対策が遅

れる要因となっていた。そこで、 リスクマネー

ジメント委員会では、今年 8月 、インシデント・

アクシデントレポートとして、 1枚の報告書に

作り変え使用開始した。記載要領を作成し、発

生した事例がインシデントか、アクシデントか

を区別できるようにする (例えば、患者の身体

に障害が生じた場合は、アクシデントとするが、

軽い擦過傷程度の場合は、インシデントとする

等、)と共に、判断が難しい事例は、チェック

をせずに提出をするようにした。新しい報告書

の特徴として、 「発生時の状況」「医師の診察

所見」「当面行った処置・対策」以外は、記入

項目を減らしチェック方式とし、患者を特定で

きる個人情報はできるだけ少なくした。また、

報告書は個人の責任追求を目的とせず、あくま

でも医療事故防止が趣旨であることを看護職員

に周知徹底させた。
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なお、報告書の内、アクシデントレポー トは

医事課管理とし、インシデントレポー トについ

ては、当該病棟他の事故防止対策委員へも積極

的に情報提供した。その結果、①インシデント

レポー トの報告率が高くなった。②報告書から、

病棟毎の事故対策委員を中心に要因・具体的な

対応策を記入する分析表に基づいた対策が立て

やすくなった。③リスクマネージメント委員会

メンバーによる一月毎のデータ収集及び分析表

を用いた対策を看護婦長会に報告し、その結果

を各病棟にフィー ドバックすることが出来た。

また、報告書のチェック項目には、放射線部、

薬剤部、栄養管理室 (給食)など、コ・メディ

カルが関わる事例でも提出するようにした (薬

剤の調剤ミス、 CTな どの患者間違い、配膳の

間違いなど)。 それにより、はじめは、病棟か

ら出される報告書に対応する形で、しぶしぶ提

出していたコ 。メディカルスタッフも積極的に

出すようになるとともに、今まで部署内で閉鎖

的に取り扱われてきた情報がスタッフ間で共有

するようになった。

一方、発生頻度の高かった転倒 。転落事故に

対し、転倒・転落防止マニュアルを作成し、入

院時にはチェックリストを用い、患者毎にチェッ

クを行い、看護計画に取 り入れた。具体的な対

策として、老人や障害のある患者には低いベッ

ドを使用し、徘徊のある患者には、ナースコー

ルに連動されたマットを使用することで、看護

婦の意識に徐々に変化があらわれ、事故防止に

効果が見られるようになった。

2)病院 (全体)と しての取 り組み

これまで医療事故対策委員会は、医療事故発

生時に委員長が委員を招集する形で持たれてい

た。しかし、平成12年 4月 1日 付けで、厚生省

健康政策局から出された 「医療法の一部を改正

する法律の一部の施行について」に基づき、医

療事故対策委員会規程を改正し、活動範囲を事

故防止まで拡大し、委員会を月一回定期的に開

催することになった。また、当院では、各診療

科の医局長及び各病棟婦長をリスクマネージャー

として位置づけ、連絡会議を開催するよう、医

漆事故防止マニュアルを作成すると共に、看護

部で作成した「インシデント・アクシデントレ

ポート」を院内共通に使用できるよう、規程の

改正を含めた検討をはじめたところである。

*リ スクマネージャーの構成

3. 終わリイこ

大学病院は、学生の実習の場であり、医療人

の研修の場としての責務を果たす事が求められ

ている関係上、大学固有の事故防止システムを

確立する必要がある。しかし、琉球大学医学部

附属病院の医療事故対策は緒についたばかりで

ある。

今後は、医師を含めたコ・メディカルが、一

丸となって事故防止に当たる事が緊急の課題で

あり、その為のシステムの確立が急がれるとこ

ろである。

課 長 補 佐医事課

課 長 補 佐管理課

看 護 婦 長

病棟・外来 。救急部

(血液浄化部)手術部

(集中治療部)・ 材料部

看

護

部

副  菩1  長薬剤部

技  師 長技   師
検査部・輸血部

放射線部

副 部 長医  師
検査部・輸血部

放射線部

副 部 長

手術部・理学療法部・救急部

集中治療部・高気圧療法部
血液浄化療法部 。医療情報部

周産母子センター・病理部

総合診療センター

医 局 長診療科 (外来 。病棟)

リスクマネージャー診  療  科
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訪問看護における看護の責務、事故防止の視点で

沖縄県看護協会訪問看護ステーション

所 長   宮 城 春 代

最近、医療事故に関する報道が相次ぎその中

には看護職が関与・関係する事がすくなくあり

ません。在宅においても病院と同じように、多

種の服薬・点滴・医療処置など業務内容が複雑

化しリスクマネジメントの必要性が高まってき

ました。

在宅ケアにおける訪問看護は次の様な特徴が

あります。

1,訪問看護婦は一人で訪問し、一人で判断し

急変時の対応をしなければならない。

2.週 1～ 3回の訪問看護の中で、次回の訪問

までに予測される病状変化や、観察のポイン

トを本人・介護者に適切に指導することが重

要である。

3.在宅ケアの中心である本人や家族に対し、

充分に理解し、実行出来るような観察の方法

や介護方法の指導や支援が必要である。

4.地域にある複数の事業所間で関わる場合、

指導の統一性の確保やサービスの重複を避け

る事が重要で、密な連絡や連携が必要 とな

る。

5。 住環境や、生活に配慮した看護の提供が必

要となる。

これらのことは施設と異なる在宅の特殊性だ

と思います。

当訪問看護ステーションでは、訪問看護の依

頼が病院から70%、 本人や家族と保健婦の紹介

を併せて30%となっています。病院からの紹介

の場合は、退院前の調整会議の中で、病状の説

明がなされ、看護の問題点、衛生材料の調達方

法、経済的問題などが密に話し合われます。又、

緊急時の対応方法・事故防止の視点から具体的

に情報交換がなされ、訪問看護には、安全な在

宅療養を支える重要な役割が期待されています。

在宅で起こり得る事故や一歩間違えば事故に

至る可能性が非常に高い在宅での「ヒヤリ、ハッ

と」の出来事には、次のような事があります。

1)狭い浴室でシャワー中に滑っての転倒や、

屋外での歩行練習の際、つまずき転倒し骨折

する事が考えられる。

2)降圧剤の服用を忘れ血圧が上昇したり、利

尿剤を重服し脱水状態を呈する等内服に関す

る問題が多い。

3)在宅酸素療法中の利用者のチューブがまがっ

ていて、適切な酸素の吸入ができず、状態が

悪くなる。

4)吸引が不十分で、窒息しかかったりする。

5)不潔な操作や物品の管理で感染を起こして

しまう。

6)病状に合わないリハビリテーションをして

無理をした場合に、具合が悪くなったり骨折

してしまう。

7)胃ろうチューブが抜けたり、内服注入後に

チューブがつまることがある。

8)食事中に疎下困難の為窒息してしまう。

9)介護者がベッド柵を忘れたため、転落して

しまう。

10)介護疲労のために、夜間寝過ごし、吸引の

タイミングが遅れ窒息させそうになる。

11)介護者が消毒薬を別の容器に小分けし名称

を記入せず、別の介護者が間違つてしまう。

などが、あります。

このような在宅における事故や「ヒヤリ、ハッ

と」の出来事を予測して、当ステーションでは
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次の様に行っております。

①訪問開始当初は、利用者との信頼関係を築く

事に力を注ぐ。

②サービスを提供する際に、ケースや家族に合

わせた指導をする。

③24時間連絡体制と緊急時訪間の利用について

家族に周知徹底をする。

④内服管理を指導徹底する。

⑤特殊な看護技術を要する場合は、経験の浅い

看護婦の派遣を控える。

③看護婦のイ本調不良時は、訪問を控える。

⑦新しい看護技術について研修する。

③訪問看護を通して自己評価のできる能力を養

う。

③病状や介護者の状況の変化を見逃さない。

⑩事実を正確に記録し、関係スタッフに伝達す

る。

①事業者間のカンファレンスを密に行う。

②主治医との密な連絡と連携をとる。

⑬訪問看護指示書に緊急時の医療機関の連絡先、

主治医不在時の対応法について必ず記載して

もらう。

①訪間中にあった「ヒヤリ、ハッと」した場面

を早めに報告させ、責任を追及するのではな

く、どのように対応するのかを全体のミーティ

ングの場で意識付けをする。

◆

⑤訪問看護の事故報告書を作成する。

①感染症の利用者には、原則として最後の訪問

にする。

事故発生時の訪問看護の対応としては次の様

に行っています。

①救急処置を施し、救急車を手配する。

②一人で対応しないで、近くに居る人に応援し

てもらい事務所に連絡する。

③主治医に事故内容、対応方法をできるだけ早

く報告する。

④管理者は事故状況を把握し、適切な指導・援

助をする。

⑤事故で予測される、二次的な問題を防ぐため

の対応をする。

⑥事故報告書を作成する。

訪問看護の利用者は「安心であること」 「家

にいて自分のしたいことをしながら療養できる

こと」を望んでいます。

確実な看護技術の提供をし、介護者への適切

な指導をすることで、質の高い在宅療養と安全

を保障できると思います。

今後の課題として、当訪問看護ステーション

は、インシデントレポートの作成の検討と研修

の充実を図り、事故防止の体制をさらに整備し

ていきたいと思います。

Ⅲ

Ⅲ

1

ギ
意

４
壽
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那覇市立病院におけるY2K問 題への取り組み

那覇市立病院

看護部長 上 地 昭 子

はじめに

私たちは、1990年を迎えた時、世紀末の10年

が20世紀の総括と21世紀への準備の10年 になる

と考えた。しかしその時、 「西暦2000年 (以下

Y2K)問 題」をどれだけの人たちが予想出来

ただろうか。

「Y2K問 題」とは、コンピューターが西暦

を下 2桁で記憶しているため、2000年 と1900年

の区別ができず計算に誤 りが生じる結果機械が

誤作動をおこしてしまうことである。 「Y2K

問題」は機1)戎文明を駆使する地域だけにとどま

らず、一歩間違うと地球全体に被害が及ぶ恐れ

があると考えられた。医療の分野でも例外では

ないとして、厚生省はこれに警鐘を鳴らし、各

医療機関が 「Y2K問 題」に早めに取り組むよ

うにと通達を発してきた。那覇市立病院もこれ

を受けて、ただちに取 り組みを開始した。

「Y2K問 題」タイムスケジュール

市立病院の 「Y2K問 題」は、院長以下全職

員で取り組むこととし、タイムスケジュール作

成は経営管理室が中心となって、情報の一元管

理をはかりながら進められた。まず 「自主的総

点検」により、問題発生の恐れのある機器を特

定し危険回避と適切な防止策を施すことから始

めた。それには、1999年 3月 に厚生省より配布

された「Y2K問 題の発生のおそれのある製品

リス ト」 「医療用具製造者リス ト」等の資料が

多いに役に立ち、又インターネットが有力な情

報収集の味方であることも分かつた。 4月 の婦

長会での説明・検討会を皮切りに、次々に各部

門別対策会議及び合同会議が開かれ、病院全体

が2000年 に向かって動き始めた。経営管理室も

「ちょうどこの情報が欲しかったんですよ」 と

言うほどの実に絶妙なタイミングで 「医療機器

リス ト」 「勤務待機体制のフォーム」等の情報

を届けてきた。経営管理室の [Y2K問題]タ

イムスケジュールは、途中多少の軌道修正を加

えつつもその進捗状況は見事なものであった。

自主的総点検の実施

病院には 「Y2K問 題」に関わる医療機器が

数多く存在する。現場が最初にしたことは各部

門が所有する機器の種類と数の確認であつた。

中央検査室、中央放射線室、透析室はハイテク

機器の中で仕事をしているようなものであり、

又病棟で使用する機器にも、心電計、ハー トモ

ニター、人工呼吸器等チェックを要する機器が

多数ある。各々の部署から報告された機器リス

トは、その都度用度係がメーカーや代理店に確

認作業を行った。1992年以前に製造された機器

には西暦処理部分を修正したり、買いかえる必

要のあるものがあった。一部に、12月 初旬になっ

て確認に対する返事が来たのもあったが、殆ど

の機器の製造年月日と安全確認は11月 中に終了

した。不況の煽 りで代理店やメーカーが営業停

止した所もあり、改めて社会の厳しい現実がか

5/7:第 回点検 7/7:第 回点検
(厚生状況報告 (厚 生

省 あ

社への

確認調
査

の

H/28
,電気
・水道
・ガス

停止訓
練

ト

上
対象機
器の確
定 ステムの模擬

テ ス

全体会
議 ス
ケジュ
ール確
認

12月11月10月9月8月7月6月5月4月

西暦2000年問題スケジュール表 (4月 ～12月 )
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いま見 られた。

危機管理計画

患者の生命や身体に直接影響を及ぼす医療機

器が誤作動が生じた場合に備えて、代替機器や

手動操作で直ちに対応する等の危機管理計画の

作成に入った。人工呼吸器はアンビューバック

で即対応し、自動輸液ポンプは小児用微量輸液

セットに替える等、各機器に対しても代替計画

を立てた。そして、 11月 の下旬には市立病院と

しての 「Y2K問 題危機管理計画」力`完成し、

院内の組織的管理体制が整えられた。最終的に

は、 「機器が誤作動した場合の機器及び患者ヘ

の対応」 「一般医療設備の復旧優先順位」等の

計画が一冊の冊子にまとめられ、全部所に配布

された。

看護部では、全看護婦・士に「アンビューバッ

グの使用」 「緊急時の対応訓練及びチェック」

等を実施した。

模擬テス トの実施

11月 28日 (日 曜日)配給電源を停止して、非

常電源下での模擬身ス トを 3時間にわたって実

施した。内容は、

①配給電源を非常用電源に切り替えた場合の給

電状況を確認する

②医療機器が正常に稼働するか確認

これには全部門が参加して不測の事態を想定

し、代替え、手処理での対応を行った。その結

果、医療機器に問題は生じなかったが、 トイレ、

処理室の非常灯がとても暗く、懐中電灯を必要

とすることが分かつた。又、職員が最も関心の

あったライフライン断絶下での市立病院の備蓄

能力は、飲料水は 2日 分、自家発電は41時間運

転可能であることが分かつた。阪神大震災の経

験で、ライフラインの断絶があった時、少なく

とも 2日 間の備蓄があればその後の支援態勢が

整うと言われていることから、これにはひとま

ず安心とした。

2000年午前 0時

想定される危機回避に万全を期しても、万一

の事故に備えて瞬時の対応可能な人員配置はど

うしても必要となる。市立病院では職員の配置

時間を12月 31日 21時から1月 1日 3時迄の 6時

間とした。院長以下管理職は対策本部の院長室

につめ、婦長はじめ係長以上の職員は全員21時

になると各々の持ち場で最終点検を行った後、

来るべき時に備えた。21時過ぎ、 日本より3時

間早く2000年 を迎えたニュージーラン ドから

「Happy New year」 の挨拶、 1

月 1日 午前 0時を超えた時点でのライフライン、

通信、交通、病院など全てに異常なしとの連絡

が入った。

いよいよ午前 0時、2000年を迎える。人工呼

吸器使用中の患者さんのそばに、アンビューバッ

グが置かれ医師、看護婦がスタンバイする。固

唾を飲んでその時を迎えた。幸いなことに我々

の機器にはなんの異常も起こらない。やがて、

沖縄県のライフラインにも異常のないことが伝

わり、静かに2000年の時を刻み始めた。

おわりに

今回の 「Y2K問 題」への取り組みは、市立

病院における危機管理を整備するまたとない機

会でもあった。 「災害は忘れた頃にやってくる」

というが、阪神大震災後、国内外でいくつも災

害は起こっている。災害に対し、平時より備え、

危機管理についてさらに見直していくことが必

要である。

「Y2K問 題」の関門をくぐり間もなく21世

紀、厚生省が策定した国民の健康づくりという

大きな目標を実現するために、いよいよ看護職

の出番が来ると秘かに期待している。
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災害における看護活動

はじめに

1995年 1月 17日 未明の阪神・淡路島震災は死

者6432人、家屋崩壊15万戸を越す家屋を倒壊・

焼失する大惨事となった。

震災後の支援のために沖縄から多くのボラン

ティアが参加し、沖縄県看護協会は、平成 7年

9月 30日 、看護ボランティアの体験を「蘇れ神

戸、阪神大震災救護体験記」として発刊した。

その中には、ボランティアに参加した看護者が、

傷病者の看護や健康管理から復興まで、その時

期に応じた看護活動内容や所感を体験記として

綴っている。

私は 3月 21日 ～ 3月 26日 まで芦屋市宮川小学

校避難所で看護ボランティアとして参加した。

その体験や他の看護者の体験記録を通 して

「自然災害が発生したとき看護者は何をなすべ

きか、また看護者の役割を遂行するためにどの

ような準備をしたらよいか」考えたい。

1.阪神 。淡路島震災へ沖縄県看護協会のボラ

ンティア派遣

沖縄から、平成 7年 1月 27日 から5月 19日 の

間、国公立や民間施設から67人 の看護職員が派

遣された。そのうち、沖縄県看護協会は第一陣

から第八陣まで20人が参加した。

2.看護ボランティア活動

ボランティアとは、 「(志願者・有志、の意)

自発的に障害者や老人に対する奉仕や…中略…

社会福祉活動を行う人びと」と訳される。

1)看護ボランティアの活動内容

災害の場におけるボランティア活動内容は多

沖縄県立宮古病院

副看護部長 石 川 幸 代

様である。

①病院や避難所医療班として傷病者の看護に

携わる

②避難所や仮設住宅を訪問して健康チェック

③老人の話し相手、子供達の遊び相手

④食事の給付…炊き出し、湯沸かし (カ ップ

入りみそ汁などに使う)

⑤救援物資の配布・整理

⑥環境整備…テント周囲の清掃、花の手入れ

⑦その他

2)活動場所

①医療施設

②避難所

③仮設住宅

④その他

3.看護ボランティア活動体験を通して学んだ

こと

1)若者の力はすごい

ボランティアの多くは20代の若者である。

よく、 「今の若い人は、…… 」と悪い評価を

耳にする。

ボランティアの若者たちは、朝 5時頃、寒い

中火をおこし、 82入 りやかん 5個に湯を沸か

す。避難所の人々が起きる頃に湯は魔法瓶いつ

ぱい詰められている。その湯は、洗面水、お茶

やみそ汁づくりなど、多様に被災者の役にたっ

ていた。

若者たちは、薪を割り火を絶やすことなく、

魔法瓶の湯を空にすることなく、人々が寝静まっ

た後まで、交代で補充し続けた。

ここ被災地では、若者の連携プレーで人々は
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暖かくして過ごせる。一滴の湯も無駄にしては

いけない、と大事に使ったことを昨日のことの

ように覚えている。

若者は、掃除・炊き出し・荷物運びなど自分

にできることを探し、労を惜しまず活動をして

いた。私はその後ろ姿を頼もしく見つめていた。

若者よ、がんばれ !と 。

2)震災後の沖縄県民の意識の変化

私は日本赤十宇社の救急指導員として救急法

の普及活動に関わつていた。阪神・淡路島震災

後、救急法講習会には、県内の建設事業所や学

校関係者、地域の婦人会の方々など受講者が増

え、熱心に受講している姿が見られた。

日頃生活の中で、災害時にどのように行動す

るか、人命救助の視点から、私達一人一人の意

識が大切であると考える。

3)看護職は人々の心の支え

阪神・淡路島震災で多くの看護職が被災を受

けている。しかし、看護職者は、被災者であり

ながら、人々を支え励ましていたことは 「ボラ

ンティア体験記」にも綴 られている。

宮川小学校避難所の校長は、 「この避難所で

震災直後のパニック状態の時、 3人の看護婦に

励まされて生活ができた。看護婦さんは偉大で

すよ」と語ってくれた。

また、 「看護婦がいない日に限つて、必ず誰

か病人がでて、救急車を要請してるんですよ」

と被災者が語るように看護者は、人々の話を聴

き、適切な援助を施し、いたわり慰めてあげる

ことによって、その看護の心が人々の心の安定

につながるのでしょう。

4.災害看護の課題

1)災害訓練の実施

現在県立病院では年 2回の防災訓練を実施し

ている。訓練は、起こりうる事態を想定し、即

応できるための訓練が必要と考える。

例えば、夜間を想定した日勤帯の訓練のみで

なく、実際の勤務者の夜問訓練実施が必要であ

る。 (すでに実施している施設もある)

2)マニュアルと行動

訓練に際し、実際の場面を想定したマニュア

ルが必要である。阪神・淡路島震災後、県立病

院ではマニュアル作成が行われている。当院で

も防災訓練を実施し、マニュアルの追加修正の

途中である。マニュアルは、その内容、特に災

害発生時、個人がどのように行動するか、全職

員が即実践できるものでなければならない。

3)看護基礎教育カリキュラム

阪神・淡路島震災後、 「災害看護」としてカ

リキュラムに取 り入れた学校や大学がある。日

本においては、地震・台風・水害などの自然災

害のみでなく、列車事故やサリン事件のような

人的災害も発生している。限られた対象ではな

く、多くの被害者が発生した場合、看護職者は

どのように行動するか、応急処置、 トリアージ・

二次災害予防などの基礎を教えることが必要と

考える。

4)組織作り

いつ起こるか予測できない災害に備えて、 日

本赤十字社は救援物資が常時備蓄し、災害発生

時には救援物資と共に救援に駆けつける。阪神・

淡路島震災にも即対応している。

日本看護協会は「災害時の看護支援ネットワー

ク」を作 り、全国の看護協会の協力体制が図ら

れている。

災害時、個人の判断で行動する事は危険を伴

い、混乱を招くおそれがある。

5)ボランティア活動への参加

阪神・淡路島震災のボランティアに参加した

方々の中には、青年海外協力隊員として参加し

た方や、現在青年海外協力隊として活動してい

る方、ボランティア活動をしている方などがい

た。
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看護職者は日常生活の活動の場で頼 りにされ

ることがままある。

日頃からボランティア活動に参加する事は、

いざと言うときに活動できる源になると考えて

いる。多くの方々が自分にできる身近なことか

ら行動する事が大切だと考える。

沖縄県看護協会は、 「看護ボランティア」を

発足した。多くの会員が看護ボランティアに参

加され、看護協会のボランティアが活発な活動

ができることを希望している。

おわりに

阪神・淡路島震災のボランティアに参加して、

「健康で衣・食・住が十分みたされることはな

んと幸せなことだろう」と実感した。

ボランティアとして参加することで、私自身

多くのことを学び感じた。このような災害が発

生しないことを祈る。しかし発生時には被害を

眈 §λ ttα %αどιttι%サ

最小限にするためにそれぞれが役割が果たせる

ように日頃からの意識づけが必要である。

阪神・淡路島震災発生後、いちはやくボラン

ティア派遣に尽力された宮城シゲ会長の対応は

時宜を得たものと思われる。
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