


看護の質の向上

看護実践能力の向上及び専門性の強化をめざして

常任理事 我謝 美知子

平成 13年度から平成 28年度までの間、少子超高齢化、国際化への進展、医療・看護に関

連する法律・制度の改正、医療施策 (病院完結型から地域完結型医療へのシフ ト)の転換、

台風等の自然災害、東 日本大震災 (平成 23年 )、 熊本地震 (平成 28年)等、看護を取 り巻

く環境は大きく変化 してきた。

このような変化を踏まえ、本会は、看護の質の向上及び専門性の強化をめざして、看護職

の継続教育並びに看護研究学会等に取 り組み、看護職の生涯教育の支援を推進 してきた。

1.沖縄県看護協会における継続教育

本協会における糸匹続教育は、平成 14年度から、日本看護協会が示す聯睦続教育の規準」

を踏まえ、5つの教育枠組みに整理するとともに、継続教育の目的・目標を設定し、年間

30コ ース程度の研修を実施 してきた。

平成 18年度からは、新たに継続教育の教育理念を設定し、教育目的 。目標を明確化す

るとともに、6つの教育枠組みに再編し、研修を実施 してきた。

平成 21年度には「介護保険施設等に働 く看護師の資質向上のための教育」を加え、7つ

の教育枠組みとし、これらの体系に基づいた研修を企画実施 したが、平成 22年度から、

日本看護協会が示 した「教育計画 4つの柱」である ①資格認定教育 ②ステップアップ教

育 ③ リフレッシュ教育 ④特別企画として受講者の看護実践能力に応 じた学習段階設定

(レベル I～ レベルⅣ)に基づいた企画をして研修数も 50コ ースとなった。

平成 24年 4月 、日本看護協会は新たに、看護職が個々に能力を開発、維持 。向上し、

自らキャリアを形成するための指針として 「継続教育の規準 Ver2」 を示 した。そこで、

本協会は、平成 25年度に改めて、日本看護協会が示す 「継続教育の規準 Ver2」 「専門職

業人として看護職に必要な能力の全体像」「標準クリニカルラダー」を踏まえ、継続教育

の理念・目的・目標を見直すとともに、教育体系を整理し、研修内容との一貫性を考慮 し

た教育計画となるよう、また、重点事業や国や県の施策とも連動させ、教育計画を企画、

実施 してきた。

平成 25年 12月 には、研修会場が新看護研修センターヘと移 り、教材機器等の整備充

実も図られ、学習環境もより充実 した中で、研修運営が進められることになった。学習環

境の充実は、その後の研修受講者数の増加に大きく繋がつた。

平成 26年度には、さらに日本看護協会の教育枠組みの考え方を踏まえ、継続教育の教

育体系を整理 し、研修も60コ ースに増や し実施 してきた。
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平成 27年度からは、特に少子超高齢社会 (2025年問題)等、社会の変化を見据え、本

協会の継続教育事業をさらに推進するために、在宅看護の質向上研修や介護施設等で勤

務する看護職者の研修、ナースセンター企画研修 (潜在看護師の看護技術 トレーニング)、

各職能。委員会企画研修等、全ての研修企画を教育体系に位置づけ明確化した。その結果、

研修数は 70～ 80コースに増え、年間受講者数は7,000人 を超える状況となり、その数は、

年々増加傾向にある。

平成 28年 5月 、日本看護協会は、あらゆる場における全ての看護師の看護実践能力の

指標となる「看護師のクリニカルラダー (日 本看護協会版)」 を公表した。今後は、改定

された看護師のクリニカルラダーを踏まえ、本協会の継続教育の基本方針を見直してい

くとともに、看護職の看護実践能力の向上に向け、平成 28年度に本協会が実施した「看

護職者の研修ニーズ調査」の結果等も踏まえ、平成 29年度以降の教育計画に活かしてい

く予定である。 (資料編 p176～ 180参照)

1)新人教育

平成 21年 7月 の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の

改正により、平成 22年 4月 から新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が努力義務

となった。また、平成 23年 2月 には、厚生労働省より「新人看護職員研修ガイ ドライン」

が示された。

本協会は、新人看護職員が基本的な看護実践能力を習得し、職場適応できるように支援

するための新人看護職者の研修を、平成 22年度まで受講定員 200人で実施 してきたが、

その後は、年々定員数を増や し、現在は、「フレッシュマン研修」として、受講定員を450

人に増やし実施 している。受講率は常に 100%を超える状況である。

また、本協会は、平成 22年度、研修センターの学習環境を整えるために、看護技術習

得に活用するための様々なシミュレーターの整備充実を図った。そのため、平成 23年度

から、新人看護職員研修ガイ ドラ/Fン に基づき、新人看護職員研修が困難な施設に勤務す

る新人看護職員を対象とした研修や新人助産師研修を 2年間実施 した。 さらに新人保健

師の研修についても、平成 25年度から開始 し、現在まで継続実施 している。

平成 26年 2月 、ガイ ドラインの一部が見直され 「新人看護職員研修ガイ ドライン改訂

版」が厚生労働省より示された。これを受けて、新人看護職員の到達目標を補完するため

の研修として、平成 27年度から新たに、新人看護職員研修が未整備または整備途中の施

設で勤務する新人看護職員を対象として「新人看護職員研修多施設合同研修」を実施 して

きた。また、これらを踏まえ、当該研修に新人看護職員を派遣 している施設に対 し、新人

看護職員の研修体制の構築を図ることを目的に、ア ドバイザーを派遣する事業を平成 28

年度まで 3施設実施 し、新人看護職員研修体制の充実に繋げている。
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看護の質の向上

2)ジェネラリス トを育成する教育

看護専門職 として必要な知識・技術の向上を支援する教育として位置づけられたジェ

ネラリス トの教育は、看護職者の実践能力向上のための研修 として実施されている。研修

テーマでは、医療安全、救急看護、看護研究、看護倫理、感染管理、フィジカルアセスメ

ン ト、創傷 。褥塘ケア、口腔ケア、フットケア、摂食・囃下障害のある患者の看護等の研

修が常に受講率が高い状況である。

また、平成 19年度より日本看護協会からの衛星通信研修が開始されたが、平成 26年

度からは、インターネット配信研修 (リ アルタイム・オンデマンド)に変更されたため、

本協会では、特に、日本看護協会の重′煮事業等と関連させた災害看護、認知症高齢者の看

護、助産師のクリニカルラダー等研修を、年間 7～ 8コ ース選択し、実施 してきた。

さらに、本協会では、平成 24年度より、本協会から離島・僻地 (人重山、宮古、北部)

へ配信するインターネット配信研修を開始 し、現在まで年間 6～7コ ース実施 している。

開始時期は、音響や映像等の調整がうまくいかない時もあつたが、現在は、映像機器等の

調整も安定し、受講者も年々増えている。受講者の反応 としては、「経済的負担が軽減し

た」「移動することがなく時間の節約になつている」等の声が多く、インターネット配信

研修は、離島・僻地で勤務する看護職者の学習環境整備の充実に繋がつている。

その他、医療安全管理者養成研修やがん看護研修、災害看護研修等も重点事業や県や国

の施策と連動させながら毎年企画実施 してきた。なかでも災害看護に関する研修は、東 日

本大震災 (平成 23年 3月 )が起きた翌年度の平成 23年度から「災害看護基礎編」と「災

害看護 実務編」として企画実施 し、さらに、平成 26年度からは、災害支援ナース登録者

の確保を推進 していくためにも、管理者の災害看護に関する理解が必要と考え、「災害看

護 看護管理者編Jを追力日した。その結果、災害支援ナース登録者の増加に繋がつていつ

た。また、平成 28年度には、災害支援ナース登録者や災害看護体験者を対象とした 「災

害看護 フォローアップ研修」も加え、現在に至っている。

また、医療安全管理者養成研修は、平成 23年度に 68人が修了したが、平成 27年 10月 に

医療事故調査制度が施行されたことを踏まえ、平成 27年度 と平成 28年度の 2年間継続

して研修を開催 したところ、平成 27年度は 58人、平成 28年度は 69人が研修を修了し

た。

さらに、介護保険施設等で勤務する看護師の資質向上にむけた教育にも平成 21年度か

ら取 り組み始めた。平成 27年度からは、重′点事業の地域包括ケアシステムの構築の推進

強化に向けて、訪問看護関連研修や介護施設で勤務する看護職者の研修を充実強化する

とともに、特に、介護施設等で勤務する看護職者の研修は、離島を含め地区別開催 とする

等、より多くの看護職が研修を受講できるように研修方法を工夫しながら企画実施 して

きた。
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看護の質の向上

3)スペシャリス トを育成する教育

本県では特定の看護分野において、熟練 した看護技術 と知識を用いて水準の高い看護

実践のできる認定看護師は、他府県と比べかなり少ない状況にあった。そのため、本協会

は、平成 24年度 日本看護協会に感染管理認定看護師教育口果程教育機関としての認可申請

を行い、平成 24年 12月 に教育機関として認可を受けた。感染管理認定看護師教育課程

は、平成 25年度と 26年度の 2年間開講し、34人が研修を修了した。また、皮膚・排泄

ケア認定看護師教育課程の教育機関としての認可申請を、平成 26年度に行い、平成 26年

10月 に教育機関として認可された。皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程は平成 27年度と

平成 28年度と2年間開講し、42人が研修を修了した。その結果、県内の認定看護師数の

増に繋がった。

今後は、平成 30年度に緩和ケア認定看護師教育課程の開講に向けて取 り組んでいく予

定である。

4)管理者を育成する教育

本協会は、平成 5年度から多様なヘルスケアニーズをもつ個人、家族、地域住民に対

し、常に質の高い組織的な看護サービスを提供することを目指 し、一定の基準に基づいた

看護管理者を育成することを目的に認定看護管理者制度を受け、ファース トレベル教育

口果程を開講した。現在までの受講者数は 1,000人 を超えている。

また、平成 17年度にはセカン ドレベル教育課程を新たに開講し、現在まで 5回実施 し

てきた。さらに平成 25年度には、サー ドレベル教育課程も開講し、平成 28年度は、2回

目となる研修を実施 し、認定看護管理者教育を推進 してきた。

5)教育者 。研究者を育成する教育

平成 4年度から開始 した沖縄県看護教員養成講習会 (県受託 8ヶ 月研修)は、平成 28

年度までに 5回実施してお り、平成 29年度も開催予定である。また、研修ニーズの高い

沖縄県保健師助産師看護師実習指導者講習会 (県受託)は毎年開催 し、1,000人 を超す修

了生を輩出してきた。平成 29年度は特定分野 (病院以外)の沖縄県保健師助産師看護師

実習指導者講習会を開話予定である。

指導者を育成する教育として、平成 21年度までは新人看護職員教育担当者研修として

実施してきたが、平成 22年度からは新人看護職員研修ガイ ドラインに基づき、新人看護

職員に対する教育者 としての役割が遂行できるよう知識・技術を習得することをねらい

として、新人看護職員研修責任者研修、新人看護職員研修実地指導者研修、新人看護職員

研修教育担当者研修として実施 してきた。

また、平成 24年度から、教育担当責任者に対 し、シミュレーション教育の企画運営等

に必要な能力を習得することを目的として、シミュレーション教育指導者養成研修を 2年

間実施した。
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2.看護研究学会等の取 り組み

看護研究学会は、看護職の実践に根ざした学術研究の振興を通 して看護の質の向上を

図り、人々の健康と福祉に貢献することを目的としている。本協会主催の学会は、これま

で毎年開催 し、県内看護職の質向上に大きく貢献 してきた。また、全国学会は、日本看護

協会との共催で、平成 13年 10月 18・ 19日 、 日本看護学会老年看護 「活力ある長寿社会

の実現を目指 して」を>―マに、2日 間で 2,508人の参加者のもと実施 した。

平成 14年 10月 30・ 31日 には、主催が沖縄県と社団法人沖縄県看護協会、後援は厚生

労働省 と社団法人 日本看護協会で、第 7回 日本看護サミット2002 inち ゅら島おき

なわ「看護を社会の力に一癒や し。生命の尊厳・共生―」を 3,000人を超える参加者のも

と開催 した。看護サミットの目的は、「21世紀の看護の展望について、政治、行政、職能

団体、教育界のそれぞれの トップや住民代表を迎え、国民や社会が求める看護を明らかに

し、看護政策について議論 していく。また、それと共に、これからの看護の機能と役割、

看護政策について提言することにより、看護職の社会貢献を推進すること」である。

2日 間の日本看護サミットの締めくくりでは、本協会我如古康子会長が実行委員長 として

「看護サミット宣言」を行つた。

平成 17年 11月 11・ 12日 には九州地区看護研究学会を開催 し、854人が参加 した。ま

た、平成 19年 7月 6・ 7口 には、第 38回 日本看護学会看護総合 「命どう宝・未来に伝え

る看護」をテーマに開催 し、全国から 1,974人 の参加があつた。また、平成 28年 7月 15。

16口 には、9年ぶりの全国学会となる第 47回 日本看護学会急ザ
l生期看護学術集会を開催 し

た。メインターマは、「急性期医療をになう看護一命 どう宝未来を見据えた専門性の拡大

一」とし、特別企画として特別講演 I・ Ⅱ、教育講演、シンポジウム、交流集会 I・ Ⅱ 。

Ⅲの 7企画を実施 した。発表演題 315題のうち県内発表演題が 51題、参加者 2,000人 を

超え、急性期看護について、活発な意見交換がなされ成功裏に終わった。

研修風景
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沖縄県看護協会の継続教育の枠組み (体系)の変遷

平成 14年度～平成 17年度

1.看護の本質の追求と自己啓発
2.ジェネラリス トとしての看護実践能力の開発を促進する教育
3.スペシャジス トとしての看護実践能力を育成する教育
4.看護管理に関する能力を高めるための教育

5.看護職者の教育 。研究の能力を高めるための教育

平成 18年度～平成 21年度

1.新人教育
2.専門職として広く一般的な知識 。研究能力を高めるための教育
3.看護者の教育・研究能力を高めるための教育
4.看護管理能力を高めるための教育
5,認定看護管理者教育 (セカンドレベル・ファース トレベル)

6.准看護師の資質向上のための教育
7.介護保険施設等に働く看護師の資質向上のための教育 (21年度に追加 )

平成 22年度～平成 24年度

1.ス タップアップ教育

2.リ フレッシュ教育

3.資格認定教育
4.特別企画

※平成 22年度より受講者の看護実践能力に応 じた学習段階設定 (I～Ⅳ)

平成 25年度

ジフレッシュ教育

ステップアップ荻育

特別企画 (新人看護職員研修・看護実践能力向上支

認定看護管理者教育
資格認定教育

認定看護師毅育

沖縄県保健師助産師看護師実習指導者講習会 保受託)

沖縄県看護荻員養成講習会 (県受託)

沖縄県看護実務研修 (県受託)

沖縄県喀痰吸引等指導者講習会 (県受託)

援研修を含む)

ファース トレベル
セカンドレベル

サー ドレベル

感染管理認定看護師教育課程

継

続

教

育

の

体

系
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平成 26年度

平成 27年度

新人教育

ジェネラジス トを育成する孝女育

教育者・研究者を育成する教育

人教育

スペシャリス トを育成する教育 ―十一― 感染管理認定看護師教育課程

管理者を育成する教育 ―― 認
亀轟義暴多

者 __E:子
とそε支1分

ル

フレッシュマン研修

新人保健師研修

一般研修

介護施設等で勤務する看護職員研修

沖縄県看護実務者研修 (県受詢

沖縄県喀痰吸引等指導者講習会

各職能・委員会企画研修

フレッシュマン研修

新人看護職員研修

―一一般研修

―一在宅看護の質向上研修

―一介護施設等で勤務する看護職員研修

――各職能・委員会企画研修

―一潜在看護師研修 (看護技術 トレーニング)

一―医療安全管理者養成研修

(県受託 )

沖縄県保健師助産師看護師実習指導者講習会 (県受託)

沖縄県看護教員養成講習会 (県受託)

新人看護職員研修指導者育成研修

新人看護職員研修責任者研修

新人看護職員実地指導者研修

ジェネラリス トを育成する教育
一

スペシャリス トを育成する教育
十~~~皮 膚・排泄ケア認定看護師教育課程

管理者を育成する教育一 認
彊轟嚢緑罪

者手子とそ争支1分
ル

沖縄県保健師助産師看護師実習指導者講習会 (県受託)

沖縄県看護教員養成講習会 (県受託)

新人看護職員研修教育担当者研修

継

続

教

育

の

体

系

継

続

教

育

の

体

系

教育者 。研究者を育成する教育
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平成 28年度

沖縄県看護協会継続教育

[教育理念]

沖縄県看護協会は、社会の変化に伴い多様化する人々の健康上のニーズに対応でき

る看護専門職の継統教育を支援する。看護専門職 として、人々の生命の尊厳と権利を

守り、常に最善なケアが提供できるように、生涯にわたつてキャジア開発に取 り組み、

社会の人々に貢献できる人材育成を目指す。

[教育目的]

看護専門職 として社会の人々のニーズに応えるため、看護職一人ひとりの看護実践

能力、組織的役割遂行能力、自己教育 。研究能力の維持、向上を目指す。

[教育目標 ]

1.看護専門職 として、人々の多様な価値観を認識 し、倫理に基づいたより質の高

い看護が実践できる能力を養 う。

2.他の看護職者及び保健医療福祉関係者 と共に協働 し、地域の人々に、より安全、

安心な看護を提供するためのケアをマネジメン トする能力を養 う。

3.看護専門職 としての役割・責務を自覚 し、生涯にわた り看護職者 としての価値

と専門性を発展させる能力を養 う。

人教育
フレッシュマン研修

新人看護職員研修

ジェネラジス トを育成する教育

一般研修

在宅看護の質向上研修

介護施設等で勤務する看護職員研修

各職能・委員会企画研修

潜在看護師研修 (看護技術 トレーニング)

医療安全管理者養成研修

スペシャジストを育成する教育 一一一一皮膚 。排泄ケア認定看護師教育課程

ファース トレベル

を育成する教育― 認定看護管理者
教育課程

カンドレベル

サー ドレベル

沖縄県保健師助産師看護師実習指導者講習会 (県受託)

沖縄県看護教員養成講習会(県受託)

新人看護職員研修教育担当者研修

継

続

教

育

の

体

系

・研究者を育成する教育
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看護の質の向上

標準クリニカルラダー (日 本看護協会 )

2016年 5月 20日

学習段階設定 レベ ル I レベ ル Ⅱ レベ ル Ⅲ レベ ル Ⅳ

臨

床

能

力

項

目

看護実践能力

基本的看護技

術提供から特殊

・専門的・高度

な看護実践能力

基本的な看護実

践 (基本的な看

護技術、看護過

程の展開など)

ができる。

日常的に必要と

される看護実践

は、ほば単独で

実施できる。

高度な看護実践

を行い、さらにモ

デル的な看護実

践の教示をする

ことができる。

論理的知識と実

践的知識を応

用し、企人的で

あり、かつ分析

的看護を効率

的に実施するこ

とができる。

組織的役割遂

行能力

看護チームなど

の最小組織から

看護部、医療施

設、地域、国内

での看護職能団

体の中での役割

遂行能力

責任の最も軽い、

難易度の最も低

い、軽度な組織

の役割を果たす。

看護チームでは、

フォロアーやチー

ムメンバーの役割

、病棟での係とし

ては簡単なルー

チンの係の役割

オど遂行できる。

所属する職場で、

日常的な組織的

役割が遂行でき

る。看護チームで

は、チームリーダ

ーやコーディネー

ターの役割、病棟

での係としては、

創造的能力を要

求される係の役割

を遂行できる。

所属する職場で、

特殊なまたは専

門的な能力を必

要とされる役割、

または指導的な

役割 (学生指導

、業務改善係、

学習会係、教育

委員、リスクマネ

ジメント係等)を

遂行できる。

所属を超え、看

護部や病院から

求められる役割、

成果の問われ

る責任の重い

役害1(ジェネラ

ルリスク・マネ

ージャー等 )を

遂行できる。

自己教育・研究

能力

技術 専門職 とし

ての 自己の技能

を高め、さらに看

護 への科 学的

追求を行 う能力

自己の教育的課

題を指導によつ

て発見すること

ができる。

自己の教育的口果

題達成に向けた

教育活動を展開

することができる。

自己の教育活動

に積極的に取り

組むとともに、教

育活動について

指導的な役割を

実践することがで

きる。

単独で専門領域

や高度な看護

技術等につい

ての自己教育

活動を展開す

ることができる。

組織的研究活

動を実践できる。
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看護の人材確保・定着促進にむけて

前)常任理事 長濱 マチ子

沖縄県看護協会は、「人々の健康な生活の実現に寄与する」という基本理念の使命と目的

達成のために、看護職が働き続けられる環境づくりや定着促進、看護の人材確保、看護のこ

ころ普及事業等に取 り組んできた。看護職の働き方については、平成 20年に看護師の過労

死労災認定の判決を受けたことが契機 となり、緊急に解決すべき課題 としてクローズアッ

プされた。日本看護協会は、翌年に「時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」を全

国規模で実施 し、看護職員のワーク・ライフ・バランス (WLB)推進事業をスター トさせ

た。また、平成 22年 3月 には、厚生労働省医政局から看護職員確保対策事業の実施につい

て通知があり、同年 5月 にはチーム医療推進会議を発足、人材確保・職場定着推進と併せて

看護職の労働環境改善への取 り組みが急速に進められた。

本協会もこの動きに連動し、独 自の活動を展開した。

1.ワーク・ライフ・バランス推進事業への取 り組み

平成 21年の日本看護協会の調査で、沖縄県の看護職の離職率は、新卒看護職が 14.5%で

ワース ト1位、常勤看護職が 12.6%で ワース ト6位 という厳 しい結果であった。また、同

年に本協会が実施 した 「看護職の時間外・交代制勤務の実態調査」では、若い看護職の 22

人に 1人が「過労死レベル」の時間外勤務をしていることも明らかになった。そこで、本協

会は、看護職の定着促進、職場環境改善を緊急の課題 として、平成 22年度から看護職のフ

ーク・ライフ・バランス (WLB)実 現を重点事業として取 り組んだ。活動内容は、①中間

管理職の時間管理、労務管理の基礎知識、働き続けられる職場づくり等の研修、情報交換会

②WLB実 践病院の広報誌への報告 ③交代制勤務の引き継ぎのあり方等であつた。さら

に、看護師職能委員会では 「中堅看護師の離職防止の支援 と定着促進」「こうい う職場で働

きたい」等をテーマに積極的に活動し、事業を支援 した。

平成 23年度には、本協会として早急に実効性のある対策が必要と考え、「WLBの 実現に

向けた事業推進」を重点事業と位置付け、①看護職がWLB実 現に取 り組む施設支援 ②労

働環境が改善された医療機関の増加 ③看護職のWLB実 現の仕組みづ くりを目的に取 り

組んだ。理事会で日本看護協会と協働 して看護職のWLB推 進ワークショップ事業に参加

することを決定し、活動の中心となるWLB推 進委員会を立ち上げた。委員は、本協会会長、

本協会副会長、ナースセンター長、民間病院の副院長、県立病院の看護部長、県立看護大学

教授、県福祉保健部看護専門監等、10人を選出し、事業推進支援者 として役割を明確に定

めた。初年度は、働き続けられる職場づくリモデル病院を目指 して、施設が参加 した。ワー

クシヨンプでは、WLB推 進委員が参力日施設のファシリテーターとしてインデックス調査

結果に基づくアクションプラン作成の助言等を行つた。インデックス調査結果の分析につ

いては、委員である看護大学教授が直接施設訪問し職員へ指導を行った。ワークショップ当

日の運営は、看護師職能委員、社会経済福祉委員が担った。初年度のWLBワ ークショップ

の開催は、日本看護協会の指導を受けながら実施することができた。その指導は、次年度か
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らの効果的な事業運営に繋がつている。ワークショップ終了後の参加施設に対 しては、ワー

クショップ支援者が病院を訪問し3ヵ 年間継続支援を行つた。

WLB推 進委員会は、平成 23年度から平成 26年度までの参加施設 17施設の概要、参加

動機、取り組み前の課題、体制・取り組みの実際、取 り組み後の組織の変化、課題等を報告

書としてまとめ、多くの職場の勤務環境改善へ活用できるように配布 し、ホームページヘも

掲載 した。成果としては、推進体制の立ち上げ、時間外勤務の短縮、業務改善、多様な勤務

形態の導入、子育て支援、離職率の低下等が報告された。

沖縄県ナースセンターの看護職員施設調査で、WLB推 進施設については、表 1に示 した

通 り、平成 23年度から平成 28年度の間、23施設が参加 した。平成 26年度の沖縄県の看護

職の離職率は、新卒看護職が 10.1%(全国 10.8%)、 常勤看護職 5,7%(全国 7.5%)と 改

善された。

今後の課題は、①看護職のWLB推 進事業の普及啓発 ②看護職のWLB取 り組み施設

の拡大 ③看護職のWLB推 進ワークショップ参加施設へ継続的な支援 ④看護職のWL
B取 り組み施設間のネットワーク強化 ⑤WLB推 進のため支援者・推進委員の人材育成

⑥行政や労働局、社会保険労務士等との連携強化 ⑦ 日本看護協会との連携がある。

表 l WLB推進ワークショップ事業参加施設

年度 参加施設数 参 加 施 設

平成
23

5

社会医療法人 敬愛会 中頭病院
地方独立行政法人 刃【覇市立病院
社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院
社会医療法人 友愛会 南部病院
沖縄県立南部医療センター 。こども医療センター

24
4

沖縄県立中部病院
日本赤十宇社 沖縄赤十宇病院
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院
医療法人 仁清会 かみや母と子のクリニック

25 4

公益社団法人北部地区医師会 】ヒ部地区医師会病院
医療法人博愛会 牧港中央病院
医療法人おもと会 大浜第一病院
医療法人 祥杏会 おもろまちメディカルセンター

26 4

社会医療法人 敬愛会 ちばなクリニック

社会医療法人かりゆし会 ハー トライフ病院
特定医療法人 章の会 オリブ山病院
沖縄医療生活協同組合 とよみ生協病院

27 3

医療法人 翔南会 翔南病院
医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院
沖縄県立宮古病院

28 3

医療法人 緑水会 宜野湾記a病院
公益社団法人 地域医療振興協会 公立久米島病院
医療法人 HSR名 嘉村クリニック

医療従事者の離職防止や医療安全の確保を図ることを目的に、改正医療法 (平成 26年 10

月施行)に基づき都道府県は、「医療従事者の勤務環境改善を促進するための拠点としての

機能の確保に努めるものとする」施策が出され、沖縄県医療勤務環境改善支援センターが県
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看護職が働き続けられる環境づくり

医師会に設置された。本協会の理事も運営委員会議の委員であることから、他団体と連携 し、

看護職の労働環境整備の取 り組みを強化 していく。

2.沖縄県ナースセンター事業

沖縄県ナースセンターは、平成 5年に「看護師等の人材確保促進に関する法律」に基づき

設置され、県知事の指定を受けて運営している。主な事業として 「ナースバンク事業J「看

護の心普及事業J「訪問看護支援事業」などを実施 している。

1)ナースバンク事業

ナースバンク事業は、ナースセンター・コンピューター・システムの求人・求職登録に

よる求人施設狽1の採用相談や就職希望者の就業相談等のマッチングである。求人・求職登

録、就業者数は年々増加 している。

2)ハローワークとの連携

ナースセンターは、職業安定法の労働局の許可を受けて無料職業紹介事業を実施 して

いる。以前から、沖縄労働局主催の会議や福社の職場説明会等に参力日し、連携をとってき

たこともあり、ハローワークに看護職の職業相談ブース設置を要望していた。平成 23年

6月 17日 に、厚生労働省 5局長連名による「看護師等『雇用の質』の向上のための取組

について」の通知により、平成 23年 12月 からハローワーク那覇、平成 27年 5月 からハ

ローワーク沖縄に出向して就業相談を行

えるようになった。ハローワークには、多

くの潜在看護職が再就職のために訪れる

ことから、今後も連携を強化 して潜在看護

職の再就職支援に繁げる必要がある。ま

た、合同相談業務は、北部・宮古・人重山

のハローワークも拡大 していくことが日果

題である。

3)潜在看護職の復職支援事業

潜在看護職は、短時間での就業希望に加えて、離職期間が長いことによる看護技術や職

場適応への不安を持っている。そのような対象者へは、ナースセンターヘの来所を案内し、

潜在看護職の再就職支援等の具体的な情報提供

と求人施設 との細かい相談でマ ッチングを実施

している。さらに、看護技術に不安のある再就職

希望者に対しては、シミュレーターを用いて看護

技術 トレーニングを実施 している。実施可能な技

術は、酸素吸入 。吸引・経管栄養・導尿・静脈採

血・静脈注射 。筋肉注射・皮下注射、AED等 の

演習である。指導担当者が技術の目的、目標、手順を説明し、デモンス トレーション後に

セルフトレーニングをする一連の学習過程を踏み、トレーニング終了後は、指導者と技術
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習得状況を確認する。技術教育の環境が整備されたことで、平成 25年 5月 から週 1回開

講 し、受講者の延べ人数は、平成 25年度 137人、平成 26年度 150人、平成 27年度 92

人、平成 28年度 143人であつた。

安全で良質な看護の提供・職場定着促進のために看護技術 トレーニングは、有効な取 り

組みである。

第 6次沖縄県保健医療計画は、「医療の高度化・専門化・複雑化に伴 う看護機能の拡大、

また、医療安全の重要性、医療情報の透明性など県民の医療に対する関心の高まりなどに

対応するため、質の高い看護職の養成 。確保を行 う必要がある」と看護職員の課題が示さ

れている。その施策として「能力向上のための研修実践事業の強化」があげられている。

医療現場の看護機能拡大に対応 し、県民の安全 と安心を担保 した看護を提供するために

は、看護職員の資質向上はもちろん、離職防止の観点からも潜在看護職の再就職支援を継

続 して、取り組む必要がある。

4)看護師等資格者の離職時の届け出制度

厚生労働省は、団塊の世代 (1947～ 1949年生まれ)が 75歳を迎える 2025年に 200万

人の看護職が必要と推計している一方で、現在の潜在看護職は 71万人と推計されている。

2025年には、現在より約 50万人多い看護職の確保が必要で、そのための実効性のある対

策を講 じなければならないとの考えから、看護師等人材確保法改正に基づき離職時に看

護師等のナースセンターヘの届出が努力義務化 され、平成 27年 10月 から施行された。

「看護師等離職時等の届出」は、離職 した看護職の早期復職を支援 し、潜在化防止するこ

とにつながる施策として期待されている。復職を希望する看護職は、子育てや介護、自分

自身の健康状態等、様々な状況から容易に就業することができないこともある。その状況

に合つた多様な勤務形態、短時間勤務等求職者のニーズに即 した求人側の対応ができれ

ば再就業が可能となる。ナースセンターの新たな業務となつた届け出制度は、働き続けら

れる職場環境整備に繋がるものであり、看護職の確保・定着に貢献できると考える。

5)看護の心普及事業

ナースセンターの看護の心普及事業は、看護の心の普及啓発を通じて、国民一人ひとり

に対する看護への関心を高め、理解を深めるとともに看護の明るいイメージづくりを図

ると共に看護職等の就業を促進 し、活気ある長寿社会づくりに寄与することを目的とし

ている。看護職確保の一環として、看護職を目指す学生を増やす努力も重要である。ふれ

あい看護体験が受験動機に及ぼす影響一看護学生へのアンケー ト調査一からの肯定的な

評価 として実感、感銘、感動的等心の動きを経て目標の明確化、決意、高まりなど受験動

機に好影響を与えていると述べられている。また、出前授業の意義については、実際の出

前授業を通じて 「高校生にとつて看護職としての将来像をイメージしやすくなる」「職業

選択のさらなる動機付けの機会となりうる」「近い将来の看護職の人材育成に貢献するも

の」等をあげている。ふれあい看護体験は、中高生を中心に平成 3年度からスター トし、

資料編 p181の表のとおり推移 している。平成 16年度から実施 している出前授業は、当

初 3校、92人であつたが徐々に増加 している。

この事業は、看護協会の役割の一環 として、今後も強化 していく必要がある。
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地域のエーズに応える看護の実践

訪問看護事業における4年間の取組み

常任理事 川満 幸子

本協会の訪問看護事業は、平成 6年の「訪問看護ス冴―ションはえばるJをスター トに、

次いで 「みやこJ「 うりずんJ「のぞみ」が開設され、22年が経過 しています。

65周年の節 目に今後に繁ぐ思いを託 して、16年間の動きを綴 り4年間の取組みを振 り返

つてみたいと思います。

就任時、訪問看護事業推進委員会は特別委員会として発足しており、「本協会の訪問看護

事業の在 り方Jについて検討が進められているところでありました。当初、本事業の実情オご

把握することに戸惑いを抱いてお りましたが、委員会メンバーとして加わったことで現状

を理解することができました。委員会への諮問事項は「訪問看護事業の現状分析 と課題の

明確化、人材確保 と人材育成及び研修体制」でありました。委員会では、当時を遡る10年間

の 9事業の実績 (総会冊子からのデータ収集 )推移 。各事業所の組織分析・県内の訪問看

護の実態等の側面から検討を行い、本協会訪問看護事業の口果題整理が行われました。その

ことを踏まえ、答申は 1)本協会訪問看護事業のミッションの構築 2)組織体制のあり方

3)訪問看護師育成のための教育体制の確立 4)将来の複合型サービス事業の運営を視野

に入れた基盤づくりの4つの視点が提言され、本事業の方向性や訪問看護事業推進委員会

の取組みに繋つてお りますも以下答申された 4点 に対応した取り組みについて紹介しま坑

1.本協会訪問看護事業のミッションの構築

①職業倫理に基づく在宅看護の実践 ②訪問看護事業の経営組織運営モデル ③地域社

会及び時代の医療福祉ニーズヘの対応 ④在宅・臨床・施設を包含 した継続看護の教育機

関としての役割が示され、それを基に各事業所の理念・運営方針・単年度の事業目標・事

業計画に落とし込んで運営してきました。そのことを展開するツールとして 「目標管理手

法」を導入し、単年度毎に SWOT分析・個人目標管理を定着させ、単年度の目標・計画・予

算の立案・実践・評価に繋げています。4年が経過 し、PDCAサイクルをまわしながら管理

者会議等で確認できる仕組みが確立しています。

2.組織体制のあり方

「はえばる」の訪問看護・居宅介護支援・訪問介護の 3事業の経営を改善する必要性が

指摘 されたことから「ヘルパースターションさくらJを休止から廃止に踏み切 り2事業に

絞つた経緯があります。また平成 25年 4月 より、管理体制を明確にするために、訪問看護

ステーション・居宅介護支援事業の所長を一本化 して、訪問看護ステーションの管理者を

所長 とし、居宅介護支援事業管理者の職位を主任 としました。また、訪問看護においても

常勤で管理者の補佐 として主任席を設けた管理体制 として改編 してきました。答申で言及

された認定訪問看護師配置については、沖縄県地域医療再生臨時特例基金事業 (訪問看護師

の育成事業)を活用 して平成27年 には、訪問看護認定看護師を位置づけることができまし
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た。将来的には、訪問看護事業は、本協会内に在宅看護センター (仮称)を立ち上げ、訪問

看護支援事業と協働できる体制を構想 し、そのことを目指 して関係構築を重ねているとこ

ろです。

また、4年間で4人の正規職員の昇任、3事業所の移転等、処遇や職場環境の改善に着手

することができました。

3.訪問看護師育成のための教育体制の確立

訪問看護の質向上に向け、訪問看護事業推進委員会で訪問看護師の段階別教育プログラ

ムの構築に向けて検討が続けられてお ります。平成 27年度には 「訪問看護管理者教育プロ

グラム」が体系化され、本協会事業所の所長や リーダーも受講することができました。こ

の背景には、訪問看護事業推進委員会と訪問看護支援事業、また、沖縄県訪問看護ステー

ション連絡協議会事務局が本協会事業課内に設置されていることも併せて連携・協働でき

る環境に恵まれていた点があります。そのことで県下の訪問看護の情報交換 。相談 。支援

等の活動が前進 していることを実感 しています。

県の受託事業である訪問看護支援事業は、センター的機能を持ち合わせてお り、将来的

には、訪問看護支援センター (諮問時は仮称 :在宅看護センター)と して拡充 。強化を図り、

発展することが望まれます。本事業と訪問看護支援事業が有機的に連携することで県内の

訪問看護師育成を同時に支援でき、本事業もモデル となる努力やその役割を果たすことが

期待できるものと考えています。現在、「管理者育成プログラムJと 「訪問看護入門研修」

が確立していますが、引き続き、新人・初級 。中級 。上級の育成プログラムの確立も急が

れます。

ちなみに、4年余で本協会の訪問看護事業では訪 問看護認定看護師 1人 、ファーストレベ

ル修了者 1人、看護管理者研修修了者 5人、臨床実習指導者講習修了者 2人、相談指導

員 1人、喀痰吸引指導者 11人、地域糖尿病療養指導± 13人、 HIV・ エイズ患者の在宅療

養介護の研修修了者 3人等を輩出してまいりました。 これらは内外のニーズと OJTシー

ト(訪問看護実践能力評価ツール)に よる動機づけが主体的な学習・資格取得に繁がったと

考えています。 今後も訪問看護師育成のための教育体制の確立は、関連担当者 と協働 した

関係性を強化 し、研修・教育ニーズを提えた効果的な研修プログラム・内容の検討を重ね

ることが深化につながるものと考えます。本協会の事業も実践モデルの立場 としてこれ

らに参画 1ン 自他ともに成長出来るよう協働 ヒ′て醸成され′ることを願つています。

4.将来の複合型サー ビス事業の運営を視野に入れた基盤づ くり提言の背景

平成 24年度の制度改正で 日本看護協会が提唱 した複合型サー ビスが誕生 したことが関与

しています。複合型サービスは通所介護・訪問看護 。宿泊 とい う複合サー ビスで利用者ニ

ーズに柔軟に対応でき、事業所にとつても柔軟な人員配置が可能でケア体制が構築 しやす

くなるとい う利′点があ ります。その後、平成 26年度の診療報酬改定では、国の地域包括ケ

アシステム構築の推進が全面に打ち出され、訪問看護の推進・機能拡大に 「機能強化型訪

問看護ステーション」が創設 されま した。また、平成 28年 3月 、 日本看護協会 。日本訪問

看護財団・全国訪問看護事業協会の 3団体は訪問看護アクシ ョンプラン 2025で看護小規模
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多機能型居宅介護 (複合型サービスから名称変更)と 機能強化型訪問看護ステーションで訪

問看護の機能拡大の方針を示 してお ります。

答申では、変化 していく制度に翻弄された感がありますが、いずれにしても、時勢に対応

できる揺るぎない基盤整備が重視 された見解でした。答申の中で強調 されたことは総 じ

て、管理運営体制や人材確保、人材育成、経営改善が主要な課題でありました。前段で述べ

た体制整備や人材育成は基盤整備を念頭に取 り組んだ視′煮でもあります。

また、診療報酬改定で機能強化型訪問看護ステーションの要件が具体的に示されたこと

を受け、平成 26年度は要件に関連する 6人体制の確保、精神科訪問看護の加算取得、介護

予防支援事業の受託、各種資格取得の育成、ターミナルケアの積極的受入等に取組みまし

た。平成 27年度には機能強化型 7つ の要件整備を掲げ、40時間看護師の確保・定着、ター

ミナルケアの積極的介入を進め、4事業所の機能強化を推進 してきました。機能強化に 2年

間取 り組み、正職員は 4人から9人に増加 し、平成 24年 2.5年から平成 28年 3.6年に、職

員の定着率が改善された。平成 28年 4月 には 4事業所がサービス提供体制加算を算定で

きるようになりました。更に訪問看護ステーションはえばるは、平成 28年度に機能強化型

ス冴―ションの要件 (超 。準重症児 5人以上)を満たしたことで、機能強化型訪問看護ス>
―ションに認定されました。

5.今後に向けて

将来に向け、訪問看護アクションプラン 2025を 指針 とした取組みが求められています。

特に訪問看護師の安定的な確保 。医療機関と訪問看護ステーションの看護師の相互 (交流 )

育成、看護小規模多機能型居宅介護を含め訪問看護事業所の機能拡大、訪問看護管理者の

マネジメン トカやスタンフの看護実践能力の向上 。看護基礎教育への対応強化 。ICTを活

用 した訪問看護事業の効率化、地域包括ケアシスフ
~ム

構築への参画に着 目して邁進する必

要があると考えます。

これまでの取 り組みから、今後、本事業はセンター的機能を有する訪問看護支援事業との

協働や近隣の基幹病院との連携・交流をよリー層強化することで、特に医療依存度の高い

ケースや公的役割が果たせ られるケースヘの対応・サテライ トを有する機能拡大も視野に

入れた展開が望まれます。また、教育的機関として他事業所への技術移転・モデル的役割等、

多様な地域のニーズに貢献できるよう、訪問看護の進化 。発展を願つてやみません。

デスカ ンファ レンスター ミナルケア (看駁 り)に おける担当者会議

77



訪問看護ステーション うりずんの活動

訪問看護ステーションうりずん

所長 仲原 恵子

訪問看護ス>―ションうりずんは、平成 11年 10月 1日 に協会立の 3番 目のステーショ

ンとして石垣市に開所しました。介護保険がスター トする半年前の事です。

「うりずん」とは初夏の季節のことで若葉が芽吹く頃、命の芽吹きになぞらえ当時の官

城シゲ看護協会長が名付けて下さいました。

時代の変化に伴い医療保険制度や介護保険制度が改定され、スタッフの働き方や利用者

のニーズが変化 して来ました。医療が病院中心から地域や在宅へと視点が移 されるように

なると、医療機関と訪問看護の連携がより重要になってきました。訪問看護の実際として

うりずんは、併設事業に居宅介護支援事業と相談支援事業があります。スタッフは、平成

28年 6月 現在で看護師 6人、事務職 1人の 7人です。利用者は、2歳から108歳の高齢者で

年齢層は幅広く、対象別分類も小児、難病、精神、終末期、成人・高齢者等で、平均 して

46人前後です。連携 している医療機関は、県立人重山病院を中心に開業医が複数あります。

うりずんの特徴は、まず精神疾患の利用者が多いとい う事が上げられます。要因として、

平成 18年頃から、人重山病院に入院していた方々を積極的に地域に帰すようになり、訪問

看護で内服管理を中心に、在宅で看ていくようになりました。地域住民の暖かい包容力も

あリスムーズに在宅療養に切 り替えられてきたと考えます。平成 26年から相談支援事業所

を立ち上げた理由もそこにあります。身体合併をもつ精神疾患の利用者を福社 と連携をと

りながら自立支援に向けたケアを提供 しています。また、ター ミナルケアは平均 して年間

に 8人、多い時で 17人の在宅看取 りの実績があります。依頼があれば極力断わらず小児か

ら看取 りまで利用者のニーズに添 うような努力をしています。 うりずんの強みは、スタッ

フの定着率がいいという事と臨床経験年数も永く幅広い層の利用者に対するケアが出来て

いることです。

ここでは小児の事例を紹介 します。 (承諾を得て掲載 )

2歳児で主病名がサイ トメガロウィルス感染症、底性四肢麻痺、運動・精神発達遅滞で準

超重症児です。呼吸状態の変調のため BiPAP(人工呼吸器)と 酸素を使用、経管栄養を行つ

ています。家族構成は、40歳代の両親 と姉 2人、妹 1人の 4姉妹の三女で 6人家族です。

母方の両親が近所に住み何かと協力 しています。最初の依頼相談は 2年前に遡 りますが、

比較的状態が安定していたため、通所の児童ディサービスに通わせ両親は共働きをしてい

ました。ディサービス中でも何度か救急搬送をしていたようです。その時点では呼吸器の

導入はなく酸素のみでした。しかし、徐々に呼吸状態が悪くなりBiPAP(人工呼吸器)と 酸

素、低圧持続吸引が必要になつた時点でディサービスでの受け入れが困難になりました。

母親は 4人 目の出産を控えてお り、訪問看護の導入となりました。

この事例を在宅で看て行 くために関係者と何度かケアカンファレンスを持ち確認 し合い

ました。状態が急変 した場合や母親の出産時はどうするのか、産後、母親が動きにくい 2

ヶ月間の受診とヅハビジはどうするべきかなどを話 し合いました。その結果、医療機関か

ら期間限定で訪問診療と訪問リハビジをして頂く事になりました。母親のサポー トを兼ね

て訪問看護は日に 2回訪間を行いました。訪問看護ケア中に大きな病状の変化もなく乗 り
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切れたことは幸いだったと思います。現在は、以前から計画していた胃ろうの造設 と気管

切開のため総合病院に入院中です。今後、母親の希望とする仕事への復帰も考慮 しながら

児の病状安定と家族の笑顔のため訪問看護で出来るサポー トをしていく予定です。

この事例は、図のように多くの職種・機関が連携 しながら支える事ができました。 うま

く支援できた要因は、平成 26年に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業

者の指定を受けた事で、看護職が支援事業の全体をマネジメン トできた事です。

<社会関連図>
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訪問看護のや りがいは、一定の時間を一人の利用者のためだけに使 うことができるので、

素晴らしい事だと感 じます。 目標に向かい頑張る事や終末期の方と泣いたり笑ったり、家

族 と一緒に共有することは何 とも言えません。人生の最期の時に寄 り添い残 された大切な

時間を共に過ごすことは、訪問看護師として多くの事を学ぶ機会となります。

地域包括ケアシス冴ムに向かって時代は動いています。今後の取 り組みとして、地域か

ら求められている事は何なのかを見極めながら、地域の要になれたらと思います。マンパ

ワーが足 りないことが課題ですが、訪問看護をや りたいという看護師が増えていくように

や りがいや豊かさを発信 していきたいと思います。

ヽ
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災害時の看護活動に向けた体制整備

前)災害看護対策委員会 委員長 中村 洋子

平成 28年 4月 に発生した九州地方の震度 7と いう大きな地震は熊本県、大分県に大きな

被害をもたらしました。5年前の関東、東北地方を襲つた東 日本大震災はまだ記憶に新 しく、

未曾有の災害といわれ、自然の力の脅威を思い知 らされました。沖縄県看護協会 (以下、

沖看協)では東 日本大震災をきつかけに災害看護対策を重点事業として取 り上げ、平成 25

年度から災害対策委員会を常任委員会 として位置づけました。島嶼県である沖縄に、大規

模な自然災害が発生したらどう対応するか県内発災時の対応マニュアルの見直しが急がれ

ました。

1.災害看護活動マニュアルの見直し

日本看護協会 (以下、日看協)は、平成 26年 4月 に「災害支援ナース派遣要領」を出し

ました。 口看協と被災県協会が、災害支援ナースの派遣調整を行なう基本的な考え方とし

て、災害規模に応 じた対応区分をレベル 1(単独支援対応)・ レベル 2(近隣支援対応)・ レ

ベル 3(広域支援対応)と 示し、災害支援ナース派遣手順が明確化されました。

平成 26年 11月 には日看協と沖看協で 「災害支援ナース派遣に関する協定書」が締結さ

れ、平成 27年には県内発災時の (レベル 1)対応について沖縄県と沖看協で 「災害時にお

ける災害看護活動に関する協定書」カミ締結されました。その内容を検討中のマニュアルに

載せ 「災害看護活動支援マニュアル (改訂版)」 を作成 し、平成 28年 6月 発行、181施設に

配布 しました。今後、支援活動が円滑に実践できるよう、研修時やホームページヘ掲載す

るなどマニュアルの活用を推進 していきたいと考えます。

2.災害支援ナースの資質の向上を目的とした研修企画

沖看協では平成 24年度まで災害に関する研修は日看協のインターネット配信研修 「災害

医療と看護 (基礎編)」 と「実務編」を実施 していました。平成 23年の震災時は災害支援

ナースの登録者 36人から翌年 28人 と減少 していたため、委員会の中で災害支援ナースの

資質向上に向けた研修体系について検討 しました。登録要件に研修受講を必須とし、平成

25年度は日本看護協会研修学校より「災害看護の実務編」で活躍 している講師を迎え、研

修会を開催。平成 26年度からは 「看護管理者編」も加え災害看護の知識・技術の習得を目

指 しました。その結果、研修受講生も平成 24年度 163人から平成 26年 478人に増え、そ

れに伴い登録者数も平成 26年度 83人に増加 しました。

3.災害支援ナースの登録・更新の推進

災害看護研修の開催時に受講生へ災害支援活動の必要性を説明し、登録の呼びかけを行
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いました。また、災害支援の基本的な内容を実際に災害活動 している講師の講義を通 して

の学びや、ナースの登録要件に研修受講や施設管理者の承認等を求めました。そのことで、

災害支援ナースとしての役割意識が強くなり、研修受講後の登録者が増加 したと思われま

す。更に、災害支援ナース登録者確保のためにも各施設の看護管理者の災害看護支援ナー

スの理解 と協力が不可欠であり、看護管理者編の研修を追加 したことは災害支援ナース登

録者増に有用であつたと考えます。登録者は平成 28年 3月 には 19施設 93人 となりました。

4.災害支援ネットワーク合同訓練

災害発生の予測は難 しく、平時からの災害訓練は重要です。毎年実施している日看協と

の「災害支援ナース派遣合同訓練」の参加施設はまだ少ない状況です。 しかし、今後もレ

ベル 2・ レベル 3想定の「災害時支援ネットワーク合同訓練」へ多くの施設が参力日できる様

呼びかけながら、沖縄県の防災訓練へ指定公共機関として参画することで、災害時の看護

支援活動がスムーズに実践できると考えます。

表 1 災害時支援の対応区分 (日 本看護協会 平成26年4月 作成)

（単
独
支
援
対
応
）

レ

ベ

ル

ー

被災県看護協会のみで災害時の看護支援活動が可能な場合をレベル 1とする。レ
ベル 1においては、被災県協会が災害支援ナースを派遣し、災害時の看護支援

活動を実施する。

（近
隣
支
援
対
応
）

レ
ベ

ル

２

被災県協会のみでは災害時の看護支援活動が困難又は不十分であり、近隣の都

道府県看護協会 (以下「近隣県協会」という。)からの支援が必要な場合をレベル2

とする。レベル2においては、本会の要請の下、被災県看護協会及び近隣県協会

が災害支援ナースを派遣し、災害時の看護支援活動を実施する。

（広
域
支
援
対
応
）

レ

ベ

ル

３

被災県協会及び近隣県協会のみでは災害時の看護支援活動が、困難又は不十

分であり、当該活動が長期化すると見込まれる場合をレベル 3とする。レベル3にお

いては、本会の要請の下、全国の部道府県看護協会 (被災県協会及び近隣県協

会を含む)が災害支援ナースを派遣し、災害時の看護支援活動を実施する。ただ

し、災害支援ナースの派遣に際し、都道府県看護協会が行政又は関係諸機関 (災

害支援ナースの所属施設を含む)と調整する必要がある場合、支援対応区分を問

わず、その調整は都道府県看護協会が行う。
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災害時支援体制

災害支援ナースの派遣調整・要請

災害支援ナースに関する情報提供

(被災県協会のみで看護支援活動が可能な場合)

災害支援ナース派遣調整・要請

者護支援活動

関連機関・関連団体
厚生労働省 等

情
報
交
換

・連
携

地方自治体

情
報
交
換

・連
携

情
報
交
換

・連
携

地方自治体
現地災害対策本部

82



地域のユーズに応える看護

県内発災時看護支援活動レベル 1

災害発生 (被災地)

① 被災地は沖縄県へ被害状況の報告・情報の提供を行う。

② 被災地より被害状況の報告を受けた沖縄県対策本部は、沖縄県看護協会へ情報の提供・報告を

イ子う。

③ 沖縄県対策本部は災害支援ナース派遣要請を行う。

沖縄県看護協会の活動

④ 県より災害状況の情報・報告を受け、日本看護協会、被災地以外の地域の災害支援ナースの

所属施設や個人会員の災害支援ナースヘ情報の提供・報告を行 う。

⑤ 沖縄県看護協会は被災地以外の地域の災害支援ナース所属施設や個人会員の災害支援ナース

ヘ派遣を依頼する。

⑥ 依頼を受けた被災地以外の地域の災害支援ナース所属施設や個人会員災害支援ナースは看

護協会へ名簿提出、看護協会は日程調整を行 う。

⑦ 被災地へ派遣する。

沖縄県看護協会の災害支援活動の終了

③ 災害支援活動が終了したら沖縄県、被災地以外の災害支援ナース所属施設、個人会員災害支

援ナース、日本看護協会へ災害支援活動終了報告を行 う。

①

⑦

閾
沖縄県

沖 縄 県 看 護 協 会

③

沖縄県看護協会 「災害看護活動支援マニュアルJよ り抜粋

(平成27年 11月 作成 )

<被災地以外の地域>
・災害支援ナース所属施設
・災害支援ナース (個人会員)

日本看護協会

83



東日本大震災 災害支援ナース活動
一支援から5年に思うこと一

公益社団法人北部地区医師会 司ヒ部地区医師会病院 筒井 清隆

支援期間 :平成 23年 4月 3日 ～4月 8日

はじめに、東 日本大震災及び本年の熊本地震にあわれました多くの被災者の皆様へお見

舞いを申し上げると共に、お亡くなりになった方々へ心よりご冥福を申し上げます。

私が沖縄県の災害支援ナースとして現地に着

いたに)は、発災からおよそ 上ヶ月が経過 した災害

亜急性期だつた。現地では何が不足してどの様な

問題が起きているのか、そ泊′にどう対処すべきか、

事前の情報はイロlも なく、考えられないままナ兄場に

行くのが現状だつた。

担当の避難所では到着すると直ちに情報収集

にあたった。施設には前任者が簡易の病棟を一つ、

感染・隔離部屋を一つ作つており、小学生の机を

然ぎあわせて作った簡易ベッドが 4床あり、我々

はそこで 2人の高齢者の慢性期疾患管理を行っ

た。トイレは水の制限により汚れ、ゴミが倫れ返

つていた。女性の トイレは、血液の付いたナプキ

ンが剥きだしで捨ててある状況だつた。初潮を迎

えた少女への指導や公衆衛生活動も必要な状況

であつた。

被災者の様相を把握するため巡回し、声を掛けながら情報収集を行った。体育館では、

扉を開けた瞬間、強烈な悪臭が鼻を突いた。様々な人の生活の臭いと、何かが腐ったよう

な悪臭などが混ざり、悪心をこらえた事を覚えている。そこでは、一家族あた りおよそ 2

～3畳の場所にダンボール 1枚で仕切 りを入れて 100人 ほどが生活をしていた。不眠により

疲弊 している避難者が多く、射や歯ぎしり、話 し声などで眠れずいらいらしている避難者

が多かった。また思春期の女性では頭痛、嘔気、眩量を訴えている人もお り、心因反応の

ような症状′キとヽ訴える避難者も多かった。

次に多かったのは腹痛、H匠 吐、下痢を伴 う消化器症状を呈する避難者だった。ある子ど

もが腐敗 したおにぎりを食べているのを発見した。 さらに保持している食料を調査 した結

果、パンやおにぎりなどの支援物資の多くが期限切れとなっている事を知 り、すぐに避難

所の代表者に報告 し、期限切れの食料を直ちに避難者から回収した。 しかし、渋る人や頑

なに断わる家族もいた。聞くと、「発災直後から 3～ 4口 間、何の支援もなく、飲食に非常
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に困り、いつまた同じことが起こるかわからない、そのためもらった食料はたとえ腐って

いても大切に持っていたい」と話 していた事に衝撃を受けた。 しかし、なんとか返 しても

らうように説得 し、回収することができた。後に聞いた話では、送 られてきた食料の支援

物資が被災者に渡るまでに時間を要 し、配給された頃には期限が切れた状態が多いようだ

った。

この他にも、小児科、産婦人科、心療内科などの特殊な疾患や、眼科、耳鼻咽喉科、皮

膚科などのマイナーエマージェンシーなど、幅の広い患者の対応を行 う事になった。多職

“口   ＼卜
■,'

4′

種連携では心のケアチームヘの引

き継ぎや情報提供、各都道府県か

らの応援医療団体やボランティア、

時に海外の医療団体など様々な支

援団体と連携を行 う必要があり、

実践・指導・管理・調整といった

マルチに対応することを求められ

た活動となつた。

現地では、血圧計と聴診器 と体

温計があるだけで、パルスオキシメーターもなかったため、患者の状態を判断するのは、

バイタルサインとフィジカルアセスメン トと問診だけであった。精神的な症状なのか、症

候性疾患なのか、緊急性はどうか、利用できる資源はあるかなど、これらを総合的に判断

したうえで、どのように介入すべきかを考えなければならず、改めて災害看護の深さと重

要性を知る事となつた。

あれから 5年、この教訓を活かしあらゆる災害において、あらゆる看護の力を活かすた

めに、普段からなすべき事がもつと多くあるように感 じてお り、私自身このような貴重な

経験をさせて頂いた事に感謝 しつつ、機会ある度に伝え、災害看護について考える場を作

つていきたい。ありがとうございました。
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東 日本大震災の災害支援ナースとしての活動

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 山城 さわ子

支援期間 :平成 23年 4月 21口 ～平成 23年 4月 26日

私は、震災から lヶ 月が経過 した頃、沖縄県看護協会の災害支援看護師として、二重県

の看護師と 2人、岩手県立大船渡病院救命救急センター外来に派遣されました。①医療施

設の支援 ②被災者の心身負担軽減を目的として活動を行いました。岩手県内では、他の病

院が壊滅し、仮診療所での診療の為、陸前高田市、大船渡市近郊の患者の救急搬送は全て受

け入れている状態でした。私達は、派遣場所に到着後、看護部長とお会いし、院内を見周 り

ながら発災から今 日までのお話しを伺いました。その際、院内にある大きなガラス窓から壊

滅 した漁港と崩壊した橋が見え、津波の恐ろしさを改めて実感 しました。病院職員は家族の

安否も分からないまま、次々と運ばれて来る患者の対応をひたすら行っていました。余震も

あり、瓦礫などもたくさんある中で迂回しながら何時間もかけて救急搬送 してくる救急隊

員、疲労も限界のはずなのに、疲れた顔も見せず必死に働く姿に、私は胸が詰まる思いで東

北の方々の強さを感 じました。

私が支援に入つたのは震災から lヶ 月が経つた 4月 で、院内はライフラインが復旧した

とはいえ連 日の雨で時折、固定電話が不通になり衛星電話を使用 しなければならない状況

でした。また院内では復十日していても自宅の水道水には海水が入つている為、水が使用でき

ない状況で、給水車での対応でした。また、避難所から炊き出しの配給がされていても、前

日の物を先にと言われ、寒いのに温かい食事がもらえなかつたり、配給されたおにざりの中

身が腐つていたりしたとい う話を聞きました。外に出ると異臭が強くマスクやタオルで鼻口

を覆わないと歩けない状態で、マスコミ報道では知 りえないことが沢山ありました。

搬送患者は、肺炎や脱水、脱水からくる便秘、自殺企図、瓦礫片付け中の怪我、定期処

方切れによる症状悪化 と様々でした。津波からなんとか逃げ切つたものの、津波の水を飲

み込んで津波肺での肺炎から、「予後が厳 しい」と医師に告げられ受け止められない家族。

自殺を図つた患者は、「家族もいない、店もない、家もない。息子は流された。自分は生きてい

けない。どうすればいいのか」と泣き叫んでいました。私はそのような方々を目の当た り

にし、衝撃を受けながら支援業務を行なつていました。ある患者は、 「先週、おじいちゃんを

葬儀に出した。津波で生き残つたのに、急に死んでしまつた。もう疲れたわ」と話し始めま

した。 「看護婦さんの家は大丈夫だつたの ?」 と聞かれ、「私は沖縄です」と返答すると、

「そう、そんな遠い所から来てくれんやね。ありがとう。ありがとう」と深々と頭を下げら

れ胸がいつぱいで苦 しくなりました。患者やスタンフの方々へ声をかける時も自分自身

の胸が詰まりそうで、肩をなで、「体に気をつけてくださいね」としか言えませんでした。

今回の震災で亡くなられた多くの方々のご冥福と、災害に遭つた全ての方が 1日 も早く

安心した生活が送れることをお祈 りします。

86



「まちの保健室」の活動

まちの保健室事業推進委員会 委員長 古謝 安子

平成 14年 8月 、看護の相談機能をとおして住民とふれあい、地域に貢献することを目

的に、特別委員会 「まちの保健室事業推進委員会」が発足された。諮問された事項の実現

に向けて、協会立訪問看護ス冴―ションのぞみ (う るま市)に併設された「まちの保健室」

を拠点に、中部病院地域連携室との協同で患者相談に力点を置き、相談員の確保 と配置、

地域住民への健康意識の啓発、相談機能の充実強化等を目標に、事業マニュアルを整備 し

ながら活動を展開した。

本委員会は、看護協会の社会貢献を担 う核として、発足当初は 10人の委員の中に三職

能委員長が参加 していた。会員や地域への広報活動、常設型 「まちの保健室」の週 3回実

施、銀行や大型商業施設での出前先を確保 して隔月で開設 し、利用者の拡大を図つた。そ

の間、相談員の資質向上を目指 した情報交換会を年 2回実施 し、利用者の満足度や相談機

能評価のための研究にも取 り組み、成果発表と論文報告を行った。また、他職能団体から

の相談開催依頼に対応 し、地区委員会の健康相談を「一 日まちの保健室」と称 して統一し、

本協会の相談事業を総括するシスフ
~ム

を検討 した。このような 7年間の活動と諮問事項に

対する達成状況をまとめ、平成 21年 4月 に答申を行った。

その答申を受け会長は、平成 21年 9月 、公益社団法人への移行を見据えた新たな「ま

ちの保健室」活動のあり方と社会貢献の更なる事業拡大について検討 し活動するための事

項を本委員会に諮問した。そこで本委員会では、「看護協会の社会貢献の全体状況がわか

り事業が拡大する」を上位 目標に、1.ま ちの保健室活動 (健康相談事業)の体系化、2.

活動実績報告のシステム化、3.相談員の確保 と協会員意識の高揚を成果 目標に据え、新

規に活動を展開した。検討する中で、常設型や出前「まちの保健室」への来所者の増加見

通 しがないと判断し閉鎖を決定した。また、公益社団法人が行 う社会貢献としてボランテ

ィア事業の開発が期待されていることや会員が社会貢献を担えるための啓発・広報活動が

重要になることを調査等で確認 した。

新たな「まちの保健室」活動は、①健康相談事業 ②ボランティア支援事業 ③会員の

啓発・広報事業の 3事業を柱に、各事業を統括するコーディネーターを協会内 (ナースセ

ンター兼務)に設置 して、会員や施設からの情報収集や相談員配置、活動報告の受理と集

計、会員への情報提供 と事業評価などを中心的に担 う役割をもつとした。

今後、公益社団法人として社会貢献を前面に打ち出せるためには、会員の所属意識や社

会貢献意識の高揚と参画できる環境を創造する必要性があり、意識啓発のための研修を実

施 し一般研修に載せ、相談員 との情報交換会を継続実施 した。また 3事業が滞 りなく展開

できるよう、本委員会の要項、 「まちの保健室」活動の概念図、本協会 「まちの保健室」

要項および事業要領を取 り決め、各委員会や個人等の活動実績の記録用紙や報告書類、報

告方法等を地区長 らと協議 して作成 し、平成 24年 5月 に答申を行った。

平成 24年以降は常任委員会 として 3事業のマニュアル整備 と活動推進を図り、平成 28

年 3月 、事業体制が整ったことが確認 され、本委員会は発展的に解散 した。
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沖縄県看護協会への期待

国際協力機構 (」 ICA)沖縄国際センター

所長 河崎 充良

公益社団法人沖縄県看護協会の皆様、創立 65周年を心よりお祝い申し上げます。

私は本年 2月 に着任 し、その直後から、JICAの技術研修員 (以下、「研修員」とします)が貴

協会の皆様に大変お世話になつている様子を見聞きする度に感動しております。

母子保健や感染症対策分野の研修は、1985年 の弊センター設立からの長い歴史のなか、

「沖縄県の公衆衛生分野における経験、特に沖縄が戦後の荒廃から復興に向かつた時期の経

験を、より専門的に伝え、開発途上国の公衆衛生や保健の推進に適用 してもらうこと」を目

的として、1994年度 (平成 6年度)よ り貴協会に依頼することになったと聞いております。貴

協会は受託にあたり、沖縄県保健医療関連部署、県立病院関係者等で構成される「検討委員

会」を設置 して右升修 目的や内容等を議論 した うえで開講の運びとなつたとのこと、当時の関

係者の皆様、そしてその志を引き継いで研修に携わつてこられた皆様のご尽力に深謝申し

上げます。

貴協会には、主に弊センターの「母子保健強化」及び「感染症対策」分野の研修に、中南米、

アジア、アフリカ、中近東、大洋州など、全世界からの研修員を受入れていただいており、昨

年度までに 73か国から 743人 の研修員が参加いたしました。これまでに最も参加が多かっ

たのはボリビア (95人 )で、パラグアイ (65人 )、
ペルー (63人 )が続いております。

研修では、貴協会海外研修事業担当の皆様の調整により、「公衆衛生看護婦制度」をはじめ

とする戦後沖縄の保健医療の経験のほか、現在の沖縄県内各地域における保健医療活動や

日本国内の感染症に関する先端の研究や母子保健関係 NGO(非政府組織)の実際なども講義

と視察により紹介 していただいております。研修の際には、研修員が沖縄や 日本の保健医療

状況を円滑に理解 して研修に臨めるように工夫をいただき、さらには週毎のレポー ト作成

や研修総括報告書作成も、きめ細かくご指導いただいてお ります。このような、記録方法や

報告書作成に関する技術も、研修で習得する大切な要素であると考えます。6～ 7週間の研

修期間中、仲座会長はじめ海外研修事業担当の皆様には、研修員を温かく、特に厳 しくご指

導いただいており、これ ら研修員は帰国後にそれぞれの地域や職場で、研修で学んだ内容を

活用 して母子保健強化や感染症対策に取 り組んでいます。

ところで、皆様には、熱意あふれる指導ばかりではなく、研修員との交流にも積極的に取

り組んでいただいています。研修開始時の交流会における貴協会全体での歓迎や、弊センタ

ーの閉講パーテイでは、皆様のエンターテイナーぶ りが遺憾なく発揮され、研修員を巻き込

んだ心のふれあいが展開されています。これ らの場面で感 じる温かさが、研修員をして皆様

を「沖縄のお母さん」「沖縄のお姉さん」と慕わせる所以であるかと存じます。

現在弊センターでは、年間 50件ほどの研修を実施 しております。貴協会には、沖縄県の地

理的・気候的 。歴史的特徴を踏まえて、開発途上国で活用可能な研修を実施 していただい

てお り、まさに「沖縄独 自の研修」を提供いただいていると感謝しております。

今後は、貴協会の現布陣に加えて」ICAの 青年海外協力隊やシニアボランティア経験者等、

沖縄県内の活動経験のみならず途上国事情を知る者を活用 し、より研修に携わる人材の厚

みを出していただきたいと願ってお ります。さらに、課題別研修で培われた多くのノウハウ

を活用 し、草の根技術協力などへの展開により、沖縄から海外へ雄飛されますことを期待 し

ております。

今後とも、開発途上国の公衆衛生と保健強化のために」ICA事業へご協力をいただきたく、

沖縄県看護協会の皆様のご健康と、貴協会のますますのご発展をお祈 りしつつ、お祝いの言

葉に代えさせていただきます。
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海外研修員受入事業について

海外研修業務総括 永山 さなえ

沖縄県看護協会では、平成 6年度より」ICA沖縄国際センターから委託を受けて海外技術
研修を実施しています。

」ICAか らの依頼は、「戦後沖縄が歩んできた保健 。医療等、感染症対策、公衆衛生活動を、
現在同じ問題を抱えている諸国の関係者に技術移転してほしい」ということでした。

これまで、試行錯誤しながら海外研修員を受け入れて 20年以上がたちました。この間の

実績が認められ平成15年度には保健文化賞、平成26年度には外務大臣表彰を受賞 したこ

とは、先輩保健師から引き継がれ 20年以上継続していることへの評価として、海外研修事
業担当者にとって大きな励みになっています。

1.海外研修員受入事業の実績

事業開始から平成 29年 3月 末までに、76ヶ 国、815人の海外研修員を受け入れています。
地域別受入状況では、中南米からの研修員が最も多く441人、次いでアフリカ諸国が 237

人と多い状況です。

表1地域別受入実績 表2年度別受入実績
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近年、途上国の保健医療分野のニーズが高まり、年々応募者が増加傾向にあります。

表3年度別地域別受入実績

(人 )

80

70

60

50

40

30

20

10

0

68

平成 6 7 8910■ 1213141516171819202122232425262728

日 57 日

、′、262826 日26_ B

曹IE日   ,氏 20ζ ■ 20

10ゼ ロ 10

■中南米  ロアフリカ諸国  ■アジア諸国  ■大洋州諸国  日その他諸国

平成6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
"年

夕3年 24年 25年 26年 27年 28年

(人 )

団
■
国

90



国 際 協 力

平成 6年度～平成 18年度までは、ペルー、ボジビア、パラグアイ、メキシヨ等国別研修

で中南米が主流でしたが、平成 19年度から現在まではアフリカや中南米、アジアと多国籍

の研修員を母子保健、感染症対策と課題別に実施するようになりました。

表4コ ース別受入状況

母子保健 と保健行政強化 (ス ーダン)

公衆衛生活動による母子保健強化(西語)

公衆衛生活動による母子保健強化

地域保健システム強化による感染症対策

アフリカ格差是正のための保健行政システム改善

青年研修アフリカ混成/保健医療感染症対策 I

地域母子保健強化

南米母子保健強化

小児保健

日系老人介護人材養成研修

島嶼地域保健行政

地域保健サービス強化プロジェク ト

母子保健看護研修

メキシヨ女性の健康プロジェク ト

公衆衛生向上 (個別 )

リプログクティブヘルス行政

地方公衆衛生

地域保健指導者

環境保健衛生技術者

感染症紺策

臨床看護実務 (ア ジア・中南米・中東 )

プライマリヘルスケア推進プロジェクト(ノ ロモン)
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2.目 的及び方法等の変遷

研修 目的は 「地域における公衆衛生の重要性を理解すると共に、保健活動の知識や技術

を習得 し、保健衛生の向上に寄与する」から「自国の保健医療行政の向上や地域住民の健

康レベルに応 じた支援が出来るよう知識や技術の修得を図り、新たな活動を実施する。」

に変化 してきています。

以前の研修概念図は、①講義 (沖縄県の公衆衛生活動の経緯、保健医療の現状、保健統計

の活用、保健指導の展開等)②演習 (ラ イフスキル、健康教育媒体づくり等)③現地実習

(病院、市町村、保健所、その他 )、 ④発表等の研修方法を柱としていました。

平成 26年度から研修内容の充実を図るため、研修 目標の統一、シラバスの作成、共通

資料を作成 しました。

4つの単元目標を設定し、単元目標に沿って研修項目を構成 しています。 (図 1参照)

最近の特徴的な研修内容として、①研修員間による課題整理 ②公衆衛生看護の演習

③ 災害対策 ④ 「保健婦駐在制度歴史と活動の実際」の公開講義があげられます。

さらに、平成 26年度からはプロポーザル方式となり、沖縄県看護協会の看護職能団体と

しての強みが求められています。
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2016年度「公衆衛生活動による母子保健強化」及び
「地域保健システム強化による感染症対策」コースの概念図 (図 1)

上位目標
参加国における国・地方レベルの保健医療システムが効果的に機能することにより、

感染症に関する適切なケアと予防対策が住民に提供される

>日 本の公衆衛生行政の概要

>沖縄の保健・医療・福祉行政

の概要

>離島での保健医療活動の概

要

>医療機関における院内感染

対策、人材育成の概要

>看護教育の概要

>専門職団体及び関係機関の

役割

(講義・視察・演習・討議)

～研修項目～

単元目標 3

感染症対策を中心として、日本
及び沖縄の公衆衛生看護活動
の歴史、実践(方法、技術)、 シス

テム、人材育成について理解し、
白国での応用可能性について

具体的考えを得る。

>公衆衛生看護婦駐在制度の概要

>沖縄県の看護行政と人材育成の

概要

>公衆衛生看護活動の理論と実践

>学校保健における看護職の役割

(講義・視察・演習・討議)

～研修項目～

県 内

★沖縄県庁

★保健所

★市町村

★公立病院

★国立療養所

★離島診療所

★衛生環境研究所

★検疫所

★食肉衛生検査所

★国立感染症研究所

★国立国際医療研究センター

★結核予防会 結核研究所

★国際協力NGO 」OICFP

★被災地

ィール ド

県 外

感染症封策を中心として、
日本及び沖縄の公衆衛
生行政(戦後から現在ま
で)、 医療体制、関係機関
との連携を理解する。

単元目標 2

>ウイクリーレポートの作成
>「沖縄研修の学び」の作成、
発表

>PCM手法を用いた問題分
析

>スタディレポートの作成。発
表

(講義、演習、発表、討議)

～研修項目～

案件目標
中央・地方政府の保健行政官や保健医療従事者が、研修で修得した知識を活用し、

感染症の状況改善のための新たな活動を実施すること。

白国で報告するための「沖

縄研修の学び」を作成し、

自国で実施可能な感染症

を改善するための活動案
を作成する。

単元目標 4単元目標 1

自国の感染症対策の

に果題を整理・報告し、

研修関係者≧共有す
る。

～研修項目～

>自 国の感染症対策

の課題整理

>ジョブレポートの整理、

簡潔な報告

(討議、発表)

(図 1)研修概念図
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3.研修員の反応

研修員は、沖縄研修を高く評価 しておりその中からいくつか紹介 します

。自分たちの問題は、①住民からの信用②チームワーク③関係機関の連携④定例会、計画、

分析⑤根底には使命感 と責任感 と成功のキーワー ドが弱いことに気づいた。

・公衆衛生看護婦は日々の記録や地域社会のニーズ等をレポー トし、政策立案者に提言す

る。活動や意思決定には地域社会を関与させる必要がある。地域社会の協力なしに成 し

遂げることは困難であることを学んだ。

。東 日本大震災は多くの命が奪われた悲惨な出来事であるが、ネットワークとパー トナー

シップの強化が非常に重要であることを学んだ。

・家庭訪間が自国の訪問と違 う、信頼関係があり目が覚める思いであつた。保健サービス

の質の違いの大きいことに驚いた。

・家庭訪間や面接の演習では、初回面接で配慮することや適切な保健情報の提供、コミュ

ニケーションスキルの大事さを学んだ。

・母子保健推進員の育成では、地域や自治体と会合を持ち、地域の保健課題について共通

の認識を持つことが大事である。

・母子保健推進員はとても意欲的で創意工夫に満ちている。会議の場で、励ましや、やる

気を起こす言葉かけにより、推進員の自尊心や意欲を高め、仕事に前向きに取り組む姿

勢を培 うことが出来ることを学んだ。

・感染症の発生源を追跡 し、政策創生と保健的介入を決定するためにサーベイランスシス

テムがあること、講義や見学から感染症対策はサーベイランス活動が優先することがわ

かつた。

4.研修員の帰国後の活動

平成 25年度からは、研修員の帰国後の状況把握及び支援を目的に 3ヶ月後、1年後にアン

ケー ト調査を実施 しています。3ヶ 月後のアンケー トは「沖縄研修の学び」の報告会の実施

状況把握が中心で、平成 27年度の回答率は約 60%、 1年後はアクションプランの実施状況

把握で、回答率は約 40%で した。回答のあつた研修員は全員、帰国後 「沖縄研修の学び」

の報告会を職場だけではなく、保健省の役員や住民にまで広げて開催 しています。アクショ

ンプランは予防接種、母子健康手帳作成、家族計画、院内感染対策委員会の立ち上げ、マラ

リア対策 と多岐にわたり実施 しています。多くの研修員から沖縄の研修が活動のエネルギー

となつている様子が何え、中には、アクションプランを拡大し数年かけて思春期教育強化プ

ロジェク トを実施 し成果が評価 され表彰される等嬉 しい報告があり、研修担当の意欲に繋が

っています。

5。 今後について

今後も担当者 としては、途上国の公衆衛生強化のために災害看護等社会情勢に合わせた

項 目や演習等を充実させ、海外研修員受入事業のみならずグローバルな人材育成等看護協

会が実施する強みを生かしながら、事業が継続強化されることを期待 してやみません。
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保健師職能委員会が重点的に取 り組んでいる活動と課題

前 )保健師職能委員会 委員長 塩川 明子

保健師職能委員は、県 。中核市保健師、市町村、産業分野、看護系大学等各分野の保健

師で構成されています。委員長含め 9人の委員で、毎月 1回 委員会活動を行ってお りま

す。 「効果的な保健師活動を推進するためのネ ットワークの構築」を活動テーマとし、市

町村及び保健所圏域ごとの意見交換会、保健師の人材育成の検討を行っています。

保健師を取り巻く環境は、年々めまぐるしく変化 しています。昨今は、少子高齢化を迎え、

地域の健康口果題は複雑多様化 し、 地域住民の健康を守る保健師の役割はますます大きくな

ってきています⑤地域包括ケアの推進における保健師の役割の期待も高まる中、現場では、

他職種の参入、保健師の分散配置が進み、 総体的に地域の健康課題を明らかにし、課題解

決に向けた組織的な活動の展開が困難になっています。さらに団塊世代の退職に伴 う世代

交代などで、新任保健師の計画的な人材育成が困難になっています。

このような中で、平成 25年 4月 「地域における保健師の保健活動の指針」が改正され

ました。改正を受け、保健師活動のあり方の再構築、人材育成のあり方が重要な課題 とな

つています。そのような中で、保健師職能 としても「保健師活動指針」の普及、保健師の

人材育成の体制整備を図ることを重要ととらえ、平成 23年度から、市町村及び保健所圏

域ごとの意見交換会を行っています。

意見交換会は、保健所と4～5カ 所の市町村へ出向き、保健師活動の全国的な動きを紹介

し、保健師活動について、現場の声を聞き、課題の把握に努めています。これまで 3保健所、

17市町村で開催 しています。 分散配置になり地域活動がとらえにくい現状やジョブロー

テーションが適正におこなわれていない状況等が浮き彫 りになりました。保健師の人材育

成を計画的に行 うための方策や、保健師が地域で効果的に活動するために統括保健師の配

置促進を検討・推進 しています。

二つ 目は「保健師人材育成検討会」の開催です。平成 21年～ 22年にかけて保健師の分

散配置や、保健師配置部署が拡大され保健師間の業務は多様化 し、各々の部署での活動の

口果題を抱えつつも保健師間のつながりが希薄になってきました。また、「保健師助産師看

護師法」の改正に伴い、保健師教育の臨地実習のあり方や、現任教育の課題等が浮き彫 り

になり、現任教育も含めた保健師教育と保健師の質の担保に向け、「臨地実習のあり方」を

中心に教育機関や保健所等関係機関等の意見交換が行われてきました。このような経過

があり、平成 23年度は、「3大学地域教育看護教育担当教員及び関係者 との意見交換会」

が行われました。平成 25年度からは、県の人材育成の担当部署も構成メンバーに加わり、

「4者意見交換会」として実施することになり、平成 26年度から、各機関・団体が参加 し、

現在の「保健師人材育成検討会Jと 名称を改め、人材育成について現状・課題について検

討を継続 しています。平成 26年度から、沖縄県看護協会職能委員が主催・運営を行い、

関係機関・団体として、看護系 3大学保健師教育担当分野、沖縄県庁 (看護専門監、健康長

寿課)保健師長会沖縄県支部、沖縄県看護協会 (保健師職能、教育委員)と なっています。

年 1回開催 し、必要に応 じ複数開催を予定 しています。各機関・団体で実施 している研修

内容を共有、各々の機関の課題の確認、情報交換を行っています。平成 26年度に「沖縄県

人材育成指針」も策定され、各機関・団体で各期における研修の充実や保健師の人材育成

が計画的に行えるよう、体制整備に向けた取 り組みを継続 して参 ります。
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助産師職能委員会活動と課題

前)助産師職能委員会 委員長 知る 望

ア ドバンス助産師 5,562人誕生 !!

これは、平成 27年 12月 25日 付で一般財団法人 日本助産評価機構から発表された、第 1

回の助産実践能力習熟段階 (ク ジニカルラダー)レベル認証制度 (CLoCMiPレ ベルⅢ認証制

度)の認証者数です。申請者は 5,723人で、申請者に対する合格率は 97.2%で した。助産

師職能委員会では、助産実践能力習熟段階 (ク リニカルラダー)の普及 と共に、県内の助産

師がひとりでも多く申請できるよう、各施設を訪問し、助産実践能力習熟段階 (ク リニカル

ラダー)の導入や活用方法の説明を行 うと同時に、必須研修の開催等様々な取り組みで支援

してきました。その結果、沖縄県では 93人のア ドバンス助産師が誕生しました。助産師職

能委員で開催 しンた研修は、「胎児心拍モニタジングJ「新生児フィジカルアセスメン ト」「助

産ケアと倫理Jな どの机上の研修だけでなく「産科出血のシミュレーション研修Jを実施

しました。この研修は、職能委員も学ぶ機会となり、参加 した助産師も実践のフィー ドバ

ックができたと好評でした。

次に、助産師職能委員会の重点事業として取 り組んできた 「助産師出向モデル事業Jに

ついて報告します。この事業は、地域における助産師の偏在是正を目的として、平成 25。

26年度に厚生労働省看護職員確保対策特別事業として日本看護協会助産師職能委員会を中

心に取り組みがなされました。事業に参加 したのは、1都 14県で、沖縄県看護協会も参加

を決めました。平成 25年に行政、助産師会、医師会、有識者等で協議会を発足 し、規約 と

事業計画を立案、職能委員を中心とした作業部会で出向希望施設 (周 産期センター有)と

出向先施設 (産科を標榜する病院・診療所)の調整を進めてマンチングを図りました。平

成 26年には 2施設で助産師 2人の出向を実現しました。出向した助産師は、出向先にて分

娩介助を 40件/6ヶ 月、44件/4ヶ 月実施することができ、適切な助産診断、プライマリー

事例を通して個別的な指導ができ、マタニティケア能力の強化に繁がつたと評価 していま

した。このモデル事業は、助産師の実践能力強化支援に結びつき、県内の周産翔センター

で働 く助産師からは、助産師出向に対する継続の要望が多く聞かれます。今後は、分娩介

助 100例 を条件とする「ア ドバンノ、助産師」の誕生を後押しするためにも医療提供体制推

進事業補助金による「助産師出向支援導入事業Jを県内で継続するよう働きかける必要が

あります。

その他にも職能委員会では、毎年、地域の子育て家族や母親・女性達を対象に取 り組ん

できたイベン ト「国際助産師の日記念事業J「県民健康フェア」「看護フェアJの活動があ

ります。「国際助産師記念事業」は、胎児から女性の一生を支える助産師の仕事の重要性を

多くの人々に知つてもらうことオど目的に沖縄県助産師会と共催で開催 しています。参加者
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は、毎年 500人 を超えて賑わつています。なごみ会主催の 「県民健康フェア」は、沐浴体

験や妊婦体験、産道体験など、市民の方々が参加 しやすいように工夫 して取 り組みました。

沖縄県は、健やか親子 21(第 2次)の基盤課題として 「切れ目のない妊産婦の保健対策

と地域づくり」を挙げています。助産師には、産科混合病棟の増加で助産師のケアが十分

に受けられないまま退院する現状や NICU(新生児特定集中治療室)退院後の母子と家族の

支援をどうするか等の課題に取 り組むことが求められています。助産師が施設や個人でキ

ャリアを積み、地域活動に積極的に参力日できるようにサポー トするのが助産師職能委員活

動だと考えます。今後は、より多くの会員が職能の活動に参加して、個々の知恵や経験を

共有 し、助産師の力が発揮できるよう努めたいと思います。

ア ドバンス助産師取得のための実施研修と参加者数
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看護師職能委員会 I(病院領域)の活動と今後の課題

前)看護師職能 I委員会 委員長 島袋 盛人

1,医療介護総合推進法の制定と日本看護協会看護師職能委員会 I病院領域の活動

平成 26年 6月 18日 に 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律」セヽわゆる「医療介護総合推進法」が、国会で成立した。こ

の法律の趣旨は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に

基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケア

システムを構築することを通 じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

め、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行 う」というものである。

平成 27年度からは、チーム医療のさらなる推進、病床機能報告制度の開始など、2025年

に向け、日本の医療提供体制は変革の時を迎えた。この変化に対応すべく、平成 26年度 日

本看護協会看護師職能委員会 I病院領域 では、在宅療養支援、変化する医療提供体制に応

じた看護師の多様なキャリアなどについて情報収集および課題発見を行ってきた。その過

程において、現場の 1人ひとりの看護職が変化する医療提供体制の中で専門性を発揮 し続け

ていくためには、看護単位を管理する看護師長など中間管理職の役割が益々重要になつて

いることが推察された。そこで、平成 27年度は、変化する医療提供体制に応 じた看護単位

の管理者 (師長など)の役割について情報収集を行い、口果題発見 。意見集約に取組んだ。

また、看護師職能委員会 I病院領域 では、平成 25年度より、病院で働 く看護職が忠者の

在宅療養を支援するために行 う活動についての情報収集・課題発見および在宅療養支援の

意義についての普及啓発に取組んできた。その結果、地域連携室などの専門部署や病棟に

おける入院患者への在宅療養支援、さらには、看護職の在宅療養を支援する能力を向上さ

せるための取 り組みが全国の医療機関に広がりつつある。一方、全国で 1日 約 590万人の

患者が訪れる外来では、通院している患者が状態を悪化させることなく、在宅療養を継続

できるよう支援する重要な役割が期待されてお り、外来において看護師がその専門性を発

揮 していくことは超高齢社会を乗 り切る鍵であるといえる。そこで平成 27年度は、外来に

通院する患者が状態を悪化 させることなく在宅療養を継続できるようにするための支援の

現状についての情報収集・課題発見を行つた。

2.沖縄県看護協会 看護師職能委員会 Iの活動と口果題

上述 した日本看護協会看護師職能委員会 I病院領域の活動の流れを踏まえつつ、本会事

業における沖縄県看護協会看護師職能委員会 I(以下看護師職能委員会 Iと 略す)の活動

とこれからの口果題について紹介する。

委員会任務 :看護師職能が抱える問題を明らかにし、それらの問題解決のための検討を
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平成 27年度の活動内容は、本会の重′煮事業 2「看護職の労働環境の整備の推進」におけ

る勤務環境改善事業の一つである「看護職のワークライフバランス (WLB)推 進事業」

への取組み、WLB推進ワークションプの開催を沖縄県ナースセンターと事業当初から協働 し

て運営を実施 して 5年が経過 した。その間、当該事業に取組んだ推進施設は、20施設をか

ぞえいずれの施設においても「看護職の定着」や 「超過勤務時間の縮減」「看護職の離職率

低下」「業務改善」等の成果が得 られている。また、過去 2年間に実施 した県内の急性期病

院 (300床 以上)と 中小病院 (300床未満)における「看護職の夜勤 。交代制勤務に対する

アンケー ト調査」について、看護部長票、看護師長票、スタッフ票のそれぞれを比較・検

討 し、課題等を明確にした。

その他、①看護師職能委員会 Iが企画する研修会 (講演)では、講師に日本看護協会常

任理事 )「 1本利恵子氏を招聘 し、 「医療提供体制の変化を踏まえた病院看護師の役割」のテ

ーマで実施 した。②第2回看護フェア 5月 16日 (土)への企画・運営。③第5回県民健康フェ

ア 8月 9日 (日 )への企画・運営。④地区委員会 との連携 (情報交換、課題発見)について

は、中部地区委員会に3回参加 した。⑤DiNQL(労働 と看護の質向上のためのデータベース)

事業に関する広報活動については、看護師職能集会 6月 20日 (土)にて、当該事業推進施

設からの取組み報告を行った。また、平成 28年度看護師職能集会 6月 18日 (土)では、地

域包括ケアシステムを推進するために、看護職の役割を再考する機会を企画し、シンポジ

ウムを開催することとした。冴―マは、『看護がつなぐ地域包括ケアの推進 ～看護連携は

地域づくりの第一歩～』である。その他、上述のアンケー ト調査報告などを予定する。

多くの看護師らが参加することを期待 したい。

今後の課題は、2025年 に向けた保健 。医療・福祉を捉え、地域包括ケアシステムにおけ

る病院看護職が果たす役割・活動に関すること、看護師のキャリア形成では、「特定行為に

係る看護師の研修制度」に関する広報活動や支援など、「認定看護師等の教育・研修」に関

すること、准看護師の研修会や進学支援などが挙げられる。また、看護職が安全に働き続

けられる勤務環境改善事業における「WLB推進ワークションプ」や「施設等で看護職能が抱

える問題等を明らかにするアンケー ト調査等」は、継続 した取組みとして推進する。その

他、課題で山積ですが、今後も看護師職能委員会 Iの活動に、ご理解 とご協力をお願い致

します。
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看護師職能委員会Ⅱ(介護・福祉関係施設・在宅等領域)の発足

看護師職能Ⅱ委員会 委員長 兼城 綾子

平成 23年度 日本看護協会が看護師職能委員会 Iと 看護師職能委員会Ⅱの 2領域を位置づ

けたことをうけ、沖縄県看護協会に於いても、介護・福祉施設・在宅領域に対応するため、

平成 23年 10月 看護師職能委員会の小委員会として 「介護施設等における看護の質向上の

検討委員会」が発足、平成 27年 6月 に看護師職能委員会Ⅱ (以下 :職能Ⅱ)カミ設置されま

した。

1.活動目標

職能Ⅱでは介護施設等で勤務する看護職の質の向上と安全・安心なケア提供を実現する

ために、介護施設等で働く看護職のネットワーク構築を掲げ、先ず、「介護施設等の看護職

の声を拾い上げる」「看護協会の活動を介護施設等で勤務する看護職へ届ける」ことが必要

と考え、「研修企画」と「情報交換会」を中心に活動してきました。

2.活動内容

平成 23年度は看護師職能委員会の小委員会として活動 してきました。平成 24年度は「老

人看護はおもしろい !一豊かな晩年をともに創る一」をテーマに講演会と情報交換会を開

催 しました。情報交換は 「名刺 (手作 り大歓迎)」 を持参して頂き、終了後も連絡が取 り合

えるようにしました。

看護協会の研修等に参加する機会がない方が多かったのですが、「私たちの頑張っている

ことを知つてほしい」「情報交換の場が欲 しい」などの意見が湧き出るように出てきました。

平成 25年度は 「感染早期発見・拡大防止 !一感染の正体知っていますか ?一 」、平成 26年

度は 「施設で、在宅で、急忠発生 !何を見る?何をする ?―多職種で行 う応急処置訓練 」

を取 り上げ、実技を取 り入れテーマのネーミングを工夫 したこともあり、年毎に参加者が

増加 しました。

平成 27年度は、ジェネラリス トを育成する教育に「介護施設等で勤務する看護職員研修」

が位置づけられ、看護協会の教育計画で研修会が企画されることになりました。また、研

修会は多くの人が参加可能となるよう、地区の急性期病院に場所を提供 して頂き、地区別

開催を実施 しました。看護職が学び合 うことで、地区の研修企画・連携等に発展 していく

ことも期待 しています。この企画は定員を上回る参加者があり、場所を提供 した病院から

も連携に効果的だと評価を頂きました。また、交流会はリーダーが集い 「地域を知る、施

設を知る、自分を知る～地域包括ケアシステムの展開に向けて～」と題 して、シンポジウ

ム・施設分析 。看護職の役割・ 自己の役割の演習等を通 して、地域・施設・看護について
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語 り合いました。

3.今後の課題と展望

介護施設等で働 く看護職の看護協会加入率は、低い状況です (平成 24年調査 19%)。 看

護職が地域包括ケアシステムの要となれる職能Ⅱ集団を目指して、職能Ⅱは介護施設 。在

宅等で働 く看護職の 「声を拾い・届ける」ことを基本 とした活動を行っていき、地域で介

護施設等の看護職がリーダーシンプを発揮できるよう支援 したいと考えています。

活動内容

※ 平成 27年度は看護協会教育計画で研修会企画

↑

地区別研修会 (宮古 。人重山)

〔
，

年度 委員会主催の研修会 交流会

平成 24年度 老人看護はおもしろい 1-豊かな晩年

をともに創る一

ネットワーク構築に向けて

平成 25年度 施設における感染管理 看取 り実施の現状と課題について

平成 26年度 介護施設における安全管理体制

応急処置訓練、介護保険事業者事故報

告書、事故と法的責任

ネットワーク・連絡網について

平成 27年度 看護師の役割を考える

地域を知る・施設を知る。自分を知

る
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北部地区委員会活動の現状と課題

前)北部地区委員会 地区長 寺田 ネL子

北部地区は、県立北部病院、北部地区医師会病院、勝山病院、宮里病院、北山病院、もとぶ

野毛病院、国立療養所沖縄愛楽園、北部地区医師会北部看護学校、北部福祉保健所の 9流設

9人のメンバーが毎月第 2月 曜日に北部地区医師会北部看護学校に集まり、定例会を行っ

ています。定例会では看護協会の入会状況や研修会の参加状況、インターネット配信研修

の参加率を上げるための方法等を話 し合います。また、各施設で困つていることや問題に

関しても活発な意見交換が行われてお り、各施設間の情報交換の場にもなっています。

年間 6回のインターネット配信による研修は北部地区の特徴的活動だと思います。北部

から沖縄県看護研修センターまでは距離があり、足を運ばなくても地元で研修が受講でき

るメリットがありまり。参加者は 20人 前後で評判は上々です。しかし、県立北部病院や北

部地区医師会病院に比rミ 、他施設の看護協会加入者が少ないことやネット配倍俳修の情報

が不足している等があり、情報発信のためのポスター作成を看護協会にお願い したところ

快く承諾 して下さり活用 しています。今後も、各施設での声掛けやポスター表示を行い、参

加人数 30人 を目標に力をいれているところです。

また、昨年も年 2回 の「まちの保健室」を開催 しま

した。1回 目 5月 はイオン名護店において食品サン

プル (塩分、甘味料)を展示 し、血圧、体重、BMI測
定をしながら健康相談や指導を行いました。相談者

は年配の方が多いのですが、食品サンプルを展示 し

たことで中学生や子供連れのお母 さん方の参加が

多く、関心を寄せていました。

2回 目は 10月 に名護市産業まつ り会場において北部地区医師会病院と連携 した「まちの保

健事」の開催です。今帰仁診療所の石川先生が行 う頸動脈エコー測定前の血圧測定、検査ヘ

の声掛け、誘導等を行いました。最近は検査希望者が増えてお り、中には検査で異常が見つ

かり病院受診を勧められる方もいました。

今回、前年度に引き続いての 2回 目の開催でしたが、健康への関心の高さが伺えました。

インターネット配信研惨受講者を増やすことや看護協会会員を増やすための情報発信、

地区会員の活動への参加など、まだまだ課題はありますが、地域に貢献でき、地道な活動が

看護協会の力となり、県民一人ひとりの健康意識の向上と健康増進へと繋がることを願つ

ています。

|'｀ 11:IA(十
 ,
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中部地区委員会活動の現状と課題

中部地区委員会 地区長 金城 直美

中部地区委員会は、平成 25年度より石川地区 (恩納村・宜野座村 。金武町・ うるま市)

とコザ地区 (沖縄市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村 。中城村・宜野湾市)が統合

する事になりました。定例会の日程やまちの保健室、役割等どのように決めて行けばよい

のか ?各委員が不安や戸惑いを感 じながらのスター トとなりました。しかし、担当地区理

事のア ドバイスや委員の協力もあつて、運営がスムーズにできました。中部地区委員会の

主な活動 として、 うるま市主催の うるま市生涯学習フェステイバルや うるま市消防主催

の救急フェア、看護の日のサンエーハンビー店でのイベン トやまちの保健室、出前授業が

あります。

うるま市生涯学習フェステイバルは、市役所職員による健康相談もあり当委員会は血圧

測定を協力、また、市民の工芸作品の展示、子供たちによる舞台演技なども行われていま

す。うるま市消防主催の救急フェアでは、イオンぐしかわ店内で高齢者、妊婦の疑似体験

や健康相談、中城海上保安部の活動パネル展示や消防隊員の心肺蘇生法体験が行われてい

ます。屋外駐車場では、沖縄県 ドクターヘ リから琉

神マブヤー、ガナシーが登場 し、心肺蘇生法の実演

や ミニ消防、救急車両乗車体験が行われ、大勢の親

子連れで賑つています。

出前授業は、中学校や高等学校などから年々依頼

が増加 しています。出前授業の内容としては、「命の

大切 さ」や「看護への道J「高齢者への対応」です。助

産師や認定看護師の協力もあり、より詳 しく、また、生徒にわかりやすいように講話する事

ができました。生徒からは、「患者の気持ちをわかつてあげられる看護師になりたい。夢に向

かつていきたい。その為には、一生懸命に勉強しなければ」と感想もあり看護師不足の中、看

護師を目指す生徒に期待が持てます。

出前授業を通 して、講師側の私たちも初心に戻 り、生徒から活力をもらっています。

看護の日やまちの保健室では、サンエーハンビー店の店長が協力的で舞台や>―ブル、

イスの準備を行つてお ります。看護の日のイベン トでは、民謡 ミニライブで三線を演奏 し

て下さる、一般参加ボランティアの新里さん、具志堅さんの歌に合わせ委員も一緒に踊

り、エクササイズを行 うなど毎年楽 しく、地域の方々と交流 してお ります。

今後の課題 としては、2025年問題もあり看護職の果たす役割が大きく、地域のニーズも

多様化する事が予測 されます。地区活動もそのニーズに応えるような活動である事が期

待 されていると思います。委員が 2年で交代 となる事や、地区活動を終了する施設もある

為、円滑で活発な地区活動の継続に不安を感 じます。専門職能団体 として帰属意識を高く

持ち、看護協会への活動に参加 して頂けると新たな出会いや感動もあります。多くの会

員の皆様が積極的に地区活動に参加 しK下 さることを期待 します。

‐
」
Ｐ

Ｐ
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那覇地区委員会活動の現状と課題

那覇地区委員長 地区長 金城 典子

I 地区活動について

地域住民への健康教育、相談など保健活動を通 して、健康への認識を高めるとともに看護

職の理解を深めることを目的としています。

1.地区委員の活動内容

1)ま ちの保健室

(1)那覇メインプレイスで、一般の方を対象に、血圧や体脂肪沢1定の実施。

(2)健康相談、生活習慣病予防に向けたパンフレットを配布 しての啓発活動。

2)出前授業

(1)県内の中学や高校生向けに、社会的に役割を果たしている看護職の仕事内容、魅力、

や りがいなどの講話。

(2)看護師資格取得までの道のりを紹介。

3)那覇地区イベン トヘの参加

(1)那覇マラノンではボランティアとして参力日。

(2)覇健康フェアでは、血圧、体脂肪測定を実施 しての健康相談や生活習慣病予防活動。

Ⅱ 重点的に取 り組んでいる活動

まちの保健室では、地域の方が親 しみやすい印象で、身近に感 じてもらえるよう、看護協

会で使用されているピンク色のポロシャンに統一しました。

住民の方が健康意識をもつてセルフチェックし、無理なく続けられる食事や運動を習慣

化できるようパンフレットで紹介 しながら活動に取 り組みました。

専門知識を持つた看護職が、血圧、体脂肪測定、健康相談を行 う中で、「体の事で、ちょ

っと気になることがある」「食事や運動にも気を付けているけど、他に何に気を付けたらい

いか ?」 など身近な事を気軽に質問される方も増えてきました。

定例会では、「まちの保健室」活動報告の中から、地域住民の健康状態やニーズについて

情報交換 し、企画内容の充実を図りました。

出前授業では、高校へ訪問し、看護師、保健師、助産師の仕事内容を紹介しました。それ

ぞれの職種の魅力、や りがい、患者 さんとのエピツー ドなど講話 しました。授業内容の充実

を図るために、事前に学生から質問事項を確認 して実施 したことで、多くの質問に対応する

ことができました。高校生の看護に対する関心の高さが分かりました。中学校では、社会福

祉の授業の中で、「病院で働 く人々」と題 して多職種 と一緒に働 く看護師の役割を講話 し、

琉球新報に紹介されました。

那覇地区のイベン トでは、那覇健康フェアに参加 し、血圧、体脂肪測定、健康相談のほか

に骨密度測定を実施 しました。多くの地域住民の方と対話、交流ができました。
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委 員 会 活 動

Ⅲ 今後の課題

地域の方が、「病院に行く前に、まちの保健室で聞いてみようJと 身近に感 じ、対話、交

流できるような「まちの保健室」を目指しています。対象者は、主に高齢者の方が多いです。

今後は、買い物帰 りの主婦層の方も対象にしてみるなど、年齢別ニーズに答えていけるよう

企画内容を工夫し取り組んでいきたいと思います。

出前授業では、より多くの学生が医療や福祉に興味が持てるよう交流を図り、将来の目標

の手助けになるよう支援 していきたいと思います。

地区委員活動をより多くの地域住民に知つてもらえるよう、内容の充実を図り、社会のニ

ーズに応えていけるよう推進 していく必要があります。

そのためにも、更なる組織強化 と、創意工夫 しながらの地区委員活動の運営が求められます。
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南部地区委員会活動の現状と課題

南部地区委員会 地区長 池宮城 良幸

南部地区委員会は、看護師、保健師の 10人で構成 され、月 1回 (毎月第 2金曜 日)の定

例会議を看護研修センターの委員会室で行つています。毎月の定例会議では「1日 まちの

保健室」、「看護の日」のイベン ト、地域に対するボランティア活動などの検討、話 し合いを

おこなつています。

年間の活動状況としては、5月 に看護の日のイベン トを開催 し、地区委員メンバー、訪問

看護ステーション、栄養士会、株式会社ニチイの協力のもと豊見城 ウィングシティにおい

て健康相談、栄養相談、骨密度測定、パネル展示、介護用品の展示などの出展をおこなって

います。来店客へ健康相談、血圧測定、BMI測 定、体脂肪測定を実施 し、測定結果を参考

に栄養士による栄養指導、相談を行っています。また株式会社エチイの協力を得 て介護用

品の紹介、訪問看護ステーションのスタッフによるパネル展示、DVD放 映を行い来場者

へ広報活動も行つています。また 7月 には県内の高校生を対象に、沖縄コンベンションセ

ンターで行われた「しごとミュージアム」に参加 し、赤ちゃん抱つこ体験、妊婦体験、手洗

いチェック、アルコールチェック、血圧測定、白衣着衣体験、進路指導を、地区委員メンバ

ーと看護協会のスタンフと共に実施 し、1,500人 余 りの来場者に対 して看護職をめざすた

めの啓蒙活動ができました。

新 しい取 り組みとして今回より 11月 、3月 の時期にはインフルエンザ予防対策 として

手洗いチェッカーで手洗い方法の指導を行つています。

今後の南部地区委員会の課題は、まちの保健室の参加者を増やす対策の検討が必要と

考えます。また、実施場所、広報、地域への出前授業、活動内容の検討、季節に合わせた感染

予防対策の指導 (イ ンフルエンザ対策、マスクの装着方法、手洗い方法等)各地区委員会と

の合同イベン ト、認定看護師や多職種の講演会等、内容を検討する事が必要 と考えます。

さらに、看護協会、各地区の委員会と、連携を密にして、組織強化、看護活動の啓蒙、啓発活

動を積極的に行い、取 り組んで行きたいと思います。
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宮古地区委員会活動の現状と課題
―宮古島トライアスロンをとおして一

宮古地区委員会 地区長 小禄 範子

宮古地区では、看護協会創立 50周年記念誌に、平成 12年に開催 された第 16回大会で

の医療救護ボランティアでの看護協会の活動を投稿致 しました。やはり官古地区の活動

は、宮古島 トライアスロンにつきると思います。会員 100人 ほどが地域 と一体となり救護

活動に向か う様は 16年たった今でも圧巻です。

16年たてば、その年に生まれた子どもは高校生になり、第 1回大会の年に誕生した子は

32才、平成 28年 4月 17日 に実施された第 32回大会では看護師として救護ボランタィアに

参加 した方もいることでしよう。今後も続いていくトライアスロン大会は、ロケーション

や地元住民の応援の素晴 らしさとともに、安全な大会を影で支える医療救護 (メ ディカ

革
1皇
.T■_

ル)ボ ランティアがあつてこそ出来るのだと思います。そ し

て、長年看護協会官古地区が医療救護ボランティアの看護職

を配置 し、関係機関と何度も協議を重ねながらより安全な大

会にしていつたことは、過言ではありません。医療救護ボラン

ティアを重ねるうちに、選手の賜水、骨折、脱水など様々な状

態の救護を通 して、今ここにあるだけの物品での対応方法や、

同時に何件もの救急車要請の手順、搬送の工夫などが行われ、

看護の質も向上しています。

今やボランティアの看護師は宮古島のみでなく、沖縄本島や

l
●

■ ‖よ
．

他府県からも応援にくるほどになり、ピンク色のメディカルのTシャツでボランティアを

終え、帰 り道を歩いていると、知らない方から「看護師さん、ちょっと来て―。Jと 道ばたか

ら呼び止められるほど定着 しています。選手の方々も宮古島 トライアスロンに魅了され、

移住する方もいる程です。

何十回も救護ボラン>ィ アで参加できるのも、大会が無事に続いているからこそです。

宮古島で住民の皆さんや選手の皆さんと一緒に、 トライアスロン大会に参加することで、

看護協会の基本方針である、「看護の質の向上」「安心して働き続けられる環境づくりの推

進」「地域のニーズに応え、人々の健康な生活の実現に寄与すること」が活動につながると

考えられます。

今年度は、集合時間 AM5:30、 夜も明けきらないうち大型バス2台 分のピンクの救護

(メ ディカル)ボ ランティアが集合 し看護師 リーダーの指揮の下、熊本震災の被災者に

黙祷をささげた後、いざ出陣です。これからも、トライアスロンが40回大会、50回 大会 と

続き看護協会の記念誌に載せ ることができれば幸いです。会員の皆様もぜひ一度、宮古

島 トライアスロン医療救護ボランティア (ピ ンクのTシャツ)を体験されてはいかがです

か。
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人重山地区委員会活動の現状と課題

人重山地区委員会 地区長 徳山 千登世

沖縄県看護協会創立 65周年おめでとうございます。今回、記念誌の原稿のご依頼を頂

き、光栄に存 じます。昨年度より、地区長・先島地区理事の役割を頂き活動 して参 りまし

たが、改めて看護協会の組織の偉大さと、公益社団法人・看護専門職能団体としての社会

的役割、責務などを実感する機会 となりました。地区長 として、人重山地域の「看護協会代

表」として 9つの組織の委員と2つの実行委員 として会議に参加 しています。役割が充分

に果たせず恐縮 していますが、私自身、大変勉強になっています。

これから人重山地区の活動を紹介致 します。地区委員は 10人 で、かりゆし病院、人重山

病院、保健所、健康福祉センター、訪問看護ステーションうりずん、の看護職で構成され、

毎月 1回の委員会を開催 し、和やかに活動 しています。地域の行事やスポーツイベン トが

多くあり、① トライアスロンやマラソン・駅伝など、年間9つ の救護活動、②人重山地区の

女性団体ネットワークに加入 し隔年で開催 される 「まるざ―フェス冴ィバル」に参加 し、

看護職のアピール、健康講座や健康相談を実施、③NPOと 連携 した中学・高校への「性教育

出前講座」や、健康福社まつ りでの「まちの保健室」開催、④地区看護研究発表会の開催や、

地区集会での講演会の企画・運営、⑤沖縄県看護協会配信のインターネット研修 (年 6回 )

運営、⑥会員の健康保持や親睦を図るレクの企画・運営を行つています。地域における看

護職能団体 として協会本部 と連動 し住民の健康の保持・増進、看護の質向上とリービス

の提供、人籾育成に取 り組んでいまり。

さて、団塊の世代が 75歳以上を迎える 2025年 に向けた医療や介護の体制整備が急務と

される中、地域特性に合った医療・介護体制を整える「地域包括ケアシステム」の構築が全

国各地で進んでいます。人重山地区でも、地域医療構想会議が行われ、看護協会人重山地区

長も構成メンバーとなり会議に参加致しました。圏域における患者流出の問題、地域で完結

できる医療、完結できない医療など診療科・症例別に検討され、圏内で完結する為の口果題、

流出入を調整する為の医療提供体制の在 り方が議論されました。また、在宅医療の推進にお

いて、小離島を多く抱えるこの地域でどのようなケアシス>ムの整備が必要なのか、高度急

性期～急性期、回復期、慢性期の病床数など今後の検討課題となっています。

地域包括ケアシステムでは、病院や介護施設、訪問看護、保健所 。保健センター、自治体

など多様な場で活動 し生活と医療の視点からケアすることができる看護職が、さまざまな

人々や資源を結び付け、有効に機能するようコーディネー トしていくことが期待 されてい

ます。 2014年 6月 に「医療介護総合確保推進法」成立における「特定行為に係る看護師の

研修制度Jが創設され、看護職はこれまで以上の専門性が期待されることになると予想さ

れます。看護協会の教育計画は、83コ ースの研修を含め、離島へのインターネット配信研

修などが充実 し看護の質向上に繋がつています。地区においても、 研修受講や看護研究
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推進 していきたいと考えています。

人材確保については、病院や施設運営にとつて常に大きな課題です。県立人重山病院で

も、看護職の採用枠はあっても病休や育体の補充が上手くいきません。嘱託等の採用形態

では離島に就職する人材確保は困難です。今後、在宅領域等での需給増大が見込まれる中、

地元出身の医療従事者の人材育成と、ワーク・ライフバランスの推進 と合わせ、看護職の

潜在化防止と離職者等の届け出制度の周知と再就業の促進が課題 となります。平成 29年

度より会員システムの変更がありますが、継続手続きなどにより会員数が減ることがない

ように情報提供 し組織強化に努めて参 ります。地区委員を中心に各施設間、また地域で頑

張っておられる諸先輩方を含め、地域の中で情報を共有し、人々が安心して医療・看護が

受けられるよう課題に取 り組んで参 ります。沖縄県看護協会の呆たすべき使命や役割を学

び、活動する中で看護専門職能団体の会員であることを誇 りに思つております。永年、御活

躍なされた歴代協会長を含め、役員の皆様に心より感謝を申し上げますと共に沖縄県看護

協会の益々の御発展を祈念致します。
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