平成 28 年 10 月 29 日（土）
武庫川女子大学臨地実習連携会議
戸田町の甲子園会館（もとの甲子園ホテル）で行われました。多数の実習施設から参加され
ているこの会議、由緒あるこの素敵な建物は、大学の建築学科の教材でもあるそうです。
素敵な空間で熱心な阿曽学部長さんの話を伺い、大学の、教育体制を知って「ここで学ぶ学
生さんは何と恵まれているのだろう」と驚きました。先生方が入ってグループで意見交換を
させていただく時間もあり、実習のねらいや学校側の思いが良くわかりました。
こんなに素晴らしい環境で学ぶ学生さんが実習に来られるのも楽しみです。
平成 28 年 10 月 25 日（火）
悪性腫瘍、独居男性の事例（11 月 17 日追記：10 日後に自宅で最期を迎えたそうです）
① 入院中の方ではなく、10 月〇日退院した方の事例を病棟内で共有するのが目的
② この方に病棟ナースが訪問看護と同行訪問。その場でナース同士、様々なやり取りがで
き、滞在予定時間を大幅にオーバーした
③ 実際の訪問の様子を地域連携室の Ns が写真入りで紹介され、病棟ナースは気がかりな
状態での退院を心配されており、写真をとても熱心に、嬉しそうに見ておられた
訪問看護より
① ADL 低下は意欲低下のみ？多方面から検討してほしい
② うつ、ではなく認知症の場合もある。鑑別は？
③ 家族と連絡が取れない、と言う場合の具体的な解決方法を助言
④ 看看連携の重要性について理解を深めていただけ、良い事例提供をしてもらえてうれ
しい。ぜひ同行訪問を普通にしていきたい。
⑤ 訪問看護ステーションから病棟（医療機関）へのフィードバックが全くできていないの
で、改めて必要性に気付かせてもらった
終了後のディスカッション
① 入院中にしていた看護が家でも引き継がれるところをナースが見えれば、調整力が向
上する、患者像が浮き彫りに。
② フィードバックの重要性を再認識でき良かった
③ 患者さんにとって、病院の看護師が自宅に来るのもうれしい事なのだと感じた
④ 病棟ナースや連携室の人たちが使う、訪問看護に関する説明の資料提供の要望あり。
「お金かかるならいりません」
「何しに来てもらうの？」などの反応は絶えず、よく知
らないから説明もしきれない。
⑤ それらをすべて解決できる要素を満たすような資料を検討することを伝えた。
平成 28 年 10 月 25 日（火）
新卒訪問看護師のピアカンファレンス
尼崎の看護協会立ステーションで。

新卒と一口に言っても一人一人個別性があり、画一的な教育プログラムではなく、その人に
合ったものが必要、ということを日々何となく感じていたものが、改めて痛切にそうだと感
じました。プリセプターは大変だと思いますが、新卒ナースが入ることで、ステーションの
スタッフ全体が学び合えることは、身を持って感じている、と。やるべきことも改めて見え
てきたみたいでした。新人時代の厳しい経験は、これからの長い看護師生活に欠かせません。
引き続き頑張ってほしいと思います。
平成 28 年 10 月 23 日（日）
看護師長が元気になるパート 2 人材育成の迷いをアドラー心理学で解決！に参加
神戸市看護大学 COC 事業の一環で、看護管理者向けのアドラー心理学研修に出席しまし
た。復命書を転記します。
参加者 420 名にも上り、会場に入りきれずサテライトをつくったほどだそう。地域で見知
った看護師長さんやステーション管理者も多数お見かけし、人材育成に悩む立場の人たち
の苦悩は程度の差こそあれ、根深いものがあると感じた。
① アドラー心理学は「嫌われる勇気」を上梓した岸見先生の講演を、先日の日ホス主催フ
ォーラムで聴き今回は岸見先生の同級生、向後先生の講演であり、楽しみにしていたと
ころ、すぐ行かせる話が多かったのと、立場が変わり以前なら気付かなかったことを、
少しずつ気付けている、と確認する機会にもなり、文字通り元気が出た。
② 要するに、毎日のコミュニケーションとお互いの思いを共有する事は大事。現場でそれ
を実践すべくチーム制のモデルを考えたが共有、共通理解が次の課題。
活かせることは、
① アドラーの解釈をさらに知り自分自身が活用する。
② 心理学の考え方は研究者により異なり、何が正しいではなく、よりフィットする考え方
を活用すればよい（今の時代、同時代のフロイトやユングよりアドラーがフィット）
③ 人はより良い自分を目指して生きるので、今より良くなろうとして必ず劣等感（sense
of inferiority）を抱く。劣等感は健康で正常な努力と成長への刺激となり、コンプレッ
クス（行動しない言い訳）とは異なる。劣等性（遺伝的因子）とも違う。
④ 性格は、その人が死ぬ 2 日前まで変えられる。自分のライフスタイルのタイプを知り
それを活かすアプローチが有用。他人のライフスタイルタイプの理解も効果的な関わ
りに有用。
⑤ ネガティブ感情には理由があり大事、無視すると必ずトラブルが起こる。ポジティブと
ネガティブの比率、理想は 4：1。どちらかばかりではよくない。
⑥ common sense（常識、ここでは共通感覚）を使って目標を共有。それには、普段か
ら思いを出し合う場（小さい事を解決する 15 分程度の話し合いの場）が必要。
⑦ 課題の分離は重要。相手に自分の課題を肩代わりさせない。ホメず叱らず「自分はでき
ている、人々は仲間だ」と感じさせる関わり（このあたりは時間切れで端折る）大事。

平成 28 年 10 月 21 日（金）
役割が違うから見える
現場にいては見えないことが、現場から離れ現場からの声を聴くとよく見えます。がんばる
所長やスタッフのためにも、私の役割はそういう人たちが、気づいて動けることで、安心し
たり楽になる答えを出せるよう、サポートやアドバイス、話しあうことだなあと、改めて思
うところです。役割が違うから私には見えて当たり前なのだと、改めて感じた出来事があっ
たから。というわけで、出張の際、各ステーションの 24 時間記録をかなーり見ました。所
長が「答え」を見つけられるよう、話し合おうと思います。
平成 28 年 10 月 20 日（木）
急性期医療機関で退院支援カンファレンス
体制を変更、強化し再スタートしたカンファレンスでした。皆さんの参加する姿勢が嬉しか
ったです。誤嚥性肺炎による入退院を繰り返す女性の事例でした。報告書を引用します。
助言した内容ポイント


「吸引が必要となると在宅は無理かも」と家族が言っているとしても、本人がどのよう
に考えているかを把握したうえで、家族間で調整できるようにする。看護師が無理と決
めつけない。



在宅医と訪問看護がすでに入っており、抗生剤の点滴まで自宅でしていたのであれば、
そちらに意見を求めていい。病棟ですべて解決しなければいけないと思わず、連携室や
地域と直接、話し合うことも必要。退院時の同時訪問もぜひ。

終了後のディスカッション


入退院を繰り返す人、末期の人は、訪問看護との退院時同時訪問を標準にすることが、
病棟ナースの質向上につながる。



今後増えると思われる、独居、認知症等々の人たちが、退院後早期に生活を整え、安定
状態に早期移行するために、24 時間定期巡回の情報提供を連携室から是非してほしい



カンファレンスのフェイスシートに、
「困っていること」を書いてほしい。これにより、
病棟で何を難しいと感じているのかを、把握でき、有効な助言につながる。

平成 28 年 10 月 19 日(水)
交通安全研修会
あるスタッフが「交通安全の研修を子供と受けたらとても分かりやすく役に立ったので、訪
問看護課に来てもらったらどうか」と意見を出してくれたのがきっかけで実現した研修会。
西宮警察の交通安全担当のお二人が、運転シミュレーターや DVD を持参くださり、分かり
やすいレクチャーをしてくださいました。
訪問看護はステーションを出てから利用者さんのご自宅に到着してケアをし、ステーショ
ンに戻るまでのすべてにおいて、安全に行われる必要があります。一方で移動用具に関連し
た事故もなくなることはありません。自分自身の身をしっかり守りながら利用者さんを守

らなければと思います。
平成 28 年 10 月 1８日（火）
阪神南圏域の退院調整のルール策定のテーブルに訪問看護は入っていない？
芦屋のケアマネジャーよりタイトルについて電話がありました。
西宮市では既にルール作りを終えた尼崎市に倣って検討しているようですが、圏域でのル
ールは聞いたことがありません。自治体により考え方も状況も異なり、実効性を高めるには
気の遠くなるようなプロセスを踏んで構築することが必要になるのでしょうね。
「形だけ」にならない仕組みづくり。
訪問看護師は、連携部署やケアマネ等、
「他者」からの依頼と医師からの指示書交付によっ
てのみ初動開始が可能となる特殊な医療職であり、課題は良く見えているはずです。
こうした仕組みづくりにそのスキルを活用しない手はないと思うのは私だけ？…
平成 28 年 10 月 15 日（土）
県訪問看護ステーション連絡協議会

運営改善委員会

今年度 3 回目の会議は朝から。但馬や宍粟の方は、5 時起きで来られたそう。
新卒訪問看護師が病院実習を受ける意義について討議しました。
前回も今日も、
「自分のところでは受けられないと思っていたが、ここで話を聴いて他人事
ではダメだと思った」と皆さんが言われます。こういう意見交換が大切なんですね。
平成 28 年 10 月 14 日（金）
アリーナ 4 番目！！
浜田省吾のコンサートに行ってきました。運よく当たったチケットなのに、夫が急に行けな
くなり代わる人の調達？も時間がなくできず 1 人寂しく・・・
50 代～60 代が圧倒的に多いワールド記念ホール周辺。ツアートラックほかたくさんのト
ラックを見て、ほんとに大がかりなものなんだなーと感心(←あまり関心なし)。
開場時間にはすでにあふれかえるほどの人、人。チケットは受け取ってから席が分かるよう
になっていて、並んで待つ間も「へーん…1 人かあ…つまんないの…」と思いつつ受け取っ
てみると・・・・・・・・・・・・・
アリーナ席、
しかも前から 4 番目！！！！！うん十年間生きて来て初めてのアリーナ席
（笑）
ナマ浜省はとてもかっちょかわいかったです。
平成 28 年 10 月 5 日（水）
傾聴スキルフォローアップ講座
5 人一組で受けるフォローアップ講座。今回も大きな収穫がありました。講座を受けたスタ
ッフは日々「傾聴」スキルを使って傾聴する事を心がけています。「ブロッキング（思い込
みを持って話を聴くこと）
」を外して本当の傾聴ができるようになりつつあることが、今日

の講座で感じられました。これができるようになると、相手の心の底からの思いがわかり、
効果的な支援につながると考えています。

平成 28 年 10 月 4 日（火）
所長会で投げかけ
忙しい毎日の訪問看護ステーション。私たちはそれでも飽くなき質向上を目指しています。
所長たちは「まだまだ足りない」と頑張っています。今日の私からの投げかけ。
・看護をもっと語ろう。スタッフの話を聴く機会を増やそう。
・相手がどう感じるのか、時や場所を踏まえた会話ができているかをいつも振り返ろう。
・歯科連携、栄養評価アンケート、病院との連携、定期巡回。色々な取り組みをしているな
かで、その意味を自分の中に落とし込もう。迷ったら話し合おう。
平成 28 年 10 月 1 日（土）
兵庫医大でワールドカフェに参加しました
兵庫医大の地域連携室より、訪問看護ステーションに案内をいただき、スタッフも大勢参加
させていただきました。

平成 28 年９月 27 日（火）
消防局の研修で訪問看護の話をさせていただきました
感想を書いていただき、訪問看護の役割が分かった、もっと聞きたかった、実習を訪問看護
ステーションでしたい、訪問看護師に現場で助けてもらったことがある、話し合いの場を定
例的に設けたい、など嬉しい反応をいただきました。課題として救急課長さんと協議してい
きたいと思います。当日使ったスライドを載せておきます。

平成28年9月27日（火）13：30～14：00
西宮市消防局 救急隊員研修
「地域包括ケアシステム」における救急隊と訪問看護の連携

訪問看護師がどんなことをしているか、知っていますか？

訪問看護師と連携した経験はありますか？
良かった点
良くなかった点・困った点
社会福祉法人西宮市社会福祉事業団 訪問看護課
保健師 山﨑和代

大事にしているのは「本人の思いを支える」ことです。
緊急入院を繰り返すアルコール依存の夫と糖尿病の妻
その人たちの思いを聞く
食事のとり方や日々の過ごし方の相談に乗る
精神的な支援を行う
⇒不安定な中でも緊急入院の頻度が減る
60歳代、「最期まで家で」と言っていた人
呼吸停止、家族が救急搬送依頼
訪問看護師が緊急訪問し蘇生、ほどなく意識レベル回復
家族に「入院するのか聞いてみてくださいませんか」と伝える
本人の口からはっきり「入院しません」
⇒ドクターカーの方々は退室。最期まで家で過ごす
がん末期の方の奥様「痛みがあるのを見ているのがつらい。入院を」
本人は「家で最期まで」と望む
痛みの変化を記録し、頓服の回数を最小限に！
痛み軽減と意思疎通が可能となる医療用麻薬の量を主治医に相談。
⇒家族が落ち着いて看取る

訪問看護が果たす役割、期待される役割は

地域包括ケアシステム

多死時代到来
2040年ごろ、団塊の世代が平均寿命を迎える

訪問看護推進が必要とされ
ています。

• 国は自ら整備した病床を「適正化」の下、大幅に縮減を計画。

年間死亡者数は167万人のピークに達する
今、約8割が病院で亡くなる
病床数はまず増えない＝約41万人の看取り場所は？
各種施設や自宅が看取りの場所に。
在院日数短縮化

「ときどき入院、ほぼ在宅」

これが2025年までに実施の「地域医療ビジョン」であり、実質
的に病床数削減が求められる。
• その前提として「地域包括ケアシステム」構築が必須。
• 病院が担ってきた終末期の療養や看取りを地域に移転し、
在宅での死を一般化するという変革への対応が求められる。

訪問看護の特徴
病院のナース：「治療のための看護」
訪問看護師：「生活と治療の両立が自分自身で出来るための看護」

＝その人らしい生き方の支援
細やかなケアで生命を救う
安らかな死に向け援助する
意思決定、セルフケアができるよう「寄り添う」姿勢を常に持つ
•
•
•
•
•

その人の「物語」を考慮しない入院が
その人が望まない暮らしや生き方を呼び込む可能性を持つ
遠くの親戚や「物語」を考慮しない専門職が、「画一的」に入院を勧めた
り救急車を呼ぶことがあります。
 目指すのは・・・
「その人らしい暮らし」を維持する

病気と付き合うためセルフケアを確立する
 今は・・・

バイタルサインのチェック
医療的な処置や緊急対応
こまごました体にまつわることを整える
療養や介護の相談に乗る
さまざまな職種と連携して

認知症、老老介護、がん末期、医療的ケアのある方・・・etc
入院⇒管理される、きゅうくつ、ペースが自宅とは違う、遠慮や不安

せん妄を起こす・・・認知症がすすんだと騒がれ薬を盛られる・・・等々
 訪問看護師は

訪問看護を行う職種は・・・
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
精神保健福祉士等・・・

地域包括ケアシステム構築の最大の課題にコミットする必要がある
ここです。

訪問看護推進が必要とされ
ています。

• 国は自ら整備した病床を「適正化」の下、大幅に縮減を計画。
これが2025年までに実施の「地域医療ビジョン」であり、実質的
に病床数削減が求められる。
• その前提として「地域包括ケアシステム」構築が必須。
• 病院が担ってきた終末期の療養や看取りを地域に移転し、
在宅での死を一般化するという変革への対応が求められる。

専門的な医療者の目線「寄り添いながらささえる」
多職種との協働、連携＝「通訳者」としての役割

平成28年9月21日 厚労省 医療計画の見直
し等に関する検討会 9月9日の第4回会合
1.救急医療等確保事業（5疾病5事業のうちの5事業）の見直しの
方向性を了承
救急医療、災害時における医療、へき地の医療、
周産期医療、小児医療の５つ
救急医療について
出口問題等に対応するため、救急医療機関とかかりつけ医や医療
機関の機能と役割を明確にし、地域で連携する取り組みを提案。
日本病院会副会長
「救急で運ばれた方が軽い症状でも1人暮らしなどで帰るところが
ない。老健施設などは『見ることができない』と拒否され、入院せ
ざるを得ない。高齢者の救急をどうするか医療計画に書いていくべ
き」
日本医療法人協会会長
「救急では認知症患者の受け入れが課題。医療計画にこれを書き込
んでほしい」

平成 28 年９日 24 日、25 日（土曜、日曜）
日本ホスピス在宅ケア研究会

黒田裕子フォーラムに参加しました

ものすごい人。うちの人たちもたくさん参加してくれていました。内容も素晴らしかった！
また是非神戸でしてほしいです！復命書を転記しますね。
① 一昨年、神戸で黒田裕子さんを大会長として開催された研究会で、私は「訪問看護ステ
ーションネットワーク西宮」の活動について在宅ホスピスの立場としての訪問看護ステ
ーションの特徴として発表し、色々な人とつながりを持つことができた。研究会の内容
が訪問看護師にとって魅力的なものが多かったので、スタッフに次は参加してほしい！
と思っていた所、今回の記念フォーラムが開催されることとなった。全体研修会で是非、
と情報提供したら多くのスタッフが参加。とてもうれしい。
② メインホールに主に参加、両日とも素晴らしい講演ばかりで、スタッフが「本当に良か
った」と喜んでいる姿を見てまた嬉しかった。
③ フォーラムに一貫していたのは医療者目線ではない、ナラティブ（＝一人一人の軌跡、
物語）を大切にする関わり。訪問看護課でも伝えているが、次なる課題はナラティブの
可視化を訪問看護で当たり前にし、それを医療機関などにフィードバックして訪問看護
の価値創造がもっとできるステーションにしていきたい。具体的には、訪問看護終了時
のサマリを全数記載、それを医療機関などに送る仕組みを整える。
♪♪でっきるかな～できるよね～♪♪
平成 28 年９月２３日（金）
兵庫県と兵庫県看護協会主催：訪問看護推進会議に参加しました
医療介護の連携推進の基金により 2 年間限定で開催される会議で、新卒訪問看護師の育成
プログラム作成に取り組みます。今日はその第 1 回目。県行政、医師会、大学、看護協会、
医療機関、ステーションから委員が集まり議論。兵庫県ならではのいいものになるのではな
いでしょうか。

平成 28 年 9 月 21 日（水）
認知症ケアに関してワールドカフェで意見交換
訪問看護課の職員 70 数名、デイサービス、ケアマネ、包括などからも 20 数名、総勢 100
名以上でのワールドカフェ。先週にスタッフがトライアルをしているので、ファシリテータ
ーもスムーズにできています。ちょっと残念だったのは、訪問看護師は医療職として疾患に
重点的に目がいき、その人の「強み」には着眼しない傾向があること。介護職からの指摘も
ありました。多職種ともっとじっくり話し、お互いの考えを知る機会を増やるといいなと思
います。
平成 28 年 9 月 20 日（火）
定期巡回との連携を進めるには？＆歯科との連携
事業団のステーションは 4 カ所とも 24 時間定期巡回随時対応サービスの事業所と契約し、
現在 4 名の方のサービス担当をしています。指示書がないため、主治医と相談をしておく
とか、巡回するヘルパーさんに看護師の予測と観察すべき項目を伝えることが必要など、協
働することの意義が分かってきたように感じました。
また、歯科との連携に取り組み始めましたが、「お金がかかる」から希望されないことも。
また、
「訪問歯科に力を入れている診療所の方が、技術がある。繋ぐ意味がわからない」と
する訪問看護師からの意見も。ではなく、なじみの歯科医師に見続けてもらえる地域となる
よう長期的な視点をもって私たちがつなげていくことが大事だと思っています。
平成 28 年９月１３日（火）
医療機関へ在宅療養開始時のフィードバックを
やろうではないか！とはいうものの、実際のところなかなかできていないのが、退院後の患
者さん（在宅では利用者さん）の様子を病棟にフィードバックする事。看看連携ができてい
ない、と嘆くより、フィードバックを当たり前にしよう！運動を展開中。うちでは「訪問看
護のまとめ」を利用終了の時に書くようになっており、これを送るのでもいいわけです。
要は「入院中、気になっていたあの人が家であんなに生き生きと！」のサプライズを病棟ナ
ースに届けるだけ。当たり前にならないんですね～これがなかなか。
平成 28 年９月 1２日（月）
就職希望の方の面談＆病院で事例検討＆新卒訪問看護師育成プログラム案の打ち合わせ
今年は兵庫県看護協会のナースセンター経由で就職の相談をしてくださる方が増えていま
す。今日、見学に来られた方もそうでした。看護師確保のための国の施策が動いているので
すね。
病院で事例検討は、事例検討はなくって先週に続き作戦会議です。次長さんまで参加くださ
り、病院の本気度を感じました。それが終わってぴゅーっと尼崎まで車で走りプログラム案

を打ち合わせ。23 日が本会議（県と県看護協会主催の訪問看護推進委員会）なので、たた
きをつくらないことには議論ができない、ということで・・・ハードです（笑）
平成 28 年９月 1０日（土）
西宮認知症ネットワークの研修会に参加しました
今回は、メディカルケアネットの報告を医師会の先生と行政から。そして川﨑先生と土山先
生が在宅での認知症の方への対応の報告、と盛りだくさんでした。
復命書を転記しておきますね。
① 医師会の福井先生がメディカルケアネット西宮と医師会の取り組みについて報告して
くださった。これまでメディカルケアネット西宮について発信する側の立場だったの
で、改めてこうした報告を聴き、素晴らしい取り組みであることを再認識した。
② 土山先生の発表では、当センターから紹介したレビー小体型認知症の利用者さんの事
例も出された。依頼する際、
「これは精神科じゃないかなあ」と往診を渋る先生に、
「こ
の人が精神科にかかると家で過ごしたいという願いはかなわなくなるので、何とか幻
視だけでもコントロールしてもらえたら、あとは何とかなると思う」と頼み込み、実際
にそのようになった事例。その後先生と話した際、
「たまたまうまくいった（笑）
」と謙
遜されていたが、訪問看護師が利用者さんの思いに寄り添うことの大切さを知って下
さっている先生の一人であり信頼している。今後も元気でご活躍してほしい。
③ 認知症の方はますます増えてくる。その人らしく過ごせる地域づくりはずっと目指し
てきた事であり、訪問看護だけでなく多様な人たちとの協働により実現すると、ひしひ
し感じる。こうした思いを多くの従事者が持ち、協働できる地域づくりに生かす。
平成 28 年９月 9 日（金）
消防局から「訪問看護について」話題提供の依頼
昨年、阪神南圏域の訪問看護ステーション連絡協議会のブロック研修で消防隊と訪問看護
の連携をテーマに講義とディスカッションを企画、実施。その後も西宮では訪問看護ステー
ションの管理者さんたちから、救急隊との連携で気付いたことや良かったことなどの話題
を募って消防課長さん宛てに連絡しており、ネットワーク事務局として取り組んでいます。
いつも消防課長さんからあたたかいお礼の連絡をいただき恐縮していましたが、今回は消
防の研修で訪問看護について 30 分ほどしか時間が取れないが話してくれないかとのこと。
救急隊と訪問看護との連携は地域包括ケアシステムには重要、と言ってくださっていまし
た。
平成 28 年９月８日（木）
全国訪問看護事業協会研修委員会
質の高い訪問看護師を育成するための研修のあり方について検討しています。いつまでも
若手のつもりだったのが委員としては古株の部類になったことを、今回自覚しました（笑）
。

日頃感じる課題はそのまま、全国の訪問看護師の課題でもあり、年々、研修もバージョンア
ップしていきます。
平成 28 年 9 月 7 日（水）
大学の実習打ち合わせ、技術研修、それから出張～
ずっと実習を受けている大学の先生から今年も実習要綱の説明にお越しでした。
この機会を使って「新卒者を訪問看護ステーションに」と伝えたり、今訪問看護の現場で起
こっていることを伝える機会にさせてもらっています。
そして今日は午後から技術研修会。カフアシストと呼吸器、呼吸リハビリのどちらかに全員
が参加しました。ちょっとだけ様子を見てから出張に向かいました。
平成 28 年９月６日（火）
タブレット持ち帰りのマニュアル
訪問看護記録や基礎情報など、タブレット端末でリアルタイムの情報が確認できるよう IT
化をしていますが、スタッフからの要望が多いのが「持ち帰って自分の好きなタイミングで
見られたらいいのに」
。で、所長たちがルール作りに取り組んでいます。いろんな人に助け
てもらいながら、IT との付き合い方を学んでいる段階です。
平成 28 年９月５日（月）
病院で打ち合わせ
患者さん一人一人の希望に寄り添える退院支援をすべての看護師ができる事をめざして病
院内での事例検討を始めて約 1 年。もっと効果的なものにと作戦を練っています。
検討に入って分かったのは、忙しい中で病棟の看護師さんたちが患者さんや家族から、たく
さんの情報を得ておられ、
「もうちょっと何とかしてあげなければ！」と動いていること。
在宅側に任せてもらったらいい事は、けっこうあって、そこの考え方を伝えています。
退院支援で有名な宇都宮宏子さんでも京大で 7 年かかったという・・・。で、気負わずぼ
ちぼち、でも熱く語りながらやっています。
平成 28 年 9 月 3 日（土）
兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会

運営改善委員会に参加しました＆そのあと神戸

市立看護大学へ
朝から県内の各地域（八鹿や丹波、淡路など兵庫県は広い！！）より参加の委員の皆さんと、
新卒訪問看護師の教育プログラムについて今後検討するに当たり、現場での問題意識を共
有、そして情報交換。
まずは新卒訪問看護師を雇用している尼崎と当事業団で現状や課題を伝えました。実現し
たいのは地域で訪問看護師を育てる仕組み。そこを共有せねば、という思いで二人とも報告
しました。皆さんの共通した意見は、「自分のところには関係ないと思っていたけれど、地

域で、と言うのがよくわかった。何ができるかを考えなければ関係ないですまされないと感
じた」というもの。ワーキングチームに当たる委員会として、好スタートが切れました。15
時半ほどまでかかった甲斐あり（笑）。
その後、地下鉄に乗って看護大学へ向かい訪問看護師が受ける理不尽な対応に関する研究
チームの話し合いとマスコミのインタビュー。これはまた後日。

平成 28 年９月２日（金）
急性期医療機関から訪問看護ステーションに実習に来られました
今年で 8 年になる取り組み。去年からは医療介護連携推進の事業として兵庫県看護協会が
主導して全県で取り組んでいます。実習受け入れ施設には数千円の支援費が出るように。
来られる看護師さんたちは、口をそろえて「本当の看護」が訪問看護では存在していると言
います。そして、病院でもこれまで以上にその人に寄り添いたい、と。在院日数が短くなり
一人一人の方のナラティブの奥深くまではなかなか知りえないけどできることを、と・・・。
そうした話を聴くたび、看護師って人の喜び＝自分の喜びなのね…とつくづく思うのです。
平成 28 年８月３１日（水）
ものごとの捉え方が研究者のよう？
市内の大学の在宅看護学教授、そしてうちに入職した新卒看護師の恩師である教授と意見
交換をさせていただきました。訪問看護ステーションにおける人材確保の課題については、
年々増加する看護大学生の訪問看護ステーション実習の実地指導をするステーションの立
場として思うこと、その他にも在宅療養をとりまくありとあらゆる問題意識について話し
まくりました（笑）
。先生がひとこと「ものごとの捉え方が研究者のよう」と。へえ・・・
ちょっとうれしい（笑）
。
平成 28 年８月 30 日（火）
WEB コンテンツで強力なのを導入、使い方のレクチャーを受けました。
インターネットで何でも調べられるけど、根拠が明確になっている情報かどうかが不確実
なので、それも解消し、新人もベテランも基本に戻れるようなコンテンツを導入。
先日の看護管理学会のセミナーでも関心の高さが解りました。
訪問看護ステーションでの導入は初、ということで今後、色々な情報共有や交換をしながら、
私たちが活用しやすいものになって行くとうれしいなと思います。
平成 28 年 8 月 26 日（金）
みんなへの問いかけ、その後
8 月 12 日にここに書いた利用者さんの件で、忙しいのかリアクションは他のスタッフか
らは「なし」
（笑）
。でも、相談してくれたスタッフがその後の利用者さんのご様子を教えて

くれました。
ご自分で考えられ、行動を変えられたそうです。
寝る前のビールはやめてお水にし、緑茶も少なくした。すると夜間、起きることが減り、少
し楽になった気がする、とおっしゃったとか。昼間飲むビールは量が増えていたそうですが
（笑）
、看護師があれこれ「指示」したわけではなく、自分で考えていただけるよう情報提
供したのみ。このスタッフがとても嬉しそうに報告してくれたのも、嬉しかったです。
全体研修会でフィードバックしてほしいので、文章化してもらうことに。がんばれ！
平成 28 年８月 25 日（木）
緩和ケア認定看護師課程に合格したスタッフがあいさつに来てくれました
この課程に合格したスタッフ。いったん退職してホスピスで学びたい、ということで、
退職のあいさつに来てくれました。
認定の試験の時に、私が書いた「訪問看護リハビリたより」のコラムを握りしめ、お守りに
して臨んだ、と言う話をきき、そんな風に思ってくれていたのかと、感激しました。
いつも真摯に課題に取り組み、謙虚さを忘れない F さんの姿勢に学ばせてもらうこともあ
りました。カムバックを約束（？）してエールを送りました。がんばれー！！
平成 28 年 8 月 23 日（火）
管理栄養士さん発⇒管理者

研究結果の報告をしてもらいました。

25 年度の「訪問看護ステーションの多機能化モデル事業」でステーションに来てもらった
管理栄養士さんから、これまでの研究成果について説明していただきました。
低栄養リスク者は一見しただけでは、リスクのない人と体重などは変わらないけれども、
予後への影響などは低栄養の方と同程度であることが、この研究結果で分かったので、
今回は母数を拡大して調査することとなっています。
せっかく覚えた栄養アセスメントや下肢周囲長の計測方法などをおさらいし、理解を深め
る機会にもなるばかりか、日頃なかなかできていない栄養状態の客観的な把握の機会でも
あります。全数調査への協力、みんなに頑張ってもらい、利用者さんの状態安定につながれ
ばいいなと思っています。

平成 28 年 8 月 20 日（土）
日本看護管理学会に参加しました
夏休みを利用して横浜に行ってきました。
看護管理学会は初めての参加でしたが、こんなに看護管理者っているんだなあ（笑）という
のが先ずの感想。興味のある分野がたくさん。
なかでも、地域包括ケアシステムに果たす看護職の役割を考えるシンポジウムに会場から
溢れるほどの参加者がいたことに驚きました。実際、似たような取り組みを自分がやってい

て、看護管理者がそうしたことに関心があまりないことに悩んでいたので・・・。
研究成果も発表でき、あの有名な勝原裕美子さんからの質問をいただき、大学の先生には
「山﨑さんは本番に強い！」と褒め（？）ていただきました。
夜は大学の研究室でそれぞれ看護管理についてテーマを持って研究に取り組み、今回の学
会で発表した人たちと交流。
みんなすごい勉強家。病院で働きつつ（しかも師長や部長）、研究に取り組んでいました。
保健師学校時代の同級生が偶然にもその研究室の卒業生、ということで、驚くやら嬉しいや
らで、すっかり話も弾み、明日への活力を得て帰途に。
平成 28 年 8 月 18 日（木）
兵庫県看護協会施設代表者会＆講演会に参加しました
政策決定にどう関わるか、といった講義を、日本看護協会の菊池副会長さんがしてください
ました。私はそもそもそういったことに向き合わざるを得ない立場で仕事をさせてもらっ
てきたこともあって、ほぼ知っている内容ではあったものの、施設代表者会、講演とも「医
療機関の看護職も地域包括ケアシステムについて知り、貢献できるように」と言う考え方に
基づき、様々なことが動いていることが実感できました。
自分の身近で起きていることや、やるべきことに向け、再度練って進める必要性を感じた、
貴重な時間となりました。
平成 28 年 8 月 15 日（月）
お盆ダイヤ
「お盆休み」というものは病院や訪問看護ステーションでは関係ないので、いつも電車がす
いていてうれしい！と言うだけの話です。すみません（笑）
。
平成 28 年 8 月 12 日（金）
みんなへの問いかけ
スタッフより「夜間頻尿の 80 代男性利用者さん。頻尿の内服治療もしているが、緑茶が好
き、入眠前の一口ビールが好き。食品などで頻尿に効果があるものなど教えてほしいと相談
があったが何か良い方法は？」という相談を受けました。このスタッフは「なるほど！」と、
しっかり「思い」のキャッチボールができたので、これから楽しみです。
そして、この件をスタッフ全員が見る連絡ノートに書きました。
まだ誰からも反応はありませんが・・・、訪問看護における基本の「き」だと思っています。

「さてこのような場合、皆さまはどのように利用者さんへのアプローチをされています
か？
指導するとか、教える、ではなく、セルフケアの観点から考えてみて欲しいのです。
あきれるほど繰り返しますが（笑）、『適切なケアができていれば、関わる頻度は減る』。こ

れはセオリーであり、卒業もこの一環ですね。そのためのアプローチ方法は多々あっても、
ステーションとして方向を同じくしていればいいのです。センターでクールダウンしなが
ら考えてみてくださいね！」
平成 28 年 8 月５日（金）
介護保険制度、これでいい？
かなり前にこのブログに書いた“レビー小体型認知症“と思われる方。主治医に処方内容を
相談し変更になって症状が軽減したり戻ったりを繰り返してはいるものの、生活に支障が
出るような症状が出なくなったようで、しばらくぶりに記録に目を通すと、日常生活の自立
度が低下してしまっている。担当スタッフに話を聴いたことを要約すると・・・
見守りヘルパーが毎日入り、本人の要望に応じ生活支援のサービスをしていた。すると、本
人ができていたことも、サポートを受け始めたために「しなく」なり、食事の準備も整えて
もらえるので、体重が増えつつあり、動きが悪くなっている、らしいので一緒に考える機会
を持ってみる（実はその前に『えーーほんとにそれでいいの??』と言っちゃったけど）。こ
の人はこれが本当に望む生活かなあ？もともとの希望は何だった？そうしているうちに、
スタッフがひとこと「そっかあ。これじゃダメですよね」
認知症があっても、そこはうまくコミュニケーションをとっている担当スタッフ。介護保険
制度はあくまでも「自立・自律」を支援するものであること、そして利用者さん側もその意
識を持つこと。困難を伴うこともありますが、欠かせないですね。
平成 28 年 8 月３日（水）
24 時間定期巡回随時対応サービスを推進するには？
昨年度、県の訪問看護推進会議でこのサービスを普及するために、多様な場で働く看護職と
ともに議論した際、ケアマネや医療機関への啓発を推進しよう、ということで県担当の皆様
が尽力されていたけれど、連携型で契約している訪問看護ステーションの管理者も、よーく
わかっている、とは言えない（うちも含め）なあと感じています。
制度は複雑だし、イメージしにくいし・・・。けど、使ってみて成功体験でも失敗体験でも
してみて、そこで初めて人に伝えられる。そこはなんというか、熱意みたいなものでは？
特に 24 時間定期巡回は、
「その人の願いを実現するにはこれしかない！」ということが、
結構あるのでは？と思うけど、意外と難しいみたいで、うちのベテランＵ所長が唯一の実例
第 1 号経験者・・・。頭で考えるのと実際に動くのとでは、違いがすごくあるだろうけど、
それを限りなく近づけるには？の視点をどうやったら持てるのか、実践できるのか、考える
今日この頃でした。
平成 28 年 8 月２日（火）
訪問看護支援システムのこれから・・
2～3 か月に 1 度、システムの開発責任者さんと打ち合わせの時間をいただいています。

私が訪問看護ステーションの中では、わりに特殊（笑）な位置づけで仕事をしているからで
しょうか、システムはこうあってほしい！ということが明確で伝わるそう。私自身、考えて
いることを実現するために伝える努力は惜しまないようにしているので、ちょうどいいの
かも。2 年越しになりますが、とても真摯に向き合っていただき感謝感激。
今回はセラピストも参加し、より使い勝手の良いシステムになるよう意見交換しました。
私は細かいことは分からないのでみんなに任せて、大きな方向性を確認するのみ。
制度のことも、改定の時はその内容含め「がっつり」頭に入れますが、普段は忘れる（笑）
。
所長はじめしっかり者のみんなに支えられ、今日も頑張れるわけです。
0 平成 28 年 8 月 1 日（月）
7 月の訪問看護たよりに載せました。
「利用者さんの自己決定と訪問看護の役割についてきちんと考えていますか？」
7 月 10 日（日）に兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会の総会・研修会とシンポジウム
があり、各センター管理者と関心のある常勤スタッフが参加。1 日充実した研修でした。
基調講演は東京三菱 UFJ 総研（厚労省の地域包括ケアシステム推進会議のとりまとめや事
業協会の研究調査にも関わっている組織です）の岩名さんの話。地域包括ケアシステムのわ
かりやすい解説に定評があり全国で引っ張りだこ。
これからの時代、私たちが提供する訪問看護は利用者満足や自己満足「だけ」ではなく(も
ちろん大事)、限られた人数の専門職でより多くの利用者にサービス提供せねばならない。
これを踏まえ、一人一人が自覚を持って考え続けたうえで、サービス提供に当たるべき。具
体的には、看護職が入浴介助を延々と続けることはありえず、必ず介護職に委譲すべし。介
護職に力が付けば看護職は専門業務に専念できる。そのための連携には手間暇がかかるが、
多くの利用者に訪問看護を届けるには、やらねばならない。
これ、4 月に私から皆様にお話ししたことですね。どこでも同じ話をしているそうで、こう
した考え方は浸透しにくく、慣れたやり方を変えるハードルは高いのだと改めて実感。この
文脈の中に訪問看護の卒業や他のサービスへの移行があることは皆様、もうお分かりです
ね。利用者の満足度を高めるには、利用者の自己決定が最低条件。ケアする側が決めていい
ことは何一つありません。それをしていたらどこまでやっても利用者満足はなく求められ
続けます。そのスパイラルにはまっていませんか？このあたり、わからないなあ、と思った
ら所長、主任にまずは声をかけてください。
分からないことを分からないままにして、不平や不満になったまま、は誰も望みませんね。
こうした「ちょっとしたコミュニケーション」、良いサービス提供にも非常に大事です。

平成 28 年７月 30 日（土）
緩和医療研究会に参加しました
年 2 回、西宮で在宅医療を熱心にされている医師と緩和ケアに熱心なＴ病院の先生が世話

人となり開催してくださっている研究会で、もう何年になるかと言うほど長く続けてくだ
さっており、最新の医学的な情報を身近でキャッチできるまたとない機会だとありがたく
思っています。以下、復命内容です。
①話題提供：大日本製薬 トルリシティ（週 1 回型皮下注型インスリン薬）
②「緩和ケアを必要とする婦人科疾患の方の退院調整に果たす MSW の役割について」県
立西宮病院地域医療連携室 MSW さん
③「緩和ケアを伴う婦人科疾患の在宅医療の実際 5 事例」川﨑先生
④関西労災病院 緩和ケアチーム 産婦人科医第二部長 堀 先生
「緩和ケアチームに産婦人科医が入ったら」
所感
①県西の MSW の報告によると、婦人科系がんで退院調整の場合、在宅移行の希望者は最
も多いが事例数は少ない。
「ADL 低下により在宅生活が困難となったため退院に至らなか
った」と言う文言が気になり質問。「連携室が把握し切れていない事例が多いと思う」と。
現在、病棟ごとで担当制を敷きスクリーニングを徹底し、把握に努めておられるとのこと。
②川崎先生の事例紹介では、婦人科系の悪性疾患では、診断・治療後の生存率が高く経過が
長くなる傾向があり、介護者となる夫などの男性へのフォローが必須。また、がん自体の進
行より貧血などで体調変化が起こることが多いため、そのフォローが必須と。訪問看護時も、
その点に着目したアセスメントとケアが必須となる。
③堀先生は、産婦人科医で緩和ケアチームの中心的存在として発言された。医師からのイン
フォ―ムドコンセントのあり方について、医療従事者向けの意思決定支援を負担や苦手に
感じる医療従事者のための「どう伝えるか」の講座（AB のメリットデメリットを説明しど
っちにしますか？ではなく自分なら自分の親ならと考えた時、これがお勧めだけど…みた
いな「ナラティブ」を尊重したやり方）をマスターすべく院内で研修を行われるそう。こう
した説明の仕方を Nudge(ナッジ)の利いた説明、というそうだ。

平成 28 年７月 29 日（金）
医療介護連携ツールのためのヒアリングを受けました
地域包括ケアシステム推進に向け、全国で医療と介護の連携のためのＩＣＴに活用できる
ツールの開発（既存のシステムの再開発含め）が盛んなようです。
何か月か前に来られた企業の方から、再度アポイントの打診があり、今回お越しになられま
した。若くてキレイな女性が企画担当のエンジニアさん。すごく在宅療養のことや制度など
を勉強しておられ、頼もしく感じました。どんなシステムをつくられるのでしょうね。
じつは、うちで使用中の電子カルテ（訪問看護の支援システム）も、リーダーは女性エンジ
ニアさん。同性ならではの「あるある～」が通じることは、何でもないようでいて、短時間
で建設的な議論を進めることができる一因な気がしています。

平成 28 年７月 26 日（火）
訪問看護ステーションネットワーク西宮と市の意見交換
今年度から 2 か月に 1 回になりました。久しぶりに事務局として出席。
いつも時間をとっていただいている担当者の方には感謝です・・・。
高齢化率の低い西宮市とはいえ、社会情勢の変化に対応せねばならないのに変わりはなく、
現場で起きていることは高齢化率に関係ありません。
利用者さんの行動を紐解いていけば、どんな方も「その人らしく」ありたいための行動では
ないか、と思わされることがしばしばですが、病院ではそこに気付いてもらうのは、なかな
か難しいです。訪問看護がうまあく関わることで、タイミングよく必要な医療につなげられ
たら・・・。不要な救急搬送や再入院は必ず減る、と考えています。

平成 28 年 7 月 25 日（月）
専任事務担当者のサポート
来年度以降に関する種々の検討事項について。
当法人は、専門分野に関連したことは、きちんと手続きを踏めば「待った」がかかることな
く、自在にさせてもらえています。一方、なくてはならないのが人や金に関することで力を
発揮する専任事務担当者。客観的視点においては管理者とはまた違った立場で考えてくれ
るたいへん心強い存在です。私は管理職と言えど現場人間。スタッフがより働きやすく、や
りがいが得られる方策を誰より考え、ヒアリングの準備にかかり臨むわけですが、客観的視
点がより欲しい場合に相談できるのが、うちの強みのひとつに違いありません。

平成 28 年 7 月 23 日（土）
阪神 NST 研究会で登壇させていただきました
今日は尼崎のホテルニューアルカイックで、在宅栄養管理の推進を目的とする医師中心に
活動されている「阪神在宅 NST 研究会」で登壇させていただきました。
尼崎の在宅医、超有名人の長尾和宏先生が代表世話人をされてるこの会。久しぶりにお目に
かかりましたが、
「ああ、山﨑さん久しぶり。今日はよろしく」と声をかけられ、覚えてく
ださっていたことにこっちがびっくりしました（笑）
。
このブログでも何度か紹介している、管理栄養士さんと訪問看護師の同行訪問の経験か
ら「効果的な在宅 NST とは」をテーマに話しました。共同登壇者として一緒に取り組んだ
管理栄養士の T さんにもご協力いただき、質問もたくさんいただきました。
スライドの一部ですが載せますね。
京都山科の荒金先生による多職種協働の話は、本当に素敵だったのでまた後日詳しく。

平成 28 年 7 月 21 日（木）
地域連携部署の方々に「訪問看護」制度や使い方をお話ししました
今日は病棟ラウンドではなく、表題のリクエストをいただきました。
① 訪問看護ステーションの活用具体例
② 医療保険と介護保険のつかいわけ（特掲診療料の資料とともに）
③ 機能強化型訪問看護ステーションの特徴と他のステーションとの違い
について資料も配布。
MSW さんからの感想です。
「このように連携を始めたことにより、在宅のことでわからないことを尋ねたり相談がで
きるのが大変ありがたい。訪問看護のことも深く知ることができ、支援に役立っている」
この試みの効果を検証するために、連携部署や病棟にアンケート調査を計画しましたので、
協力たくさんしてもらえるとうれしいな。
平成 28 年 7 月 20 日（水）
全体研修会～今回は NPPV、HOT の実技研修
帝人さんに協力を得てレクチャーを受け、機器を触ったり動かしてみました。NPPV は本
当に小さな機器になっていて驚きました。顔型からとるマスク装着のイメージがありまし
たが、今は汎用性の高いやわらかなマスクになっていました。
HOT は利用者さんにも多いためか、活発に質問が出ていました。驚いたのは帝人さんのサ
ポート体制です。3.11 の地震の際、1 週間で 2 万 5 千人の安否確認をされたそうで、全
国に 100 ヶ所、1000 人以上の専任スタッフがいる、ということも初めて知りました。
それだけ COPD の人が増えているんですね。新しい情報にアクセスする意識を持っていな
ければ、と改めて思いました。訪問看護師、ジェネラリストな側面も求められますね。

また、私から伝えたいことのひとつに、9 月に神戸で行われる日本ホスピス在宅ケア研究会
主催の「黒田裕子記念フォーラム」についてお知らせ。この会で 3 年前、
「訪問看護ステー
ションネットワーク西宮」について一般口演で発表し、コウノメソッドとユマニチュードに
出会い、父の介護にいかしました。今回は、アドラーの心理学が学べ、西村元一先生（一夜
にしてがん患者になった外科医）の話が聞ける「当事者が語るがん医療」
、そして認知症の
コウノメソッドをたっぷり 3 時間！！！ほかにも認知症コミュニケーションのコツ（ユマ
ニデーション）
、ACT-K の高木俊
介先生やレビー当事者で一躍有名
になられた樋口直美さんが語る特
別講演、緩和ケアエキスパートに
よる 1 日連続講義、ディグニティ
セラピーの半日速習講座、注目サ
高住「銀木犀」の下河原さんなど、
一度話を聴きたいと思っていた人
ばかり・・・なんせ、現場で働く
訪問看護師の興味津々のテーマば
かりで、どれに参加しようか迷い
ます・・。スタッフのみんなにも、
こんな素晴らしい機会が近くであ
るのに、参加しない手はないと思
い、
「超おススメ！」と力を入れて
伝えました。そしたら、各センタ
ーから何人もが参加申し込みをし
ている、と言う報告が所長たちか
らありました。うわーーとっても
嬉しい！

平成 28 年 7 月 14 日（木）
病院で事例検討
80 代男性、同敷地内に子供世帯があるが、介護は別に住むきょうだいが担ってきた。
骨折既往あり。子供は施設入所希望。本人は「帰りたい」と言っているが、認知症があり明
確な意思確認できていず、病院のナースは、
「主介護者が無理と言っているので、従わざる
を得ない」と言う。もっともかもしれませんが・・・。
もし、私がこの人なら「自分のことを勝手に決めないでほしい」と思うでしょう。
自分ならばどうするか考えてみました。
①本人の意向を聴く。

②家族が必ず世話をしなければならないわけではないことを医療者は理解する。フォーマ
ル、インフォーマルなサポート活用により負担は減らせる可能性がある。ケアマネの連携力
（抱えない、つなげる、すると道は開ける）も必要。
③認知症に関わらず、本人の意向を確認すべき。認知症があってもこうしたい、したくない
という思いは絶対にあり、それをキャッチするスキルがいる。
④そのうえで家族と本人の間に他者（医師やナースやケアマネ）が入ることも必要かも
⑤これまで介護してきたきょうだいの意見も聞く
⑥みんなが「本人が思ったようにしよう」と考えられるようになると、本人が安心してどう
したいかを決められると思う
「利用者さんの思いや願いに寄り添う」看護。こうありたいな～。
平成 28 年７月 13 日（水）
管理栄養士さんとの共同研究
平成 25 年度に受託実施した「訪問看護ステーションの多機能化モデル事業」で、管理栄養
士としてステーションで雇用契約を結んだ T さん。この事業で訪問看護師と同行訪問を 50
例近く行った経験および、訪問看護師による栄養アセスメント評価や低栄養群、低栄養リス
ク群への介入研究など、在宅療養者の栄養管理に特化して継続され、当事業団でフィールド
提供を続けています。メールでのやり取りのほか、折に触れ相談や報告に来てくださいます。
メディカルケアネット西宮について学会で口演発表した際、声をかけていただいてからの
ご縁で、モデル事業にも協力いただきました。その頃は修士課程で学ばれ、研究が初めての
ういういしさが際立つ感じでしたが、半年ぶりにお会いした今日は、研究者としての存在感
と、これからこの分野を切り開いていかれるのだなあという頼もしさ、を感じました。それ
を伝えるとこんな言葉が。
「何の訳もわからないような学生に、研究に関することだけでなく社会人として、専門職と
して色々なことを教えてもらって本当に感謝しているんです」
。
さらりとこうしたことを伝えられる人って、素敵だなあ・・。
平成 28 年７月 10 日（日）
兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会

総会・研修会・多職種連携シンポジウムに参加

文書での復命内容です。
本協議会には委員会委員として関わっています。この会は、兵庫県担当課と連携し県の医療
政策等に関する協議を行う役割がありますが、委員会活動の報告を受ける機会などにより、
こうしたことが理解されつつあると感じました。基調講演された岩名氏の「地域包括ケアシ
ステム」は、厳しい内容を分かりやすく話して下さいました。スタッフに伝えてきた事も多
くあり、考えている方向性は間違っていないことを確認できました。
岩名氏の講演から、私自身がみんなに伝えてきた事を整理してみた。
1. 専門職は自分のフィールドが決まっている。自分で何でも抱え込まず役割分担を。

2. 限られた専門職の人材をいかに活用し、必要なサービスを届けられるかを考える。
3. 定期巡回は医師の指示書がなくても利用者の家に行って訪問看護師がアセスメントで
きる訪問看護師も満足度の高いサービス。包括払いは柔軟性が高い。活用が進むべき。
4. ロールシフトで巻き込む、役割をずらしていく
5. 専門職にとり「自分のベスト」にこだわること＝誰かを置き去りにすることになる。
6. ナースの効率的な働き方、負担の軽減⇒介護職にナースの考えが理解され、動いてもら
えるようになることが必要かつ大変だが大事（特に 24 時間定期巡回）
。
今回の新たな学び
1. 在宅限界点を引き上げるのは排泄自立と認知症ケア。
2. 総合事業＝いかに地域づくりをするか、いかに支える分母を増やし分子を減らすか。
3. 地域はバラバラ。取組みは「何をまとめようとしているのか」具体の合意形成が大事
4. 連携コストがゼロになると全体が見える。定期巡回はその最たる例。
5. 居宅サービスはデイとショート利用で 4 割を占め「在宅外介護」中心。地域包括ケアシ
ステムが目指す自立にほど遠い現状。訪問サービスの充実がセットで必要。
主任が「岩名先生の地域包括ケアシステムの考え方はとても分かりやすかった、スタッフに
復命すべきと思う」と申し出てくれました。楽しみです。
平成 28 年７月７日（木）
県立西宮病院地域連携懇談会で登壇させていただきました。
地域連携室の師長さんからご指名いただいた今日の登壇。
テーマは、在宅医療と介護の連携～1 日でも家に帰りたい～と題し、医師、病院医師、ケア
マネ、MSW、訪問看護師から 8 分ずつほど話題提供をしました。要約すると、
訪問看護の最も重要な機能の一つ＝「寄り添い支える」を繰り返すことでばらばらにある情
報を整理し自己決定を支える
自分や自分の家族が患者になった時「思うように生ききれる」地域にするには？
⇒病院の医師がキーマン
支援者はその人の暮らしをイメージ、理解したうえで、必要なサポートを洗い出す
わからないことを分かっている人に気軽に聞く関係づくり
そのうえで、本人への情報提供と自己決定支援が重要
等を、事例も通じ伝えました。
良く知る在宅医もたくさん参加され、所長たちも私もたくさん声をかけていただき、嬉しか
ったです。在宅医の一人が「あの病院の医師がキーマン」ってとこ大事やな、質問したかっ
たけど時間切れで残念。と言ってくださいました。発信の努力は継続が大事ですね。
発表に使用したパワーポイント、抜粋して載せます。

平成 28 年 7 月 6 日（水）
傾聴講座を受けました
利用者さんの思いや願いを知り、それをサポートするのが訪問看護。
そんなことをずっと言ってきましたが、その聴き方、知り方が分かっているか、スタッフに
確認したことがなかったと反省しました。
本当の傾聴を今日知った気がします。
次回は 2 週間後。その間、学んだスキルを実際に使ってみなければ。
平成 28 年６月３０日（木）
つどい場しんちゃんにお邪魔しました。
長年のお付き合いをさせていただいているしんちゃんのお母さんが「つどい場」を始められ、
もう 1 年以上がたちました。チラシ作製のお手伝いしかしていず「いつでも来て」と言っ
てもらっていてようやく参加。この日は医師 2 人、ヘルパーさん 1 人に私というちょっと
少ないメンバーでしたが、お母さんの活動がたくさんの人をつなぎ、良い影響になっている
ことを改めて知った、貴重な時間でした。おまけに、手伝いに行ったつもりがほとんどお母
さんがお世話してくれ、なんだか申し訳なく・・・。こういうふうな方なので、人が集まっ
てくるんだなあと・・・。お母さんもパワフルだし、ご家族がほんとに素敵なんです。
お母さんは、あちこちで子供さんの名前を冠したつどい場が広がればいいな、と思っている
そう。心洗われる時間を過ごさせてもらいました。感激してたら帰りしな、定期券なくした
ドジな私。
平成 28 年６月２8 日（火）
地域包括ケアシステムの実現に欠かせないもの（私見）
当法人は西宮市内（人口 48 万人）に 6 か所の地域包括支援センターを持っており、う
ち 2 か所でモデル的に訪問看護ステーションと初期対応の協働にトライしています。訪問
看護側から言えば、何かしらのファーストコンタクトは地域包括にあることが多いため、そ
こで訪問看護の目が入れば在宅療養の安定的な継続のための有効なアセスメントが可能と
なりますし、医療ニーズを見抜けるので必要な医療につなげやすく、生活面で調整したり他
サービスにつなげる目も持っています。がんの相談にも包括だけで対応していた時より迅
速かつ的確に対応できていると思います。
私は保健師での勤務経験が少しあり、訪問看護は病院看護師の活動より保健師の活動に近
いと感じてきました。また、地域包括支援センターは訪問看護ステーションが担うものと思
ってきたので、このような取り組みが制度に乗っかり、あちこちで広がるといいと思います。
奇しくも、5 月 25 日の社会保障審議会介護保険部会で、地域包括において「保健師に準ず
る一定の経験のある看護師」の割合が 4 割に達し「保健師ではない」ことが問題視されて
いました（保健衛生ニュースより）
。私も西宮市の包括運営協議会でそのことを発言してい
ますので、我が意を得たりと動向を注視していきたいと思っています。

それにしても、訪問看護は 24 時間 365 日の対応を期待され役割を増やす論調があるよう
に感じますが、地域ケア会議や認知症の初期対応チーム、包括での総合相談など、住民の総
合支援の部分に訪問看護ステーションがかかわることで、さらによくなるのになあ・・・・
「最期」だけでなく「最初」にかかわることが、誰にとってもいい方向になると思うんだけ
どなあ。それは本来、地域の保健師さんが担っていたはず。
平成 28 年６月 24 日（金）
大学で口演予行＆餃子の王将
1 時間休みをもらって某大学まで移動。8 月の看護管理学会での発表に際しメンバーが集
まって予行練習。その前々日に助教の先生と入念な準備をして臨みましたが、指導教授の先
生に色々と指摘を受け、訂正していきました。
恒例のお疲れ様会は「餃子の王将」
。
女性 4 人で 10 人分の餃子を注文、ビール 3～4 杯ずつとともに完食。そればかりか単品
メニューも頼むすごさで、思わず全員が写真撮影。
やはり看護系研究者はパワフル・・と改めて実感（賞賛）。
平成 28 年 6 月 23 日（木）
「糖尿病患者を管理しようとしてはいけない」
日経メディカル コラム： 「尾藤誠司の『ヒポクラテスによろしく』
」で書かれていたコラ
ム。医療機関の医師がこんな風に思ってくれたら、患者さんたちは幸せなのになあ。 そし
て訪問看護師もいちいち「この細かすぎる指示、利用者さんが生活していくこと考えてくれ
てんのかしら、まったく・・・」などといったストレスがなくなる（笑）
。
抜粋してご紹介しますね。
先日の糖尿病学会で至適 A1c の基準が、厳しすぎる状況からようやく少し修正されたみ
たいですね。よかったです。私は救急車搬送の多い急性期病院に勤務していることもあっ
て、本当に多くの患者さんが低血糖による意識障害で搬送されていることを、身を持って実
感しています。さらに、一人暮らしとか老老介護とかの高齢患者さんでは特に、低血糖発作
による意識障害の状態が長い間発見されず、元気だったのに意識が戻らなくてその後寝た
きりになってしまうというようなケースも決して少なくありません。診療ガイドラインに
も「一人暮らしの高齢者の A1c は甘めにすること」とか書いておいてほしいです。
生活を尊重するといろいろ上手くいく
私が、なかなか生活習慣が変わらない糖尿病の患者さんに対して、敬意をいだけるように
なって来たのは本当にこの 5 年くらいです。
「この人の生活習慣が変わらない」ということ
を私が認識できているということは、「生活習慣を変えようとしてもうまくいかない、もし
くは、生活習慣を変える気があまりない」ということを私に理解できるよう患者さんが私に
伝えてくれている証拠でもあるのです。まずこのことに感謝して敬意を持つことから始め
てみようと、ある日私は思いました。そして、「この人の健康を管理する」という意識を持

つことを辞めるようにしました。すると、ご本人が生活の中で大切にしているものを理解し
ながら、健康に関する情報資源を提供し、専門的見地からの推奨を出し、その上でご本人が
病気とともにうまく暮らして行くことを手伝うことが自分の専門家としての役割であると
いうことが、自分の中で徐々に腑に落ちて行きました。
自分のコントロールに従順になるのか、それとも自分の前からいなくなるのかというキッ
ツイ関係から、もう少しゆるーい関係性の中で慢性疾患の外来ケアが行われる方が、患者さ
んだけでなく医療者自身にとってもいいような気がしています。

平成 28 年６月 22 日（水）
全国訪問看護事業協会 理事会、総会、都道府県訪問看護協議会交流会
学びの多い一日でした。文書での復命内容をご紹介します。
①理事に患者側、ケアマネ、営利法人、精神特化ステーションが加わった。
理由は医療・介護制度や現状を踏まえ大きく変容していく過渡期である。
②ステーション数は 24 年度から激増、9000 ヶ所越え。営利法人が 7 割。
会長や厚労省は「コンプライアンスの低下、質低下」を危惧。
③厚労省は、
「訪問看護の質」を重視する姿勢を強調。
市町村で訪問看護ステーションの連携を推進、行政と顔の見える関係をつくり基金（消費
税増税分の社会保障拡充にあてたもので、医療部分と介護部分に分かれ、平成 26 年度より
都道府県、市町村に分配始めている。ステーションも様々な取り組みを基金でサポート受け
られる）活用による訪問看護の発展推進を望む。
「特定行為」は本来、在宅向けのものであり E-ラーニング等により 315 時間の基礎課
程の学習可能な環境を急ぎ整える
④質を可視化するため、27 年度研究事業「事業所自己評価ガイドライン」の普及を進める
⑤全国でも飛びぬけて基金獲得実績のある大阪より情報発信。ステーション管理者もスタ
ッフも共に訪問看護の充実や推進に尽力する様子が印象的。取り組みはどれも魅力的。
⑥静岡は「健康寿命」トップクラスで、66 歳～76 歳を「壮年熟期」として社会参加を促
すほか、多職種連携、看看連携に基金の支援を受ける「訪問看護推進事業」での取り組み一
気に進む。
⑦事業協会として熊本、大分には震災翌日より情報収集、物資調達。支援ステーションとし
て 181 ヶ所が全国から登録（派遣実績は今のところなし）
。募金は事業協会規定の見舞金
とともに 7 月より被災地のステーションに分配予定。

平成 28 年６月２１日（火）
神戸大学医学部保健学科での講義
去年に続き、
今年も 3 回生の学生さんに訪問看護現場の話をする期空きをいただきました。
講義後アンケートでは、
「訪問看護に興味を持った」
「入院中も退院後の患者さんの生活を考

えたい」など、ねらいを理解してくださった学生さんが多く、中でも嬉しかったのは、「山
﨑さんの話を聴き、訪問看護を愛しているのがひしひしと伝わってきました。私もいつか携
わりたいです」との記載。みなさん、真剣に事例も議論され、うれしく思いました。
明日のために、終わったら新幹線に飛び乗って東京に移動。
幾人かの学生さんが質問や疑問を書いて下さっており、返事を書きました。一例をご紹介し
ます。

「臨床経験がないと訪問看護師になれませんか？」
たしかに臨床で 3 年間働くと様々な処置や事例を経験できます。
私はそのメリットよりデメリットに着目しています。
「医療者目線で患者さんと関わるのが普通になってしまう」
。これに尽きます。
日本の人たち全体が、そうした考え方を暗黙の裡に了解しているのかもしれません。
また、そうした先入観なしに患者さんに関わることができる看護師もまた、そう多くありま
せん（訪問看護師を含めてです）
。
新卒で訪問看護ステーションに入るとその先入観がほとんどない、という大きなメリット
があります。訪問看護実践の中で、医療者としての観察眼や気づき、対応力や調整力、交渉
力をつけていきます。これが訪問看護の現場で利用者さんと向き合いながら身に着けてい
くスキルです。

平成 28 年６月１５日（水）
訪問看護課全体研修「スタンダードプリコーション」
日ごろお世話になっている急性期医療機関の感染管理認定看護師さんが、表題の講義をし
てくださいました。これは退院支援に週 1 回伺っている医療機関のご厚意で参加させても
らった新卒者対象研修のうち、実技研修を見学させてもらった際にこの看護師さんがいら
っしゃり、
「実は訪問看護の感染管理、考え方が難しいですよね」と声をかけてくださった
のがそもそものきっかけ。興味を持っていただいたのは、看護学校の教員経験があったから
だそう。これまで受けたどの感染管理の研修より、実際的でわかりやすく、感染管理とかス
タンダードプリコーションというと、苦手意識が先に立ってしまう私たちにとっては、目か
らウロコでした。
具体的な実践的見直し内容を研修委員会が洗い出し、リスク委員会が具体化します。
今後機会があれば、次の段階の感染管理について学ぶ機会を持ちたい、と言う希望も多く次
回にも期待大です。
平成 28 年６月１４日（火）
看護師がやるべき事務作業
訪問看護支援システムのクラウドソフト運営者に様々要望をし、一緒にシステムを創り上
げています。当初、このシステム導入時は一緒に作り上げていくことがスタッフには理解し

にくく、負担感が増していましたが、ここにきてぐっと便利さが増した様子。
にしても、請求業務を間違いなく行うために医療専門職がすべき事務作業の線引きについ
ては、現場と事務方で意見が異なり、そこをシステム開発の担当者さんが、他のステーショ
ンの動向も踏まえた意見を下さり、そうした判断の参考になっています。
あまりに何でも事務員さんが担ってしまうと、訪問看護業務そのものを細分化することに
もなり、メリットデメリット、さまざまなのが現状です。にしても、やはり事務作業は少な
いに越したことはなく、今その整理を探っている段階です。本当は看護師は安心して利用者
さん対応に専念できるようなバックオフィス体制が望ましいと思うのですが、そこまでの
評価は制度上ありません。工夫が必要であり、所長会で知恵を絞っています。
平成 28 年６月 13 日（月）
兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会

阪神南ブロックの活動

尼崎市、芦屋市、西宮市、まとめて「県ステーション協議会阪神南ブロック」で、
昨年度は救急隊との意見交換会を西宮ブロック中心に企画運営。
今年は、ELNEC-J コアカリキュラムの在宅版を尼崎中心でやります。説明は下記。
ELNEC（The End-of-Life Nursing Education Consortium）は、2000 年に米国のア
メリカ看護大学協会と City of Hope National Medical Center が共同して設立した組織
です。ELNEC は、エンド・オブ・ライフ・ケア（EOL ケア）や緩和ケアを提供する看護
師に必須とされる能力修得のための系統的な教育プログラムを開発しており、これまで開
発したプログラムには ELNEC-Core、ELNEC-Pediatric Palliative Care（小児）、
ELNEC-Critical Care（急性期）
、ELNEC-Geriatric（老年期）などがあります。また、そ
れらの教育プログラムを実施できる指導者の養成は、米国内だけでなく世界 74 カ国でも
行われています。
プログラムの内容
ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムは１０のモジュールで構成されている。
Module 1：EOL ケアにおける看護
Module 2：痛みのマネジメント
Module 3：症状マネジメント
Module 4：EOL ケアにおける倫理的問題
Module 5：EOL ケアにおける文化への配慮
Module 6：コミュニケーション -患者の意思決定を支えるためにModule 7：喪失・悲嘆・死別
Module 8：臨死期のケア
Module 9：高齢者の EOL ケア
Module10：質の高い EOL ケアの達成
今回は、阪神南ブロックに所属する緩和ケア認定看護師さん中心に企画をしてくださり、当
番は尼崎。尼崎は看護協会の訪問看護ステーションがあって、管理者の N さんと様々な意

見交換ができ、勉強になります。N さんもそんな風に思ってくださっている、と知り、いつ
も運営やしくみづくり話で盛り上がって「あらもうこんな時間！」ということも多々。今年
新卒者採用の共通点もあり、これからも色々な意見交換ができる事が楽しみです。
平成 28 年６月９日（木）
今日の第 2 弾、チーム見え検西宮の意見交換会
毎月 1 回、有志の事例を検討してきましたが、ここらで一度今後の活動の方向性を振り返
るべく、意見交換会となりました。これもマインドマップに落とし込みながら議論。
進んでこういうことを引き受け、引っ張ってくれるたくさんの仲間がいて幸せ❤

平成 28 年６月９日（木）
武庫川女子大学の実習調整相談
平成 29 年度より武庫川女子大学の在宅看護実習を受けることとなっており、今日は新た
に教授として就任された N 先生がお越しになりました。
N 先生は去年 3 月の武庫川女子大学看護学部開設のシンポジウムの際に知り合いました。
訪問看護の若い担い手不足のことや、医療機関との連携の課題などを語り、研究者でありな
がらわかってくださっている感じを受けたことを覚えています。
今日は、講師の先生方とお越しくださり、実習概要を説明されたあと、新卒者の卒後教育に
関して意見交換させていただきました。とはいえ、ほとんど私が喋っているばかり(~_~;)
惜しみない協力を約束していただき、教育機関との連携、協働の可能性で広がりそうなこと
を想像していたら、とてもわくわくしました！
平成 28 年 6 月 8 日（水）
各センターでの実技研修
各センターで毎月 1 回事例検討会を実施してます。今日はそれを実技研修として、①摂食
嚥下、②輸液・留置針、③リハビリ、④洗髪、入浴介助 のメニューを準備計画してくれま

した。スタッフ 70 数名がそれぞれ希望する研修を受けるよう調整がなされ、14 時からス
タート。講師は全員自前スタッフです。①摂食嚥下と②輸液・留置針のところにちょっとお
邪魔しました。実技中心に進められる研修に、参加したスタッフは真剣な表情で取り組んで
いました。摂食嚥下の初回訪問時スクリーニングのツールを 2 年前、ST さん中心に作成・
説明の機会を持ちましたが、今日も説明がされ、参加者はその必要性を改めて認識している
様子でした。最後にはこの研修での学びをグループワークで共有し合い、確実に自分のもの
となっていきます。講師として前に立つスタッフ、とてもカッコよかったです。
良質な訪問看護サービス提供のために、どんどんいろんなことが進んでいます。
留置針の刺入に初めてトライしたスタッフがこんな感想を。
「基本とポイントの説明を踏まえて実際にやってみましたが、刺した途端に講師の Y 所長
が『入ってないよ』って。そしたら本当にそうでした。思ったようにできなかったけどコツ
は分かったので、参加して本当によかったです！！」
平成 28 年６月７日（火）
新卒者教育の体制について、所長たちと再確認
入職からまる 2 か月たち、全体的な教育体制を振り返る時間を持ちました。
プリセプター役の教育担当主任から、
・緊張度が高いため自信を持ってもらいたい。安心して居られる場所が必要
・実践しながら自分で調べていく習慣づけ
・他の卒業生は病院で部屋もちをしていることに対し焦りを感じている。自分が成長して
いるのか不安に思っている
との意見が出て、所長たちがそれに対しどのように関わっていくのがいいか、意見交換をし
ました。
・5 月は看護技術について浣腸、摘便、吸引、弾性包帯が巻ける、翼状針 4 回行った
→一人で訪問できることを目標に、社会性をさらに身に着ける
・6 月は西宮で担当を複数持つ
・６月後半および７月前半から 4 週間、別センターでの研修を行う
ということになりました。
所長たちが「自分事」として新卒者の教育について考える様子が頼もしいです。
平成 28 年６月１日（水）
手帳の活用
私の手帳（スケジュール帳）は 1 か月見開き。もうずっとこの形式のものを使っています。
今年は月初めに「今月の目標」を書く欄があり、そこに ToDo リストのような形でやるべ
きことを可視化するようにし、できたら赤ペンで見え消ししています。
ちなみに今月書いたのは一例ですがこんな感じ・・・
24 時間定期巡回の活用をみんなが考えられる

メールで連絡できる医師のリストをつくる
どうやったらもっと早く帰れるか議論を進める
SOAP による記録について検討する
赤ペンで見え消し線がたくさん入るとヤッターと思います（笑）
。
課題の優先順位をつけつつ記載していますが・・・減りません（泣）
。
これは常に質向上を目指す私たちにとっては良い事だ！！
平成 28 年５月２8 日（土）
在宅医療懇談会に参加しました。
医師会の在宅医部会で主催くださる定例的な研修会で、いつも貴重な学びをさせてもらっ
ています。
歯科医師による講義では、口腔ケアによる肺炎の減少のエビデンスを示され、かみ合わせが
不十分だと摂食嚥下訓練は効果が半減する、ということが理解できました。訪問看護課でも
入院原因で最も多いのが「肺炎」であり口腔ケアが効果的に実施される仕組みを作りたいと
かねてから考えており、その準備を進めています。
また、終末期医療の栄養管理で講義された武庫川女子大学栄養科学研究所長の福尾先生は、
生物学的な視点から終末期患者の栄養管理について述べられました。当訪問看護課では、初
回訪問の際に、各種スクリーニングをスタッフに義務付けていますが中々定着しません。こ
れが当たり前にできるようにならねば、在宅医療の一端を担う訪問看護師としての役割が
果たせない、と考えます。栄養状態のスクリーニングも含めていますが、やはり訪問看護で
栄養状態の評価をある程度行ったうえで、主治医に栄養に関する相談を行うようにするこ
とで、効果的な治療につなげることができると確信しました。福尾先生に直接話を伺うと、
先生も同じ見解。医師はなかなか計測や MNA までできない、とも言われていました。
今日、改めて決意したこと。
1.

訪問看護のアセスメント力を生かした多職種連携はモデル事業でもその効果を実感し
た。その仕組みを再度整えることにより、利用者ができる限り口から食べることができ
る支援につなげていく。

2.

初回スクリーニングの効果が、終末期の利用者の輸液に関わる選択にも役立つことが
示されたので、ステーションでこの情報を共有し、スクリーニングが全利用者に実施さ
れるよう、管理者がまずは理解し実践につなげていく。

平成 28 年５月 27 日（金）
認知症介護者の会「さくら会」で話をさせていただきました
この会の皆さまとは長いこと、当課の「事例検討会」で年 1 回はご一緒する機会を持って
います。今回はご自身のお父様を遠距離介護で看取られ、1 月の看取りのシンポジウムで登
壇してくださった、社協で「福祉サービス利用援助事業」
（HP より：在宅で生活されてい
る認知症高齢者、知的障害・精神障害のある方々が、地域で安心して自立生活が送れるよう

に、生活支援員がご家庭を訪問し福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等のお手伝い
をします）に取り組まれている M さんから、
「ぜひ山﨑さんの体験を話して」とのご要望に
お応えする形となりました。
父の介護や看取りを通じ、訪問看護師として見えてきたことも加えながら、お伝えしたいこ
とがたくさんあり、内容を絞るのに苦労しましたが、参加くださった皆様から「訪問看護師
さんに来てもらってそんな風に相談に乗ってもらえるとありがたい」とか「知らなかったこ
とばかりだった」と言ってもらえ、良かったです。
たよりに内容をまとめてくださったので、それをここに添付しますね。

平成 28 年５月 26 日（木）
WEB で活用できる医療と看護のコンテンツを導入
課長補佐が見つけて来てくれたコンテンツ。
高価で訪問看護向けではないと思っていましたが、詳しく調べていくと新卒者教育や技術
の平準化に役立ちそうなことと、姉妹コンテンツに医師向けに治療方針やエビデンス、最新
情報が次々と更新されるコンテンツを発見。書籍にするとなんと何千冊に値する情報が入
っているそう。これまで文献を買ってもうまく活用できていず、ネットで調べることの多か
った事柄も、出版社が販売する出所が明確なものを活用することで、知識のレベルアップが
図れることも期待し導入することに。
営業の方の話によると、訪問看護ステーションでの導入は全国初だそう。
スタッフ全員が「ここに戻ればいい」ものがゲットでき何よりうれしい。
しかも、マニュアルをカスタマイズできるらしい！トライアル期間を設けてもらいました
ので、活用場面が広がるといいな。
平成 28 年５月 25 日（水）
訪問看護のアセスメントから歯科につなげる取り組み準備中
25 年度の訪問看護ステーションの多機能化モデル事業（厚労省老人健康増進事業）の時に
歯科衛生士さんをステーションで雇用する際、歯科医師会の先生と協議をさせていただき、
それ以来、仲良くさせていただいている先生がおられます。今日は以前からその先生と話し
合っていた標記の取り組みを具体化するため、診療所で打ち合わせ。
と、思いきや 2 人とも地域医療や医療介護連携の推進について話し出すと止まらず（笑）
。
でもこうした問題意識の共有がいい関係、地域づくりにつながるに違いありませんね。
平成 28 年５月２１日（土）
忙しい一日バッタバタ！
今日は、訪問看護ステーションネットワーク西宮総会・研修会と県ステーション協議会のか
けもちで、バタバタの一日でした。
総会後の研修会、講師は 福本良之先生。医療訴訟における｢医師の説明｣に関する研究で医
学博士号を取得されたこの分野の第一人者。テーマは「クレームの円滑な対応のためのイン
タビュー型コミュニケーション」でしたが、内容はほとんどが訪問看護師へのエール。医療
従事者はとかく「患者さんのために」と無理をしてしまうが、「自分を犠牲にせず尊厳を大
切にしながら訪問看護する」とのメッセージは皆の旨に響いていました。
その後の打ち上げを残念ながらパスして、看護協会へ。
県ステーション協議会の運営改善委員会では、27 年度のまとめと 28 年度の取り組みの方
向性をじっくり話し合いました。但馬地域から淡路島まで、広い兵庫県の各地域から委員さ
んが出て来られ、来年度は新卒者の教育プログラム兵庫県版に取り組む方向性が確認され
ました。バッタバタの一日、帰って飲んだビールはとてもおいしかったです。

平成 28 年５月１８日（水）
5 月の訪問看護課研修会
毎月、広報委員さんたちが「訪問看護リハビリだより」を作成し、全体研修時にスタッフに
配布してくれています。その編集後記に PT のスタッフが記載してくれていたものです。
職種関係なくサポートし合うのは事業団の訪問看護の良さです。
OT と一緒に、移乗の介助のミニ研修を、すこやかケアのデイケア室で行いました。参加人
数７人の少人数で、実技中心の研修でした。
「モーションエイド」という本を参考にして、移乗の実習を行いました。その本の内容には、
学生の頃に習っていた介助方法が、不適切な方法であると紹介されており、介助技術も
日々、進歩しているんだと感じました。
主に、ご利用者役をやりました。普段の仕事では介助する側なので、介助される側の感覚は、
学生以来で新鮮でした。
みなさんに技術の習得のヒントを１つ。
「ご利用者さんの姿勢を変えられないか」というこ
とを、常に考えてみてください。寝たきりの人は寝返りができないか、端坐位になれないか。
ベッドに座れたら車椅子に移れないか。そうすれば、介助する機会が増えますので、技術の
習得につながると思います。

平成 28 年５月１２日（木）
病院の医師と地域（在宅）の医師の連携
50 代でがん末期の方。治療を望み、希望に応じて抗がん剤治療を続ける中、薬が効かなく
なってから「これ以上の治療は難しい。退院して自宅かホスピスで過ごしましょう」では、
その人と家族が一番困る。せっかく家に帰っても準備不足だから「バタバタしながらの最期」
となる。治療効果の見極めができる病院の医師と、家での最期を診る在宅の医師がしっかり
と連携していただくと、本人はもちろん、関わる皆が助かる。
医師からきちんとその人のナラティブ（物語。生きてきた軌跡のようなものと理解していま
す）を踏まえた説明がされることで、患者さんが助かることはたくさんあると感じる。
治療と並行した「生き方」
「過ごし方」を一緒に考えてくれる医師が、早い段階で訪問看護
に繋げてくれれば、訪問看護師から医師に直接、自宅でのその人のいきいきしたあるいは辛
い様子、あるがままの生活の様子とそれに追随して必要な医療を考えてもらえるよう伝え
たり、医師からの説明が必要とお願いすることもできる。
そういうことが普通になってほしいです。
平成 28 年 5 月 1１日（水）
今年の事例検討会
今年の事例検討会は、記録の書き方再学習をしています。驚いたことに 4 月の検討会後、

スタッフが書く日々記録や報告書が変わってきた！と昨日、所長会で所長たちが嬉しい感
想。みんながしっかり自分のものにしてくれているのだなあ・・。
今日の事例検討会でも「こう書いた方が分かりやすい」と言う活発な意見交換をしてくれて
いました。1 年後が楽しみです。
平成 28 年 5 月 1０日（火）
IT システムの記録マニュアル見直しは・・・
使っている IT システムの「どこ」に「何」を書くのか、そのマニュアルを見直すのに四苦
八苦しました。これまでうちがやってきたアセスメントや重要な連絡、訪問看護の今後の展
開に関わる記載など、IT システムに載せると「一目」で確認しにくくなるので、その問題を
クリアできるよう要望しています。それができてからにしよう（笑）
。

平成 28 年 5 月９日（月）
記録標準化にむけて「記録マニュアル」を整理
長年トライしている「記録の標準化」。到達していません。
うちでは訪問看護の質の向上と平準化をめざし、記録様式もオリジナルで作ってきました。
見学に来られる訪問看護ステーションネットワーク西宮のステーションさんから「参考に
したい」と言われ、惜しみなく（笑）どうぞと言ってきましたが、IT 化してその良さの継承
に一工夫、必要になっています。やっぱり基本に戻らないといけないなあ・・・で、21 年
度に作成・配布した記録マニュアルの見直しについて、所長会で話し合いました。
「必要だ」と盛り上がり、うちの記録で書いていた情報をシステムのどこに書くかがわかる
マニュアルと、記録の基本マニュアルとの 2 本立てで見直しです。
他のことと同時進行していたら、訳わからなくなってきた・・・
とにかく、みんなの助けになるようなものを目指します！
平成 28 年 5 月 2 日（月）
病棟でのカンファレンス
今日も地域連携部署の人とラウンドに参加しました。
７０代の女性で心不全や腎不全が、入院の度に悪化しているという人。
原因は深夜のインスタントラーメンにあるようです。そうなる背景が何かしらあると思う
のですが、何より本人が「病気を良くしていく意思」と家族や地域の人（専門職も含まれる）
がその思いを「支える」ことが欠かせないと思います（そう思えるようになっていただくの
が大変でしょうけど…）
。今のサービス提供は縦割りで、柔軟な対応は難しい。これから多
様化する生活者に対応していくには、柔軟なサポートを可能とする形態が必要とされるの
でしょう。オランダのビュートゾルフがそういうイメージ・・・。実際を見てみたいなあ。

平成 28 年 4 月 28 日（木）
デスカンファレンスで感じたこと
がん患者さんが病院で亡くなられ、その振り返りをするカンファレンスでした。
「どうすれば本人や家族の思いを引き出せたか」「転院の調整のタイミングは」がテーマ。
患者さんはほんとうに一人一人がちがうので、本人や家族とのかかわり方やタイミング、治
療や効果、予後やその理解などが当然異なり、同じ看護は二つとありません。今回は、ナー
スにもやり残したことがあった、という思いを皆さんがお持ちだということが伝わってき
ました。なかでも、
「緩和ケア」と言う言葉に医師も家族も看護師にも、特別な思いがある
ように感じました。そうしたことは、これまで訪問看護をしてきた中で、常々感じていたこ
となので、少し詳しく述べます。
私は、がんの積極的な「治療」と緩和のための「治療」
、いずれもが本人にとって必要な
治療である以上、ここまでが積極的治療でここからが緩和治療、などと医療者側が「分けて」
理解や説明をすべきではないと考えます。
がん末期や人生の終末期を迎えた方に訪問看護を行う前には、病院に行って起こりうる状
態を医師に確認・相談し、包括的な指示を受け、すぐ対応できる準備をします。それは痛み
やその他の症状を軽くする薬であったり、傷の処置の仕方、水分や食事の内容や量、姿勢や
行動範囲などなど、多岐にわたりますが、特に大事なのは、
「急な対応が必要な事態をなる
だけ起こさない」ことです。もちろん簡単ではありません。たとえば、痛み止めなら、痛く
なる前に時間を決めて飲んでもらっていいかどうか医師に確認しておき、その分の薬を余
分に家においておき、患者さんに対処方法を伝え、最終的には自分で調整できるようにして
もらうということであり、出血の可能性は、そのことを患者さんに知ってもらい、対処方法
（圧迫止血して救急搬送とか、看護師にすぐ電話とか）を知らせておき、驚かせたり慌てさ
せたりすることを減らすことです。いずれも医師からどのように説明を受け、どのように理
解をされているのかを私たちは知って、本人が納得の療養生活になるためのサポートが可
能になると考えます。
また、日々患者さんの状況を見る訪問看護では、症状の予測や対応がある程度予測できるた
め、それを基に密に医師との連絡をし、患者さんの治療がスムーズにできるよう、また苦し
い状態がないように、看護ケアに当たっています。医師がすぐそばにいない中で看護師が単
独で訪問するため、こうした万全な準備の上での対応が必要です。こうしたことは、病院で
も同じではないかと思います。
私が働いていた 20 数年前の大学病院消化器外科病棟を思い出すと、術後は包括的指示を
受け、それ以外は日々細かい指示が出されるのが当たり前で、看護師が病状や今後の治療に
おいて起こりうる状態を予測し、医師と相談する、なんてことはなかなか難しかったと思い
ます。が、今は在院日数も緩和ケアを必要とする人への体制も大きく変わりました。だから
こそ看護師は、患者さんの生命の質、生活の質を守らねばと思うし、そのために医師と交渉
する場面も、増えてくると思うのです。病院ナースの応援団（勝手に自分でそう呼ぶことに
した）として、そんなことを一緒に考えていきたいなあと思います。

平成 28 年 4 月 26 日（火）
安全な夜間対応の体制にしたい
緊急対応時の安全確保のため、
「日没後の緊急訪問はタクシー利用」を検討中です。今の世
の中、物騒ですし、団地などで昼間でも怖いなと思うような場所もあり、ナースの自宅⇒医
療者宅（その間は車内で待機してもらう）⇒ナースの自宅で安否確認の意味もあります。
が、タクシーがつかまらないことが結構あり、かつ性善説を信じ、自家用車や自転車で訪問
してきた経緯があります。でも、今後のことを考え、早く整えたいのです。
これまでさまざまなところに問い合わせました。
タクシー会社各社⇒夜間は予約が基本。緊急時は待つか、待ってもない場合もある
介護タクシー会社、民間救急タクシー会社⇒どちらも制度上、健常者は乗車できない
無線タクシー会社⇒配車できないエリアと言われる
シルバー人材センター⇒高齢なので運転関連業務はしないそう
と、まあ全滅でした。
国交省の窓口に相談してみると「すぐには何とも」と。で、県のタクシー協会なら提携など
相談できるかも、と教えてくれたので、問い合わせましたが、「配車手続きは協会でしてい
ないので」と、無線タクシー会社を教えてくれました。
西宮のような住宅街は、繁華街と違って夜間、タクシーはなかなかつかまらないです。
しかし「専属運転手の雇用」はハードルが高いです。
夜間だけは複数名訪問、だと思いますが、その体制をどうやって確保するかが問題です。
制度上、複数名訪問は利用者負担になっていますが、従事者の安全確保に関してそれでいい
のか、と疑問を持っています。
平成 28 年 4 月 21 日（木）
訪問看護ステーションネットワーク西宮

管理者会議

平成 14 年に立ち上ったこの組織。今ではさまざまな行政の施策策定に関わっています。
今回は、5 月の総会打合せ。参加するステーションの管理者の顔ぶれがほぼ決まっていて、
今日確認すると、来ている管理者の所属ステーションは、みんな兵庫県訪問看護ステーショ
ン連絡協議会にも入っていました。
この会議に出ることが、ネットワークに入っている価値だと感じますが、小規模を理由に参
加されないところが多いです。が、小規模なステーションの管理者さんも熱心に参加し、役
員を経験され、勉強になったと言われています。

平成 28 年 4 月 20 日（水）
新年度最初の全体研修
今回は、主任たちが診療報酬改定の復命と説明を担当し、私はこの 10 年間の訪問看護事業
の実績や傾向を分析するとともに、制度と絡めての説明で、今後目指す方向性を皆で共有す

ることを目指しました。資料作成はグラフで見やすく、説明はわかりやすくを心がけました。
が、内容は非常に厳しいので、スタッフの評判は悪かったかも（笑）
。
伝えたいことを、相手に伝えたいまま、受け取ってもらえる発信。長年の課題です。
平成 28 年 4 月 18 日（月）
病棟ラウンド＆カンファレス
90 代の心不全、独居の男性。本人は「家に帰りたいが周囲に迷惑をかける」というため、
妹宅に一旦退院し、親戚がサポート予定。主治医は絶対安静の指示、という人について、デ
ィスカッションを行う。3 日後の退院が決まっているが、もっと早くに調整できれば、ケア
マネから後見人に繋ぎ、本人の意思を尊重して本人の自宅に戻れる可能性があったかも。
普段かかわりのなかった親類のサポートが入ると、逆に本人の意向を邪魔しがち。これは、
私が父の経験からも感じてきた事で、特に医療・介護従事者にその傾向が強い。また、医師
が指示する「絶対安静」は、自宅では現実的ではなく、主治医との相談が必要。
うちの訪問看護は「初回訪問」を重要視している。「その人となり」や本人の意向を知り、
看護ケア展開をするための絶好の機会だからだ。初回訪問で「今後の在宅療養の見込み」を
予測し、必要な資源に繋ぐことを時にはケアマネジャーと協働して行う。これによって、早
期に在宅療養の安定化を図る支援となる。
ナースの視点、医療機関の仕組み、どれもがある程度揃うことで、ようやく必要な人に支援
をつなげられることを、改めて感じた時間でした。

平成 28 年 4 月 15 日（金）
新卒訪問看護師との面談
4 月から、22 歳、新卒ナースが訪問看護師の仲間入りをしました。面談は新卒者募集時の
面談以来。入職直後、彼に「なぜ新卒で訪問看護？とこれから数年で 1,000 回は質問され
る。それもアピールの機会だよ」と伝えていましたが、職場外の研修にあれこれ参加してい
る中で、そこもしっかり実践してきたようです。


同窓生の男性看護師は ICU やオペ場配属で 6 名ほどと情報交換しているそう。「自分
一人なのでこれだけ皆さんに色々と教えてもらえるのが、絶対負けないところだと思
う」と嬉しいことを言ってくれていました。



レポートも「書きたいことがいっぱいある」けど、スペースが限られているのでまとめ
る練習になっていると。



必死でついていっている中、ようやく学生時代に学んだことを思い出せる余裕？が生
まれてきたと。



社会人研修の時にあいさつコンテストをして、表情が一番いいと言われた。

私からは、



基本に立ち戻るための自分の柱となる書籍を持つ（知識、技術、コミュニケーション、
倫理）
。これをやるかどうかで 1 年後の成長が違う。



新聞を毎日必ず読む



ネガティブな思考になった時に、そこで思考停止せずベターな結果を生むには、を考え
実践・相談を



毎日努力していれば５年後にはどんな職場でも通用する看護師になっているはず



これから新卒で訪問看護師を目指す人のために、日々の記録では書けない「物語」を 2
～3 行でも日々、残してほしい。ブログにも載せましょう。



就職説明会等の際に、直接学生に話もしてほしい。これは多田さんにしかできない。

もう、目がキラッキラ

。これからとても楽しみです。

平成 28 年 4 月１５日（金）
熊本で震度 7 の地震
だんだんと大変さが増してきている感じのする、熊本の地震。
大学病院時代、看護師は九州方面の人が多かったので、今もそんなイメージを持っている。
と思ったら、やはり結構多い。LINE やメールで安否を連絡し合う。
阪神淡路大震災の時と違って、今はいろんなことが整備されていそうだが、直後はやはり、
目の前の対応でいっぱいになると思う。
亡くなられた方のご冥福と、不明になられている方のご無事を心から願っています。

平成 28 年 4 月 1２日（火）
所長会で
前回の所長会では、28 年度の方針を管理者へ伝えました。
① 依頼まちでは遅い。訪問看護からのアプローチを。
② 利用者が入院した際は、病院でのカンファレンスに積極的に参加
③ 医療機関からの依頼をスピーディに対応
④ 初回訪問時は「卒業」提示もセットで
の 4 点が重要事項と考えています。
今日は皆で確認をしあいました。


28 年度の訪問看護課取り組み



事例検討会 １）２事例検討 ２）物品について ３）第 3 回災害対応（消防訓練 、
設備、機器の点検）
、４）ヒヤリハット



訪問看護研修会について



面談進捗状況、管理者面談について

について

活発に意見が出て、各所長が考えている。いい会議になっているなあと思います。

平成 28 年 4 月 1１日（月）
企業と行政による地域包括ケアシステム（とくに ICT）構築の模索？
関西のある企業が「地域包括ケアシステムに役立ちたい」とプロジェクトを立ち上げるそう
です。その中で、
「ICT」を現場で働く者がどのように活用すればいいと思うか、を情報収集
されており、委託されたコンサルティング会社から聞き取りにお越しでした。
ICT で助かることって、答える人一人一人異なると思うので「こうなったらいいな」と言う
デザイン、のようなものを分かってもらう方がいいかなと考えて・・・
「医療提供体制の保障という点で、非常に重要な役割を果たす。看看連携で一層在院日数が
短縮化される中で、生活と疾患の両方を見る、医療機関と地域をつなぐ役割」ということを
理解してもらうのに時間をかけました。
訪問看護ならではの立場からの情報が、これまでにない視点で非常に勉強になりました、と
言って帰られ、ホッとしました。
平成 28 年 4 月７日（木）
新看護次長さんにご挨拶しました
地域連携部署の方と一緒に病棟ラウンドに取り組ませてもらっている病院でも異動があり、
今日は次長さんにお目にかかることができました。
病棟師長とがん化学療法認定看護師を兼務されており、がん相談の担当もお持ちだそう。
次長になられてからは、毎日朝の 6 時過ぎから夜遅くまで勤務されている、と連携室の師
長さんからうかがいました。化学療法の講義を聴きたいと言う目論見はおいとこうと思い
ました。
平成 28 年 4 月 1 日（金）
新卒看護師がやって来た！
22 歳、新卒ナースが事業団の訪問看護ステーションにやってきました。
4 ステーションのスタッフ全員で育てる、意気込みで所長はじめ、スタッフもどんな看護師
が来るのか興味しんしん。私は、これをきっかけとして、1 人 1 人が自分の看護やリハビ
リを見つめなおし、高める機会になると信じています。
いろんなことが楽しみな、28 年度、始まりました。

