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社会福祉士
士士 および介護福祉士法
法法 の
のの
改改正
改
正正 について

聖隷クリストファー大学大学院教授

平成 23年 6月に、社会福祉士および介護福祉士
法の一部改正が成立しました。これまでは、介護福
祉士等は医行為を業としない者でしたが、平成24
年度からは保健師助産師看護師法の規定にかかわら
ず、所定の研修を受け、認定特定行為業務従事者証
を持つ等の条件を満たすと医師の指示の下で喀痰吸
引（咽頭前までの口腔内、鼻腔内、気管カニューレ
内部）と経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻）を診療
の補助業務として行うことができます。
このことについて、たくさんの質問をいただいて
います。例えば、「来年 4月からは訪問看護師は喀
痰吸引や経管栄養をしなくてよくなるんですね」
「喀痰吸引は咽頭手前までの口腔内吸引と鼻腔内吸
引、気管カニューレ内部の吸引だけでは、きちんと
吸引できませんよ。任せるんだからもっとちゃんと
した業務内容を決めて欲しいですよ」等などです。
質問の多くが、来年4月からは訪問看護師は喀痰吸
引と経管栄養をしなくてもすむようになるという理
解に立っているようです。
私は質問に回答する前に、喀痰吸引と経管栄養を
介護福祉士等の方々に全面的に任せてよいという法
律改正ではありませんと説明しています。質問のと
おり、喀痰吸引は気道浄化法の一部で、咽頭手前ま

での口腔内吸引と鼻腔内吸引、
Bon Courage
気管カニューレ内部の吸引だけ
ぼん・くらーじゅ
では、きちんと吸引できないば
かりでなく、目的の気道浄化を達することもできま
せん。喀痰吸引も経管栄養も不適切な方法では、短
時間で生命を危険にさらしてしまう行為です。介護
福祉士や介護職、ボランティアの方々は、今回はじ
めて医行為を行うことになったわけで、本来、その
職種がもっている目的や業務内容は医療ではなかっ
た方々です。ですから、気道浄化法の一部で、でき
るだけ安全な部分を分担していただき、看護職は咽
頭より奥の喀痰吸引や他の気道浄化法の実施、そし
て全身の健康問題改善のための看護を分担して、チ
ームで安全で効果的な医療を提供していきましょう
ということが趣旨であります。
我が国では、超高齢化社会と人口の減少で、ケア
を受ける人が多くなり、ケアを提供する人が少なく
なっていきます。20年後には、ターミナル期に医
療を受けられない高齢者が、高齢死亡者の3割にも
達するという推測値もあります。国民全員が良いケ
アを受けて健康寿命を長くしていくための方策のひ
とつとして、介護職等による喀痰吸引や経管栄養を
考え、協働していきたいと考えるものです。

Special article
特集「訪問看護師なぅ」−ワークライフバランス−
どうしたら訪問看護の仲間を増やし、ずっと続けてもらえるのか････永遠の課題？
今回は人材確保と訪問看護師の定着について取り上げ、特集を組みました。出産・育児の体験談や復職支援研修を受
けて訪問看護ステーションに就職した方のお話、まさに女性のワークライフバランスがとりやすい職業が訪問看護で
すね。広報委員会メンバーのぼやきも一緒に掲載いたしました。少しでも参考になることがあれば幸いです。

テーションの皆さんのご指導のおかげで、少しずつですが仕

復職支援研修に感謝して
訪問看護ステーションはーと

事をこなせるようになりました。それだけではなく、最期の

時 田 真弓

時を看取らせていただくなど、多くの患者さんたちとの出会
いが私を成長させてくれたのです。
訪問看護は、人から感謝されることばかりではありません。

復職支援研修とそこでの出会いがなければ、私が訪問看護
の仕事にこんなに早く就けることはなかったと思います。看

未だに悩むことや苦労することも数多くあります。私にとっ

護・医療への関心は昔からあったものの、回り道をし、それ

て、患者さんやご家族の「ありがとう」の言葉と笑顔は何よ

でも多くの出会いに支えられて、医療事務、ヘルパー 2級、

りのご褒美です。少しでも多くの「ありがとう」をいただけ

介護福祉士を経て、30代も後半になってたどり着いた准看

るよう、少しでも満足度の高い看護が提供できるよう、これ

護師の資格。しかし、家庭の事情ですぐに看護の仕事に就く

からも一つ一つの出会いを大切に頑張りたいと思います。
最後になりましたが、病棟の経験もなく何もできない私を

ことは叶わず、ブランクが空いてしまい、就活より先に復職

嫌な顔をせずに教えてく

研修ということになりました。

ださり、看護はこんなに

「今度、独立して訪問看護ステーションを立ち上げるんだ

素晴らしいものだと今ま

けど、うちで働いてくれないかな」

で以上に思わせてくださ

第2週の訪問看護研修で指導してくださった方からのお誘
いでした。就職先の見当もなかった私にはとてもありがたい

った、木戸所長をはじめ、

言葉で、何より、介護の仕事をしていた時から、訪問看護に

ステーションの皆さん、

従事したいと思っていました。ただ、看護職としての経験も

そして、このような機会

十分な知識もない、しかも准看護師の私にそれができるだろ

を与えてくださった看護

うか。そんな不安で一杯の背中を押してくれました。

協会の方々に感謝してい
ます。

最初は失敗してばかり、一年経ち、二年が経つうちに、ス

けるために、夫にも協力してもらっています。利用者さんか

頑張れ！ 新米ママ
すみだ訪問看護ステーション

らは「もう、お迎えの時間でしょ？早く帰ってあげなさい。
」

但見雅代

と言っていただいたり、子供の日々の成長を楽しみにしてく
ださっている利用者さんもいます。急いでお迎えに行って転

私は昨年10月より、日本訪問看護振興財団にて、訪問看

倒したり、親子で風邪を引き仕事を休んだり、母乳が白衣に

護認定看護師教育課程で半年間勉強の間休職し、おまけにそ

染み出てきたりと、失敗も多くあります。そんな時、本当に

の間妊娠もし、4月に出産を経て、夏から復職いたしました。

両立していけるのかと自問自答しています。しかし、教育課

3月の東日本大震災の日は、臨月に入っており、卒業試験日

程で学んだことや出産したことで、今までの自分にはない看

でした。その日は、日本看護協会にて皆さんに守られ、寝袋

護観を持つようになり、一層訪問看護の魅力に気づかされま

で一夜を過ごしました。通学、出産をするにあたり、職場の

した。また、そんな中で子供も

スタッフや学校関係の方、家族など多くの方の協力があり、

成長し、大きくなる姿をみると

学業と出産を終えることが出来ました。

安心し、現在に至ります。

産後、7月下旬から職場復帰が決まっていたので、復帰前

看護職の女性が仕事と家庭を

は正直不安でした。生後 3ヶ月で保育園に預けてよいもの

両立させていくことは簡単では

か････、しかし、訪問看護の現場に戻るにはどうするべき

ありません。ワークライフバラ

か････、職場の皆にも相談しました。するとありがたいこと

ンスをとりながら継続していく

に育児時間短縮勤務を認めてもらい、定時より1時間早く帰

ことで、自分も成長していける

らせていただいています。

はず！?と信じてがんばってい

といっても、新米ママで育児は必死です。私が看護師を続

こうと思います。
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と
生後七ヶ月の愛娘

今年度は、実際に東京都福祉保健局の担当者に都の計画を

訪問看護師の人材確保
訪問看
看護師の人材
材確保
推進委員会
会

確認し、推進委員で検討を行い、必要時は会員の皆様の意見

広川直 美

を聴取して対策を講じて行きたいと考えております。
雑談的な話もありますが、東京都ナースプラザの協力で就

「人がいなくて…」
。訪問看護ステーションの所長たちが集

職説明会や病院看護部との連携、研修の助成や登録ステーシ

まると、必ずと言って良いほどどこからか聞こえてくるぼや

ョンを作り、随時「訪問看護業務」体験を可能にできるよう

き？そんな中「来週から一人採用したのよ！」なんて言おう

な組織作成や運営案の検討。新規採用時助成金の提案等々。

ものなら、周囲にいる人から閃光の眼差しを受けながら採用

色々な意見がでております。

の方法や経緯を確認されている場面によく巡り会います。

人材確保の計画を当面の課題として、積極的に取り組み皆

とても大事なのに目ぼしい解決策が無いのが現状。

さまと一緒に「より良い訪問看護」の提供ができるようにし

推進委員会では一昨年から「東京の訪問看護ステーション

たいと思っております。

に人材を！」の気持ちを持ち検討を重ねてきました。
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ご協力よろしくお願いいたします。
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訪問看護師同士が
協力し合っている姿って
なかなかいいもんですよ
ね

保護者会のときだけ
時間休が取れる
ところもあるらしい･･

ランドは
平日のディズニーラ
っぱい
がい
オフのナース

城山みなみ訪問看護ステーション

は のたびはダーツの旅にご指名いただき有難うございます。
たちのステーションは東京都心から西へ約40㎞、八王子
私 市の西南部、高尾駅の駅前にあります。ミシュランガイ
じめまして、城山みなみ訪問看護ステーションです。こ

ドで三ツ星に選出された高尾山をはじめ、甲州街道の銀杏並木、
さくらの保存林の多摩森林科学園と、事務所周囲は四季折々の
緑と花にあふれた自然豊かな地域です。アップダウンも多く、
訪問はほとんど車です。訪問車8台、多少の車のかすり傷はご
愛嬌です。

手作りカレンダー
を作
成して利用者さん
に配
布しています。
祭り「はちせ
当法人の生協のお
います
して
参加
」に
い祭

引き継ぎ、長期の研修やお休みがとりやすい職場です。また、
日々変わる制度や医療技術に追い付くべく、スキルアップにも
励んでいます。

在 直ぐに医師や他のスタッフに相談できなか

宅は病院のように情報が揃っていなかったり、

ったりと、少々大変なことも有りますが、看
護・リハビリの連携は良く、お互いの情報を援
今銀
は杏
か並
ぐ木
わ。
しも
いう
銀少
杏し
ので
香真
りっ
が黄
…色
。！

助に活かせており、それにより利用者さんが良
い方向に向かった時はやりがいを感じます。

と どが溜まってきます。そんな時は、全員
は言え仕事や家での悩みで、ストレスな

集まるランチタイムに愚痴をはき出し、笑い、リ

向高
か尾
っ駅
て北
い口
き。
ま山
すガ
。ー
ル
が
高
尾
山
に

フレッシュしてまた笑顔で訪問へ出かけます。その
ようなところがとても良いチームワークの源でもあり
ます。

当 ます。当法人はその方のライフステージに合わせ、「元気
ステーションは八王子保健生活協同組合を母体としてい

なとき、医療介護が必要なとき、そして終末期まで、継続的、
包括的に支援していく」を基本構想に、病院だけでなく在宅部
門に力を入れ、現在 13の事業所があります。そのなかで私た
ちステーションも、2年前に既存の城山訪問看護ステーション
を分割して、新しく第2のステーションとして立ち上げました。
スタッフは看護師 7名、作業療法士 2名、非常勤理学療法士 2
名、事務員1名です。

前 は誰もが外部研修、希望者にはまとまったお休みを」を
身の城山訪問看護ステーションの所長の方針「1年に1回

4

城山みなみ訪問看護ステーション
管理者

穐山まゆみ

〒 193-0844 東京都八王子市高尾町 1610
TEL 042-667-0666
FAX 042-668-2333
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1

セントケア訪問看護ステーション豊島
であり、責任の重さゆえ大きな誇りを感じ得る仕事だと思って
おります。お客様やご家族から『待っています』
『あなたが頼り

こ セントケアの訪問看護ステーションは都内７ケ所（浜松

なんです』
『あなたの顔を見ると安心します』等、様々な言葉を

町・葛飾・三鷹・府中・大井町あい・要町あい池袋）にあり、

しくなります。これから、より重症度が高く、医療ニーズの高

皆様の地域に根付いた住み慣れた我が家で、その人らしく、そ

い方が在宅に帰って来ます。一緒にその方々を支えませんか？

の人なりの幸せのままの生活を支援させて頂いております。

是非、看護の原点である訪問看護の魅力を体験してください。

んにちは、セントケア訪問看護ステーション豊島です。

頂きます。そう言われると、本当に訪問看護師で良かったと嬉

島は、ＪＲ大塚駅から徒歩 8分、都電向原駅から数分の

豊 所に位置し、都電の両サイドのバラはひと際美しく、心

癒される風景であります。訪問のエリアとしては、豊島区、文
京区、北区の一部です。おばあちゃんの原宿で有名な巣鴨の地

10 店 お
分街ば
ほ」あ
ど入ち
で口ゃ
す。ん
。Ｊの
Ｒ原
巣宿
鴨「
駅巣
か鴨
ら地
徒蔵
歩通
約商

蔵通りは、ほぼ毎日通りますが、おばあちゃんだけではなく、
今や若者まで愛して止まない人情あふれる商店街で、通るたび
に楽しんでいま
す。
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2

とま一
いす般
うがに
お、「
寺正と
さ式げ
んにぬ
ではき
す「地
。曹蔵
長洞尊
い宗」
行萬と
列頂呼
の山ば
訳高れ
は岩て
寺い
」

電、荒
東京都唯一の都
京都交
川線。今年は東
年に
0周
10
業
創
の
局
通
す。
うで
あたるそ

セ のケアを目指し、本人家族が安心し生きがいを持って暮
ントケアは、
「人のケア・家族のケア・街のケア」の3つ

らせる地域、福祉社会を創造する一端を担えるよう日々切磋琢

･･

磨している企業です。現在、豊島のスタッフは看護師 10名、
今年 4月から理学療法士 1名、作業療法士 1名、言語聴覚士 2
名も導入、利用者数は、70～80人を維持し様々な医療看護ニ
ーズに対応、経験と努力を重ねています。スタッフは 20代～
50代と年齢層の幅も広い中、個性を尊重しながら、疑問をあと

「洗い観音」を拝
む人達の列でした
。病
気の箇所や痛いと
ころを洗うと効き
目
があると言われて
います。

に残さない職場を目指し頑張っています。

更 アセスメント支援システム『看護のあいちゃん』の開発
に、セントケアの最も画期的取り組みとして、訪問看護

とその分析結果を先ごろ発表致しました。看護の標準化+個別

セントケア訪問看護ステーション豊島

性を考える手法です。ベテラン看護師の思考過程を可視化出来

所長

るシステムで、スタッフ教育にも役立っています。最後に、訪

鈴木悦子

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2−6−2−203
TEL 03-5953-5034 FAX 03-5953-5035

問看護は病院では味わえない看護師としての力を発揮できる場

5

Topics
HIV最前線

がん・感染症センター都立駒込病院感染症外来 関矢早苗

はじめまして。都立駒込病院の感染症外来で、2007年か
らHIV専従看護師として勤務している関矢と申します。今回
は、外来でHIV看護を行っている中から見えてくる療養支援
現在、年間 1,300人前後の感染者が通院中ですが、うち

や訪問看護ステーションとの連携を考えてみたいと思います。
HIV感染症は慢性的に経過するウイルス感染症で、治療の

10数名が訪問看護していただいています。幸いにも在宅酸

ガイドラインに則した抗HIV薬の内服治療でコントロールで

素療法やIVH管理などの医療処置の必要な方はなく、主な依

きる疾患になり、大多数の感染者は日々の抗HIV薬の内服に

頼内容は、服薬管理（自己管理の見守り含む）
、生活環境の

より仕事や社会生活を続け、ほぼ天寿をまっとうできるまで

安全確認、糖尿病の血糖チェックやインシュリンの自己注射

に生命予後も改善してきています。HIV感染者と聞くと若い

の実施確認、リハビリなどです。

年齢層を思い浮かべがちですが、当院での通院患者さんの約

抗HIV薬の奏功により長期療養が必要となった現在、先に

20％が 60歳以上と高齢化しつつあり、感染者の年齢層も

述べたような生活環境の下、療養生活を支え、ケアしていく

10～80歳台で拡大しています。
また、通院期間が20年を越える

人たちの増加が予測されます。その人の住

さん
後列一番左が関矢

む地域で療養生活を支援してくださる訪問

長期療養者も増え、加齢による心身の機

看護ステーションの皆様と連携しながら、

能低下（ADL/IADL低下）やそれに伴う

今後もHIV感染者の療養支援を行っていけ

抗HIV薬の自己管理の困難、がんや生活

たらと思います。

習慣病などのHIV以外の合併症、独居に

なお、2012年 2月下旬に「HIV訪問看

よる生活支援者の不在、経済的な不安定

護師研修」（東京都および東京訪問看護ス

など多くの課題をもち、療養生活を過ご

テーション協議会）を予定しておりますの

しています。

で、皆様のご参加をお待ちしております。

Report
研修会報告
『平成24年度法改正に伴う訪問看護師の責任と役割』
～介護職員のたん吸引‥私たちはどうすればいいの？～
【日時】 平成23年9月10日（土）
、10月2日（土）
12：30〜16：30 （関東地域）
【場所】 文京区民センター
【講師】 聖隷クリストファー大学大学院
教授 川村佐和子先生
【共催】 全国訪問看護事業協会
各都道府県訪問看護ステーション連絡協議会

右から 2人目が川村先生

前列左が中村先生

講演会『訪問看護師を生かして育てる管理者のかかわり』
～看護の現場で人と関わるという事～
【日時】 平成23年10月8日（土）14：00〜15：30
【場所】 東京都看護協会
【講師】 日本赤十字秋田看護大学地域看護学
准教授 中村順子先生
【主催】 東京訪問看護ステーション協議会教育委員会
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大塚製薬によるプ
レゼンテーション

Information
ご存じですか？
江東区重度障害者等

となる利用者を紹介していただき、平成 22年 7月より開始

モデル事業

疾患・脊髄脊柱系疾患等です。疾患から、急変による入院や

在宅リハビリテーション支援

しています。今まで25名の利用者様、病名は難病・脳血管
死亡、施設入所などにより11名が終了。平成23年3月評価
ではほとんどの利用者様が現状維持・改善をしているという

江東区医師会訪問看護ステーション
原田博美

結果がでました。
訪問看護ステーションは、事務局として医師と療法士のパ
イプ役をしています。初めは医師と療法士が揃っての初回訪

この事業の目的は、区民の誰もが在宅でいきいきと生活で
きるようにするために、重度肢体不自由障害者等に在宅リハ

問日や評価日の調整が難しかったです。今はほとんど療法士

ビリテーションを実施し、障害者の常態を維持・改善し、あ

とはメールで連絡を行えているので問題は無い様に思えま

わせて将来的に自立支援給付費・医療費の抑制・軽減をも図

す。現在は療法士と医師と直接調整をしていただいています。

ることです。目的を達成するために、区より江東区医師会に

事業を始めるにあたっては何処も同じで、人員の確保・物

委託して実施します。江東区にある中規模病院の PT・

品・保険など細々としたことが割りと大変でした。

OT・ STの協力を得て、障害者手帳 1・ 2級／要介護 4・

私としてはステーションとは違い、利用者様・ご家族、療

5／高次脳機能障害を含む在宅療養者（訪問リハビリ・通所

法士と目に見えないところでの係わりでしたが、月1回の療

リハビリを行っていない）を2回／月無料で訪問し療法しま

法士とのカンファレンスで情報を共有できています。
3年間のモデル事業ですが、利用者・介護者には大きく役

す。また、サポート医は医師会員とし3ヶ月に1回療法士と

立っていると思われます。もっと、皆に知っていただき、活

一緒に在宅で評価を行います。
初めは、区内の訪問看護ステーションに協力を得て、対象

用してもらいたいと思います。

「在宅医療連携調整窓口」

談ケースも増えてきています。
ちなみに、平成23年度4月～9月の相談件数は総計66件、

って知っていますか？

月平均11件となっています。入院医療相談は全体の1割強
となっています。在宅ではケアマネジャーからの相談が5割、

田園調布医師会立訪問看護ステーション
宮近郁子

地域包括支援センターからは3割、家族や本人からの相談は
2割となっています。相談内容は、在宅医の紹介や病院の紹

東京都は平成22年9月に在宅医療連携推進事業の一環と

介がほとんどです。まだ、相談件数が多いとは言えません。

してモデル事業「在宅医療連携調整窓口」を都内3か所に展

しかし、今後、病院の医療連携窓口、在宅医療連携窓口がそ

開しました。モデル事業は今年3月に終了しましたが、大田

れぞれ連携しながら退院支援、あるいは入院支援へと力が発

区では、区民が安心して在宅療養の継続ができるように、3

揮できるようになれば、大田区民は安心して在宅医療を継続

医師会の協力のもと、独自事業として、引き続き、各医師会

できるのではないかと考えます。今後の活躍に期待したいと

が在宅医療連携調整窓口を設置しています。業務内容は、病

思います。

院やケアマネジャー、在宅医療スタッフ等からの相談対応、
患者への適切な在宅医師・薬剤師・訪問看護師等の情報提供
の紹介、また病院や在宅の関係者間の調整が主な仕事です。
在宅医療連携調整窓口は、地域のMSWとも言えます。
田園調布医師会には、看護師やケアマネジャーとしての経
験のある井岡幸子さんが着任しました。設置当初は、電話相
談は少なかったようです。しかし、地域の病院の連携室を回
って、在宅医療連携調整事業の普及啓発に努め、また、地域
の医療資源を把握し、医師会データーベース作成、大田区内
訪問看護ステーション情報シート作成、医療ショートや療養
型病院情報作成など地域の関する情報収集をしました。その

園調布医師会館
向かって左に見えるのが田
場です
葬祭
物は
い建
る白
左に見え

地道な働きで、少しずつ、井岡さんの顔や在宅医療連携調整
窓口としての存在が地域に理解されてきました。そのため相
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編
集長

【ある日の訪問看護】

昭和のにおいがするお宅に寝たきりのおじいち
ゃんと腰の曲がったおばあちゃん。看護師の訪問
に感激して『ありがとね！』と手を握ってくれる
の独り言
おじいちゃん。こんなに喜んでくれてこっちこそ
「ありがとね～」
。
一通りの処置が終わったところで、おばあちゃんが『看護婦
さんこれで手洗ってください～』と持ってきてくれたのは、昭
和初期の映画に出てくるようなホーローの白い洗面器。中には
あったかいお湯が入っていました。すごい！この洗面器は何年
物？この夫婦の歴史をずーっと見てきた洗面器かも････と感激
しました。
さて、みなさんは訪問時の手洗いどうしていますか？あなた
は「流水派？」
「手指消毒液派？」豆知識で賢くなろう！

今年は 東日本大震災、節電など大
変な一年でした。看護師不足は永遠の
課題ですね。いくら人手が欲しいから
って、慌てて不適切な人を雇ってしまったら解雇するのは大
変です。ストレスの多い仕事、せめてステーションに帰った
らほっと出来る職場環境が不可欠です。経営や地域のニーズ
の為に人を増やして頑張るのも大切ですが、訪問看護師同士、
助け合って気持ちよく働けないと、利用者さんにも利益があ
りません。看護師の笑顔が何よりの薬なのですから。来年は
Ｗ改正です。さあ、気合いを入れて頑張りましょう。私たち
の名誉と未来のために。 （上野訪問看護ステーション 天木弘子）

冬になり、
インフルエンザ・ノロウィルスなどの感
染症が流行する季節になります。訪問時の感染管
理はどのように行っていますか？感染対策にはスタ
ンダードプリコーションが重要ですが、
ここで手洗
い（手指の清潔）
による感染予防の基本を確認しておきましょう。
●

●

●

●

手洗いは石鹸使用で30秒以上しなければ効果なし！
！
訪問先でしっかり手洗いができる環境の確保が重要！
！
ハンカチ・タオルの複数回使用は折角行なった手洗いを台無しに！
ペーパータオルの使用を推奨！
目にみえない汚れにはすり込み式手指消毒薬が一番有効！
！
何回も手洗いできない時も安心！
でも、ノロウィルスにはすり込み式手指消毒薬は効果なし！
！
やっぱり手洗いが基本ですね。
手洗い+すり込み式手指消毒薬がベスト！

病院とは違い、コスト面ではシビアな訪問看護業界。ペーパータオ
ル・手指消毒薬など、
さまざまなコストの問題が絡んできます。
手指消毒薬500ml 525円（携帯用40ml 220円）
でも、感染は広げないことが、利用者様・自分自身の身を守ることにな
りますので確実な手洗いを実施することで今年の冬を乗り切りましょ
う！もちろん嗽やマスクの適切な使用なども大切ですね。

11月30日現在の会員施設数
継続会員：317 新規会員：29 合計：346

