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中央大橋からスカイツリーを望む（中央区）

険の同時改定。両方の保険にまたがっ
ている訪問看護事業の整理・充実の絶

Bon Courage
ぼん・くらーじゅ

宮崎和加子

好の機会です。複雑になってしまい国

健和会・看護介護制作研究所 所長
全国訪問看護事業協会事務局 次長

みてもわかりにくくなっている制度の内容を、少しでも

訪問看護ステーションが日本に誕生して今年で丸 20
年。1992 年 5 月、東京都の第一番目の指定を受けた
「北千住訪問看護ステーション」の立ち上げを担当し初代
所長を務めた私は、今年の医療保険・介護保険の同時改
定を感慨深く受け止めました。
制度発足当時は、週 2 回の訪問しか認められていない
とか、高齢者しか訪問対象ではない、24 時間対応につい
ては何の保障もないなど、未成熟さは多々ありましたが、
とにかく制度で認められた地域の中での看護師集団の活
動を、みんなで充実させようと奮闘しつづけてきた20 年
だったと思います。
2000 年の介護保険制度スタート以降は何かと苦慮す
ることが多く、ある意味では訪問看護業界は足踏み状態
ではなかったかと思います。
2012 年、今年は6 年に一度という医療保険・介護保

民から見てもケアマネ、あるいは、訪問看護師自身から
わかりやすく、使いやすいように、サービスを提供する
私たちにとっても力を発揮できるように要望してきて、
かなり整理されました。
そして、今後の訪問看護というか地域の中での看護職
集団に多大な課題が提起されたのだと思います。それは、
在宅への訪問看護という単品サービスだけではなく、医
療ニーズの高い方の通い・宿泊も含めた多機能のサービ
スを利用して地域暮らし、そして、地域の中での看取り
を行う拠点作りが必要なのだということです。具体的に
は『複合型サービス』です。定期巡回・随時対応サービ
スも含めて、介護職と
いっしょになった複合
的なサービス作りが課
題です。
首都東京で「新たな
時代」への挑戦を！！

Report
総会報告
平成2 4 年4 月2 4 日（火）1 4：0 0 より東京都看護協会

が実施することが必要と指摘があり、事務局の外部委託を検

会館2 階サークル室で東京訪問看護ステーション協議会総会

討し、予算内で実施可能な法人、㈱プロコムインターナショ

が行われました。4 月現在の会員数が 2 8 8 か所、出席 3 8

ナルへの委託を計画した。」との報告がありました。なお、

か所、委任状 2 0 1 か所で、無事総会が成立し、平成 2 3 年

「会長は公益社団法人東京都看護協会会長の職にあるものと

度の事業報告、決算報告及び平成2 4 年度の事業計画、収支

する」という会則は変更ありません。

予算が報告されました。

上記のことが承認され、開始当初の混乱は予測されますが、

今回の総会では、協議事項として、事務局の外部委託・所

今後も東京都看護協会との協働により、当協議会の活動を盛

在地の変更及び協議事項に伴う、東京訪問看護ステーション

り上げ、会員にとって有益な協議会になれるよう会員一人ひ

協議会会則の改定について協議されました。会長より「東京

とりが活動に参加していきましょう。

都看護協会の公益法人化に伴い、業務行為に関しては別組織

役員の改選について
ブロック
中 央
北多摩西

記念講演

【辞任・任期満了役員】

【新任役員】

中川洋子理事

李 栄淑理事

（千駄木ST）

與那城節子理事

（武蔵村山市ST）

テーマ

「複合型サービスについて」

（リハビリの風STみなと）

宮崎和加子氏

龍原美賀理事
（えのきST）

講 師

健和会・看護介護制作研究所 所長
全国訪問看護事業協会事務局 次長

小菅清子氏

有限会社在宅ナースの会 代表取締役

複合型サービス新設の背景や目的、概略
などの説明を当協議会理事である宮崎和加
子氏よりわかりやすく説明していただきま
した。また、小菅清子氏からは精力的に活
動している実際のお話が聞けて、小規模多
機能とどう違うの？どうすればできるの？
など素朴な疑問を払拭し、訪問看護師が
「できるかも････」と元気になれるような
お話でした。ありがとうございました。

看護フェスタ
5 月1 2 日はナイチンゲールの生誕を記念して制定された

護フェスタ」が5 月1 3 日（日）に新宿駅西口広場イベント

「看護の日」
。そして、1 2 日を含む日曜日から土曜日までが

コーナーで行われ、9 7 9 名の参加がありました。東京訪問

「看護週間」です。メインテーマは「看護の心をみんなの心

看護ステーション協議会では、｢在宅療養相談｣を行い、7 名

に」
。気軽に看護にふれていただけるように、東京では「看

多くの人で賑わいました

からの相談に対応しました。

個別に相談を受けました

2

当日参加したスタッフ一同

Secret ?
座談会、突然開催しました・
・
Ｋ子 所長って利用者をラウンド出来ている？初回の訪問をし
たらなかなか訪問できないのが現状かも････所長がたまに訪問
すると、スタッフも利用者も安心するのよね。サービス体制強
化加算の算定基準を、管理者が訪問看護の質を高めるためのラ
ウンドをしているっていうことにしたらどうかしらね。

ーーーーーー（4月某日）ーーーーーー
Ｂ子 4 月の報酬改正でいろいろ変わったけど、精神疾患の若

全員 いいかも～～～。

い人の訪問は、精神訪問看護の指定を取らないといけないの？
Ａ枝 指定をとる必要があるみたいだけど、申請出したら研修

Ｕ子 利用料の集金ってどうしている？

を受けてない看護師ではダメだって返されちゃった。

Ａ枝 ゆうちょの自動引き落とし！ほかの銀行は手数料が高い

Ｋ子 え～～～、指定を受けていないステーションっていっぱ

から。でも、集金をするスタッフやお金の管理をする事務の負

いよね！精神の訪問看護をしないステーションが増えちゃう

担を考えると、ぜったい引き落としがいいと思うなぁ。

ね。精神の訪問看護を！って言う社会の流れに逆行！！！

Ｏ恵 訪問看護以外の負担を少しでも減らす工夫は必要ね。

Ａ枝 集団指導ではっきり分かるかも･･･。
Ｏ恵 災害時の訪問看護師ってどういう対応をするのか決まっ
Ｏ恵 胃ろうって特別管理加算Ⅰ？Ⅱ？

ている？

Ｋ子 Ⅰの500 単位よ。でもケアマネさんによってはⅡです

Ｂ子 保健所かどこかが訪問看護必要者の管理をして、災害

ねっていう人がいるのよね。勘違いしているケアマネさんがい

時には自分がいちばん近いところの対象者の手助けが出来る

るから要注意！

ようになっているといいね････どこかの訪問看護ステーション

Ｂ子 褥瘡で特別管理加算を取る時はD ES I N を書かかない

は、まずは自分の身を守る。次に家族。そして、自分がいち

といけないのは面倒！写真を撮って保存ではいけないの？

ばん近い医療機関で「訪問看護師です」と言って医療機関の

Ｃ江 私たちはD ES I N を使って褥瘡の経過表を書いている

支援をすることになっているんだって！

わ！浸出液の量等も書かないといけないしね････。

全員 なるほど。

Ｂ子 改正の時は、情報を早く・わかりやすく流してほしい！

覆面座談会はまだまだ続く････事故対応のこと、訪問看
護の質って何で測るの？電動自転車はどこがいい？訪問看
護ステーションからのリハビリのメリットとデメリット
は？医師・ケアマネのブラックリストってある？
また、会員の皆様にお伝えする機会を作りたいと思って
おります。お楽しみに。

Ｋ子 医療保険は夜間・早朝・深夜の加算が新設されたけど、
営業日外の8 時～18 時は今まで通りオプション料金は貰って
いいの？
Ｕ子 その時間帯だけはいいらしいよ。
Ｂ子 ところでオプション料金てその他の料金になるけど、課
税？非課税？

最後に皆さんに好きな訪問看護を聞きました。

Ｕ子 ただ今調査中！
！また情報共有しましょうね～。

「認知症の訪問看護って楽しい」
「創処置はやりがい感じるな」

Ｏ恵 ステーションの所長さんって1 日何件訪問してる？

「清潔ケア大好き」

Ｂ子 日によって違うけど、4 件くらいのときもあるかな？

年
2012

7
16(金）1

みんな看護が大好きでした。

18（日）

（土）
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中野北ベタニア訪問看護ステーション

よ

られた病者への寄り添いの

いるステーションです。その昔はエゴノキと田畑くらいしかな

ということで、ステーションの隣りは昔の結核療養所の跡が江

く、江古田という地名となったと聞いています。私どもの名称

古田の森公園となっており自然がいっぱいです。昨日は昼から

うこそ中野区へ！とは言いましても、中野区の北部の江

古田（エゴタ）で半径 2 キロ範囲に訪問看護を展開して

実践であると感じています。

にある「ベタニア」はこの中野のはずれにありますが、80 年

鶯の声がずっと事務所できこえていましたし、ハンテンボクの

前創設者フロージャク神父の最初の事業に由来しています。昨

花の蕾をスタッフが拾ってきて上手に咲かせてくれました。メ

月の新規利用者のかたに自己紹介で「中野北ベタニア訪問看護

タボ予防に昼休みは公園でウオーキングもできます。近くの江

ステーションの････」とご挨拶すると、なんとその方に「ベト

古田商店街には所長ご用達のありん堂さん。土曜日はお団子が

ナム（人）？」と間違われてしまいました。声は大きいのです

半額に！ちゃっかり当ステーションの求人ポスターも貼らせて

が私の滑舌の悪さそして日焼けした顔が決定的だったかもしれ

いただいています。

ません。施設の方が訂正してくださいましたが、その時は笑う

５

月の連休中にスタッフが買ってきたお土産が沢山配られ

喜んでいては、希望の体重にはまだ程遠いと感じる今日

にわらえませんでした。
しこの「ベタニア」について説明させて下さい。昭和 2

この頃です。これからも原点を忘れずに、看護とリハビリを深

年、フランスから来た神父は、当時不治の病とされてい

め地域で過ごす患者さんと家族と共に歩みたいと思います。

少

た結核の療養所がこの江古田にあり、一人の患者さんを見舞っ
たことから始まっています。療養所とはいえ、結核が完治しな
くも1 年後には退所させられることや、家族だけでなく社会か
らも断絶され、生きる気力もなく帰る家もない患者さんの言葉
に、神父は2 年間毎週金曜日に療養所を訪問されて耳を傾けら
れたそうです。そして、

8

昭和 4 年、この地に小さ

9

な家を借りて、本当の家
族の代わりによりよい家
族をつくることを目的と
し、
「ベタニアの家」がで

り、おだんご絶品
“ありん堂 ”おにぎ

きました。ベタニアは、
エルザレムに近い村の名
であり、憐れみの家、慈
しみの家の意味もありま
す。今 80 年が過ぎまし
たが、我々の訪問看護も
まさに神父が最初に感じ

創
設
者
フ
ロ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
神
父

スタッフ一同

は
ん
て
ん
ぼ
く
の
花

社会福祉法人慈生会

中野北ベタニア訪問看護ステーション
管理者 宮澤 素子
〒165-0022 東京都中野区江古田3-15-2
TEL 03-3387-0221
FAX 03-3387-0225
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訪問看護ステーションみどり
訪問・疾患の勉強や資料の回覧などを頻繁に行いながら、知識
の蓄積を常に行っています。
んにちは。訪問看護ステーションみどりです。荒川区か

こ

らの“ダーツの旅”は初めてとのことですので、区のあ

月現在、利用者50 名・指示書をいただいている医療機関

５

は26 病医院・医師39 名、連携している居宅介護事業所

15 ヶ所になります。居宅介護支援事業も併設していて、看護

らましを紹介します。
川区は東京の北東部に位置し、台東・文京・北・足立・

荒

師3 名はケアマネージャを兼務しています。訪問看護業務との

墨田の各区に隣接しています。面積は23 区で3 番目に狭

バランスを考え数件ずつ受け持っています。もともと、訪問看

く、ただし人口密度は豊島・中野区に次いで第3 位です。荒川

護師はケアマネージメント力が必要で、資格を取ることを推奨

区の大部分は起状がなく平坦ですが、南西部に山手台地の一部

してきました。実際に居宅で情報を取り易い立場にあり、更に

があり、区の北東部を迂回するように隅田川が流れています。

視野の拡大・情報収集力の向上・他事業所との関わりも密にな

人口は約20 万6000 人、世帯平均は2.13 人で少人数家族化

ります。ケアマネージメントしていると業務上の間口が広がり、

の傾向にあります。60 歳以上の高齢者人口が21.54 ％で、高

情報が外からよく飛び込んできます。

齢社会への進行がみられます。そんな荒川区町屋の住宅街の一

ス

角に、
『訪問看護ステーションみどり』はあります。

先

タッフの笑顔がより良い職場環境を作り、モチベーショ

ンの維持につながり、良い看護が提供できると考えてい

代の理事長が町屋に診療所を開き、段階的に発

ます。事務も含め、子育て真っ最中のママ4 名と、ひとまわり

展し、現在は『特定医療法人社団一成会 木村

以上若いスタッフ2 名が常に笑顔をたやさずににぎやかな職場

病院』となり、60 年以上にわ

ST みどりのス
タッフ

たって「みんなの元気のパー
トナー」という理念のもと
12
10

5

4
3

地域医療への貢献を行って

6
1

7

2

きました。その中で、
「切れ
目のない医療と福祉」を提供
していくため、1996 年2 月
に木村病院在宅医療室がスター
ト。1997 年 2 月に“訪問看護

ステーションみどり”として開所し
ました。その後、2 つの訪問看護ステーシ
ョン・3 つのデイサービスを開設しました。

る防災訓練
地域の方も参加す

訪

問看護ステーションみどりは、看護師 5 名・理学療法士

です。笑いの中にも、利用者さんを愛おしみ、良い状況にして

（非常勤）4 名・事務員1 名のスタッフで、｢快適な在宅療

いくにはどのようにすれば良いかなど、井戸端会議風情報交換

養｣を実現するために看護を提供しています。24 時間緊急時対

は、昼食をとりながらも続きます。妻・母・娘・嫁・ PTA ・

応体制をとっていることもあり、受け持ち制ではなく“チーム

町内会などの日々何役もこなしながら、勤務中は訪問業務に加

ナーシング”を行っています。一人の利用者さんをスタッフみ

え、ステーション内の雑務も自主的に割り振ってこなしてくれ

んなで看ることにより、多角的な方向からの見方ができ、最良

ています。また、非常勤のベテランPT は70 歳を超えますが、

の方法で看護が提供できるようにしています。そのために、毎

リハビリだけではなく“癒し”も提供し、訪問を楽しみにして

朝 20 ～ 30 分程度ミーティングとカンファレンスを行い、利

いる利用者さんやご家族も多いようです。スタッフの健康をも

用者の情報交換や検討をし、情報共有することがとても大切な

心配してくれて、ST みどりのお父さんのようです。

日課になっています。それらは必ずカンファレンス記録として

のようにチームワーク抜群のスタッフに恵まれた訪問看

残し、当日不在のスタッフも後で見ることができるようにして

こ

います。

福祉に貢献できるよう、楽しくお仕事させていただきます。

護ステーションみどりは、これからもますます地域医療

問エリアは、町屋・尾久・荒川を中心に自転車で訪問し

訪

ています。最大移動時間は12 分程度で効率的です。訪問

特定医療法人一成会

スケジュールに空きがあれば、基本的には小児・難病・ターミ
ナル期なども含め、どのようなケースも受けるようにしていま

訪問看護ステーションみどり
所長 菅谷 真理

〒116-0001 東京都荒川区町屋4-1-16
TEL 03-3892-0106 FAX 03-3892-0187
E-mail : stmidori@miracle.ocn.ne.jp
HP : http://www.kimura-hp.or.jp/

す。それぞれのスタッフの得意・不得意もありますので、同行

5

Message①
思いの絆−看護する側から
仕
仕事に追われていると、
大切なことを忘れてしまいがちですね。
ここでは、訪問看護ステーションの所長、お母様の介護を経験された
利用者の方と家族の方に、各々の立場から訪問看護への想いを語っていただき、我々の仕事を見つめ直す機会したいと思います。
利

たので、学校が終わると切符を買い電車に一人乗って、私の

「広げよう仲間の輪を！手をつなごう未来のために」
皆さん、このスローガンを覚えていますか？実は私が作者

職場に来ていました。休憩室で宿題をしたりTV ゲームをし

です。広報委員になりもう８年、この協議会のお手伝いをし

たり、スタッフのみんなにも大変可愛がってもらいました。

ながら、実にたくさんの仲間、友人が出来ました。委員会や

私は家でも仕事で大変だったことや、面白かったこと、理

イベントの手伝いの後、食事しながら職場ではこぼせない愚

不尽な思いや医療介護福祉の制度の愚痴まで家族に語ってい

痴や興味深い情報、問題の解決策などをいただき、今でも横

ました。幼い頃からこんな話題を聞かされ成長した息子は、

のつながりは色々な場面で役立っています。

自分で決めた医師になる夢をかなえるため、自然に勉強に打
ち込むようになりました。人体や医学への興味、東日本大震

今のステーションの仕事を始めたとき、私の一人息子はま
だ保育園児でした。介護保険が開始した年が小学校入学、私

災の影響も受け、大変な医療現場で人の役に立ちたいと感じ

はその準備に追われ、ちゃんと入学準備もしてやれず記憶も

ていたようです。

おぼろげです。育児は夫と預けていた無認可保育園だけが頼

私たちの仕事は言うなれば究極のサービス業です。人生の

りでした。開所当時は地域に溶け込もうとスタッフと色々な

最期、老いや病で解決の仕様のないドロドロの状況に折り合

策を練り、営業活動も頑張りました。さまざまな勉強会に顔

いをつけて、なんとか有終の美を飾れるようにチームプレイ

を出し、同業者の会の役員なども引き受けました。やがて甲

をしていくすごい仕事です。人間性あっての職業、相手は人

斐あってかステーションも軌道に乗り始め、目の回る忙しさ

間いつか終わる、終わらない命はない、最期を見届けてやれ

になりました。小学生の息子は、夏休みになれば私の実家で

と思い根気よく頑張っています。長年同じ地域で働く者は、

ある信州に預け、連れていけないときは一人新幹線に乗せて

経験とともに培った日々更新されるデータベースを持ってい

むこうでピックアップしてもらいました。一人で留守番させ

ます。新規参入してきた在宅ケアに携わる人たちを受け入れ、

ることは日常で、習い事も十分させてやれず、今思うと一番

ネットワークをつなぎ合わせる作業も古い者の役割と考えま

大事な子育ての時期を楽しむどころか、ほったらかしで仕事

す。ステーションのユーザーは利用者さんもちろん、指示書

に打ち込んでいたのかもしれません。寂しい思いをさせたと

をくれるドクター、ケアマネ、病院、介護施設、実習を頼ん
でくる学校、メーカー、 薬剤師、介護サービス事業所、み

思います。1 年生のころには、学童保育も満員で入れなかっ

んな大切な仲間です。このスローガンは地域で働く在宅ケア
に関わる人たちの永遠のテーマです。みんなで手をつないで
行けたら未来はまんざらでもないでしょう。息子もこの春、
めでたく医学部で学び始めました。訪問看護師たちの影響を
受けて、どんな医師に成長をしていくか楽しみです。子育て
の終わりはもうそこまで来ていますが、常にインスパイアさ
れる存在でありたいと思います。
（上野訪問看護ステーション 天木弘子）

（左）ステーションで遊ぶ姿と（右）小学校の入学式（いずれも12年前）
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Message②
思いの絆−看護を受ける側から
このような状況の中、在宅

私の母は昨年の1 月に自宅にて92 歳の生涯を終えました。
80 歳の時に認知症との診断を受けましたが、幸い進行が

医からの紹介で訪問看護サー

遅かったので、私達家族もあまり戸惑うことなく徐々に病を

ビスの利用を始めました。介
護に疲れを感じていた私は、

受け入れていくことができました。

看護師さんの訪問によって

週４回のデイサービスの利用をし、母にとって広いお風呂
と皆さんと楽しくおしゃべりできる大好きな場所で、日々良

日々心配事が解消されていき、気持ちが楽になって元気にな

いリズムの中で穏やかに過ごしておりました。

りました。
傷の手当や病状はもちろんのこと、母に対する怒りを話す

そんな中、92 歳誕生日を目前に突然自宅で倒れ、脳梗塞
のため、入院生活を余儀なくされました。母にとって初めて

ことができ、一人で介護をしてきた私には癒しの時間でもあ

の入院生活はとても苦痛で、気力も体力も失われていきまし

りました。

た。転倒防止とはいえ、車椅子に拘束されている姿に私も心

死期が近づく状況の中、毎回適切なアドバイスに助けられ

穏やかではいられず、母が可哀想でまた認知症が進んでしま

て、慌てずに受け入れて対処していくことができました。と

う気がし、自宅で介護すると申し出て退院をしました。

ても心強かったです。
母が最後を迎える日まで自分が傍で見守ることができたの

退院後は在宅医の先生に往診をしてもらい、アドバイスを

は、訪問看護に来て頂いたことが一番大きかったと思います。

受けながら徐々に回復していきましたが、前より感情の起伏

天国の母も私も感謝しています。

が激しく怒りだしたり、落着きもなく
なって徘徊も始まりました。デイサー

まだまだ、自宅で死を迎えられる方

ビスも開始しましたが、ふらふらと歩

は少ないと聞きます。私自身の周辺で

いてどこかに手や足をぶつけて傷をつ

も介護が必要な親や家族を抱える友人

けてしまい、その傷の手当に悩まされ

が多くおります。全員が全員というわ

ました。せっかく手当しても、しばら

けにはいきませんが、私の経験を皆さ

くすると包帯やテープを取ってしまう

んに話すことで、多くの方が自宅で過

のでなかなか傷が治らない、治るやい

ごせる時間が多く持つことができれば

なやまた新たに怪我を、この繰り返し

と思っております。

にほとほと疲れてしまい、母に対して

（横浜市・伊藤様）

怒りが込み上げていました。
訪問看護師が、
看護を受ける側
になって
感じたことです

実は 、これ↑
んです
私の母の体験談な

実家を出て早15 年。私が家にいた頃の祖母は、ちょ

話がありましたが、仕事に忙殺されており、何となく放

っとこボケた感じではありましたが、いつも着物を着た

置してしまいました。医師との連絡は行っていたので、

チャキチャキなおばあちゃんでした。その後アルツハイ

あっ！
！訪問看護の利用もあり？と思い出し利用をスタ

マーの診断を受けたあともディ大好き♪よく食べ！よく

ート。利用開始後はぐーんと電話や愚痴の量が減り、気

寝る！優等生でした。このままスーっと天国に行けたら

がつくと週1 回であった看護が、回数も増え母のニーズ

皆幸せだろうな～とよく母と話していました。

をがっちり捉え、その時初めて「あれ？なんでもっと早

そんな時、脳梗塞！母の希望で自宅へ退院。時折「徘

く看護にきてもらわなかったんだろう････」
「看護師さ

徊で寝ない！」
「足の傷が赤くなってる！」等々電話で

んはやっぱり心強い！
！」と感じました。

の相談が度々ありました。訪問看護師としては、じっく

母の介護体験を通じての教訓！
！
「遠くの家族より近くの訪問看護師！
！」

り話を聴き、訪問したり、医師に連絡したりするのに、

ついつい、医療者がいるご利用者には介入を遠慮がち

身内のこととなると「大丈夫なんじゃない？様子見な
よ。
」を連発しておりました。日に日にADL も低下し、

になる私ですが、訪問看護って素敵で役に立つ！
！とい

ディやショートの利用も困難になり、一日中介護が必要

うことを教訓に、もっとアピールしていきたいと思いま

になって、母の精神的負担は増加。
「もう、嫌だ。あの

す。
介護を頑張ってくれた母、天国の祖母に感謝して！
！

時救急車を呼ばなければと思ってしまう」
「そろそろお
迎えが来ないかしら」などの言葉が聞かれて、頻繁に電

（東電さわやかケア中野 鈴木敦子）
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今年度から、東京訪問看護ステーション協
議会の広報委員となりました。江戸川区の
JR 小岩駅の近くにある、なごみ訪問看護
ステーションの所長をしております。法人の設立者でもあり、
早いもので開設8 年目になります。このような立場で、広報
委員として、私にも何かできることがあればご協力したいと
考えております。訪問看護ステーションがもっと増えてほし
いですね～。今後ともよろしくお願いします！
（なごみ訪問看護ステーション 葉山香里）

もう梅雨の季節になりました。今年
の夏は暑いのかな？
2012 年になって早5 ヶ月。4 月の
医療・介護保険の改正、無我夢中で重要事項説明書・利用料金
表を作り直しました。今年度から始まった定期巡回・随時対応
型訪問介護看護についても手探り状態ですが、既に始めている
ステーションさん、情報を下さい。
5 月21 日の金環日食、医師会館からはっきり良く見えまし
た。次回は生きていないでしょう（笑）
。5 月22 日のスカイツ
リー開設は、せっかく1 年も前から予約された方は雨で残念で
した。毎日橋の上から見ていますが、次の日のイルミネーショ
ンはきれいでした。近いうちに登ってみたいです。
この2 ヶ月、とても慌ただしく過ぎています。心も体もチョ
ット疲れ気味。夏バテしないよう、今から体力・気力を付けて
いきたいです。 （江東区医師会訪問看護ステーション 原田博美）

今回の改正で複合型開設に向けて訪問看護ステ
編
ーションの機運は高まってきています。しかし、
医療ニーズの高い方々が安心して暮らせる環境を
長
提供したいと考える訪問看護師たちにはお金がな
の独り言
い、というのが現実。
そこで、去る5 月16 日、総務会7 名が東京都に小規模多機能
型と複合型の補助金について話を聞きに行きました。国は複合
型に2,000 万円、小規模多機能型には3,000 万円の補助金制
度があるが、東京都では複合型に対する補助事業は検討中とい
。国の示
うことでした。いつできるの？の質問には「・・・・」
す方向性と東京都や区市町村の対応が連動していないことを実
感してしまいました。でも、元気な訪問看護師たちはめげませ
ん。複合型をやりたくても踏み出せない現状や在宅高齢者・訪
問看護師の実際をしっかり東京都に伝え、要望していきましょ
う。
複合型に関するお問い合わせや要望・ご意見は全国訪問看護
事業協会・東京訪問看護ステーション協議会にお寄せ下さい。

集

東京訪問看護ステーション協議会は、都内で活動して
いる訪問看護ステーションの訪問看護師たちを支援し
ていきます。
ご入会を心よりお待ちしています。
5月29日現在の会員施設数
継続会員：295 新規会員：18 合計：313
〒135-0063 江東区有明3-6-11 TFTビル東館9F
株式会社プロコムインターナショナル TEL 03-5520-8824

