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東京駅丸の内駅舎のライトアップ
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角田 直枝

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
看護局長 がん看護専門看護師

私の病院は茨城県中央部の笠間市にあり、東
日本大震災では震度6強という災害に見舞われ
ました。地震発生から次の日の朝までのことは、
おそらく一生忘れることはないと思います。
病院としてもたくさんの影響を受けました。
建物の改修は今も続いていますし、地震後に退
職する職員もいました。地域にもまだまだ補修
がすんでいない屋根や塀が残っています。ただ、
確かに被害は数多くありましたが、この災害は
訪問看護の力を再確認する機会となりました。
私が震災時に「訪問看護が頼り」と感じたこ
とを紹介します。まず、医療機器を使用してい
る患者さんの場合、訪問看護を利用していれば、
病院にあまり助けを求めなかったようでした。
震災の 2、3日後、病院に支援を求めてきた療
養者で多かったのは、在宅酸素療法の患者さん
でした。この人たちには訪問看護が関わってい
なかったために、停電対策の準備ができていな
かったと考えられました。
つぎにあげられるのは安否確認です。震災後
に訪ねた宮城県と同様、笠間市内でも、被災早
期に訪問看護師は安否確認に歩いていました。

ハッスル黄門と角田さん

大規模災害のとき、在宅療 Bon Courage
養者は避難所に移動するこ
ぼん・くらーじゅ
とができません。そういう
住民がいることを、かつては保健師が把握して
いたでしょうが、最近では難しいようです。つ
まり、避難所に行けない住民を把握できるのは
訪問系サービスであり、なかでも訪問看護は生
命維持が危機となる住民の情報を持っていると
いうことですから、訪問看護の役割として行政
にもっとアピールしたいと感じました。
3つめは避難所でも看護が出来るということ
です。病院から支援にいった看護師は、体育館
などで勝手が違って戸惑ったようでした。そこ
へいくと訪問看護師は、環境整備、感染対策、
健康管理などをはじめ、物品や設備が整わなく
ても柔軟に対応できるでしょう。
そこで、「訪問看護を利用していれば災害に
も備えられる」と、住民にも行政にも役割を
PRして下さい。皆さんが、
「いざというときは、
住民の強い味方よ」という自負をもって、訪問
看護を続けてくださることを、心から応援して
います。

Report ①
活動報告
予測されると言われています。しかし、残念なことに東京都

災害プロジェクト

の災害対策に訪問看護の活動が組み込まれていない、訪問看
護ステーションによっては災害対策を行っているところと行

協議会の絆をめざして

っていないところがあり、足並みが揃っていないのが現状で

平成23年3月11日に東日本大震災が発生し、多くの問題

す。今後、協議会としての災害支援の連携づくりや支援活動

が起きました。協議会では、東日本大震災によって東京の訪

を行ううえで、訪問看護ステーション同士が共に助け合える

問看護ステーションに起きた問題を把握するためにアンケー

ように共通のツールとしてマニュアルを活用していきたいと

トを行いました。アンケート結果をもとに、何を整備すべき

考えております。
平成25年東京訪問看護ステーション協議会総会で、活動

か検討するために、阿部副会長の声かけから仲間が集まり、

報告を行う予定です。1人でも多くの会員の皆様に、参加し

災害プロジェクトの活動が始まりました。

ていただき、協議会の絆を結束して、災害時の対応にあたり

プロジェクトでは「東京地域版 災害時対応マニュアル」

たいと考えております。ご協力をお願いいたします。

作成のために、過去の災害体験や対応をもとに話し合いまし
た。そして、
「災害直後は、安否確認」
「自分の身を守ること

（田園調布医師会立訪問看護ステーション 田中千賀子）

が大事」
「自己判断で動くことは危険」
「支援する側と受ける
側の連携や体制づくりが必要」などの意見から、第一段階と
して「安否確認マニュアル」を作りました。
次に、平成24年9月15日「安否確認マニュアル」の説明
会を行い、51カ所のステーションに参加していただきまし
た。10月～11月にマニュアル試用を行い、評価した内容を
黒一点？として
活躍中の
江頭くん

もとに修正しました。平成 25年 1月からは、第 2段階とし
て災害プロジェクトメンバーによる「広域での支援活動訓練、
安否確認訓練」を行う予定です。
会議の様子

今後、私たちが拠点としている東京は、大震災の可能性が

と、これまで既に約 1,000名の方が参加されています。こ

研修委員会

の研修の成果として、地域と病院との連携がより一層円滑に
なったと思います。また、個人で1日体験研修に参加された

より有意義な研修を求めて

方の中には、研修先のステーションの温かさや、1件1件の

研修委員会は、7名のメンバーで東京訪問看護ステーショ

訪問を大事にする姿に感動し、そのステーションに就職をさ

ン協議会の会員の皆様のお役に立つような研修が提供できる

れた方もいたと伺っています。

ように、年間計画を立てています。

この他にも様々な活動に協力しています。

今年度は、昨年 3月 11日の震災により起こった様々な問

研修委員のメンバーは、皆さん看護師のキャリアは勿論の

題を考え、また、東京訪問看護ステーション協議会でも災害

こと、訪問看護のキャリアも素晴らしい方々です。何よりも

時のマニュアル作成に取り組み始めたところから、9月 15

訪問看護への熱意に溢れ、訪問看護を愛してやまないのです。

日に『災害時の訪問看護を考える』というテーマで、茨城県

研修委員会の会議は概ね月に一回行われ、一回の会議にはだ

立中央病院・茨城県地域がんセンターの看護局長でいらっし

いたい2時間を予定していますが、時間通りには終わりませ

ゃる角田直枝先生による講演を企画し、

ん。研修委員会の話し合いが終わり次

100名の方が参加され大盛況のうちに

第、訪問看護への熱き思いを語り合い

終了しました。災害に関心を寄せてい

ます。語り合いは尽きることなく続き

る方々が多いという印象を改めて感じ、

ます。また、楽しい話、頑張った話、

やはり今年のテーマとして適正だった

困った話、理不尽な話などなど、日々

と感じました。

の悩みを話し合い相談し合います。そ

もう1つの研修として、1日体験研修

の話し合いの後にはさわやかな風が吹

を11月12日から16日までの期間で企

き、明日からまた頑張ろうと思えるよ

画しました。こちらの研修は 7年間の

うになります。

研修風景

実績があり、今年度の参加者を加える

（ナースステーションもも 寺井利恵子）
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の再就職の道になれば良いと考えています！成功したときに

訪問看護推進委員会

は、東京都に予算をお願いしていきたいとも考えています。
求人をしても簡単には人は来ないし、ステーションでもそん

訪問看護推進委員会ってこんな事しています(^.^)

なにお金はかけられないという厳しい現状････。日々同じよ

今年はやっと会員の皆さまに「直接役に立てるかもしれな

うな悩みを持つ私たちが、力を合わせて仲間を増やすきっか

い！？」企画を致しました。10月から開始した「訪問看護

けを作ることができたなら、
「また明日も、私たちを待って

就活研修」です。一度育児等で病院を離れた看護師が、復帰

いてくれる人達のに元気に働ける！」ってもんですよね。

や再就職を考える時に「訪問看護ってどうなんだろう？」

訪問看護推進委員会は「基本なんでも屋」と言われていま

「でも････一人で行くって心配だし、休ん

す。理事も委員も、皆同じ会員です。

だら迷惑掛けるだろうし･･･」などなど、

「こんなことどうかな？」
「○○なことし

様々な思いが「訪問看護ステーション」

て欲しい」等意見がありましたら、ぜひ

への再就職の壁になっていると考え、
「だ

お聞かせください。そして、「理事や委

ったら一度来てみて、実際を体験してみ

員をやってみたい！」という方もぜひお

たら良いんじゃない？」と言うことで始

声をかけてください！「東京都内のステ

まった企画です。

ーションみんなで！」力を合わせて行き

まだ、実績はありませんが、この企画

ましょう！

を実践され「訪問看護ステーション」へ

10月の委員会終了時

（ナースステーション東京目黒支店 広川直美）

力強い存在です。

広報委員会

各委員は都内各地から来ているので、今年度はそれぞれの
ステーションで委員会をしようということになり、各ステー

楽しい紙面作りに努めています

ションめぐりをしています。11月の委員会は、武蔵村山に

広報委員は、現在 7名で年に 2回の

ある“えのき訪問看護ステーション”で
行いました。毎回、チョッとした遠足（？）

“そわにえ”
（本紙）を作成し発行してい

気分です。

ます。委員のメンバーは、都内各地の訪

委員全員が管理者なので、忙しい日々

問看護ステーションの管理者です。“そ
わにえ”の発行は今年で 8年目で、最初

の中で集まって委員会を開催するのは大

から参加しているメンバーも1名います。

変なことですが、
“そわにえ”の中身を考

紙面の編集や印刷は、伊豆アート印刷の

えながらの意見交換は結構楽しく、タメ

山田さんにお願いしているのですが、委

になります。

員会にも必ず参加してくれていて、大変

11月の委員会後

（なごみ訪問看護ステーション 葉山香里）

理者は孤独であり、管理者同士の横のつながりが持て有意義

勇美記念財団研究助成金を受けて

であったという意見が多く寄せられました。そこで、管理者
支援研修を受けた研修生を対象にアンケートを行い、その後

勇美記念財団研究助成の「大規模訪問看護ステーションが

の検証を行うとともに、フォーアップ研修として、より実践

小規模訪問看護ステーションを補完するネットワークの構

的な研修プログラムを作成し、訪問看護ステーションの管理

築」の研究に取り組んでいます。来年の2月に中間報告、8

者同士の社会的ネットワーク構築を行うことにしました。

月までにまとめて提出することになります。ちなみに助成金

月1～2回集まり、研修委員の方と一緒にアンケートの作

は100万円です。

成やこんなことできたらいいなあと意見交換、情報収集など

東京訪問看護ステーション協議会の研修委員の方々に協力

など楽しく、有意義な時間を過ごしております。

をお願いして、大規模訪問看護ステーションが小規模訪問看

現在、管理者支援研修を受講した管理者にアンケートを送

護ステーションを補完できるものは何かということを話し合

って回収している最中です。ご協力いただいた方々ありがと

いました。真っ先に思いついたのが「教育」です。しかも

うございます。今後、アンケート結果を踏まえて、実践的な

「教育」はどのステーションにとっても永遠の共通課題でも

研修プログラムを作成して実施していく予定です。
「他の管

あります。その「教育」を通して、訪問看護ステーション同

理者はどうやっているんだろう？」
「困った時に相談できる

士のネットワークができるものはないかと考えました。

仲間がほしい」などの管理者の悩みに応え、スキルアップに

平成 20年から 3年間、東京都の委託を受けて東京訪問看

役立つような研修プログラムを目指して取り組んでおりま

護ステーション協議会で管理者支援研修を行い、延べ286名

す。来年の2月に中間報告なので、スピードアップして研究

の参加がありました。講義やグループワーク等が中心で、実

を進めていきたいと思っています。

践的研修ではありませんでした。しかし、参加者からは、管

（田園調布医師会立訪問看護ステーション 宮近郁子）
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えのき訪問看護ステーション

こ

こ

ます。今回、武蔵村山市からのダーツの旅は初めてとのことで

られたステーションは、大和会看護部の理念である「その人ら

すので、まずは武蔵村山市の紹介を少しさせていただきます。

しさを支える看護」をモットーに、一人ひとりに寄り添った、

んにちは、えのき訪問看護ステーションです。この度は

「ダーツの旅」にご指名いただきましてありがとうござい

東

のように明るくて、自

立したスタッフに支え

京都武蔵村山市は多摩地域北部にあり、武蔵野台地の西

その人らしい健康を支える援助をこれからも提供していきたい

側に位置しています。狭山丘陵を挟んだお隣は、埼玉県

と思っています。

所沢市です。狭山丘陵には、その自然をそのまま生かした都立
野山北・六道山公園があり、ハイキングコースやサイクリング
ロードなど自然を満喫できるところです。

こ

のような自然豊かな場所にある当ステーションは

社会

医療法人財団大和会の二つ目の訪問看護ステーションと

して、2005年 6月、併設の武蔵村山病院と同時に開設しまし
た。当法人は武蔵村山市の東に隣接する東大和市に本部を置き、
東大和病院（急性期病院）をはじめとする老人保健施設や在宅
サポートセンター（訪問診療・居宅事業所・ヘルパーステーシ
ョン・訪問看護・包括支援センター）があり、急性期から在宅
まで、地域に密着した医療・看護・福祉を提供させていただい

東京百景にも選ばれている多摩湖

ています。

当

ステーションの訪問地域は、武蔵村山市全域、東大和市・

立川市・昭島市・瑞穂町の一部です。H23年度の平均利

8

用者数は 86名/月、平均訪問件数は、490件/月。疾患別新規

市リ
内ニ
のュ
温ー
泉ア
でル
すオ
！ー
プ
ン
し
た

依頼では1位：悪性腫瘍、2位：脳・心疾患、3位：褥瘡となっ
ています。同法人との連携が一番多く6割程度ですが、近隣の
訪問診療を始めとする地域の医療機関とも積極的に連携をとっ
ています。開設時はわずか 3人からはじまりましたが、現在
看護師5名・理学療法士2名・作業療法士1名・事務1名の計9
名のスタッフが従事しています。いつも狭い事務所の中、スタ
ッフの笑い声がたえないステーションです。常にスタッフみん
なが元気で明るい雰囲気づくりをしてくれる
ので、コミュニケーションが活発に行われ、
スタッフ間の連携も大変取りやすい環境で
す。毎朝行っているカンファレンスや昼食を
摂りながらの井戸端的カンファレンスなど、
顔を会わせたらすぐにそれぞれが情報交換を
することが習慣になっています。

武蔵村山のシンボルツリー
でじ訪をす
すさ問流ぐ
。せ途れお
て中る隣
くに玉り
れ季川の
る節上立
場を水川
所感。市

スタッフ一同

社会医療法人財団 大和会

えのき訪問看護ステーション

所長

龍原 美賀

〒208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-5
TEL 042-566-3575
FAX 042-566-3547
e-mail : enok-st@yamatokai.or.jp
http://www.yamatokai.or.jp/supportcenter/service/nurse/mm.html
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中央区
医師会

30

訪問看護ステーションあかし

業

務改善：現在、業務の効率化・安全管理・医療連携の効

率化を目指して、所内のネットワーク環境整備と業務フ

は

じめまして！！訪問看護ステーションあかしは、中央区医

ローの見直し・モバイル端末による情報活用をセキュリティを

師会のステーションとして1998年４月に開設しました。

確保した上で構築しています。

当初は月島に拠点があり「月島訪問看護ステーション」でした
が、移転に伴い名称を「中央区医師会訪問看護ステーションあ
かし」として現在に至ります。

中

今

後････：中央区内では、訪問看護ステーション・病院・
施設・保健所における看・看連携（顔の見える関係性の

構築や相互理解・情報共有がスムーズになるための取り組み）

央区は華やかな銀座から下町情緒あふれる佃や月島など

を始めました。また、今後は他職種（ケアマネジャーや訪問介

の地域があり、訪問には電動自転車を使用しています。

護等の事業所）との連携強化のための取り組みを考えていきた

訪問看護の利用者数は約180名、1カ月の延べ件数は1,000件
ほどです。

いと思います。

当

ステーションは来年15周年を迎えます。今後も利用者や

ス

タッフは看護師15名（うち2名はケアマネジャー兼任で
常勤が8名、非常勤7名）
、事務1名の15名体制で働いて

います。今年度は5名の訪問看護未経験の看護師が仲間に加わ

家族の声に耳を傾け、心と心のつながりを大切にして、

その人らしい生活が営めるよう、思いに寄り添う看護を徹底し
ていきたいと思います。

りました。ベテラン訪問看護師の経験や技術と、新人看
護師ならではの新鮮な考えや新たな視点での関わり
が、当ステーションの看護力を底上げし、パワー
アップしています。

←築地

当

ステーションは、365日 24時間体制で

12
10

5

4
3

緊急時訪問看護を行っており、予防看護

6
1
2

7

から難病や医療ニーズの高い方や、在宅での

看取りまでを対応しています。在宅での看取

新大橋通り
日比谷線
築地駅
3番出口

八丁堀→

有楽町線
新富町駅
6番出口

聖路加看護大学

中央区
保健所

ステーションの
外観と周辺MAP

聖路加国際病院

りは毎月平均 2～ 3件あります。ターミナル期
月 島↓

に伴う様々な症状コントロールや家族支援、ま
た、利用者や家族の思いに寄り添う看護を実践して

佃大橋

います。
スタッフ一同

佃大橋から中央大橋を望む。手前は佃公園の桜、
遠くにはスカイツリーも見えます。

教

公益社団法人
中央区医師会

スキルアップのため勉強会や症例検討会を活発に行っています。

〒104-0044 東京都中央区明石町1-6
TEL 03-5565-7281 FAX 03-5565-5101
e-mail : houkan̲st̲akashi@div.chuo-med.jp
http://div.chuo-med.jp/houkanST/

育体制：国立がん研究センター中央病院のレジデントの
在宅研修や看護学生や医学生の実習も積極的に受けてい

訪問看護ステーションあかし
所長

ます。訪問看護認定看護師が2名おり、新人教育体制を強化し、

5

加藤

希

Discussion
今回のテーマは「吸引」
ʯ˂ʨěۛ౪ɇ
ĉ
ଋɄཊɤĉ

けいこさん
訪問看護師

みどりさん
訪問介護事業所
常勤ヘルパー４人、
登録ヘルパー３０人、
介護保険と障害の
ヘルパー派遣

今回の座談会は、実際に吸引事業を行っている
訪問介護事業所のみどりさんをお招きして、
吸引などの制度の実態にメスを入れました。

司会者：4月からの制度改正で困ったことはどんなことがあ

あつこさん
訪問看護師

司会者

訪問看護師
広報委員

座談会出席者

の同意も必要なのでとても大変です！！それから、実際に利

りましたか？

用者さんに開始するときには、
「指示書」をもらいます。指

みどり：実地指導をお願いした訪問看護ステーションから

示書は特に決まりがないのですが、3か月ごとに報告書の作

「自分たちが指導するとその責任はどうなるんですか？だか

成、依頼を行っているんです。

ら指導はしません」と言われてしまいました。ALSの方で

あつこ：そうなんですか、訪看側はそういうやり取りをして

とっても困ったので、医師に頼んで指導してもらいました。

いる情報も知りませんでした。

けいこ：訪問看護側では、いきなり「指導してください。○

司会者：最後に制度の問題点・改善点は何でしょうか？

日までに書類を出さないと○さんの胃ろうできません。
」っ

みどり：リアルタイムに事が進まないよね。

ていう連絡があって、東京都からは何も連絡が来ていなくて

あつこ：年間通じて研修ができるようになったらいいです

すごく困ったわね。

ね。吸引が必要な人が退院する時に研修に行けるようにして

司会者：都で行う研修は具体的にはどのような内容ですか？

ほしいです。

みどり：訪問看護ステーションに届いた DVDと同じものを

けいこ：東京都も訪問介護事業所も、訪看も病院も制度をき

みるのがメインで、実際に練習はしなかったですよ。

ちんと理解できていないところが多いですね。みんなが共通

けいこ：実地指導で見てもできないわけね････。

認識出来ていないことが大きな問題。どうにかしないと

みどり：ヘルパーさんって清潔不潔の概念が全くないんで

ね････。

す。グローブをしていれば清潔と思っている人も多いのが現

司会者：訪問介護事業所の苦しい状況や主治医との指示書の

状ですね。

やり取りをしていること等、色々教えていただきありがとう

あつこ：2回通して行えれば合格でしたね。足りない気がし

ございました。まだまだ課題の多い制度ですが、訪問介護も

ます････。

訪問看護も利用者さんのためにという思いがあって、頑張っ

みどり：そうなんですよ！！うちの事業所では、何ヶ月もか

ていることがわかりました。制度について、みんなが共通認

かけて指導してきました。初めて吸引するヘルパーには、2

識をもって取り組んでいかなければならないことですので、

カ月は同行して指導しています。吸引の経験があるヘルパー

協力しながらやっていきましょう。

でも、利用者さんによって色々違うので 1か月は同行が必
要！ダブル給料ですよ。呼吸器をつけている人の体制を固め

〜杉並区の別の訪問介護事業所の方が特別出演〜

るのに半年はかかりますね。
けいこ：みどりさんの事業所のように、しっかり指導してい

うちは吸引をしている人がいないので
研修に入っていません
特定の人の場合
吸引や胃ろうをしている人がいないと
研修にも出せないのよね。

るところばかりではないのも現実です。しっかり行っている
ところには、加算をつけてもらいたいですね。
みどり：吸引が必要な人には障害の重度介護でサービスを行

現実的には吸引の出来るヘルパーを育てたいと思っても
利用者がいないとだめってことになっちゃいますね。

うことが多いのですが、介護保険よりも報酬が少ないんです。
だから、吸引等は行わず、介護保険のサービスだけを行う事

50時間以上も研修に出せないわ
※不特定の人では50時間の研修が必要です。

業所が増えてきているのです。
司会者：研修に時間をかけて行ってもらっても、報酬が安い
のでは、吸引等をしない事業所が増えて、せっかくの制度も
使えなくなってしまいますね。
みどり： ALS協会でも事業所の障害の撤退を危惧していた

おみ
二ど
人り
さ
ん
と
特
別
出
演
の

みたいですよ。あと研修参加以外にも、書類のやり取りも追
加されますから、事業所側の手間も非常に大きいですね。
司会者：書類ってどのようなものですか？
みどり：まずは研修応募の書類！これは、とにかく量が多い
し、事業所以外の人（訪看とか特定の利用者とか先生とか）
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Report ②
みなさんのところには来ましたか？
ちが頑張って先生方が書けるようになってきたと聞いていま
すよ！｣とうまいことかわされてしまいました。事業者体制
加算をとっている事業者は、人員、会議資料、健康診断等事
業者体制加算に必要な資料の提示も求められます。
印鑑はシャチハタではいけない、保険証のコピーは偽造に
なる、などなど都市伝説的な実地指導情報が耳に入るのです
が、基本は法律にのっていることをすればいいん
だ！というのが感想でした。
都庁の人が見ていたのは集団指導の時の資料で
した。あれがバイブルなんですね。はげおじさん
ではなかったけど、やっぱり変な事は見つけられ
ちゃうんです。訪問日時を平成25年10月14日と
書いてある記録を見つけ、
『未来の事書いちゃいけ
ませんね････』と苦笑！「すみません！ 24年でした！」て
感じでした。麻薬犬のような鼻をもっているんだね～。
やっと終わった実地指導！カルテはきれいに整理できた
し、どんなことに気をつければいいのかわかったし、訪問以
外の事務作業の仕組み作りをみんなで考えることが出来た
し、結果実地指導はいいことなんだ～～と思った一日でした。

管理者になって初めて体験する実地指導。我がステーショ
ンでは10年ぶりだったそうです。腕抜きしてクロブチ眼鏡
ではげ上がったおじさんと、髪を引っ詰めた見た目きつそう
な○○女子がやってきて、
『これもあれもダメダメ』と攻め
立てられるのか～、と胃が痛くなるような日々でした。でも、
腕抜きも指サックもしていなかったです。
確認することは、人員配置。我がステーション
の勤務表は法人と一緒で、勤務形態一覧の用紙は
使用していませんが、再度詳細に勤務時間数を計
算していました。カルテのチェックは加算のある
人（特別管理加算と緊急時加算、初回加算のある
人は要注意）
。加算の同意書があるか、記録はある
か、個人情報については家族の同意があるか、が
チェックされます。独居はいいけど家族同居は必須。ネグレ
クトの人で家族からの同意書がないことを指摘されました
が、理由を話したらオッケーでした。家族同意が取れない理
由はどっかに書いておいたほうがいいですね。
指示書の日時は必ずチェックされます。指示期間と記入日
は要注意！訂正印だらけの指示書を見せて、｢お医者さんを
何とかして下さいよ！｣と言いましたが、｢訪問看護師さんた

（N訪問看護ステーション所長）
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皆様はじめまして。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、えのき訪問看護ステーション
の龍原と申します。
どのような形でお役に立てるのかまだわかりませんが、広
報委員の皆さんと力を合わせて頑張りたいと思っています。
これから、よろしくお願いいたします。
（えのき訪問看護ステーション 龍原美賀）

訪問看護に奮闘している日々････
この先どうなるのか？と、ふと思う
ことがあります。なぜ募集かけても
看護師が来ないんだろう？どうしたら良いのかな？など、管
理者としての悩みは尽きません。看護師さんに来てほしいと
いうニーズは多いのにもかかわらず！です。
でも病院だって看護師が足りない状況は続いているような
ので、看護界全体の問題ですよね。
とはいっても、簡単に解決できる問題ではないので、取り
急ぎ自分ができることをするしかない状況で
す。私は、いかに働きやすい環境を作るか？
ということを思案中。病院とは違って夜勤は
無いので、いろいろな工夫ができるかもしれ
ません。
（なごみ訪問看護ステーション 葉山香里）

日本列島緊急事態です！
編
訪問看護の夏：自転車に乗ってジリジリと焼ける
肌。お風呂介助でシャツが絞れるくらい汗びっし
長
ょり。帰る車はボンネットで目玉焼きができる。 の独り言
頭はボ～ッとしてきて思考能力ゼロ！飲んでも飲
んでも汗と化す水分。みなさん命がけで訪問してますよね～。
でもどんなにギラギラ太陽にいじめられても訪問看護師はひ
た走る！それはそこに待っている人がいるから！
訪問看護の冬：東京の冬はスタッドレスタイヤはいらないのか
と思いきや･･東京の西の方では、年内にはタイヤを履き替える
とか････。雪道慣れていない人は大変。冬も命がけ？
とはいっても精神論だけでは事態は打開しません。運転手付
きで訪問しているところもあるらしい。ちなみに私のところで
は夏だけフレックスタイムを取り入れてみました。所長さ～
ん！みんなで知恵出し合って劣悪な職場環境を何とかしましょ
う。そして、大好きな看護を思いっきりしましょう。色々なア
イディア教えて下さい。

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。
11月30日現在の会員施設数
継続会員：322 新規会員：25 合計：347
〒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

