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公益社団法人 東京都看護協会

事業部担当 常務理事

黒田 美喜子

会員の皆様には平素から当協会活動にご理解、ご協力をいただき、誠にあ
りがとうございます。
さる 6 月21日（木）
、日本教育会館におきまして、平成30年度の東京都看
護協会通常総会を開催し、関係者の皆様のご支援により全てのプログラムが
滞りなく終了いたしましたことをご報告させていただきます。

施設めぐり マギーズ東京 ……………………………………………………………………………… 12

平成 30 年度の重点課題は、

チーム医療の現場から ………………………………………………………………………………… 14

1. 地域包括ケアの推進のための「協働する力」を高める。

第 51回 看護研究学会報告 …………………………………………………………………………… 16

2. 看護の資質の向上・人材育成に向けた「仕事力向上」を目指す。
3. 看護職の確保定着のための「イノベーション力」を発揮する。

第 52 回 看護研究学会 お知らせ …………………………………………………………………… 16

4. 新会館建て替え建設事業の遂行と新会館を「知の拠点」とする。

第 51回 看護学生看護研究学会 お知らせ ……………………………………………………… 16

以上 4 点を達成するためには、首都東京で働く 12 万人の看護職の知力と

「初心者向け英会話研修」2 年目突入！ …………………………………………………………… 17

パワーを集結させ、骨太の組織とする必要があります。会員数 6 万人を目

ちょっと一言 英会話 Time …………………………………………………………………………… 17

指し、事業部会員係が中心となり組織拡大に向けて行っている活動をご紹介

みんなの広場 癒しの空間「山に魅せられて」 …………………………………………………… 18

いたします。

みんなの広場 わたしの好きなとうきょう「走って身体もこころもリフレッシュ! 」 ……… 19
教育部研修係から ……………………………………………………………………………………… 20
動画でわかる！ 診療報酬改定のポイント

……………………………………………………

今年度新規の取り組みとして、本協会の会員係が、組織拡大に向けて会員

動画で配信

の倍増計画を戦略的に展開しています。
その一つとして、こちらから病院や施設にお邪魔して入会案内をいたしま

20

す。手始めに 4 月の新任看護職を対象として、10 施設の看護部長さんにご

東京都ナースプラザだより …………………………………………………………………………… 21

協力をいただき、新任研修やオリエンテーションの合間の昼休み、研修終了

新会館建築状況報告 …………………………………………………………………………………… 22

後に 15 分ほどお時間をいただき入会の説明をいたしました。

図書室だより ……………………………………………………………………………………………… 23

入職して間もないフレッシュな新人の明るい笑顔や緊張した面持ちの中に

平成 30 年度 春の叙勲 ………………………………………………………………………………… 23

も、専門職となった方々は看護協会の存在意義や入会方法を真剣に聞いてく
ださいました。

会員係からのお知らせ ………………………………………………………………………………… 24

その際に、看護部長さんや教育担当師長さんとお話しする機会もあり、施

※「看護とうきょう」は協会ホームページにも掲載しています。

設での会員の管理方法や施設マイページの使用方法についてご質問をお受け
し、さらに当協会への要望を直接お聞きすることもできました。今後も看護

平成30年度東京都看護協会会員数
保健師
会員数
就業数
入会率

（平成30年7月31日現在）

助産師

427 名
3,762 名
11.4％

職員が集まる院内研修などにお呼びいただけましたら積極的に出向き、会員

46,132 名
2,054 名
3,792 名
54.2％

看護師

43,104 名
104,744 名
41.2％

准看護師

547 名
13,476 名
4.1％

46,132 名
125,774 名
36.7％

就業数は平成 28 年12月31日現在の「東京都における看護師等業務従事者届集計報告」による

玉木ゑい（1874-1957）

様と協会が顔の見える連携を行っていきたいと思っていますので、ぜひ当協

計

会事業部会員係までご連絡ください。
私たちは、お声を掛けていただければもちろんお伺いいたしますが、さら
に会員の皆様の声を直接聞くために定期的な施設訪問も計画しています。ま
当協会の話を真剣に聞いてくださる、
新人ナースたち

た、研修の要望や、会館の使用に関すること、協会に支援してほしいことな
ど、忌憚のないご意見を伺いながら、魅力ある
東京都看護協会を目指して参ります。現在、新

第4回フローレンス・ナイチンゲール記章受章

しい会館を建築中です。そこは皆様と一緒に集
える場所であり、一人でも多くの看護職が協会

看護師。明治17（1874）年、東京府出身。

員で良かったと思っていただけるよう、西新宿

明治31（1898）年、看護婦生徒として日本赤十字社病院看護婦養成所に入学。

4 丁目が日本の「看護の聖地」となるよう、準

明治34（1901）年、養成所を卒業し、同病院に勤務。

備を進めています。建築の進捗状況につきまし

明治37（1904）年、日露戦争の際、病院船に乗船し救護に従事。
大正3（1914）年、第一次世界大戦の際、病院船に再乗船し患者輸送に従事。この時の功績が称えられ、
ルーマニア国皇帝よりレジナ・マリア勲章を授与される。
大正11（1920）年、シベリア事変の際、救護婦長としてサハリンに出動し、救護に従事。
昭和2（1927）年、慈愛に富んだ精神と熟達した技術、身を犠牲にして人道のために尽くした戦時看護の

ては、協会ホームページからも確認できますの
でどうぞご覧ください。
ぜひとも、今年の会員係の活動に一層のご協
力とご支援のほどよろしくお願いいたします。

功績が認められ、第4回フローレンス・ナイチンゲール記章を受章。
所蔵先「日本赤十字看護大学史料室」
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日本赤十字社病院で看護婦長として看護婦生徒の教育にも携わり、昭和32（1957）年に死去。
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2 0 18 年 看 護 の 日 ・ 看 護 週 間

平成30年度

総会報告

第16回 看護フェスタ

○開 催 日：平成30年6月21日（木）
○開催時間：10：10〜15：10
○開催場所：日本教育会館 一ツ橋ホール

5 月 12 日、新宿駅西口広場イベントコーナーで 2018 年 看護の日・看護週間

○参 加 者：代議員229名 一般会員141名 役員・事務局19名 【合計】389名

第 16 回 看護フェスタが開催されました。
「看護の心をみんなの心に」をテーマに

議決事項、報告事項については、当協会ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

掲げ、協力団体やスタッフを含めて約 1,500 名が参加。都民のみなさんをはじめ、

http://www.tna.or.jp/index.php/about/general_meeting/

健康・医療に興味を持つ幅広い参加者が来場、健康チェックや健康・医療相談コー
ナーなどを通し、自分の身体のことを考える機会となりました。

平成30年度

改選役員の紹介
回が 初の試み。
看護セミナーは今
たと
なっ
めに
多くの方にた
した
喜んでいただけま

知っているとためになる看護セミナー
東京都看護協会のコーナーでは新しい取り組みとして、認定
看護師と当協会役員による看護セミナーを開催しました。日頃
病院で活躍する認定看護師の専門知識を、都民のみなさんにも
わかりやすく伝えようという試みです。
「脳卒中予防と FAST
チェック」
、
「褥瘡のケア」など、実際の写真を見ながらのセミ
ナーには、多くの人が惹きつけられて熱心に聞き入っていまし
会長（2 期目）
やまもと

副会長（2 期目）

けい こ

まつもと

山元 恵子

ひろ こ

松本 弘子

東京都看護協会

東京大学医学部
附属病院

常務理事（2 期目）
おおはし

財政担当理事（新任）

すみ え

大橋 純江

東京都看護協会

ふじ の

きょう こ

藤野 恭 子

医療法人社団厚友会
足立東部病院

保健師職能理事（3期目）
いけじま

み

ち

こ

池島 美智子
荒川区福祉部
高齢者福祉課

た。協会役員によるセミナーでも活発な質疑応答が行われ、参
加者から貴重なご意見も伺うことができました。

キッズ白衣で看護師の仕事を体験
白衣と聴診器を身に付けて、看護師のお仕事体験。
楽しみながら、看護のお仕事を体験してみようという

「赤ちゃん
の抱き方っ
て
どんな感じ
？」
出産・子育
てなんでも
ご相談に応
じます

ことで、白衣に着替えたお子様にチェキで撮影した写
真をプレゼント。予想以上に多くの方に立ち寄ってい
ただきました。未来の看護師に看護のこころが伝わっ
、
着替えて
白衣に
！
師体 験
護
看
いざ

准看護師理事（新任）
はんざわ

ひろゆき

半澤 啓至

薫風会 山田病院

東部地区理事（新任）
さ

く

ま

佐久間 あゆみ

東京都済生会向島病院

中部地区理事（2期目）
やなぎ ば し

れい こ

柳 橋 礼子

聖路加国際病院

多摩南地区理事（3期目）
い とう

ゆ

み

こ

伊藤 由美子

東海大学医学部付属
八王子病院

監事（新任）
か わ か み じゅん こ

川上 潤 子
日本赤十字社
医療センター

たでしょうか？

看護学校進学相談

知って、
正しい手洗い法を
感染を防ごう！

東京都のコーナーでは、看護学校の進学相談も行われ、都立看護学
校の学生さん達が熱心に相談に応じていました。受験生からは看護学
生の普段の生活や勉強についての質問が多く投げかけられ、現役看護

平成30年度

理事会開催報告

○平成30年4月19日 第１回 理事会
○平成30年5月17日 第２回 理事会
○平成30年6月21日 第３回 理事会（臨時理事会）
詳細は当協会ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
http://www.tna.or.jp/index.php/about/rijikai_hokoku/
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AED の使い方、
行い方
心臓マッサージの
ー
を優しくレクチャ

学生と受験生の活気あるやり取りが見られました。
毎年楽しみに来場してくださる方や今年が初めての方も、所狭しと
設置されたコーナーで体験や測定をしたり、熱心に質問や相談をした
りと積極的にイベントに参加されていました。その他、新宿区食品衛
生協会手洗い推進部長「新宿あわわ」も来場し、子ども達に大人気。
例年にも増して活気に溢れた大盛況の一日となりました。

の
大人気
たちに
子ども わわ」
あ
「新宿
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平成30年度 通常総会 特別講演

特集

大切にしたい自分の体
――2度の子宮がんを経験して

原 千晶 さん スペシャルインタビュー

「女性特有のがんに苦しむ人がひとりでも少なくなるように」
。

看護師さんとの
かかわりから
生まれた思い

苦しい経験をした原さんだからこその願いが、聴く人の心に響きました。

女性特有のがんを乗り越えるにあたって、

講師：原

千晶 さん

よつばの会 代表／女優・タレント

6月21日に開催された、通常総会の特別講演にて、女優・タレントの原千晶さんにご講演いただきました。
2010年に子宮がんであることを公表された原さん。
がん宣告から現在の活動にたどり着くまでの心の機微、思いを率直に語ってくださいました。

精神的に支えてくれたのは

無知が引き起こした 2 度目のがん
「原さん、今なら単純に子宮をとるだけで済む。総合的に

んについてまったく無知だっただけでなく、正しい知識を

女性同士でもある看護師たち。

得ようとすらしていませんでした。

闘病中に気づかされたこと、感謝の気持ち、

行った私は、５年前の「今なら子宮をとるだけで済む」と

判断して、私は全摘を勧めます」
子宮頸がんが発覚し、主治医の先生にこう言われたのは

いう言葉の意味を知ることになりました。子宮体がんにな

2005 年のことでした。あまりの衝撃で、頭が真っ白にな

っていたのです。以前の子宮頸がんよりずっと悪性度の高

りました。私はそのとき 30 歳。これから結婚して子ども

いがんで、進行していました。

身の「治りたい」という気持ち、
「自分も病気を治す

「治りたい気持ち」が引き出された

側の一員なんだ」という意識を育て、サポートして
くれている感じがしました。

を産んで……と女性としての幸せを思い描いていた時期だ

そこでやっと目が覚め、私は準広汎子宮全摘出術を受け

抗がん剤治療の2クール目で入院した初日、
「ここ

とはいえ抗がん剤治療は本当に苦しく、もうやめ

ったので、「単に子宮をとるだけ」とはとうてい思えませ

ました。続いて抗がん剤治療も。それから丸８年。治療の

は病院だし、私はがん患者なんだし、髪が抜けか

てしまおうと本気で考えたこともありました。でも

んでした。私は、先生の勧めに反して子宮を温存します。

おかげで、今は元気に生活できています。

けのざんばら頭だって誰も驚かないでしょ」という

それを看護師さんに訴えたら、
「辛いけどがんばりま

気の抜けた状態で、私はケア帽子もかぶらずにベッ

しょう」ではなく、
「我慢しすぎないで。辛さに対処

ドに座っていました。

する方法はいろいろあるからね」と。それでどれだ

温存するなら定期的な検診を、と強く言われていたの
に、2 年ほどで検診に行くのもやめてしまいました。
「な
ぜ私だけがずっとがんに縛られて生きていかなくてはいけ
ないの？

失っただけ、得るものもある
自分自身の無知と、まわりに婦人科系のがんを患ってい

同世代の女性たちはみんなそんな心配をせずに

る人がいない孤独から、私はがん患者としては悪い見本の

暮らしているのに」と嫌になってしまったのです。私はが

ような道のりをたどりました。その経験から、2011 年、
婦人科系のがんの人が経験や思いを語り合える場として
「よつばの会」という患者会を立ち上げました。
がんになれば失うものは大きい。とくに婦人科系のがん
は特有の辛さがあります。けれど、その失ったものを埋め
合わせるほどの大きな何かを得られることも実感していま
す。私にとってその何かは、よつばの会を通じてたくさん
の出会いに恵まれ、自分の経験をお話しすることで誰かの
役に立てることでした。
医療従事者以外の方にお話しするのは控えめにしていま
すが、実は昨年、遺伝子検査を受けました。やはり私はが
んになりやすい遺伝子をもっていることがわかりました。

原 千晶（はら ちあき）
1974 年 生まれ。94 年から
芸能活動をスタート。2005
年に子宮頸がん、09 年には
子宮体がんと診断され、準広
汎子宮全摘出術と抗がん剤
治療を受ける。10 年にがん
体 験を公 表し、11年には婦
人科系がんの患者会「よつば
の会」を設立。現在はテレビ
出演など芸能活動を続けな
がら、患者 会 活動や自身の
体験を語る講演を全国で行っ
ている。
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頑張る看護師へのメッセージをお届けします。

しかし 2009 年、再び婦人科系の不調に見舞われ病院に

けれど、そこに入っていらした看護師さんが、私

け気持ちが楽になったかわかりません。６クールを

の頭を見て一瞬だけ驚きの表情をされました。もち

無事に終えられたのはこうして支えてくださった看

ろんプロですから、０コンマ何秒というわずかの間

護師さんたちのおかげです。

に平静に戻って「体調どう？」とにこやかに話しかけ
てくれたんですが、それが「病院だから患者はどん
な姿を見せてもいい、と思うのは甘えすぎだな」と
気づくきっかけになりました。

病気の経験が患者を安心させることも
看護師さんの中にもがんなどの大きな病気を経験
されたり、治療をしながら働いていらっしゃる方も

私はつい、
「病院は病気を治してくれる場所。患

いることと思います。そうした方のお話を伺うこと

者は治してもらう側」という意識になりがちだった

もありますが、みなさん、自分の体のことを不安に

のですが、医療側の方々だけでなく患者も「治ろう」

思うよりも、この経験を病棟でいかしたいっておっ

とする当事者でなくては病気は治せないですよね。

しゃるんですよね。その強さとたくましさには胸を

そういうことを看護師さんは、おそらくある時は意

打たれます。

識的に、ある時は無意識に、押しつけることなく、

もし私ががん患者として入院していて、担当の看

日常のちょっとした会話やアイコンタクトを通じて

護師さんに「私もがんになったことがあるのよ」と

私に気づかせてくれました。

言われたら、どんなにほっとするでしょう。病気に

でも、
「なぜ私だけが？」という疑問に答えが出てすっき

副作用で調子が悪かった日の翌日には、看護師

りしましたし、今後、自分が注意すべきポイントがわかっ

さんが「昨日は具合が悪かったと聞いたけど、今日

たのだから、と前向きに受け止めています。

はどう？」と聞いてくれる。そこで私が「昨日より調

ただ、自分の体より人のことを優先してしまいが

こうした検査や治療法が進歩することで「がんは怖くな

子がいいです」と答えると「よかった！」と喜んでく

ちな方も多いかと思います。どうぞ、ご自身の体の

い」といえる時代が来るといいなと心から願っています。

ださる。
そうすると私もサービス精神が刺激されて、

声には耳を傾け、まずはご自分の健康を大事にな

そして、女性特有のがんに苦しむ人がひとりでも少なくな

「明日はもっとよくなったと言いたい、人が喜ぶ顔が

さってください。そしてその上で、多くの患者さんの

るように、私はこれからも、自分の経験や得た知識をさま

見たい」となってくるんですよね。そうして、患者自

なった経験をいかして患者さんを安心させることが
できるのは経験者であればこそですよね。

支えになっていただけたらとてもうれしいです。

ざまな世代の女性にお伝えしていきたいと思っています。
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遺伝看護専門看護師
た

ら

い

さち

略歴

こ

御手洗 幸子

NTT 関東逓信病院附属高等看護学院修
了後、NTT 関東逓信病院へ入職。
東京都立医療技術短期大学 専攻科助産

NTT 東日本関東病院

患者の意思決定を支え、連携の軸に。
広がる遺伝看護の可能性
保健師、助産師、看護師の世界で活躍する一人の人物をクローズアップし、紹介する本コーナー。
第 3 回目は、2017 年に誕生した遺伝看護専門看護師として幅広い活躍が期待される
御手洗幸子さんにお話をうかがった。

「女優のアンジェリーナ・ジョリーが乳がん予防のため

を優先するか出産してから治療をするか、非常に難しい

に乳房切除手術を受けた」というニュースが世界中を駆

決断を迫られました」

けめぐったのは 2013 年。ちょうどその時、御手洗さん

地産院へ入職。
学士取得、都立看護専門学校教諭などを
経て、2005 年から NTT 東日本関東病
院へ勤務。
2015 年、聖路加看護大学大学院 看護
学研究科看護専攻 遺伝看護学上級実践
コース 博士前期課程（修士課程）修了。

遺伝看護を学ぶことになり、これまで
現場で見たこと、経験したこと、考えて
きたことが一本につながったと感じました
受ける人が増えることが予想された。
2017年にテレビで放送され、
話題になったドラマ「コ
ウノドリ」では、カウンセリングもせずに出生前検査を

は大学院で遺伝看護を学んでいた。

の反対を受けてまた迷う。

実施し、結果を郵送するだけという検査機関が登場した

「がんゲノム医療は日進月歩の勢いで進展している。な

「そうした時に支えるのは助産師の役目です。がん治療

が、あれはまったくのフィクションではなく、すでに起

らば遺伝看護を専門的に学んだ看護師が必ず現場で必要

と出産だけでなく、出生前検査について悩まれる方もた

きている現実だ。

となる。そう考えていた聖路加国際大学の有森直子先生

くさんいます。妊婦さんの意思決定に看護職はどう関

「NIPT は新しい技術です。検査で妊婦さんがショック

に遺伝看護を学ばないかとお誘いを受けて、病院で働き

わっていくべきか。その問いがぼんやりと、でもずっと

を受けるようなことが起きた時、『何も考えずに検査を

ながら大学院に通っていました」

心の片隅にありました」

受けた本人が悪い』と突き放すのは酷。検査を受けるか

志を同じく、ともに歩み続ける、初代遺伝看護専門
看護師の仲間たち（後列中央が御手洗さん）

いま、私の病院では実際に助産師がカウンセリングに

2017 年末には日本

しかし、産科での意思決定支援に関心があった御手洗

初 の「遺 伝 看 護 専 門

さんが、より広範に遺伝看護を学ぼうとしたのはなぜな

看護師」が５名誕生

のだろう？

査について十分な知識があるとはいえず、もしあっても

した。御手洗さん は

「実は、その何年か前に『実践家としてもっと力をつけ

外来のわずかな時間で丁寧なカウンセリングをするのは

そのうちのひとりだ。

るために理論を学びたい』というちょっとあいまいな理

物理的に難しい。出生前検査にまつわる意思決定支援が

遺伝看護とは、 遺

由で大学院に進学しようとして一度失敗してるんです」

機能するには多くの課題があることを、御手洗さんは現

伝性疾患をもつ人や

大学院は完成した理論を教えてもらう場所ではなく、

その可能性がある人

自身で研究テーマを定め、追究していく場所だが、「そ

を対象とする看護。

の頃はそんなことも知らなくて」と御手洗さんは笑う。

がんゲノム医療だけ

ところがその後、意思決定支援研究の第一人者である

でなく、家族性 A LS

有森直子教授（現 新潟大学）に「遺伝看護に興味があ

「出生前検査に関心がある妊婦さんに、ご自身の考えや

遺伝疾患は多くの場合、診療科をまたがる。たとえば

といった神経・筋 疾

る？」と聞かれた時、道が定まった。

知識を整理してもらうためのガイドブックを作りまし

婦人科系のがんであれば外科や婦人科、放射線科や腫瘍

患や胎児の染色体異

「これまで助産師として現場で見てきたことや経験して

た。カナダにある Ottawa 大学の先行研究を参考に、医

内科、子に遺伝する疾患なら小児科や心療内科との連携

常など分野は多岐に

きたこと、考えてきたことが一本につながったのを感じ

師や看護師、当事者の方々にもヒアリングをして」

が必要となることもある。

わたり、患者や妊婦本人だけでなく、その家系につらな
る家族・親族へのケアも行う。

出発点は妊婦さんへの「意思決定支援」

ました」

新型出生前検査がもたらす戸惑い
妊婦の採血だけで胎児の染色体異常が検査できる新

どうか迷っている段階から助産師が支援しなくては」
とはいえ、現状では日本中の助産師に最新の出生前検

場でもひしひしと感じていた。

意思決定を支える小さな冊子
大学院を修了してからも研究は続いた。

使ったり、妊婦さんに手渡されたりしています」
御手洗さんの研究と理論はいま、たしかに実践へとつ
ながっている。

実践と啓発と連携と体制づくり
専門看護師は、現場の看護実践だけでなく、看護職全
体の知識・意識を底上げするための啓発活動や、診療科
や職種をつなぐ連携医療のハブとなることも強く期待さ
れている。

なぜ検査を受けよう（受けたい）と思ったのか、その

「連携の軸になるのはもちろん、いずれは遺伝相談室の

検査によって目的は果たされるのか、検査によるリスク

設置など、院全体の遺伝カウンセリング体制を整えてい

を知った上で受け入れるか、予想外の結果が出た時には

けたら」

どうするか……。検査を受けるか受けないかを主体的に

遺伝看護専門看護師としての仕事はまだ始まったばか

型出生前検査（N I P T ）が日本でスタートしたのも、

判断する助けになるよう、工夫をこらした。

り。やりたいことは山ほどある。

だった。

御手洗さんが聖路加で学んでいた 2013 年だった。簡便

「この研究は東京都看護協会の『先駆的研究』の助成を

「認定されるまで本当に多くの方が支えてくれましたか

「妊娠と同時にがんを患っていたことがわかった妊婦さ

で胎児へのリスクがないことから検査へのハードルが下

受けることができました。そのおかげで妊婦さんの手に

ら、これからは私が、この専門を活かしてお返ししたい

んがいらっしゃいました。その方は、出産を諦めて治療

がり、検査の限界や検査後についてあまり深く考えずに

とってもらいやすい小冊子として仕上げることもでき、

と思っています」

助産師資格をもつ御手洗さんの原点は、産科の現場
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妊婦さんは悩みに悩んでやっと結論を出しても、家族

学専攻修了後、助産師として東京都立築

9

保 助 看 のページ

〜 2 年目になって〜

助産師
看護師

ターミナル期にある患者さんと
ご家族への関わりを通して
武蔵野赤十字病院

精神的なケアの重要性を感じた１年間

東京北医療センター

玻名城 静香

んは意識レベルが低下し、ベッド上でほとんど動かなく
なった際、看護師と共に洗髪や足浴・手浴を行うことを
ご家族に提案すると、「できるなら私も一緒にやりたい

体的な異常がないかを確認するのはもちろんですが、そ

です」との発言が聞かれました。実際に看護師と共に実

れだけではなく、ご家族を含めた精神的なケアを行うこ

施し、ご家族は「気持ちいい。聞こえるかしら」と穏や

との重要性を知ることができました。そのことを特に感

かに声をかけながらケアを行いました。

ことでした。

その数日後、患者さんは息を引き取られ、その際に付
き添っていたご家族も一緒にエンゼルケアに入り、出棺

患者さんは入院当初、最低限の生活は自立して行える

まで付き添われました。その後、看護師がご家族を見送

ほどの ADL で、ご家族が毎日面会に来られ、患者さん

る際、「髪や足を洗うのを一緒にさせてもらってありが

の生活の援助を積極的に行っていました。入院日数が経

とうございます。何かできたことがうれしかったです。

過し、患者さんの ADL が急激に低下、意識もほとんど

本当によくしていただきました。お母さんもここに入院

ない状態まで悪化していくなか、ご家族もずっとそばで

してよかったと思います」という発言が穏やかな表情で

見守っていました。そういっ

聞かれました。それを聞き、私が行ったケアが可能な範

た中で、どのようなケアが患

囲でご家族の精神的なケアにつながったと感じ、うれし

者さんやご家族の希望に添う

く思いました。

ことができるのかを考え、と
ても悩みました。

毎日大変ですが、充実しています

ターミナル期にある患者さん、そのご家族の関係性や

ケア内容を考え、これまでご

死に対する受け入れ状態は様々だと思います。これから

家族が毎日面会に来られ、患

も、どのようなケアを行うことで患者さんやそのご家族

者さんのケアに参加していた

が望む最期を迎えることができるのかを考え、看護を提

のを思い出しました。患者さ

供していきたいと思います。

保健師

社員の健康づくりのサポートを
株式会社とらうべ

尾崎 あかね

やりがいを感じる予防活動
私が働いている「株式会社とらうべ」は、創業 30 年になります。
産業保健では、携わる部門に保健師・管理栄養士がおり、業務委託さ
れている企業の健康管理室へ出向いて業務に携わっています。
私が担当している企業は、定期健診後のフォローとして、社員全員
に保健師面談をしています。たとえば、血圧が高い社員に対し、健康
状態の改善を目指すよう生活へのアドバイスをしていますが、自覚症
状が乏しいので、ご自分の健康状態への危機感も薄いことが多いです。
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もらえてとても心強かった。私達に真摯に向き合おうとし

助産師として入職してから早 1 年、12 人の同期と共に
2 年目を迎えました。

てくれていたのがよくわかった。初心を忘れずに頑張って
ね」という言葉を頂いたことがありました。その時に私は

入職当初は緊張と不安で右も左もわからず、看護ケアを

分娩に関わることだけが助産師の仕事ではない、人として

行う以前に自分自身のことで手いっぱいの日々を送ってい

どのように関わっていくかが大切なのだと気づかされまし

ました。そんな私達に先輩方は根気強く、そして優しく、

た。まだまだ技術は未熟ですが、妊産褥婦さんやそのご家

看護とは何か、助産師として何ができるか、を丁寧に教え

族の話を聞いて理解しようとすること、共に辛い時間を乗

て頂きました。日々妊産褥婦さんに接する先輩方を見てい

り越えるケアや関わりは今の私にもできることであるた

ると、助産師としてのあり方そのものについて考えさせら

め、今後もこの言葉を忘れずに成長していきたいと感じて

れ、こんな助産師になりたいと憧れを抱きながら、今も仕

います。

事に励んでいます。

そして、これから 2 年目として、1 年目の時に感じた

「思いやり」が見える看護ケアを
1 年目の終わりころからは、分娩介助に入らせていた
だくようになり、

患者さんやご家族の望む看護の提供を目指す

先輩看護師と相談しながら

高橋 杏樹

ました。その中で関わった産婦さんから、「あなたにいて

念願の助産師 1 年目

臨床に出てから 1 年間を通して、患者さんの治療や身

じたのが、ターミナル期の患者さんを受け持ったときの

初心を忘れず 2 年目へ

悔しさや楽しさ、頂いた沢山の言葉を忘れずに、妊産褥婦
さんとそのご家族の大切なライフイベントが思い出深いも
のとなるように、安全・安心なケアを提供できるように頑
張りたいと思います。

産婦さんとその

また、2 年目となり後輩が入ったことで、1 年目にこん

ご家族に接する

な助産師になりたいと憧れを抱いたように、私自身も「寄

機会も多くあり

り添う思いやり」が見える助産師でありたいと思います。

かわいい赤ちゃん ! ようこそ

そのような社員に、生活改善をしてもらうために、言葉

把握したり指導す

で伝えることは難しいと感じる場面もあります。しかし、

ることに、ある程

何度も顔を合わせるうちに社員との関係性が築かれ、社

度限界も感じてい

員自ら近況報告に来て下さることもあります。概して個々

ました。そんな時

の変化は緩やかですが、面談や講話を通して、社員ひと

期に、赴任者が病

り一人の健康意識の変化を見守ることができ、やりがい

気になり一時帰国

にもつながっています。

するケースが相次

海外赴任者の健康度を高めるための活動
健康管理室として、海外赴任者全員の健康管理も任さ
れています。働き始めた当初、赴任者へは年１回の健康
診断を受けたのち、主にメールで健診後のフォローをし

来訪者の応対場面

いだのです。そこで、海外赴任者にも国内同様に、社員
全員面談を行うことを計画し、今後スカイプを利用した
保健師面談を始める予定となっています。
赴任者の健康度を高めるために、この予防活動を定着
させることが、2 年目に突入した私の目標です。

ていましたが、返信はないことがほとんどでした。稀に
返事があったとしても、文章のみで赴任者の生活状況を
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幅が広めにつくられた 低 反発 クッ
ションのソファーは、具合が悪くなっ
たときに横になることもできます

マギーズ東京

樹齢 300 年のアフリカンチェリーの一
枚板を使用したこだわりのテーブル。
テーブルの脚は、釘を使わない伝 統
的な木組みでつくられています

自分自身を取り戻す、
「第 2 の我が家」
住所：東京都江東区豊洲 6-4-18
電話：03-3520-9913
URL ：http://maggiestokyo.org/
（平日：10 時～16時、土日祝：休）

場所？
マギーズ東京ってどんな

本館と別館をつなぐ渡り廊下。
大きな木の柱と中庭の緑に囲まれた
この場所は、さながら森の中

寄り、
「第2の我が家」のようにくつろぐことができます。

勇気が出ました」と話したように、自分で考え、自分

また、マギーズ東京のような施設をつくりたいとい

江東区豊洲、東京湾沿いの一角に陽だまりのように

来訪者は、温かみのある空間に癒され、お茶を飲み

にできることをみつけて、前向きに行動を起こしたこ

たたずむマギーズ東京。日本人の2人に1人ががんを

ながらおしゃべりを楽しんだり、スタッフに悩みを相

とは、A さんにとって大きな変化であり、自分らしく

う方々には、
「マギー

経験するといわれている現代、がんを経験した人やそ

談したり、思い思いの時間を過ごされています。

生きていくための第一歩となりました。

ズ流のサポート」を

来訪者のこういった変化は日々みられるそうで、前

理解してもらい、実

ミニレクチャーやリラ

向きに生きていこうとする方々の姿を目の当たりにす

践力を磨く研修を

ここでは、病院では聞けないこと、家族や職場には

クゼーション、ストレ

ると、スタッフの皆さんも元気をもらえるそうです。

行っています。同じ

話せないことなどを安心して話すことができます。が

スマネジメント）を

んに精通した看護師や臨床心理士にじっくりと話を聞

週1・2回開催してお

いてもらうことで、来訪する方々が自分自身を取り戻

り、来訪者の方々がふ

し、次への一歩を踏み出すサポートが行われています。

るって参加されていま

2018年4月、江東区からの要請を受け、マギーズ

そんなマギーズ東京の特徴を、秋山正子センター長

す。もちろんこちらも

東京では月１回の夜間相談窓口を開設しました。通常

のご家族・友人などが、悩み、戸惑っているときに気
軽に訪れることができる場所です。

は「病院と家の中間にある、第2の我が家」と表現し

また、グループプログラム（食事や栄養についての

無料です。

ています。
マギーズ東京は2016年に開設され、多方面から
の心あるチャリティー（寄付や協力）により運営さ
れています。 その発祥はイギリスのエジンバラ。乳
がんを再発し、余命数か月と宣告されたマギー・K・

たな取り組み
社会のニーズに応える、新

光と木のぬくもりに包まれた空間で
落ち着いてお話ができます

来訪者の声
自分自身を取り戻した、

ようなコンセプトを
持った施設が全国
に広がっていくよう、
活動しています。

の開館時間内にくることができない方々にも、寄り添

マギーズ東京 センター長

秋山センター長が、ある来訪者の方との印象的なエ
ピソードを語ってくれました。

笑顔が素敵なスタッフの皆さん。
左から木村晶子さん、秋山正子センター長、
岩城典子さん

秋山正子

2008年に国際がん看護セミナーで「マギーズセンター」を知ってから、いろいろな

ジェンクス氏の「がん患者が自分を取り戻せるための

検査結果を見た医師に「まあまあだね」と言われ、

サポートや空間が必要」との強い思いから、1996年

どう返していいかわからずに、たった1分で診察室を

「マギーズセンターはとてもいい施設だけど、それは外国だからできることで、日本で

に第1号となる「マギーズキャンサーケアリングセン

後にしたという A さん。不安で眠れない日々を過ごし

は実現しない。
」セミナーに参加した皆がそう思っていました。でも、この夢を語って、

ター」が開設されました。この試みが次第に共感を得

てきただけに、
「このままでは帰れない」と、帰り道

語って、語っているうちに、共同代表である鈴木美穂さんをはじめとして賛同してく

て、2018年7月現在、イギリス国内の20か所以上で

に以前から気になっていたマギーズ東京を訪れ、胸の

ださる方が増え、一緒に働いてくれる人が集まり、夢は実現しました。皆さんも、夢

展開され、香港にも1か所開設されています。

内をスタッフに語りました。話すことによって、何が

があれば語ってください。きっと仲間は集まり、願いは現実になると思います。

いちばん気になっているのか、何を医師に聞いてほし
イギリスのマギーズセンターの建築コンセプトに
従った空間は解放感に溢れ、緑あふれる中庭を抜ける
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い、自分自身を取り戻してもらう空間を提供します。

かったのかが、はっきりと見えてきました。
1か月後の診察時、聞きたいことをすべてメモに書

と、スタッフの方々が優しい笑顔で出迎えてくれます。

いて医師に伝えたところ、医師も A さんにきちんと向

1日の来訪者は約20人（男女比約1：3）
。がんの種類

き合い、すべての疑問がクリアになりました。その日

もステージも年齢もさまざま。誰でも無料で利用でき、

の診察後、マギーズ東京に立ち寄った A さんは、
「今

来訪予約は必要ありません。いつでも好きな時に立ち

日はすっきりしました」とニッコリ。
「この前の訪問で、

場所でマギーズ開設への思いを語り続け、8年目にマギーズ東京が実現しました。

病院とまったく違うこの空間は、体感していただかなければわかりません。建築にも、

人の心身を癒す工夫が施されています。ぜひ一度オープンマギーズ＊にいらしてくだ
さい。お待ちしております。

＊開館時間内に来られない方、マギーズ東京の見学や説明を受けたいという方のために、毎月第4土
曜日13:00 〜 16:00 に施設を開放しています。
変更になる可能性もあるため、来訪前にホームページなどでご確認のうえ、お越しください。
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地域包括ケア病棟
JCHO 東京高輪病院

こ の み

地域包括ケア病棟 師長 許斐

多職種で患者さんにとっての
最善を模索するやりがいのある仕事
平成 26（2014）年度、診療報酬改定に伴い新

ひさ

こ

久子

③患者・家族への退院に向けた調整や指導 ④多
職種と患者をつなげることです。

多職種連携の中心となる医療連携・患者支援センター

急性期とは違い、検査なども最小限です。しか

設した当院の地域包括ケア病棟（49床）は、看護

し、
高齢の方は何かしら疾患をもっていますので、

師20名と多職種との協働により運営している病

日々の変化に気付けるためのフィジカルアセスメ

棟です。それぞれの立場から、患者さんにとって

ント力が求められます。観て・触れて・聴いてと

の最善を一緒に模索しているチームでもありま

日常のケアからの情報が重要です。

す。

地域との架け橋となる訪問看護ステーションのお二人

支援 ②疾患や ADL に合わせた環境整備・調整

そして、それを多職種に伝える力や患者さん・

わりをもつことで精神的な成長も期待できます。
「自身の関わりが患者さんに伝わった時の充実感
がうれしい」と 2 年目の看護師が話しています。
今年の 1 年目の看護師には「今日は出勤してな

入院対象となる患者さんは、①リハビリテー

ご家族から本心を聴きだす力、コミュニケーショ

いの？」と寂しがってくれる患者さんがいます。

ションをご希望の方 ②急性期治療を終え、入院

ンスキルも重要です。各受け持ち看護師が主体と

退院調整ができるころには、一般病棟でリーダー

継続を希望されている方 ③在宅調整などが必要

なって、
患者さんの退院調整を行っています。
フォ

的役割が担えると思います。

な方 ④自宅での介護が一時的に困難な方として

ローは入りますが、1 年目の看護師から退院調整

います。急性期治療後すぐに在宅に戻れない方、

に参加しています。

回復に不安のある方が家庭で暮らせることを目標

熟練した看護師ではないと難しいのでは？ と

各職種の得意分野を生かした
ケアの提供を

ます。その提案をうまく受け入れて頂いた時は、
多職種で共に喜び合う楽しさもあります。

安心して暮らせる
地域の病院を目指して
多職種との連携が不可欠である退院調整では、
院内はもちろんですが、福祉サービスや地域を支
えている方々との連携が重要です。お互いの活動
が見えていない部分もあるかと思いますし、まだ
まだ利用される方たちが、
「地域で暮らす」とい

の印象もあるかと思いますが、昨年より新卒看護

糖尿病療養指導士・NST 専門療法士、認知症

地域包括ケア病棟の看護師の主な役割は、①退

師を受け入れており、本年も地域包括ケア病棟を

ケア専門士・口腔ケア療法士と様々な資格を取得

当院は「地域に必要とされる病院」として地域

院後の生活に向けての患者・家族の意思決定への

希望して入職しています。介護中心なイメージも

し、それぞれの得意分野を生かして活動していま

の包括支援に携わる方々と勉強会の協働や地域貢

あり、技術面などの習得に

す。患者さん・ご家族の指導などはもちろんです

献、
市民公開講座などの啓蒙活動を行っています。

遅れをとるのでは？ との

が、症例も多く入院期間も長いため、経過を追う

病院は人・物・情報が十分とは言えませんが、他

印象もあるかと思います

こともでき、
スキルアップにつながると思います。

の施設よりあるかと思います。超高齢化社会を目

が、様々な疾患や処置な

また、患者さんとじっくり向き合うことで改めて

の前に、地域に向けた教育などの発信も地域の方

ど（気管切開、胃瘻、透析

セルフケアの大切さを実感し、自分が学びたいこ

と協働していくことが大切だと思います。

など）で広く学ぶことがで

とが見えてくるようです。

に、またレスパイト入院も受け入れています。

きます。特にフィジカルア

口腔ケアなどは、介護者も高齢であると教科書

セスメント、コミュニケー

の手技のままでは自宅での継続は難しい場合があ

ションにおいては、一般病

ります。そのような時は、専門療法士を中心に医

棟よりじっくり学ぶこと

師、ST、はじめ多職種で「この人に合う口腔ケア」

ができると思います。

について知恵を出し合います。安価、安全、簡単、

患者さん・ご家族との関

うことへの理解が乏しいと感じます。

本年より、訪問看護ステーションも開設しまし
た。今まで以上に地域の方々との距離が縮まるこ
とを期待しています。
私たちは「地域で暮らして時々入院」を目指し、
「安心して暮らせる」地域の病院を目指していき
たいと思います。

きれいをキーワードに知恵を出し合うこともあり

「地域で暮らす」をサポートする地域包括ケア病棟で働くチームメンバー

14

15

第51回 看護研究学会報告

「初心者向け英会話研修」2 年目突入！

（学校法人聖路加国際病院 副看護部長／学術推進委員会 髙井今日子）

平成30年度は多摩地区出張研修を開始しました！

平成 29 年度東京都看護協会看護研究学会は、2018

多発テロ、東日本大震災の二つの災害とその看護に関

年 1 月 20 日（土）に「災害看護−看護職としてでき

わった経験から、都市型災害に活かす看護について話

ること やるべきこと−」をテーマに開催され、口演・

されました。どこの国でも、どのような災害において

示説・創意工夫合わせて 33 演題の発表があり、515 名

も発生後、被災者の日常生活に看護が寄り添い、継続

と多くの方に参加いただきました。

的な活動を行うことが必要であるとあらためて実感し

院で実施してくれるので満足」
「楽しい」
「リラックスできる」等のお声をいただいて

ました。

おります。

昨年に引き続き、私達看護職にとって常に関心の高

ネイティブスピーカーによる直接指導

「平成 30 年度初心者向け英会話研修」は、多摩地区への出張研修を開始しました。
第Ⅰ期は東海大学医学部付属八王子病院にて “ 初めの 1 歩 ” となりました。
「自分の病

特別公演は、救命救急士でもある東京都の災害医療

第Ⅰ期（4月24日〜 7月5日）は多摩地区を含め、総勢143名の看護職の皆様に受

新しい試みとして国外の看護職を迎え、シンポジウム

担当課長 清武直志氏より首都直下型地震についての分

講いただきました。第Ⅱ期（7月17日〜 9月27日）は受講総数171名で、当会館及び、

「東アジアにおける首都災害と看護」を企画し、様々

析、それを反映した災害医療対策についての紹介があ

稲城市立病院にて絶賛開催中です。多摩地区は期毎に研修場所が変わります。第Ⅲ期

な災害の体験から看護のなすべき使命をあらためて考

り、都民に対する総力戦での救護体制を知ることがで

は青梅市立総合病院、第 IV 期は国立病院機構災害医療センター（予定）です。激務の

えるディスカッションが行われました。中国の張洪君

きました。

中でも向上心あふれる看護職の皆様方が受講しやすい環境をご提供できるよう今後一

い災害看護をメインテーマとしました。特に今回は、

氏（北京看護協会 会長）からは、2008 年に発生した

また、今年初めて開催し

地震災害から高まった災害看護についての活動、台湾

た看護研究ミニ講座も、好

の楊宜霖氏（馬偕紀念醫院 看護部長）からは、多く

評のうちにすべてのプログ

の人が集まるイベント会場で起きた爆発事故により多

ラムを無事に終了すること

数の熱傷患者を急遽受け入れなければならなかった体

ができました。

層、鋭意努力してまいりますので、皆様ふるってご応募ください。Let's have fun!
【平成30年度初心者向け英会話研修概要】

験、
韓国の田敬善氏（保健福祉部 國立精神健康センター
▲海外からの招待シンポジスト

（NCMH）精神健康事業部 精神健康事業課 チーム長）
セウォルゴウ

からは、日本でもよく知られている歳月号海洋船舶事
故後、生存者・犠牲者の家族に必要となった心理サポー
トの活動が報告されました。そして日本からは、小松
恵氏（岩手医科大学 看護学部特任講師）が 9.11 同時

ユニフォームのまま、シナリオ作りに挑戦！
（多摩地区出張研修：東海大学医学部付属八王子病院）

◀︎看護研究学会会場

平成 30 年度 第52回 看護研究学会 お知らせ
テーマ：看護で支えよう 2020
日 時：平成 30 年11月17日（土）10：00 〜 16：00
会 場：日本教育会館 ＊事前申込 平成 30 年5 月 28 日〜 10 月 9 日

1．研究発表 口演・示説・看護用具創意工夫
2．基調講演 【東京オリンピック・パラリンピックで看護職に期待すること】
講師 宮本哲也氏（公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会 部長）
3．シンポジウム【オリンピック・パラリンピックにおける看護職の具体的な支援とは？】
ソウル：開催を経験した立場から／北京：開催を経験した立場から／日本：2020開催国の立場から
4．看護研究ミニ講座【みつけよう !! 身近にある研究テーマ】
5．ランチョンセミナー：先着 300 名（予定） 【パラリンピック選手とその家族が看護職に期待すること望むこと】
東京オリンピック・パラリンピックでは約 1,000 万人の方の来場が推計されています。2020 年 8 月の東京は、競技と来場者の熱気で、
例年以上の気温になるでしょう。その時、看護が支え、伝え、守るものを一緒に考えてみませんか？ 皆様のご参加をお待ちしております。
☆参加費 （当日参加の方は、会場で直接お支払いください）
1）事前申込：会員 2,000 円／非会員 3,000 円／学生
（含院生）2,000円
2）当日参加：会員 3,000 円／非会員 5,000 円／学生
（含院生）3,000円

・看護英語コミュニケーション力向上のための学習支援
・開催場所：①東京都看護協会（飯田橋） 地下教室（予定）
②多摩地区（期毎4施設）
（八王子市・稲城市・青梅市・立川市）
・定員：30名／グループ・全8グループ／期
①東京都看護協会（飯田橋）開催6グループ ②多摩地区開催2グループ
・10回コース／グループ
・開催期間：3 ヵ月間
第Ⅰ期 平成30年4月24日〜 7月5日
第Ⅱ期 平成30年7月17日〜 9月27日
第Ⅲ期 平成30年10月9日〜 12月13日
第Ⅳ期 平成31年１月8日〜３月14日

と
ちょっ

一言

【平成30年度初心者向け英会話研修実施要領（抜粋）】

■受講証明書発行要件：
全10回のうち8回以上出席

＊振替制度（グループの振替）：

※回数：10回中3回は出席扱い（4回目〜欠席扱い）
※同じ週のみ振替可能（事前連絡必要）
研修場所毎に実施
（①協会・②多摩地区：①と②の間の振替は不可）
※詳細は各期のチラシをご参照ください

毎号、知ってトクする “ ちょっと一言 ” 英会話をご紹介していきます。

Vol.3

Do you have a fever?
Do you have diarrhea?

（熱はありますか？）
（下痢をしていますか？）

病名には冠詞
（a/an，
the）
がつくもの、
つかないものがあります。

病状を表現する場合は、主に「have + 病名」が使わ
れます。注意しなければならないのは、冠詞（a/an,
the）がつく病名と、冠詞がつかない病名があること
です。既に慣用句のようになってしまっているようで

平成 30 年度 第 51回 看護学生看護研究学会 お知らせ
テーマ：はばたけ未来へ あなたの看護
日 時：平成 30 年10月2日（火）12：00 〜 16：00
会 場：文京シビックセンター 大ホール

療支援の活動を始めたきっかけ、ラオスでの活動の実

１．研究発表 口演・誌上
２．特別講演 【途上国医療から伝えたいこと『異文化・異医療』

】
講 師 赤尾和美氏（特定非営利活動法人 フレンズ ･ ウィズアウト ･

際、そして活動の中で看護職として何を得られているの

３．交流ひろば【各学校の看護学生・看護教員の独自性のある取組や学校紹介など】

※参加受付は終了しました。
お申込みありがとうございました。

ア ･ ボーダー JAPAN 代表／ラオ ･ フレンズ小児病院 看護師）
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今年度は、ラオスの小児病院で看護師として活動をな

さっている赤尾和美先生をお招きします。海外で地域医

か等をお話ししていただきます。看護学生のみなさんに
看護の素晴らしさを知っていただくとともに、将来を考
える機会としていただきたいと思っております。

すので、病名とともに覚える必要があります。

（1）a/an：a fever（熱）, a cough（咳）,
a toothache（歯痛）等
（2）the：the rubella（風疹）, the mumps（お
たふく）, the pox（梅毒）等
（3）冠詞がない：diarrhea（下痢）,
diabetes（糖尿病）, hepatitis（肝炎）等

英語に限らず、言語は該当する国や地域において数千年にわた
る歴史や文化を背景としています。そのため明確な理由、ルール
（文法）、社会背景等を理論的に捉えようとすればするほど実践
的会話にはほど遠くなってしまうようです。まずは、フレーズと
して覚えるように心がけましょう。Have a nice day！
（英会話研修講師 與座 卓）

17

広場
癒し の 空 間

その

うきょう

その
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山に魅せられて

走って身体もこころもリフレッシュ！

JCHO 東京新宿メディカルセンター

八王子市高齢者あんしん相談センター寺田

宮家 尚子

堀間 華世 Hanayo Horima

Naoko Miyake

私は山に登るのが好きです…と言うと、ものすご

す。大天井岳は北アルプスにある標高2,922m の長

私は、八王子市の地域包括支援センターに勤務し

中で遊んだり、力をすべて出し尽くしたと実感する

く大袈裟かもしれませんが、私は山が好きです。私

野県の山です。ルートは整備されているため、道に

ています。地域の課題を解決していくには長い年月

ことって、大人になるとなかなか味わえないと思い

はそもそも外出するのがそんなに好きではないし、

迷うことはほとんどないと思いますが、それでもあ

を必要とすることも多く、努力を積み重ねていても

ます。そんな経験ができるたびに贅沢な時間を過ご

人よりも汗かきで、虫も嫌い。さらには体力も年々

る程度の体力と判断力は必要です。坂道を延々と歩

なかなかいい方向に向かわないこともあります。そ

せたという満足感があります。また、スポーツとし

落ちてきています。しかし、そんな私でさえ夢中に

き続け、標高が高くなるにつれて息も苦しくなり、

んな時、休日のスポーツが心身のリフレッシュにな

ての自転車ですが、女性人口がとても少ないので必

なる魅力が山にはあります。

荷物も重く、
「何故私は山に登るのか？」と自問自

り、仕事の活力になっています。

然的に一緒に走るのは男性ということになります。

私が登山を好きになったきっか

答を繰り返しながら登ります。途中で下るのは勿体

私の好きなスポーツ

仲間が10人くらい集まって女性が一人ということ

けは、近年の登山ブームに乗っただ

ないので、汗だくになってひたすら登ります。しか

はロードバイク、マウ

は稀なことではありません。そうなると体力と筋力

けです。看護学生時代に、同級生

し、登っている途中に今まで大きく見えていた建物

ンテンバイク、トレイ

をつけ、それを維持するためには、日常でもちょっ

とともに夏休みの思い出にと富士

がものすごく小さくなっていることに気付いた時

ルランニング（以下ト

とした努力が必要になってきます。日々トレーニン

山に挑戦し、無事に登頂し、寒さ

や、頂上が見えた時に今までの疲れが軽くなり、あ

レラン）で、休日はと

グや筋肉維持、疲労回復を意識した健康的な生活ス

で震えながら御来光を見て、それ

と少しだけ頑張ろうという気持ちになります。きっ

にかく走りまくってい

タイルになるのです。

で満足しました。そこで私の登山

と、それは今の仕事にも活かされているはず…。頂

ます。そんな私が好き

仕事以外に仲間と繋がること、身体をとことん動

ブームは去り、登山グッズたちは

上についた後は、無事に登頂できたことを友達と喜

な東京は、自然豊かな

かすことで、週明けはとてもリフレッシュして仕事

クローゼットの奥に追いやられ、

び、そして見知らぬ人ともお互いを労います。今ま

山々です。私の住む八

にも情熱を注げますし、大変なことも頑張れば乗り

しばらく日の目を見ることはあり

で見たことがないくらい満天の星空や沢山の流れ星

王子からは、高尾山は

越えられるというポ

ませんでした。しかしその後、縁

を見たり、美しい朝日を見たりできることは、何物

もちろんのこと、武蔵

ジティブな思考にな

があり職場の先輩に本格的な山ガ

にも代え難い喜びです。日々、東京の建物や人の多

五日市や青梅、奥多摩

ります。仕事と走る

ール、いや山女（美女）がいて、その人と一緒に山

さに閉塞感を感じている私の荒んだ心がリセットさ

の山々なら自宅から直

ことの両立ができる

に行ったり山の話をするようになり、山の楽しさが

れます。

接自転車で走って行けますし、トレランで山を走ろ

のは、東京の山々の

うと思えば、高尾山を入口に山を繋いで走ることも

おかげです !!

槍ヶ岳を眺めながら

マウンテンバイクはちょっとした里山で！

少しずつ分かってきました。今では夜勤明けに大き

私は天気運に恵まれ

なリュックを背負って、大勢の人でごった返す新宿

ていないため、頂上に

できます。電車でもすぐに自然の中に行け

駅を場違いな恰好で肩身狭く歩き、夜行バスで長野

登っても周りの景色

る最高の場所です。

まで行って、北アルプスの山などを登るようになっ

が何も見えないことも

仕事では、自分の努力だけではなかなか

てしまいました。

多々ありますが、それ

上手くいかないこともありますが、自転車

日本の山と言えば、真っ先に富士山を思い出す人

でも山は楽しく、人を

が多いと思いますが、東京にも高尾山や雲取山など

魅了する何かがありま

色々な山があります。
「好きな山は？」と聞かれた

す。近場でも遠くでも、

分、
「達成感」というご褒美を受け取るこ

ら、登った山の1 つ1 つに思い出があるので1 つに

まずは一歩登ってみて

とができます。それにマウンテンバイクで

はいかがしょうか。

泥んこになったり、体力の限界まで無我夢

お てん しょう だけ

は絞れませんが、1 つ挙げるとすると大天 井 岳で
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わたしの好きなと

18

大天井岳までの稜線

山頂からの朝日

都民の森を越えて…

で走る峠道や山の険しい登りは、頑張れば
必ず乗り越えることができます。頑張った

2017年には2017m の東京都最高峰へトレラン！
きつい登りで有名な『風張林道』も笑顔で！
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教育部研修係 から

シリーズ

学び続ける看護管理者

Vol.

2

東京都看護協会認定看護管理者
教育課程を受講して
医療法人社団仁成会高木病院

看護部長

ナースプラザの各事業について紹介します

山﨑 あゆ子

東京都ナースプラザは「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、東京
都の指定を受けたナースセンターとして、看護職の確保・定着に関する４つの事業、
①ナースバンク ②研修 ③看護に関する普及啓発 ④看護職員地域確保対策
を行っています。

私は、平成24年度に東京都看護協会の認定看護管理者教育課程セカンドレベル、平成25年度に同サードレベ
ルを受講し、平成27年に認定看護管理者となりました。当時、看護部長職に就任し数年が経過していました。組
織運営に関する様々な場面で意見や判断を求められること、看護職の人材確保定着という大きな課題を継続的に解
決していくためには自分自身が看護管理を体系的に学ぶ必要があると強く感じていたことが受講の動機でした。
受講中は、共に学ぶ仲間やアドバイザーの方、看護協会の専任教員からの支援を受け、新たな気づきや価値観を
多く身につけることができました。教育課題である看護実践計画書の作成や発表、レポート作成では自分の思いを
表現すること、
他者へ伝えることの困難さを改めて痛感しました。全過程を通して、
看護管理の実践に必要な根拠、

1

ナース
バンク

プロセス、方法論、交渉術について大きな学びの時間であったと思います。また、東京都看護協会の認定看護管理
者教育課程は、著名な講師が多いことで知られており、受講者にとって大きな魅力であったと思います。
ここで学んだことは私の看護管理者としての基盤となっており、今でも、何かあれば、当時の教材やノートを眺

求人求職・資格取得のご相談、離職時の届出
【看護職の皆さまへ】
ナースバンクはお仕事探しの相談のほか、仕事の継続や復職について等の相談をお受けして、年間
3,400人以上の方にご利用いただいています。相談はナースバンク内だけでなく、ハローワーク（7 か
所）や地域の就職相談会などにも出張して行っています。
お問合せはナースバンクまで
TEL：03-3359-3388（代表）
【看護職を採用する施設の皆さまへ】
求人票は労働条件だけでなく、施設の魅力を伝える手段です。
ナースバンクは「魅力や特徴が伝わる求人票づくり」をお手伝いします。

めては基本に立ち返っています。
現在も西多摩医療圏域で、急性期医療を中心とした地域密着型の医療を60年以上続けている病院に勤務してい
ます。この地域で、地域包括ケアシステムの一翼を担い活動していくために、今後も看護管理者としての自覚を持
ち、責任と役割を果たせるよう努力していきたいと思っています。

2
研修

より一層、知識・技術を高めましょう！
離職中の看護職および中小規模施設に働く看護職のスキルアップを図る研修を、年間50科目以上実
施し、4,000人以上の方が受講しています。

◆研修内容
〇就業意欲を高める研修
〇資質向上を目指す研修
〇リーダーシップ育成研修
〇実習指導者研修・訪問看護師育成研修
詳細は「研修計画」やホームページに掲載しています。お申し込みは往復はがき、インターネットから
できます。

動画でわかる！ 診療報酬改定のポイント
2018年は6年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定があり、4月1日から新たに施行されています。今回の
改定は、団塊の世代がすべて75 歳以上の高齢者となる2025 年に向けた道筋を示す、実質的に最後の同時改定
となるため、医療・介護両制度にとって重要な節目となりました。
改定された内容の中でも、
看護職にとって関係が深く、
知っておきたい項目として「入院部門」が挙げられます。

3

看護に関する
普及啓発

本号では、特に「急性期一般入院基本料」に関する改定のポイントを取り上げ、動画でわかりやすく解説します！
2018 年診療報酬改定への対応
（入院部門を中心として）

看護職員地
域確保対策

講師：
医療法人財団 岩井医療財団
稲波脊椎・関節病院 総務課課長

中学生・高校生・看護職を目指す社会人を対象とした、一日看護体験学習を都内の病院等の協力を得
て実施し、毎年約1,500人の方が参加しています。また、情報誌「やっぱり看護が好き」を発行し、様々
な取組をご紹介しています。
ホームページ昨年度年間アクセス件数 約13万件
URL https://www.np-tokyo.jp/

図表でわかりやすく解説！

4

知って得する！
動画はこちらから

看護の現場を体験してみませんか！

看護管理者の皆さまを応援します！
看護管理に関する疑問、困っていることなど、お気軽にご相談ください。
医療圏ごとに、看護管理者連絡会議と連携し、研修会等の企画、運営を支援します。

看護職の職場復帰を応援します！
都が指定した病院で年2回（1日、
5日、
7日の3コースから選択）研修を開催し、
受講者3,363名の内、
約6割の方が再就職しています。
平成30年度からは、各施設が取組んでいる復職支援研修（半日コースあり）も紹介しています。
お問合せはコールセンターまで
TEL：03-5229 -1525 受付時間：9時 〜16時30分

お電話お待ちしております。

亀山 裕史 氏
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図書室だより

ます
平成 30 年 8月現在 工事進んでい

東京都看護協会
新会館建築状況報告

〜図書室利用案内〜

◆開室日時・休室日

◆返却

開室日：月曜日〜金曜日
9 時〜17 時
第 2・第 4 土曜日 13 時〜17 時
休室日：第 1・第 3・第 5 土曜日、日曜日、祝日、
年末年始、蔵書点検期間

工事の進捗状況（平成29（2017）年12月〜平成30（2018）年7月）
6月に地下工事が完了し、現在は鉄骨の組上げなどが進められています。

○時間外は協会入口の返却ボックスに投函可能

（協会の閉館日および閉館時間帯は利用不可）

○郵送・宅配便での返却も可能

◆文献検索

◆貸出

図書室利用カードが必要です。お持ちでない方も当日作
成できます（要会員証）。
○貸出冊数：1 人 3 冊 貸出期間：2 週間
○延長：期限内にご連絡があれば（ 電話・メール可）、
その本に予約がない場合、１回に限り２週間の
延長が可能

図書室内の 2 台のパソコンで医中誌 Web の検索が可能
です。

◆レファレンスサービス

司書が調べもののお手伝いをします。
資料の探し方や文献検索の方法など、わからないことが
ありましたら、ご遠慮なくお声かけください。
メール（tosho@tna.or.jp）でのご相談も受け付けてい
ます。
＊ノートパソコンの持込み可能（個人机にコンセント設置）
＊無線 LAN 使用可能

蔵書検索サービスのご紹介

平成29（2017）年12月

着工

平成30（2018）年3月

地下掘削工事

1

平成30（2018）年5月

地下躯体工事

平成30（2018）年6月上旬

「図書室案内」
を
クリックします。

3

「蔵書検索」

を
クリックします。

東京都看護協会のホームページに
アクセスして「アクセス・施設・
図書室案内」にカーソルをあわせ
ます。

南側外壁設置

4

平成30（2018）年6月下旬

2

平成30年度

鉄筋組立て開始

検索窓にキーワード（3 つまで）を
入力して検索をクリックすると、その
語句をキーワードに含む資料が表示
されます。

春の叙勲

（敬称略）

受章おめでとうございます
●新会館建築スケジュール（平成 30（2018）年 8月現在）
2017.12 着工

地盤改良・基礎・地下工事
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2018.08

鉄骨・地上躯体工事

平成30（2018）年7月

2019.03 竣工予定

仕上工事

東南方面から撮影

瑞宝単光章
河上 淳子
黒田 美喜子
渡邊 千香子

元東京都立小児総合医療センター看護部長
元東京都立松沢病院看護部長
元 ( 独）国立病院機構村山医療センター看護部長
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会員係からのお知らせ
次年度の更新について

退会について

◆平成 30 年11月頃（予定）更新のご案内をお送り

◆看護協会の入会は自動継続です。

いたします。ご案内の発送は 9 月末（予定）時点

次年度継続を希望されない方は、平成 30年12 月末

のデータとなりますので、住所変更・勤務先変更・

までに東京都看護協会事業部会員係宛に退会届をご

改姓等、登録内容に変更のある方はキャリナース

提出ください。

より変更の手続きをお願いいたします。キャリナ

特 に、会費の納入方法で口座振替を選択された方

ースをご利用できない場合は会員係までご連絡く

は、2019 年 1 月 28 日に引落しが実行されますの

ださい（下記 TEL・FAX・メールで受付しており

で、継続するか未定の場合は会員係までご相談くだ

ます）。

さい。
※退 会届は東京都看護協会ホームページ
よりダウンロードできます。
※退 会届は事務委託会社へは送らないで
ください。

会員特典
◆東京都看護協会会員限定サービスの別冊を同封しておりますのでご覧ください。

また、WEB 限定クーポンもございますので、東京都看護協会のホームページ会員特典より
ダウンロードしてご利用ください。

公益社団法人東京都看護協会 事業部会員係
〒 162-0815 東京都新宿区筑土八幡町 4-17
TEL：03-5229-1732 FAX：03-5229-1524 Mail：nyukai@tna.or.jp

賛助会員募集のご案内
このたび、公益社団法人東京都看護協会では、当協会の公益事業目的に賛同し、
活動を支援してくださる賛助会員を広く募集しております。
当協会の活動によって、東京都の皆様、看護職の皆様が健康な生活の実現に寄与
するために、企業・団体・個人の皆様におかれましては、格別のご理解と御協力を
賜りますようお願い申し上げます。
【お申込みについて】
○当協会ホームページ『賛助会員の募集について』から申込書をダウンロードいただき、
FAX または郵送で受け付けをいたします。 ※詳細は当協会ホームページをご覧ください。
http://www.tna.or.jp/index.php/sanjyo/
《お問合せ先》公益社団法人東京都看護協会 総務課 庶務係 TEL：03-5229-1520

■発行／公益社団法人東京都看護協会 〒 162-0815 東京都新宿区筑土八幡町 4-17
TEL.03-5229-1520 FAX.03-5229-1524 ■発行人／山元恵子
■編集協力／株式会社 インターメディカ

