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看護の力で健康な社会を！
Nursing Nowは、ナイチンゲール生誕 200 年を機に、看護職が持つ可能
性を最大限に発揮し、人々の健康向上に貢献するために行動する世界的
なキャンペーンです。日本看護協会は、日本看護連盟と連携し、
「看護の
力で健康な社会を！」
をテーマに、キャンペーンに取り組んでいます。
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〈解説 1〉訪問看護師の視点

在宅療養生活を支える
外来看護師との連携のあり方
訪問看護の視点から現状の課題を踏まえて、重症化予防など在宅療養生活の継続に向けた外来看護師
との連携のあり方について解説した上で、訪問看護師に求められる役割と外来看護師への期待について

第

述べていただきます。

特集 訪問看護師と 外来看護師の 連携

1

参加したりしています。

外来看護師との連携における
現状の課題

このように、訪問看護師と外来看護師はそれ
ぞれの立場で、療養者や家族への支援を行って
います。しかし、病院によっては外来と訪問看

医療機関では、入退院支援の強化や在院日数

護の連携方法が不明瞭であり、両者の連携が進

の短縮、医療の高度化、地域包括ケアシステム

んでいるとはいえません。また、訪問看護師と

の推進により、外来看護の重要性が高まってい

外来看護師の連携にかかわる診療報酬上の評価

ます。また、診療報酬を算定する基準に専門性

がないことも、連携システムの構築が進まない

の高い看護師が求められるようになり、そのよ

理由に挙げられるでしょう。

うな看護師が活躍する看護外来の設置が進んで
います。これに伴い、外来でも患者・家族に対
する療養相談やセルフケア支援に力が注がれる

スムーズな入退院に向けた
退院支援看護師・病棟看護師等との連携

ようになりました。
一方、訪問看護では、
「療養者への心理的支援」
1）

や「家族への指導・支援」が多く行われ（図 1） 、

組まれてきました。看護師が退院支援を行う特

療養者・家族も、訪問看護師に相談に乗っても

徴として、退院後の患者の病態変化やその人に

2）

らうことを求めています（図 2） 。また、訪

必要な医療福祉サービス提供状況を予測し、そ

問看護師は、外来通院する療養者について、文

の判断を根拠に支援活動を展開することが言わ

書や電話などで生活状況を伝えたり、療養者の

れています 。

外来受診に同行したり、外来カンファレンスに
東京医科大学看護学科在宅看護学 講師

岩田 尚子

（いわた なおこ）
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これまで、さまざまな病院で退院支援が取り
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3）

2018 年の診療報酬改定では、
病院において
「入
浜松医科大学医学部看護学科を卒業し、東京
医科大学病院にて勤務。浜松医科大学臨床看
護学講座老年看護学助手を経て、千葉大学大
学院看護学研究科博士前期課程を修了。セコ
ム訪問看護ステーション勤務後、千葉大学大
学院看護学研究科博士後期課程を修了し、
2020 年より現職。

訪問看護が提供したケア内容
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〈出典〉中央社会保険医療協議会：平成 26 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成 26 年度）の速報案について , 機能強化型訪問看護ステーションの
実態と訪問看護の実施状況調査 , ⑨訪問看護が提供したケア内容 ,p.121. より一部抜粋・改変

訪問看護師に求めること
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〈出典〉中央社会保険医療協議会：平成 26 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成 26 年度）の速報案について , 機能強化型訪問看護ステーションの
実態と訪問看護の実施状況調査 , ⑧訪問看護師に求めること ,p.151. より一部抜粋・改変
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次 号 予 告

独居高齢者を地域で看取る

第 1 特集

2021 年 6 月
臨時増刊号

6
行・発売

2021年5月5日発

（5 月 20 日発行・発売予定）

高齢者の単身世帯率は年々増えており、厚労省の国民生活基礎調査（2019年）によると、65歳以上の
人がいる世帯数のうち単身世帯が約30％を占めています。本特集では、在宅死を希望しているにもかか
わらずそれが実現されない要因を明らかにした上で、在宅死を望む独居高齢者に対して、訪問看護が行う
支援、他職種・他機関との連携のあり方について解説。さらに、事例をとおして支援の実際を紹介します。

クリニカルラダーを
活用しよう

第２特集

利用者・家族の意見をケアに生かす

高齢者ケア施設における取り組み

コミュニテ

利用者・家族とのコミュニケーションはサービスの質や利用者の満足度にかかわる重要な要素です。
本特集では、利用者・家族の意見をよりよいサービス提供に生かす高齢者ケア施設における仕組みづく
りについて考えます。

ィケア

2021年5

5

月 Vol.2
3 No.5
295号

後  記
編  集  
●飼い猫の尿検査用に、獣医師から棒の先に小さなスポンジがついた採尿器具を渡されました。帰宅
後、猫がトイレに入った瞬間に背後からサッ。……採尿失敗。この方法で採れる気がしません。友人
から、トレーが 2 層のシステムトイレなら採尿カンタンとの情報。買い替えるか悩みます。（古川）
●花粉症と鼻詰まりによる喘息症状の悪化で、つらい日々を送っています。コロナ禍のご時世に咳込
むと、周りの視線が気になります。そんな僕の気持ちを察して、妻から手づくりの「花粉症・喘息バッ
チ」を渡されました。しかし、ピンクの花柄のデザインのもので装着する勇気が出ません。 （中島）
●本号から新連載「人事労務相談室」がスタート！ 人事労務トラブルを回避するポイントと具体策
を紹介します。職員が多様化し、また、働き方改革の推進によって目まぐるしく法改正されている今、
社労士はなにより重宝する存在。本連載を参考にトラブル回避をめざしてください。
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