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当院における皮膚・排泄ケア認定看護師としての今後の課題

発 表 者 照井 未来子 （秋田県：市立大森病院）
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はじめに、現在、患者の高齢化や医療技術の高

度化・複雑化に伴い、高度かつ専門的な医療・

看護の提供が求められています。認定看護師は、

公益社団法人日本看護協会が特定の看護分野に

おいて熟練した看護技術と知識を有する事が認

められた者をいいます。その中で皮膚・排泄ケ

ア認定看護師は共通の知識・技術が基盤となっ

ている創傷・オストミー・失禁ケアの３領域を

対象とする専門の看護師で、その目的は、看護

現場において３領域に関する実践・指導・相談

の役割を果たし、看護ケアの広がりと質の向上

を図ることです。しかし、認定看護師とは・皮

膚・排泄ケアとは何か、まだ院内で十分に認知

されていないのも現状でした。
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目的です。平成２４年６月に当院で初めての認定

看護師となり、資格取得後は病棟に所属しなが

ら院内に認定看護師の役割を伝えると共に、皮

膚・排泄ケア認定看護師の専門領域について理

解してもらうことを目標に活動してきました。

今回、これまでの活動を院内の勉強会を企画す

る為に実施したアンケートから、これまでの活

動を評価し自分のこれからの課題が明確となっ

たので報告します。
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方法です。当院の看護科に所属する看護師、看

護補助者１１９名に対して「皮膚・排泄ケア分野で

今後学習していきたいこと」を自由記載形式で

アンケートを実施しました。アンケートの結果

をもとに１年間の活動内容を評価しました。
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１年間の具体的な活動内容は、認定看護師教育

機関での研修内容の院内への伝達。褥瘡対策チー
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ムの一員として、月２回の回診と月１回の委員

会の実施。新人教育、経年別研修など研修会の

実施。スタッフと協働しストーマケアマニュア

ルの見直し。ストーマを造設する患者へ術前か

らの介入。地域医療懇談会で活動の報告。院内

の皮膚・排泄ケア分野に関するコンサルテー

ションの実施などです。
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アンケートの結果です。褥瘡については、

DESIGN−Rの深さ判定方法、ストーマケアにつ

いてはストーマ造設前後の患者家族への指導に

ついて、体位変換については、拘縮や浮腫など

患者の状態に沿った方法について、スキンケア

では瘻孔周囲の皮膚のケア、また、テープの正

しい剥がし方、皮膚障害を起こしている患者家

族への関わり方などの記載がありました。
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結果・考察です。アンケートに記載されていた

内容はすべて皮膚・排泄ケア分野に関与してお

り、さらに具体的な内容も記載されていたこと

から、これまでの活動により皮膚・排泄ケア分

野とは何かを院内に伝達できていたと考えま

す。ストーマケア方法、DESIGN−Rについてな

ど院内ですでに勉強会が実施されている内容が

多数あり、勉強会に参加できなかった内容や、

コンサルテーションのあった内容についても再

度学習したいとの意見がありました。このこと

から、院内のニーズに沿った勉強会の実施がで

きていたと考えます。しかし、学習した内容が

習得されていないことや、指導・相談内容が各

病棟内で伝達されていないことから、対象に適

した指導がされていなかったと考えます。また、

院内のストーマケアマニュアル作成後もマニュ

アルを作成して欲しいとの意見があったことか

ら、各病棟への伝達方法が適切でなかったと考

えます。
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結論です。院内に皮膚排泄ケア分野について理
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ゆとりある抑制への取り組み～抑制帯を作製して～

発 表 者 黒島 ゆかり （香川県：土庄町国民健康保険土庄中央病院）

共同研究者 山田 寿美

解を得られていた。しかし、対象に適した、方

法の検討や時間の設定、指導後のフォローアッ

プが必要であった。各病棟にマニュアルの周知

徹底も重要である。
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今後の課題ですが、現在、専従としてではなく、

病棟に所属しながら活動している為、活動時間

も限られています。しかし、認定看護師が病棟

に所属していることで、院内に自分の存在を身

近に感じてもらうことができ、スタッフと密な

情報交換をすることができました。その為、患

者一人ひとりに寄り添った指導・相談・実践が

タイムリーに提供できたのではないかと考えま

す。今回の結果を踏まえ、スタッフが協働し患

者に寄り添ったより質の高い専門的な看護が提

供できるよう今後も活動していく必要があると

考えます。
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当院は、「健康の丘おおもり」という総称で高齢

者等保健福祉センター、介護老人保健施設、特

別養護老人ホーム、居宅支援センターなどから

形成されており、病院を中心とする医療だけで

なく、保健・福祉が一体となった総合的なサー

ビスを提供し、各施設が連携を図りながら、よ

り質の高い地域包括ケアシステムの確立をめざ

しています。今後は院内の活動だけでなく院外

に向けて力を入れていきたいと考えています。
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小豆島は、瀬戸内海に浮かぶ、人口約３万人、

高齢化率３７％の超高齢化の島です。当院の概要

はスライドをご参照ください。

はじめに・・・

平成１２年４月に介護保険制度がスタートした

時、介護保険施設基準に身体拘束の禁止規定が

盛り込まれました。これにより、介護保険施設

や指定居宅サービス等では、身体拘束は原則禁

止となっています。

そのような中でも当病棟では、脳梗塞、大腿

骨骨折などで、OP・治療を目的とし入院してく

る高齢者の多くがせん妄をきたし、不穏に陥り、
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