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あり、
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場で何か壁が出来た時に辞め
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ことだと思います。考え方が
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ケアマネージャーの資

は、外回り看護師に台湾人が
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は壁を突き破る経験は積めな
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夜勤の時には「何を買ってく

いので諦めないで欲しいです

卒論では訪問看護や経営を

語と日本語が飛び交い、普段

る？」等、みんなが同じ環境

し、
「義理と人情」
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テーマに取り組みました。
将来

当たり前に出来ているコミュ
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の夢は地域看護や老年看護に

ニケーションが図れずとても

合う文化がありました。しか

敢えて厳しい環境に飛び込

就くことでしたが、
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大変でした。
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初心者・新人から一人前に3年でなれる看護学書

「麻酔看護要点整理」
が発刊
この度、近 畿 地区手 術 看護 認 定看
護師会

監修「初心者・新人から一人

されていますので、この時期にお勧め
の 一 冊で す。（ 発 売：2 0 19 年 8月予

前に3年でなる！麻酔看護要点整理 」 定）その他、同会では各ブロックにて
が 発 刊され ます。本 書 籍 は 、認 定 看

様々なセミナーが開催されていますの

護師の視点で周術期看護に関わる看

で、詳細はホームページよりご 確 認く

護 師 のうち、特に 新人 向けの問 題 解

ださい。

決 方 法 や、実 践に役 立つ内容が 集 約

（http://kinkiperiopcn.com/）
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※写真はイメージです

手術看護分野認定看護師に注目

病院の外では
？
どんな活動をしているの
看護実践のエキスパートで

師会（大阪ブロック）
でどのよ

ある手術看護認定看護師の

うなミーティングが行われて

の調整」④「手術看護認定看

の限られた時間に、たくさん

皆さん 。学 会や勉 強 会 など

いるのか一部をご紹介。

護師会の活動計画や広報活

の課題に対してテキパキと年

様々な場面で活躍をされてい
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動についての意見交換」他。

間スケジュールが立てられ、

ますが、
その裏には手術看護

①「日本手術看護学会年次

大阪ブロックのミーティン

議題によってはグル―プディ

認定看護師会という組織の

大会・地区大会に関する運営

グは、毎月2回の頻度で開催

スカッションを行い、より良

中で、多岐にわたる議論や研

計画の共有」②「看護研究に

されており
（主に土曜日）、
こ

質な意見を出すなど、賑やか

究が行われています。
今回は、 おける活 動 計 画の報 告 」③

の日の活動時間は、
AM10:00

でアットホームな小集団活動

近畿地区手術看護認定看護 「勉強会の開催スケジュール

〜11:30の90分でした。休日

が行われていました。
（畑山)

緊急事態のお役立ちアプリ

トイレ情報
共有マップくん

排 自立支援加算とは？
2018年の介護報酬の改定により、報酬体系に「排泄自立
支援加算」
「 褥瘡マネジメント加算」などが新設されました。

あなたは一日に何回トイレに行きますか？頻尿

今回の改定では、従来の報酬体系を見直しつつ合理化を行

を自覚されている方は会議や外出の際には、水分

う内容となっています。そこで「排泄自立支援加算」について

摂取を控える等の苦慮をされているのではないで

ご紹介します。

しょうか。
いつ起こるか分からない尿意に備えて、
どこにい
ても簡単・すぐにトイレを探せるアプリを紹介しま

排泄自立支援加算 取得イメージ
排泄介護状態が軽減可能と医師等が判断
排泄介護状態

す。
このアプリは、公園等の公共施設や商業施設に
ある、誰でも利用可能なトイレの場所を探すことが
出来ます。GPS機能により、
自分のいる場所から近
くにあるトイレを地図上に表示し、
そのトイレの設
備についても詳しく分かるようになっています。

他職種が協
種が協働して
支援計画を作成
支援計

計画に基
画に基づき支援

排泄支援加算
算 100単位 /月
※1人1回、支援開始から6ヶ月を限度として加算

上手にアプリを活用すれば、
トイレに不安がある人
を誘って一緒に外出を楽しめますね。
（山口）

「排泄自立支援加算」
の内容としては、
「排泄にかかる機能を
向上させる取組みに対するプロセス評価」
となっており、要介

利用可能時間、
能時間、
各種設備の
備の
有無が分かる。

護認定調査の「排尿」
・
「排便」が「全介助」から
「一部介助」、
ま
たは
「一部介助」
から
「見守り等」
に改善することが評価の目安
となります。主な取組みとしては、支援計画の作成及び計画に

あらゆる場所の
利用可能なトイレが
表示される。

基づいた継続的な支援で、それらを実施することで加算取得
の対象となります。株式会社リブドゥコーポレーションは大人
用紙おむつをはじめ、豊富な商品ラインナップとサービスで介
護報酬改定に沿ったサポートをします。
（田路）

アプリ名：トイレ情報共有マップくん / 開発者：FARBEYOND LLC
価格：無料 / 対応OS：iOS 8.1 以降、
Android 4.1 以上
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