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皆さん、この方を知っていますか？

イギリス人の看護師で、医療改革に尽力した人（近代看護の祖）



フローレンス・ナイチンゲールの功績

• イギリス クリミア戦争に自ら志願して38
名の看護婦を率い従軍

• 戦場で心も体も傷ついた戦士たちを勇気
づけ「戦場の天使」と称賛された

• 1860年 ナイチンゲール看護学校設立

• 貧しい村で病気や飢えで苦しむ人たちへ
の奉仕をし続ける・・慈善病院設立

• 一生を看護にささげた人



看護職とは、保健師、助産師、看護師、准看護師のこと
保健・医療・福祉の幅広い分野で人々に寄り添い、健康を守ります

（看護師）

• 傷病者や妊産婦の療養上の世話（症状観察、食事・

排泄・入浴などの介助、生活指導等）

• 診療の補助（採血、注射、点滴、医療機器管理等）

“人を看る”という看護師独自の視点で、対象となる人を身体や精神、社会、文化などさまざまな側面から

捉え、情報を総合的にアセスメントし、必要な看護を的確に判断し提供します。病院や診療所などの医療機

関のほかに、訪問看護や福祉関連施設など、人々の生命と生活を支える専門職として、看護師が活躍する

場はどんどん広がっています。医療・介護チームの一員として、様々な専門職と連携を図ります。

看護の現場で知識や技術を磨き、専門性を高めるキャリアアップの選択肢として、専門看護師、認定看護

師、認定看護管理者の資格を取得し、エキスパートを目指す看護職が増加しています。男性看護師の活躍

も増加しています。



看護師になるには 看護大学の他、一般大学でも保健師・助産師の教育
プログラムがある大学では、看護師に加えて保健
師・助産師の国家試験受験資格が得られる

飛騨には、ＪＡ看護専門学校、下呂看護専門学校



看護師が働く場所



看護師が働く場所

•総合病院（高山赤十字病院・久美愛厚生病院など）

•診療所 （いわゆる地域の医院）

•訪問看護ステーション （地域の看護師）

•障がい児・障がい者施設

•高齢者施設

•デイサービス（日中預かり施設）

•会社（職員の健康管理）

•介護関係の会社‥自分で起業して社長

•特別支援学校

•市役所などの行政（保健師の場合は保健師資格取得後）



リハビリ技師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のこと
心身機能の回復、維持、強化などを目的とした医学的リハビリを提供

（理学療法士）

医師の指示のもとに、患者さんの筋力・持久力・痛みなどの心身機能や歩行などの基本動作の能力判定を

行い、その結果に基づいた適切なサポートやアドバイスを行う仕事

（作業療法士）

身体的な分野と精神的な分野に分かれています。どちらも医師の指示のもとに行い、患者さんの認知機能

などの心身機能や、食事動作・入浴・排泄といった日常生活機能(ADL)などのリハビリテーションのサポー

トをするのが主な仕事

（言語聴覚士）

会話や発声、嚥下(えんげ/食べ物を飲み込めない)障害などのある患者さんに、言語・聴覚・摂食嚥下機能

といった心身機能やコミュニケーション能力に関するリハビリテーションのサポートをする仕事



リハビリ技師になるには

岐阜県内には、平成医療短期大学

一般大学でもリハビリ技師の教育プログラムがあ
る大学では、国家試験受験資格が得られる



リハビリ職



自己紹介…地域で働く訪問看護師です

訪問看護とは

かかりつけ医の指示のもと24時間365日

安心して住みなれた自宅で療養できるよう

支える看護サービス

＊こんな方のご自宅に訪問しています＊

医療的ケアや管理が必要

退院してからの介護が不安

急変時の対応が心配

家で最期を迎えたい



• 病状・障害の観察と看護

• 療養生活上必要な看護援助と指導

・ 清拭･洗髪・入浴介助・陰部洗浄等の清潔ケア

・ 内服管理・食事･水分･栄養摂取の管理とケア

• 医療機器の管理・操作援助・指導
（ＨＯＴ機器・人工呼吸器・カテーテル類・吸引・ストーマ・気管カニューレ等の管理と緊急時の対応）

• 褥瘡や創傷の処置・予防

• リハビリテーション（呼吸リハビリ含む）

• 感染予防対策

• 多職種との連携

• 在宅緩和ケア、家族への支援

訪問看護の内容



1994.4月開設

2000.4月開設

2016.8月開設

ケアマネジャー6名（うち５名看護師）

看護師47名、理学療法士６名



訪問看護ステーション古川

（訪問地域：下呂・中津川の一部）

訪問看護ステーション上宝

（訪問地域：上宝・神岡）

（訪問地域：宮・久々野・朝日）

訪問看護ステーション久々野

訪問看護ステーション高山

（訪問地域：高山・国府・丹生川）

（訪問地域：古川・河合・宮川）

訪問看護ステーション下呂

（訪問地域：荘川・清見）

訪問看護ステーション荘川



医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ、中重度の在宅療
養者を対象に日常生活上の支援やリハビリテーション、
必要な医療処置等を提供するデイサービスです。

介護保険対象となる高齢者、人工呼吸器等を装着して
いる重症心身障がい児・者をお預かりする児童発達支
援、生活介護等の事業も併設して実施します。乳幼児
から高齢者まで通う、デイサービスです。

看護師・理学療法士・保育士が働いています



小児と高齢者とのふれあい
包摂的で多様性を認め合う場所

• 認知症によりいつも「バカやろー」と怒鳴る高齢者

が医療的ケアの必要な子供がいると、優しい顔にな

りニコニコしてあやしている場面を見て微笑ましい

• 歩行練習中の子供が、難病で寝たきりの高齢者に

「おはようございます」と挨拶する様子

• がん末期の方が、小さな子供たちに優しく語りかけ

ている様子

• 一緒にゲームや絵本を見て楽しむ様子



医療と介護の連携



生活とは何か
「生存して活動すること、生きながらえること」「世の中で暮らしてゆくこと」である（広辞苑第五版）

人は様々な価値観や習慣を持ち、その人らしく生き、暮らしている

お金教育

趣味

信仰

衣食住家族

友人

仕事 医療

他

人を支える・・・多面的に支える ＝ 多職種連携



地域での医療・介護連携

病気や障がいがあっても、地域で生活したいというその人の希望を実現するため、
医療と介護の両面で支える仕組みを構築

2000年 介護保険 2013年 障害者総合支援法

患者家族

医師

医療ソーシャルワーカー

ケアマネジャー

訪問看護師

ヘルパー

薬剤師

患者本人

それぞれの専門性を発揮しながら
その人の暮らしを支えている



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

※地域包括ケアシステムは、おおむね
30分以内に必要なサービスが提供
される日常生活圏域（具体的には
中学校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護

・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護

・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）など

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活介護など

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所

・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPOなど

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医療 介護が必要になったら･･･

介護

■介護予防サービス

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ
れる地域包括ケアシステムの構築を実現

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要

人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村
部等、高齢化の進展状況には大きな地域差

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性
に応じて作り上げていくことが必要

厚生労働省：平成26年度診療報酬改定について改定の概要．
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-

Hokenkyoku/0000039378.pdf [2016年3月30日]より転載

地域包括ケアシステムの構築について

地域包括ケアシステムの姿



地域包括ケアシステムとは、地域住民に対し、住まい・医療・介護・予防・生活支援が
包括的に支援・サービス提供できる体制のこと。

少子高齢化が加速する中、団塊世代が75歳以上となる2025年以降は、国民の医療
や介護の需要が増えることが想定されている。こういった背景から、国は、医療と介護
を病院や施設等で行うものから在宅で行うもの、つまり住み慣れた地域の中で最後ま
で自分らしい生活ができるようにと「地域包括ケアシステム」の構築を推進している。

暮らしを支援する多職種が連携し、支える仕組みづくり

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるように･･･を目標に

２０２５年（令和７年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい
暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進

地域包括ケアシステムとは



在宅でのチームアプローチ

包括支援センター

医師

利用者・家族

ケアマネジャー

近隣

訪問看護師

友人

社協

ショートステイ

デイサービス

民生委員 主任

ケアマネジャー
保健師

社会福祉士

ヘルパー



• 医師：在宅医、入院時主治医

• 看護師：診療所看護師、入院病棟看護師、訪問看護師

• ケアマネジャー

• リハビリ技師：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

• 訪問介護：介護福祉士、ヘルパー

• デイサービス・ショートステイなど施設職員

• 福祉用具事業者

• かかりつけ薬局：薬剤師

• かかりつけ歯科医師、歯科衛生士

• 栄養士

• 弁護士、司法書士、行政書士

• 医療機器販売者、在宅酸素事業者

• 小学校、中学校、高校

• 地域包括支援センター

• 行政（市役所高年介護課、福祉課）…一般職、看護師、保健師

• 宅配弁当、新聞配達、郵便局、注文配達事業者、電気屋、喫茶店

• 民生委員

• 家族、親戚

• 近隣住民、友人 などなど

医療・介護の多職種連携

C
地域のあらゆる方々と協力

私自身もたくさんの人に
支えてもらって生きている



連携とは何か

• 立場や職種は異なっても、「その人」にとっての

大切な暮らしを支えるパートナー

• お互いの専門性の違いを尊重し、それぞれの役

割を最大限発揮できるようにする

誰のため 誰が どのように

「その人」が

何のために

望む暮らしを 専門性で 支えあう



地域での活動



•看護は健康な人々も対象

•介護予防教室、健康相談・指導

地域での活動

より健やかに暮らすお手伝い



地域での活動 災害支援ナースとして
東日本大震災での被災地活動から学んだこと

• 2011年3月11日14時46分18秒

• 東北地方太平洋沖地震は、日本の観測史上最大のマグニチュード9.0を記録

• 地震により最大遡上高38.9mにものぼる大津波が発生

• 東北地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害 液状化現象・地盤沈下・ライフラインも寸断

• 1か月後の4月11日から1週間現地で活動

東日本大震災‥今年で１１年

災害などの緊急事態下でも
健やかに暮らせるお手伝い



東日本大震災と阪神・淡路大震災の被害の比較

（平成2４年４月１０日現在）

東日本大震災 阪神・淡路大震災

死亡 1万5,885人 6,434人

安否不明
（行方不明）

2.623人 3人

漁船 2万2,000隻以上

兵
庫

40隻

漁港 300以上 17

農地 2万3,600ha 213.6ha

被害額 16兆 - 25兆円 9.9兆円

（参考）震災前の
県民経済計算

（円）
と全国比率（%）

岩手
宮城
福島

20兆7,130
億円
3.98%

（2007年
度）

20兆2,890
億円
4.18%

（1993年
度）

Wikipedia

地域での活動 ～災害支援ナース～



日本看護協会 災害支援ナースとして派遣される

• 全国の看護師９００人（災害支援の教育受講者）が

福島県・宮城県・岩手県の病院や避難所で災害支援活動(医療面）

【活動内容】

避難所の住民の健康管理 (緊急時の対応）

避難所の感染防止

精神的支援

生活支援(介護の必要な方）

医療チームとの連携

地域での活動 ～災害支援ナース～



宮城県

地域での活動 ～災害支援ナース～

石巻市（いしのまきし）

宮城県東部に位置する

県内第二の人口を擁する市

人口 160,336人（推計人口 2011年2月1日）

避難者数：22,836人 2011年05月11日宮城県発表分

避難所数：152件

■その中の１ヶ所大街道小学校に派遣・・４月１４日～１９日



大街道小学校避難所

•避難者 ２９６人

•ガス・水道・電気のライフライン寸断

•学校の体育館や１階部分は津波の被害で使用できず、２階、３階の
教室を使用

•各町内ごと、班単位ごとの顔見知りの家族ごとで生活…15人～18人

•ペット同伴の教室もあり

•プライバシーなく、床には１枚の段ボール、毛布１人に１枚

地域での活動 ～災害支援ナース～



避難住民の状況

•１歳の乳児から９０代の高齢者までが生活

•６５歳以上が約半数

•家族を津波で失い、次の日から耳が聞こえなくなった８０代の男性

•同級生が行方不明で、毎日泣いている女子中学生

•毎日、行方不明の母親を探しに行き、夜避難所に戻ってくる男性

地域での活動 ～災害支援ナース～



健康状態の悪化

•不安からくる不眠、高血圧、頭痛

•家族を失ったことによる喪失感、食事拒否

•急激な認知症の悪化

•がれきから出る粉じんによる呼吸器系疾患

•津波から逃げるときにおった外傷、打撲

•入浴出来ない為の皮膚のトラブル、湿疹

•服薬困難な為の持病の悪化

•精神的・・・・抑うつ状態

地域での活動 ～災害支援ナース～



医療・介護・福祉の連携

•午前中、長野県佐久病院、信州大学病院の医療チームの診察介助

•毎日、朝、晩、ラウンドし、全員の健康状態をチェック・・・・・受診へ

（教室へも往診に）

•介護サービスの必要になった方の申請

• ケアマネやサービスとの調整

地域での活動 ～災害支援ナース～



しかし、

このままでは、終わらない

前を向いていかなければ

と頑張る方達も・・・



現地の小学生・中学生・高校生が頑張った

地域での活動 ～災害支援ナース～

• 炊き出しに来てくださった方の手伝い
• がれき処理や荷物運び
• 高齢者への援助（食事をもらいにいけない方など）
• 小さな子供たちへの子守
• 大人達の希望

自分の地域は自分たちで守る
笑顔でとてもよく頑張った

本当はつらい思いを持ちながら



大変な中にも笑顔あり

人は、人で癒され、救われる

看護とは、人を救い愛すること

医療職を仕事に選んでよかった

地域での活動 ～災害支援ナース～

飛騨高山なんて「遠いところから来てくれてありがとう」

その言葉にこちらが励まされた



災害支援から学んだこと

• 「まさか自分が災害に遭うなんて」という気持ちを捨てる事

•普段からの地域での連携の大切さ

•介護保険サービスの重要性

•災害時の避難場所や準備

•医療・介護・福祉のネットワークの構築

•助け合いと思いやりの心

地域での活動 ～災害支援ナース～



働くこと

自分のやりがいとは



•病気で苦しんでいる方や、困っている人の支援ができる。

•災害や予期せぬ事態にでも看護という資格をもち、人のた
めに働くことができる。

•地域の中で、必要な看護を見出すことができ、住民ととも
に地域を変えることができる。

•自分も、いろいろな経験の中から成長できる。

•次の世代に渡していける仕事。

•命を大切に考えることができる

訪問看護師としてのやりがい



皆さんに伝えたいこと

自分の命も、周りの人たちの命も、同じく大切なものです。

これからも、自分の大切な命と向き合い、なりたい自分に

なれるよう頑張ってください。

ゆっくり、じっくり、将来の職業を考えていってください。


