
【平成１３年知事年頭あいさつ】

むすびあい、ともにひらく新世紀・京都
京都府知事 荒 巻 禎 一

府民の皆さま、あけましておめでとうご

ざいます。

皆さまとともに新しい世紀の新春を迎え

ることができましたことを心から慶びたい

と思います。

顧みますと２０世紀は、科学技術が驚異的

に発展した世紀であり、また人類が豊かさ

とともに大きな惨禍を経験した世紀でもあ

りました。我が国も例外ではなく、近代化

と戦禍の半世紀とそれに続く高度経済成長

の時代を経て、バブル崩壊後の長引く景気

の低迷の中で今日を迎えております。新世

紀の扉が開かれましたが、今、私たちは大

きな転換期を迎えており、まさに人類の叡

智が求められる時代にあると言っても過言

ではありません。

ここ京都の地は、過去幾多の困難を乗り

越え、文化・芸術の中心として常に創造を

重ね発展してきた歴史を有しております。

この先人たちのたゆまない努力を踏まえ、

少子・高齢化の急速な進展をはじめ、情報

技術（IT）の飛躍的な進歩や社会のグロー

バル化、地球レベルでの環境の保全などの

課題に果敢に挑戦し、人間性やこころの豊

かさを基調とする新たな社会に向けて、京

都は先導的な役割を果たしていくことがで

きるものと確信しております。

京都府では、２１世紀を迎えるにあたり「新

京都府総合計画」（新府総）を策定し、府

民の皆さんが夢と誇りを持てる新時代を拓

くため、新たな旅立ちへの準備を整えまし

た。

昨年までの第４次京都府総合開発計画の

成果をいかしながら、明るく健やかな健康・

福祉社会の確立、循環型社会の構築など地

球環境問題への対応をはじめ、京都文化の

創造と発信、新産業の育成や伝統産業の活

性化、魅力ある農林水産業の展開などとと

もに、京都縦貫自動車道などの総合交通体

系や公園・下水道などの社会生活基盤の整

備を進め、府民一人ひとりがいきいきと暮

らすことのできる京都府社会の実現に向け

て力強く歩みを進めてまいりたいと思いま

す。

京都府を取り巻く社会経済状況には依然

として厳しいものがありますが、引き続き

不況・雇用対策に全力を挙げて取り組み、

新しい時代の幕開けにふさわしい、明るい

展望を皆さまとともに確かなものとしたい

と存じます。

私としては、地方分権時代にふさわしい

効率的で存在感があり信頼できる京都府行

政の確立を図り、人と人とのつながりや自

然との共生を通じて、「むすびあい、とも

にひらく新世紀・京都」の実現に邁進して

まいる決意であります。

新年にあたり、皆さまのご健勝とご多幸

を心からお祈りいたします。
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年 頭 あ い さ つ

新しい世紀の新春を迎えて
学長 井 端 泰 彦

本学構成員の皆様新年明けましておめで

とうございます。

皆様新しいミレニアム（１０００年期）の新

世紀の幕開けをどのような気持ちでお迎え

になられたでしょうか。過去１０００年のうち

のここ１００年は“戦争と革命の世紀”“科学

技術の世紀”“アメリカの世紀”などと言

われております。特に２０世紀の最後の１０年

間に物質文明は飛躍的に発展しましたが、

その反面、自然環境が破壊され、ヒトが心

の豊かさを失った時代だと言われています。

新しいミレニアムの最初の世紀の最初の

１０年間に社会の仕組み、経済の仕組み、産

業の仕組み、科学の仕組みなどの変革が求

められています。またグローバリゼーショ

ン化が進むなかで、今までのような先進国

が世界を支配するという感覚では今後人類

の繁栄は有り得ないのではないかと考えら

れます。

また、この１０年間はそれぞれ個人が自分

の考えをしっかり持つと共に他のヒトの意

見も十分尊重することが何としても大切で

すし、新しい京都府総合計画でも打ち出さ

れております“自然との共生”も避けて通

れない事だと思います。

そのような中で、我が府立医大が２１世紀

に発展、飛躍できる大学になるには、人材

育成と大学の個性づくり、国際競争に勝て

る力をつけることが是非必要と考えます。

現在、医学・医療を取り巻く環境は大変

厳しく、医師国家試験の変革、研修医義務

化、介護保険制度の導入、医療事故及び危

機管理システムづくりなど挙げればきりが

無いぐらいです。また、国立大学は平成１５

年を機に独立行政法人化が予定されていま

すが、公立大学も例外ではあり得ません。

本学独自の問題につきましても、基礎医学

教室の再編、大学院重点化、内科のディビ

ジョン化、特定機能病院としての特徴づく

り、オーダリングシステムの順調な運営と

医療情報システムの充実、外来棟の整備及

び診療器械の整備、病院経営の見直しなど

多岐に渡るものがあります。

１月に入りますと新しい病院長の選考が

始まりますが、新病院長には病院の経営の

見直し、運営管理、危機管理、特定機能病

院としての特徴づくり、オーダリングシス

テムの運営などに誠心誠意努力していただ

かなければならないと思っております。

私は２１世紀のスタートに際し、大学構成

員の皆様が自覚と誇りを持ち、各職場で協

調しあいながらそれぞれの持てる力を発揮

していただきたいと存じます。また、短期

目標と長期目標を明確にしながら２１世紀の

本学の船出の舵取りをしていきたく存じま

す。皆様のご支援を切にお願い申し上げま

す。
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平成１２年１１月２６日�本学図書館ホールにおいて、１０月１１日に

逝去されました、第一病理学教室教授 芦原 司 先生を偲ん

で、お別れの会がしめやかに執り行われました。

この日会場には、芦原先生と親交の深かった本学をはじめ、

学会の先生方、学生等約３００名が出席しました。

冒頭の挨拶の中で、この会の実行委員長である井端学長は、

芦原先生の数多くの業績並びに功績を称えられ、また、そのお

人柄を偲んで名誉教授の藤田晢也先生ほか多数の先生方に芦原

先生の想い出を語っていただきました。

その他、会場では、先生がお好きであった「G線上のアリア」

等の演奏や、お元気でいらっしゃった頃の研究に打ち込まれる

先生の御様子を紹介するスライドが上映され、出席者は改めて

先生との想い出を偲んでおられました。

最後に、祭壇の遺影に出席者全員で献花を捧げ、心から芦原

先生の御冥福をお祈りしました。

（略 歴）

昭和４１年３月

京都府立医科大学卒

昭和４１年４月～４２年３月

京都府立医科大学において医学実地修練

昭和４２年４月

京都府立医科大学 副手

（第二病理学教室）

昭和４２年７月

京都府立医科大学 助手

（第二病理学教室）

昭和５０年４月

滋賀医科大学医学部 助教授

（病理学第一講座）

昭和５７年５月

京都府立医科大学 教授

（第一病理学教室）

平成９年４月

京都府立医科大学附属図書館長兼務

平成１２年１０月１１日

逝去

（専 門）

病理学

学内ニュース

芦原 司 先生を偲ぶ会
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学内ニュース

平成１２年度京都府立医科大学公開講座が、

１１月６日�、７日�本学図書館ホールにお

いて、１１月１２日�京田辺市中央公民館にお

いて開催されました。

メインテーマは、「２１世紀の府民の健康

づくり」。１日目は「機能障害と看護」、２

日目は「痴呆と看護」、３日目は「コミュ

ニケーション障害と看護」のサブテーマの

もとに、医科大学、老化研、短大の各先生

方による講義が行われました。

特に今回は、京田辺市ほか各関係機関の

多大な御協力をいただく中で、３日間の講

座のうち、１日を京都市外で実施し、より

広い府民のみなさんに参加していただくこ

とができました。

アンケートを実施した結果、９８％が有意

義であった、８０％がわかりやすかったとの

回答を得、大好評でした。

参加者からは、「最新の医療に接するこ

とができ嬉しく思います。」「今後も続けて

参加したい。」「質問が出る公開講座は、す

ばらしい。」等の声が寄せられた一方、「も

っと回数を増やして欲しい。」「専門用語は

もう少しわかりやすく解説してほしい。」

等の意見・要望も聞かれました。

平成12年度京都府立医科大学 公開講座を振り返って

京田辺市会場

京都市会場
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参加者数�
390人�
回答者数�
231人�

（59.2％）�

男性�
91人�

（39.4％）�女性�
140人�

（60.6％）�

女性�
140人�

（60.6％）�

1　性別�

回答数�
229

30歳未満　�
11（4.8％）�

2　年齢�

30～39歳�
16（7.0％）�

40～49歳�
13（5.7％）�

50～64歳�
76�

（33.2％）�

50～64歳�
76�

（33.2％）�

65歳以上�
113�

（49.3％）�

�
回答数�
178

0回　28�
（15.7％）�

1回　35�35�
（19.7％）�
1回　35�
（19.7％）�

2回　36�
（20.2％）�

3回　28�
（15.7％）�
3回　28�
（15.7％）�

4回　12�
（6.7％）�

5回以上　39�
（21.9％）�

3　昨年までにこの公開講座を�
　　受講したことがありますか�

回答数�
275�

（複数回答）�

府民だより�
42�

（15.3％）�

その他�
23�

（8.4％）�

DM�
83�

（30.2％）�

DM�
83�

（30.2％）�

新聞 22�
（8.0％）�

病院等のポスター �
21（7.6％）�

広報京田辺 �
10（3.6％）�

地下鉄ポスター �
8（2.9％）�

4　今回、この公開講座を何で�
　　知りましたか�

市役所等のポスター �
7（2.5％）�

友人知人等から �
32（11.6％）�

チラシ �
18（6.5％）�

問い合わせ �
5（1.8％）�

老人会の案内 �
2（0.7％）�

学校 1（0.4％）�

テレビ・ラジオ �
1（0.4％）�

回答数　�
706　�

（各講義に　�
ついて回答）�

�

5-1　講義内容�

大変有意義�
448�

（63.5％）�

有意義�
247�

（35.0％）�

それほど有意義でない�
11（1.6％）�

回答数　�
642　�

（各講義に　�
ついて回答）�

�

わかりやすい　515�
（80.2％）�

少し難しい�
115�

（17.9％）�

大変難しい�
12（1.9％）�

5-2　講義方法�

学内ニュース

トリアス祭実行委員のトリアス祭体験談～トリアス祭を終えて～

トリアス（TRIAS）……この意味をよく

色々な人から訊かれます。「医療の世界で

よくある３本柱をこう呼び、それが学生－

教職員－市民の三位一体を目指す学園祭に

ふさわしくそう呼ばれるようになった」と

いう言い伝えがあります。この意味からす

ると、トリアスは、学生だけで盛り上がる

ものではなく、市民の方々に、もちろん教

職員の方々にも楽しんで貰える、そういう

ものに仕上げる、というのが本来の姿勢で

あるべきでした。もっと地域に開かれた学

園祭にしたい、そういう想いが実行委員会

にありました。そしてそれは、今年の実行

委員たちの目標でもあったのです。

３月にトリアス祭実行委員会が発足して

から夏休みが終わる頃までに、学園祭全体

の方向性が模索されました。しかし、各部

門の企画はほとんど動いていない。この期

間、み
�

ん
�

な
�

で
�

何かを作ろうという方向性が

なかなか見えず、みんなに協力を乞うても

少しの人しか集まらない、という感じでし

た。私などは、「何てまとまりのない学年

トリアス祭実行委員会 渉内部門長 山 本 真 嗣

アンケート結果

医療展会場にて（被験者の学生を囲んで）
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なんだ」などと思ったものです。

夏休みの初めの頃、２日間で雑誌やプリ

ントを６０００通に入れる封筒詰めの作業があ

りました。案の定、人は集まらず、２日目

の昼休みにして半分も終わっていたかどう

か。そこからがこの学年の本領発揮で、各

人が片端から電話をかけ協力者を募りまし

た。その結果、人が集まり午後は一気にペ

ースが上がり、本来の終了予定時刻よりも

早く終了したのです。実は土壇場でとても

団結力の強い学年なのだと実感したのです。

ところで、学園祭をすることの意義とは

何だろう？雑務に追われた一日の終わりに

ふとそのようなことを思ったものです。留

年生の私自身は「新しい学年に馴染むた

め」という目的が始めにありました。しか

し、皆と学園祭の準備を進めるうちに、そ

れは、「組織の中で自分のやりたいことを

どのようにして進めていくかを身につけ

る」ことだと思うようになりました。小さ

な組織ではあれ、一つの組織の中では、私

情を前面にだし、それだけで動くことは組

織のためでないと思うからです。皆と考え

たり議論したり、たまに喧嘩をしたりし、

私たちは少しずつ社会性のようなものを身

に付けたのだと思います。

トリアスでは多くの感動もありました。

こんなエピソードがあります。トリアスの

現状として各部門はそれぞれかなり独立し

て動き、相互の協力がほぼないような部門

があります。悪く言えば、その片方が困っ

ていても知らぬ振りで、自分が困ったら自

分だけが大変そうにする。そういう身勝手

なところがありました。仮装部門は皆の協

力が得られず孤独に仮装を作る状況でした。

そのため仮装の制作が思うように進まず他

の部門を手伝うどころではなくなってきま

した。他の部門からは、なぜ他を手伝わな

いのか？という疑問も湧き出し、ますます

部門間の溝は深まるばかりです。そんな中、

仮装行列は雨天のため延期となりました。

延期にするためには、仮装行列に参加する

人を一から集めないといけません。そこで、

仮装部門は、他の部門に人を出してくれと

頼みました。多くの部門はそれを承諾しま

したが、大量の人員を必要とし、それを他

の部門からも動員していた医療展部門は悩

みました。自分たちが今までやって来たこ

ともあるし、しかし仮装の苦労を考えると

仮装にも協力したい。しかし、仮装は無理

には頼みませんでした。「おまえらのやっ

て来たこともあるから、おまえらにはおま

えらのことを成功させてほしい」お互いを

思いやりそれぞれの成功を祈る、こころの

通い合ったそういう態度に、私たちは、目

頭を熱くしたものです。

こうして、３月末から始まった企画・運

営はひ
�

と
�

ま
�

ず
�

終わりました。トリアス本祭

が閉幕するまで、色々悩み、喧嘩もし、そ

れでも時に感動がありました。組織を動か

すことの大変さなど多くのことを学びまし

た。参加した人たちの多くが、何かを得た

と思っています。そういった全てを含めて、

今年のトリアスは大成功だったと思います。

今後はトリアスを通して感じてきたことを

改めて考え直し、自分たちの成長につなげ

ていきたいと思います。

それと忘れられないのが、学生課を始め

とする職員の方々、井端学長、高松学生部

長を始めとする各教室の教授や各教室の先

生方に多くのご助言ご協力を頂いたことで

す。卒業された諸先輩方からの多大な寄付、

さらに、学友会や生協といった我が校に関

係する多くの方々にも様々な形で協力して

いただきました。われわれには、至らない

点が多かったと思います。だからこそ、そ

ういった皆さんのご協力なくして成功はあ

り得なかったと痛感します。ここに改めて

協力していただきました方々にこころから

感謝します。

どうもありがとうございました。そして、

２１世紀のトリアスもよろしくお願いいたし

ます。

仮装行列が終わって

模擬店の様子
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特 集 １

クイーンマーガレット大学との国際交流から

～英国の看護事情と地域高齢者ケアを見聞きして～ 岡 山 寧 子

平成１２年１１月１８日から５日間、エジンバ

ラ市のクイーンマーガレット大学（QMUC）

で訪問する機会をいただきました。これは

QMUCとの教員間の学術交流を深めるこ

とを目的に平成１０年度から開始された制度

によるものです。今回私は、QMUCでの

看護教育の見学、ナーシングホームやデイ

サービスセンターなどの高齢者ケア施設の

見学、病院と地域を結ぶケアマネジメント

を担当する health visitorへのインタビュー

などを通して、英国の看護事情を地域高齢

者ケアという切り口で見聞きすることがで

きましたので、ここに報告します。

１． 看護事情と看護教育

英国で登録されている看護職は現在約６５

万人います。看護職の全てが短大か大学以

上で養成されています。この背景には１９８０

年代後半の project２０００の推進があります。

これによって、准看護婦養成を廃止して看

護基礎教育を統一し、免許取得コースから

学士コースへと教育システムの転換を図り

ました。また卒後教育コースを確立し、看

護職のキャリアアップを押し進め、英国の

多様化する国民保健サービス（NHS）の需

要に対応してきました。

看護職の雇用先は約６０％が NHSですが、

最近は、プライベートな機関、中でもナー

シングホームに従事する看護職が増加して

いるということです。

英国の看護職は日本のように保健婦（士）・

助産婦・看護婦（士）といったシンプルな

ものではなく、これに加え臨床看護や地域

看護領域での多数の専門分化がすすんでい

ます。それぞれの専門分野に従事するため

には、卒後教育コースを履修し、資格を取

得しなければなりません。このコースは１００

以上あるとのことで、選択の幅はかなり広

いようです。ほとんどが働きながら取得で

きるよう配慮されており、給与や等級も履

修したコースにより決まるそうです。

QMUC保健看護学部もこれらを反映して、

学士・修士コース、卒後教育コースなど多

くのコースを提供しています。

２． QMUCにおける卒後教育

QMUCでの卒後教育コースでは、臨床

看護領域では乳ガン・神経・消化器系・遺

伝・脳卒中・泌尿器・心臓の各看護、緩和

ケアの８コース、地域看護領域では小児・

精神・障害者の各看護、看護方法、地域看

護、在宅看護、学校看護の７プログラムが

あります。各コースは数ヶ月から数年と幅

広い履修年限となっていますが、仕事を持

ちながら履修する者とそうでない者とでは

修業年限が異なるようです。大学のキャン

パスを歩いていると、様々な年齢層の学生

や多くの留学生に出会います。留学生が多

いのは、QMUCでは香港やマレーシア、

カナダなどに分校を有していることも関係

しているようです。修士コースに在籍する

日本人留学生と話す機会があり、なぜ

QMUCなのかの問いに、最短１年で修士

の学位が取得でき、学費の面も考えてとい

う答えになるほどと思いました（写真１）。

３． 地域高齢者ケア

英国では保健医療サービスは NHSとし

て国を中心に、福祉サービスは地方自治体

を中心に各々税方式で提供されています。

現在、高齢者ケアではこれらがいかにうま

く連携をとりサービスを提供していくのか、

また、NHSが無料で訪問看護サービスな

どを提供するのに対し、ホームヘルプなど

の在宅福祉サービスは有料で、その利用料

は自治体により格差があるなどの費用負担

の問題、サービスの民間移管、高齢者の権

利擁護の問題など、高齢化が進む中で様々

な課題を抱えているようです。

それでも私が訪問した高齢者ケア施設で

は、どこも活気にあふれていました。まず

訪問したのは、Royal Victoria Hospitalの一

角にある Community teamでした。この

teamは幾つかの病院における高齢者の入

退院時のケアマネージメントの責任を有し

ています。例えば、入院中の高齢者のアセ

スメントや退院後の計画立案を中心的に行

い、退院した高齢者に対しては訪問で保健

指導によりできるだけ在宅での生活が維持

でき、長期間の入院にならないようにサポ

ートする役割を担っています。スタッフは

health visitorと clinical assistantでした。

health visitorは日本の保健婦（士）に相当

しますが、特にここでは高齢者ケアマネー

ジメントの専門家として活躍しています。

病院では医師と、在宅ではホームヘルパー

との調整が大変と説明され、どこも同じの

感がありました。またリハビリテーション

を要する高齢者が多く、OT（作業療法士）

との連携は非常に重要であること、在宅で

も病院でも同じ者が訪問するので一貫性が

あり、高齢者も安心感をもって過ごすこと

医療技術短期大学部看護学科教授

写真１ QHUCの授業風景
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ができるとのことでした。このシステムは

日本の在宅介護支援センターに近いものと

思われます。

次に訪問した Cuthrie Court Nursing Home

は、民間企業が設立・運営しています。広

大な敷地の中に煉瓦づくりの古風な建物に

は、入居者の健康レベルによって幾つかの

居住セクションがあり、ここではニーズに

あった最高のケアを提供することを前提に、

日々のプログラムや居室のアレンジなど個

別性が尊重され、食事も選択できるように

なっているとのことでした。あるセクショ

ンでは健康レベルの高い高齢者が集まり、

active organizerのもとで各自で撮影した写

真の披露会をにぎやかに行っていました。

居室でのんびり過ごしたり、ベンチでおし

ゃべりしている高齢者もおられ、かなり自

由な雰囲気でした。これらとは別に痴呆高

齢者のセクションもありました。ここには

charge nurse（看護長）のもと register nurse,

care assistantなどが従事していました。こ

の施設の長である general managerは看護

職の方で、看護の視点を生かしての運営を

心がけていると熱く語っておられました。

ここは日本の老人福祉施設の幾つかの機能

を合わせたような施設でしたが、その雰囲

気はゆったりと自由に、しかも入居者個々

のニーズに合わせたケア提供への配慮が深

いという印象を受けました。（写真２）

その他に、在宅の高齢者が集まり、リク

レーションや昼食を提供する Lam’s House

で皆さんと共に楽しく歌い踊って来ました。

ボランテアの活動がここの運営を担ってお

り、日本でいうデイサービスセンターとい

うより、社会福祉協議会主催のミニデイケ

アサロンに近いようでした。Lam’s House

はこのサービスをエジンバラ市で最も早く

開始した所でした。また、Camondean Health

Centerも訪れました。ここは日本の保健所

と診療所の機能を兼ね備えており、地域の

保健医療の中核施設です。NHSからの支

払いにより、ここでのサービスは無料です。

この地域の全住民が登録され、全住民の健

康状況のデータが管理されているとのこと

でした。GP（General Practitioner）は住民

が選択することができます。ここの看護職

には、hearth visitor, practice nurse, midwife,

school nurse, district nurseなど多彩で、その

専門性を発揮してそれぞれの役割を担って

いるということでした（写真３）。

４． 英国の看護から日本の看護に思うこと

特に戦後の日本の看護は、そのモデルを

アメリカ合衆国の看護に求めてきたという

歴史があり、今もその傾向は同じです。今

回、英国の看護事情を垣間見る機会をいた

だき、理論的に新しい視点を見いだそうと

してきた合衆国の看護とは少し異なり、英

国の看護はとても実践的であるし、実務的

であるという印象を受けました。ヘルスサ

ービスの中で専門職が社会的な変化に適応

し、その役割と責任を積極的に果たそうと

している姿をみることができたように思い

ます。この姿は日本の看護にとって遠い姿

ではなく、手が届きそうな近い将来の姿で

あるような気がしました。特に project２０００

による准看護婦養成の廃止、看護教育機関

と深く連動した専門看護教育、高齢者ケア

の福祉領域への看護職の進出など、現在、

日本の看護界で模索を続けている課題に対

する答えをみせられた感がありました。も

ちろん文化的・社会的背景が異なりますの

で、一概に英国の看護が一歩前を行ってい

るとはいえませんが、専門職としての主体

性をもち、質の高い看護ニーズへの対応に

積極的に挑戦する姿勢は大いに学ぶべきと

ころがあると思います。

最後に、この有意義な訪問に際しご協力

いただきました皆様に深く感謝いたします。

写真３ Camondean Health Center

左から２人目は health visiter

右から２人目は practice nurse

写真２ Cuthrie Court Nursing Home 外観
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特 集 ２

言いにくいですが覚えてください
「重症集中ケア認定看護師」

重症集中ケア認定看護師の認定を受け、

早くも１年半が経過しました。「認定看護

師」という言葉自体は、先輩認定看護師で

あるWOC看護の笹井さんのご活躍もあり、

ようやく浸透してきたのでは？と思います

が、「重症集中ケア」という言葉はどうで

しょうか？「じゅうしょうしゅうちゅう」

と全部に拗音がはいっていて、パソコンで

打ちにくい、変換しにくい、言いにくいと

３拍子揃ったこの名称に、私自身大変不満

です。中でも、一番の欠点は「何をする人」

なのか連想しにくいことだと思います。

WOC看護はWOCという言葉は馴染みが

無くても『ストーマや褥瘡が看てもらえ

る』と連想しやすいですが、重症集中ケア

と聞いても何も浮かんでこないのではない

でしょうか。そこで今回は重症集中ケア認

定看護師の役割と目的について少し紹介さ

せていただきたいと思います。

重症集中ケア認定看護師に期待される役

割とは『急性かつ重篤な患者に的確な方法

で日常生活の援助を行い、なるべく障害の

程度が少なく回復できるよう早期よりリハ

ビリテーションを実践し、評価を行う』と

日本看護協会は定義しています。リハビリ

テーションというと、運動療法を連想しが

ちですが、ここでのリハビリとは主に不必

要な安静の解除、早期離床のことをさしま

す。これでもまだ、具体的には何をするの

かわかりづらいでしょう。一般的に重症患

者さんは「重症」であるがために、他の患

者さんは受けているケアを受けられないこ

とがあります。そして、いざ病気は治り命

は助かったという時に、筋力は落ちて歩く

どころか座れない、ものが飲み込めなくな

ったなど、原疾患に関係のない合併症とい

う『おまけ』がついていることが多いので

す。この『おまけ』をつけない看護を提供

するのが、重症集中ケア認定看護師の役割

なのです。何となく『ICUの看護婦さん』

というイメージで捉えられ易いですが、こ

の問題は ICUの患者さんでけでなく、全

ての患者さんに起こりえることですので、

『対象は全ての患者』と言っても過言では

ないと思いますし、対象がはっきりしてい

るWOC看護に比べて、どうしても分かり

づらくなるのは仕方がないでしょうか。

では実際に何をするかというと、重症で

あっても心肺に負担のかからない方法で十

分な体位変換・他動運動を行って関節や筋

機能を維持する。消化管の手術をした患者

さん以外には早期から経腸管栄養を開始し

て免疫能を維持する。挿管中から口腔マッ

サージを行い嚥下をはじめとする口腔機能

を維持する。合併症としては最も怖い肺炎

予防の為の排たん援助など、一口では言え

ないほど多様です。そして、最終的にこれ

らを実施するのは私ではありません。全て

の看護婦さんに実施してもらわなければ、

合併症の回避はありえません。合併症回避

のために、全ての看護婦さんに実施しても

らえるように『働きかける』ことが認定看

護師の目的なのです。そのために、今は主

に学習会をメインに活動しています。みな

さんの疑問にお答えできればと考えていま

す。また、これらの活動の範疇には医師と

の関わりも大きく、理解が得られなければ

実施が出来ないという壁もあります。ここ

で必要になるのが最近はやりの Evidence-

based nursingです。慣習ではなく科学的根

拠に基づいて看護を行うことで、合併症だ

けでなく医師との摩擦も回避できると思わ

れます。常に新しい情報を更新するために、

看護研究を行ったり、学会への参加も認定

看護師の大切な仕事の一つです。

さて、結局重症集中ケアの認定看護師は

何をするのか？わかっていただけたでしょ

うか？Q.O.Lという言葉は『生命の質』と

訳されてきましたが、最近では『生活の質』

と言われるようになってきました。命を助

けるだけでなく、退院した後の生活が楽し

くなるようなそんな看護が求められて重症

集中ケア認定看護師が誕生しました。その

理念を忘れないように今後も活動していき

たいと思います。

最後になりましたが、１年半の間頑張っ

て活動してこれたのは、愚痴を聞いたり、

助言をくださった婦長さん方や認定看護師

の仲間、そして同僚のみなさんのおかげで

す。これからもどうかよろしくお願いしま

す。そして、みなさま。重症集中ケアとい

う言葉、是非おぼえてくださいね。

こども５号 藤 田 一 美
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医大２０００年を振り返って

２０００年を振り返って、本学の主な出来事を紹介します。（○学事関連、●府、教職員関連の出来事）

〈１月〉

８ ○第１回医学教育ワークショップ（～９）

１５ ○大学入試センター試験（～１６）

２５ ○学長候補者推薦選挙（～２６）

１ ●コンピュータ西暦２０００年問題対策（～４）

２７ ●基礎医学学舎（第２期第２工区）起工式

〈２月〉

２ ○学長候補者信任投票（～３）

４ ○短大専攻科入試

２５ ○大学入試（前期日程試験、筆答・面接）（～２６）

１ ●人権啓発特別研修

２ ●京都市長選挙院内不在者投票

２１ ●２月定例府議会（～３／２４）

〈３月〉

２ ○短大看護学科一般入試（～３）

３ ○大学卒業式・大学院修了式

９ ○大学入試（前期日程試験）最終合格発表

１０ ○短大卒業式

１２ ○大学入試（後期日程試験、筆答・面接）

１６ ○短大看護学科入試（一般）合格発表

１８ ○医師国家試験（～１９）

２３ ○大学入試（後期日程試験）最終合格発表

３０ ○看護婦、保健婦、助産婦国家試験合格発表

１ ●消防訓練（基礎医学学舎）

〈４月〉

１ ○井端学長就任

５ ○短大入学式

６ ○大学入学式

７ ○大学院入学式

２０ ○医師国家試験合格発表

２２ ○大学新入生宿泊研修（～２３、ゼミナールハウス）

２９ ○対東京慈恵会医科大学定期戦（～５／３・京都）

１ ●介護保険制度スタート

１ ●地方分権一括法施行

１ ●府職員定期人事異動

３ ●看護職員研修（～１３）

１７ ●形成外科診療開始

２５ ●研修医オリエンテーション

２７ ●教授停年退職記念式典

２９ ●「府民の森ひよし」オープン

〈５月〉

２０ ○解剖体春季追悼式

１ ●研修医オリエンテーション（～２）

２６ ●転入者研修

〈６月〉

７ ○学生定期健康診断（短大）

８ ●医大附属病院経営改善推進組織の発足
１９ ●京都府庁開庁記念日
２２ ●衆議院議員選挙院内不在者投票
２８ ●６月定例府議会（～７／１４）

〈７月〉
２３ ○西日本医科大学生総合体育大会（～８／９）
２７ ○大学、単位互換制度提供科目事業実施（～２８）

１１ ●１１年度附属脳・血管系老化研究センタープロジェクト
及びテーマ研究成果発表会

１１ ●医大スポーツ祭典（～１４、１９、２６）

〈８月〉
１ ○短大、単位互換制度提供科目授業実施（～２）
３１ ○短大人権・同和教育講座（～９／１）

２６ ●関係病院等協議会第１８回定例総会

〈９月〉
２ ●府総合防災訓練実施（宇治市）
５ ●京都市大学のまち交流センター竣工式
１１ ●教職員人権啓発研修（～１２、２１）
２３ ●JR山陰線「円町駅」誕生
２８ ●９月定例府議会（～１０／１６）
３０ ●世紀をむすんでひらく展覧会（～１１／５）

（京都府庁旧館ほか）

〈１０月〉
２１ ○解剖体秋季追悼式
２７ ○大学院入学試験（１次日程試験）

１ ●第２０回全国豊かな海づくり大会（網野町）
１３ ●厚生会テーブルマナー講習会
１８ ●教職員人権啓発研修（２４）
２３ ●看護婦（士）採用選考試験（第一次）
２８ ●職員ふれあいフェスタ２０００（太陽が丘）

〈１１月〉
１ ○本学創立記念日
２ ○トリアス祭（～５）
２０ ○短大推薦入試合格発表
２７ ○大学院入学試験（１次日程試験）合格発表
２８ ○看護婦（士）採用選考試験（第二次）（～３０）

６ ●京都府立医科大学公開講座（～７、１２）
８ ●教職員人権啓発研修（１４、１７）
１３ ●医大消防訓練

〈１２月〉
２９ ○第２回医学教育ワークショップ

１ ●１２月定例府議会（～１５）
２２ ●医療事故防止シンポジウム
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