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公益社団法人 山梨県看護協会

会長 藤巻秀子

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様にお
かれましては、お健やかに新年を迎えられたこととお

慶び申し上げます。

新たな公益社団法人となり 2年目となりましたが、会員
の皆様の多大なご支援ご協力によりまして、本会各部

の事業運営や地区支部活動、委員会活動も順調にすすめら
れておりますことに心から感謝申し上げます。

本県は少子高齢化がますます伸展し、高齢者人口の比率
は 24％を超え、中でも 75 歳以上の後期高齢者がその

半数以上を占める状況となっています。昨年 8月に出され
た社会保障制度改革国民会議報告書の「医療・介護分野の
改革の方向性」では、次のように述べられています。

病床区分をはじめとする医療機関の体系を法的に定めな
おし、それぞれの区分の中で相応の努力をすれば円滑

な運営ができるという見通しを明らかにすることが必要で
ある。さらに、これまで長く求められてきた要望に応え、「地
域完結型」の医療に見合った診療報酬・介護報酬に向け体
系的に見直すことなどに、速やかに、そして真摯に取り組
むべき時期が既にきていることを認識するべきである・・・。
さらに「かかりつけ医」の普及は必須であり、そのために
は、まず医療を利用する全ての国民の協力と「望ましい医療」
に対する国民の意識の変化が必要となる…。

このことは、“老いても病を得ても住み慣れた我が家で最
後まで過ごしたい！”を実現させるための訪問看護制

度を創設した先輩達の願いに通じるものと、その先見性に
改めて敬服する次第です。

まさに医療が「病院完結型」から「地域完結型」へと転
換されるべき時を迎えました。公益社団法人化に併せ

て新たに設置した「訪問看護等在宅ケア推進委員会」は、地
域完結型へと医療がシフトされていく中で、看護が担う役
割と発揮するべき機能を明らかにするため、全地区支部に
設置された看護連携継続委員会とも連携しながら訪問看護
などの在宅ケアの推進に取り組んでおります。

そこで、訪問看護を担う人材の確保が急務となり、新卒
看護師を訪問看護師として育成できないものかと検討し

ていた矢先に日本看護協会のモデル事業「訪問看護師養成研修
コアカリキュラム（案）の試行事業」を受託することとなり、
現在、コアカリキュラムをもとにした指導要綱案の作成と、新卒
看護師採用時の研修体制のあり方を検討しているところです。

モデル事業の要件が「26 年度新卒看護師を採用予定」
ということもあり、26 年 4 月には、2人の新卒看護

師を採用し訪問看護師として育成することとしているとこ
ろです。

さらに報告書では、医療のあり方にも言及し、～特に
看護職員については、養成の拡大や潜在看護職員の

活用を図るために看護師資格保持者の登録義務化などを推
進する必要がある～とも明記しています。看護協会では現
在もナースセンターを中心に潜在看護力の発掘に努力して
おりますが、勤務・労働環境の改善のためのＷＬＢ推進ワー
クショップなどに取り組み、看護職として働く喜びが感じ
られる環境づくりを推進し、潜在している看護職の有資格
者を看護の現場に迎えたいと願うところです。

また、我が国はじめ諸外国を震撼させている自然災害
の脅威があります。そこで新たに設置された災害看

護委員会では災害看護の研修企画や、災害支援ナース必携
マニュアルの改訂などに精力的に取り組み、まもなく改訂
版必携マニュアルが完成の予定です。災害支援ナースも随
時募集しておりますので関心のある方の登録をお願いいた
します。

地区支部活動は新たな地区支部規程により、本会の目
的に沿って地域の看護職と連携を強化し、地域住民

の健康と福祉の増進に寄与することとし、研修や委員会活
動、また看護の普及啓発事業、さらには地域医療再生事業
を活用した看護職の確保・定着や看護の質向上を図るため
の学習機材などの整備に取り組むなど地域内の看護職の連
携の輪が強く確かなものになっていることを実感しており
ます。

何をするにも大切なことは“チームワーク”です。暖
かい気持ちが通じ合い、「明日もまた」と笑顔で声か

け合える職場は素晴らしいですね。

協会活動は会員の皆様の声を反映して取り組んで参り
ますので、日頃感じていること、希望することなど

皆様のお声をお寄せいただければ幸いです。

２014 年が会員の皆様にとって希望多き年となります
よう祈念し年頭のごあいさつとさせていただきます。

平成26年度 新卒看護師を採用予定
日本看護協会委託訪問看護師養成研修
コアカリキュラム（案）の試行事業実施

１訪問看護とは（概論）４時間（半日）
　　　「訪問看護活動に要する初歩的な知識を学ぶ」
　　　 ①社会に求められている訪問看護サービスを知る
　　　 ②訪問看護の対象者（利用者本人、家族、地域）を知る
　　　 ③訪問看護の制度とサービスの仕組みを知る

２訪問看護基礎技術１２時間（１．５日）
　　　「脳血管疾患をもつ高齢者の事例から
　　　　訪問看護の実際と必要な看護技術を学ぶ」
　　　 ①訪問看護に必要なコミュニケーションや接遇が理解できる
　　　 ②訪問看護が関わることによるＱＯＬ向上がイメージできる
　　　 ③家族・介護者への支援がイメージできる
　　　 ④他職種との連携がイメージできる
　　　 ⑤地域の特性や社会資源を知る
　　　 ⑥訪問看護における基本的なリスクマネジメントを知る

   これらの学習目標や学習内容（案）を検証し、指導要綱を
   作成する。

※日本訪問看護財団 2012年度 訪問看護研修カリキュラム「コアカリキュラム」事業報告書より

　平成26年度看護協会では訪問看護師養成研修（ステップ１）は従来の31日間の集合研修からeラーニングを
利用した内容に変更する予定です。eラーニング＋集合研修8日間＋実習（5日）の研修体制を検討しています。

　研修終了時、「訪問看護をやってみよう、やれそうだ」
と思えることを目標とする。

新卒訪問看護師養成事業検討会 コアカリキュラム（案）の内容

コアカリキュラム（案）とは

コアカリキュラム（案）終了時の到達目標

新年を迎えて
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Ⅱ．2012 年度　訪問看護研修カリキュラム「コアカリキュラム」

1 コアカリキュラムの位置づけ

　本事業の委員会では、次に示すとおり４つの区分の看護職の受講を想定してコアカリキュラムを検
討した。これらの看護職は経験や教育背景は様々であるが、訪問看護師としての活動を始めるにあた
り必要な知識・技術は共通するものであると考えられた。
　今回新たに作成したコアカリキュラムは、図２に示す黄色で示した部分である。これは、対象とな
る４つの区分の看護職が「訪問看護をやってみよう」と思い立った時点で、最初に受講することが望
まれるカリキュラムとして位置付けた。
　受講者が受講しやすい短期間のカリキュラムを作成すべく、改めて 2004 年に作成された「新たな
訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」の内容を吟味し、訪問看護の実践に必要不可欠な事柄のみ
に凝縮したカリキュラムの作成を試みた。
　現行の「新たな訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」を構成する内容はいずれも受講が必要な
内容と考えられたが、今回検討を進める主旨に沿って、可能な限りスリム化を図り、多くの看護職が
気軽に参加できる、また、主催者側にとっても開催しやすい内容にブラッシュアップした。
　ただし、これは「新たな訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」に替わるものではなく、訪問看
護への導入研修ともいうべき新カリキュラムである。
　本コアカリキュラムを受講することで訪問看護師への一歩を気軽に踏み出すことができるよう敢えて
「新たな訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」を受講する前の段階に位置づけることにした（図２）。

Ⅱ 2012年度　訪問看護研修カリキュラム「コアカリキュラム」

2012年度 訪問看護研修カリキュラムイメージ

既卒者

精神障害者

終末期ケア

難病看護認知症看護

訪問看護管理

【学習方法】
①講義等による知識の習得

【到達目標】

リスクマネジメント

小児・障害児

退院支援

看護系団体等が開催する既存研修（例）

図２：

スキルアップカリキュラム（既存の研修
カリキュラムを積極的に活用する）

＊新卒者はできるかぎり多くのスキルアップ
カリキュラムを受講する

＊既卒者は経験によって、スキルアップカリ
キュラムを選択する

②演習（グループワークや
ロールプレイ）による知
識と体験との統合

訪問看護に興味を持つ
受講者がやってみよう、
やれるかもしれない、と
感じることができる

訪問看護eラーニングや訪問看護師養成講習会（ステップ1）
※コアカリキュラムとスキルアップカリキュラムの間に位置するが内容の
見直しと科目選択を可能にするなどの構造の見直しが課題である。

＊全対象者に受講を勧めるコアカリキュラム

1.訪問看護に従事
する新卒者

2.定年後の
セカンドキャリア

3.医療機関・Ｓｔ等に
就労している現役

4.就労して
いない潜在

 図 2　2012 年度　訪問看護研修カリキュラムイメージ　

ねらい

ねらい

目標

目標

訪問看護研修カリキュラムイメージ

　協会内に7月に設置し、これまで5回の検討会を開
催して来ました。
　検討委員は大学地域看護学講座関係者、病院看護
管理者、訪問看護ステーション所長、訪問看護認定看護
師、協会職員でオブザーバーとして県庁医務課看護指導
監と訪問看護事業の担当者に参加していただいています。

「新卒看護職」や「潜在看護職」、「定年退職後の看護
職」、「医療機関等に勤務する看護職」が「訪問看護を
やってみよう」と思い立った時点で、最初に受講する
ことが望まれる２日間の研修カリキュラムで、訪問看
護への導入カリキュラムとも言えます。

※eラーニングとは、インターネットを使ってパソコンの画面を見て学習する方法です。
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　　　 ③家族・介護者への支援がイメージできる
　　　 ④他職種との連携がイメージできる
　　　 ⑤地域の特性や社会資源を知る
　　　 ⑥訪問看護における基本的なリスクマネジメントを知る

   これらの学習目標や学習内容（案）を検証し、指導要綱を
   作成する。

※日本訪問看護財団 2012年度 訪問看護研修カリキュラム「コアカリキュラム」事業報告書より

　平成26年度看護協会では訪問看護師養成研修（ステップ１）は従来の31日間の集合研修からeラーニングを
利用した内容に変更する予定です。eラーニング＋集合研修8日間＋実習（5日）の研修体制を検討しています。

　研修終了時、「訪問看護をやってみよう、やれそうだ」
と思えることを目標とする。

新卒訪問看護師養成事業検討会 コアカリキュラム（案）の内容

コアカリキュラム（案）とは

コアカリキュラム（案）終了時の到達目標

新年を迎えて

5

Ⅱ．2012 年度　訪問看護研修カリキュラム「コアカリキュラム」

1 コアカリキュラムの位置づけ

　本事業の委員会では、次に示すとおり４つの区分の看護職の受講を想定してコアカリキュラムを検
討した。これらの看護職は経験や教育背景は様々であるが、訪問看護師としての活動を始めるにあた
り必要な知識・技術は共通するものであると考えられた。
　今回新たに作成したコアカリキュラムは、図２に示す黄色で示した部分である。これは、対象とな
る４つの区分の看護職が「訪問看護をやってみよう」と思い立った時点で、最初に受講することが望
まれるカリキュラムとして位置付けた。
　受講者が受講しやすい短期間のカリキュラムを作成すべく、改めて 2004 年に作成された「新たな
訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」の内容を吟味し、訪問看護の実践に必要不可欠な事柄のみ
に凝縮したカリキュラムの作成を試みた。
　現行の「新たな訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」を構成する内容はいずれも受講が必要な
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　ただし、これは「新たな訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」に替わるものではなく、訪問看
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　本コアカリキュラムを受講することで訪問看護師への一歩を気軽に踏み出すことができるよう敢えて
「新たな訪問看護研修カリキュラム　ステップ１」を受講する前の段階に位置づけることにした（図２）。

Ⅱ 2012年度　訪問看護研修カリキュラム「コアカリキュラム」

2012年度 訪問看護研修カリキュラムイメージ

既卒者

精神障害者

終末期ケア

難病看護認知症看護

訪問看護管理

【学習方法】
①講義等による知識の習得

【到達目標】

リスクマネジメント

小児・障害児

退院支援

看護系団体等が開催する既存研修（例）

図２：

スキルアップカリキュラム（既存の研修
カリキュラムを積極的に活用する）

＊新卒者はできるかぎり多くのスキルアップ
カリキュラムを受講する
＊既卒者は経験によって、スキルアップカリ
キュラムを選択する

②演習（グループワークや
ロールプレイ）による知
識と体験との統合

訪問看護に興味を持つ
受講者がやってみよう、
やれるかもしれない、と
感じることができる

訪問看護eラーニングや訪問看護師養成講習会（ステップ1）
※コアカリキュラムとスキルアップカリキュラムの間に位置するが内容の
見直しと科目選択を可能にするなどの構造の見直しが課題である。

＊全対象者に受講を勧めるコアカリキュラム

1.訪問看護に従事
する新卒者

2.定年後の
セカンドキャリア

3.医療機関・Ｓｔ等に
就労している現役

4.就労して
いない潜在

 図 2　2012 年度　訪問看護研修カリキュラムイメージ　

ねらい

ねらい

目標

目標

訪問看護研修カリキュラムイメージ

　協会内に7月に設置し、これまで5回の検討会を開
催して来ました。
　検討委員は大学地域看護学講座関係者、病院看護
管理者、訪問看護ステーション所長、訪問看護認定看護
師、協会職員でオブザーバーとして県庁医務課看護指導
監と訪問看護事業の担当者に参加していただいています。

「新卒看護職」や「潜在看護職」、「定年退職後の看護
職」、「医療機関等に勤務する看護職」が「訪問看護を
やってみよう」と思い立った時点で、最初に受講する
ことが望まれる２日間の研修カリキュラムで、訪問看
護への導入カリキュラムとも言えます。

※eラーニングとは、インターネットを使ってパソコンの画面を見て学習する方法です。
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介護・福祉関係施設・在宅等領域に働く看護職員の研修は今
　超高齢社会においては多くの介護サービスが必要になる。医療提供体制では更なる在院日数の
短縮化が図られ、その結果介護・福祉関係施設や在宅領域で働く看護職員には医療依存度の高い高
齢者を支えるため、看護の機能強化が求められている。日本看護協会では看護師職能委員会Ⅱ（介
護・福祉関係施設・在宅等領域）を立ち上げ活動を開始し、平成24年施設等で働く看護実務者が押
さえておきたい研修を系統的にまとめた「介護施設における看護職のための系統的な研修プログラ
ム」を作成された。本県における行政や看護協会の状況・取り組みを報告する。　（担当／岡本理恵）

介護・福祉関係施設・在宅等領域に働く看護職員の研修は今

「介護施設における看護職のための系統的な研修プログラム」研修プログラムの特徴

1
実務者に求められる
「マネジメント能力の
視点」を盛り込んだ。

2
介護施設で必要とされ
る研修プログラムの項
目を３つの系統にまと
めた。

3
研修を複数の施設や関
係団体間等で企画運営
するためのツールとし
て活用できる。

◎看護協会主催継続教育　○県からの委託研修　☆看護師職能委員会研修

　　日本全体で10万人弱、山梨県では看護職員の14％、約1,400人が介護・福祉施設で働いている。山梨県看護協会では、平成24年か
ら、介護・福祉分野看護職員教育研修推進協議会を立ち上げ研修の情報交換を実施するとともに、看護師職能委員会に介護保険施設で働
く委員を加え、介護・福祉関係領域の看護職の研修等を企画実施している。また、県からの委託研修（高齢者権利擁護研修、喀痰吸引指導
者研修等）や山梨県看護協会継続教育（学ぼう！「福祉介護施設の安全対策～安全な生活環境を提供するために～」）等も開催している。ほ
か、継続教育では年間を通して全看護職員対象のスタンダード研修を行っており、「介護施設における看護職のための系統的な研修プログ
ラム」に記載してある「感染」や「基礎から学ぶ医療安全」、「褥瘡予防」、「フィジカルアセスメント」、「認知症ケア」などの研修も実施して
いるので、介護・福祉関係領域の看護職の皆様はこうした研修プログラムを活用して看護職の機能強化に活かしてほしい。

3つの系統と研修24項目

Ⅰ 介護施設の特徴と
看護の役割

看護実践
のための
知識・技術

実践効果を
活かすための

知識・技術

Ⅱ

Ⅲ

介護施設で求められる看護ケアの 基本視点 暮らしを支えるアセスメント

介護事故予防と対応

介護施設における効果的な対人関係スキル

入居者の尊厳を守るための制度知識

看護学生の臨地実習指導法（臨地実習指導者）

急変時のケア

看取り期のケア

感染管理

地域連携のための基礎知識

介護領域における看護・介護に関する関連法規

看護学生の臨地実習体制づくり（臨地実習責任者）

褥瘡ケア摂食・嚥下ケア生活機能維持のための援助 身体機能維持のためのリハビリテーション 排泄ケア

施設における安全管理体制の整備

家族を含めた入居者の意思決定支援

看護職の資質向上のための教育・研修体制づくり

フィジカルアセスメント 基礎編　応用編 認知症ケア 基礎編　応用編1. 日常生活を支援するための基本的ケア

2. 急変時の対応

3. 看取り

4. セーフティマネジメント

1. 連携と調整（チームづくり）

2. 制度に関する知識

3. 教育と研修

◎☆ ◎○

◎ ◎

☆

○☆

○

◎○

○

◎

◎

◎

フィジカルアセスメント 基礎編　応用編フィジカルアセスメント 基礎編　応用編フィジカルアセスメント 基礎編　応用編 認知症ケア 基礎編　応用編認知症ケア 基礎編　応用編認知症ケア 基礎編　応用編

   でも、施設では看護職員も少ないので研修に
  参加ができないのです。という施設の看護者
の皆様には・・・

   特養看護職を対象とした地域包括ケアアドバ
   イザー派遣等事業があります。
　この事業は、認定看護師などが、施設に出向
いて看護師に専門職として必要とされる看護の
知識、技術についてアドバイスを行う事業で今
年（平成25年）開始されました。施設の希望す
る、緩和ケア、皮膚・排泄ケア、摂食嚥下障害
看護、看取りケアなどについて登録した認定看
護師がアドバイスをするものです。各施設の看
護者は居ながらにして質の高い研修・アドバイ
スが受けられますので是非ご活用ください。
　くわしくは県長寿社会課へ

（25年8月実施）高齢者権利擁護研修 喀痰吸引等指導者養成講習 Q

A

　平成24年度研修「その人らしい看取りケアとは」参加85人。
　平成25年度研修11月29日「急変時ケア」参加56人。
　平成26年1月27日「フィジカルアセスメント」
　を開催しますので、ご参加ください。

看護師職能委員会主催の研修 地域包括ケアアドバイザー派遣事業県長寿社会課委託研修

   目的
介護保険施設における高齢者権利擁護等を
推進するために、医療的な観点から看護職
としての必要な知識・技術を習得する。
   内容
この研修は、毎年３月頃行っており、日本看
護協会で行われる特別養護老人ホーム等指導
者研修を受講した看護師の伝達研修と講義、
グループワークなどを行う。
平成24年度の内容
●伝達研修　
　①「認知症の理解と対応」
　②「身体拘束の意味するもの」
　③「尊厳ある看取り」
●講義　
　「高齢者施設における看取り」
●グループワーク　
　 「看取りの現状と看護師の役割」

　今年度も３月に実施予定。ご参加ください。

   目的
喀痰吸引等の制度及び介護職員への指導方法を理解し、介護
職員等の喀痰吸引等研修の講師及び実地研修の指導者となる。
   内容
喀痰吸引等制度論及び喀痰吸引や経管栄養などの実際（シミュ
レーターを使用）、演習の実施手順や評価方法等講習1.5日間
平成25年度76人が受講。26年度も実施を予定しています。

特集
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   でも、施設では看護職員も少ないので研修に
  参加ができないのです。という施設の看護者
の皆様には・・・

   特養看護職を対象とした地域包括ケアアドバ
   イザー派遣等事業があります。
　この事業は、認定看護師などが、施設に出向
いて看護師に専門職として必要とされる看護の
知識、技術についてアドバイスを行う事業で今
年（平成25年）開始されました。施設の希望す
る、緩和ケア、皮膚・排泄ケア、摂食嚥下障害
看護、看取りケアなどについて登録した認定看
護師がアドバイスをするものです。各施設の看
護者は居ながらにして質の高い研修・アドバイ
スが受けられますので是非ご活用ください。
　くわしくは県長寿社会課へ

（25年8月実施）高齢者権利擁護研修 喀痰吸引等指導者養成講習 Q

A

　平成24年度研修「その人らしい看取りケアとは」参加85人。
　平成25年度研修11月29日「急変時ケア」参加56人。
　平成26年1月27日「フィジカルアセスメント」
　を開催しますので、ご参加ください。

看護師職能委員会主催の研修 地域包括ケアアドバイザー派遣事業県長寿社会課委託研修

   目的
介護保険施設における高齢者権利擁護等を
推進するために、医療的な観点から看護職
としての必要な知識・技術を習得する。
   内容
この研修は、毎年３月頃行っており、日本看
護協会で行われる特別養護老人ホーム等指導
者研修を受講した看護師の伝達研修と講義、
グループワークなどを行う。
平成24年度の内容
●伝達研修　
　①「認知症の理解と対応」
　②「身体拘束の意味するもの」
　③「尊厳ある看取り」
●講義　
　「高齢者施設における看取り」
●グループワーク　
　 「看取りの現状と看護師の役割」

　今年度も３月に実施予定。ご参加ください。

   目的
喀痰吸引等の制度及び介護職員への指導方法を理解し、介護
職員等の喀痰吸引等研修の講師及び実地研修の指導者となる。
   内容
喀痰吸引等制度論及び喀痰吸引や経管栄養などの実際（シミュ
レーターを使用）、演習の実施手順や評価方法等講習1.5日間
平成25年度76人が受講。26年度も実施を予定しています。

特集
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特集

山梨県看護協会認定看護師
養成・専門相談事業

　本県では、平成20年度から県認定看護師養成事業がスタートし、県外で行われる養成課程に学ぶ認定看護師の助
成金制度も開始した。また、平成23年6月に県立大学看護実践開発研究センターで認定看護師教育課程（緩和ケア）
を開設したことにより、24年以降には緩和ケアの認定看護師が多数誕生した。

　20年度に県内看護職員の確保及び定着を推進し、看護の質の向上と活性化を
図るため、認定看護師の養成と登録及び専門相談の調整、相談事業などを開始し
た。事業の円滑な運営を図るための連絡会や県内の認定看護師が有機的な連携の
もとに活動できるように認定看護師会議などを開催し、認定看護師は日頃の活動
の情報交換や研修などを行っている。

●専門相談事業をご利用ください。
　認定看護師に専門相談を依頼したいとき・・・各病院等に配布してある認定看護師の所属
する施設の一覧表で専門分野を確認して、希望する認定看護師の所属に依頼して専門相談
を受けることができる。専門相談費用は要請した医療機関が支払う。

●他の事業での活躍
　県医務課　職場環境改善アドバイザー派遣事業・・・医療機関に出向いて職場環境の整備
について相談を行う事業で認定看護師も登録し専門分野で活動

　本センターでは、平成26年6月に認知症看護認定看護師教育課程を開講します。
　高齢化の進行とともに、認知症は年々増加の一途をたどり、我が国では既に300
万人を超え、2025年には470万人に達するだろうと予測されております。認知症ケ
アの体制はまだ十分確立していない状況であり、対応に苦しんでいる人々が絶えま
せん。そのため、病院や在宅等において認知症の人とその家族に対し、専門知識と
技術をもつ認定看護師の実践的活動が期待されます。
　しかし、県内の認知症看護認定看護師はわずか4人であり、さらに多くの認定看護
師の誕生が望まれるところです。平成24年6月に実施した県内の看護管理者に対す
るアンケート調査によると、認知症看護の認定看護師を望む声が最も多い結果でし
た。現場のニーズが高いことがうかがえます。
　緩和ケア教育課程は今年で3年目となりますが、既に本学で学んだ看護師54名が
認定看護師として、全国で活動し成果を得ております。平成26年度本センターで
は、認定看護師教育として緩和ケア課程（定員20名）及び認知症看護課程（定員30
名）を開講しますので、多くの方のご応募をお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合せ先】電話 055-269-7235

のだ内科クリニック 緩和ケア認定看護師　 市立甲府病院 がん放射線療法看護認定看護師　

井出和子 佐藤恵美

患者や家族の「最期は自宅で」の
思いに寄り添いたい

がん放射線療法看護
認定看護師としての取り組み

認知症看護認定看護師教育課程を
開講します

これからの時代に求められる看護・看護師とは？特集 山梨県における
認定看護師養成事業について

　日本看護協会では生涯学習支援の一環として1995年より認定看護師養成事業を開始しました。
現在では認定看護分野も増え、より専門性が高まっているところです。
　皆さん、山梨県における認定看護師養成事業をご存知ですか？これまで協会ニュースでは認定看護師の
活動報告を随時行ってきました。県内での認定看護師（緩和ケア）の養成を開始して3年、2013年看護協会
に登録した認定看護師は105人と大台を越えました。2014年認知症看護認定看護師教育課程が開校されるに
あたり、経過の一部ですがご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当／三枝浩子）

田中彰子山梨県立大学看護実践開発研究センター長　

　私はこれまで診療所の看護師とし
て外来診療において、在宅医療にも
携わってきた。多くの問題や不安を抱え
ながらも「最期は自宅で」と望まれる多くの患者・家族
に接し、「その人らしい穏やかな最期」の実現に少しで
もお役に立ちたいと緩和ケア認定看護師を取得した。
　その後、肺がん患者の自宅での見取りに関わった。呼
吸状態の悪化やせん妄などの状態に家族の疲れも増し、
入院が必要な状態となったが、状態の判断や家族の支援
など緩和ケアで学んだことを活かし、関係者と連携し希
望に沿った最期を迎えることができた。
　認定看護師として２か月を経たが、今後、在宅療養希
望者の窓口として、在宅療養移行への調整や多職種の
方々との連携等積極的に「行動できる」ように努力をし
て患者・家族が望む「最期を自宅で」療養できるよう
に、患者・家族の思いに寄り添った穏やかな最期へのか
かわりを実践していきたい。

　放射線治療を受ける患者のなかには、
告知後まもなく受け止めもできないまま、
危機的段階で紹介されてくるケースや治療に
不安を抱いているケースなど少なくありません。そのため、
初診時からインフォームドコンセントに同席し、治療に対す
る受け止めやこれまでの過程など全体像を理解し患者・家族
に継続してサポートしています。有害事象の出現はＱＯＬの
低下を招きます。介入のタイミングを逃さずに関わること。
それは、患者が安心して主体的に取り組むことにつながりま
す。専門的立場からの情報提供や現状を受け止め、頑張って
いる姿にいつでも支えて行くことを患者・家族に伝えながら
関わっています。また、安全・安楽な治療環境の提供、それ
は再現性を高くし制度を保つことです。疼痛管理や緊張緩和
などに努め治療完遂することができるよう、病棟と連携を図
ることを心掛け、治療効果を最大限に発揮できるように努め
ています。今後は他職種との連携を充実させ、看護の質の向
上に努めていきたいと思います。

分野別人数

日看協 日看協

日精看

分  野 登録累計人数
認知症看護

脳卒中リハビリテーション看護
がん放射線療法看護
慢性呼吸器疾患看護

慢性心不全看護

４
３
１
１
０

分  野 登録累計人数
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皮膚・排泄ケア
集中ケア
緩和ケア
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訪問看護
感染管理

糖尿病看護
不妊症看護

新生児集中ケア
透析看護
手術看護

乳がん看護
摂食・嚥下障害看護

小児救急看護

２
14
3
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０
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１
０
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行動制限最小化看護
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退院調整

精神科薬物療法看護
うつ病看護

薬物・アルコール依存症看護

１
２
１
２
１
２
１

認定看護師紹介

患者や家族の「最期は自宅で」の
フレッシュ

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
登録数 1 0 2 2 0 0 3 5 6 9 12 13 29 23
累計 1 1 3 5 5 5 8 13 19 28 40 53 82 105
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技術をもつ認定看護師の実践的活動が期待されます。
　しかし、県内の認知症看護認定看護師はわずか4人であり、さらに多くの認定看護
師の誕生が望まれるところです。平成24年6月に実施した県内の看護管理者に対す
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　日本看護協会では生涯学習支援の一環として1995年より認定看護師養成事業を開始しました。
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　皆さん、山梨県における認定看護師養成事業をご存知ですか？これまで協会ニュースでは認定看護師の
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に登録した認定看護師は105人と大台を越えました。2014年認知症看護認定看護師教育課程が開校されるに
あたり、経過の一部ですがご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当／三枝浩子）

田中彰子山梨県立大学看護実践開発研究センター長　

　私はこれまで診療所の看護師とし
て外来診療において、在宅医療にも
携わってきた。多くの問題や不安を抱え
ながらも「最期は自宅で」と望まれる多くの患者・家族
に接し、「その人らしい穏やかな最期」の実現に少しで
もお役に立ちたいと緩和ケア認定看護師を取得した。
　その後、肺がん患者の自宅での見取りに関わった。呼
吸状態の悪化やせん妄などの状態に家族の疲れも増し、
入院が必要な状態となったが、状態の判断や家族の支援
など緩和ケアで学んだことを活かし、関係者と連携し希
望に沿った最期を迎えることができた。
　認定看護師として２か月を経たが、今後、在宅療養希
望者の窓口として、在宅療養移行への調整や多職種の
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　放射線治療を受ける患者のなかには、
告知後まもなく受け止めもできないまま、
危機的段階で紹介されてくるケースや治療に
不安を抱いているケースなど少なくありません。そのため、
初診時からインフォームドコンセントに同席し、治療に対す
る受け止めやこれまでの過程など全体像を理解し患者・家族
に継続してサポートしています。有害事象の出現はＱＯＬの
低下を招きます。介入のタイミングを逃さずに関わること。
それは、患者が安心して主体的に取り組むことにつながりま
す。専門的立場からの情報提供や現状を受け止め、頑張って
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　　　　　　　　　　　専門職とは何か。専門とは
　　　　　　　　　　「ある特定の学問や仕事に深
　　　　　　　　　くかかわり詳しい知識を持って
いること、その学問や仕事」、専門家とは「ある特
定の学問や仕事を深く研究して、そのことに詳しい
人」と言われます。20世紀の終わりに、日本看護協
会資格認定制度は始まりました。1987年（昭和62
年）4月、厚生省「看護制度検討会報告書（21世紀に
向けての看護制度のあり方）」において、専門看護
婦、看護管理者の育成が提言されたことを契機に、
専門看護師制度（1994年）、認定看護師制度（1995
年）、認定看護管理者制度（1998年）が発足しまし
た。
　同じ頃、山梨医科大学に4年制看護学科が設置され
てから約20年経過し、開設時から着任した私も25年
度で定年退職を迎えます。本学看護学科開設時には
全国に約40校だった看護系大学も、現在210校を超え
る規模になり、月日の経つ早さを感じています。少
子高齢化社会で、次世代を担う若者が少なくなるの
ではないかと危惧されている中、有職女性の約10人
に1人は看護職者となり、専門職としての地位を確立
しつつあります。

　山梨県看護協会が認定看護管理者研修を開始して
から約15年、認定看護管理者は23名（2013年10月
現在）にもなりました。ファーストレベル研修は毎
年、セカンドレベル研修は隔年開催され、応募者は
年々増加しており、山梨県看護界の次世代を担う
リーダーが修了していく姿を拝見するたびに、頼も
しさを感じています。
　私が看護職に就いたのは1970年、日本赤十字社幹
部看護婦研修所（現、幹部看護師研修センター）を
修了したのは1973年、その後臨床看護婦、看護系
短期大学・大学教員、卒後・継続教育に携わってき
ました。そんな歩みの中でいつも抱いていたのは、
「看護職の専門家になりたい」という気持ちです。
私が描く専門家とは、「ある特定の学問や仕事を、
深く追求する人、発展させることのできる人、興味
や関心が高い人、責任が果たせる人、疑問が持てる
人、視野が広い人、生き生きしている人、楽しく働
いている人、柔軟な人・・・」などが理想的な人で
す。そんな理想的な人には、まだまだ課題が山積で
す。皆さまも、看護学の専門家になりませんか。看
護界の発展のために・・・。

●受講者の教育ニーズを反映するため、ファーストレベルに「人材育成論」、セカンドレベルに
　「ヘルスケアサービス管理論」、実践力強化のため「総合演習」を新設
●ファーストレベル、セカンドレベルで労務管理に関する教育内容を強化
　 セカンドレベルは7月1日に開講し、講義は9月末に終了、現在受講された23人が看護管理の実践を

行っている。ファーストレベルは43人が10月1日から12月20日までの25日間の講義を終え、現在
レポート作成に取組んでいる。

時代の変化に応じた教育内容の変更が求められ、以下の点において
カリキュラムが改正された。

認定看護管理者教育運営委員長  山梨大学大学院医学工学総合研究部 教授　中村美知子
認定看護管理者教育に携わって

研修会・講演会便り研修会・講演会便り
　みんなで学びたい！数々の研修会や講演会が開催されています。その中から
今回は以下の３つの感想を紹介させていただきます。　　　　（担当／中込千恵美）

　山梨県立大学の前澤美代子先生の研修に参加させていただきました。研修の
冒頭で先生から「研修は共同責任である。わからないままで帰らず質問してそ
の場で解決していくものが研修である。研修を実践に活かしてほしい」との言
葉が強く印象に残りました。講演内容は自身の臨床での体験談を交えて目標に
向かってわかりやすく講義、演習を受講することができました。看護記録の意
義は看護の心を持って、看護し、実践した看護を他者に「見える化」したものが
看護記録である。看護過程を記録することは看護師や患者などを守ることに繋が
り、看護過程は視点に基づいた情報収集を行いアセスメントで全体像を確認し問
題点に焦点をあてて解決することと学びました。
　演習はグループワークで事例を基に関連図を用いて行いました。最初は関連図の展開がわからず皆が戸惑ってしまう場面
もありましたが、先生の指導で各自が情報を整理しアセスメントを考え関連図を仕上げ、看護目標、看護計画実施すること
ができました。職場で働いている私達には看護記録は日常的に行われていることであり、今回の研修で看護記録の書き方、
技術を学ぶことができ、苦手な看護記録にも自信をもって今後の実践に活かしていきたいと思います。

　倫理とは、これだけは守らなければならないと最低限に決められた法律
とは違い、決められていないこと、こういう仕事をしますと自分で考え決
めたこと、患者がより良い状態に頑張ろうとすることであると聞き、看護
者については「看護者の倫理綱領」というものがあることを学びました。
これは看護者として守るべき指標であり、この倫理を遂行していくことで
看護者としての質を高めていくものだと思いました。
　毎日の患者様との関わりの中で、自分自身の葛藤や気持ちがすっきりし
ない時や忙しくて関われない時など倫理的問題を感じる場面があります。そのような場面に遭遇した時、同僚や上司、医師
など他職種によるアドバイスも必要ですが、看護倫理の基礎知識を学んだり倫理綱領を読み直して、自分の考えや価値観を
修正することで自分の看護の関わりを改善したり他の考え方や価値観を受け入れたりできると思いました。
　今回は自分の勤務している病院で研修を受け、いつもより緊張することなく、時間も有効に使うことができました。日々の看
護に繋げていけるよう努力していきたいと思います。

講師：筑波大学 名誉教授 紙谷克子
日時：平成25年10月12日（土）

～自信を持って看護記録を書きたいあなたへ～

～看護実践と研究の最前線～

～自信を持って看護記録を書きたいあなたへ～

准看護師さん集ま～れ♪記録について学ぼう准看護師さん集ま～れ♪記録について学ぼう

奇跡が奇跡でなくなる日に向かって奇跡が奇跡でなくなる日に向かって

看護上の倫理的問題について考えよう！看護上の倫理的問題について考えよう！

看護協会出前研修

　10月12日筑波大名誉教授紙谷先生の講義を聴講した。看護の力で変化をお
こし、実例の写真で一目瞭然、まるでbefore－afterだった。ここまで回復に
導くことができるのかと、看護の素晴らしさを改めて感じる一日だった。
　廃用性症候群は安静、長期臥床生活、無為などが原因で二次障害をおこす。
生活行動は習慣化された体位（姿勢）をとること、習慣化された体位（姿勢）
は生活行動獲得への準備を促す。ＡＤＬは座位や立位の姿勢で行う動作が多
い。車椅子にしっかりと座り、骨盤上に体重が乗ることで患者はしっかりと開
眼し、意志が表出できるようになる。

　看護師は、臥床しているからとメガネをはずし、経口摂取していないから入れ歯をはずしてしまう。患者は目が見えず周
りの状況がわからなくなり、口腔内はいつもとは違う感触となる。日常生活から遠ざけ、自立を阻害してしまう。経口摂取
ができない、オムツへの排泄などは、闘病意欲の低下や排尿コントロール刺激量の低下、さらに自尊心の低下につながり、
廃用性障害を助長させ生活上の問題となる。
　生活リハビリ看護はケアの提供それ自体を日常生活の自立に連動させる。患者の清拭を行う際、腕の清拭を行ったらその
まま腕を挙上する、体位変換で足を曲げた時に屈曲運動を一回することで刺激をあたえるとともに拘縮予防にもなる。看護
師の忙しい勤務の中でも実践できる。“ワンケア（ケアの提供）ワンギフト（快の提供）ワンリハビリ（機能の向上）”　
「看護が忙しさを理由にしたら、看護はそこで止まってしまう。でも私はその先にいる患者さんに会いたい」という紙谷先
生の言葉に感銘を受けた。

　演習はグループワークで事例を基に関連図を用いて行いました。最初は関連図の展開がわからず皆が戸惑ってしまう場面

　廃用性症候群は安静、長期臥床生活、無為などが原因で二次障害をおこす。
生活行動は習慣化された体位（姿勢）をとること、習慣化された体位（姿勢）
は生活行動獲得への準備を促す。ＡＤＬは座位や立位の姿勢で行う動作が多
い。車椅子にしっかりと座り、骨盤上に体重が乗ることで患者はしっかりと開
眼し、意志が表出できるようになる。

講師：関西看護医療大学大学院
　　　特任教授 志自岐康子
日時：平成25年9月3日（火）～峡南地区支部で開催～

社会保険鰍沢病院　村松陽子

山梨病院　中込千恵美

甲府城南病院　田中久美子
講師：山梨県立大学 講師 前澤美代子
日時：平成25年8月21日（水）・9月4日（水）

みんなで学ぼう！みんなで学ぼう！

平成25年度認定看護管理者制度
教育課程は新カリキュラムに

平成25年度平成25年度認定看護管理者制度認定看護管理者制度

看護の将来について
「看護師のキャリア・アップ」のこれまでとこれから

　現在、認定看護管理者教育運営委員長として当協会の認定看護管理者教育の
運営に携わっている中村委員長に「これからの看護界を担う皆さまに伝えたい
こと」として看護者への期待を語っていただいた。　　　　　（担当／三枝浩子）
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　　　　　　　　　　　専門職とは何か。専門とは
　　　　　　　　　　「ある特定の学問や仕事に深
　　　　　　　　　くかかわり詳しい知識を持って
いること、その学問や仕事」、専門家とは「ある特
定の学問や仕事を深く研究して、そのことに詳しい
人」と言われます。20世紀の終わりに、日本看護協
会資格認定制度は始まりました。1987年（昭和62
年）4月、厚生省「看護制度検討会報告書（21世紀に
向けての看護制度のあり方）」において、専門看護
婦、看護管理者の育成が提言されたことを契機に、
専門看護師制度（1994年）、認定看護師制度（1995
年）、認定看護管理者制度（1998年）が発足しまし
た。
　同じ頃、山梨医科大学に4年制看護学科が設置され
てから約20年経過し、開設時から着任した私も25年
度で定年退職を迎えます。本学看護学科開設時には
全国に約40校だった看護系大学も、現在210校を超え
る規模になり、月日の経つ早さを感じています。少
子高齢化社会で、次世代を担う若者が少なくなるの
ではないかと危惧されている中、有職女性の約10人
に1人は看護職者となり、専門職としての地位を確立
しつつあります。

　山梨県看護協会が認定看護管理者研修を開始して
から約15年、認定看護管理者は23名（2013年10月
現在）にもなりました。ファーストレベル研修は毎
年、セカンドレベル研修は隔年開催され、応募者は
年々増加しており、山梨県看護界の次世代を担う
リーダーが修了していく姿を拝見するたびに、頼も
しさを感じています。
　私が看護職に就いたのは1970年、日本赤十字社幹
部看護婦研修所（現、幹部看護師研修センター）を
修了したのは1973年、その後臨床看護婦、看護系
短期大学・大学教員、卒後・継続教育に携わってき
ました。そんな歩みの中でいつも抱いていたのは、
「看護職の専門家になりたい」という気持ちです。
私が描く専門家とは、「ある特定の学問や仕事を、
深く追求する人、発展させることのできる人、興味
や関心が高い人、責任が果たせる人、疑問が持てる
人、視野が広い人、生き生きしている人、楽しく働
いている人、柔軟な人・・・」などが理想的な人で
す。そんな理想的な人には、まだまだ課題が山積で
す。皆さまも、看護学の専門家になりませんか。看
護界の発展のために・・・。

●受講者の教育ニーズを反映するため、ファーストレベルに「人材育成論」、セカンドレベルに
　「ヘルスケアサービス管理論」、実践力強化のため「総合演習」を新設
●ファーストレベル、セカンドレベルで労務管理に関する教育内容を強化
　 セカンドレベルは7月1日に開講し、講義は9月末に終了、現在受講された23人が看護管理の実践を

行っている。ファーストレベルは43人が10月1日から12月20日までの25日間の講義を終え、現在
レポート作成に取組んでいる。

時代の変化に応じた教育内容の変更が求められ、以下の点において
カリキュラムが改正された。

認定看護管理者教育運営委員長  山梨大学大学院医学工学総合研究部 教授　中村美知子
認定看護管理者教育に携わって
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　みんなで学びたい！数々の研修会や講演会が開催されています。その中から
今回は以下の３つの感想を紹介させていただきます。　　　　（担当／中込千恵美）

　山梨県立大学の前澤美代子先生の研修に参加させていただきました。研修の
冒頭で先生から「研修は共同責任である。わからないままで帰らず質問してそ
の場で解決していくものが研修である。研修を実践に活かしてほしい」との言
葉が強く印象に残りました。講演内容は自身の臨床での体験談を交えて目標に
向かってわかりやすく講義、演習を受講することができました。看護記録の意
義は看護の心を持って、看護し、実践した看護を他者に「見える化」したものが
看護記録である。看護過程を記録することは看護師や患者などを守ることに繋が
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題点に焦点をあてて解決することと学びました。
　演習はグループワークで事例を基に関連図を用いて行いました。最初は関連図の展開がわからず皆が戸惑ってしまう場面
もありましたが、先生の指導で各自が情報を整理しアセスメントを考え関連図を仕上げ、看護目標、看護計画実施すること
ができました。職場で働いている私達には看護記録は日常的に行われていることであり、今回の研修で看護記録の書き方、
技術を学ぶことができ、苦手な看護記録にも自信をもって今後の実践に活かしていきたいと思います。

　倫理とは、これだけは守らなければならないと最低限に決められた法律
とは違い、決められていないこと、こういう仕事をしますと自分で考え決
めたこと、患者がより良い状態に頑張ろうとすることであると聞き、看護
者については「看護者の倫理綱領」というものがあることを学びました。
これは看護者として守るべき指標であり、この倫理を遂行していくことで
看護者としての質を高めていくものだと思いました。
　毎日の患者様との関わりの中で、自分自身の葛藤や気持ちがすっきりし
ない時や忙しくて関われない時など倫理的問題を感じる場面があります。そのような場面に遭遇した時、同僚や上司、医師
など他職種によるアドバイスも必要ですが、看護倫理の基礎知識を学んだり倫理綱領を読み直して、自分の考えや価値観を
修正することで自分の看護の関わりを改善したり他の考え方や価値観を受け入れたりできると思いました。
　今回は自分の勤務している病院で研修を受け、いつもより緊張することなく、時間も有効に使うことができました。日々の看
護に繋げていけるよう努力していきたいと思います。

講師：筑波大学 名誉教授 紙谷克子
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　10月12日筑波大名誉教授紙谷先生の講義を聴講した。看護の力で変化をお
こし、実例の写真で一目瞭然、まるでbefore－afterだった。ここまで回復に
導くことができるのかと、看護の素晴らしさを改めて感じる一日だった。
　廃用性症候群は安静、長期臥床生活、無為などが原因で二次障害をおこす。
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い。車椅子にしっかりと座り、骨盤上に体重が乗ることで患者はしっかりと開
眼し、意志が表出できるようになる。

　看護師は、臥床しているからとメガネをはずし、経口摂取していないから入れ歯をはずしてしまう。患者は目が見えず周
りの状況がわからなくなり、口腔内はいつもとは違う感触となる。日常生活から遠ざけ、自立を阻害してしまう。経口摂取
ができない、オムツへの排泄などは、闘病意欲の低下や排尿コントロール刺激量の低下、さらに自尊心の低下につながり、
廃用性障害を助長させ生活上の問題となる。
　生活リハビリ看護はケアの提供それ自体を日常生活の自立に連動させる。患者の清拭を行う際、腕の清拭を行ったらその
まま腕を挙上する、体位変換で足を曲げた時に屈曲運動を一回することで刺激をあたえるとともに拘縮予防にもなる。看護
師の忙しい勤務の中でも実践できる。“ワンケア（ケアの提供）ワンギフト（快の提供）ワンリハビリ（機能の向上）”　
「看護が忙しさを理由にしたら、看護はそこで止まってしまう。でも私はその先にいる患者さんに会いたい」という紙谷先
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社会保険鰍沢病院　村松陽子

山梨病院　中込千恵美

甲府城南病院　田中久美子
講師：山梨県立大学 講師 前澤美代子
日時：平成25年8月21日（水）・9月4日（水）

みんなで学ぼう！みんなで学ぼう！
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平成25年度平成25年度認定看護管理者制度認定看護管理者制度
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　看護師駆け出しの20歳代、50歳まで仕事を続け
ることを目標に、足に豆たこを作って日夜病室を駆
け巡っていました。しかし、日々の看護に悩み、疑
問を感じて途中下車。看護周辺を模索し、看護教員
として再出発した30歳代、それからは、仕事と家
事・子育ての両立に困難を感じつつも、周りを見回
す暇なく、教育・研究・看護の現場と直走り、気づ
いたら、目標の50歳定年をとうに超え、看護教員
の定年65歳となっていました。
　その後も福祉専門職教育の機会を与えられ、72
歳まで公務が続きました。やっと一息と思う間もな
く、人生の先達に「まだ何かできるはず」と勧めら
れ、これまで想い描きながら実践できなかったケア
の現場に再び戻りたいと、自らが理想とする超高齢
社会を踏まえた「ケア・コミュニティづくり」を呼

びかける提言書を書きました。15名の一般の賛同
者からご支援いただき、1年半の準備期間の後、25
年7月、その手始めとしてのデイサービスセンター
を立ち上げました。臨床看護の現場で出会った経験
豊かな看護師４名の良き協力者を得たことが実現に
繋がりました。基本理念とした「温かさ」「繋が
る」「支え合う」「学び合う」ことが具現化しつつ
あることを実感する今日です。
　気づけば、私自身後期高齢者に手が届く年齢です
が、健康の許される限り「余生」はないと自分に言
い聞かせ、夢ある仕事に生かされる毎日を感謝で過
ごしています。

　家族、職場の仲間に支えられ、３人の子供のお母
さんとして育児に頑張っていらっしゃる矢巻美鈴さん
をご紹介します。                  　  （担当／岡本理恵）

　朝から「早く起きなさい」「ご飯を食べて」「忘
れ物は・・・」と大きな声で子供３人を忙しく送り
出すとすぐに出勤しています。
　職場は八ヶ岳と富士山のよく見える北杜市に
あります。そこの地域医療連携室で看護師をし
ています。介護や病気の事など様々な心配事に
対してお話を聞き、その方と一緒に良い解決方
法はないかと考える毎日です。
　仕事をしながらの子育ては大変な面もありま
すが、先輩お母さんも多く身近にアドバイスを
受けることができ、助かっています。また子供
の急病や学校行事に休みの配慮をしてもらうこ
とができ、安心して仕事を続けています。
　大切な家族がいて、楽しく共に病院で頑張る
仲間がいることで充実した毎日を送ることがで
きています。夫・子供・職場の仲間と多くの人々
に支えられながら、看護師が続けられている事
に感謝し、これからも頑張っていきたいと思い
ます。

看護職確保定着看護職確保定着 働き続けるために…

北杜市立甲陽病院 地域医療連携室 矢巻美鈴
No.28

「家族がいて、仕事があって」

オルゴールのハイパーソニックエフェクトによる
癒しの看護

かのんパワーでみんなを元気に

　当院はデイケア・ショートステイ・入院に対応出来
る「オルゴールのあるクリニック」と言われます。当
たり前ですが、患者様や利用者様の立場に立って考え
る看護を心掛け、７人の看護師が日夜努力しておりま
す。さらに大型オルゴールの生演奏で、癒しの効果を
期待しています。
　生の音には人の耳に聞こえない高周波が含まれてい
て、皮膚を伝わり脳の血流を改善し、免疫力を高める
事がわかっています。これがハイパーソニックエフェ
クトの一つです。パイプオルガンの様な低音と煌びや
かな高音は感動的です。ストレスの多い多様な社会生
活の中で、私達の病気と治療の関係も複雑です。
　治療に薬は必要ですが、「心の看護」「癒しのケア」
はどうでしょうか。無反応で自分を表現出来なかった
人が涙を流す、そんな素晴らしい体験もしました。
　認知症やうつ症状また胎教にも効果が期待されてい
ます。私は県内初のオルゴールセラピストとして誇り
と希望をもってお勧め致します。
　どうぞ一度見学に来てください。

　山梨県看護学会委員会が行った調査において、研究を行ったことがない理由のトッ
プは「課題（テーマ）がない」でした。研究の必要性は理解していても「研究」とな
ると肩に力が入り、どんなことがテーマになるか？悩んでしまう方が多いようです。
　日々の看護実践のなかで「なぜ？どうして？」「もっとこうすればいいのに！」と
疑問や問題意識を感じることはありませんか？その疑問や問題意識を客観的に筋道立
てて思索することで、研究につながる課題（テーマ）となり得ます。
　感じたことを文字にする、意味を調べる、実践場面を丁寧に観察する、文献を読む、
同僚や専門家と意見交換するなどを繰り返しながら、問題意識を深め、形にしていく
ことが大切です。『何を明らかにしたいのか』『どうすれば明らかになるか』を念頭に
置くこともポイントです。
　この過程は時間と労力がかかりますが、課題が明確になれば実は研究計画の大半は
おのずと決まってきます。
　看護実践に研究的視点は欠かせません！漠然と感じた疑問などを課題として、研究
を始めましょう。

　訪問看護ステーションかのんは、甲斐市にあり、
同事業所内では訪問看護の他に、デイサービス、居
宅介護支援事業、訪問マッサージも行っています。
　訪問看護ステーションには看護師５人、理学療法
士４人、作業療法士１人、言語聴覚士１人が所属し、
主に甲斐市、南アルプス市を中心にサービスを提供
しています。
　かのんの自慢は何と言ってもチームワークの良さ
です。意識の高い個性的なスタッフが揃い、元気で
明るい雰囲気の中で、それぞれが専門職としての知
識や技術を発揮し、お互いを高め合いながら、看護
とリハ協働で利用者様に関わっています。
　常にスタッフ内で連携を図りながら、利用者様の
情報共有や意見交換を積極的に行い、より質の高い
サービスが提供できるように全員が心がけ、日々切
磋琢磨しています。
　「かのんパワーでみんなを元気に」を合言葉に、こ
れからもかのんは、利用者様の在宅生活をチーム全
員で支援し続けます。

池川いみ子花の丘たちかわクリニック　 穂坂はるみ訪問看護ステーションかのん　

　シリーズで看護研究に
ついてお伝えします。だ
れでも日々の気付きや疑
問はあるはず。
　そんな気付きや疑問を
テーマにして、自分のた
めに「研究」を始めてみ
ませんか？

新シリーズ
看護研究

看護研究のコツ！「研究テーマの見つけ方」

山梨看護学会委員会

（担当／小屋理恵） ＊＊＊
＊

担当／大倉和代
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　忙しさや看護の難しさから悩みも多い看護職。しかし、それを越す
大きなやりがいのある仕事であることを実感します。  （担当／磯部沙織）

小野興子山梨YMCA岡島デイサービスセンター ぶどうの木 管理者 

夢ある仕事に生かされる日々 に感謝
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下記のとおり承認されました。

管理的事項について
1）平成25年度第2回地区支部長と役員合同会議（案）について
2）山梨県看護協会諸規程の制定について
　① 慶弔見舞に関する規程の制定について
　② 共催・後援取扱規程の制定について

協会事業運営について
１）平成26年度ナースセンター事業について
管理的事項について
１）山梨県看護協会定款細則及び規則の改正について
２） ウィンドウズXPサポートの終了に伴うパソコンの更新について
３）平成25年度第3次補正予算について
その他
１） 日本看護協会平成26年度改選役員・推薦委員会候補者の推薦について
２）日本看護協会長表彰・日本看護協会名誉会員の推薦について
３）平成25年叙勲祝賀会について

協会事業運営について
1）平成26年度県予算及び施策要望事業について
  ＜予算要望事業＞
  ① 新卒訪問看護師養成事業
  ② ナースセンター事業の強化
  ③ 新人看護職員研修事業の強化
  ＜施策提言＞
  ① 自殺再企画防止ライフコーディネーター事業に
　　ついての提言書
2）看護師職能委員会Ⅱの設置について
3）看護職のたばこ対策委員会の実態調査について

協会事業運営について
1） 看護師職能委員会Ⅱ（介護・福祉関係施設・
　　在宅等領域）の設置について（再案）
2）山梨県看護職のたばこ実態調査について（再案）

平成25年8月8日（木）第6回

平成25年9月12日（木）第7回

平成25年11月14日（木）第8回

　山梨県看護協会HPをご存知で
しょうか？
　各地区支部の活動には、そこで
行われる研修の内容も紹介されて
います。地区が違っても参加でき
ます。ぜひ活用してみて下さい。
　今後も、多くの会員が様々な活
動やその内容を知ることができ
るようなPRに努めていきたいと
思っています。（担当／磯部沙織）

表紙の写真／真木温泉からの霊峰富士 　昨年世界文化遺産に登録された霊峰
富士。富士山は「不二山」ともいわ
れ、比類のない山容を誇り、どこか
ら見ても美しい円錐形を描いています
が、特にこの真木温泉からは雄大で気
品高く、秀麗な姿が一望できます。
　日本の象徴として存在し、日本人の
心の奥まで受け入れてくれる寛容な母
なる富士は、何か私たち看護職の精神
とも通ずるところがあるように思います。

理事会報告平成25年度

I N F O R M A T I O N県梨山 会協護看
■叙勲受章者の祝賀会を開催します。

【日時】平成26年3月1日（土）午前11時～（受付 10時30分）
【場所】アピオ甲府
　平成25年は日下部記念病院看護部長長坂暁恵様、元あ
けぼの医療福祉センター総看護師長（現峡南病院看護部
長）小野紀子様が受章されました。

■地区別看護管理者事業説明会を開催します。
　

※富士・東部地区は１２月に終了しました。

■平成25年度総会の折、抽選で山梨県看護協会
　研修無料受講券を受け取られた会員の皆様へ
　無料受講券の利用は平成26年度の総会までとなっていま
すが、使用されていない方が多くあります。当選された本人で
なくても利用は可能ですので、ぜひ、期日までにご使用ください。
　平成25年度の対象研修は、1月30日・31日（峡東地区出前

研修　場所：県立博物館）六角先生の「認知症ケア入門」・
２月３日「ナースに贈るコミュニケーション～患者とのより良
い関係作りのために～」です。
　平成26年4月から総会までの研修は平成26年度継続教
育計画で知らせをしますのでご確認ください。

■おめでとうございます。受賞者紹介
平成25年10月
　平成25年度 産科医療功労者厚生大臣表彰
　富士吉田市立病院看護部長　杉本君代様
平成25年11月
　平成25年度 県政功績者表彰
　山梨厚生病院看護部長　古屋玉枝様

■平成25年度山梨看護学会は12月14日（土）開催し、
　325人の参加がありました。
　詳細は次号でお知らせします。

■ナースセンターよりお知らせ
　平成26年2月15日（土）9：00～16：00　看護教育研修セ
ンター大研修室において「看護職のWLB推進フォローアッ
プワークショップ」成果発表会を開催します。10病院の1～
3年の成果発表を聞いていただき、自施設のWLB推進に役
立ててください。（問い合せナースセンター電話055-226-0110）

地区名

中北

峡北

峡東

峡南

H26年2月7日（金）
午後１時30分～3時30分
H26年2月4日（火）
午後１時30分～3時30分
H26年1月27日（月）
午後１時30分～3時30分
Ｈ26年1月20日（月）　
午後１時～3時

看護教育研修センター

北巨摩合同庁舎会議室

東山梨合同庁舎
1階 103会議室

中富総合会館 視聴覚室

開催日程 開催場所


