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山梨県看護協会会員数 5275名（平成26年8月10日現在）山梨県看護協会への入会手続きはお早めに!!
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藤巻秀子
山梨県看護協会長

公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院  安藤　惇
　看護師となり、１０年目。今回、初めて「通常総会」に参加しました。
県知事を始め、来賓の方々から激励を頂き、県民の健康を守る看護
職への期待に、役割を果たしていきたいと感じました。重点事業の
一つとして、看護職員の確保・定着推進が上げられ、昨今、様々な
理由で離職する方もいます。看護の現場の改善・充実をめざし、共
に看護を行う仲間が増えること、続けられる労働環境の改善に期待
しつつ、私も多くの人に看護の魅力を伝えていきたいと思います。

平成26年度 職能委員会

保健師職能委員会 助産師職能委員会 看護師職能委員会
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訪問看護ステーション
すみ

推薦委員会
岡　宏美
飯窪　千恵
三阪　郁子
矢﨑はる美
望月　栄子
富田美千子

山梨県立中央病院

中北保健福祉事務所

白根徳洲会病院
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会 　 　 長　藤巻 秀子
副 会 長　有田　明美
副 会 長　佐藤　悦子（新）
専 務 理 事　古屋　玉枝（新）
常 任 理 事 手塚とみ江（再）
保健師職能理事　小川　忍（新）
助産師職能理事　廣瀬　紀子（新）
看護師職能理事　遠藤　みどり（再）

准看護師理事　田中　久美子
中北地区理事　伊藤　けさみ
　　　　　　　雨宮　きよ子
　　　　　　　岩下　美代子
峡北地区理事　早川　真澄（新）
峡東地区理事　橋爪　さつき（新）
　　　　　　　丹沢　早苗

峡南地区理事　保坂　ひろみ（新）
富士東部地区理事　加藤　君子（新）
監　　　　事　中込　正純（再）
監　　　　事　鈴木　木の実（再）
監　　　　事　川口　敬子

（新）新しく承認された役員
（再）再任された役員

①会員の皆様と一緒に将来の看護職の
　目指す姿に向かって協会活動ができ
　たら楽しいだろうなと考えています。
②おいしいものを食べ歩くこと。
　映画鑑賞

① 理事の役割を通して成長できるよ
う頑張ります。

②両親の介護で落ち込んだ心を韓流
　ドラマが癒してくれます。

① 看護の発展・質の向上が会員に見
　えるように尽力したい。
②写真

①協会本部と地区支部の連絡調整に
　励みたいと思います。
②絵画鑑賞

① 保健師が元気になり、生き生き活
動出来るよう、委員が一丸となっ
て研修の企画等頑張ります。

②バスケット観戦・応援（子どもの
　追っかけ）

①地区理事として、本会と同じ方向
　性で支部の活動が出来るよう本会
　と支部の連携を図っていきたい。
②ウォーキング

①助産師としての専門性を高め、そ
　の能力を発揮できる環境づくりの
　ために活動していきたいと思って
　います。
②トレッキング

①協会と地区支部の“かけはし”と
　なるように役割を果たしていきた
　いと思います。
②旅行

副会長 
佐藤 悦子

峡北地区
理事 
早川 真澄

専務理事 
古屋 玉枝

峡東地区
理事 
橋爪さつき

保健師職能
理事（委員長）
小川  忍

峡南地区
理事 
保坂ひろみ

新役員紹介

平成26年度の皆様です。会員の
皆様のご協力をお願いします。理事会メンバーを

ご紹介します （担当／三枝美保）

会員の皆様の声を協会活動にいかせるようがんばります。
どうぞよろしくお願いいたします。 ①抱負 ②趣味

通常総会報告
特集

山梨県看護協会公益社団法人●平成26年度●

平成２６年６月２１日（土）参加者270名

山梨赤十字病院  加藤　愛
　今回、初めて山梨県看護協会通常総会
に参加いたしました。看護協会で行われ
ている事業や活動が大変理解できまし
た。ＷＬＢへの取り組みなど、今後自施
設でも取り組んでいければと思います。
また企画されている研修会にも積極的に
参加し、学びを深めたいと感じました。

富士・東部地区
理事 
加藤 君子

助産師職能
理事 （委員長）
廣瀬 紀子

横内絢さんによる
フルート演奏

病院完結型医療から
地域完結型医療への転換の中で

看護の連携を強め
看護職の役割を果たそう

平成26年度スローガン

　公益社団法人になって、３回目の「山梨県看護協会通常
総会」を、平成２６年６月２１日（土）に参加者２７０人
委任状４３３０人　合計４６００人で開催した。
　来賓として横内山梨県知事、土橋県議会副議長などがご
臨席下さり、祝辞をいただいた。議事に先立ち議長団（武
藤陽子保健師・田中みや子助産師・弦間佐枝子看護師）、
議事録署名人（井上愛子地区理事・澄川道子地区理事）を
選出した。

　平成２５年度会計報告、平成２６年度スローガン、役員・
代議員の選出など会員の協力のもと可決され、事業報告が
承認された。
　今年度、日本看護協会名誉会員に選ばれた安達弘子さん、
日本看護協会長表彰を受けられた、秋山栄さん・甘利しづ
江さんを紹介し、皆で祝福した。
　平成２５年度山梨看護学会「看護研究奨励賞」の表彰も
行った。また、「会員のための協会魅力向上事業」として
総参加者抽選による「研修
無料受講券」の贈呈と昼
休みにフルートの演奏
（横内絢さん）を
楽しんだ。

参加者からの感想
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総参加者抽選による「研修
無料受講券」の贈呈と昼
休みにフルートの演奏
（横内絢さん）を
楽しんだ。

参加者からの感想
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保健師
職能委員会　　　　　　　　　　 今年度の交流集会は、「地域包括

                          ケアシステムの構築のために」～予防・
医療・介護の体制を推進するための保健師の役割と連携～
をテーマに開催した。
　委員会活動報告、活動方針及び全国保健師交流集会の
報告の後、地域包括ケアシステムの構築に向けて、それぞれ
の立場での関わり、課題等グループ討議を行った。地域包括
ケアシステムは地域づくりであり、高齢者だけではなく小児
や成人期も含め広く捉えた意見交換ができた。
　その後、日本看護協会常任理事であり保健師職能委員長
の中板育美先生より「地域包括ケアシステムの体制を推進
するための保健師の役割と連携について」講演を頂いた。

　基本的な指針や通知にどの
ように位置付いているか、その
中での役割を再確認し、予防
的視点を持ち、在宅療養に向
けた継続的な切れ目ないサー
ビスの提供体制の推進につい
て確認する機会となった。
　平成２６年度保健師職能委員会
活動方針として、①保健師の専門性を発揮するための現任
教育の推進②保健師の連携強化・ネットワークの推進③保
健師の質の向上を目指した自己研鑽の推進及び支援を挙げ
ている。交流集会を踏まえて研修計画を検討していきたい。

保健師職能委員長 小川 忍

助産師職能委員長 廣瀬紀子

保健師交流集会
6月28日㊏（参加者123名）
助産師交流集会
６月28日㊏（参加者25名）
看護師交流集会
７月7日㊊（参加者127名）

地域包括ケアシステムの構築

職能交流集会報告
平成
26年度 フェスタ看護事業平成26年度

　フェスタ看護事業は山梨県と山梨県看護協会、日本精神科看護協会山梨県支部が構成員となり、実
行委員会を立ち上げ、「看護の日」及び「看護週間」を中心に県民に看護についての関心と理解を深め
る事業を行っています。今年は５月１６日（金）に第３６回山梨県看護大会がアピオ甲府で開催され、「看
護功労者」１９人、「県民の看護師さん」８人が表彰されました。その後、国立社会保障・人口問題研究
所名誉所長西村周三先生による「高齢社会に対応する看護職へのエール」の記念講演が行われました。

（担当／岡本理恵）

伊藤　　薫
上田　君恵
福島　吉乃
有井　英子
広瀬美都子
矢崎はる美
平山　昭子
高橋るみ子
原田　秀喜
渡邊八重子

山梨県立北病院
峡西老人保健センター
韮崎市立病院
日下部記念病院
甲州市立勝沼病院
山梨厚生病院
特別養護老人ホーム大月富士見苑
身延山病院
三生会病院
富士吉田市立病院

日澤けさ美
小山ひろ美
中村　　恵　　　
丸山　哲央　　
晦日　哲也

小島　由美
小林　博子
中山小百合

田辺産婦人科
つる訪問看護ステーション
一宮温泉病院

加納岩総合病院
山梨赤十字病院
塩山市民病院
市立甲府病院
石和温泉病院

「高齢社会に対応する看護職へのエール」 国立社会保障・人口問題研究所
名誉所長 西村周三先生

　我が国の人口の推移をみると、2010年をピークに人口
減少化時代に突入した。2060年には人口が現在より約
3000万人減少し、生産年齢人口（15～64歳）の比率が約
50％になると予測されている。高齢者を支える構図が「御
神輿型」から将来は「肩車型」へと変化し、一人の若者が
一人の高齢者を支える時代がやってくる。団塊の世代が75
歳を超える2025年に向け、財源の確保やケア従事者を確
保する必要性が高まっていく。
　地域に目を向けると、これまで高齢化の問題は農村部
や過疎地の問題であると考えられてきた。しかし、国立社
会保障・人口問題研究所のデータによれば、大都市圏の
方が高齢者の実数が激増するだけでなく増加率も高い。
また一方地方においては、高齢化に加え若年女性人口の
減少が大きな問題となっており、「地方消滅」といった深

刻な問題を抱えている。地域に
見合った医療・介護をどのように
確保するかがこれからの大きな
課題である。
　この点においては「地域包括
ケア」という提唱がなされ、個々
の地域の特性に応じた形で、包括ケアの展開が期待され
ている。スリムで、満足度の高いシステムの構築、「暮らし
方」の見直し、経済的に持続可能な仕組みの追求、そして
暮らしの中に医療・介護を入れていく逆転の発想こそが
大切である。
　社会保障の在り方に関しては、国や行政のみに頼る時
代は終わった。現場の一人ひとりが参加して解決すべき問
題であり、専門職が一層の知恵を出すべき時期が来ている。

第19回 県民の看護師さん平成26年度 看護功労者

受 賞 お め で と う ご ざ い ま す

看護功労者・
県民の看護師さん

表彰

山梨県看護大会記念講演第36回

職能委員会
助産師

　　　　　　　　　　交流集会では、助産師職能委員会
　　　　　　　　　　の平成25年度活動報告と平成26年
度の活動目標を報告しました。その後、「ALL ＪAPANで活
用する助産師実践能力習熟段階（クリニカルラダー）の活用
法」をテーマに、社会福祉法人聖母会聖母病院の看護部長
である山本知美先生からご講演いただきました。助産師が
自らの将来像を描きながら実践能力を伸ばし、働き続けるた
めのシステムと客観的な評価を行うための目安となるクリニ
カルラダーが作成され、来年8月からラダーⅢの申請が開始と
なります。開発の背景から主な内容や今後の活用方法が理
解でき各施設で導入できることを目的に、周産期医療を取り
巻く背景とクリニカルラダーの概要および認証制度について
ご講演いただいた後、クリニカルラダーを進めていくための
現状と課題についてグループワークを行いました。参加者か

らは、クリニカルラダーの必要
性や導入することの利点がわか
り、今後の活用方法が見いだせ
たという意見が聞かれました。
　平成26年度の活動目標は、
1.助産師が自立して活動するた
めの支援を行うこと2.母性看護
に携わる助産師・看護師等の看
護の質向上のための支援を行うことの2点としました。事業
計画として助産師実践能力強化とその体制整備のための各
研修（保健指導技術向上と就業継続のための病院間の交
流、妊娠・出産・産後ケアおよび新生児蘇生等）を計画して
います。今年度も助産師職能委員会の活動にご理解とご協
力をお願いいたします。

「助産師のクリニカルラダーを活用する」

職能委員会
看護師

　　　　　　　　　　交流集会は、127名の参加を得て盛
　　　　　　　　　会に終えることができました。地域完
結型医療をめざし、医療提供体制が変革している現在、病
院領域や介護・福祉関係施設・在宅等領域に亘る幅広い看
護の提供場において看護職の役割発揮がより一層、求めら
れています。
　そこで、今年度から、看護師職能委員会は、病院領域(領域
Ⅰ)の委員と介護・福祉関係施設・在宅等領域(領域Ⅱ)の委
員とで編成されることになりました。交流集会では、全国看
護師職能委員会ならびに本委員会の平成25年度の活動報
告と平成26年度の活動目標を報告し、その後、『医療格差と
これからの医療』をテ－マとして、山梨学院大学大学院社会
科学研究科教授の今井久先生から、国際比較による社会保
障制度の現状と問題、これからの医療のあり方等について
社会疫学的観点からのご講演を頂きました。終了後のアンケ
－トでは、9割以上が「内容の理解ができた」と回答があり、

本講演を通して、「改めて地域
医療のあり方について学べた」
「自施設での地域連携につい
て考える機会になった」等の好
評価を得ることができました。
　今年度の看護師職能委員会
は、領域Ⅰと領域Ⅱの看護職の
質向上に向けた支援、各領域に
おける職場改善や看護実践能力の質向上に関する諸課題を
解決するための委員会活動の充実、委員会活動や研修会等
の情報発信と周知に向け、取り組みたいと思います。そのた
めに顔が見える関係づくり、各現場での問題や課題の情報
共有、地区支部との連携強化に努め、看護師職能の役割発
揮に向けて諸課題の解決に繋げられるように活動していき
たいと思っていますので、より一層のご支援とご協力をお願
い致します。

看護師職能委員長 遠藤みどり看護職の専門性の発揮と職域連携の強化

小林　千江
鈴木　　操
藤田智惠美
杉田　節子
雨宮きよ子
　宮　久子
遠藤　雄子
大村みよし
長田　玉枝

南アルプス市役所
山梨市役所
南部町役場
山梨大学医学部附属病院
貢川訪問看護ステーション
共立高等看護学院
市立甲府病院
住吉病院
山梨大学医学部附属病院

　通常総会に続いて、6月末から7月上旬に、平成26年度職能別交流集会が開かれた。
各職能委員会がそれぞれの専門性を発揮しながら活動しており、今後の活躍も期待される。

（担当／磯部沙織）

中板育美先生による講演の様子

グループワークの様子

今井久先生による講演の様子



● Vol.99 平成26年9月4 5やまなし看護協会NEWS ●

保健師
職能委員会　　　　　　　　　　 今年度の交流集会は、「地域包括

                          ケアシステムの構築のために」～予防・
医療・介護の体制を推進するための保健師の役割と連携～
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中での役割を再確認し、予防
的視点を持ち、在宅療養に向
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行委員会を立ち上げ、「看護の日」及び「看護週間」を中心に県民に看護についての関心と理解を深め
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「高齢社会に対応する看護職へのエール」 国立社会保障・人口問題研究所
名誉所長 西村周三先生

　我が国の人口の推移をみると、2010年をピークに人口
減少化時代に突入した。2060年には人口が現在より約
3000万人減少し、生産年齢人口（15～64歳）の比率が約
50％になると予測されている。高齢者を支える構図が「御
神輿型」から将来は「肩車型」へと変化し、一人の若者が
一人の高齢者を支える時代がやってくる。団塊の世代が75
歳を超える2025年に向け、財源の確保やケア従事者を確
保する必要性が高まっていく。
　地域に目を向けると、これまで高齢化の問題は農村部
や過疎地の問題であると考えられてきた。しかし、国立社
会保障・人口問題研究所のデータによれば、大都市圏の
方が高齢者の実数が激増するだけでなく増加率も高い。
また一方地方においては、高齢化に加え若年女性人口の
減少が大きな問題となっており、「地方消滅」といった深

刻な問題を抱えている。地域に
見合った医療・介護をどのように
確保するかがこれからの大きな
課題である。
　この点においては「地域包括
ケア」という提唱がなされ、個々
の地域の特性に応じた形で、包括ケアの展開が期待され
ている。スリムで、満足度の高いシステムの構築、「暮らし
方」の見直し、経済的に持続可能な仕組みの追求、そして
暮らしの中に医療・介護を入れていく逆転の発想こそが
大切である。
　社会保障の在り方に関しては、国や行政のみに頼る時
代は終わった。現場の一人ひとりが参加して解決すべき問
題であり、専門職が一層の知恵を出すべき時期が来ている。
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助産師

　　　　　　　　　　交流集会では、助産師職能委員会
　　　　　　　　　　の平成25年度活動報告と平成26年
度の活動目標を報告しました。その後、「ALL ＪAPANで活
用する助産師実践能力習熟段階（クリニカルラダー）の活用
法」をテーマに、社会福祉法人聖母会聖母病院の看護部長
である山本知美先生からご講演いただきました。助産師が
自らの将来像を描きながら実践能力を伸ばし、働き続けるた
めのシステムと客観的な評価を行うための目安となるクリニ
カルラダーが作成され、来年8月からラダーⅢの申請が開始と
なります。開発の背景から主な内容や今後の活用方法が理
解でき各施設で導入できることを目的に、周産期医療を取り
巻く背景とクリニカルラダーの概要および認証制度について
ご講演いただいた後、クリニカルラダーを進めていくための
現状と課題についてグループワークを行いました。参加者か

らは、クリニカルラダーの必要
性や導入することの利点がわか
り、今後の活用方法が見いだせ
たという意見が聞かれました。
　平成26年度の活動目標は、
1.助産師が自立して活動するた
めの支援を行うこと2.母性看護
に携わる助産師・看護師等の看
護の質向上のための支援を行うことの2点としました。事業
計画として助産師実践能力強化とその体制整備のための各
研修（保健指導技術向上と就業継続のための病院間の交
流、妊娠・出産・産後ケアおよび新生児蘇生等）を計画して
います。今年度も助産師職能委員会の活動にご理解とご協
力をお願いいたします。

「助産師のクリニカルラダーを活用する」

職能委員会
看護師

　　　　　　　　　　交流集会は、127名の参加を得て盛
　　　　　　　　　会に終えることができました。地域完
結型医療をめざし、医療提供体制が変革している現在、病
院領域や介護・福祉関係施設・在宅等領域に亘る幅広い看
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員とで編成されることになりました。交流集会では、全国看
護師職能委員会ならびに本委員会の平成25年度の活動報
告と平成26年度の活動目標を報告し、その後、『医療格差と
これからの医療』をテ－マとして、山梨学院大学大学院社会
科学研究科教授の今井久先生から、国際比較による社会保
障制度の現状と問題、これからの医療のあり方等について
社会疫学的観点からのご講演を頂きました。終了後のアンケ
－トでは、9割以上が「内容の理解ができた」と回答があり、

本講演を通して、「改めて地域
医療のあり方について学べた」
「自施設での地域連携につい
て考える機会になった」等の好
評価を得ることができました。
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看護師職能委員長 遠藤みどり看護職の専門性の発揮と職域連携の強化

小林　千江
鈴木　　操
藤田智惠美
杉田　節子
雨宮きよ子
　宮　久子
遠藤　雄子
大村みよし
長田　玉枝

南アルプス市役所
山梨市役所
南部町役場
山梨大学医学部附属病院
貢川訪問看護ステーション
共立高等看護学院
市立甲府病院
住吉病院
山梨大学医学部附属病院

　通常総会に続いて、6月末から7月上旬に、平成26年度職能別交流集会が開かれた。
各職能委員会がそれぞれの専門性を発揮しながら活動しており、今後の活躍も期待される。

（担当／磯部沙織）

中板育美先生による講演の様子

グループワークの様子

今井久先生による講演の様子
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中北地区支部の取り組み

中北地区支部長 阪野 祐子

　峡南地区支部は６病院
ありますが、４月から旧
鰍沢病院と旧市川三郷病
院が統合し「峡南医療セ
ンター」がスタートしま
した。その他の病院も僻
地医療や在宅医療、温泉
郷にあるリハビリ病院な
ど、それぞれの役割を担っ
ています。
　さて本年度の地区支部活動ですが、
会員の皆様や、地域で働く非会員の皆様、多くの方々が参加出来る研修や研
究発表会などを予定しています。トピックス研修では「受動喫煙から健康を
守る」や、昨年度好評だった「コミュニケーション能力の向上―Ⅱ」また今
年度は看護連携継続委員会で認知症患者についての研修などを予定していま
す。そして今年で第１８回目になる「看護研究発表会」は各病院での日頃の
工夫や看護の取り組みを発表し年々レベルアップしていると好評をいただい
ています。
　峡南地区支部は県内では最小規模ですが、意見交換の出来るまとまった地
区支部でもあると思います。高齢化の進む地域の特性を理解し「地域住民の
ＱＯＬの向上」と、この職業に携わる一人ひとりの会員の皆様が充実感を得
られ、地域看護の質の向上に役立つ活動をしていきたいと思っています。

　富士・東部地区支部では、
地域の看護職の連携を強化し、
地域住民の健康と福祉の増進
に寄与することを支部活動の
目的としています。今年度の
総会では日本医療コーディ
ネーター協会最高顧問の嵯峨
崎泰子さんをお招きして「人
を支え、寄り添うこと」の記
念講演を行いました。医療
従事者にとって目指すべき
医療とは何か、意思決定に寄り添うこととは
何かを考える機会となり参加者は真剣に聞き入っていました。
　病院から在宅へ、医療から介護へと看護職の連携が一層強化される状況を
踏まえ、看護連携継続委員会では、在宅に向かい連携する施設見学と連携の
事例など出しながら生活を支える看護を考える予定です。また、昨年の感染
対策研修は好評を得ましたのでバージョンアップした感染対策の研修、災害
対策研修等を企画しています。今後も会員のニーズに添って富士・東部の連
携の輪を広げた活動を考えて参ります。

　峡東地区支部は、会員数
1,134 名（5/1 現在）と県下
では 2番目に大きな地区支部
です。今年度の活動目標は、
①保健・医療・福祉の連携②
会員相互の連携と組織の強化
を図る③在宅支援のための継
続看護をより充実させる④山
梨県看護協会活動の推進の 4
点を挙げ活動をスタートしてい
ます。5月 29 日に開催された
定期総会では、「よりよいコミュニケーションの向上」をテーマに、コミュニケー
ションアドバイザーの桐生純子氏を講師に記念講演が開催され、先生の活力あ
ふれるお話に参加した私たちも元気をいただくことができました。
　また、今年度の研修としましては、①他職種連携を軸にした継続看護研修会
②峡東地区支部に所属するスペシャリストナースを活用した研修会③峡東地区
で開業している医師を活用した、たばこ対策研修会などを計画しています。会
員・非会員問わず、ぜひ多くの皆さまがご参加下さいますよう心よりお待ちし
ています。

　峡北地区支部は今年度、
「看護実践能力の向上」「継
続看護の推進」「会員の増
員を図る」を目標に挙げ
活動をスタートしました。
その中で、今年度協会の
スローガンである「病院
完結型医療から地域完結
型医療への転換の中で看
護の連携を強め看護職の
役割を果たそう」をしっかりと
意識して活動をしていきたいと考えています。
　峡北地区支部の管轄は、北杜市、韮崎市、南アルプス市と広域に及んでい
ます。この状況で地域完結型医療に対応していくためには、改めて峡北地区
支部の看護職の役割と連携における課題を明確にし、看護連携継続委員会の
活動を充実させていくことが必要と考えます。そして、看護職の連携強化を
図り、地域包括ケアシステムの構築に繋げていけるようにしたいと思ってい
ます。まずは、これまで以上に地区支部管内施設の看護職の顔の見える連携
を進めていきたいと思います。皆様、よろしくお願いいたします。

役割を果たそう」をしっかりと

　看護協会の公益社団法人移行に伴い地区支部に期待される役割も変化
し、地域においての行政の会議等にも看護職能団体の代表として役員が
参加し活動しています。また、昨年より中北保健所と協働し、「看護管理
者代表者会議」を開催し病院・訪問看護ステーションの看護管理者の方々
にご参加いただき、地域包括ケア実現のための顔の見える連携づくりに取り
組んでいます。
　今年度の研修会は 6月 13 日に実施した「人に寄り添う姿勢」10 月 29 日
に國澤尚子先生を講師にお迎えして「看護管理者を対象としたファシリテー
ション研修」12 月 12 日に地域包括ケア推進のための地域における具体的取
り組みについて地域ごとに検討する研修会を計画しています。また、12 月
の研修終了後には昨年の日本看護学会～看護管理学術集会～の際、好評だっ
た“吉本新喜劇から学ぶ ! 最強のコミュニケーション「なんでやねん力 !!」”
のセミナーを予定しています。研修会には毎回多くの方にご参加いただき、
回数を重ねる度に非会員・地区外の方々も増えてきています。今年度も多数
の皆様のご参加をお待ちしております。

地区支部総会
報告

中北地区支部 峡南地区支部

地区支部の
連携と親睦を
深めて

峡南地区支部長 深沢佐代子

峡東地区支部
峡北地区支部富士・東部地区支部

　富士・東部地区支部では、

富士・東部地区支部の取り組み

　峡東地区支部は、会員数

峡東地区支部の取り組み 　峡北地区支部は今年度、

看護職の連携強化を推進

富士・東部地区支部長 杉本 君代
峡東地区支部長 角田 千春

峡北地区支部長 加藤 京子

支部長あいさつの様子 一日まちの保健室の様子

グループワークの様子
嵯峨崎泰子先生による講演の様子

一日まちの保健室の様子

　地区支部総会は中北地区支部５月29日、峡北地区支部５月30日、峡東地区支部
５月29日、峡南地区支部５月30日、富士・東部地区支部５月31日に開催されました。
　地区支部総会では、平成26年度の活動計画や予算案等が確認されました。地区
支部ごとに看護職にとって関心の高いテーマで研修会が計画されています。
　会員はもちろん、非会員の方 も々是非ご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当／小林奈津美）
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の研修終了後には昨年の日本看護学会～看護管理学術集会～の際、好評だっ
た“吉本新喜劇から学ぶ ! 最強のコミュニケーション「なんでやねん力 !!」”
のセミナーを予定しています。研修会には毎回多くの方にご参加いただき、
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峡南地区支部長 深沢佐代子

峡東地区支部
峡北地区支部富士・東部地区支部

　富士・東部地区支部では、

富士・東部地区支部の取り組み
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富士・東部地区支部長 杉本 君代
峡東地区支部長 角田 千春

峡北地区支部長 加藤 京子
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グループワークの様子
嵯峨崎泰子先生による講演の様子

一日まちの保健室の様子

　地区支部総会は中北地区支部５月29日、峡北地区支部５月30日、峡東地区支部
５月29日、峡南地区支部５月30日、富士・東部地区支部５月31日に開催されました。
　地区支部総会では、平成26年度の活動計画や予算案等が確認されました。地区
支部ごとに看護職にとって関心の高いテーマで研修会が計画されています。
　会員はもちろん、非会員の方 も々是非ご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当／小林奈津美）
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　平成26年度の診療報酬が改定され、在宅医療の推進に
期待して、機能強化型訪問看護管理療養費が新設されま
した。2025年の超高齢社会の到来に向け、病院機能分化
の波が在宅・地域にシフトしてきました。
　住み慣れた場所で老いていくことができるしくみづく

り（地域包括ケアシステム構築）がいよいよ本格化して
きました。病院中心の治す医療から地域で治し支える医
療へと大きく変わってきます。在宅療養のニーズが高ま
るなかで、地域で働く訪問看護師への期待は高まり、訪
問看護師の量的・質的拡大が課題となっています。

　平成26年7月29日（火）と30日（水）の２日間、訪問看
護師養成コアカリキュラム研修を開催しました。参加者

は10人で、看護学生、病院や施設に勤務する看護師、潜
在看護師などが受講しました。
　2日間のカリキュラムは訪問看護師をやってみよう、
やれそうだという動機付けの研修で、実施後のアンケー
トでは、8人（80％）の受講生が「訪問看護をやってみよ
う、やれそうだ」の設問に「ややそう思う」との回答を
いただきました。
　この研修は、訪問看護に興味を持ちその第一歩を踏み
出す看護職の動機付けとなるばかりでなく、看護職に訪
問看護を知ってもらう重要な研修として位置づくもので
あることもわかりました。

　当協会立訪問看護ステーションの就業訪問看護師の年齢
は50歳代が41％、40歳代が51％と高く、若手の看護師の確保
が急務でした。看護大学の関係者からの情報では、看護学生
は訪問看護に興味はあるが、最低3年の臨床経験がないと訪
問看護は難しいといわれている壁が障害となっていました。
また、経験のある看護師でも、1人で判断する不安や責任の
重圧のため訪問看護師になりたいと希望する人が少なく、訪
問看護師の人材不足が続いていました。
　こうした動きのなかで、平成25年度に日本訪問看護協会で
作成した「訪問看護師養成研修コアカリキュラム（案）」の評

価と指導要綱（案）の作成を受託することになり、併せて「新
卒訪問看護師採用時の研修体制の在り方」についても受託
し、在り方の案の検討を行いました。
　また、平成26年度には日本看護協会から「訪問看護師養
成研修コアカリキュラム（案）の試行事業を受託し①訪問看
護師養成研修コアカリキュラムの実施と修正案②指導要綱
の修正案③新卒訪問看護師採用時の研修体制の在り方に基
づく実施と修正案について検討し、訪問看護への導入研修と
して効果があったかどうかの評価及び改善点について明らか
にすべく、現在取り組んでいるところです。

　平成25年度に検討した「新卒訪問看護師採用時の研修体
制の在り方」に基づき、平成26年度は、今春に看護大学を卒
業した2人の新卒看護師を採用し、2年かけて訪問看護師を
養成することといたしました。2人は協会立のゆうき訪問看護

ステーション（甲府市内）に配属しています。
　指導体制（図）と学習支援者会議等（表１）のとおりです。
　ステーション内の所長の他スタッフの中から学習支援者（訪
問看護認定看護師）、プリセプターを決め、日々の勤務と指導

　当初は、新人二人とも気負いや焦りで緊張した様子でした
が、ゆうき訪問看護ステーションの所長を始め、学習支援者、
プリセプター等のスタッフのサポートで確実に自己効力感を達
成してきています。
　2人は、7月に初めて1事例の単独訪問ができるようになりま
した。受け持ち看護師の一員として参画し、定期的に訪問看
護を開始しています。あらかじめ利用者さんの状況に応じた
個人の訪問看護手順書や関連図を作成するなど、訪問前に
は十分な準備を行いました。
　例えば、廃用性の機能低下を防ぐために運動が重要である
ことを説明する時、その人の住環境の調整や動機付けなどそ
の人にあったアプローチが重要であることを学んだり、薬の飲
み忘れを防ぐためには、どういう場面で飲み忘れるのかを掘
り下げて聞いたり、薬剤の理解に関するアセスメントが重要で

が両立できるよう役割や支援方法などを明らかにし、
学習過程を振り返り、課題が明確になるよう週1回の
振り返りカンファレンスを行っています。協会本部では
この養成体制が遂行できるよう学習支援者会議及び新卒訪
問看護師養成推進委員会を設置し、進捗状況の確認、指導
方法、目標達成に向けてのプログラム全体の企画や調整、プ
ログラム（案）の内容や課題等研修体制の在り方の改善策につ
いて随時、実施しながら評価し、養成体制の在り方を手直しを
しているところです。
　また、2年間の研修スケジュール（表２）は看護技術研修・

あることを学ぶなど、医療的な処置や看護技術の他にアセス
メントの視点や援助のポイントなどについて日々学んでいます。
　また、8月には県立中央病院で4週間の病院実習がありまし
たが、病院でも初めてなので何度も話し合い研修の目的、方
法、評価について検討して実習を受け入れていただきました。
研修の目的は、在宅療養者が「入院治療が必要になる」とい
う状態の見極めができること、入院から退院までの病棟や外
来看護師の関わりについて、退院に向け、介護・福祉サービ
ス利用への介入などについて学ぶことが出来るとなって
います。
　新卒訪問看護師の2人は自宅療養されている方の望む生活
に寄り添った看護を目指して、利用者さんと「触れて」「話し
て」更に深く理解しようと現在奮闘しています。

■訪問看護師へ期待の高まり■訪問看護師へ期待の高まり

■平成26年度訪問看護師養成研修
「コアカリキュラム（案）」の試行事業の受託の経緯
■平成26年度訪問看護師養成研修
「コアカリキュラム（案）」の試行事業の受託の経緯

■新卒訪問看護師を採用（臨床経験は2年間の研修で学ぶ）■新卒訪問看護師を採用（臨床経験は2年間の研修で学ぶ）

ゆうき訪問看護ステーション 振り返りカンファレンスの様子

訪問看護コアカリキュラム研修の学びの共有（まとめ）の様子

■2人の学び■2人の学び

訪問看護師の養成について訪問看護師の養成について

退院指導及び地域との連携の実際が学べるよう、県立中央
病院を研修指定病院として研修を依頼し、2年目には小児看
護、精神科看護、介護老人保健施設等でも学べるよう計画し
ているところです。県立看護大学では在宅看護学領域の先
生方が支援体制を組んでくださり、新人看護師の相談やアド
バイス等だけでなく指導者双方に支援をいただいております。

■訪問看護師養成研修コアカリキュラムの開催■訪問看護師養成研修コアカリキュラムの開催

【図】新卒訪問看護師採用時の指導体制(平成26年度)
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所長

スタッフ

山梨県看護協会
（学習支援者会議・ 新卒訪問看護師養成推進委員会）

会　議　名 目　　　的 構　成　員

振り返り
カンファレンス

（各ステーションが主催）

学習支援者会議
（山梨県看護協会協会
訪問看護ステーション部
が主催）

（プリセプター会議）

新卒訪問看護師
養成推進委員会

新卒訪問看護師の状況を把握し、
新卒者が学習過程を振り返り
課題を明確にできるように支援
する
●4月～9月までは週1回
●10月～3月までは月2回
病院研修の際も実施

新卒訪問看護師及び学習支援者
が目的を達成する事ができるよ
うに、プログラム全体の企画・
調整を行う
● 年3回：5月、9月、2月

新卒訪問看護師及び学習支援者
の課題を共有し、新卒訪問看護
師の目標が達成できるように支
援方法や体制について検討する
●4月～9月までは月1回
●10月～3月までは2ヶ月に1回

開催に合わせて、プリセプター
が情報交換を行う

新卒訪問看護師
プリセプター
学習支援者
所長

新卒訪問看護師
病院指導看護師

プリセプター
学習支援者
所長
必要に応じて
大学在宅看護
領域教員

プリセプター
学習支援者
所長

看護協会 訪問看護
ステーション部
大学
病院
学習支援者等

【表1】学習支援者会議等

【表2】研修スケジュール(2年間を研修期間とする)
項 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実　務 
 同行訪問
 単独訪問

研　修

会　議

実　務 
 緊急対応　　　
 単独訪問

研　修

会　議

1人 1～3人 3～5人

基礎看護技術研修（病院）
　   看護師養成講習会（ステップ１）
　　　（e ラーニング）
　　　　　　　　訪問看護実践研修

（看護協会の継続研修を活用し、ラダーを1分野を1年かけて受講）
　　　　　　　　　　　　　 協会立の他のステーション研修

「振り返りカンファレンス」
　　　(指導者による（前半 週1回、後半 月2回））
　　　　（実習受け入れ病院と評価会議）（週1回程度）

病院実習（小児） 実習病院（精神） 単独24時間対応
単独30件　　　　　　　　　　50件

病院研修　 訪問看護実務研修（フォローアップ研修）
　　　　介護老人保健施設等の研修

　「振り返りカンファレンス（月１回）」

１ 

年 

目

２ 

年 

目

「住みなれた家で安心して生活したい」
病院中心の治す医療から地域で治し支える医療へと変化していく中、
地域医療を支える訪問看護師について紹介します。　  （担当／小屋理恵）
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　平成26年度の診療報酬が改定され、在宅医療の推進に
期待して、機能強化型訪問看護管理療養費が新設されま
した。2025年の超高齢社会の到来に向け、病院機能分化
の波が在宅・地域にシフトしてきました。
　住み慣れた場所で老いていくことができるしくみづく

り（地域包括ケアシステム構築）がいよいよ本格化して
きました。病院中心の治す医療から地域で治し支える医
療へと大きく変わってきます。在宅療養のニーズが高ま
るなかで、地域で働く訪問看護師への期待は高まり、訪
問看護師の量的・質的拡大が課題となっています。

　平成26年7月29日（火）と30日（水）の２日間、訪問看
護師養成コアカリキュラム研修を開催しました。参加者

は10人で、看護学生、病院や施設に勤務する看護師、潜
在看護師などが受講しました。
　2日間のカリキュラムは訪問看護師をやってみよう、
やれそうだという動機付けの研修で、実施後のアンケー
トでは、8人（80％）の受講生が「訪問看護をやってみよ
う、やれそうだ」の設問に「ややそう思う」との回答を
いただきました。
　この研修は、訪問看護に興味を持ちその第一歩を踏み
出す看護職の動機付けとなるばかりでなく、看護職に訪
問看護を知ってもらう重要な研修として位置づくもので
あることもわかりました。

　当協会立訪問看護ステーションの就業訪問看護師の年齢
は50歳代が41％、40歳代が51％と高く、若手の看護師の確保
が急務でした。看護大学の関係者からの情報では、看護学生
は訪問看護に興味はあるが、最低3年の臨床経験がないと訪
問看護は難しいといわれている壁が障害となっていました。
また、経験のある看護師でも、1人で判断する不安や責任の
重圧のため訪問看護師になりたいと希望する人が少なく、訪
問看護師の人材不足が続いていました。
　こうした動きのなかで、平成25年度に日本訪問看護協会で
作成した「訪問看護師養成研修コアカリキュラム（案）」の評

価と指導要綱（案）の作成を受託することになり、併せて「新
卒訪問看護師採用時の研修体制の在り方」についても受託
し、在り方の案の検討を行いました。
　また、平成26年度には日本看護協会から「訪問看護師養
成研修コアカリキュラム（案）の試行事業を受託し①訪問看
護師養成研修コアカリキュラムの実施と修正案②指導要綱
の修正案③新卒訪問看護師採用時の研修体制の在り方に基
づく実施と修正案について検討し、訪問看護への導入研修と
して効果があったかどうかの評価及び改善点について明らか
にすべく、現在取り組んでいるところです。

　平成25年度に検討した「新卒訪問看護師採用時の研修体
制の在り方」に基づき、平成26年度は、今春に看護大学を卒
業した2人の新卒看護師を採用し、2年かけて訪問看護師を
養成することといたしました。2人は協会立のゆうき訪問看護

ステーション（甲府市内）に配属しています。
　指導体制（図）と学習支援者会議等（表１）のとおりです。
　ステーション内の所長の他スタッフの中から学習支援者（訪
問看護認定看護師）、プリセプターを決め、日々の勤務と指導

　当初は、新人二人とも気負いや焦りで緊張した様子でした
が、ゆうき訪問看護ステーションの所長を始め、学習支援者、
プリセプター等のスタッフのサポートで確実に自己効力感を達
成してきています。
　2人は、7月に初めて1事例の単独訪問ができるようになりま
した。受け持ち看護師の一員として参画し、定期的に訪問看
護を開始しています。あらかじめ利用者さんの状況に応じた
個人の訪問看護手順書や関連図を作成するなど、訪問前に
は十分な準備を行いました。
　例えば、廃用性の機能低下を防ぐために運動が重要である
ことを説明する時、その人の住環境の調整や動機付けなどそ
の人にあったアプローチが重要であることを学んだり、薬の飲
み忘れを防ぐためには、どういう場面で飲み忘れるのかを掘
り下げて聞いたり、薬剤の理解に関するアセスメントが重要で

が両立できるよう役割や支援方法などを明らかにし、
学習過程を振り返り、課題が明確になるよう週1回の
振り返りカンファレンスを行っています。協会本部では
この養成体制が遂行できるよう学習支援者会議及び新卒訪
問看護師養成推進委員会を設置し、進捗状況の確認、指導
方法、目標達成に向けてのプログラム全体の企画や調整、プ
ログラム（案）の内容や課題等研修体制の在り方の改善策につ
いて随時、実施しながら評価し、養成体制の在り方を手直しを
しているところです。
　また、2年間の研修スケジュール（表２）は看護技術研修・

あることを学ぶなど、医療的な処置や看護技術の他にアセス
メントの視点や援助のポイントなどについて日々学んでいます。
　また、8月には県立中央病院で4週間の病院実習がありまし
たが、病院でも初めてなので何度も話し合い研修の目的、方
法、評価について検討して実習を受け入れていただきました。
研修の目的は、在宅療養者が「入院治療が必要になる」とい
う状態の見極めができること、入院から退院までの病棟や外
来看護師の関わりについて、退院に向け、介護・福祉サービ
ス利用への介入などについて学ぶことが出来るとなって
います。
　新卒訪問看護師の2人は自宅療養されている方の望む生活
に寄り添った看護を目指して、利用者さんと「触れて」「話し
て」更に深く理解しようと現在奮闘しています。

■訪問看護師へ期待の高まり■訪問看護師へ期待の高まり

■平成26年度訪問看護師養成研修
「コアカリキュラム（案）」の試行事業の受託の経緯
■平成26年度訪問看護師養成研修
「コアカリキュラム（案）」の試行事業の受託の経緯

■新卒訪問看護師を採用（臨床経験は2年間の研修で学ぶ）■新卒訪問看護師を採用（臨床経験は2年間の研修で学ぶ）

ゆうき訪問看護ステーション 振り返りカンファレンスの様子

訪問看護コアカリキュラム研修の学びの共有（まとめ）の様子

■2人の学び■2人の学び

訪問看護師の養成について訪問看護師の養成について

退院指導及び地域との連携の実際が学べるよう、県立中央
病院を研修指定病院として研修を依頼し、2年目には小児看
護、精神科看護、介護老人保健施設等でも学べるよう計画し
ているところです。県立看護大学では在宅看護学領域の先
生方が支援体制を組んでくださり、新人看護師の相談やアド
バイス等だけでなく指導者双方に支援をいただいております。

■訪問看護師養成研修コアカリキュラムの開催■訪問看護師養成研修コアカリキュラムの開催

【図】新卒訪問看護師採用時の指導体制(平成26年度)
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「住みなれた家で安心して生活したい」
病院中心の治す医療から地域で治し支える医療へと変化していく中、
地域医療を支える訪問看護師について紹介します。　  （担当／小屋理恵）
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　論文をまとめる際、何から手をつければいいのか迷うことも多いと思います。まずは、ご自身の論文の構
成を検討し、一貫性のある内容であることを確認するとよいです。
　「この研究で何を明らかにしたいのか」が研究目的になります。論文は、この目的を幹に置き、
１．はじめに　２．目的　３．方法　４．結果　５．考察　６．結論　７．文献リストで構成します。
目的に沿って計画された研究方法を丁寧に述べ、そこから得られた結果と考察を目的に沿ってまとめます。
特に結果と考察の部分では以下の点に留意が必要です。
　【結果】を示す際に大切なことは、研究目的から外れないことです。いくつかの分析データの中から、目
的に対して重要な内容だけを示します。この時、自分の都合の良い結果や派手な結果に惑わされないように
気を付けます。自分が導き出した貴重な結果を読み手に伝えるために、図や表なども活用しながら分かりや
すい文章で説明します。
　【考察】では、目的に沿って、研究結果が何を意味しているか、何が明らかになったのかを述べます。推測
を避け、あくまでも研究結果の範囲内で述べます。拡大解釈や勝手な一般化、過小評価に気を付けます。
　もう一つのコツは、読み手に分かりやすいことです。多くの人に読んでもらい、意見をたくさんもらうこと
が大切です。論文の表現の仕方は体験を通して覚えていきます。ぜひとも、論文作成に挑戦してください。

論文のまとめ方

看護研究
のコツ

シリーズ

№3
担当／小山ひろ美

（山梨看護学会委員会）

心がかようあたたかい医療と
職場環境を目指して

～あなたの笑顔が見たいから～
のスローガンのもとに

　当院は、“心がかようあたたかい病院”を理念に、一
般病棟・療養病棟の 64 床と、透析室 24 床を持って地
域医療を提供しています。看護部は総勢 50 人で、患
者様の心に寄り添えるように看護を実践しています。
常に皆で、患者様一人ひとりのために何が出来るかを
考えると同時に、一緒に働く職員一人ひとりのために
も、出来る協力をし合おうと話し合っています。
　自慢は、笑顔がたえず、お互い様の風土が定着して
いることです。個性的な職員が揃いながらも、明るい
雰囲気の中で何でも話し合い、お互いの良いところを
認め合いながら看護の提供を行っています。今年は今
迄以上に、職員が明るく生き生きと働くことのできる
環境を作ろうと、日本看護協会・山梨県看護協会が主
催するWLB推進事業にも参加することになりました。
　これからも、“心がかようあたたかい医療の提供”を
目指し、地域の方々との連携を図りながら明るい職場
を目指していますので、お気軽に見学にきてください。

　身体障害者療護施設「かじか寮」は平成５年身延山
の麓に開設されました。３年前の自立支援法の改正に
より、精神・知的・身体障害の「トータルサポートセ
ンターかじか寮」に施設名が変わり、入所定員数が 55
人でショートステイや通所などもあります。
　現在利用者の高齢化や重度化が進み、看護師数の充
足と介護職員の技術の向上により、施設内での看取り
や生活リハビリで一人ひとりの機能を見極めた状態の
維持、改善、口腔ケアや胃瘻の方の経口摂取への取り
組みなどを進めています。
　訪問看護は平成 20 年に開設し、身延町にお住まい
の方はもとより、近隣町村の方もご利用されています。
在宅での看取りや難病、精神科訪問看護も加え短期間
でも在宅療養を望まれる方への支援を心がけていきま
す。できる限り住み慣れた地域で生活が続けられるよ
うに、そして訪問看護が皆さんの一番身近で頼りにな
る存在として活躍していけるように努力していきたい
と思います。

坂本雅子医療法人聴心会 韮崎相互病院

　広報委員会は、協会ＮＥＷＳ年４回の発行を中心に
活動しています。これからも、わかりやすく読みやす
い内容となるように努力していきます。協会ＮＥＷＳ
は、皆さんにとってどんな機関誌となっているのでしょ
うか。協会ＮＥＷＳに関するご意見・ご要望は、ホー
ムページ内書き込み欄にてお待ちしています。看護協
会ＮＥＷＳは、次号で１００号となります。１００号

に取り上げてもらいたい内容などもお待ちしています。
　また、看護協会ホームページには、看護職の皆様に
向けた様々な情報を掲載しています。ぜひ看護協会の
ホームページを開いてみてください。
　今後も皆さんに興味を持っていただける情報をお届
けできるよう、広報委員会一同頑張っていきますので
よろしくお願いいたします。

　ご家族の心強いサポートと職場スタッフの協
力に支えられ、育児と仕事を両立し、３人目を
９月に出産予定の小俣あずささんを紹介します。
 　　　　　　　　　　　　（担当／田中みや子）

看護職確保定着看護職確保定着看護職確保定着 働き続けるために…

山梨赤十字病院  小俣あずさ
No.30

大好きな看護の仕事を続けたい！

問１ やまなし看護協会ＮＥＷＳをどのくらい見ますか。 問２ 山梨県看護協会ホームページを見ていますか。

　看護師になることは私の中学生の頃からの夢でした。その夢
が叶い、看護師となり山梨赤十字病院に就職して今年で 10 年
目を迎えました。その間に結婚し、２人の娘に恵まれた上、現
在３人目を妊娠中です。小児科・産婦人科・ＮＩＣＵ病棟で勤
務しており、自分の経験も活かしながら働ける現在の看護の仕
事には、本当にやりがいを感じています。
　夫、私の両親共に市内に住んでおり、両方の実家を頼りなが
ら生活をしています。長女は、実家の母が幼稚園の送り迎えな
どをしてくれており、次女は私の勤務の日には病院の託児室で
過ごしています。私も夫も仕事が遅くなった時には、祖父母宅
でご飯やお風呂を済ませて待っていることも。その時には申し
訳ない気持ちでいっぱいになることもありますが、車の音がす
ると笑顔で玄関まで走ってきて「おかえりー」と迎えに来てく
れる時や、「大きくなったら看護師さんになってもいいよ」と
言ってくれる時には、この子たちの為にも頑張ろうと思います。
　両親、夫も「大変だろうけど協力するから頑張んな」と優し
く声をかけてくれます。職場では、同僚のみんなが「大丈夫？
お腹張らない？」と心配してくださり、勤務上も配慮していた
だき、妊娠７か月になった今も元気に働けています。私は、本
当に恵まれた環境で仕事ができているなと、周囲の人々に日々
感謝しています。
　今後は、無事にお産をし、育休後にはまた育児と大好きな看
護師という仕事を両立できるように頑張っていきたいと思います。

竹之内厚子社会福祉法人深敬園

ほとんど見ない
7.8%

興味のある記事を
一部見る
42.2%

記事は全部見る
50%

　通常総会時に、協会ＮＥＷＳに関するアンケートを実施させていただきました。
ご回答いただいたみなさん、ご協力ありがとうございました。　　（担当／小屋理恵）

やまなし看護協会ＮＥＷＳアンケートを実施しました

担当／斉藤なをみ

その
43

よく見る
7.1%

ときどき見る
39.6%

あまり見ない
53.2%

ホームページを
ぜひ一度開いて

みて下さい!!
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護師という仕事を両立できるように頑張っていきたいと思います。

竹之内厚子社会福祉法人深敬園

ほとんど見ない
7.8%

興味のある記事を
一部見る
42.2%

記事は全部見る
50%

　通常総会時に、協会ＮＥＷＳに関するアンケートを実施させていただきました。
ご回答いただいたみなさん、ご協力ありがとうございました。　　（担当／小屋理恵）

やまなし看護協会ＮＥＷＳアンケートを実施しました

担当／斉藤なをみ

その
43

よく見る
7.1%

ときどき見る
39.6%

あまり見ない
53.2%

ホームページを
ぜひ一度開いて

みて下さい!!
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I N F O R M A T I O N会協護看県梨山

■看護職の禁煙支援研修会
　昨年実施した「山梨県における看護職のたばこの
実態調査」の結果を元に、「看護職の禁煙支援研修
会」を実施します。

【目的】山梨県の看護職のたばこの害（受動喫煙）につ
いて基礎知識を深める。

【日時】10月25日（土）13：30 ～ 17：00
【場所】山梨県看護教育研修センター
　多くのご参加をお待ちしております。

■平成26年度 山梨看護学会
【テーマ】看護を語ろう～私の看護を発信し、未来へ
　　　　歩もう～

【日　時】平成26年12月13日（土）
※詳細はポスターでご確認ください。

■平成27年度山梨県看護協会 通常総会の
　日程が決定しました。
　平成27年6月20日（土）

■平成26年度 看護職員就職ガイダンス
 （就職相談・面接会）

【日時】12月24日（水）13：30 ～ 16：30
【会場】山梨県立図書館（かいぶらり）甲府駅北口
　※会場を変更しましたので、ご注意ください。
　　多くのご参加をお待ちしております。

■山梨県看護協会看護管理者事業説明会
　今年も各地区へ協会長・専務理事、各事業担当部
長が出向き、事業説明や情報交換等を行います。
日程は決まり次第お知らせいたします。
　看護管理者（代表者）の皆様のご出席を是非お願
いいたします。

以下のとおり承認されました。

協会事業運営について
1. 訪問看護師養成研修コアカリキュラム（案）試行事業等検討
　 会の設置について
2. たばこ対策委員会　ポスター配布について
3. 認定看護管理者教育運営委員会調査研究事業について
管理的事項について
1. 平成26年度第１回地区支部長・役員・委員長合同会議について
2. 平成26年度新卒訪問看護師養成事業補正予算について
3. ゆうき訪問看護ステーション事務所建設について

協会事業運営について
1. 「医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援
　 制度」（基金事業）に係る予算要望について
2. 看護職員就職ガイダンスの実施について
3.「看護職の夜勤・交代制勤務ガイドライン」の普及等に関する
　 実態調査について

協会事業運営について
1. 山梨看護学会への看護学生招待事業について
2. 協会ニュースアンケートについて
管理的事項について
1. 平成26年度山梨県看護協会通常総会運営・担当役割等について
2. 平成26年度第４回理事会（案）について
3. 平成25年度決算報告書について
4. 平成25年度決算確定に伴う
　 平成26年度資金収支予算書及び収支予算書の補正について
5. ゆうき訪問看護ステーションの事務所建設用地について

協会組織運営について
1. 副会長・専務理事・常任理事の選定について
2. 会長代行及び専務理事代行の優先順位について
3. 業務執行理事の業務分担（案）について
4. 平成27年度総会日程について

平成26年6月5日（木）第3回

平成26年6月21日（土）第4回

平成26年7月10日（木）第5回

平成26年8月7日（木）第6回

理事会報告平成26年度

みはらし台から見た甲府市中心部

　99号は新旧役員合同で
作成しました。
　次号はいよいよ記念すべ
き100号です。一重に会員
の皆さんの協力の賜物だと
思います。
　これからも、会員の皆さ
んにとって、分かりやす
く、役立つ内容を掲載して
いきたいと思っています。
             （担当／磯部沙織）

　散歩がてらに歩くにはちょうど
良い距離です。ぜひ花子の気分を
味わってみてはいかがでしょう。
〈表紙の写真〉
①花子が教鞭をとった山梨英和女
　学校（現 山梨英和中・高校）
②幼い頃花子が洗礼を受けた日本
　キリスト教甲府教会
③甲府駅北口から山梨英和につ
　づく愛宕町の坂道
④きっと花子も眺めていた盆地が
　一望できるみはらし台　スタート時から高視聴率をキープし、いよいよ佳境に入った

大人気のNHK連続テレビ小説「花子とアン」。
　今回は甲府市内の花子ゆかりの地を訪ねてみました。

編集後記



常任委員会・特別委員会
　本会には、６つの常任委員会と４
つの特別委員会があります。委員の
皆様が、年間を通して活発な活動を
展開しています。

諮問事項・委員紹介いき
いきと

活動

　　　
  活

発に
　　　

　　　　

　

平成26年度 常任委員会（◎委員長・○副委員長）

　　氏　名

○長田　敦子

　櫻井　由美

　北川なおみ

　花輪ゆみ子

◎大澤　葉子

　佐藤　時子

　　　所　　属

北杜市立塩川病院

身延山病院

甲府脳神経外科病院

石和共立病院

山梨赤十字病院

＊ 社会経済福祉委員会

　　氏　名

◎磯部　沙織

　小林奈津美

○小屋　理恵

　斉藤なをみ

　三枝　美保

　田中みや子

　　　所　　属

山梨県立中央病院

地域医療機構山梨病院

韮崎市役所

塩山市民病院

峡南医療センター富士川病院

山梨赤十字病院

＊ 広報委員会

　　氏　名

◎小林　園美

○弦間佐枝子

　山下　清子

　西原しず子

　雨宮　栄子

　内藤　弘美

　　　所　　属

大月市立中央病院

湯村温泉病院

山梨県教育庁福利給与課

白根徳洲会病院

笛吹中央病院

峡南医療センター市川三郷病院

＊ 規約委員会

　　氏　名

　篠原ちおり

　奥脇百合子

　横内　理乃

○奥山はるみ

　中山　美加

　天野　梨沙

　高野小百合

　堀内　美紀

　村上　真美

　渡辺　澄子

　中込久美子

　一瀬　貴子

　永田　明子

　平尾百合子

◎西田　頼子

　渡辺千奈美

　土屋真理子

　小尾　聖子

　山岸　祐介

　中澤けさ枝

　　　所　　属

地域医療機構山梨病院

回生堂病院

おおくにいきいきプラザ

北杜市立甲陽病院

韮崎市立病院

石和温泉病院

飯富病院

富士吉田市立病院

都留市立病院

富士北麓訪問看護ステーション

市立甲府病院

山梨県立中央病院

山梨大学医学部附属病院

山梨県立大学

中北保健福祉事務所

山梨市立牧丘病院

北杜市役所

甲州リハビリテーション病院

かじかナースステーション

＊ 教育委員会

独立行政法人国立病院機構
甲府病院

山梨大学大学院　　　　
医学工学総合研究部

● 看護職の確保・定着に関する検討・WLBワーク
　 ショップへの実施支援
● 夜勤・交代制勤務に関するガイドラインの定着
　 について実態把握と対策の検討

● 公益法人としての効果的な広報の推進
● やまなし看護協会ニュースの発行
● ホームページの企画

● 定款・定款細則・その他規則・規程等の検討

● 継続教育の企画・運営・評価
● 継続教育に関する情報の提供
● 教育研修受講の促進
● ラダー調査結果に基づいた研修の検討

諮問事項

諮問事項

諮問事項

諮問事項

一年間よろしく
お願いします！

付録❶



平成26年度 特別委員会（◎委員長・○副委員長）

　　氏　名
◎泉宗　美恵
　小野　千恵
○並木奈緒美
　原田　有佳
　今橋　美穂
　佐野　京子
　山田　和美
　穴水　美和
　山本　和子
　小澤ちよみ
　赤堀　治美
　佐藤　富明
　市川ゆき江
　渡邊　早苗
　流石　和美

　　　所　　属
山梨県立大学
山梨県福祉保健部医務課
ゆうき訪問看護ステーション
甲府共立病院
甲州市役所
身延山病院
山梨県立中央病院
山梨大学医学部附属病院
貢川訪問看護ステーション
北杜市立塩川病院
かいこま訪問看護ステーション
日下部記念病院
ますほ訪問看護ステーション
つる訪問看護ステーション
富士吉田市立病院

＊ 訪問看護等在宅ケア推進委員会

　　氏　名

　楯野　将司

　岩田　麻里

　内藤　仁美

◎深田　久子

　保坂　栄子

○井上　大史

　　　所　　属

山梨厚生病院

富士吉田市立病院

山梨県立中央病院

甲府共立病院

市立甲府病院

日下部記念病院

＊ 安全推進委員会
　　氏　名

　植田美由紀

　小石川好美

　笠井　英美

　田中　彰子

○田中　久世

◎中村美知子

　岩下　直美

　加藤　京子

　杉本　君代

　手塚とみ江

　　　所　　属

山梨県立中央病院

市立甲府病院

大月市立中央病院

山梨県立大学

甲府共立病院

自宅

山梨大学医学部附属病院

山梨県立北病院

富士吉田市立病院

山梨県看護協会

＊ 認定看護管理者教育運営委員会

　　氏　名
　越水　美菜
　筒井ひとみ
　北村与志子
◎岡　　一恵
○清水　怜華
　吉澤　直美

　　　所　　属
山梨県立中央病院
山梨大学医学部附属病院
山梨県立北病院
日下部記念病院
峡南医療センター富士川病院
都留市立病院

＊災害看護委員会

　　氏　名

　井川　由貴

　日原　英子

○井出　久美

　畠中美江子

◎青山　　理

　中山小百合

　　　所　　属

山梨県立大学

山梨県福祉保健部健康増進課

韮崎市立病院

飯富病院

富士吉田市立病院

一宮温泉病院

＊ 看護職のたばこ対策委員会

　　氏　名

　北井　朋美

◎内田　一美

　山本あき子

　井上　砂織

　小林奈津子

　小林由紀子

　神宮司勝美

　押領司　民

　名取　初美

　土肥　良子

　斉藤　明美

　廣瀬　陽子

○小山ひろ美

　　　所　　属

山梨大学医学部附属病院

巨摩共立病院

石和共立病院

大月市立中央病院

富士・東部保健福祉事務所

市立甲府病院

共立高等看護学院

山梨県立大学

山梨県立中央病院

山梨リハビリテーション病院

峡南医療センター富士川病院

山梨赤十字病院

＊ 山梨看護学会委員会

山梨大学大学院
医学工学総合研究部

● 安心して在宅療養を可能にするための対応策の検
　 討
　 ・退院支援マネジメントのための標準ツールの作
　 　成および活用についての研修会の開催
● 地区支部の看護連携継続委員会との連携

諮問事項
● 看護職のたばこ実態調査の分析
● 看護職たばこ対策行動計画（アクションプラン
　 2015～2019）の策定
● 看護職の健康のため喫煙者を減らす活動の実施
　 ～施設ごとの禁煙活動の支援～

諮問事項

諮問事項
諮問事項

● 中小規模施設等の医療安全対策研修の企画・実施
● 看護職のための安全相談の推進・県内で発生した
　 医療事故の分析、対応及び再発防止対策等の情報
　 提供
● 継続教育研修における医療安全研修の支援

● 山梨看護学会の企画・運営・評価
● 演題・抄録の募集・選考・評価
● 奨励賞の選考
● 研究活動の支援

● 認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程の
　 企画・運営・実施・評価及び審査
● 認定看護管理者資格取得の推進・フォローアップ
● ファーストレベル受講促進

● 災害支援ナースの活動について検討（災害支援ナ
　 ース必携マニュアルの周知）
● 災害支援ナースフォローアップ研修の企画・運営
● 災害支援のための備品等の整備・点検
● 日本看護協会との連携

諮問事項

諮問事項

付録❷


