
URL http://www.yna.or.jp

地域医療介護総合確保基金事業について 2
最近の研修会に参加して 2
平成26年度 山梨看護学会開催 3
奨励賞に３人の方が決まりました 3
県立図書館で看護職員就職ガイダンス開催 4
退院支援マネジメントを推進するための研修会報告 5
うちの職場自慢 その44 6
シリーズ 看護研究のコツ  No.５ 6
ナースのママ・パパ奮闘記  No.31 7
生涯現役 私の求め歩んだ看護の道 No.19 7
平成26年度 理事会報告 8
INFORMATION／編集後記 8訪問看護ステーションあらぐさのみなさん

笑顔スナップ

〒400-0807 甲府市東光寺2丁目25-1　TEL（055）226-4288　FAX（055）222-5988
発行責任者／藤巻秀子　印刷／有限会社クリップ

発行／公益社団法人山梨県看護協会

山梨県看護協会会員数 5085人（平成２7年3月20日現在）山梨県看護協会への入会手続きはお早めに!!

①山梨看護学会（平成26年12月13日） ②看護職員就職ガイダンス（平成26年12月24日）

③ここが知りたい！看護の動向 講演会
（平成27年１月17日）

④ＷＬＢ成果発表会（平成27年２月14日） ⑤退院支援マネジメントを推進するための研修会
（平成27年２月28日）
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　この研究は「当院通院中の患者さんは
糖尿病をどのくらい理解しているのだろ
う」という臨床での疑問からスタートし
ました。研究発表を終えて、日々の患者
さんとの関わりの中にこそ、看護が向上
できるヒントがあると実感しています。
文章にするのはとても難しく、皆で苦労
しましたがこのような賞を頂き、今は達
成感でいっぱいです。

　この度、このような素晴らしい賞をい
ただき大変嬉しく思います。「想いのマッ
プ」は、療養する方が想いを語りながら
気持ちを整理し、その想いをかなえる為
に活用するものです。これからも療養す
る方が自分らしく最期まで生活できるよ
うに、療養する方の想いに寄り添う支援・
多職種の連携を広めながら継続的に取り
組んでいきたいと思います。

　看護奨励賞を頂き誠にありがとうござ
います。医療連携を図り、治療が継続で
きる様、多職種と協力ができた事が成功
の鍵となりました。在宅はチーム力が大
切です。各スタッフが努力した結果が改
善に繋がりました。これからも在宅の要
となる訪問看護の専門性を高め、地域で
必要とされるステーションにしていきた
いです。

病院における外来病棟患者の
療養に関する捉え方
～アンケート調査から看護の必要性を考える～

「想いのマップ」を活用した保健所
保健師が支援した神経難病患者の
事例について

在宅でのリンパ浮腫ケアにおける
訪問看護の役割

　平成26年度山梨看護学会は「看護を語ろう～私の
看護を発信し、未来へ歩もう～」をテーマとし平成
26年12月13日（土）に開催いたしました。
　発表演題は51題（口演28，示説23）、参加者数は395人
と盛況に終えることができました。皆様のご協力に感
謝いたします。
　今回の学会では、日々実践している看護を語るこ
とで何かに気づき、明日への活力になればという願
いのもと企画・運営をいたしました。特別講演には
哲学のご専門でありながら看護師の語りを聞き現象
学の立場から分析されている、村上靖彦先生（大阪
大学）にお越しいただき、「看護師の実践、看護師
の語り」についてご講演いただきました。講演を通
して、看護師が看護を語ることの意味やその大切さ
に気づけたと感じた方も多かったようです。
　今年度初めて、「私の看護を語る会」を開催しま
した。企画側としては多くの参加者を期待しました
が、第4会場でミニレクチャーを行っていたため、人

数が分散しました。参加者は、「看護そのものや看護
師としての私」について年齢や経験の異なる方々と気
兼ねなく語りあえていたようです。忙しい日々が続い
ていると思いますが、自分の看護を語り、他の人の語
りを聞くのも良い機会になると感じました。
　学会の運営については、発表数増加にともない研修
室だけでなく、ことぶき勧学院も借用しての開催とな
りました。アンケート結果などで学会の進行や会場運
営、移動等の課題をいただいたので、改善に向けて努
力いたします。また、今年は初の試みとして未来の看
護師（県内の看護学生）を約60人招待しました。学生
にとっては発表内容だけでなく、参加している先輩方
の熱意や姿勢から学ぶことも多かったようです。
　最後に、研究発表については、参加者から「①発表
内容や発表方法の質が良くなっている②実践に活用で
きる内容で参考になった」などの意見がありました。
この結果は日々の研究への努力が花開いたのだと実感
しました。日頃の看護実践の成果を論文として発表
し、学会でまた皆さんにお会いできることを楽しみに

しています。
　そして、これからも
研究を継続し、来年以
降も山梨看護学会に参
加されることを期待し
ています。　(表紙①)

奨励賞に３人の方が決まりました

上野原市立病院 原田聖代 中北保健所 宮原可南子 御坂・八代訪問看護ステーションたんぽぽ 加藤恵美

山梨看護学会を開催しました平成２6年度地域医療介護総合確保基金事業について地域医療介護総合確保基金事業について
開催報告 山梨看護学会委員長 内田一美

　　訪問看護師のキャリア形成、確保、定着促進及び普及啓発を行う。また、在宅医療推進に向け
　訪問看護ステーションの連携強化を図るための拠点機能の設置に向けた取り組みを行う。
　①訪問看護推進拠点事業検討会議（専門委員会、運営委員会）の開催
　②訪問看護の普及啓発（一般市民への普及啓発）

　　入院から在宅への移行期において適切な退院支援が行われるよう、退院支援マネジメントの
　標準ガイドラインを作成・普及を行う。
　①退院支援マネジメント養成検討会議の開催
　②退院支援マネジメントのための標準ガイドライン開発・作成
　③退院支援マネジメント養成・普及研修

　　潜在看護職員の再就業を効果的に勧めるため、ナースセンターとハローワークが情報共有
　した就業相談支援を行う。
　①ハローワークの窓口に看護相談員を配置
　②ハローワークに来た看護職の就業活動の相談・支援を行う
　③求職登録をし、ナースセンターへ繋ぐ

Ⅰ.訪問看護推進拠点事業Ⅰ.訪問看護推進拠点事業

Ⅱ.退院支援マネジメント養成研修事業 Ⅱ.退院支援マネジメント養成研修事業 （関連ページ Ｐ５）

Ⅲ.ナースセンター・ハローワーク連携相談支援事業 Ⅲ.ナースセンター・ハローワーク連携相談支援事業 （関連ページ Ｐ４）

　平成26年6月に成立した「医療介護総合確保推進法」に基づいて、各都道府県に
地域医療介護総合確保基金が設置されました。山梨県看護協会においては、山梨県
委託事業として次の３事業を受諾し活動を開始しています。その状況を報告します。

　私は、地域包括支援センターで仕事をして
いるため、介護保険中心に関心が向き、地域
包括ケアの言葉を毎日聞かない事がない日々
を送っている。
 「地域における医療と介護の総合的な確保
推進のための関連法」の関係で、改正がされ
たことは知っていたが、その具体的な内容
まで把握していなかった。今回の研修で、
改めて関係法律の改正の経緯と背景、目指す
べき方向、また看護の課題についても理解す
ることができた。さらに研修で一番感じたこ
とは、地域包括ケアシステムの構築が求めら
れている今、医療と介護の連携の重要性であ
る。その中で、地域で働く看護職はもちろ
ん、医療機関及び介護施設等で働く看護職に
おいても、それぞれの個人には家族がいて、
地域で生活を送る人という共通認識の視点を
持ち、切れ目ない看護の連携で支援をしてい
くことが必要であると感じた。有意義な研修
をありがとうございました。(表紙③)

　２０２５年を前にして、多くの看護師
が必要とされており、看護の現場で働く
看護職の質の向上が求められています。
今回、川本利恵子常任理事の講演を聞い
て、看護職員の看護実践能力強化が必須
であると痛感しました。
　世の中の動きが病院完結型から「時々
入院、ほぼ在宅」の地域完結型に移り変
わる中、看護提供システムも変化し、看
護職はケア管理の要となることが求めら
れています。ケア管理の基盤となる看護
実践能力（フィジカルアセスメント力・
マネジメント力）が必要となりますが、
看護実践のモデルとなるジェネラリスト
の教育体系が、スペシャリストや管理
者、新人と比較して十分ではないため、
現在ジェネラリストのための標準クリニ
カルラダーを日看協で作成していること
を知ることができました。看護師への
ニーズが増大し活躍の場が多様化する中
で、質の高い看護ケアを提供していくた
めに「看護実践能力」の重要性を改めて
再確認できた講演でした。

『看護実践能力の強化について』情
熱的な川本利恵子先生の話を興味深
く聞かせて頂きました。先生の講義
はとても分かりやすく、高齢化社会
が抱える問題を細やかに指摘されて
いました。講演において最も印象的
だった内容は、日本看護協会でジェ
ネラリストのクリニカルラダーを作
成し、協会としての認証制度導入を
検討している点でした。これが実現
することで、看護実践能力の認証が
日本全国規模で標準化されることに
なり、看護実践能力が担保される画
期的な取り組みになると感じまし
た。当院においても看護職のキャリ
ア開発のため、クリニカルラダーに
基づいた目標管理を実践し組織的に
取り組んでいます。　
　プロ意識をもち自分の能力は自分
で開発する看護師を育てたいと努力
しています。今回の講義は看護実践
能力を支援するうえで大変参考にな
りました。

「ここが知りたい！
  　　　　看護の動向」

看護講演会「看護実践能力の強化とは」
開催日：平成27年1月17日（土）
講　師：日看協常任理事 斉藤訓子

開催日：平成27年2月7日（土）講師：日看協常任理事 川本利恵子

看護の動向を知ることで・・・
北杜市地域包括支援センター 浅川享子

改めて感じた看護実践能力の重要性
ＪＣＨＯ山梨病院 清水千登勢

画期的な認証制度の導入
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▲▲
　本ガイダンスはこれまで、看護教育研修センターを会
場として行ってきましたが、近年参加者が減少していた
ため今年はアクセスが良く、場所がわかりやすい山梨県
立図書館で開催しました。
　12月24日、冬休み、師走の多忙な中でしたが、看護職
35人、看護学生72人、合計107人（平成25年度43人）の
来場が得られ、盛況でした。求人施設も病院・医院・福
祉施設・訪問看護ステーション・デイサービス等76施設
が参加し、アンケート結果では、開催時期・場所につい
て概ね良好でした。自由記載では、看護職から「いろい
ろな施設の話を聞くことができ良かった」「紙面では分

か ら な い 多 く
の事が聞けて
良かった」看
護学生は「病
院の特徴が分
かった」「院
内教育システ

　当委員会では、「療養者が在宅で安心して、その人
らしく暮らすために」、どのような支援体制が必要な
のかを検討してきました。
　その中で、看護の連携に関する課題を収集した結
果、「病院看護師が退院後の患者さんの療養生活のイ
メージがつきにくい」「病院内の情報の流れや役割分
担がスタッフに周知されず看護の連携のしくみや組織
体制が不十分である」「連携する関係者や職種間で互
いに理解不足」「退院前カンファレンスを積極的に活
用するようになったが情報交換で終わっている」など
の課題が明らかになりました。
　このため、地域医療介護総合基金を活用し「退院支
援マネジメントを推進するための研修会」を平成27年
2月28日（土）に開催しました。看護の連携強化のた
めのツールとして新しく「退院支援マネジメント標準
ガイドライン」を作成し、活用しながら看護職の退院
支援マネジメント力の向上を図っていくことになります。
　ねらいは、
①『自施設の在宅療養移行の支援を推進するための
「しくみ」の確認と、在宅療養支援の強化のための課
題が明確になる』
②『退院支援マネジメントのためのガイドラインを知
り、その活用がイメージできる』
の2点です。
　研修会が土曜日であるにも関わらず172人が参加し
てくださり、関心の高さが伺われました。
　研修受講後のアンケート結果によると、回答者は
139人（80.8％）、研修全体を通して満足できたかどうか
は「大いにそうである」が48人（34.5％）、「そうであ
る」が83人（59.7％）と約94％の人が「満足している」
との回答でした。
　①のねらいの在宅療養支援を強化する課題が明確
になったかどうかについては「大いにできた」48人
（34.5％）、「ややできた」が86人（61.9％）。また、
「しくみ」づくりの取り組み内容が具体的になった
かどうかについては、「大いにそうである」が23人
（16.5％）、「そうである」が101人（72.7％）と「しく

ムなど詳しく聞くことができて良かった」との意見をいた
だきました。
　一方で「休む場所がほしい」「駐車料金がかかってしま
う」などいくつかの課題もありますので検討し、次年度も
12月24日に県立図書館で開催したいと考えています。
　山梨県内の多くの病院・施設等が一堂に会しガイダンス
を開催する機会は年一回、看護協会が開催する「看護職員
就職ガイダンス」だけです。ぜひご活用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表紙②)

み」づくりの必要性・課題の明確化ができ、スタッフ
の意識改革や教育研修体系の見直し、成功体験や、や
りがいを感ずるしくみをつくることなど身近にできる
ことから始めたいと積極的な内容でした。豊郷病院看
護部長の力石泉氏の先駆的な取り組みに感銘を受けた
ことがわかりました。
　②のねらいは、ガイドラインがイメージ化できた
かどうかは「大いにそうである」が29人（20.9％）、
「そうである」が96人（69.1％）、90％の方がイメー
ジ化ができたと回答を得ましたが、研修会当日にガイ
ドラインが完成に至らなかったため、具体的な内容を
聞きたかったとの声もありました。
　午後は21のグループに分かれ、「それぞれの立場
から在宅療養移行支援における課題を明確にして、自
施設において推進していくための方策を検討する」と
いうテーマで話し合っていただきました。話し合われ
た内容は、①の課題を解決するには、「看護管理者が
今までの考えを変える」「上司を動かす仕掛けづくり
の重要性が確認できた」「看護師しかできない看護」
「看護の原点に立ち戻ってみる」「看護者の意識の変
革」「教育の重要性」などでした。研修会に看護管理
者は12％、中間管理職やスタッフの参加が約88％で
あったことから、「実践するには組織的課題があり難
しい」との意見も多くありました。
　こうしたことから、当委員会では、来年度も引き続
き看護管理者を対象とする研修会を開催する必要があ
ると考えています。グループワークで話し合われた課
題、推進方策について整理・分析し、アンケートの評
価と合わせて、在宅療養移行に向けたマネジメント力
　　　　　　　　　　　　　　を高めるため委員会で
　　　　　　　　　　　　　　取り組み27～28年度の
　　　　　　　　　　　　　　研修を計画しています
　　　　　　　　　　　　　　のでご期待ください。
　　　　　　　　　　　　　　　(表紙⑤)

Work Life Barance
めざせ！！WLB実現！！

　平成27年2月14日（土）に終了しました。
　取り組み１年目～４年目の８病院から成果が発表さ
れました。
「 人員の確保に繋がった」「休日制度の充実」「仕事
に対する充実感・やりがいを実感」「働きやすさの追
求」このような言葉が発表の中に聞かれ、質疑のテー

マになるなど非常に充実した発表会になりました。
　課題の解決にはWLBへの取り組みが有効だったと、看
護管理者からの発言に皆さんがうなずいておられました。
　平成27年度も参加病院を募集いたします。
　働きやすい環境になるようみんなで考えていきま
しょう。　　　　　　　　　　　　　　　　(表紙④)

成果
発表

ナースセンター部から・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表紙②)

県立図書館で看護職員
就職ガイダンス開催

訪問看護等在宅ケア推進委員会

写真右 /
グループワーク

写真左 /
講師の豊郷病院 
力石泉看護部長

地区別出席者　　　　　　  　（人）

地区支部
峡中地区
峡北地区
峡東地区
峡南地区
富士東部地区
合計

人数（うちAMのみ出席）
49（5）
37（4）
45（1）
18（0）
23（1）
172（11）

山梨県
看護協会
通信～～～

退院支援マネジメントを推進するための
研修会報告

「看護職のWLB推進フォローアップワークショップ」
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　職場と御家族の協力、そして３人のかわいい
子供さんからパワーをもらって元気に働いてい
る藤科さんをご紹介します。

　ちょうど１年前、３年間離れていた医療現場への復
帰を決めました。子育てをしながら地域密着の病院で
働きたいという思いから、現在の塩山市民病院へ就職
しました。外来勤務は初めてでしたが、今までの看護
経験を生かして働ける環境や、先輩看護師からのアド
バイス、さらには他のスタッフからの声かけや心配り
で、安心して生き生きと働いています。
　３人の子育てをしながら、看護師として働く日々
は、毎日が目まぐるしくあっという間ですが、夫や両
親に家事や育児の協力をしてもらい、毎日が充実して
います。そして、子供達からは、日々の何気ない会話
や笑顔で、パワーをもらっています。
　この１年、看護師として自分らしく働くことができ
たのは、一緒に働くスタッフと家族の協力、子供達の
笑顔のお陰だと思います。これからも、子育てを楽し
みながら、看護師として働き続けていきたいと考えて
います。

生涯現役
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塩山市民病院 藤科 望
No.31

育児と仕事の両立で充実した生活

看護職確保定着 働き続けるために…

論文投稿のマナー（二重投稿、著作権に気をつける）

看護研究
のコツ

シリーズ

№5
担当／小山ひろ美
（山梨看護学会委員会）

その
44

　山梨大学の教員は、山梨大学大学院総合研究部に所属
します。母性看護・助産学領域の３人は、看護基礎教
育と助産基礎教育、修士・博士課程の教育を担当してい
ます。関連部署にプライマリー助産ケア講座（ＰＭＣ講
座）があり、ここではクリニックにおける新人助産師教
育プロジェクトを行っています。そして、協働し助産師
の現任・卒後教育にあたっています。
　ＰＭＣ講座設置後の４年間で、助産課程を終えた卒業
生２３人のうち８割を超える卒業生が県内で助産師とし
て活躍しており、卒業生のフォローアップを兼ねた研修
会を年に３回企画運営しています。これは県内外の現役
助産師を講師とし、新人～３年目程度の県内助産師を対
象とした周産期に関する研修会で、毎回３０人程度の参
加があり、好評を得ています。また、修士課程修了の助
産師６人は県内で様々な活動をしています。
　日々の臨床で疑問に感じることを解決したい、キャリ
アアップを目指してなど、進学の理由は様々です。大学
院にはいろいろな専攻があります。県内看護職のみなさ
ん、一緒に山梨大学大学院で学びませんか。

　南部町は山梨県の最南端に位置した県境の町で
す。甲斐源氏南部氏発祥の地であり、江戸時代から
続く山梨県無形民俗文化財の内船歌舞伎や、奇祭と
して名高い南部の火祭りなど、この地ならではの文
化が息づいています。人口は８,５６０人、高齢化
率３６.５％と年々高齢化が進んでおりますが、高
齢者の方々は、野生動物と知恵比べをしながら町の
特産品であるたけのこや南部茶、野菜やお米といっ
た農産物を大切に育てています。
　南部町の保健師は６人、健康増進係と地域包括支
援センターに配置され、それぞれの事業や訪問など
の業務に奔走しています。一日一日が目まぐるし
く、あっというまに一年が過ぎていきますが、住民
の健康づくりや安心して暮らせる町づくりに貢献で
きるよう日々活動しています。
　今年度、『スマイルなんぶ～健康・長寿、日本一
を目指して～』をキャッチフレーズに、複数の課や
住民組織と力を合わせた健康・長寿の町づくりが始
まりました。この活動を浸透させ、子どもも大人も
高齢者も笑顔で暮らせる南部町を目指していきたい
と思います。

大学院で学びませんか
－山梨大学大学院総合研究部－　
成育看護学講座（母性看護・助産学領域）、
プライマリー助産ケア講座（寄附講座）の活動

小林 康江山梨大学大学院総合研究部

スマイルなんぶ
～健康・長寿、日本一を目指して～

市川 裕理南部町役場

　看護実践の質向上のためにも、研究成果は論文として投稿することが望ましいと前号で書きました。
論文掲載を目指す学術誌の投稿規程を手に入れ、そろそろ論文骨子を決めたころでしょうか。ここで、
皆様に気をつけてほしい二重投稿と著作権についてお伝えします。
○論文は未発表のものに限ります。
　既に掲載された論文はもちろん、まだ掲載が決まっていない投稿中の論文であっても、同一内容また
はきわめて類似した内容であれば、二重投稿とみなされます。投稿する学術誌の専門性が異なっていて
も同じです。共同研究者間で投稿する学術誌とその内容については、よく吟味して決定してください。
○著作権者に無断で掲載することのないように留意します。
　文章を引用する際には、一次文献を入手し、投稿規程に従って明記します。既存の尺度を使用して研
究した場合も、尺度の作者から許諾を得たことを明記してください。論文に掲載された本文や図表の著
作権は学会や出版社に移り、ご自身の論文・自作の図表やイラストであっても無断で転載できないこと
が多いです。著作権に配慮して転載許諾をとり、出典を明記する必要があります。
○二重投稿の定義や著作権の取扱いについては、急速に変化しています。
　各学会誌や各出版協会の最新情報に目を向け、貴重な研究成果が採択取り
消しとなることのないように早めの確認をお勧めします。

木嶋文子
介護老人保健施設
恵信会恵信塩山ケアセンター看護師長

仲間に支えられて働き続ける

～私の求め歩んだ看護の道～
　家族や同僚など、多くの仲間に支えられながら看護の道を
歩み続けてきた木嶋さんをご紹介します。

　看護師になった頃は、４０数年働けるとは思っ
ていませんでした。
　急性期病院に就職し、外科系の病棟に配属され
ました。患者様の快復に喜びを得て看護を好きに
なり、先輩・同僚の励ましに支えられ、頑張るこ
とができました。ターニングポイントは、妊娠・
出産・育児の時でした。退職を考えたこともあり
ましたが、「必ず助けてくれる人がいるから仕事
は続けて！」と先輩から励まされました。看護を
続けることができたのは、家族の理解と先輩や同
僚の支えがあったからです。
　定年退職後は元病院長からお誘いを頂き、介護
老人保健施設で、高齢者の健康管理と在宅復帰支
援を多職種の仲間と支えあって取り組んでいます。

看護を続けたい思いを、多くの仲間に支えられて
きたことに感謝しています。
　私の座右の銘は、『昨日より今日、今日より明
日と、いつもすすんでいく自分を見出すよう努め
よう』というナイチンゲールの言葉です。
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以下のとおり承認されました。

管理的事項について
1）看護管理者教育課程関係規程の整備について
2）特定金融資産等の組み替えについて
3）講師謝金及び旅費支給規程の改正について
4）会員目標数について

協会組織運営について
1）平成27年度事業計画について（再）
2）平成27年度資金収支予算及び収支予算について
3）平成27年度地区支部事業計画について
4）平成27年度地区支部収支予算について
5）地区支部長を地域内の代表として関係団体に通知することについて
協会事業運営について
1）ゆうき訪問看護ステーション竣工式について
管理的事項について
1）平成27年度山梨県看護協会通常総会プログラムについて
2）平成27年度理事会・地区支部長役員合同会議等開催日程について
3）平成26年度常任委員会・特別委員会委員の選出について
4）平成26年度補正予算について

協会組織運営について
1）平成27年度重点事業及び事業計画について
2）平成27年度スローガンについて
3）平成26年度医療介護総合確保基金事業の推進について
管理的事項について
1）山梨県看護協会規則・規程の制定・改正について
　①情報公開規則の制定について
　②理事報酬及び退職慰労金規則の改正について
　③職員就業規則等の改正について
2）平成26年度補正予算について
その他
1）平成27年度日本看護協会通常総会一般参加者について

協会組織運営について
1）平成27年度重点事業及び事業計画について（再）
2）平成27年度事業計画について
3）平成27年度常任・特別委員会諮問事項について
協会事業運営について
1）平成26年度第３回地区支部長と役員合同会議について

平成27年１月15日（木）第9回

平成27年２月12日（木）第10回

平成27年３月12日（木）第11回

理事会報告平成26年度

会協護看県梨山

＊
＊＊

開催日時  平成２７年６月２０日（土）
会　　場   山梨県看護教育研修センター

  ９：３０～１５：３０
（８：３０開場・受付開始）＊

＊

山梨県看護協会公益社団法人

通通通 常常常 総総総 会会会
会員の皆様
ご出席くださ

い
詳細につきましては通常総会特集号（２０１５年５月発行 Ｖｏｌ．１０２）をご覧ください

I N F O R M A T I O N

を開催します平成２７年度

　今号より表紙をリニューア
ルし、看護協会主催の研修会
や講演会等の様子を掲載して
います。今後も皆様のお役に
立てる協会ＮＥＷＳをお届け
できるよう委員一同で企画・
編集に努めていきたいと思い
ます。            （広報委員会）

職能交流集会は次の通りです
保健師職能交流集会
　７月４日（土）９：３０～１3：3０

助産師職能交流集会
　６月２７日（土）９：3０～１３：３０

看護師職能交流集会
　７月７日（火）９：3０～１3：３０

看護週間　平成27年5月10日(日)～5月16日(土)

●平成27年5月15日(金)午後2時～4時30分 ●場所：アピオ甲府
《記念式典》看護功労者・県民の看護師さん表彰
《記念事業》テーマ「県民によりよい看護の提供のために」
　　　　　　　　　　　～看護の深まりと前進～
　    シンポジウム 「看護の深化と進化～専門看護師たちの活躍」
　    シンポジスト 専門看護師4名
　　 会場には県内専門看護師の活動の様子を展示します。

フェスタ看護 開催

第37回 山梨県看護大会
メインテーマ「看護の心をみんなの心に」


