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峡南病院のみなさん笑顔スナップ

山梨県看護協会への入会手続きはお早めに!! 山梨県看護協会会員数 5439人（平成27年8月19日現在）

書籍・ナイチンゲール紹介▲ ▲8月4日 退院支援マネジメント研修

▲7月18日「看護の心」普及事業

▲27年4月16日 ゆうき訪問看護ステーション開所式 ▲7月15日 東光寺地区健康講話会　▲5月15日 山梨県看護大会
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長田 美和
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会 　 　 長　古屋　玉枝（新）
副 会 長　有田　明美（再）
副 会 長　佐藤　悦子
専 務 理 事　三浦　冨貴子（新）
常 任 理 事 清水　しほり（新）
保健師職能理事　市川　敏美（新）
助産師職能理事　坂本　富子（新）

看護師職能理事　岡本　理恵（新）
中北地区理事　阪野　祐子（新）
中北地区理事　雨宮　きよ子（再）
中北地区理事　岩下　美代子（再）
峡北地区理事　早川　真澄（再）
峡東地区理事　橋爪　さつき
峡東地区理事　丹沢　早苗（再）

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

（新）新しく承認された役員
（再）再任された役員

理事会メンバーを
ご紹介します

会員の皆様の声をいかし、会員と共に歩む活動をめざします。
どうぞよろしくお願いします。 ①抱負 ②趣味

通常総会報告
山梨県看護協会公益社団法人● 平成27年度 ●

　来賓として後藤山梨県知事、石井県議会議長、樋口甲府市長が
たがご臨席くださり、祝辞をいただいた。議事に先立ち、議長団（中
田貴美子保健師・小泉夫美子助産師・星野裕美看護師）、議事録署
名人（早川真澄地区理事・丹沢早苗地区理事）を選出した。
　平成 26 年度会計報告、平成 27 年度スローガン、役員代議員選
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。
　本年度は 3期 6 年に亘りご活躍いただいた藤巻秀子会長の退任
に伴い、古屋玉枝新会長が選出された。併せて日本看護協会協会
長表彰を受けられた中村美知子さん、野田美千子さんを紹介し、
皆で祝福した。
　平成 26 年度山梨看護学会「看護研究奨励賞」（やまなし看護協
会ニュース 101 号に紹介）の表彰も行った。「会員のための魅力
向上事業」として「研修無料券の贈呈」と「オルゴール音楽鑑賞」
を楽しんだ。

　今回、看護協会総会に出席し、協会の色々
な議案や活動報告について聞くことで理解
を深めることができ、私自身も協会員とい
うことを再認識する機会となりました。
　様々な活動の中で、地域医療及び在宅看
護に関連した内容が多かった印象を受けま
す。患者様主体の医療という中で、私自身、
その患者様が望む形で退院できるようどの
ように関わって行くことが良いのかを考え
させられた１日でした。

総会に参加して

特集

①会員・県内の看護職と共に、
　看護協会活動の対象者は県
　民であることを中心に据え
　て、看護職に期待される役
　割を果たしていきたい。
②旅行、写真

①助産師が自立して活動するための支援として
　環境づくりの活動をしています。山梨県から
　も一人でも多くの助産師が「アドバンス助産
　師」として認定されることを願っています。
②トレッキング　書道

①看護師が活き活きと専門性を発揮し
　た活動ができるよう、取り組んでい
　きたいと思います。
②温泉めぐり

① 会員の皆様方のご協力を得ながら、
委員のみなさんと共に山梨県の保健
師活動の推進のため活動していきた
いと思います。

②そろそろじっくりと考えたいと思います。

①スローガン達成に向け、本部と地区
　支部の連携強化が図れるよう努めたい。
②美味しい料理とビールの食べ（飲み）
　歩き

会長 
古屋 玉枝

助産師職能
理事（委員長）
坂本 富子

①県民の健康生活の支え手として期待
　される看護職一人ひとりが、幸せ感
　を持ち元気に仕事ができるための協
　会活動でありたい。
②雑草と共存しつつの野菜づくりとバラの花

専務理事 
三浦冨貴子

看護師職能
理事（委員長） 
岡本 理恵

保健師職能
理事（委員長）
市川 敏美

中北地区支部
理事 
阪野 祐子

平成２7年
６月20日（土）

参加人数
出席者 271人
委任状 4418人
合計4689人

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27年度スローガン

山梨赤十字病院  
山本卓史♪

♪

♪

♪

新役員紹介

①看護の将来を見据え、信頼される職
　能団体であるため、微力ではありま
　すが丁寧に役割を果たしてまいります。
②自宅にいることが好き　野山で自然
　の声を感じながら過ごすことが好き

常任理事 
清水しほり

後藤知事の祝辞

花の丘たちかわクリニック 

池川いみ子さんによるオルゴール演奏

平成27年度の皆様です。
会員の皆様のご協力をお願いします。
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　　　　　　　　　　交流集会は、118人の多くの参加者
　　　　　　　　　を得て行うことができました。平成
26年度の委員会活動報告、全国保健師交流集会の報告、
グループ研究活動状況紹介の後、「地域包括ケアシステム
の構築に向けて～実践事例から保健師の役割と連携を考え
る～」をテーマに「中牧地区生き生きを語る会の取り組み
について～地域包括ケアシステムの基盤づくりに向けて」
（山梨市）、「峡南生涯健康づくりプロジェクトの取り組
みについて」（峡南保健福祉事務所）の実践報告を頂き、
さらに日本看護協会常任理事 勝又浜子氏から、『地域包
括ケアシステムの構築に向けた保健師の役割』として、国
の動きも含め、講義を得ました。それらを受け、「住民の声
なき“声“を聴くとは･･･～地域に見合った地域包括ケアシス
テムづくり～」について、異なる年齢・勤務場所の保健師
間でのグループワークを行い活発な意見交換となりまし
た。限られた時間内ではありましたが、事例発表・講義に

ついて9割以上が「参考
になった」と回答、実践
事例では「住民も育て、
保健師も育ちあう地域づ
くり、非常に参考になっ
た」、講義では「国の動
きを本質から理解でき
た・地域組織活動のあり
方を再度学んだ」等、学
びを得たと大勢の方からアンケートに記載を頂きました。
　今年度の保健師職能委員会では、1.保健師の専門性を発
揮するための資質向上　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
及び支援を活動方針としております。委員皆で力をあわせ
取り組んでまいりますので、活動へのご支援とご協力をお
願いいたします。

保健師職能委員長 市川 敏美

助産師職能委員長 坂本 富子

保健師交流集会
7月4日㊏（参加者118人）
助産師交流集会
６月27日㊏（参加者56人）
看護師交流集会
７月7日㊋（参加者131人）

地域包括ケアシステムの構築に向けて

職能交流集会 報告
平成
27年度 フェスタ看護事業平成27年度

よりよい看護の提供のために
～看護の深まりと前進：専門看護師たちの活躍～
座　　　　長
シンポジスト

遠藤みどり（山梨県立大学大学院看護学研究科教授）
嶋田やよい（がん看護）
竹田　礼子（母性看護）
山本真基子（急性・重症患者看護）
宮下　茂美（感染症看護）

看護功労者・県民の看護師さん表彰

　　　　　　　　　　交流集会では平成26年度の活動報
　　　　　　　　　告と平成27年度の活動目標を報告し
ました。その後「分娩期のモニタリング」をテーマに山梨
大学医学部付属病院准教授 奥田靖彦先生からご講演をい
ただきました。助産師個々の専門的自立能力の向上をはか
るために、助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）に
基づき、その教育内容の一つでもある分娩期のモニタリン
グの基礎的理解と判読方法及び対応が理解できることを目
的に行いました。参加者からは事例がわかりやすく、分
娩を取り扱う施設ではモニタリングの判読は必修な知識
で参考になったという声が聞かれました。平成27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

質の向上のための支援を
行うこと ３.助産実践能
力習熟段階（クリニカル
ラダー）認証制度を普及
させることの3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、産後ケア及び
新生児蘇生法等）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。

分娩期のモニタリング

　　　　　　　　　　平成27年度看護師職能集会が7月7
　　　　　　　　　日(火)に開催されました。全国看護師
職能委員会ならびに本委員会の平成26年度活動報告と平
成27年度活動目標を報告後、「認知症高齢者への看護の
今とこれから」をテーマとして、山梨県立大学看護実践開
発研究センター認知症看護認定看護師の狩野英美先生より
ご講演いただきました。高齢化が進む中、認知症患者も増
加の一途をたどっており平成24年度データでは認知症高
齢者は約462万人と推計されています。昨年9月には厚生
労働省から認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
が示され、様々な取り組みが行われています。認知症患者
を正しく理解しアセスメントすることにより、早期発見・
早期診断に繋げる重要性を再認識する機会となりました。
また交流会では様々な施設の看護職がグループとなり、
各々の施設での現状や課題を語り合いました。積極的な情

報交換や意見交換が行わ
れ、大変満足度の高い交流
会となりました。
　平成27年度の活動目標
は①病院領域の看護職の
実践能力の質の向上支援
②介護・福祉関係施設・
在宅等領域の看護職の質
の向上支援③両領域にお
ける看護職の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連携・協働④委員会活動や研修会等
の情報発信と周知を図ることを挙げています。看護職がそ
れぞれの分野で看護の専門性を発揮し、やりがいを持って働け
ることを支援して参ります。今後も看護師職能委員会の活動に
ご支援、ご協力をお願い致します。

看護師職能委員長 岡本 理恵認知症高齢者への看護
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　通常総会に続いて、6月から7月上旬に平成27年度職能別交流集会が開催
されました。各職能委員会がそれぞれの職能における課題を取り上げ、今後
さらに専門性を発揮しながら活動を展開していくことが期待されます。
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記念シンポジウム
山梨県看護大会

　5月15日（金）午後、326人の出席者のもと、「平成27年度 看護大会」が盛大に開催されました。
この席上において、看護功労者20人、県民の看護師さん6人が表彰されました。
　表彰式に続き、「よりよい看護の提供のために～看護の深まりと前進：専門看護師達の活躍～」を
テーマとした記念事業を行いました。
　今、医療は病院完結型から地域完結型へと変化しつつあり、看護はこれまで以上に高い倫理観を
もって県民に看護を提供することを問われ、看護界はより専門性を求め、変化しつつあります。その
一つとして「資格認定制度（専門看護師・認定看護師・認定看護管理者）」があります。
　今回は、実際に活躍している「専門看護師」全員の方の活動をポスターで紹介し、４人から実践状
況などを話していただきました。専門看護師がもつ知識や技術を伝え、その活動を看護職が理解す
ると共に、県民の看護についての理解と関心を深める機会とすることをねらいにシンポジウムを開催
しました。いきいきと活躍する専門看護師の姿に看護の限りない可能性と期待の高さを強く感じました。
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中北地区支部長 伊藤けさみ

　峡北地区支部では、今年度の目標として「地区支部内各施設の看護職の顔の見える連携が行
える」「病院から在宅へ、医療から介護へと看護職の連携がスムーズに行える」「連携事例を
共有し看護を検討する」を挙げています。具体的には、継続看護に関する研修会を年間通して
シリーズ形式で行っていきます。退院支援マネジメントガイドラインの周知としての講義を
はじめ、地域包括支援センターからサービスの現状を提示して頂き、地域の資源を知る機会と
します。そして、年度末には実践報告と事例検討を行っていく予定です。会員、非会員を問わ
ず、多くの看護職に参加していただき、看護職の連携強化が図られることを期待しています。
　今年度の総会では、「笑いの現場から学ぶ！最強医療
コミュニケーション」と題して、元吉本芸
人漫才セミナー講師Wマコト氏を招き、
講演会を開催しました。参加型の講演会
で、笑いを通してコミュニケーションに
ついて学びが深められ好評でした。今後
も会員の皆様に有益な支部活動の企画運
営に努力して参りますので、参加をよろ
しくお願いいたします。

　峡東地区支部では昨年度「ピンク色のハッピ」を作成し、その色に象徴されるよ
うに活気ある支部活動の推進を目指し、役員会や委員会を中心に取り組んでいま
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
活動を推進する の4点を挙げ活動をスタートしました。5月29日に開催された定
期総会では、「最強の医療コミュニケーション　なんでやねん力！」をテーマに、
Wマコトの中山真氏・中原誠氏を講師に記念講演会を開催しました。お二人の熱
意のこもった話しに引き込まれ、参加した私たちも“笑いの力で人は生まれ変わ
る”と言うことを改めて実感することができました。
　また、今年度の研修計画としましては、①多職種連携を軸にした継続看護研修
会 ②「看護ケアの根拠」につ
いて学ぶ研修会 ③管内で
WLB推進事業に参加されて
いる3病院から学ぶ研修会な
どを計画しています。会員・
非会員問わず、ぜひ多くの皆
様が参加下さいますよう心
からお待ちしております。

　峡南地区支部では富士川病院、市川三郷町立病院が『峡南医療センター』としてスター
トしてから一年が経過しました。拠点病院として大きな力を頂いており、６病院が団結し
て地域医療の連携を強化しております。峡南地域は県下でも、少子高齢化が進んでおり

「住み慣れた地域で最後を迎えたい」というご高齢の方が多い中、地域完結型医療をめざ
し地域一丸となって取り組んでいきたいと考えております。
　本年度の地区支部活動ですが5月29日に開催された定期総会では、「うつ病を乗り越
えるためのサポートの在り方～うつ病治療の最近の心理療法を知る～」をテーマに臨床
心理士の稲永澄子先生を講師に記念講演を開催しました。一人暮らしをされている住民
も多く、私達が普段ちょっとした声掛けをすることの大切さと、そのことがうつ病を防ぐ
一つの手段でもあると感じた講演でした。また、出前研修として「摂食障害・嚥下障害の看
護」、トピックス研修では「ホスピスケアについて」、看護連携継続委員会では「退院支援マ
ネージメント研修」、毎年好評を頂いている「看護研
究発表会」を予定しております。
　多くの皆様のご参加を心よりお待
ちしております。峡南地区は規模の小
さな地域ではありますが、地域住民と
看護職員が一つになって峡南地域を盛
り上げていきたいと考えております。
皆様宜しくお願い致します。　

　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
では佐久大学看護教育学部教授の吉田文子先生をお招きして、魅力ある職場
づくりが私たちを元気にする「職場内での円滑なコミュニケーション、楽し
く仕事をしよう」と題して記念講演を行いました。リフレーミングを楽しく
経験し、明日からの職場で活かせると大変講評を得ました。
　看護連携継続委員会では病院から在宅へ、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、「退院支援マネジメントガイドライン」につい
て学び、福祉用具の展示
など見学研修も予定して
おります。また、看護ケ
アとしてエンゼルケア研
修、褥瘡の処置と評価等、
直ぐ役立つ研修を企画し
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。

峡東地区支部長 角田 千春 峡南地区支部長 望月 栄子

　今年度の総会では、「笑いの現場から学ぶ！最強医療

一日まちの保健室

ネージメント研修」、毎年好評を頂いている「看護研

看護職就職説明会

看護の心普及啓発事業（始業前の高校で） 総会

　山梨県高齢者福祉調査によると、山梨県の高齢化率は（65歳以上）平成26年度26.6％、平成37
年には32.5％（全国は30.3％）となり、3.1人に1人が高齢者となるといわれ、在宅1人暮らしの
増加、認知症高齢者の増加も見込まれています。
　その対策として、病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステムの構築が急速
に国・県をあげて進められています。そこで山梨県看護協会の研修（県の委託）をふまえなが
ら、中北地区支部においても、地域包括ケア推進のための研修会を、11月と1月に企画しました。
　また、管理者代表者会議において、中北保健所の古屋好美所長による、「超高齢・少子化社会
の保健医療を支える看護職への期待」“地域医療ビジョン、
地域包括ケアシステムを一緒につくりま
しょう”の講演と、病床の機能分化に取り
組んでいる山梨病院の阪野祐子総看護師
長による実践報告後にディスカッションを
予定しています。多くの中北地区支部の皆
様のご意見をいただきながら“１0年後に元
気な高齢者を増やす”を目指し、進めていき
たいと思いますので、今後ともご支援をよ
ろしくお願いいたします。

の保健医療を支える看護職への期待」“地域医療ビジョン、

研修会

地区支部の
取り組み取り組み取り組み

報告

　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が目的の支部活動は、山梨県看護協会
の方針を基に、各地区の特色特性を踏まえて計画的に展開
されています。
　各地区支部総会以降、地区支部長を中心に各地区支部役
員が話し合いを重ね、支部内の看護職を対象にした研修会
や地域の人々に向けて「看護」が発信され、看護の質の向上
や、看護職員の確保・定着の取り組みが図られています。

峡北地区支部

中北地区支部

峡東地区支部

富士・東部地区支部

峡南地区支部

中北 10年後を見据えて

峡北地区支部長 加藤 京子

顔のみえる連携で
病院から在宅へ

峡北

峡南 富士・東部峡東

富士・東部地区支部長 杉本 君代

活気ある支部活動
をめざして

「住み慣れた地域で
最後まで」を支える

リフレーミング体験を
活かし楽しく仕事を
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中北地区支部長 伊藤けさみ

　峡北地区支部では、今年度の目標として「地区支部内各施設の看護職の顔の見える連携が行
える」「病院から在宅へ、医療から介護へと看護職の連携がスムーズに行える」「連携事例を
共有し看護を検討する」を挙げています。具体的には、継続看護に関する研修会を年間通して
シリーズ形式で行っていきます。退院支援マネジメントガイドラインの周知としての講義を
はじめ、地域包括支援センターからサービスの現状を提示して頂き、地域の資源を知る機会と
します。そして、年度末には実践報告と事例検討を行っていく予定です。会員、非会員を問わ
ず、多くの看護職に参加していただき、看護職の連携強化が図られることを期待しています。
　今年度の総会では、「笑いの現場から学ぶ！最強医療
コミュニケーション」と題して、元吉本芸
人漫才セミナー講師Wマコト氏を招き、
講演会を開催しました。参加型の講演会
で、笑いを通してコミュニケーションに
ついて学びが深められ好評でした。今後
も会員の皆様に有益な支部活動の企画運
営に努力して参りますので、参加をよろ
しくお願いいたします。

　峡東地区支部では昨年度「ピンク色のハッピ」を作成し、その色に象徴されるよ
うに活気ある支部活動の推進を目指し、役員会や委員会を中心に取り組んでいま
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
活動を推進する の4点を挙げ活動をスタートしました。5月29日に開催された定
期総会では、「最強の医療コミュニケーション　なんでやねん力！」をテーマに、
Wマコトの中山真氏・中原誠氏を講師に記念講演会を開催しました。お二人の熱
意のこもった話しに引き込まれ、参加した私たちも“笑いの力で人は生まれ変わ
る”と言うことを改めて実感することができました。
　また、今年度の研修計画としましては、①多職種連携を軸にした継続看護研修
会 ②「看護ケアの根拠」につ
いて学ぶ研修会 ③管内で
WLB推進事業に参加されて
いる3病院から学ぶ研修会な
どを計画しています。会員・
非会員問わず、ぜひ多くの皆
様が参加下さいますよう心
からお待ちしております。

　峡南地区支部では富士川病院、市川三郷町立病院が『峡南医療センター』としてスター
トしてから一年が経過しました。拠点病院として大きな力を頂いており、６病院が団結し
て地域医療の連携を強化しております。峡南地域は県下でも、少子高齢化が進んでおり

「住み慣れた地域で最後を迎えたい」というご高齢の方が多い中、地域完結型医療をめざ
し地域一丸となって取り組んでいきたいと考えております。
　本年度の地区支部活動ですが5月29日に開催された定期総会では、「うつ病を乗り越
えるためのサポートの在り方～うつ病治療の最近の心理療法を知る～」をテーマに臨床
心理士の稲永澄子先生を講師に記念講演を開催しました。一人暮らしをされている住民
も多く、私達が普段ちょっとした声掛けをすることの大切さと、そのことがうつ病を防ぐ
一つの手段でもあると感じた講演でした。また、出前研修として「摂食障害・嚥下障害の看
護」、トピックス研修では「ホスピスケアについて」、看護連携継続委員会では「退院支援マ
ネージメント研修」、毎年好評を頂いている「看護研
究発表会」を予定しております。
　多くの皆様のご参加を心よりお待
ちしております。峡南地区は規模の小
さな地域ではありますが、地域住民と
看護職員が一つになって峡南地域を盛
り上げていきたいと考えております。
皆様宜しくお願い致します。　

　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
では佐久大学看護教育学部教授の吉田文子先生をお招きして、魅力ある職場
づくりが私たちを元気にする「職場内での円滑なコミュニケーション、楽し
く仕事をしよう」と題して記念講演を行いました。リフレーミングを楽しく
経験し、明日からの職場で活かせると大変講評を得ました。
　看護連携継続委員会では病院から在宅へ、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、「退院支援マネジメントガイドライン」につい
て学び、福祉用具の展示
など見学研修も予定して
おります。また、看護ケ
アとしてエンゼルケア研
修、褥瘡の処置と評価等、
直ぐ役立つ研修を企画し
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。

峡東地区支部長 角田 千春 峡南地区支部長 望月 栄子

　今年度の総会では、「笑いの現場から学ぶ！最強医療
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ネージメント研修」、毎年好評を頂いている「看護研

看護職就職説明会

看護の心普及啓発事業（始業前の高校で） 総会

　山梨県高齢者福祉調査によると、山梨県の高齢化率は（65歳以上）平成26年度26.6％、平成37
年には32.5％（全国は30.3％）となり、3.1人に1人が高齢者となるといわれ、在宅1人暮らしの
増加、認知症高齢者の増加も見込まれています。
　その対策として、病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステムの構築が急速
に国・県をあげて進められています。そこで山梨県看護協会の研修（県の委託）をふまえなが
ら、中北地区支部においても、地域包括ケア推進のための研修会を、11月と1月に企画しました。
　また、管理者代表者会議において、中北保健所の古屋好美所長による、「超高齢・少子化社会
の保健医療を支える看護職への期待」“地域医療ビジョン、
地域包括ケアシステムを一緒につくりま
しょう”の講演と、病床の機能分化に取り
組んでいる山梨病院の阪野祐子総看護師
長による実践報告後にディスカッションを
予定しています。多くの中北地区支部の皆
様のご意見をいただきながら“１0年後に元
気な高齢者を増やす”を目指し、進めていき
たいと思いますので、今後ともご支援をよ
ろしくお願いいたします。

の保健医療を支える看護職への期待」“地域医療ビジョン、
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報告

　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が目的の支部活動は、山梨県看護協会
の方針を基に、各地区の特色特性を踏まえて計画的に展開
されています。
　各地区支部総会以降、地区支部長を中心に各地区支部役
員が話し合いを重ね、支部内の看護職を対象にした研修会
や地域の人々に向けて「看護」が発信され、看護の質の向上
や、看護職員の確保・定着の取り組みが図られています。
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法の改正により今年度から開始する新たな取組み
当協会が今年度重点的に取り組む活動の紹介

 「看護師等の人材確保の促進に関する法律（人確
法）」の改正により、離職時のナースセンターへの届
け出制度（努力義務）が平成27年10月から施行されま
す。この法律改正の目指すところは、2025年に予測
される看護師不足に対して、看護職が求職者になる前
の段階から潜在化予防や潜在看護師の掘り起しなど、
現役復帰を目指す看護職の復職支援を行うのが狙いと
なっています。届け出のメリットは、退職後、ナース
センターと一定の“つながり”を持ち、離職後は求職
者となる前から必要な情報提供
を受けることができ、復職に向
けた支援を受けやすくなること
が挙げられます。
　届け出制度の主な内容につい
ては以下の通りです
１.  離職時等にナースセンター 
　　への届け出が努力義務化
   病院等を離職した場合「住
所」「氏名」「そのほか厚生省
令で定める事項」をナースセン
ターに届け出るよう努めなけれ
ばならない。

　2025年に向けて、在宅医療等の推進を図っていくためには、
個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断
を待たずに、手順書により、一定の診療の補助（例えば脱水時の
点滴（脱水の程度の判断と輸液による補正）など）を行う看護師
を養成する必要があるとして、その行為（38行為21区分）を特
定した研修が10月から開始されます。
　8月5日現在の指定研修機関として14施設が公表されました。
　研修内容は、共通科目（臨床病態生理学・医療安全学・特定行
為実践等）315時間、区分別科目は
表のとおりです。

２. 届け出る方法
　  山梨県ナースセンター窓口
     届出専用サイト『とどけるん』現在開発中
３. 医療施設にも協力を求める
   看護職個人による届け出努力のみならず、病院等の
開設者等に対しても届け出が適切に行われるように支
援するよう努めることが法律に明記された。
※詳細については、今後ちらし等によりご案内いたします。

厚生労働省のホームページから抜粋

▲

　看護教育研修センター大研修室において、県内の保
健医療・介護福祉施設で働く管理的立場にある看護職
105名、退院支援のリーダー的立場にある看護職127人
の参加を得て、在宅ケア移行支援研究所の宇都宮宏子
先生の『病院から地域包括ケアの時代へ～この町で生
きるために～』と題した講演と、参加者が退院支援を
推進するための課題を共有し今後の実践活動に取り組
む自己の課題を明確にするための活発な話し合いが行
われました。
　平成26年度に作成した「退院支援マネジメントガイ
ドライン」を活用し、退院支援を推進するための研
修会は今後2年継続して開催する予定で、各地区支
部の活動とリンクして看護職の連携強化をはかって
いくことになります。

　委員長には、山梨県立大学の名取初美教授に就任し
ていただき、今年度は地域に必要な出向の在り方につ
いて検討するため、事前調査として助産師意向調査及
び医療機関調査を実施することになりました。

　助産師出向支援事業を推進するため、8月5日午後6
時より『助産師出向支援協議会』を開催しました。
　助産実践能力の強化を目的として、現在の勤務先の
身分を有しながら、他施設で助産師として働く『助産
師出向』を支援するための協議会です。

第1回助産師出向支援協議会を開催しました。第1回助産師出向支援協議会を開催しました。
ナースセンターへの届け出制度（努力義務）が
全国でスタートします！
ナースセンターへの届け出制度（努力義務）が
全国でスタートします！
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特定行為に関する看護師の
研修制度が始まります。
特定行為に関する看護師の
研修制度が始まります。

平成27年10月1日から平成27年10月1日から

　2025年に向けて、医療・福祉の分野においては、
「病院完結型」から「地域完結型」への移行が大きな
課題となっています。
　本県においても高齢化のスピードが全国平均より速
いことから、「地域包括ケアシステム」の構築が急が
れています。
　当協会では、山梨県から委託をうけ「訪問看護支援
拠点事業」を昨年度から開始しました。本年度はこの

事業を発展させ8月1日から人員を2人体制として、医
療機関等と訪問看護ステーションとのネットワーク化
や新人訪問看護師の育成事業に取り組み、在宅療養を
支える訪問看護の体制整備を進めていきます。
　今後、協会員の皆さまのご協力の中で、目的達成の
ため頑張っていきます。
　　　　　　　　　　　　訪問看護支援拠点事業担当

訪問看護支援拠点事業がスタートしました。訪問看護支援拠点事業がスタートしました。

退院支援マネジメント研修会退院支援マネジメント研修会
『在宅で安心して、その人らしく暮らすために』８月４日開催『在宅で安心して、その人らしく暮らすために』８月４日開催

平成 27年 10月から 
ナースセンターへの届け出制度（努力義務）が全国でスタートします！ 

 
「看護師等の人材確保の促進に関する法律（人確法）」の改正により、離職時のナースセンターへの届け出制度

（努力義務）が 2015年 10月から施行されます。この法律改正の目指すところは、2025年に予測される看護師
不足に対して、看護職が求職者になる前の段階から潜在化予防や潜在看護師の掘り起しなど、現役復帰を目指す

看護職の復職支援を行うのが狙いとなっています。届出のメリットは、退職後、ナースセンターと一定の“つな

がり”を持ち、離職後は求職者となる前から必要な情報提供を受けることができ、復職に向けた支援を受けやす

くなることが挙げられます。 
	  
届出制度の主な内容については以下の通りです 
1. 離職時等にナースセンターへの届け出が努力義務化 
病院等を離職した場合「住所」「氏名」「そのほか厚生省令で定める事項」をナースセンターに届け出るよう努

めなければならない。 
2. 届け出る方法 

山梨県ナースセンター窓口 
届出専用サイト『とどけるん』	 現在開発中 

3. 医療施設にも協力を求める 
看護職個人による届け出努力にのみならず、病院等の開設者等に対しても届出が適切に行われるように支援

するよう努めることが法律に明記された。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  
※詳細については、今後ちらし等によりご案内いたします。 
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「きめ細やかな対応」  

そうごう総合的な復職支援（情報提供）、潜在化予防  
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・福祉施設           

・訪問看護ステーション等  

離
職  

円
滑
な
復
職
支
援  

届出システムのイメージ図  

届出システムのイメージ図

【区分別科目】

※区分別科目の実習は患者に対しての実技を含める。

呼吸器(気道確保に係るもの)関連
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
循環器関連
心嚢ドレーン管理関連
胸腔ドレーン管理関連
腹腔ドレーン管理関連
ろう孔管理関連
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈
カテーテル管理)関連
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型
中心静脈注射用カテーテル管理)関連
創傷管理関連
創部ドレーン管理関連
動脈血液ガス分析関連
透析管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
感染に係る薬剤投与関連
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
術後疼痛管理関連
循環動態に係る薬剤投与関連
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
皮膚損傷に係る薬剤投与関連
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平成27年3月に発
行された『退院支援
マネジメントガイド
ライン』は、現場で
大いに活用されてい
るとの声が寄せられ
ています。
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法の改正により今年度から開始する新たな取組み
当協会が今年度重点的に取り組む活動の紹介

 「看護師等の人材確保の促進に関する法律（人確
法）」の改正により、離職時のナースセンターへの届
け出制度（努力義務）が平成27年10月から施行されま
す。この法律改正の目指すところは、2025年に予測
される看護師不足に対して、看護職が求職者になる前
の段階から潜在化予防や潜在看護師の掘り起しなど、
現役復帰を目指す看護職の復職支援を行うのが狙いと
なっています。届け出のメリットは、退職後、ナース
センターと一定の“つながり”を持ち、離職後は求職
者となる前から必要な情報提供
を受けることができ、復職に向
けた支援を受けやすくなること
が挙げられます。
　届け出制度の主な内容につい
ては以下の通りです
１.  離職時等にナースセンター 
　　への届け出が努力義務化
   病院等を離職した場合「住
所」「氏名」「そのほか厚生省
令で定める事項」をナースセン
ターに届け出るよう努めなけれ
ばならない。

　2025年に向けて、在宅医療等の推進を図っていくためには、
個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断
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点滴（脱水の程度の判断と輸液による補正）など）を行う看護師
を養成する必要があるとして、その行為（38行為21区分）を特
定した研修が10月から開始されます。
　8月5日現在の指定研修機関として14施設が公表されました。
　研修内容は、共通科目（臨床病態生理学・医療安全学・特定行
為実践等）315時間、区分別科目は
表のとおりです。

２. 届け出る方法
　  山梨県ナースセンター窓口
     届出専用サイト『とどけるん』現在開発中
３. 医療施設にも協力を求める
   看護職個人による届け出努力のみならず、病院等の
開設者等に対しても届け出が適切に行われるように支
援するよう努めることが法律に明記された。
※詳細については、今後ちらし等によりご案内いたします。

厚生労働省のホームページから抜粋
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105名、退院支援のリーダー的立場にある看護職127人
の参加を得て、在宅ケア移行支援研究所の宇都宮宏子
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きるために～』と題した講演と、参加者が退院支援を
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む自己の課題を明確にするための活発な話し合いが行
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修会は今後2年継続して開催する予定で、各地区支
部の活動とリンクして看護職の連携強化をはかって
いくことになります。

　委員長には、山梨県立大学の名取初美教授に就任し
ていただき、今年度は地域に必要な出向の在り方につ
いて検討するため、事前調査として助産師意向調査及
び医療機関調査を実施することになりました。
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時より『助産師出向支援協議会』を開催しました。
　助産実践能力の強化を目的として、現在の勤務先の
身分を有しながら、他施設で助産師として働く『助産
師出向』を支援するための協議会です。
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課題となっています。
　本県においても高齢化のスピードが全国平均より速
いことから、「地域包括ケアシステム」の構築が急が
れています。
　当協会では、山梨県から委託をうけ「訪問看護支援
拠点事業」を昨年度から開始しました。本年度はこの

事業を発展させ8月1日から人員を2人体制として、医
療機関等と訪問看護ステーションとのネットワーク化
や新人訪問看護師の育成事業に取り組み、在宅療養を
支える訪問看護の体制整備を進めていきます。
　今後、協会員の皆さまのご協力の中で、目的達成の
ため頑張っていきます。
　　　　　　　　　　　　訪問看護支援拠点事業担当
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がり”を持ち、離職後は求職者となる前から必要な情報提供を受けることができ、復職に向けた支援を受けやす

くなることが挙げられます。 
	  
届出制度の主な内容については以下の通りです 
1. 離職時等にナースセンターへの届け出が努力義務化 
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創傷管理関連
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栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
感染に係る薬剤投与関連
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
術後疼痛管理関連
循環動態に係る薬剤投与関連
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　研究者が何を明らかにしたいかにより、研究方法は異なります。研究のテーマや目的を明確にし
たら、どのような方法でデータを収集し、分析するかと研究目的に応じて研究方法を検討します。
研究方法は大きくは量的なアプローチの研究と質的なアプローチの研究に分かれます。量的なア
プローチは、調査用紙や実験などにより得られたデータを記述統計や推測統計を用いて、分析し
ます。一方、質的研究はインタビュー・面接・参加観察などから得られたデータにより、分析します。
例えば、ICU 看護師の倫理的配慮についての研究でも、面会中の家族にどのような倫理的配慮を
行っているのかをその場で起きている現象から明らかにする場合は、インタビューガイドを作成し
た面接法や参加観察法といった、質的アプローチを選択します。また、倫理的配慮の実践が看護
師の業務時間と関係するのかを明らかにする場合は、質問紙法や実際を記録するなどの測定結果
を用いてデータを取り量的アプローチを用いるなどです。
　このように、まずは、日頃皆さんが感じている疑問や明らかにしたいことを沢山集めて、目的を
できるだけ具体的にしましょう。そして、多くの研究方法からより明確にできる方法をふるいにか
けてみましょう。目的に応じた研究方法を緻密に計画することは研究の鍵となります。
　次回は、量的な研究のところで述べた『調査用紙の作り方』についてお話ししていく予定です。

研究方法について

看護研究
のコツ

シリーズ

№6
担当／小山ひろ美

（山梨看護学会委員会）

患者様も職員も喜ぶような
取り組みを！

世界遺産「富士山」のパワーを受け
ながら日々奮闘している私達です！！

　救急搬入、緊急入院、緊急手術、甲府脳神経外科病
院では日常の光景です。当院は 70 床の病床を有し「患
者様から喜ばれるために『いつも新しく一歩前へ』」
を病院理念として、地域医療に貢献すべく 24 時間救
急患者様を受け入れています。看護職は現在 44 名で、
当然業務は忙しいのですが、そんな中でも職員が働き
やすいように、また働き続けられるように、みんなで
相談・協力しながら「生活と仕事の調和」に配慮した
勤務形態の工夫に取り組んでいます。その結果、在籍
している看護職のうち 3 割が、現在ママさんナースと
して、子育ても仕事も頑張っています。
　当院では、一年に一度 8 連休までの長期休暇が取得
できる制度や、勤続 5 年、10 年時には旅行の補助が
出る制度があり、職員はこれらの制度を活用し、リフ
レッシュしながら笑顔で患者様と向き合っています。
　今後も、患者様には笑顔で優しく、仕事には「やり
がい」を持てるような取り組みをして行きたいと考え
ています。

　世界遺産となった「富士山」の麓にある富士吉田市
で、毎日、市民のために、相談に、訪問に、健診に、
教室に、調査にと飛び回っています。
　現在、保健師・看護師は、福祉課・子育て支援課・
健康長寿課に分散配置され、それぞれの職場で専門職
として各種事業を社会福祉士、栄養士、事務職員等と
協力しながら実施しております。また、ここ数年は、
歯科衛生士や保育園担当の管理栄養士、国保担当の保
健師等も配置し、専門職のパワーアップを図っている
ところです。それぞれが、あらゆる角度から互いに意
見を出し合い、市民の健康づくりを推進するために、
日々奮闘しています。
　富士山の麓とはいえ、今年は、今までに経験したこ
とがない暑さの毎日です。しかし、富士山からのパワー
を頂きながら、私達自身が富士山のように“姿美し
く”“雄大で”“すべてを見渡せる”保健師・看護師と
なれるように、いや、なりつつあると勘違い？しなが
ら『前進あるのみ』と頑張っている職場です。

土屋 一女
医療法人
甲府脳神経外科病院

　大学で老年看護学の講師として多忙に働
きながら子育て真っ只中の小山さんから
「生きる力の子育て」メッセージが届けられ
ました。

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…

山梨県立大学看護学部  小山 尚美
No.32

周囲への感謝と社会貢献
　　　　　～生きる力の育成～

宮下まゆみ富士吉田市役所

その
45

長坂 曉惠
社会福祉法人 いきいき倶楽部
訪問看護リハビリステーション コスモ・アンシア

訪問看護をしています。

　長年精神科看護一筋に、看護の実践と看護管理者の重責
を果たされ、今新たに「訪問看護」に挑戦されています。

　昨年7月誕生日を迎え、長年勤めた精神科を退職
しました。退職したら思い切りあれもこれもした
い、趣味でもある猫の額のような庭も“イングリッ
シュガーデンを取り入れて…”と瞑想していた私に
「訪問看護」の誘いがあり、今まで取り組んだこと
のない分野に戸惑いながらも入り込んでみました。
　再就職にあたっては、私の資格が生かせてもらえ
るならと思いつつも「自分の時間も確保したい」
「今持っている自分の役割は続けたい」「長期の旅
行も行ける職場で」そんな勝手な条件を呑んでいた
だき再就職をしました。しかし精神科しか知らない
私には、医療保険から介護保険へ、精神看護から身
体看護にと分からない事ばかり、ましてや覚えは鈍

く、直接現場を離れていた私には浦島太郎のよう
な状況も…。まるきり新しい分野に迷うことばか
り、「こんなことでやっていけるのかしら？」不
安ばかりの出発でしたが、周囲の支えになんとか
半年がたちました。
 “分からない、分からない”とばかり言ってはい
られない、何か少しでも介護保険・訪問看護が分
かるようにと、今年思い切って当訪問ステーショ
ンの新人と一緒にeラーニングを受けることを決
意、この年で最後まで就いて行けるか心配です
が、介護保険・訪問看護が少しでも理解でき今の
仕事につながればと思っています。

/生/涯/現/役/宣/言//生/涯/現/役/宣/言/No.20シリーズ

　月曜の朝「今日もお休みならいいのに…」という子
供の姿。夕方は「お迎えの時間が…」と仕事も中途半
端に帰宅。子供にも職場にも申し訳ない思いだった。2
人目の妊娠時、切迫流産で急遽入院し職場にも家族に
も迷惑をかけた。入院中、Ns の薦めで読んだ本に“子
供は親を選んで生まれてくる”とあり「母親としても
未熟な私を選んでくれたのか」と涙が出た。これを機
に育児関連の本を読むようになった。その中で“「迷惑
をかけるな」ではなく「皆の世話になって生きている。
だから、あなたも自分の力を磨きそれを皆の為に役立
てるんだよ」と教えるのが親の役目”とあった。今の
私は上司・同僚（この職場で働けて幸せです）、両親・
家族（あなたたちと家族で幸せです）、友人（かけがい
のない存在です）に感謝の気持ちを伝え、自分の力を
少しでも生かせればと考え仕事をしている。
私の周囲の存在と自分の姿が、子供の生
きる力の育成になることを心から願って
いる。
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I N F O R M A T I O N会協護看県梨山

■平成28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28年6月18日（土）

以下のとおり承認されました。

管理的事項
1. 平成26年度事業報告について
2. 平成28年度日本看護協会通常総会代議員・予備議員について
3. 平成27年度通常総会会員への招集及び通知について
4. 平成27年度常任委員会・特別委員会の委員の選任について
5. 研修無料割引受講券について
政策提言に関すること
1. 平成28年度看護関係予算について要望

管理的事項
1. 平成27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27年度第４回理事会について
3. 平成26年度決算報告について
4. 平成26年度決算確定に伴う平成27年度資金収支予算書
　 及び収支予算書の補正について
5. 常勤理事の報酬月額の決定について

協会組織運営について
1. 会長・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. 常勤理事の報酬月額の決定について
4. 業務執行理事の業務分担について
5. 平成28年度総会日程について

協会事業運営について
1. 各イベントへの出展及び協力について
管理的事項
1. 平成27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27年度三職能委員長会の開催について
3. 平成27年度補正予算について
4. 訪問看護ステーションへのICT導入について

平成27年5月14日（木） 平成27年6月20日（土）

平成27年6月4日（木）

平成27年7月16日（木）

第2回 第4回

第3回

第5回

理事会報告平成27年度

〈表紙の写真説明〉

メンバーも新たに、今回の103号発刊とな
りました。今年度の看護協会の重点活動をメ
インに紹介させていただきました。
　今後も協会員の活動を広く知っていただく
ことができるようなNEWSづくりに努めて
いきたいと思います。

“暮らしの中でロコモチャレンジ” 東光寺地区の方々 40名
の参加を得て歩幅測定や筋力アップ体操を行いました。

“看護の心”体験発表と進路相談会には高校生とその父母な
ど307人が参加。「一日看護師」に参加した高校生の体験発
表、若手看護職員の活動発表のあと、看護教育機関のブース
を開設して進路相談に対応。書籍とともにナイチンゲール
を紹介したコーナーが好評でした。

退院支援を担うリーダー的立場の看護職と看護管理者258
人が参加。講師の宇都宮先生の講義を受け、話し合い、そ
れぞれが自己の課題を持ちフィールドワークに取り組んで
います。

編 集 後 記

■今後予定されている研修会のお知らせ
● 9月14日（月）看護師職能研修会
　最期までその人らしさを支えるために～看取りの
ケア実践編①
● 9月15日（火）平成27年度4～5年目助産師研修会　
　キャリアデザインを考える
　～目標を設定してモチベーションを上げよう!!!～
● 9月17日（木）災害支援ナースフォローアップ研修
● 9月27日（日）平成27年度助産実践強化支援研修会
●12月12日（土）山梨看護学会
●12月24日（木）看護職員就職ガイダンス

■平成27年春の叙勲受賞
　おめでとうございます
　春の叙勲で、元あけぼの医療福祉
センター総看護師長 丸茂由紀子様が
瑞宝単光章を受章されました。

新 職 員 紹 介

飯沼 義治
事務局長

　平成24年4月に公益社
団法人として再出発した山
梨県看護協会と会員の皆さ
んが、社会経済情勢の変化
に適切に対応しながら、今
後もますます活躍できるよ
う、全力でサポートしてい
きたいと考えています。よろ
しくお願いします。

　山梨県看護協会は、人と
情報が集まる場所です。会
員の皆様が受講して良かっ
たと感じて頂けるよう教育
部は、さらに“いい出会
い・いい学び”が提供でき
るように環境を整え、支援
していきたいと考えており
ます。どうぞよろしくお願
い致します。

白沢はるみ
教育部長
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