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今そして・・・未来へ

より多くの方に入会していただけますように

会員情報管理システムが変わります
口座振替ができるようになります
ただし、施設にお勤めの方の会員手続きは
従
・ ・ ・ ・ ・
来どおり施設での取りまとめも可能です

● 従来どおりの支払い方法を希望
　される場合は銀行振込
● 現金の取り扱いを負担に感じて
　いる場合は口座振替を利用
● その他コンビニ支払等多様な
　支払い方法が選択可能

継続会員は平成 29 年度のみ、
新規入会者・再加入者は、
初年度のみ申請書をご記入して
いただければその後は、自動継続
となります。（届け出内容に変更
がない場合）

● 会員証をプラスチックカードとし、
　永年化します。
● スマートフォンなどに対応できる
　電子会員証機能を導入します。

● 「マイページ」画面で自分の情報　

　を参照できます。
● 住所・勤務先変更が「マイページ」
　からできます。
● 将来的に研修受講履歴の確認が
　できるようになります。

● 個人での入会希望者
● 施設の取りまとめに間に合わな
　かった方

会費の支払い方法の多様化

会員手続きの簡略化

会員証のリニューアル

WEB上にマイページを開設

インターネット入会が可能

平
成

29年度は平成28年10月からはじまりま
す

平成
29年度より

会員手続きが

簡単・便利
になります！

認定看護管理者制度の
経緯と現状 認定看護管理者教育運営委員会 

　　　  委員長中村美知子

　認定看護管理者制度（日本看護協会）の目的は、
「一定の基準にもとづいた看護管理者を育成する体
制を整え、看護管理者の資質と看護の水準の維持お
よび向上に寄与すること」であり、制度開始後、全国の
機関で優秀な看護管理者を育成し輩出している。
　1989年国際看護師協会（ICN）は、看護管理者養成
に関するガイドラインを提示し、それを受けて同年
日本看護協会（JNA）は看護管理者教育検討委員会を
設置して検討を重ねた。委員会は、1992年に「看護
管理者教育と資格認定制度案」を日本看護協会通
常総会に提案し承認された。その後、1993年には
ファーストレベル教育、1994年セカンドレベル教
育、1998年サードレベル教育が開始された。認定看
護管理者認証の開始は1999年で、初年度認証された
のは19名であったが、現在（2015年11月）全国で2664
名となっている。
　山梨県看護協会は、1994年ファーストレベル教
育、1997年セカンドレベル教育機関の認定を受け
て1999年から開講した。その後、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で開講
している。昨年度(2014)までの山梨県看護協会の

ファーストレベル研修の修了生は総数895名、セカ
ンドレベル研修修了生は総数115名である。本年度
（2015）の研修生はファーストレベル研修受講者46
名、セカンドレベル研修受講者26名であり、県内医療
関係機関で中枢的役割を担って活躍している。
　本県の認定看護管理者（2015年11月現在）は36名
であり、すでに5年目の更新を行っている者もい
る。認定看護管理者になるためには、管理職として
の実績、他教育機関のサードレベル研修修了、大学
院で看護管理学専攻の修士号を取得、その後認定審
査に合格することが条件である。そのため、ファー
ストレベル研修、セカンドレベル研修の受講を機
に、さらなる学習意欲、管理意欲の継続が期待され
ている。
　本県の認定看護管理者制度をさらに発展させてい
くためには、ファーストレベル研修、セカンドレベ
ル研修への主体的受講の推進、認定看護管理者取得
までの継続した学習体制の整備、看護管理者の自己
成長と人材育成に関する認識の改善などが必要であ
ると考える。

  新年明けましておめでとうございます。
　平成28年、本県の看護に携わる看護職の皆さまには、明るい希望に満ちた新年をお迎えのことと存じます。
昨年は長年にわたり、ご尽力いただいた会長・常任理事・事務局長の交代があり、新たな体制のもとで先輩諸
氏が築いてくださったものに色づけをしながら、様々な事業に取り組んできましたが、会員・県下の看護職皆
さまのご支援、ご協力と職員の努力とにより、輝かしい新年を迎えることができました。心より感謝いたしま
す。新規事業のいくつかが実績をあげつつあり、新年度でさらに充実していくであろうと期待を脹らませてい
るところであります。
　今、いよいよ新年度に向けて重点事業・事業計画を練り「平成28年度事業計画（案）」を作成中です。会員の
皆さまの「声・意見」をいただき、より適時適切なものにしていきたいと思います。
　新年度は、これまでの重点事業を踏襲しながら、昨今の看護協会活動への県民や関係者等の期待に応えて、
次の事業に重点的に取り組んでいきたいと考えています。
『訪問看護支援センター事業』
　2025年超高齢社会に向けて、「在宅医療」「在宅療養」体制が整えられつつある中で、訪問看護の負うとこ
ろは非常に大きなものがあります。関係医療機関(者)と在宅医療チームの形成を図るとともに県内訪問看護ス
テーション間の連携を強化し、期待に応えられるよう取り組みを進めていきます。
『災害時の看護支援活動』
　20余年前の阪神淡路大震災、記憶に新しい東日本大震災、関東東北豪雨災害等の経験、学びから、災害時の
看護支援活動のあり方を考え、災害支援ナースの登録・フォローアップ研修の開催をしていますが、自然災害
が頻発する中、支援活動をより着実なものとするために関係機関(者)との連携体制の構築に取り組んでいきた
いと思います。
『まちの保健室事業』
　県民の健康な生活の実現に寄与するために「まちの保健室事業」に積極的に取り組みたいと「まちの保健室

『まちなか健やかサロン』甲府市」を開設して10余年が経ちました。4月から場所を移し少し姿は変わりますが、
「いつでも、どこでも、誰にでも」広く人々の健康と福祉を願って、より多くの県民に利用してもらえる「まちの保
健室事業」を実施していきたいと考えています。
『いきいきワーク・ライフ・バランス推進事業』
　働き続けられる労働環境改善推進策の一つとして実施してきましたWLB(ワーク・ライフ・バランス)推進
ワークショップが今年6年目を迎えます。日本看護協会は平成29年度をもって終了する予定になっています。
山梨県看護協会においては全県下での実施に向けて推進活動に盛り込み、取り組みを強化します。そこで、28
年度はこれまでのWLB事業をリニューアルして展開していきたいと考えています。
　会員の皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
　新年にあたり、私事で恐縮ですが、40数年の看護人生で大切にし、実践に努力してきた言葉【誠実・謙虚・
感謝】を紹介し、皆さまのご健勝・ご活躍と本年が明るい最良の年でありますようにお祈りいたします。

公益社団法人 山梨県看護協会 会長古屋玉枝
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　山梨市は平成19年に山梨県の「認知症支援体制構築推
進事業」モデル地域の指定を受け、市内の関係団体や市民
の代表、認知症疾患医療センターである日下部記念病院と
連携を強化し、様々な認知症に対する施策を展開してい
ます。平成26年10月からは、県内でも最初の取り組みに
なる「認知症初期集中支援チーム」を立ち上げました。こ
れは認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築
を目的としています。対象者は在宅で生活する認知症が疑

われる人、または
認知症の人で、認
知症の臨床診断を
受けていない人、
継続的な医療サー
ビスを受けていな
い人、適切な介護

サービスに結びついていない人、医療や介護のサービスを
受けていても認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に
苦慮している人です。地域包括支援センターの保健師と介
護福祉士3人のチーム員が、サポート医である認知症疾患
医療センターの久保田医師やセンターのスタッフと話し合
いながら、概ね6か月ほど、集中的な訪問を中心とした支
援を行っています。時間がかかる活動ではありますが、久
保田医師の助言により認知症に対する医療面でのアプロー
チが明確化され診断や治療につながりやすくなったこと、
また集中的な訪問により本人、家族の気持ちが理解でき支
援を受け入れていただく方法がみつかりやすくなるなどの
成果を得ています。認知症の人と家族が穏やかに過ごし、
住み慣れた地域でいつまでも暮らすことができるよう、今
後も認知症疾患医療センターとの連携を強化し、チーム員
のスキルアップを図っていきたいと思います。

　上野原市では、第6期介護保険事業計画に反映できるよ
う平成26年度中に「認知症ケアパス」を作成したいと考
えていたところ、医師会から一緒に認知症に取り組もうと
声をかけていただきました。当市には認知症を検討する場
がなく、まずは関係機関の有志が集まって動いてみようと
いうことになり、平成26年5月に検討会を始めました。市
内の医療・介護分野の専門職や民生委員、認知症家族の
会、ＮＰＯ法人や大学の方に参加していただき、12月に
は正式な認知症支援ネットワーク会議が発足しました。
「認知症になっても地域で暮らせるまち」となるように、
認知症に対する正しい知識の普及、認知症の予防・進行抑
制、早期対応・支援、生活の質の確保が可能となるような

取り組みについて、医療・保健分野、介護分野、地域その
他の分野ごとに検討した内容を基にケアパスを作成するこ
とができました。認知症に関しての啓発も必要であること
から、「認知症ケアパス」だけでなく、認知症に関する市
の現状や認知症の症状、受診、予防、認知症の方への接し
方などに加え、介護や在宅医療が必要になった場合の対応
や市内の関係機関一覧、マップなどを含めた冊子を作成し
全戸配布しました。
　「認知症ケアパス」が実際の支援として活用できるよう
現在も検討会を続けています。関係職種の方たちとも顔の
見える関係が広がり、認知症以外の支援についても連携が
進んできていると感じています。

　今年度より地域医療連携室勤務となり、これまでの病棟
勤務では見えていなかった地域で認知症高齢者を支える必
要性と重要性に直面しています。
　認知症の方は生活環境が変化する事でせん妄や周辺症状
を発症するリスクが高まります。その為、認知症患者が転
院してくる際には、医療・看護の情報以外に家族背景や生
活習慣など多角的な視点で情報収集を行い、環境変化によ
る周辺症状発症リスクの軽減を目指しています。また、院
内では事例相談、カンファレンスの開催、精神科医師と行
う回診を通して患者さんの実態を把握しています。
　認知症患者にとって入院は、自分自身のことを確認でき
る手がかりがなく、また知らない人に囲まれとても追いつ
けないスピードで物事が進んでしまう環境です。その事に
より生活のしにくさを感じています。これは認知症を患う
人にしか分からない世界かもしれません。
看護師・セラピストなど周りからすると認知症患者は「認 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
知症があるから何も
分からなくなってい
る」と捉えられてし
まいがちです。そう
ではなく認知症によ
る生活障害を抱えな
がらも環境に適応し
ようとしているこ
と、周囲が「困った
状況が生じている」と感じている時には同時に認知症患者
も困っており、何かしらのニーズを伝えようとしている現
れであることを理解してもらえるようスタッフへ働きかけ
ています。
　今後も患者の尊厳が保たれるよう諦めずに患者・職員に
向き合っていきたいと思います。

　市川三郷町は、平成27年4月現在、人口16,791人高齢化
率34.0％、認知症高齢者836人・若年性認知症者14人、介
護保険新規申請理由も認知症が占める割合が高く、相談件
数も年々増加している現状です。このため町では、認知症
を地域で支える仕組みづくりの一環として、県の事業を活
用し、住民主体の認知症予防教室を展開しています。認知

症について講義等の
受講後、4グループ
（各6人編成）で、
旅行や料理など各々
取り組むテーマとグ
ループ名を決め、週
1回、合計9～10回
の活動を実施しまし
た。この事業を行う

にあたり、「住民主体」を主眼に活動を広げていくことを
考え、地域の状況を考慮し、地域包括支援センター内の検
討会で、事業展開のポイントを確認しました。例えば、認
知症についての知識を持ち、すでに活動をしている方（認
知症キャラバンメイト等）を対象者とし、地域型認知症プ
ログラムとして定められた進め方を、地域の実情に合わせ
アレンジすること、包括支援センター職員がグループ活動
につかず離れずの姿勢で関わること、自身の活動の成果発
表の場を設けること等でした。また、今年度7月には社協
（県・町）と共催で、認知症地域公開講座として、講演会
とメンバー代表者によるシンポジウム（参加者200名）を
開催しました。ぞれぞれの活動の様子を楽しそうに語る姿
に大きな拍手がわき、各グループは現在も、さらに自信と
意欲を高め、キラキラと輝きながら活動を続けています。

　認知症のある方が入院すると、慣れない環境や身体疾患
の症状の影響も加わり、認知症の症状が悪化したり、混乱
したりすることがあります。そんな時、認知症のある方の
思いを考え、不安を軽減し、環境を調整するようにサポー
トさせていただいております。認知症のある方は、環境変

化による影響を大き
く受けやすく、私た
ち看護師も人的環境
として存在し、影響
を与える存在である
ことを指導しながら
実践モデルとして活
動しています。
　週1回「高齢者総

合機能評価ラウンド」のチーム員として、組織横断的に活
動しています。認知症のある方をサポートできるよう、医
師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・ケースワーカー・
緩和ケア認定看護師・退院支援担当看護師等多職種とも連
携し、認知症のある方の療養環境を調整しています。
　また、認知症対応力向上研修の一環として、歯科医師や
看護師・地域包括支援センターなど、在宅で認知症のある
方を支える人々を対象とした研修会の講師や、市町村の早
期集中支援チーム員を対象とした学習会を行い、院内外で
認知症の理解と認知症看護を深める活動も行っています。
今後も一人ひとりの認知症のある方に寄り添い、安全で安
心した入院生活を送り、生活の質を落とすことなく笑顔で
元の生活の場に戻れるよう、多職種と連携しながらサポー
トしていきたいと思っております。

　韮崎市では、平成23年度より認知症による徘徊により行
方不明となった方を早期に発見し、その方の事故防止及び
その家族の負担の軽減を図るため、警察や消防署、郵便局
やタクシー会社等の関係機関が有機的に協力できることを
目的とし「徘徊ＳＯＳネットワーク協議会」を開催してい
ます。この「徘徊ＳＯＳネットワーク」は、認知症により
徘徊する可能性のある方を事前に登録していただき、徘徊
が発生した際に関係機関の協力を得ながら捜索し早期の発
見を目指すものです。
　平成27年10月現在、このネットワークに登録されている
方は36名、実際にネットワークを活用し捜索を行ったのは
2件で、いずれの方も無事に発見されています。このよう
に、無事に発見できているのは、関係機関の協力があって
こそと感じています。
　平成23年度から平成24年度の2年間は、faxを利用して

の情報伝達訓練を
実施。協議会にお
いて、「実際に徘
徊役を立てて模擬
訓練をしたらどう
か」とのご意見を
いただき、平成25
年度より模擬訓練
を行い、より実際
に近い形での訓練を関係機関の皆様にご協力いただきなが
ら重ねてこれているからこそ、いざという時にスムーズに
捜索が行えるネットワークになっていると思います。
　これからも、認知症になっても安心して笑顔で暮らせる
まちづくりの為に、活動していきたいと思います。

上野原市役所 福祉保健部長寿健康課地域包括支援担当 保健師 佐々木春枝

山本佳香巨摩共立病院 地域医療連携室 認知症看護認定看護師

韮崎市地域包括支援センター 保健師 小屋理恵

市川三郷町役場 福祉支援課包括支援係長 渡辺まゆみ

山梨赤十字病院 認知症看護認定看護師 乙顔正美

認知症ケアパス

徘徊SOSネットワーク事業

主役は「住民」、認知症予防教室

認知症のある方に寄り添うために

住み慣れた地域でその人の生活を支える ～認知症への取り組み～

　山梨県では、全国よりも早い高齢化の進展に伴い、認知症高齢者
も増加しているため、認知症予防から早期相談、診断、治療、ケア
までの体制を充実するための施策が進んでいます。県内各地で取り
組まれている会員の活動を紹介します。

山梨市役所 介護保険課 保健師 矢崎貴恵

認知症への対応力向上を目指して～一般病院での取り組み～

　山梨市は平成19年に山梨県の「認知症支援体制構築推

住み慣れた地域でそ住み慣れた地域でそ峡北

中北
峡東

富士・東部

峡南

認知症初期集中支援チーム
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　平成27年4月に保健福祉事務所に異動し、同年6月に訪問看
護等在宅ケア推進委員になったばかりの新米委員です。
　当事務所では、団塊の世代が75歳以上になる2025年を目途
に、地域包括ケアシステムの構築にむけて、在宅医療と介護の
連携推進を多職種とのネットワーク形成、在宅医療の担い手
となる人材の育成、在宅医療への普及啓発等、所内各課横断的
に全所体制で臨んでいます。
　宇都宮先生のパワー溢れる講義を聴き、住み慣れた地域で

その人らしく生活することの支援、自己決定の支援、医療上の課題・生活上の課題は何
でどんな選択肢があるのか、選択肢の提示をすること、最も近くにいる看護の立場でそ
の思いを聞くことが印象に残り、看護の役割を再認識しました。
　峡東地区支部は以前から看護連携継続委員会がオピニオンリーダー等の研修会を行
い、看護の質の向上、連携を図ってきたところです。今回中央研修をうけての地区支部
研修を11月に行い、今年1月には介護支援専門員と一緒に退院支援マネジメントを活用
した事例を元に研修予定です。地域包括ケア在宅多職種連携につながる大切な研修と
認識しています。

峡東保健福祉事務所 霜村信子

　「病院完結型」から「地域完結型」にと国の施策が打ち出され、
地域包括ケアの構築に向けた研修会等が盛んに行われています。
　しかし実際は、患者・利用者の本当の想いを聴き、多職種と共
有して連携を図り、その方が希望している住み慣れた地域・家
に安心して帰る事が出来ているでしょうか。連携の取りにくさ
を感じる事もあり、また管理者・リーダーに向けた退院支援マ
ネジメント養成研修のグループワークの中でも病院・施設・訪
問看護ステーション・行政での課題もあります。またグループ

討議を行う事で現状を共有出来、自分が出来る事、これからすべき事が見えてきました。
　中北地区支部では来年2月に退院支援マネジメント研修を企画しています。また中北
地区支部看護連携継続委員会では、昨年度行った包括地域毎の交流会を、今年度は看護
職だけでなく介護支援専門員にも呼びかけ、包括地域での多職種と顔の見える連携を
図ることについて話題を提供し、「退院支援マネジメント」を盛り込んだところ、関心
を寄せ多くの方が参加してくれました。
　今後は「退院支援マネジメント」の冊子を活用しながら多職種で連携を図り、その方
の想いを大切に、退院後の生活をイメージ出来る様な退院支援を推進していく必要を感
じています。

山梨県看護協会貢川訪問看護ステーション 山本和子

　退院支援マネジメントガイドライン山梨県版が、訪問看護等在宅ケア推
進委員の努力により２年がかりで完成しました。このガイドラインを利用
した新たな取り組みが山梨県でスタートしたのです。退院支援のバイブル
とも言えるガイドラインを軸にして、病院や施設、地域等の様々な場所で
働く看護職が協働して活用することで、一人でも多くの方々が看護の力
で、生き生きと暮らせるように看護の連携を強化したいと考えています。
　ガイドラインの活用方法は様々あると思いますが、当院ではP9の退院
支援マネジメントフローをまずは理解して、実践してみることから始めて

います。そして、自分達の行っていた退院支援を振り返り、改善すべき事は何かを話し合いました。
その結果P12退院支援に必要なアセスメントが不十分な為に、退院後の生活を見据えた患者家族の
思いに寄り添う支援に繋がっていない事に気づきました。このガイドラインをテキストとして、患
者家族が安心して安全に退院後の生活を過ごせるように、まずはアセスメントシートの見直しから
始めています。研修が単に知識を深める事で終了することの無いように、実践に役立てたいと努力
しています。
　また、12月5日には泉宗訪問看護等在宅ケア推進委員会委員長（山梨県立大学准教授）を講師にむ
かえ、富士東部地区支部の研修会を実施しました。この研修をきっかけに、今後もガイドラインの活
用推進に取り組みたいと思います。

　世の中の動きが「医療完結型医療」から「地域完結型医療」へと移り変わ
る中、今後、病院・施設・地域等様々な職域で働く看護職が、それぞれの機能
や役割を理解し合う中での連携の強化が求められています。訪問看護等在
宅ケア推進委員会は、退院支援を推進するための活動として、ガイドライ
ンの普及・啓発・退院支援研修の実施をしています。
　また、山梨県看護協会の平成27年度のスローガンは「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」としています。

　この中央研修活動やスローガンを受けて、峡北地区支部では、平成27年度は「顔の見える連携で病
院から在宅へ」を目標にし、継続看護に関する研修会をシリーズ形式で計画しました。1回目の研修
は「ガイドラインを知り活用できる」、2回目の研修は「有効な在宅支援を行うための社会資源の活
用・連携方法」、3回目は「実践報告・事例検討」等です。これは、委員会の活動目標を受けて、退院支援
について中央研修から地区活動研修に広がりを見せた結果だと思っています。
　中央・各地区での退院支援研修を通して、看護職が連携し顔の見える繋がりができ、退院支援がス
ムーズにできる広がりになれたら素晴らしいと期待し、私自身も委員として少しでも支援・協力して
いけたらと思っています。

 北杜市立塩川病院 小澤ちよみ

　平成27年2月からの研修の中で、管理者やリーダーの方が、それぞれの施
設における退院支援を推進するための課題を共有し、解決に向けて取り組
みたいことが明確になってきています。
　グループワークの中で、それぞれの立場で今できることを見い出し行動
計画を立案、各施設で少しずつ実践し、それが施設全体の動きにつながっ
ていきます。実践していく中で高い意識を持ち、一人ひとりが目標に向
かって行動し変化してきていることを感じています。

　峡南地区支部では11月に泉宗委員長から「事例で学ぶ退院支援マネジメント」と題した講義を受けグ
ループワークを行い、事例から課題を見つけて解決策を見出していく研修を行いました。
　多くの方が参加して、グループワークでも活発に意見交換しました。今後、退院支援マネジメント
ガイドラインを普及して適切な退院支援ができるようになることで、高齢化率の高い一人暮らしの
多い峡南地域でも、住み慣れた場所でその人らしく生活し続けることが出来るようになっていくの
ではないかと思います。

　医療的なケアを必要とする人や介護ニーズの高い人が
増加する中で、病院から在宅への退院支援を強化する必
要性が高まっている。特に、看護職には、療養者本人と家
族の思いに寄り添いながら、医療と生活を見据えたマネ
ジメントと多職種連携による支援が求められている。
　訪問看護等在宅ケア推進委員会では、まず病院や地域
における退院支援の実態を把握した。すると現場では、ア
セスメントツールの作成や退院調整看護師の設置、退院
前カンファレンスの開催等、退院支援に向けてさまざま
な取り組みがされていた。しかし、組織全体として退院支
援を推進していく体制や看護職一人ひとりの退院支援の
取り組み方に温度差がある等の課題も見えてきた。
　そこで、こうした実態に対する解決策の一つとして、退
院支援マネジメントのプロセスを可視化して、山梨の標
準型として退院支援の底上げを図ろうと委員会で作成し
たのが、「退院支援マネジメントガイドライン」である。山梨県
看護協会では、組織的に長い歴史の中でずっと「看護の連
携の推進」に取り組んできたベースがある。この山梨の連
携力を退院支援推進の要にしようと、ガイドラインの表
紙に「一人ひとりの看護職」とコンセプトを明記した。退
院支援で大切な「病院の看護職と在宅で支える地域の看
護職がつながること」を強調したいと考えた。
　委員会では現在、このガイドラインの活用を普及して
いくための研修会を実施している。各施設で退院支援の
推進を担うリーダー的立場にある看護職と管理者の研修
を看護協会中央研修として実施し、病院と地域の連携と
ネットワーク化を推進するための研修会を各地区支部で
実施する。今後は、多職種との連携も視野に入れた活動に
発展させていきたいと考えている。
　この取り組みを進めることで、地域で暮らす人々が医
療や介護ニーズがあっても、その人らしく、安心して住み
なれた地域で療養生活がおくれるための体制づくりの一
助になるよう努力していきたい。

　県内の看護職員が看護実践能力を高め、連携し期待される
役割を果たせるよう【退院支援標準ツール】として、27年3月
「退院支援マネジメントガイドライン」を作成し、本年度から2
年計画でガイドライン普及研修を開催しています。多くの会員
が受講し、既に実践活動の中で、医療・介護ニーズのある療養
者及び家族が安心して在宅療養生活に移行できるようにする
ための取り組みに着手しています。この活動を推進する中心
的役割である訪問看護等在宅ケア推進委員から、各地の取り
組み状況や活動の中で感じていることを紹介します。

［退院支援マネジメント養成研修に取り組んでの雑感］

［退院支援マネジメントに取り組んで］

［平成２７年度退院支援マネジメント研修会に参加して当院の取り組み］

［在宅ケア推進委員として・・・］

［在宅ケア推進委員として、退院支援マネジメントガイドラインの
　　　　　　　活用を普及啓発する研修に取り組んでの所感］

富士吉田市立病院 流石和美

退院支援マネジメントに取り組ん退院支援マネジメントに取り組ん退院支援マネジメントに取り組ん退院支援マネジメントに取り組ん退院支援マネジメントに取り組ん退院支援マネジメントに取り組ん退院支援マネジメントに取り組ん

退院支援マネジメント研修

　「病院完結型」から「地域完結型」にと国の施策が打ち出され、
地域包括ケアの構築に向けた研修会等が盛んに行われています。
　しかし実際は、患者・利用者の本当の想いを聴き、多職種と共
有して連携を図り、その方が希望している住み慣れた地域・家
に安心して帰る事が出来ているでしょうか。連携の取りにくさ
を感じる事もあり、また管理者・リーダーに向けた退院支援マ
ネジメント養成研修のグループワークの中でも病院・施設・訪
問看護ステーション・行政での課題もあります。またグループ

討議を行う事で現状を共有出来、自分が出来る事、これからすべき事が見えてきました。

中北地区支部

護等在宅ケア推進委員になったばかりの新米委員です。
　当事務所では、団塊の世代が75歳以上になる2025年を目途
に、地域包括ケアシステムの構築にむけて、在宅医療と介護の
連携推進を多職種とのネットワーク形成、在宅医療の担い手

に全所体制で臨んでいます。
　宇都宮先生のパワー溢れる講義を聴き、住み慣れた地域で

その人らしく生活することの支援、自己決定の支援、医療上の課題・生活上の課題は何

峡東地区支部

　退院支援マネジメントガイドライン山梨県版が、訪問看護等在宅ケア推
進委員の努力により２年がかりで完成しました。このガイドラインを利用

働く看護職が協働して活用することで、一人でも多くの方々が看護の力
で、生き生きと暮らせるように看護の連携を強化したいと考えています。
　ガイドラインの活用方法は様々あると思いますが、当院ではP9の退院
支援マネジメントフローをまずは理解して、実践してみることから始めて

います。そして、自分達の行っていた退院支援を振り返り、改善すべき事は何かを話し合いました。

富士・東部地区支部

　世の中の動きが「医療完結型医療」から「地域完結型医療」へと移り変わ

や役割を理解し合う中での連携の強化が求められています。訪問看護等在
宅ケア推進委員会は、退院支援を推進するための活動として、ガイドライ

　また、山梨県看護協会の平成27年度のスローガンは「病院完結型医療か

　この中央研修活動やスローガンを受けて、峡北地区支部では、平成27年度は「顔の見える連携で病

峡北地区支部

　平成27年2月からの研修の中で、管理者やリーダーの方が、それぞれの施

　グループワークの中で、それぞれの立場で今できることを見い出し行動

　峡南地区支部では11月に泉宗委員長から「事例で学ぶ退院支援マネジメント」と題した講義を受けグ

　　　　　　　活用を普及啓発する研修に取り組んでの所峡南地区支部

～在宅で安心して、その人らしく暮らすために～

医医療療とと生生活活をを見見据据ええたたママネネジジメメンントトとと
　　　　多多職職種種連連携携にによよるる支支援援

医療と生活を見据えたマネジメントと
　　多職種連携による支援

泉宗美恵訪問看護等在宅ケア推進委員会 委員長
（山梨県立大学准教授）

山梨県看護協会ますほ訪問看護ステーション 市川ゆき江
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　平成27年4月、ゆうき訪問看護ステーション住吉地区
移設開所より「ふれあい健康長寿アップ教室」を毎月2回
（第2・第4木曜日）開いています。健康で楽しく長生きで
きるよう「こころとからだの健康づくり」「気軽に繋がる
仲間づくり」を目指して毎回の教室を企画しています。
　自治会の温かい協力が得られ、住吉地区全家庭への「チ
ラシ」回覧や「口コミ」の効果で、毎回新しいメンバーも加わり
「ホットな輪・和・わ」が広がっています。
　ステーション竣工式終了後「伸ばそう！健康寿命」～在
宅医療と訪問看護～と題した所長講演を聞いて下さった
方々には、地域に根ざした訪問看護ステーションの存在を
理解していただくことができました。以降ボランティア精
神溢れる講師の協力が得られ、ユニークな教室を運営して
います。
 「転ばないからだづくり　ハワイアンリズムに合わせてス
マイル」は年間継続し「パーリー・シェルズ」の曲を聴き
ながらフラダンスの練習を楽しんでいます。心地よい音楽
に合わせ、ゆったりからだを動かすことで「からだのバラ
ンス」「脳への刺激」「穏やかな心づくり」をねらいとし
ています。
　慣れないステップや手の表現、さらには腰の動きに笑顔
まで、とても余裕がないと苦笑しながらすっかりフラに魅
せられています。「月1回では忘れてしまうので」と自主
練習の教室も開くことになりました。
　雨の日は雨具に身を包み、猛暑にも負けず参加し「楽し
かった！」と笑顔で帰宅される参加者の姿が担当の励みと
なっています。

　児童福祉法の規定に基づき、慢性的な疾病にかかって
いることにより、長期に渡り療養を必要とする児童等の
健全な育成及び自立促進を図るため、対象の児とその家
族の相談に応じ、必要な情報及び助言を行うこと、さら
に関係機関との連絡調整等の業務を行うことを目的に相
談員が配置されました。この度事業実施主体の山梨県か
ら看護協会に委託され、役割を担う事になりました。
　平成27年3月に山梨大学附属病院を定年退職するまで
ずっと「施設内看護」を続けてきました。国の施策によ
り今後施設より在宅へシフトしていく動きはより早く
なっていく事が予測されます。この事業の対象となる児
も上記の例外ではありません。先ず施設看護師、保健所
保健師、市町村保健師、訪問看護師等それぞれのスタッ
フの動きを教えてもらいながら8月から業務を開始しまし
た。強烈に感じている事を2点あげますと、
・障害をもっていたり長期な療養を余儀なくされてもそ
こには必ず「小児の成長・発達に沿ったケアが必要であ
る」ということです。
・訪問看護師と一緒に家庭訪問をしていた母親からの訴
えで「近所の皆さんが、私の事を可哀そうだ、可哀そう
だと言ってくれる。私は育児をしているだけ・・」強烈
な言葉です。
　今後、社会がどう変化してもこの子供達や親御さんが
当たり前に共存できるような世の中がくることを願って
います。

 「まちなか健やかサロン」は、岡島デパートの6階にあ
ります。中心市街地の活性化と年間を通じた市民の健康
づくりを目的に、甲府市が開設し、運営が山梨県看護協
会に委託され13年経過します。
　健康相談、市民ニーズに応じ母子から高齢者までを対
象に15テーマの健康教室と子育て自由広場などに毎日平
均50人が集い、年間延べ17,500人の利用があります。保
健師11人、助産師１人、看護師3人で年末年始を除く毎
日、10時～17時まで対応し、甲府市内の方が75％、他は
市外県外の方が利用されています。サロンを利用する中
で、健康づくりへの主体性が少しずつ向上している印象
があり、生活・健康に対しての変化を実感しています。
また、子育て親子の居場所にもなり、同じ病気や悩みを
持つ方々が集まり不安を解消し課題を共有する複数の
仲間の輪も広がっています。看護職が多職種と連携を図
りながら、利用者のニーズを満たすよう事業をコーディ
ネートしています。顔の見える関係性の中で看護職の役
割が市民に理解されてきていると感じています。
　『まちの保健室事業』が今後甲府市以外に広がってい
くことを期待しています。４月には新築移転した相生保
健センターへの移転が決定し内容も再構築される予定で
す。会員の皆様、甲府市中心街に来た際にはお立ちより
いただき、地域の中で看護職として何ができるかを一緒
に考えてみませんか。

　当協会は、甲府市東光寺地区の自治会内にあり、年
間3,000人以上の看護職員が研修受講や会議などのた
めに訪れています。地元の皆様に、いろいろなかたち
でご協力をいただき『看護教育研修センター』が機能
しています。
 『東光寺地区健康講話会・いきいき健康づくり教
室』は、私たち会員が健康相談に応じ、健康情報を提
供することで、地元の皆様の健康維持への貢献をねら
いとして、平成25年6月にスタートしました。
　この間、健康づくりと運動・転倒を防ごう・認知
症予防・ストレスってなあに・暮らしの中でロコモチャレン
ジ・笑う健康体操などのテーマで保健師や看護師が担
当し、時には外部講師を迎えて対応していただいてい
ます。
　連合自治会長様をはじめ、27自治会長様の協力をい
ただきご案内の通知や掲示をお願いしています。60歳
代から80歳代の方まで、30人から50人の方に参加して
いただいています。
　7割以上が70歳以上の方で、最高齢は93歳。より健
康に過ごそうと前向きな方、持病はありながらも明る
く生活されている方が多く、参加される方同士の語ら
いから健康生活の秘訣が多く聞かれています。
　今年度は３回ですが、これからも地域の方々からの
お声を生かした企画をしていきたいと考えています。

ふれあい健康寿命アップ事業担当保健師 雨宮和子

小児慢性
特定疾病児童等
自立支援員 
　有田明美

山梨県看護協会事務局

　広報委員会では、看護協会ＮＥＷＳを年４回発行して
います。前年度同様に協会ＮＥＷＳの記事を「全部見る」
方が半数以上を占め、興味のある記事のみ見る傾向があ
ります。ホームページは「ほとんど見ない」が大半を占
め活用されていません。

　皆様にとって興味のある内容の記事掲載を心がけ活動
していけるよう努めてまいります。
　ぜひっ！これからも皆様のご意見・ご要望をお聞かせ
ください。ホームページでお待ち致しております！！

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

通常総会時に、看護協会ＮＥＷＳに関するアンケートを実施させていただきました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
やまなし看護協会ＮＥＷＳアンケートを実施しました

よく見る
4%

ときどき見る
41%

ほとんど見ない
55%

ほとんど見ない
5%

興味のある記事を
一部見る
44%

記事は全部見る
51%

アンケート回収数86枚

公益社団法人としての
 市民に向けた活動

ふれあい健康寿命アップ教室 3年目に入りました！！
  東光寺地区健康講話会

小児慢性特定疾病児童
  自立相談員として思うこと

地域の中での看護職の役割
まちの保健室「まちなか健やかサロン」所長 青柳京子

みんなの広 場

　 公益社団法人として新たにスタートし４年が経過します。
『公益目的事業』として健康相談や情報提供による住民福祉に関する
  事業を行うこととしています。今回はこの中の４つの事業を紹介します。

筆者：左
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子どもの福祉のため、連携した
支援を

助産師主体のバースセンターを目指
しています！！後藤由奈都留児童相談所

　仕事復帰して間もない深澤さんから、
仕事と育児を順調に両立している喜ばしい
メッセージが届きました。

院内保育で成長する我が子

　看護師を志したのは半世紀も前の事です。「人の
役に立ちたい」「手に職をつけて自立したい」その
思いで看護師になりました。
　あれから40数年。定年退職した今もナースセン
ターで週1回働いており、職安との連携事業とし
て、3ヶ所の職安へ巡回相談に伺っています。子育
て中・長いブランクあり・定年退職後・他県からの
転入者・就業中・看護師を志している人等など色々
な方が相談に見えます。20代から70代まで毎回新し
い出会いがあり、それぞれに「働きたい」という強

いパワーを感じます。
　相談時間は一人1時間以上かかりますが、そのほ
とんどを「想いを聴く」事に費やしています。心
がけている事は、「和顔愛語（人と接する時は穏
やかな笑顔と思いやりのある話し方で接する）」
ということです。「今日ここに来て良かったで
す」の一言に胸が熱くなります。
　働ける身体と職場、そして仲間や家族のサポー
トに感謝して楽しく歩みを続けたいと思っています。

　調査の目的が明確になり調査項目が決定したら、いよいよ調査票を作成します。
　まず質問文は、曖昧な表現にならないように注意します。例えば、「あなたはきちんと指示の内服薬を飲ん
でいますか？」という質問文は、指示された量のことを質問しているのか、あるいは指示された時間のこと
を質問しているのかが曖昧であり、さらに何を持って「きちんと」と評価するのかが曖昧です。指示量を守っ
て、指示時間を守って、など具体的な質問文にしましょう。
　次に、「健康診断は病気の予防に役立たないと思いますか？」「１）思う２）思わない」という否定文の質
問文は、役立たないという人は「思う」を選択し、役立つと言う人は「思わない」を選択することになり、
紛らわしくなります。質問文に否定文を使うのは避けたほうが良いでしょう。
　また、「当院外来の看護師や事務職の対応は良かったと思いますか？」という質問文は、看護師の対応は良
かったが、事務職の対応が悪かった場合に回答しにくくなります。1 つの質問文には 2 つ以上の質問が含ま
れないようにしましょう。
　回答文は、自由回答、選択回答、順序回答があります。自由回答形式は、文章や単語、数値を記入しても
らう方法です。選択回答は、回答肢の中からどれかを選ぶ方法で、順序回答は、回答肢に順序をつける方法
です。質問文に合った選択肢を用意することはもちろん、その後の分析方法も考えて回答文を作成しましょう。

　結婚９年目に、やっと授かった子供。初めての子育
てで戸惑う事が多く大変ですが、育休中は可愛い我が
子との生活がとても幸せでした。
　仕事復帰の際は、夫と私の実家が県外のため頼れる人
も居なく、子どもが体調を崩してしまうと職場に迷惑を
かけてしまう、仕事も子育ても中途半端になるのでは
ないかと両立が出来るか心配でした。幸い今のところ、
大きな病気にかかることなく元気に過ごしています。
　現在、働き始めて１０か月。保育園に預ける際に、最
初は我が子が泣くので後ろ髪を引かれる思いでしたが、
今は笑顔で私を見送ってくれます。院内保育なので年齢
の違う子供達と刺激を受けながら生活しており、最近は
話す言葉も増え、家で過ごしていた頃よりも大きく成長
しているように感じます。また、自分自身も仕事をしな
がら子育てをする環境の変化に対応できるようになり、
自信を持てるようになりました。
　職場のスタッフは、ほとんどが先輩ママなのでアド
バイスをいただきながら、これからも頑張って仕事を
続けていきたいと思います。

　中央線に乗っていると山梨市駅付近で看板を見かけ
た事があるでしょうか？茶色の四角い建物、院長の愛犬
｢武蔵｣も吠えてます。
　家庭的で笑顔が絶えず、うるさいと言われることもあ
りますが、スーパー事務さん達の力を借りみんなで支え
あいながら日々奮闘しています。
　患者さんはいつ、どのタイミングで入院してくるかわ
からず、さっきまでは落ち着いた病棟が、急に慌ただし
くなるのも産科の宿命です。常に24時間体制です。それ
でもその先には元気な赤ちゃんの産声とお母さんの喜
びと安堵の顔が見られます。私たちもいつもそこから沢
山のパワーをもらって仕事に励んでいます。
　当院では現在9名の助産師が主体となり分娩管理を
行っています。妊婦、産婦さん一人ひとりとのコミュニ
ケーションを大切にし、安心して出産を迎えられる様、
時には優しく、時には厳しく産褥1ヶ月健診まで継続し
たケアの実践ができることを目標にがんばっています。
　やっとスタッフが揃いはじめ、今からがスタートだと
思っています。地域の診療所の良さを出しながらみんな
で日々切磋琢磨し、ここでお産ができて良かったと言う
声が全ての妊婦さんから聞かれるよう今後も努力して
いきたいと思っています。

小林一美医療法人東雲会 
中村産婦人科医院 看護師長

　長年病院に勤務し、管理者としての役割を果たされ
定年退職後、現在は職業安定所で看護職の就業をサ
ポートしています。

/生/涯/現/役/宣/言//生/涯/現/役/宣/言/No.21シリーズ

磯部ひろ美
山梨県看護協会ナースセンター部
ナースセンター・ハローワーク連携相談支援員

「和顔愛語」の心がけ

　山梨県内には2カ所の児童相談所があり、都留児童
相談所は、富士・東部地域の12市町村を管轄しています。
　児童福祉司、児童心理司、児童指導員など31人の職
員体制の中、唯一の保健師として一時保護児童の健
康管理や保健指導、心身障害児の訪問・通所指導など
の業務にあたっています。
　近年、児童虐待の急増が社会問題化する中、緊急か
つより高度な専門性が求められ、また身近な子育て
相談のニーズも増加傾向にあります。このような幅
広い相談に対応していくためには、児童相談所だけ
ではなく、市町村や医療機関、学校や警察などの多様
な機関によるきめ細かな支援が必要であり、それら
関係機関の連携により効果的で効率的な支援が可能
になります。
　また、外部機関との連携だけでなく所内での連携
も重要です。臨機応変、迅速に対応できるよう綿密に
協議を重ねるとともに、個の専門性に偏らずにあら
ゆる方面からの対応を検討し、実践していくことを
日々心がけています。

働き続けるために…看護職確保定着

白根徳洲会病院 看護師  深澤智子
No.33

その
46

調査票（質問文と回答文）作成のコツ

看護研究
のコツ

シリーズ

№7

山梨看護学会委員会

担当／押
おうりょうじ

領司 民
たみ

（共立高等看護学院）

筆者：前列右から2人目 筆者：前列左から2人目
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会協護看県梨山

以下のとおり承認されました。

平成27年9月17日（木） 平成27年11月12日（木）第6回 第7回

理事会報告平成27年度

■平成27年秋の叙勲受章おめでとうございます
●秋の叙勲で古屋京子さん 
 石和温泉病院、山梨リハビリテーション
病院で看護部長を歴任した古屋京子様
が、瑞宝双光章を受章されました。
●春の叙勲で瑞宝単光章を受章された
丸茂由紀子様と古屋京子様の叙勲祝賀会
とき：平成28年1月30日（土）10：30受付 11：00開会
会場：アピオ甲府（中巨摩郡昭和町西条3600）

■地区別事業説明会
　

※峡南、富士・東部地区の説明会は終了しました。

■平成28年度山梨県看護協会通常総会
　 平成28年6月18日(土)

■平成28年度 看護協会入会案内
　会員期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日
平成27年12月より平成28年度の入会・継続の手続き
が始まりました。平成28年4月以降他県に転出予定
の方は、移動先の都道府県看護協会で入会手続きを
して下さい。

■講演会・成果発表のお知らせ
●講演会 ここが知りたい看護の動向
平成28年1月16日（土）13:00～16:00（受付12:30～）
山梨県看護協会 看護教育研修センター　
日本看護協会看護開発部 部長 太田真里子氏
●看護講演会～看護制度を学ぶ 認定看護制度のこれ
　から、看護師の特定行為研修～
平成28年2月7日（日）10:00～12:00（受付9:30～）
山梨県看護協会 看護教育研修センター
日本看護協会 常任理事 洪 愛子氏
●訪問看護普及啓発講演会～安心して自宅や地域で
  暮らすための訪問看護 いのちと暮らしに寄り添って～
平成28年2月28日（日）14:00～16:00（受付13:30～）
山梨県立文学館 1階研修室
●「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
平成28年3月5日（土）10:00～12:00（受付9:30～）

I N F O R M A T I O N

　認知症についての活動内容や退院支援について、病院や地
域での活動状況を知ってもらえるような内容としました。
　今後も皆様のお役に立てる協会NEWSがお届けできるよ
う広報委員会一同努力していきたいと思います。

管理的事項
1. 平成27年度 第2回地区支部長と役員合同会議について
2. 訪問看護ステーション給与規程の改正について
3. 広報物イラスト使用に係る合意について
4. 訪問看護ステーションへのICT導入に係る製品
  （ソフトウエア）の選定プロポーザルの実施について
5. 債券の買換えについて
6. 平成27年度 補正予算について
7. 在宅医療チーム形成促進事業費補助金への応募について
報告・連絡事項
1. 平成27年度 第5回理事会報告
2. 平成27年度 第1回地区支部長・役員・委員長合同会議報告
3. 平成27年度 第1回全国職能委員長会報告
4. 職能委員会報告（保健師、助産師、看護師）
5. 地区支部報告（中北、峡東、峡南）
6. 三職能委員長会報告
7. 助産師出向支援協議会報告
8. 看護講演会について
9. 平成28年度 山梨県看護大会の日程報告
10. 平成27年度 第1四半期事業報告
11. 平成27年度 第1四半期収支計算報告
12. 8月会議報告

管理的事項について
1. 定款細則の変更について
2. 平成27年度 補正予算について
その他
1. 日本看護協会平成28年度改選役員・推薦委員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27年度 叙勲祝賀会について
報告・連絡事項
1. 平成27年度 第6回理事会報告
2. 職能委員会報告（保健師、助産師）
3. 地区別職能委員長会報告(保健師、助産師、看護師)
4. 地区支部報告（中北、峡北、峡東、峡南）
5. 日本看護協会第4回理事会報告
6. 日本看護協会関東甲信越地区法人会員連絡会報告
7. 広報物イラスト使用に係る合意書の締結について
8. 訪問看護ステーションへのICT導入に係る製品
  （ソフトウエア）の購入のための指名型プロポーザル結果について
9. 債券の買換え結果について
10. 山梨県看護協会70周年記念誌編纂委員会報告
11. 平成27年度 第2四半期事業報告
12.「働き方改革」に向けた取組に関する要請について
13. 9月・10月会議報告

地区名
中北
峡北
峡東
峡南
富士・東部

平成28年 1月22日(金)13：30～16：00
平成28年 2月 2日(火)13：30～16：00
平成28年 1月29日(金)13：30～16：00
平成27年12月14日(月)14：00～16：30
平成27年12月18日(金)13：30～16：00

看護教育研修センター中研修室
北巨摩合同庁舎
東山梨合同庁舎
中富総合会館
都留市立病院 講堂

開催日程 開催場所

編集
後記

【表紙の写真説明】
　表紙写真は古屋会長撮影の富士山と会館前の桜。
2ページの富士山は訪問看護ステーション部石原部長
撮影。会員の皆様が撮影された写真をお寄せ下さい。


