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安心して出産・育児ができる
環境づくりを目指して

　山梨県では周産期医療機関の機能分化とネット
ワークの強化、母体・患児の搬送体制の確保、助産
師の活用によるチーム医療の採用、医療従事者の確
保等の周産期医療提供体制の整備が進められていま
す。その中で県内での就業助産師数は増加傾向にあ
り、平成26年末は232人となっていますが、病院で
就業する助産師は173人、診療所で就業する助産師

は22人と偏りが大きく、保健師・看護師と比べ平
均年齢が若く、経験値も低い現状です。これは、助
産師の助産実践能力の向上に大きな課題と考えま
す。この課題解決の１つの方法として、「正常分娩
介助や母乳育児支援等の助産実践能力向上」と「施
設間相互の医療、助産の連携推進」を目的とした、
「助産師出向及び研修」を開始しました。

　妊娠中や産後に周囲の支援が受けられない、育児
に対して不安や負担感の強いお母さんをフォローす
る体制として、助産師会が中心となり滞在型産後ケ
アの施設「ママの里」（笛吹市石和町）の事業を開始
しました。基本的な育児技術習得だけでなく、睡眠
不足・疲労感の強い母親に、短時間でも休める環境
づくりや、栄養バランスを考えた食事での疲労回復
などで、ご自宅に自信をもって帰れるような関わり

を行っています。出産した病院施設より家庭環境に
近い状況で育児を体験できます。また、母乳や育児
などの電話相談を24時間行っています。熊本地震の
時には多くのお母さんからの相談にも対応しました。
　この2つの事業はまだ始まったばかりです。助産
師の連携を図り、充実できるようにしていきたいと
思います。

助産師出向システムの構築について1

産後ケアセンターの開設について2

助産師職能委員長 高野 和美
　少子化が進む中、安心して子どもを産む環境を整えることは
重要な課題です。そこでの助産師としての関わりが重要になり
ます。平成28年に、助産師職能として新しい取り組みを始めた
ので紹介したいと思います。

～助産師の新しい取り組み～

  新年明けましておめでとうございます。
　平成29年、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
は山梨県看護協会創立70周年の記念すべき年でした。今年71年目、先輩諸姉の偉業を引き継ぎ
ながら、今の時代・社会に即した事業に取り組んでいく年となります。看護職の皆さまには、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
　平成28年、総会以後 主な事業として次の5項目に取り組みました。
①山梨県訪問看護支援センターの周知と活用に向けて、地域の関係機関訪問をするなどの更な 
　る取り組みをしました。
②退院支援マネジメントガイドラインが看護職一人ひとりにしっかりと根づき実践出来るよう
　に、また、医師はじめ関係職種の皆さまと共有し活用ができますように「退院支援マネジ
　メント研修」を継続開催しました。
③初の試みとして「医療安全看護管理者交流会」を開催しました。医療者の安全意識の高まり
　は数年前とは隔世の感があります。本会では、常に患者さんの側にいる看護職の更なる意識
　強化・実践力の向上に向けて 「医療安全看護管理者交流会」を今後も継続して開催し、安
　全な医療の提供に資することにしています。
④「助産師出向及び研修支援事業ガイドライン」に沿って出向(研修)を開始しました。助産師
　の実践能力向上に向けて、平成27年度に「助産師出向協議会」を立ち上げ研修について検討
　してきました。関係者のご理解とご協力により、今年度、最初の実務研修者を送り出すこと
　が出来ました。
⑤「県政トークGOTO知事が行く」に参加し、県知事に対し在宅医療を担う10団体から在宅医
　療の連携の推進等について提言を行いました。
　今年は、これらのことの周知と実践力の強化、評価を考えています。これまで実施してきま
した事業内容の見直し・検討を時宜適切に行い、新規事業については基盤づくり(足固め)をし
ながら、会員・看護職者とともに推進していきたいと考えています。
引き続き、より多くの看護職者に山梨県看護協会に入会していただき、
待ち受ける看護を取り巻く諸課題に「前向きに、諦めずに」共に取り
組み続けたいと考えます。ご支援ご協力をお願いいたします。
　本年が明るい最良の年となりますように、皆さまのご健勝とご活躍
をお祈りいたします。

公益社団法人 山梨県看護協会 会長 古屋玉枝公益社団法人 山梨県看護協会 会長 古屋玉枝

看護協会の使命を自覚し、
仲間とともに
着実な歩みを続けよう

ママ同志の会話もはずみます

助産師の指導に興味津々

ママは足湯でリラックス
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　住み慣れた地域で暮らし続けられる地域社会を目指した
「地域包括ケアシステム」への取り組みがすすめられていま
す。この地域包括ケアシステムの実現に向け、在宅への移行
をスムーズに支援できるマネジメント力を持った看護職の
育成や、病棟、外来、地域、施設といった多様な場で提供され
る看護をつなぎ、場を超えて一貫した質の高いケアを提供
する体制に向けた取り組みが進みつつあります。
　訪問看護等在宅ケア推進委員会では、「退院支援マネジ
メントガイドライン」の活用を普及し、病院と地域の連携に
よる退院支援の推進を目指して研修会や事例検討会を平成
26年度から実施しています。研修は、管理者とリーダー、実
践者の３期に分けて重層的に研修を組み
立て、今年度は３年目になります。（体系図）
　特に退院支援の要となるリーダー期
の研修会では、退院支援の第一人者であ
る宇都宮宏子先生を講師として、退院支
援マネジメントの基礎的な理解と実践に
向けた方略をご指導いただいています。
さらに、それぞれの実践の場で退院支援
を推進するための自己の課題に対する
フィールドワークに約6ヶ月間取り組み、
研修最終日には、互いの成果を共有し合
い、振り返るための実践報告会を行って
います。また、今年度はリーダー期の退院
支援の取り組みの強化と組織を超えた看

護職のネットワークづくりを図りたいと考え、アドバンス
研修も実施しました。
　これまでの成果として、ガイドラインを活用し、院内研修
を組織的に実施して看護職の退院支援マネジメントの実践
力を強化した取り組みや病院と地域の情報共有ツールを見
直しタイムリーな連携を目指した取り組み、入院早期から
地域の看護職と連携し、協働して退院支援に取り組んだ事
例等、受講生のさまざまな実践報告が寄せられています。
　今後は、さらに多職種との連携を視野に入れた取り組み
へと発展させていき、地域のネットワーク化につなげてい
きたいと思います。

　退院支援マネジメント研修が平成27年度から本格化
する中、中北保健所独自の活動と連動しながら地区支部
内で様々な取り組みを行ってきました。顔の見える関係
づくりとしての看護師等の交流会や継続看護窓口担当
者会議の開催、意思決定支援としての「想いのマップ」の
活用・普及活動などもその一つです。
　このような地域包括ケアの推進に関しての取り
組みが進む中、地区支部内の課題も見えてきまし

た。在宅ケア推進委員会主催の中央研修では、管理職・
リーダーに向けた退院支援マネジメント研修会を行っ
ており、個人・施設・地域レベルでの課題を抽出しまし
た。そして今年度、その課題に向けてそれぞれが取り組
み、評価を行っています。
　中北地区支部は、3市1町(甲府市・甲斐市・中央市・昭
和町)で構成、人口は30万人を超え、山梨県内の38.1%を
占めています。医療・介護を支える施設の数も多く、看護
職員の働く場も多様化しています。この地域の特徴か
ら、退院支援を推進していくには、支え手となる現場レ
ベルの職員への研修会が必要ではないかと感じていま
す。ガイドラインを活用した事例展開やグループワーク
での意見交換により、その人の想いに沿った退院支援に
つながるよう継続した研修会を行っていく予定です。ま
た、地域包括支援センター単位での交流会などを通じ
て、多職種との連携も視野に入れた退院支援を地域で考
えていけるよう積極的に取り組んでいきたいと思います。

　峡東地区支部では、多職種連携の推進を図り平成21
年度に「多職種との連携」検討グループを設置し、連携を
テーマとした研修や居宅介護支援事業所の介護支援専
門員を対象としたアンケートをふまえ、平成26、27年
度に看護師・介護支援専門員合同研修を行いました。
　平成27年度の合同研修は「退院支援マネジメントガ
イドラインに沿った退院支援～退院後の在宅生活をス

ムーズに行うための入院中のケアと連携の在り方を考
える～」をテーマに、参加者90人中介護支援専門員39人
の出席を得て開催できました。
　支援一つ一つを丁寧に振り返ることで、看護職からは
「自己の実践に意味づけができた」、介護支援専門員から
は「病院での退院支援、看護師の支援の実践が見えた」
「早期からの関わりが必要」など、看護師が行っている支
援実践の理解、介護福祉士が退院支援に関わる必要性や
タイミングが理解できたなどの意見が得られました。ま
た「距離が縮まり、互いの視点や観点、役割や立場、思い
がわかった」「顔の見える関係が作れた」「視点の違い
を互いに認めた上で連携を図るべき」など、互いを理解
し、忌憚なく話し合える相手として、且つ、互いの専門性
を尊重しつつ連携しようとする意見が得られました。
　「今後も共に実践を振り返ることが出来るような事例
検討の企画を」との期待を受け、平成28年度も引き続き
合同研修を開催する予定です。

 しらゆり訪問看護ステーション 
金子 仁美

 加納岩総合病院 
石川 直子

「在宅への移行をスムーズに支援できるマネジメント力強化と
   タイムリーな連携体制」 「その人らしさを支える看護の連携を目指した活動」

「専門性を尊重した多職種連携と退院支援マネジメントの推進」

訪問看護等在宅ケア推進委員会 委員長 泉宗 美恵

中北地区支部活動報告

峡東地区支部活動報告

退院支援マネジメント推進研修体系図

平成27年度・28年度

実践者研修(各地区支部)
参加者587人(平成27年度)

平成27年度・28年度
リーダー研修
参加者130人(平成27年度)
参加者124人(平成28年度)

平成26年度・27年度
管理者研修
参加者172人(平成26年度)
参加者103人(平成27年度)

●各職場の看護職の退院支援マネジメント能力の強化
●退院支援の実践と普及
●病院と地域のネットワーク化

●リーダー的立場の看護職の退院支援マネジメント
　能力の強化
●退院支援を推進するための自己の課題の明確化と
　行動計画の実践

●自施設における退院支援を推進するための課題と
　方略の構築
●退院支援の推進体制の強化
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　ＪＣＨОの使命の1つに「地域包括ケアの要とし
ての役割を果たす」ことがあります。取組みの一
つとして地域包括ケア病棟を、二次医療圏の中で
初めて平成27年3月1日に開設しました。
　地域包括ケア病棟は、急性期医療を終了し、す
ぐに在宅や施設へ移行するのには不安のある患者
に対し、院内・外（高度急性期病院）の患者を受
け入れ、在宅復帰に向けて医療退院支援を行う事
を目的とした病棟です。また、在宅療養中に入院
が必要になったとき、開業医からの依頼で受け入
れています。
　患者・家族が安心して入院前により近い状態で
在宅療養生活に移行できるよう、多職種と連携・
協働し必要時家庭訪問し、退院後の療養生活を見
据えたマネージメントを行ない、その人がその人
らしく住み慣れた地域で生活が継続できるよう支
援しています。
　外来から退院支援に取り組み、地域の在宅ケア
担当者、外来、急性期病棟と協働し安心して在宅
療養できるよう退院計画を立案し、丁寧な退院支
援を心がけています。地域で生活できるための看
護の視点をスタッフと検討し、医師、医療ソー

シャルワーカーや理学療法士と協働して、チーム
医療の推進を図ると共に、患者・家族の思いに
沿った環境作りに努め、質の高い看護提供に努力
しています。
　今後も、院外のケアマネジャーや訪問看護ス
テーション、開業医との連携をとり、病院から住
み慣れた地域へ切れ目のないケア・介護の継続が
出来るよう日々スタッフ一同頑張っていきますの
でよろしくお願いします。　

　平成26年の診療報酬改定において地域包括ケア
システムの一部として地域包括ケア病棟が新設、
当院においても平成26年12月に山梨県で最初の地
域包括ケア病棟が開設されました。開設から1年
10か月を経過する中、患者・家族の意思決定のも
と、疾患や精神的・身体的・社会的障害を持った
方々が地域で生活できるように地域包括ケアを視
野に入れ、地域包括ケア病棟として提供できる最
善のケアや支援を行うことを目標として、院内・
地域との連携に重点を置いて活動しています。
　病棟スタッフは師長・退院支援ナース含め看護
師20人、看護助手3人です。受け持ち看護師・退院
支援看護師を中心に医療ソーシャルワーカーを通
じてケアマネジャー、多職種、施設の職員や訪問
看護師などと連携を取っています。初期・中間・
退院前カンファレンスを行いながら、入院期間60
日の中で多職種の方々と患者・家族と同じ目標を
持ち、退院支援を行い患者の7～8割は患者・家族
が望む形で在宅復帰されている現状があります。
　地域包括ケア病棟としての役割を果たしていく

には多職種との連携が重要になります。連携を取
るうえでは各職種が顔の見える関係を作ってい
き、それぞれの専門性を生かした連携を取ってい
くことが望ましいと考えます。これからもチーム
一丸となり患者・家族の笑顔を励みに、みんなが
望む状態、それにより近い状態で在宅復帰できる
ように関わっていきたいと思っています。

リクリエーションの様子
リハビリ風景

地 域 包 括 ケアの 推 進 ～地域包括ケア病棟の取り組み～

地域包括ケアシステムの姿病気になったら…

通院・入院 通所・入所

いつまでも元気に暮らすために…
地域包括ケアシステムは、おおむね30分
以内に必要なサービスが提供される
日常生活圏域(具体的には中学校区)を
単位として想定

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等…

介護が必要になったら…

●急性期病院
●亜急性期・回復期
　リハビリ病院 ■在宅系サービス

●訪問介護 ●訪問看護 ●通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●24時間対応の訪問サービス
●複合型サービス
  (小規模多機能型居宅介護＋訪問看護)等
■介護予防サービス

■施設・居住系サービス
●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●認知症共同生活介護
●特定施設入所者
   生活介護 等●地域包括支援センター

●ケアマネジャー
認知症の人認知症の人

●自宅
●サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

日常の医療
●かかりつけ医
●地域の連携病院

医　療

住まい住まい

生活支援・介護予防

介　護

　団塊の世代が75歳以上となる2025年には、65歳以上の要介護高齢者で認知
症を抱える人だけでも470万人になると予想されており、これまでの高齢者への
介護ケア・医療ケアの在り方を根本的に見直さなければならない時期にきています。
　高齢化に伴う介護・医療を取りまく環境を見直し、高齢者が「住み慣れた地
域」で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが出来るよう、「住まい」
「医療」「介護」「生活支援・介護予防」が一体的に提供されるシステムが地域
包括ケアシステムの考え方です。国ではなく自治体ベースで取り組み、市町村や
都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げてい
くことが大切です。
　今までの、施設完結型ケアから、高齢者の暮らしを地域で支えていく地域完結
型ケアを推進していくことが求められています。
　その中で地域包括ケア病棟とは、急性期医療を経過した患者、および在宅にお
いて療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援などを行う機能
を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟または病室とされていま
す。つまり、急性期治療を行い病状が安定したけれど、在宅での療養に不安があ
り、あと少しの入院治療で社会復帰できる患者の為に、住宅や介護施設への復帰
支援に向けた医療や支援を行う病棟です。
　今回、県内の2つの地域包括ケア病棟の活動についてご紹介します。

壷屋 みゆき地域医療機能推進機構山梨病院（JCHO）  地域包括ケア病棟師長 三浦 百合山梨赤十字病院

＊

＊ ＊
＊

＊
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　山梨県防災局等に災害支援ナース派遣制度の周知を図り、山梨県地震防災訓練（11月20日）に初めて災害支援
ナース2人が「医療救護所訓練」に参加しました。また、「災害支援ナース」登録促進のため、受講料軽減措置を講
じた「災害支援看護研修」は今年度受講者73人中、新規登録者が8人（12／14現在 登録者81人）になりました。
災害支援体制の整備および災害支援ナースの登録促進にご理解・ご協力をお願いします。

「備えあれば憂いなし」
シリーズ第2弾

災害対策

　平成28年11月21日(月)に災害看護委員会主催の平成28年
度災害支援ナースフォローアップ研修会を開催しました。
　今回は、山梨県防災危機管理課防災企画担当者から行政
の立場でのお話をいただき、災害対策や法整備、訓練、組織
体制について知ることが出来ました。 
　支援時、受益者の「環境」を整える為の調整が求められま
すが、「災害支援ナース」として、災害に関して、どのような
法律があり行政がどのような対策、計画があるのか知って
おく事は活動する上で有益だと考えます。これに加え、他に
どんな支援団体があり、どんな事が出来るのか知っておく
事で、さらに受益者の生活環境を整える事ができるのでは
ないかと考えます。そのような意味でこのセクションが設
けられた事は非常に有意義であったと感じました。
　また、北関東豪雨災害時に地域医療コーディネーターと
してご活躍された水戸医療センター看護師長からご講義を
いただきました。
　災害派遣経験
が豊富な方から
様々な実例が示
され、支援者、受
益者双方の「安
全」「心」や被災
地の「自立」に

ついて改めて考えるきっ
かけになりました。シミュ
レーションを通し避難所
活動を模擬体験した事で、
派遣で必要な事や活動の
イメージがついたのでは
ないかと思います。
 　受講者からは「被災地に
派遣されたら・・・が具体的
に見えてきた」「机上シミュレーションは有効だった。繰り
返してほしい内容だった」といった意見が聞かれ、受講者に
とって大変有意義な1日となったのではないかと感じました。
　災害に備えた平時の取り組みの一つとして人的資源を確
保する為の教育は不可欠であると考えています。
　手始めとして、まずは私たちが暮らす山梨県や皆様の暮
らす街で何かあった場合に備え、災害看護を学びませんか？
　来年度は、是非、基礎研修・フォローアップ研修受講、災害
支援ナース登録へのご協力をお願いいたします。既に登録
されている方もブラッシュアップの為に引き続きご参加い
ただければ幸いです。
　今年度は、山梨県看護協会の重点事業の一つにもなって
いますので、災害看護委員会及び山梨県看護協会職員一同、
皆様のご受講を心よりお待ちしております。

災害支援ナースフォローアップ研修を終えて災害支援ナースフォローアップ研修を終えて 災害看護委員会 委員  

吉村仁志

　平成28年11月20日（日）早朝から早川町で行われた山梨県
地震防災訓練に「災害支援ナース」2人が参加しました。
　メイン会場の早川中学校では、各病院の医療チームや
DMAT、多くの企業やボランティア、町民全員が参加し、
様々な訓練が行われました。
　私達、「災害支援ナース」は、医療救護所の訓練に参加し
ました。比較的軽症の『緑タグ』のブースでした。しかし、実
際訓練が始まると次から次へと来る傷病者への対応は、想
像以上に大変なものでした。傷病者の情報収集、その場でで
きる簡単な処置、診察室までの誘導など医療救護所の中で

やることはとても多かったです。
　訓練が終了し、反省会の中で多くの課題や修正すべき点
がでました。多くの気づきがあり、この訓練で得た学びは大
きく、今後、「災害支援ナース」として活動していく中で、活
かしていきたいと思います。
　山梨県看護協会から県の防災訓練に参加したのは初めて
です。今回参加した事で「災害支援ナース」という存在を多
くの人に知ってもらうことが出来ました。今後も積極的に
参加していきたいと考えています。

山梨県地震防災訓練に「災害支援ナース」として参加して山梨県地震防災訓練に「災害支援ナース」として参加して 災害看護委員会 委員長  

吉澤直美

災害に備えた我が施設の取り組み
富士吉田市立病院 看護部  須山千恵

　富士吉田市立病院は、富士北麓地域の大規模災害時に
おける救急医療の拠点として、災害拠点病院という重
要な役割を持っており、毎年、DMAT（災害派遣医療
チーム）隊員を中心としたDMAT委員会、防火防災対策
委員会により、富士山噴火や火災発生を想定した災害訓
練・避難訓練を実施している。
　平成28年度は、内閣府の南海トラフ地震を想定した
大規模地震時医療活動訓練と同時に、①自院の災害対策
マニュアルに基づいた災害時の院内活動の遂行、②多数
傷病者の円滑な受入れ体制の実践、③現在の災害対策マ
ニュアルの検証を訓練目標とした自院の災害実働訓練を
実施した。当日訓練参加職員には災害対策マニュアルの
確認を事前課題とし、発災時の対応・災害対策本部設
営・災害対策本部への報告・多数傷病者受け入れ準備・
トリアージ訓練・通信訓練等を行った。
　参加した職員からは、現行の災害対策マニュアルの改
善点が明確になった、訓練という形でも経験を積むこと
が重要等の意見があった。災害に備えるということは、
災害時だけでなく、施設・設備の安全対策、職員参集や
情報管理等の施設内の体制整備、ライフライン停止の備
え、備蓄品、地域との連携等について、平常時から準備
しておくことが重要であり、また実際の災害を想定した
訓練は非常に効果的である。
　今回の実働訓練や2014年山梨県を襲った雪害の教訓
を風化させず、大規模な災害が発生した場合に地域の拠
点病院として、また、富士北麓地域での自施設の役割・
機能を果たすべく、BCP（事業継続計画）に基づいた
災害対策マニュアルの検討・改訂が急務である。
　まずは、職員一丸となって訓練に真摯に取り組み、平
常時より災害に備え職員一人ひとりが自己の役割を認識
し活動できるよう研鑽していくことが必要である。

富士北麓地域/災害拠点病院

DMAT受け入れの様子

訓練の様子

訓練の様子
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　看護学会に参加したことがありますか？「ちょっと難しそうだから」と敬遠してはいませんか？
山梨看護学会は毎年テーマを決め、県内の看護職が取り組んだ研究の発表・ディスカッションなどを
行っています。
　私たち看護職は毎日より良い看護ケアを提供できるように奮闘しています。でも、現場では深く考
える時間も取れず、思うような看護が実践できない事もあるかもしれません。当看護学会では「新た
な知見」「工夫を凝らしたケアの方法」などの発表を聞くことが出来ます。ハートフル・カフェでは少
人数のグループでざっくばらんに語り合い、看護するうえで問題解決に向けての方策を探ることがで
きるのではないでしょうか。会員だけでなく非会員も学生も参加できます。記念講演やシンポジウム・
医療機器メーカーや書店のブースからも最新情報を得ることができます。
　平成28年度は361人の参加がありました。県内の様々な現場で働いている看護職の人たちと交流
する機会が得られることも、学会のもうひとつの楽しみです。もしかしたら卒業以来会えなかった旧
友と再会できるかもしれません。そんな山梨看護学会にあなたも参加してみませんか。

山梨看護学会に参加してみませんか

看護研究
のコツ

シリーズ

№10

山梨看護学会委員会
担当／河野 千鶴

（山梨リハビリテーション病院）

全ての部署が連携し、チーム医療に
取り組みます !!

出会いを大切に！20周年を迎え
ました！手塚 千恵美宮川病院

　当ステーションは、今年開設20周年を迎えました。開
設当時は職員3人で活動していた小さなステーション
でしたが、現在は訪問看護師8人（看護師6人、保健師1
人、助産師1人）と 事務員1人の計9人で活動しています。
勤続15年以上の看護師が4人もおり、利用者さんの増加
に伴いスタッフも増えてきました。
　峡南地域は高齢化が進んでおり、独居や認知症など
様々な問題を抱える方が増えてきています。私たち看護
師だけでは解決できない困難な事例が増えてきている
ため、様々な関係機関と連携を密にし、利用者さん、御家
族が安心して在宅生活を継続できるよう頑張っています。
　がん末期の医療依存度の高い状況でも在宅で療養し、
在宅で看取る利用者さんも増えてきているため、日々の
勉強やカンファレンスを重ね、訪問看護師間のチーム
ワークも大切にしています。
　開設20周年ともなると、「お父さんの時はお世話に
なったけど、今度はお母さんをよろしくね」「義理の両
親を看取ってもらったけど、私のお母さんをお願いした
い」との依頼の声や、親子2世代にわたり訪問している
ような利用者さんも増えてきており、20年の積み重ね
の大切さを実感しています。これからも出会いを大切に
歩み続けていきます。

石井 啓子ますほ訪問看護ステーション

　当院は、桃やサクランボの畑に囲まれた南アルプ
ス市にある小規模の病院です。外来診療と41床の病
床に対して、看護スタッフ18人と少ないながら日々
頑張っています。スタッフの年齢層は幅広く、個性的
ではありますが、家族的な看護を目指して奮闘中で
す。笑顔で患者様を迎えられるように、また、スタッ
フ自身、公私共に充実し、人間関係を円滑に楽しく仕
事しています。
　近年、患者さんの高齢化も著しく、疾患も内科・外
科・整形外科・呼吸器・循環器また自立度の高い方か
ら寝たきりの意思表示の難しい方、急性期から生活
期、終末期とさまざまであります。そのためケア内容
も多岐にわたるため、院内や院外の研修会などに積
極的に参加し、研鑽しています。時には身内の様な声
かけをしながら、小さなサインを見逃さないような
日々のケアを実践しています。
　全スタッフの顔が見える規模の病院ですから、時
には職域以外の相談もしやすい環境なのです。これ
を活かし、感染対策や医療安全、栄養サポートチー
ム、退院指導など部門連携を強化して、チーム医療を
実践しています。

働き続けるために…看護職確保定着

　広報委員会では、看護協会 NEWS を年 4 回発行し
ています。前年度に比べて「記事は全部見る」の割合
が増加しており、「興味のある記事を一部見る」を含め
ると、ほとんどの方が看護協会 NEWS に目を通してい
ただいているという結果でした。
　一方で、ホームページについては「ほとんど見ない」
が 39％を占め、昨年度に比べるとホームページを活用
される方の割合は増えていますが、今後もホームペー

ジの有効活用に向けて皆様に情報発信が必要と判断さ
れる結果でした。
　ホームページからも、看護協会ニュースへの意見、
感想、要望等が随時入力できます。会員の皆様に興味
のある内容の記事掲載に向けて、ぜひ、皆様の率直な
ご意見、ご要望をお寄せいただきたいと思います。心
よりお待ちいたしております。

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?

　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

ホームページを
ぜひ一度開いて

みて下さい!!

アンケート回収数152枚

　生まれ育ったふるさとは温かく、子育てに
も不安なく働きやすい環境の中で頑張ってい
る榊原さんをご紹介します。

都留市立病院  榊原貴子

No.36

　子供の頃大月に住んでいた私は、早く自立したいとい
う思いで東京都の看護学校へ行き、病院に3年勤めたと
ころで、縁あって地元に住む夫と結婚し山梨に戻りまし
た。今は都留市立病院に勤めて10年目になり、整形外科・
外科・脳外科病棟、手術室勤務を経験しました。当院に来
たときは地域に密着した看護、時折方言が飛び交う患者
様と看護師のやりとりに、親しみやすさや温かさをとて
も感じたことが印象的で、私も地域に根付いた関わりが
できたら良いなと感じたことを覚えています。
　6才と3才になる息子がおり出産後はそれぞれ育児休
暇を1年頂き、院内保育室に預けながら3交代勤務を行っ
ています。育休復帰当初は幼い子供を預けながら働くこ
とに不安がありましたが、看護部の好意的で協力的な雰
囲気に支えられたこと、保育室は保育時間が長く先生は
熱心に子供に関わって下さることから、子育てをしなが
らでも働きやすい職場環境で、不安なく継続して働くこ
とができています。夫の協力や両親が近くに住み協力し
てくれ、自分の生まれ育った地域で看護師として働ける
ことに感謝しています。
　これらの支えに感謝し、患者様の思いに寄り添った看
護が行えるよう頑張っていきたいと思います。

その
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以下のとおり承認されました。

平成28年9月15日（木） 平成28年11月10日（木）第6回 第7回

■平成29年度山梨県看護協会通常総会
平成29年6月17日（土）

■講演会のお知らせ
日　時 平成29年2月4日（土）13:30～15:30　
会　場 県立文学館 講堂（車でお越しの際は、県立
          美術館第3駐車場へ駐車願います）
主　催 山梨県、山梨県看護協会（山梨県訪問看護
          支援センター）
対象者 県民の皆様、在宅医療関係者他 300人　
        （お誘い併せてご参加ください）
内　容 講演（テーマ）「家族がいてもいなくても、
          あなたの最期、誰に託しますか」
講　師 東京大学名誉教授、立命館大学大学院先端
          総合研究科特別招聘教授、
          認定NPO法人WAN理事長 上野千鶴子先生
　代表著書「おひとりさまの老後」「老いる準備 介
護することされること」「上野千鶴子が聞く小笠原
先生、ひとりで家で死ねますか」他

会協護看県梨山 I N F O R M A T I O N

　新しい年を迎え、会員の皆様とともに輝
かしい年にしたいと思います。
　今回は、退院支援マネジメントの推進（3
年目）に加えて、地域包括ケアの推進を紹
介させていただきました。また、災害対策
のシリーズも是非ご覧ください。
　今後も皆様のお役に立てる協会ニュー
スをお届けできますよう、広報委員会一同
努力していきたいと思います。

【表紙スナップ・甲府看護専門学校】
　本校は、看護第1・第2・准看護の
3学科を持つ県内唯一の学校です。 
卒業生は6650人を超え、本県の医
療等を支える一員として活躍してい
ます。 
　また、准看護師の進学を教職員一
丸となってサポートしています。

理事会報告平成28年度

■平成29年度看護協会入会案内
会員期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日
　ナースシップのスタートにより平成29年度より
入会手続きが変わり、申請書の送付先は事務委託会
社、会費の取り扱いは収納委託会社となりました。
　入会希望の方は、関係書類を送付いたしますの
で、山梨県看護協会にご連絡ください。
　なお、平成29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、入会手続きをしてく
ださい。（4月以前の入会手続きも可能）

■地区別看護管理者事業説明・意見交換会
　

※中北地区、峡南地区、富士・東部地区の説明会は終了しました。

地区名
中 北
峡 北
峡 東
峡 南

富士・東部

平成28年12月19日（月）13：30～16：00
平成29年 1月19日（木）13：30～16：00
平成29年 1月27日（金）13：30～16：00
平成28年12月 9日（金）13：30～16：00
平成28年12月15日（木）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
大月市立中央病院 別館会議室

開催日程 開催場所

校舎全景

協議事項
1. 平成28年度第2回地区支部長と役員合同会議について
2. 山梨県看護協会職能委員会規則の一部改正について
3. 新会員情報管理システム移行後における会費振込手数料の
    取扱いについて
4. 平成28年度常任委員会・特別委員会委員の選任(案)について
5. 平成28年度補正予算について
報告・連絡事項
1. 平成28年度第5回理事会報告
2. 平成28年度第1回地区支部長・役員・委員長合同会議報告
3. 平成28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、峡北、峡東、峡南、富士・東部）
6. 三職能委員長会報告
7. 看護講演会について
8. 山梨県看護協会70周年記念誌編纂委員会報告
9. 看護教育研修センター外壁西面シーリング打替工事について
10. 平成28年度第1四半期事業報告
11. 平成28年度第1四半期収支計算報告
12. 8月会議報告

協議事項
1. 山梨県看護協会訪問看護ステーション職員の再任用に
    関する規程の制定について
2. 日本看護協会平成29年度改選役員・推薦委員候補者の
    推薦について
3. 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
報告・連絡事項
1. 平成28年度第6回理事会報告
2. 職能委員会報告（保健師、助産師、看護師）
3. 地区支部報告(中北、峡北、峡東、峡南、富士・東部）
4. 日本看護協会第4回理事会報告
5. 日本看護協会関東甲信越地区法人会員連絡会報告
6. 関東甲信越地区別職能委員長会報告（保健師、助産師、
    看護師Ⅰ・Ⅱ)
7. 平成28年度第2四半期事業報告
8. 平成28年度第2四半期収支計算報告
9. 9月・10月会議報告


