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平成26年度 公益社団法人 山梨県看護協会

通常総会を開催します
平成25年度 山梨看護学会開催
奨励賞に3名の方が決まりました
看護職確保対策！ ～ナースセンターの取組み～
うちの職場自慢 その42
シリーズ 看護研究のコツ №２

笑顔スナップ

甲州市立勝沼病院のみなさん

山梨県看護協会への入会手続きはお早めに!!

「看護研究における倫理的配慮について」
ナースのママ・パパ奮闘記 No.29
生涯現役 私の求め歩んだ看護の道 No.18
平成25年度 理事会報告
INFORMATION／編集後記
９日現在）
山梨県看護協会会員数 4911
0000名（平成２６年４月○○日現在）
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8：30

開場

9：30

開会
はじめのことば
物故会員への黙とう
会長あいさつ
来賓祝辞

10：00

13：20

平成26年度重点事業及び事業計画

報告事項５

議長団選出
報告事項１

平成26年度収支予算

議決事項

平成25年度事業報告
地区支部事業報告（書面）
職能委員会報告
常任委員会報告
特別委員会報告

11：50 （昼食）
12：40 （音楽鑑賞）
13：10

第三号議案
山梨県看護協会改選役員等の選出
第四号議案
平成２７年度日本看護協会通常総会
代議員及び予備代議員の選出

報告事項２
報告事項３

看護研究奨励賞授与

第一号議案
平成25年度会計報告 監査報告
第二号議案
平成26年度スローガン（案）

報告事項４

理事会報告
地区支部長と役員合同会議報告

10：20

議決事項

14：20 （休憩）
14：30

平成26年度日本看護協会
通常総会代議員報告

14：45

日本看護協会名誉会員
紹介
日本看護協会会長表彰受賞者

14：55

新役員の紹介
旧役員への謝辞・旧役員あいさつ

15：10

研修無料受講券贈呈者抽選・発表

15：20

閉会

｝

＊平成 26 年５月 22 日発行の看護協会ニュース 98 号総会特集号で議題等詳細をお届けします。
＊総会への出席申込書及び委任状は上記総会特集号に同封して送付いたします。

保健師職能交流集会
6 月 28 日（土）
9：30～14：00
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＊

＊

職能交流集会は次の通りです

助産師職能交流集会 看護師職能交流集会
6 月 28 日（土）
9：00～13：30

7 月 7 日（月）
9：00～12：30

＊

平成２６年度 山梨県看護協会 通常総会プログラム

＊

＊

＊

平成２６年６月２
１日（土）
山梨県看護教育研修センター

（担当／野田美千子）

＊

開催日
会 場

＊＊

会員の皆様
ご出席
ください

＊

通常総会

を開催
します
＊

平成２６年度

山梨県看護協会

＊

＊

公益社団法人

＊
平成２5年度
平成２5 年度

山梨看護学会
山梨看護学会を開催しました
開催しました
（担当／磯部沙織）

開催報告

先生を中心に、行政、病院、訪問看護ステーショ
ン、特別養護老人ホームにおいてご活躍なさって
いる方々の熱意ある討論が行われました。それぞれ
の立場でいかに連携をしていくかという示唆も得ら
れ、心強く感じました。
特別講演は、山崎章郎先生（在宅療養支援診療所
ケアタウン小平クリニック院長）をお招きし「緩和
ケアの目指すもの～ケアタウン小平の取り組み」と
いう題で講演いただきました。スピリチュアルケア
山梨看護学会委員長

とは何かをあらためて考え、終末期まで在宅ですご

内田一美

せるように地域での基盤をどう整えるかという課題

平成25年度の山梨看護学会はメインテーマを「地
域包括ケアにおける看護のリンケージ～命と生活を
支えるために・・・今できること～」とし12月14日

を見出す機会となっていたように思います。
ミニレクチャーでは「倫理的配慮」をテーマに、
研究を行う際の具体的な対策をお伝えしました。

に開催いたしました。約300人の参加者にお越しい

学会委員会では県内の看護職の皆様に少しでも役

ただき、盛会に開催できましたことに感謝いたします。

立つように、学会参加後の新しい行動につながる

今年度は演題発表40題（口演25題、示説15題）

きっかけづくりとなるようにと、テーマや企画を模

と特別講演のほかに、初めて公開討論会、ミニレク

索しておりま

チャーを企画しました。公開討論会と特別講演は、

す。

本学会を通じて、看護職者一人ひとりが切れ目のな

山梨看護学

い良質な連携に向けた実践者となるための、具体的

会にぜひご参

な課題を見出す機会となり、行動に移していくこと

加くださり新

ができればと考え、内容を結び付けて実施しました。

しい意見をお

公開討論会では「地域包括ケアにおける看護職者

寄せ下さい！

の連携の現状と課題」と題し、県立大学の佐藤悦子

奨励賞に３名の方が決まりました。

働きやすい職場を目指して

～３年間の患者満足度調査結果の
推移から～
韮崎市立病院

赤沢多美

看護局では、固定チーム継続受け持
ち制の導入や様々な委員会活動などに
取り組んでいます。これらの取り組み
が、補助者を含めた看護職員にどのよ
うな効果をもたらしたのか、職務満足
度調査を通して評価し、働きやすい職
場へと成果を得ることができました。

糖尿病教育入院の自己管理行動に
向けての関わりの現状と課題
～自己効力理論における４つの分類を通して～
山梨県立中央病院

宮澤美帆

糖尿病療養指導に携わること３年、
ＣＤＥ（糖尿病療養指導士）会への参
加を機に、多くのコメディカルとの輪
が広がり、自分の看護師としての療養
指導の役割について考える中で、今回
このような賞を頂き大変光栄に思いま
す。今後病棟を超えた外来、地域と連
携し、糖尿病患者の療養生活を支える
関わりをしていきたいと思います。

老年期における外来通院患者の
服薬に対する認識
富士吉田市立病院

天野みちる

この度は看護研究奨励賞に選定して
頂き、誠にありがとうございます。また、
協力を頂いた外来スタッフのお陰で発
表することができましたこと厚くお礼
申し上げます。医療の場は在宅に重き
が置かれ、ますます高齢化していくな
かで、私たち外来スタッフができるこ
とは何かを常に考え、今後も生活の場
を視点に看護の質の向上に日々努力し
ていきたいと思います。
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看 護 職 確 保 対 策！
～ナースセンターの取組み～
子どもにも手がかから
なくなり・・・そろそろ
看護職の仲間入り・・・

▼

▼

県内就業を高めよう

▼

看護職のキャリアを活かし、生涯に

▼

看護職員就職ガイダンス
（就職相談・面接会）開催

潜在看護師交流会

決めました。
いよいよ、
働いてみよ

▼

潜在看護職
〔目的〕

潜在看護職のうち、病院

の就業希望がある者を対象

病院における最新の看護業

習得と職場復帰を図るため

務研修を実施することで、

看護職の就業を促進し看護
確保に繋げる。
〔対象者〕
「結婚、出産、育児等、数年看護から離れてい

平成 26 年１月１８日（土）午後、看護教育研

保健師・助産師・看護師

たが、再度、看護の資格を活かしたい」と行動を

者で現在看護業務に就い

起こそうとした時に、「働きたいが不安がいっぱ

希望する方。

いある」「どうして良いか分からない」という思 〔研修日〕
原則として、１施設３日
いを持ちながら、一歩が踏み出せずにいるのではな
〔実習場所〕

修センター大研修室・中研修室において開催しま

いでしょうか。

した。
テーションなど 61 施設がブースを開設、パンフ

研修受け入れ協力病院（
そこでこの事業は、同じ気持ちでいる看護職の
方々にお集まりいただき、ナースセンターからの 〔内容〕
●看護の概要
就業についての話、昨年同じような立場で就業に

レットやパソコンなどを準備し、就職希望者の相

結びついた先輩看護師２人の方より再就業する

●看護技術（採血、
注射

談を行いました。ガイダンスに参加した 43 人の

までの道のりについてお話をしていただきました。

●医療機器の取り扱い

学生や潜在看護職者などの就職希望者はいくつか

11月17日は、12人（子供６人）の参加があり、そのう

●感染防止

の希望の職場のブースをまわり、勤務条件や研修

ち、数人が４月か５月より仕事を始めようと施設へ

●医療安全対策

システムなどの情報を確認しながら個別相談を行

の見学などを始めました。

平成 25 年度は、25 人の

当日は、病院・診療所・福祉施設・訪問看護ス

い、就業先を選択していました。

平成 26 年度も 10

他

した。全員、復職をしてい

月か 11 月頃に開

自信がないのは当たり前

ました。学生は２年生が多かったことから、平成27年

催します。是

の事業は行いますので、

度の就職につながることを期待しています。

非、一歩を踏

３月現在、潜在看護師24人の内４人が再就職し

♪

♪
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み出すきっか
けにしてくだ
さい。

看護の技を復活させてくだ
（平成 26 年４月～平成 27

ナースセンター部では看護職員の人材確保を効果的に推進するため、平成
９年に設置した看護職員確保対策連絡協議会を開催し、潜在的な人材の情
報交換、離職状況の把握・離職防止策の検討、民間病院への就業促進や県
外からの就業促進などについて検討を行っています。今回は平成２５年度ナー
（担当／三枝浩子）
スセンター部で実施した事業の一部を紹介します。

▼

員復職研修

勤務環境を改善し、働きやす
い職場で離職せず、質の高い
看護を提供していこう・・・

▼

。
、看護現場で
ようか・・・

▼

にわたり生き生きと過ごすために…

▼

看護職のワーク・ライフ・バランス
推進ワークショップ開催

会は ♪
協
護
看
山梨県
あなたを ♪
も
で
つ
い
応援しています

♪

看護の免許はプラチナです。
退職後は第２の職場で
活かしましょう

▼

看護キャリアを活かして
退職後をいきいきと過ごす講座

院等へ

象に、

業務の

めの実

、潜在

護職の

師・准看護師免許の所有

いていない方で、再就業を

ナースセンターは“働き続けられる職場づくり”
に取り組む病院を支援しています。

日～５日間

（要相談）

の看護職が研修を受けま

修センター中研修室において看護職として第２の

この事業は、日本看護協会と都道府県看護協会

人生を輝かせる、安心して仕事が続けられること

が連携し平成 22 年度から行っている事業で、山

を目的に「退職後をいきいきと過ごす講座」を開

梨県看護協会は平成 23 年度から参加し３年が経

催しました。参加者は看護職として 30 年以上の

過しました。

プラチナのような看護の技を身に着け定年を迎え

現在 10 病院が取り組んでいて、その施設状況

射、輸液、創傷・褥瘡処置等）

平成 25 年 12 月 18 日（水）午前、看護教育研

る看護職の 13 人で、平均年齢は 58 ．17 歳でした。

や経過は、ナースセンターのホームページに掲載

協会長より、
「一生看護職として仕事を続けましょ

しています。

う」というエールの後、気になる年金についての

各病院の看護管理者が楽しかったこと、苦し

説明がありました。そこで、60 歳を過ぎても十

かったこと、そして得た成果を語っています。各

分仕事は可能であることが明確になったように思

病院の雰囲気も伝わってきます。是非ホームペー

われます。次に先輩看護職より、今自分がどのよ

ジにアクセスしてみてください。

うに看護師として仕事を続けながら生き生きと生

います。ブランクがあり

本事業は当初、３年を区切りと計画していまし

活しているのかを紹介。全員、感動の渦でした。
「仕

前です。平成 26 年度もこ

たが、参加病院の変化や参加者の声から、あと２

事を続けよう」「60 歳だから辞めることはあり得

是非活用し、もっている

年間事業を継続することとしましたので今年も

ない」「私たちは一生看護職だよね」とお互いに

ださい。

ワークショップを公開で開催します。事業に参画

確認をしながら講座を終わることができました。

年３月）

していない施設も参加できます。なお、3 年間の

平成 26 年度も 12 月に開催を予定しています

取組み状況の報告書を作成しました。各病院など

ので、是非参加をお待ちしております。

で看護職のワーク・ライフ・バランスを推進する
ための手引書となることを期待しております。
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担当／岡本理恵
大倉和代
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石原協子

富士の麓、全力で“明日”の看護師を
！ 富士吉田市立看護専門学校 渡邊良子
育てています！

平成17年３月に開設し、９年が経ちました。開設
当初は６名の看護師が配置され勤務に当たっていまし
たが、現在では子どもが大好きな小児科経験豊富な
11名の看護師がいます。
平成26年度から新しい施設での診療体制となり、
新たな気持ちで再スタートを切ります。救急外来とい
う短時間の患児・保護者との接触の中で信頼関係を作
るのは難しいことですが、子どもの急病時の苦痛の緩
和と保護者の不安の軽減に繋がるように、声掛けを多
くし、ホームケアのアドバイスをしたり、症状別の
リーフレットなどの配付をしたりして日々努力してい
ます。また保護者の育児能力の向上と虐待予防にも努
め、継続看護担当窓口としての機能を果たしていま
す。２年前には『地域支援課』も立ちあがり、小児救
急看護認定看護師を中心に対外活動も行っています。
これからも多方面にわたり連携を深めていきたいと
思っています。関連機関の皆様、どうか宜しくお願い
致します。

当校は富士山を背景に新緑、涼夏、紅葉、雪景色
と豊かな自然に囲まれた環境で、約130人の学生達が
日々看護師を目指し勉強に励んでいます。３年間とい
う限られた時間の中で基礎的ではありますが、看護師
になるための専門的な知識を身につけるにはかなりの
努力とやる気が必要になります。私たち教員13人・教
務１人・庶務４人の一人ひとりが学生の「看護師にな
る！」という意欲を支え、学生が自律して学業に取り
組めるようにサポートしています。各学年に２人の教
員が相談係として関わり、学生個人には学習担当とし
て各教員が担当するなど、サポートできる学習環境を
整えています。
職員間では意見交換や報告・連絡・相談を密に行っ
ており、お互いに支えあい、協力し合っています。
様々な背景を持つ職員が、それぞれの得意分野を活か
し、刺激しあい共に学びながら学生を支えるために
日々奮闘している、笑いと笑顔があふれている楽しい
職場です。

いつも笑顔を絶やさずに ＼(^o^)／
甲府市医師会 小児初期救急センター

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№２

担当／
山梨看護学会委員会

看護研究における倫理的配慮について
看護研究は「看護の質向上」を目的とすることは多くの皆さんが承知していると思いますが、倫
理的配慮を怠ると、研究に取り組むことが対象者の害となることもあります。倫理的配慮は、研究
計画を立てる段階で、調査前から結果の公表に至るすべてのプロセスについて、十分に検討し実践
することが重要です。
“研究協力の同意を得る”を例に挙げると、同意を得るためには事前に研究目的や情報の取り扱い、
参加の自由等に関する十分な説明が必要です。研究協力に関する疑問を確認する連絡先や協力撤回
方法の提示はもちろん、研究参加について十分に検討する時間を確保することも重要です。また、
「参
加は自由意思」と伝えていても、同意書や調査用紙の提出をチェックしたり、提出を促したりする
ことはありませんか。これでは研究参加への強制力が働き、自由意思を尊重していないことになります。
このように、研究プロセスの様々な場面を想定し、具体的な検討や配慮のもとに研究を計画する
必要があります。どんな配慮が必要か、迷ったら相手の立場に立って考えてみると、おのずと配慮
すべきことが見えてくるかもしれません。ぜひ、この機会に、「看護研究における倫理指針」（日本
看護協会 ,2004）、「看護研究のための倫理指針」（ＩＣＮ国際看護協会 日本看護協会訳 ,2003）
を精読下さい。（インターネット検索で、全文をご覧いただけます）
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看護職確保定着

働き続けるために…
「古き良き近所付き合い」のような職場
「感謝」まずこれが、この飯富病院に抱く私達家族

No. 29
飯富病院

宮崎真理子

の想いであります。
飯富病院は、身延町・早川町における地域の中核病
院として、医師、看護師、多くのスタッフが活躍して
いる場です。
私は、子供３人の母として日々仕事に子育てに追わ
れていますが、この職場ほど小さな子供を持つ看護師
に対し、理解・配慮してもらえる病院はないのではな
いかと考えます。３人の子供は皆、院内託児所で育ち、
同じ職場で働く夫は以前、６ヶ月の育児休暇を取得し、
育児を積極的に協力しくれました。また、子供の急病
などにより休みをとらなくてはならない時も、快く配
慮していただき、現代社会で薄れてきている「古き良
き近所付き合い」の様な温かい方々に囲まれた職場な
ので、安心して看護師が続けられています。
このように子育てと仕事を両立させてもらえる事に

自分のつとめている病院に対し、愛情をもち、感謝
の気持ちを忘れない宮崎真理子さんをご紹介します。
（担当／中込千恵美）

日々、「感謝」を忘れず、これからもこの病院に少し
でも貢献できたら良いと考えています。

～私の求め歩んだ看護の道～ 生涯現役
シリーズ No.18
看護に対する熱い想いを持ち、現在も日々患者にとってどうある
べきかを問い続けている一ノ瀬さんを紹介します。（担当／岡本理恵）

リカバリーを目指して

（公財）住吉偕成会住吉病院
副院長（看護部顧問）

一ノ瀬 富雄

高校時代精神分析に関心があった。大学時代はア

てもらい（当法人では

パシーに過ごし、スレスレの生活の果てに中退、昭

多職種に渡り一緒に働

和46年故郷に帰り住吉病院に就職した。「ルポ・

いている）、職場に適

精神病棟」に心動かされ、精神障がい者への差別や

応でき易いように懇談

偏見を感じつつ、若いままに頑張った。それを許容

会を重ね、頑張ってい

してくれた病院に感謝している。看護学校時代は

る彼らの話を聞きながら感動している。日精看支部

“看護とは哲学である”と考えていた。排泄の世話

長を退任し、病院でも看護部顧問となり、少し肩の

やロボトミーの後遺症の残る患者さんと過ごしなが

力が抜けたのか、今までは患者さん中心と言いつ

ら、次第に一生懸命さが空回りしているようにも思

つ、こちらの“押しつけの相手中心”では無かった

えてきた。

か、と反省している。

平成19年現院長が就任、リカバリーが前面に打

まだまだではあるが、相手との関係に“聴く

ち出された。単なる病からの回復でなく、病の意味

力”“無為でいること”“ピアの力を信じる”を大

を見出し、病や障害が残っても生活や人生を取り戻

切にして、湧き出る考えや感情に感じ入ったり楽し

す、更には自分の人生を創造する事、と理解し共鳴

んだり、困ったりしている。一緒に歩めればいい、

した。

相手も私も深まればいいな、と希望を抱きつつ。

今は病を経験している方々に看護要員として働い

やまなし看護協会NEWS ●
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平成25年度
第9回

理事会報告

平成26年1月16日（木）

第10回

協会組織運営について

以下のとおり承認されました。
平成26年2月13日（木）

協会組織運営について

1）平成26年度重点事業について

1）平成26年度スローガンについて（再）

2）平成26年度廃止及び新規事業について

2）平成26年度事業計画について

3）平成26年度スローガンについて

3）平成26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

協会事業運営について

1）看護職のＷＬＢ推進事業について

1）平成25年度第３回地区支部長と役員合同会議について

2）教育委員会の調査について

2）看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業報告書の作成について

管理的事項について

管理的事項について

1）山梨県看護協会規制・規程の改正について

1）債権の買い替えに伴う補正予算について

①訪問看護ステーション給与規程

第11回

②ホームヘルパーステーション給与規程
③特定金融資産等取扱規程及び資金管理運用規程

平成26年3月13日（木）

協会組織運営について

④訪問看護ステーション等組織規則

1）平成26年度事業計画（案）について（再）

2）役員賠償責任保険の導入について

2）平成26年度資産収支予算及び収支予算（案）について

3）債券の購入について

3）平成26年度地区支部事業計画（案）について

その他

4）平成26年度地区支部収支予算（案）について

1）日本看護協会通常総会（6月10日・11日）代議員の

管理的事項について

変更について

1）平成26年度山梨県看護協会通常総会プログラム（案）について

2）「会員情報管理体制改善」の検討について

2）平成26年度理事会・地区支部長役員合同会議等開催日程（案）について
3）平成25年度退職金補正予算（案）について

＊
＊

＊

山 梨 県 看 護 協 会
■総 務部より

●まちなか健やかサロン新所長が着任しました。

所長

青柳京子

●平成22年度から25年度まで4年間山梨県の委託を受

け実施してきた、自殺再企図防止ケア事業が終了し
ました。報告書を作成しましたのでご活用ください。

■教育部より
お待たせしました「平成26年度継続教育計画」を配
布しました。お手元に届きましたか！
＜新研修のポイント＞
①ファシリテーション：会議カンファレンスでの円
滑な運営のためのテクニック
②外来看護：在宅医療の推進や在院日数の短縮に伴
い、外来における看護職者の役割が拡大
外来で何をすべきか
③研究支援者研修：臨地での研究を促進するために
現場における研究支援
④高齢者介護施設勤務者対象研修：実践を行うため
表紙の写真／甚六桜公園（甲州市）

I N F O R M AT I O N
の基礎的な知識・技術「褥瘡ケア」「感染予防」
⑤衛星通信研修からインターネットを介しての研修
に変更し、オンデマンド研修５コース、リアルタ
イム研修３コースを受信
自己研鑽の場として山梨県看護協会看護教育研修
センターをご活用ください。多くの看護職者をここ
でお待ちしています。

■ナースセンター部より
平成23年度から3年間実施した看護職員緊急雇用研
修事業が平成26年3月で終了しました。3年間で42施
設に103人が再就業しました。42施設にナースセン
ターから担当者が定期的に伺い、研修状況等の確認
や相談をさせていただきました。各施設でそれぞれ
の看護職員がいきいき楽しく勤務を続けられている
ことに感謝いたします。

■訪問看護ステーション部より
新部長が着任しました。

JR勝沼ぶどう郷駅沿いに咲く
約600本の桜は、地元菱山地区
の後 継者である「甚六会」が 昭
和 52 年 頃 から苗 木を植え育 て
ており、その功労を讃えて「甚六
桜」と名づけられました。
４月上旬になると見事な桜の
回廊が出現し、新しい憩いの場
として市民に親しまれています。
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部長

石原準子

今年度は例年の５月発行を
４月に早め、５月には総会に
向けて特別号を発行する予定
となっています。これからも
皆様のお役に立てる協会ＮＥ
ＷＳがお届けできるよう、山
梨県看護協会 HP にてご意見
やご感想をお待ちしています。
（担当／小屋理恵）

