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笑顔を忘れず楽しい職場
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山梨県看護協会会員数 5533人（平成28年3月25日現在）
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全国のナースセンターで
離職時の看護師等の届出制度（努力義務）が開始
「看護師等の人材確保の促進に関する法律（人確法）
」の一部改正により、離職時等の
ナースセンターへの届出制度（努力義務）が2015年10月から施行されました。
前回の
協会ニュースでは届出制度の概要について掲載いたしましたので、今回は届出制度登
録後のナースセンターによる復職支援について掲載いたします。

【届出対象者】
■ 病院等を離職した場合

退職後は、ナースセンターとつ

■ 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合

ながりを持つことで、求職者に
なる前から、必要な情報提供を

■ 免許取得後、直ちに就業しない場合（進学や留学なども含む）

受けられ、復職に向けた支援を

■ 平成27年10月1日以降より業務に従事していない看護師等

受けやすくなるんだなぁ。

【届出制度登録後の復職支援とは】
● ナースセンターでは、離職時に施設や個人により届け出ていただいた

情報をもとに、現在の就業状況や復職への意向など確認の電話をしています。
● 復職への意向を丁寧におうかがいし、ご本人の意向に沿い職業紹介など復職への

サポートを行っております。
● 届け出ていただいた方には、ナースセンターだよりやナースセンターで実施している
研修のお知らせなど、情報提供を行っております。
● 登録された方は復職支援コンテンツやお楽しみコンテンツなどのインターネットでの閲覧が可能となります。

【届出方法】
▼

対象者本人が直接届け出る方法（本人届出）
● 看護師等の届出サイト「とどけるん」から登録する

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

届け出た事項に変更が生じた場合、そ
の旨をナースセンターに届け出ること
も法律上の努力義務に含まれます。

● 最寄りのナースセンター窓口へ届出票を提出する

※届出票は「とどけるん」からダウンロードできますがナースセンターでも取り扱っております。

▼

就業先が本人に代行して届け出る方法（代行届出）
● ｅナースセンターの求人施設ポータルサイトから届け出る
● 届出票を取りまとめてナースセンターに届け出る
※人確法で病院等の開設者等および保健師、助産師、看護師、准看護師の学校および養成所の設置者は、
届け出が適切に行われるよう、必要な支援に努めることが法律に明記されました。

会員の皆様
さい
ご出席くだ

公益社団法人 山梨県看護協会

＊＊

平成
２８年度

通 常 総 会 を開催します

開催日時 平成28年６月18日（土）
（８：３０開場・受付開始）
会
場 山梨県看護教育研修センター
９：３０～１５：３０

職能交流集会は次の通りです
保健師職能交流集会
７月2日
（土）９：３０～１3：3０
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助産師職能交流集会
６月25日（土）９：3０～１4：３０

看護師職能交流集会
７月5日
（火）９：3０～１3：３０

平成２７年度

山梨看護学会を開催しました

開催報告

山梨看護学会委員長

内田 一美

平成27年度山梨看護学会は「看護を語ろう～経験

企画としては昨年に引き続き「ミニレクチャー（例

を越えてつながる看護の輪～」をテーマとし平成27

文から学ぶ看護計画書）」と「ナラティヴカフェ」を

年12月12日（土）に開催いたしました。発表演題は

実施しました。「ナラティヴカフェ」では98名もの

33題（口演20、示説13）、参加者数は362人と盛況に

方々が集い、学生からベテランまでの少人数で茶菓子

終えることができました。皆様のご協力に感謝申し

を食しながら、ゆっくりと気兼ねなく看護について語

上げます。

りあえていたようです。

今年度は看護の語りを通して、施設内外を問わず

研究発表については身近なテーマが多く今後の参考

経験を越えてつながるきっかけにしたいという願い

になった、自施設の改善に活用していきたいなどの意

のもと、企画・運営をいたしました。

見がありました。研究に対する基礎力が培われた成果

特別講演では宮坂道夫先生（新潟大学）に「あな

を感じた意見の一方で、研究の質や発表方法に対する

たのナラティヴ、私のナラティヴ」というテーマでご

改善点のご意見もあり、看護の質を高めていけるよう

講演いただきました。ナラティヴという言葉に聞きな

委員会でも協力できればと思います。本学会での研究

じみはありましたが、誤認していた方からは、安易に

発表は看護研究奨励賞の選考対象となりますので、こ

はやり言葉のように使ってはいけないと実感できたと

れからも研究を継続していただけることを期待してお

の意見もありました。さらに、実践への応用について

ります。

も深く学びたかったと感じる方も多かったようです。

来年度も多くの皆様のご参加をお待ちしております。

奨励賞に３人の方が決まりました

国立病院機構甲府病院

秋山 晴美

奥野美佳さん
写真中央

～糖尿病療養指導チームで大切に
している関わりの視点から～

長田陽子さん

秋山晴美さん
左から二人目

糖尿病看護外来における糖尿病腎症
患者に対する教育プログラムの評価

重症心身障害児者における摂食嚥下
アセスメント能力向上への取り組み

認知機能低下症状が把握できる
問診票の作成と活用

山梨県立あけぼの医療福祉センター 長田 陽子

地域医療機能推進機構山梨病院 奥野美佳

～摂食嚥下障害看護
実施計画書を導入して～

看護研究奨励賞受賞を大変嬉しく思い

今回、看護研究奨励賞に選考していた

ます。多職種による糖尿病療養指導チーム

だき大変うれしく感謝しております。重

で行う糖尿病透析予防指導が、腎症の予防

症心身障害児者の摂食嚥下機能評価を行

と患者さんの意欲の向上に繋がっている

うことは、誤嚥や窒息の危険性を予防し、

ことが分かり、患者さんの生活状況に合わ

かつ安全な食事支援につながると考えて

せた指導の大切さを改めて実感しました。

います。今後も、利用者の QOL 向上を目

今後も、患者さんに合わせた療養支援を

指し、摂食嚥下障害に対するより質の高い

チームで取り組んでいきたいと思います。

看護が提供できるように努めていきます。

～緊急入院時に統一した視点で
情報収集を行うために～

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。当院では、入院決定時
より退院支援を視野に入れ、情報収集や看
護介入を行っています。
作成した問診票を活用し、入院中にせん
妄などによる二次的合併症を予防し、住み
慣れた地域へ退院できるよう患者様の安
全・安楽を考え、質の高い看護提供に努め
ていきたいと思います。
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山梨県訪問看護支援センター

7か月の活動のトピックス
前回の協会ニュースの中で、平成27年8月より山梨県
の委託を受け「山梨県訪問看護支援センター」の事業が

成への支援が必要とされていること、また相談ができる
ところが必要であること等が伺えました。

開始されたと報告をしました。それから、あっという間

次に各訪問看護ステーションの活動の現状を理解し、

に7か月が経過しました。そこで、ここまでに何を実施

支援について具体的に考えていこうということでアン

してきたのかトピックスを報告させていただきます。ま

ケート調査をさせていただきました。全ての結果はまだ

ずは、訪問看護推進会議を数回開く中、看護協会として

出ていませんが、見えていなかった課題が明らかになる

の「訪問看護支援拠点事業実施要綱」を作成しました。

と思われます。当センターだけでは、解決策が具体的に

そして、この事業の理解を得てご協力をいただき、参画

なってはいかないと思いますので、在宅療養に係る多職

していただければと思い、1月20日・26日に、県内の訪

種の方のお力をお借りしたいと考えています。もう一

問看護ステーション、県、市町村、地域包括支援セン

つ、2月28日（日）に山梨県立文学館に於いて「訪問看護

ターの皆様への要綱の説明・意見交換会をさせていただ

普及啓発講演会及び訪問看護相談会」を行いました。

きました。皆様からのご意見としては、人材の確保・育

平成２７年度

訪問看護普及啓発講演会《開催報告》

小俣先生

並木所長

佐藤副会長

安心して自宅や地域で暮らすための訪問看護

が始まった約３０年前からの社会や医療の変化など

～いのちと暮らしに寄り添って～のテーマのもと、

から、現在の在宅医療で求められているのは看護であ

平成２８年２月２８日（日）午後２時から４時まで、山

り、在宅療養を成功させる要因として看護が６割以上

梨県立文学館研修室で７０人の参加を得て訪問看護

を占めていることや在宅療養者や家族に寄り添う看

普及啓発講演会を開催した。

護への期待を語られた。

まず、当協会古屋会長から、訪問看護について県民

次に、当協会立ゆうき訪問看護ステーション所長で

や医療関係者の方に理解していただくことの必要性

在宅看護専門看護師である並木奈緒美氏より、訪問看

や講演会開催の経緯について説明とあいさつがあり、

護の利用の仕方、利用した際の費用負担等住み慣れた

その後、コーディネーターの山梨県立大学教授で本会

自宅や地域で生活することを支援する訪問看護の内

副会長の佐藤悦子氏の進行で講演会が始まった。

容や具体的な看護の様子が紹介された。

最初に、山梨県医師会在宅医療・介護保険担当理事

講演会の後、参加者からの質問に講師のお二人か

の小俣二也氏より、在宅医療と往診の違い、訪問看護

ら、元気な時からかかりつけ医を持つこと、在宅医療
が必要になったらかかりつけ医に相談すること、重症
化を予防するためにも早期から訪問看護を利用する
ことが重要である等の助言をいただいた。
参加者から、訪問看護について学ぶ良い機会になっ
た、訪問看護が必要になった時の相談先がわかった等
の感想をいただき、今後も、訪問看護普及啓発活動の
必要性を改めて感じた講演会であった。

平成28年度も山梨県に居住されている方たちが、ここで生まれ、あるいは、転居してきて良かったと思えるような
地域をつくる担い手としての訪問看護を普及・推進していきたいと思います。
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報告

在宅医療チーム形成促進のための
視察研修

平成27年度地域医療介護総合確保基金の通知を受け、
理事会協議の中で、県内在宅医療に係る関係組織の方々
と連携したチーム形成を目的に視察研修を企画し補助金
申請をしたのは9月、採択され内示を11月受理し新たな
事業取り組みがスタートした。
県内リハビリテーション専門職団体協議会が発足した
ことを中村会長からご紹介いただいたのも同時期であ
り、当会スローガン『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
を深め、看護職の役割を果たそ
う』のもとに、退院支援マネジ
メント事業の取り組みもが追い
風となり、短期間に医師会を始
め各組織の方々との調整をすす
めることができた。
1月14日に、日本在宅ホス
ピス協会の小笠原文雄会長を

○視

察研修

平成28年1月14日
（木）
岐阜市小笠原内科

岐阜市に訪ね「医療と介護の連携～お一人様でも大丈
夫」と題した講義をいただき、約束の時間を超過するほ
どの質疑のあと、小笠原内科、小笠原訪問看護ステー
ションを視察した。
7時45分甲府を出発、岐阜駅到着は12時直前、視察を
終え岐阜を発ったのは17時過ぎ。そして4時間、帰路の
車中では感想やこれからの抱負等々語り合い、山梨県民
が在宅で医療を受け自分らしい暮らしができることを支
える「在宅支援チームやまなし」の機運が盛り上がり、
熱の冷めないうち
の意見交換会が提
案され、2月の会
議開催に至った。

診療所及び訪問看護ステーションの視察時には、
当院看護部長と意見交換を行い、在宅看取りにおけ
る多職種連携についての知見が得られた。
● 視察研修に参加した医療関係団体間で、在宅医療
チームの形成について合意され、在宅医療にとりく
む機運の醸成が図られた。
●

●

1 ) 参加者
視察研修参加団体：10組織40人
（内山梨県看護協会役職員会員23人）
県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県理学療法士
会、県作業療法士会、県言語療法士会、県栄養士会、
県歯科衛生士会、県介護支援専門員協会
山梨県看護協会役職員並びに会員（病院・県・保健
所・訪問看護ステーション・大学に勤務する会員）
2 ) 視察の概要と成果
● 在宅医療に先進的に取り組んでいる小笠原内科
小笠原文雄院長から、在宅看取りの事例紹介、利用
者本人と家族との関わり方、多職種連携などについ
て説明を受け在宅ホスピスについての知識を深め
ることができた。
● 質疑応答、意見交換を行うことで、在宅医療につ
いて知見を深めるとともに、多職種連携の重要性に
ついて共通認識が得られた。

○ 視察研修参加者による意見交換会
平成28年2月3日（水）
山梨県看護協会
1 ) 参加者
10組織31人（内山梨県看護協会役職員会員16人）
2 ) 意見交換
● 情報交換により、互いの専門性・組織を知り合う
ことができたが、さらに今後も継続することを再確
認した。
● 今後の活動の進め方について意見交換し、情報交
換、事例検討、研修会、県民に向けた啓発事業が必要
と確認し、数ヶ月毎の意見交換会を継続することと
なった。次回は5月開催予定。
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私たちは“現場で活かせる”研修を
山梨県立中央病院 教育委員会
目指しています

地域に根ざした在宅医療を
山梨市立牧丘病院
めざして！

当院は、看護職員591人(平成27年４月)、職員全員が一
丸となりチーム医療を推進し“早くきれいに治す”を目指
し日々奮闘しています。教育体系はラダーレベル制をと
り、ラダーレベルⅠ～Ⅵ研修を年間47テーマ、看護補助者
研修を年間12テーマ行っています。教育委員会は、教育専
任の主任看護師長を委員長とし10人で構成され、受講生が
“現場で活かせる”研修を目指し企画・運営しています。
看護の質を向上させるために、教育は重要ですので研修企
画に妥協はありません。一昨年、オンライン講義を導入し
た結果、研修時間を短縮、企画にかかる時間も大幅に減少
でき教育委員の負担軽減に繋がりました。
毎月の聴講率は平均70％とまずまずの成果がでていま
す。看護研究への取り組みにも力をいれ、平成27年度は、
山梨県立大学と共同で「看護研究学術集会」を開催しまし
た。演題総数35、大学との共同研究31、参加者は看護学
生含め296名となり、教育の強みと臨床の強みがリンクし
た看護研究が発表されました。
今後も、社会情勢や看護職員のニーズを把握しながら、
“現場で活かせる”研修を企画・運営し教育の充実を図っ
ていきたいと思います。

豊かな自然に恵まれた当院は「地域の皆様に親
しまれ、信頼され、必要とされる病院」を目指し
日々頑張っています。
地域の皆様が、安心して入院から在宅まですす
めるように支えていける医療・福祉・介護を目指
し、奮闘しています。
当院では、在宅訪問診療・訪問看護・訪問リハ
ビリ・薬剤、栄養指導、サポートセンターによる
医療・介護相談等を行っています。また、摂食嚥
下に力を入れ歯科医師・歯科衛生士を含む他職種
連携による口腔ケアチームが入院から退院までの
ケアの提供をしています。
地域の高齢者が、どこで生活しても必要な医
療・福祉・介護が受けられるよう、介護施設、事
業所とも連携を密にとり、地域の皆様の声に答え
る事ができるように、スタッフ一同、笑顔で、安
心・温かく・思いやりのあるサービスを目指し、
日々努力していきたいと思っています。

飯野みゆき

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№8

山梨看護学会委員会

担当／廣瀬 陽子

（峡南医療センター富士川病院）
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内田 二美

得られたデータの分析方法
研究のデータ収集ができたら、どのような方法を用いて分析していくとよいのでしょうか。質的研究に
おいて観察記録や口述記録、自由回答式のアンケート結果などのデータが増加していくと、研究が進んで
いるという手ごたえを感じる一方で、そのデータの山から焦点化された結果を導きだす作業は、苦手と感
じることも多いでしょう。データ収集中から、データ分析を少しずつ進め、考察への見通しがつくように
しておくことが大切です。
例えば、対象者の考え方・感じ方、行動の意味などを理解することが中心的な部分であったら、データ
分析では、それらを捉えるためのヒントや手がかりとなるものをデータから抽出して分類する作業をしま
す。研究者自身の信念や感情が分析結果に大きく影響することもあり、指導者から助言を受けるなどして、
極端な偏りが生じないよう客観的な目で見て、分析や解釈を入念に繰り返していく必要があります。分析
方法・結果には「正解」はなく、研究者の力の見せ所といえます。
量的研究では、研究者の立てた仮説を検証するためのデータの収集が重要になります。集めたデータ（年
齢や性別など）の特徴を、データの種類に応じて抽出し把握をします（記述統計）。各データの分布や割合
を、表やグラフで表記するとすっきりとします。その後何を明らかにしたいかによって、各データの相関
分析や比較などの検定（推測統計）を行います。データの種類によって、記述統計や推測統計による表現
法や比較法が異なります。データを分類したり検定したりする際には、種類に気をつけましょう。

看護職確保定着

ナースのママ・パパ奮闘記
峡南医療センター富士川病院

働き続けるために…
No. 34

深澤 恵子

仕事と育児の両立に悩みや不安を抱い
たとき、そこには職場の方々や家族の温
かいサポートがありました。

職場のスタッフや家族に感謝！
「行ってきます」私が出勤する時、元気に手を振り

ていきました。

見送ってくれる、もうすぐ 2 歳になる我が子。現在

私の妊娠～仕事復帰と継続には、職場スタッフや家

は仕事復帰して 9 ヶ月が経過し、週 1 回の院内保育

族と本当に多くの人達のサポートがありました。そ

と母屋に住む義母に預けて出勤する日々を送ってい

のサポートなくして妊娠すること、出産し育児する

ます。仕事復帰当初の子供は、出勤する時に泣きはし

こと、仕事復帰し継続することも出来なかったと言っ

ないものの、帰宅するといなかったことに怒っている

ても過言ではなく、そして、感謝しきれません。

かったり、話しかけても何も答えてくれなかったり

とに感謝し、様々なことに努力していきたいと思いま

し、子供に対して申し訳なさや仕事と育児の両立に不

す。また、微力ながらもサポートしていける人間に成

安を感じました。しかし、職場には先輩ママが多くお

長していきたいと思っています。

＊

り、相談したり、義母が送ってくれる子供の様子を記

＊
＊

まだまだ多くのサポートが必要な私ですが、そのこ

＊

のか、抱っこは要求してきても目を合わせてくれな

したメールや写真を見ることで徐々に不安等が薄れ

シリーズ

.22
/生/涯/現/役/宣/言/
/
No

再就職された今も仕事が「楽しい」
「大好き」とおっしゃる伊藤さん。
その原点にスポットを当ててみました。

「看護が好き？」
回生堂病院

伊藤よう子

１年前から回生堂病院に勤務させて頂いている
間、年齢は65歳を過ぎた。入職１ヶ月位、院長
先生が私の顔を見るたび「楽しい？」と問いかけ
られた。「楽しいです！」とその都度答えると、
「そうだろう。現場は楽しいんだよ」といつも

右側が伊藤さん

おっしゃった。今、私はとても楽しく働かせて頂

落ち込んでいる時、「人の為になる仕事をしてい

いている。その原点は、看護が好きと言うことだ

るのだから神様が助けてくれるから大丈夫よ」と

と思う。２年程前、犬の散歩をしていた時、家か

なぐさめてくれた方も居た。色々な人とのつなが

ら出てきた男性に「伊藤看護師さんですよね。高

りの上で今があると思う。どの職場でも働ける訳

校生の時、バイク事故でお世話になりました」と

ではないが、頭と身体のバランスがとれ、受けいれ

声をかけられた。３０年以上前の事で全く覚えて

て頂ける所があればまだまだ頑張りたいと思う。

いなかったが、とてもうれしかった。また悩んで

やまなし看護協会NEWS ●
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平成27年度
第8回

理事会報告

平成28年1月28日（木）

以下のとおり承認されました。

管理的事項について

協会組織運営について

1）会員目標数について

1）平成28年度重点事業について

2）債券の買換えについて

2）平成28年度スローガンについて

第10回

管理的事項について

平成28年3月10日（木）

1）特定個人情報等取扱規程等の制定について

協会組織運営について

2）平成26年度決算に係る剰余金の処分について

1）平成28年度事業計画について

3）平成27年度補正予算について

2）平成28年度資金収支予算及び収支予算について

その他

3）平成28年度地区支部事業計画について

1）平成28年度日本看護協会通常総会一般参加者について

4）平成28年度地区支部収支予算について

第9回

管理的事項について

平成28年2月10日（木）

1）平成28年度山梨県看護協会通常総会プログラムについて

協会組織運営について

2）平成28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

1）平成28年度重点事業について

3）平成28年度常任委員会・特別委員会委員の選任について

2）平成28年度事業計画について

4）認定看護管理者教育課程ハラスメント防止等規程等の改正について

3）平成28年度常任・特別委員会諮問事項について

5）債券の買換えについて

協会事業運営について

6）平成27年度補正予算について

1）平成27年度第3回地区支部長と役員合同会議について

山 梨 県 看 護 協 会

I N F O R M AT I O N

■ 平成28年度の入会申し込み受付中
山梨県看護協会は皆様からの会費で運営されてい
ます。28年度は10月末まで受け付けます。
会員の福利厚生として災害見舞い及び慶弔見舞金
制度があります。
● 罹災見舞金…主たる居住地において火災、風水
害、震災、その他これに類する災害によって財産に
損害を受けた場合
● 障害見舞金…会務上の事由により障害を受け、1ヶ
月以上業務に従事することができなくなった場合
● 弔慰金…会員がなくなられた場合
【問い合わせ先】山梨県看護協会 総務課まで

■ 総務課の山内真由子さんが退職し、新たに
雨宮多恵さんが採用されました。
山内さん(左)は教
育部に4年、総務に
3年の在籍でした。
雨宮さん(右)は1月1
日採用。

教育部と総務部で様々な事業を担当させていただき、
社会人として半人前の私を皆様に育てていただいたこ
と、感謝いたします。看護協会での経験や学びを心に留
め、新天地でも頑張ります!
山内 真由子
1月より総務部に入りました雨宮です。四国の高知県
宿毛市生まれの、愛媛県松山育ちです。皆様のお役に立
てるように頑張りますので、ご指導の程、どうぞ、よろ
しくお願いいたします。
雨宮 多恵
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■ 平成28年度 フェスタ看護事業
看護の日 平成28年5月12日
（木）
看護週間 平成28年5月8日（日）～14日（土）を中心に実施
テーマ「5月12日は看護の日 看護の心をみんなの心に」
１ 第38回山梨県看護大会
(1) 日時 平成28年5月13日
（金）午後2時～ 4時30分
(2) 会場 アピオ甲府
(3) 内容 ①看護大会記念式典
・看護功労者知事表彰
・県民の看護師さん表彰
②記念講演「ナイチンゲール思想と
これからの看護」
講師：金井一薫先生
東京有明医療大学看護学部・名誉教授
ナイチンゲール看護研究所・所長
ナイチンゲールKOMIケア学会・理事長
２ 看護の心普及啓発事業（期日：5月～ 8月）
(1) 一日まちの保健室
(2) 県民への普及キャンペーン
(3) みんなで話そう～看護の出前授業
(4) 看護学生から高校生後輩へのメッセージ発信
３ 病院訪問事業（看護を知ろう！病院訪問）
(1) 実施期間：平成28年5月から平成29年3月
(2) 場所：各実施病院
(3) 対象者：小・中学生・高校生・一般

編集後記

今号より、表紙スナップをリニューアルし、
その施設で働く看護師の活躍をご紹介して
います。会員の皆様に役立つ協会ニュース
をお届けできるよう努めております。ご意
見お待ちしております。

