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特集
第38回

山梨県看護大会 開催

～看護の心をみんなの心に～

平成28年度フェスタ看護事業の一環として、5月13日に340人の出席者のもと「第３８回山梨県看護大会」が
盛大に開催されました。この席上において、看護功労者17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、～看護の心をみんなの心に～をテーマとした記念事業を行いました。

［あいさつ］

山梨県副知事

山下 誠 氏

受賞者各位のご功績と長年のご尽力に敬意を表し、心からお祝い申し上げます。
県では、昨年度、県政運営の指針となる「ダイナミックやまなし総合計画」を策定し、
全ての県民が生きがいを持って生涯現役で活躍できる社会を実現するため、昨年１２月
に日本一となった健康寿命の更なる延伸や医療体制の充実を図ることとしております。
具体的には、生活習慣病予防やがん等の疾病対策を積極的に行うとともに、医療・介護
に従事する多職種の連携や訪問看護の機能強化等在宅医療の提供体制の整備などに取
り組んで参ります。
こうした施策を推進するためにも、看護職員の安定的な確保と更なる資質の向上を図
るとともに、看護職員が生き甲斐を持って働くことの出来る環境づくりに取り組んで参
りますので、それぞれの地域において県民の健康増進や医療を支える力として、ご尽力
いただけるようお願い申し上げます。

看護功労者・県民の看護師さん表彰

平成28年度
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看護功労者

田中

久世 甲府共立病院

第21回

県民の看護師さん

中嶋登美子 北杜市役所

植松小夜子 県立北病院

小林

友美 荒川訪問看護ステーション

渡邉まゆみ 市川三郷町役場

小澤

宏美 韮崎市立病院

飯沼

優子 山梨厚生病院

前田寿和子 富士吉田市役所

好子 山梨大学医学部附属病院

山本あき子 巨摩共立病院

渡邉

優子 富士河口湖町役場

志村

甘利しづ江 加納岩総合病院

築野

富子 白根徳洲会病院

木内香代子 身延山病院

望月加代子 地域医療機能推進機構山梨病院

雨宮

清美 湯村温泉病院

伊藤佐代子 回生堂病院

齊藤

幸美 山梨大学医学部附属病院

渡邉恵美子 富士吉田市立病院

阪野

祐子 地域医療機能推進機構山梨病院 佐藤千惠子 日下部記念病院
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八巻

和子 国立病院機構甲府病院

渡邊

幸恵 富士吉田市立病院

記念
講演

これからの看 護

～ナイチンゲールから日本の看護へ～

［講師］
東京有明医療大学：
看護学部 名誉教授
かない

講演する金井先生

ひとえ

金 井 一薫 先生
看護職の創設と職能の自立は、1860 年に開設されたナイチンゲール看護学校の教育によるところ大です。
この学校で訓練された卒業生たちは、英国のみならず、世界の地に拡散していき、そこで「看護」という
大きな木を茂らせることに尽力したのでした。その行為は、決して自分自身の功名のためではなく、また
利潤を求めた行為でもなく、人々の健康と幸せの実現を願って命がけで行われた活動でした。看護活動の
価値はその点にあります。
当時、ナイチンゲールによって指導された看護の理念や形は、こうして多くの関係者によって伝えられ
ていきましたが、日本にもこの教えの種が埋め込まれました。今日、私たちが求める看護の原点は、当時
のナイチンゲールが掲げた看護の理念の中にあります。

時代が変わり、国が異なる状況にあっても、なお、変わらぬ原点はそこにあります。ナイチンゲールが

提起した発想を継承し、それを今日の状況に適応させた看護実践として展開していくことが、これからの
看護の姿を形成していくうえで何よりも大事になってくると思います。これからの看護実践の場で、それ

＊

金井一薫先生の“看護の５つのものさし”
１

生命の維持過程（回復過程）を促進する援助

２

生命体に害となる条件・状況を作らない援助

３

生命力の消耗を最小にする援助

４

生命力の幅を広げる援助

５

持てる力・健康な力を活用し、高める援助

〇

＊

〇 「その人の持てる力の活用を！」

＊

〇 「生命力の消耗を最小に！」

＊

生命の自然性を重視し、人間らしさ、その人らしさ の追求と実現
巨大な脳が創り出す「認識」がその人らしさ をつくる原点

これからの看護 迷ったら、ここに戻ろう！

＊

ぞれの看護者が看護の原点に立って考えることが大切であるとご示唆いただきました。

そのためには「快なる状態」を作り出すこと！

やまなし看護協会NEWS

●

3

平成
28年度

職能交流集会 報告
通常総会に続いて開催された平成28年度職能別交流集会において、職能
委員会ごとにさらなる専門性を発揮していくための活動方針を掲げました。
会員の皆様には各委員会活動にご期待いただきたいと思います。

保健師
職能委員会

職能委員会

職能委員会

●
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6月25日㊏（参加者51人）

看護師交流集会

7月5日㊋（参加者136人）

助産師職能委員長

高野 和美

行う。2.母性看護に携わ
る助産師・看護師等の看
護の質向上のための支援
を行う。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
師実践能力強化と体制整
備（助産倫理・助産師のキャリアの方向性を考える・新生
児蘇生等）を計画していきます。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します。

認知症高齢者への看護

平成28年度看護師交流集会が7月
5日
（火）
に136人の多数の参加者を
得て開催されました。まず平成27年度の看護師職能委員
会活動報告、全国看護師交流集会報告、平成28年度委員
会活動計画について報告後、「認知症の人が感じている世
界」をテーマに東京都立松沢病院院長、齋藤正彦先生より
ご講演いただきました。認知症について患者の視点から捉
え、どのように患者を理解し、サポートしていったらよい
のか一人一人が考えさせられる講演であり、今後の認知症
患者の看護において、大きな一助になったのではないかと
思います。交流集会では、領域Ⅰ・領域Ⅱで働く看護職が
グループに分かれ、認知症高齢者への看護の現状と課題に
ついて情報交換、意見交換を行いました。また今回交流集
会に参加されていた認知症看護認定看護師の方々より、専
4

助産師交流集会

子を大勢の方から記載頂
きました。グループワー
ク後の共有でも「個別支
援・ソーシャルワーク、
公衆衛生的活動の両者が
大事であり、保健師活動
であることを再確認」、
「活動の振り返りができ
た」等々の発言があり、限
られた時間内ではありましたが有意義な交流集会となりました。
今年度は、1.保健師の専門性を発揮するための自己研鑽
への支援、2.保健師の連携強化・ネットワークの推進を活
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。

分娩期のモニタリング

交流集会では平成27年度活動報
告と平成28年度の活動目標を報告
しました。その後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1つでもある「分娩期の
モニタリング」を山梨大学医学部附属病院 准教授 奥田靖
彦先生から講義を受け、その後持ち寄った事例をグループ
で検討しコメントをいただきました。具体的で今後も現場
で役立てられるとの声が多く聞かれました。その後「助産
師出向及び研修支援事業ガイドライン」について助産師出
向支援協議会委員長の県立大学看護学部 教授 名取初美先
生から説明して頂きました。助産師の今置かれている立場
が具体的に理解できたとの声が聞かれました。平成28年
度活動目標は、1. 助産師が自立して活動するための支援を

看護師

7月2日㊏（参加者102人）

変革期にある今、保健師の使命と役割について
保健師職能委員長 市川 敏美
～保健師活動について語ろう～

交流集会は、7月2日（土）に102人
の多くの参加者を得て開催しました。
平成27年度保健師職能委員会活動報告、全国保健師交
流集会報告、平成28年度保健師職能委員会活動方針確認
のあと、自己研鑽支援として、グループ研究活動状況や、
教育委員会からの研修の紹介をいただきました。
その後、「医療と介護の一体改革における取り組み～保
健師の使命と保健師への期待～」として一橋大学大学院
猪飼周平教授より講義を受け、その後「自身の保健師活動
について語ろう」をテーマに、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ました。講義についてア
ンケート回答者全員が「参考になった」とし、「地域、個
人への働きかけを初心にかえり今の地域の課題とともに考
えていきたい」等今後の保健師活動に活かす学びを得た様

助産師

保健師交流集会

看護師職能委員長

岡本 理恵

門職としての助言や実際
の活動について、ご紹介
いただき、参加者も日々
の看護実践において参考
になったと思います。
今年度看護師職能委員
会の活動として領域Ⅰで
は、多様化する役割の中
で働く看護師の問題につ
いての実態調査、領域Ⅱでは、昨年実施したアンケート結
果を踏まえ、看護管理者の役割について焦点をあてた看護
管理者研修を企画しています。両領域における看護実践能
力の質向上に向け取り組んでまいります。今年度も委員会
の活動にご理解、ご協力をお願いいたします。

す。
皆様で
の
度
年
平成28
のご協力を
会員の皆様
お願いします。

理事会メンバーを
ご紹介します
会

長

古屋 玉枝

看護師職能理事

岡本 理恵（再）

峡東地区理事

丹沢 早苗
望月 栄子（新）

副

会

長

有田 明美

准看護師理事

田中 久美子

峡南地区理事

副

会

長

佐藤 悦子（再）

中北地区理事

阪野 祐子

富士東部地区理事 水越 みどり（新）

嶋崎 信子（新）

中北地区理事

雨宮 きよ子

監

事

中込 正純（再）

中北地区理事

岩下 美代子

監

事

橋爪 さつき（新）

監

事

川口 敬子

専 務 理 事

常 任 理 事 清水 しほり
（再）
保健師職能理事

市川 敏美

峡北地区理事

早川 真澄

助産師職能理事

高野 和美（新）

峡東地区理事

藤原 三千代（新）

会員の皆様の声を活かし、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

新役員紹介
専務理事

嶋崎 信子

助産師職能理事（委員長） 高野

望月 栄子

和美

峡東地区理事

①平成27年度アドバンス
助産師68名（29.3％）が
山梨県で誕生しました。
今後助産師出向・子育て
支援の課題に取り組み
ます。
②読書

①会員と共に、県民に
期待される看護職の
役割を果たせるよう、
看護協会活動推進の
役割を果たしていき
たい。
②家庭菜園

峡南地区理事

（新）新しく承認された役員 （再）再任された役員

富士・東部地区理事

①協会と地区支部の連
携を図り、連絡調整を
しっかり行っていき
たいと思います。
②ガーデニング

平成28年度

水越 みどり

①「何事も経験。どん
な経験も人生の肥し」
とポジティブに進ん
できました。これか
らも前向きに頑張り
ます。
②温泉めぐり

監事

橋爪 さつき

①不安はありますが、
皆様にご指導頂きな
がら責務を果たした
いと思います。
②飼い猫と遊ぶ

①地区理事を 2 年間さ
せていただきました
が、その経験を監事
の職務に活かしたい
と思っています。
②絵画鑑賞

推薦委員会

職能委員会

一瀬 貴子 山梨県立中央病院
鈴木 一美 山梨県教育庁

保健師職能委員会

助産師職能委員会

渡邊 輝美 山梨県立大学

小泉夫美子 山梨大学医学部

深沢 京子 山梨県立

萩原 結花 山梨県立大学

小澤 和子 山梨大学医学部 柴田 愛美 特別養護老人

小林 博美 笛吹市役所
岡部 順子 富士・東部

保健福祉事務所

附属病院

石川 美好 市立甲府病院

輿水 秀子 北杜市役所

渡邊江利子 富士吉田市立病院

渡辺 和代 山中湖村役場

今村 久美 甲府共立病院

河西 清子 山梨県健康管理

寺田 宮野 国立病院機構

川上 享子 甲斐市役所

井上 裕子 白州助産院

事業団

望月みち子 南部町役場

甲府病院

つきのゆりかご

田中みや子 山梨赤十字病院
清水友由夏 山梨県立中央病院

看護師職能委員会
中央病院
附属病院

藤川恵利香 県立あけぼの

山本 和子 貢川訪問看護
ステーション
ホーム笛吹荘

山本あき子 巨摩共立病院 小山 明美 介護老人福祉施設
白滝 尚美 身延山病院
半田まどか 日下部記念病院
中込久美子 市立甲府病院

明山荘

佐藤さつき 在宅支援センター
甲州ケア・ホーム

斉藤 寿美 訪問看護

ステーションすみ

倉田 貴代 加納岩総合病院 坂本 祐子 介護老人保健施設
岩田 麻里 富士吉田市立病院
渡邊 裕子 山梨県立大学

藤原 三千代

甲府相川
ケアセンター

医療福祉センター

広瀬 和枝 富士温泉病院
木内 里子 飯富病院
新舘 聖子 都留市立病院

選挙管理委員会
横森いづみ 山梨県立中央病院
望月まゆみ 山梨県総務部
長田 美和 白根徳洲会病院
山下 明美 塩山市民病院
佐野ひろみ 身延山病院
幡野 良子 都留市立病院

やまなし看護協会NEWS

●

5

中北

地区支
取り

元気な高齢者を増やす！
中北地区支部長

伊藤 けさみ

中北地区支部では2025年問題を見据えて、平成27年度は、
「元気な高齢者を増やす！」をモッ
トーに地域包括ケアシステムの推進と、医療大改革の地域医療ビジョンへの支援を中心に研修
を進め、それぞれの立場で「今何をすべきか」を考えてきました。その中で、皆様のご協力のもと
少しづつではありますが、進められてきたように思います。
28年度は、これをさらに推進するための研修を企画しました。7月15日
（金）管内看護管理代
表者会議で、日本看護協会看護開発部長の太田真理子氏をお迎えし「地域包括ケア推進におけ
る看護職の役割」―保健福祉の動向を踏まえて―、また、中北保健所健康支援課長の山下清子
氏に「中北保健所管内における地域包括ケア、在宅医療推進の取り組みについて」の実践報告等
の研修会を開催したほか、2回の地域包括ケアに関連する研修を企画しました。 一人でも多く
の皆様にご参加いただけますよう、よろし
くお願いいたします。
そして、新たな取り組みとして、公益目的
事業の市民講座を「認知症とともに」のテー
マで中央市と共催し、山梨大学医学部附属
病院准教授の布村明彦氏、中央市地域包括
支援センターの名取ゆかり氏、荒川訪問ス
テーションの小林友美氏をお迎えして8月
27日（土）開催いたします。是非、近隣の方々
をお誘いの上、ご参加いただけますよう、よ
ろしくお願いいたします。

峡北地区支部

中北地区支部

峡南地区支部

各地区支部は、地域包括ケ
に向けて、看護職・他職種と
心に活動に取り組んでいます
した研修計画が盛りこまれ、
のだと考えます。

平成28年度中北地区支部総会

峡東

地域のニーズに沿った
地区支部活動を推進
峡東地区支部長

雨宮 栄子

峡東地区支部では、活気ある支部活動の推進を図り、役員会や委員会を中心に地域の看護職
域間の連携を深め、地域での生活がスムーズに送れるように支援体制の強化を目指し活動して
います。峡東地区の人口は約14万人弱であり、果樹農業が中心に行われている地域です。地域住
民が健康で、元気に働き続けられるように、看護の質向上に寄与していかなければなりません。
昨年と同様に今年度の活動目標は、①保健・医療・福祉の連携を深める 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
を推進するを掲げ活動をスタートしました。
5月27日に開催された定期総会では、アドラー心理学「看護現場に活かす勇気づけのコミュ
ニケーション」をテーマに、アドラー心理学カウンセラーの森崎千秋氏を講師に記念講演会が
開催されました。
「ほめること（条件付き）と勇気づけること（無条件）」「悪魔のささやきと天使
のささやき」の違いを知り、声のトーンや表情の違いで、受け取る側の居心地の悪さを実体験す
ることができました。自らの行動を振り返ることで、明日からのコミュニケーションの進め方
に役立てたいと、参加したほとんどの方が明るくやる気を引き出す表情へと変化し、大変好評
を得ました。
また、今年度の研修計画としましては、
①医療現場の困難と感じる認知症看護ケ
アについて（管内5人の認知症看護認定看
護師から学ぶ）②甲府落語会会長の石原俊
道氏によるリフレッシュ研修会 ③地域
完結型医療への多職種連携研修会などを
計画しています。ぜひ多くの皆さまが参加
下さいますよう心からお待ちしておりま
す。今後も先見の力を養い、地域ニーズに
沿った地区支部活動を推進していきたい
定期 総会 記念 講演 アドラー心 理学
研修 会
と考えています。
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峡南

地域の
連携の

峡南地区支部では、地域の特

して、地域で働く看護職の顔の
めています。

今年度の総会では、終活カウ

終活事情」と題して記念講演を

を通し、自分のエンディングを

援助について改めて考える良い

地区支部活動としては、褥瘡・

修会や一般住民の方を対象にし

で20回目となる看護研究発表会

では、入院から在宅への移行を

に受講する機会を増やしたいと
ネジメント研修会を予定
しています。
今後も会員の皆様のニー
ズに沿えるよう、また連携
の輪をさらに広げられるよ
う地区支部活動を進めてい
きたいと考えております。
ご支援・ご協力をよろし
くお願いいたします。

支部の
組み 告
報

峡北

多職種との連携を図り
退院支援を強化
峡北地区支部長

築野 富子

峡北地区支部では、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」を昨年同様に挙げております。

峡東地区支部

本年度も、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。

部

連携する施設見学として、退院支援に関わる看護職が地域福祉施設の施設内看護の実際を
見学し、今後の退院支援を実践する上で役立つ知識を習得することをねらいとしています。
富士・東部地区支部

また地域の資源を知る目的として、地域包括支援センターより地域の社会資源の活用や連
携方法を提示していただき、具体的事例を
学びます。年度末には事例報告と事例検
討を予定しています。本年は看護師間の
連携のみならず多職種連携も強化が図れ
るよう期待しています。

ケアシステムの構築や退院支援
との顔が見える関係づくりを中
す。どの地区支部も趣向を凝ら
、看護の質の向上につながるも

今後も会員の皆様のご意見を頂きなが
ら支部活動運営をしてまいりますので、
参加下さいますようお待ちしております。

一日まちの保健室

の特性を活かし
の輪を広げる
峡南地区支部長

富士・東部

退院支援や終末期の
関わり方を学ぶ

佐野 ひろみ

特性を踏まえ、小規模地区ならではの利点を活か

の見える関係づくりを大切に地区支部活動を進

富士・東部地区支部長

笠井 英美

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、元吉本興業の漫才師 W マコト氏をお招きし「最強医療

ウンセラーの石川宏美氏を講師にお招きし「現代

コミュニケーション

を行いました。人生を生ききるための活動（終活）

ミュニケーションを学びました。

を考えることで、グリーフケアに通じる看取りの

い機会となりました。

何でやねん力」と題した講演を行い、笑いの中からコ

看護連携継続委員会では在宅から病院へ、病院から在宅へ、看護職の連携
が重要となる地域包括ケアシステムの構築に向けて退院支援マネジメントガ

・皮膚ケアなどベッドサイドですぐに役立つ研

イドラインについて学び、福祉用具の展示などの見学研修も予定しています。

した認知症研修会、看護の質向上に向け今年度

また、終末期においてはその死をどのように受け止めるかという個々の価値

会を企画しています。また、看護連携継続委員会

観が存在し、看取る立場にある家族の思いも大切にし、臨終後のエンゼルケ

を円滑に進めていくためにも、より多くの看護職

アによりその人らしい容姿に整えます。家族が最後を過ごす貴重な場面であ

との思いから、昨年度に引き続いて退院支援マ

り、看護職の関わり方でそ
の質は大きく変わります。
そこでエンゼルメイクとグ
リーフケア研修を通し、エ
ンゼルメイクの根拠ある極
意を学びたいと研修を計画
しています。
今後も会員の皆様に有益
な支部活動となるよう努
力して参りますのでよろ

講演
総会での「現代終活事情」の記念

しくお願いいたします。

笑いを通してコミュニケーション

を学んだ総会の講演

やまなし看護協会NEWS
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新シリーズ！
！ 災害対策

「 備えあれば憂いなし 」

平成28年度インターネット配信研修【リアルタイム】

災害支援ナース

養成のための研修開催
《 災害支援ナースの基礎知識 ～災害看護の第一歩～ 》
中期的な目標として、平成 30 年度までに登録ナース

の心理変化と心のケア、災害時の保健師の役割と災害

を 200 人と設定し、今年度は、その取り組みの一環と

支援ナースとの連携、災害支援ナースとしての心構え

して「災害支援看護研修」の受講者増加を図り、「災害

と活動の実際などについて集中した講義が続きました。

支援ナース」登録を促進するため、初めて受講料の軽
減措置を講じました。
7 月 6 日・7 日に行われた「災害支援看護研修」には、

8
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また、本協会災害看護委員会の北村副委員長からは、
委員会活動の紹介と災害支援ナース登録及びフォロー
アップ研修などについて説明がされました。

76 人の申し込みがあり、その全員が神戸研修センター

東北、茨城、熊本と災害が続く中で、支援と受援を

からの配信を受講しました。
（44 都道府県 45 会場 3,500

視野に入れた本研修は時機を得た重要なものであり、

人の受講）

当会の今年度の試みにより、研修受講者の増加へとつ

研修では、災害医療の基礎知識（国立病院機構災害

ながり、今後、受講者の災害支援ナース登録につなが

医療センター：小井土センター長）
、災害時に求められ

ることを期待しています。7 月現在の災害支援ナース登

る看護支援活動（保健医療大学：石井准教授）、看護協

録者数は 73 人となっています。
（ 病院 56 人、施設 8 人、

会の災害時看護支援活動（日看協：中板理事）、災害時

個人登録 9 人 ）

Vol.106 平成28年9月

本年度、山梨県看護協会では、重点事業として『災害時の看護支援活動と関係者連携体制の構築・
強化』を掲げ、県内外の災害発生時に、適切かつ迅速に対応できるよう、災害支援体制の整備および
「災害支援ナース」の登録促進、研修・演習等の実施に取り組みます。また、本号より、当会および
県内各施設における災害支援対策の取り組みをシリーズで掲載します。

災害に備えた我が施設の取り組み
山梨厚生病院 災害対策委員会

藤原 忠

山梨厚生病院は、峡東地域の災害拠点病院として
の役割を果たすため、具体的な組織体制や業務内容
を示すこと、患者や職員の安全と施設・医療設備の
機能を確保し、円滑な職務遂行に資することを災害
対応の基本的な目的として、積極的に災害組織体制
の整備にあたっていた。そんな折、新潟中越地震や
東日本大地震が発生し多くの被害報告を確認した。
地震災害での教訓を自院の課題として、災害時活動
マニュアルの検討を繰り返すとともに、実践的な訓
練を毎年実施してきた。
災害時、実働できる職員の確保をするためには、
まずは「職員の安否確認をどうするのか」について

認を第一に行い、その後の活動の方向性を明確にし

論議するなかで、安否確認サービスを導入し、課題

た。地震以外の自然災害や人的災害では、円滑な教

の解決をはかった。

護活動を実践するための職員確保、災害対策本部か

安否確認サービス導入による災害拠点病院の期待は

ら発信する災害情報の提供が主の運用となるであろう。

1. 職員の安否確認

「セイフティ厚生ネット」という情報システムを

2. 災害情報の提供

有効運用できることが被害を最小限にできること

3. 院内外の傷病者に対する救護活動班の職員確保

だと考える。しかし、システムを理解し運用するの

などが挙げられる。

は、職員自身である。災害が発生したとき、優先す

救護活動班の職員確保をするため、病院から4km

べきことの判断と対処行動がとれる力をつけること

圏内、徒歩30分で登院できる職員を「初動態勢職

が、地域災害拠点病院の責任であると考える。今後

員」として位置づけ、安否情報サービスを「セイフ

も、システムの活用をはじめマニュアルの検討と検

ティ厚生ネット」という名称でマニュアルへ追加した。

証を重ね災害に備えて行きたい。

大規模災害活動マニュアルに沿って訓練を設定し

（写真は訓練時の様子）

検証を重ねてきた結果、地震災害では職員の安否確

やまなし看護協会NEWS
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フルーツに囲まれた自然豊かな中で 活き活き元気に。多職種で取り組む
日々頑張っています
「チーム医療の推進と強化！」
南アルプス市役所 健康増進課

丹沢 貴子

桃、ぶどう、さくらんぼのフルーツに囲まれた南ア
ルプス市で、日々住民の健康増進と福祉向上のため、
相談に、訪問に、健診に、教室にと活動しています。
現在当市では、保健師が福祉総合相談課・健康増進
課・介護福祉課・国保年金課に分散配置されています。
介護福祉課の介護予防担当には保健師・主任介護支
援専門員・社会福祉士を配置し、包括支援部門と認知
症支援部門を、また食育にかかせない健康増進課に2
人の管理栄養士を配置しています。国保年金課の特定
保健指導担当は健康センター内におり、健康づくり担
当と連携しながら業務しております。
合併して南アルプス市となり、総勢２５人の保健師
が、昨年度は生活習慣病予防をテーマに３つのグルー
プに分かれて、自組織内でのワーキングを行い学び合
いました。忙しい中でもよりよい業務を推進するため
に、日々研鑽を積みながら頑張っています。
周囲が風光明媚な環境に恵まれた中で、住民がこの
地域に暮らしてよかったと言える地域づくりを、健康
づくりをこれからも、進めてまいりたいと思います。

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№9

山梨看護学会委員会

担当／斉藤 明美

（山梨リハビリテーション病院）

医療法人慈光会 甲府城南病院

当院は昨年「病院機能評価の更新」を行い、今年は
更に「チーム医療の推進と強化」を目指して、多職種
と協働しながら日々のカンファレンスや学会等への発
表など積極的に取り組んでいます。
平成23年度から「看護職のＷＬＢ推進事業」に参加
し、人員の確保・定着・育成のため働きやすい職場環
境を目指しています。メリハリのある仕事と充実した
生活のための働きやすい環境づくりは、自分達自ら取
り組む姿勢を大切に業務改善にも継続して取り組んで
います。イクメンも誕生しています。
継続は力なり。また、医療の現場で大切なことは、
一人ひとりを思いやる人間関係です。「お互いさま」
風土の醸成を念頭に置いて、患者さん、ご家族も含め
て一人ひとりの多様性を認め、看護の専門性と病棟の
専門性を更に高め「ここに来てよかった」「あなたに
出会えてよかった」と思える看護実践を目指していま
す。笑顔とあいさつでパワーを皆さんに！！スタッフ
の笑顔が素敵です。

看護研究のデータの管理について
看護研究では患者個人の情報や看護師、施設の情報といった内容を収集しデータ化しています。そのデー
タ管理は慎重に行わなければなりませんが、近年ニュースなどで情報の入ったパソコンや USB の紛失、
情報漏えいなどを耳にすることがあります。情報の外部への持ち出しやパソコンのセキュリティー管理な
どには十分に注意が必要です。
管理方法として「データや資料を外部に持ち出さない・第三者の目に触れる場所に保管しない・データファ
イルにはパスワードを設定するなど厳重保管する。なお、パスワードは第三者の目につきにくい形でデー
タファイルとは別に保管しておく・メールでデータを送る場合はデータファイルを添付したものと同一の
メール上にパスワードを記載しない・FAX はかけ違いの恐れがあるため使用せず書留や配達証明がとれる
形で極力郵便配達を使う」（日本看護協会、看護研究における倫理指針、2004）の配慮が必要です。また、
研究に係る資料及び情報等は「可能な限り長期間保管されるよう努めなければならない」（文部科学省・厚
生労働省、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、2014.12.22）となっているため、紛失や漏え
いが無いように管理することが必要です。
私たちが扱う情報は業務上知り得た情報で法律の規定に基づいて特別に課せられた守秘義務がある事を
理解し、もう一度管理方法について考えてみましょう。
＊上記（ ）の文献は日本看護協会や厚生労働省の HP から見ることができます。
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新田 妙子

看護職確保定着

ナースのママ・パパ奮闘記
JCHO 山梨病院

働き続けるために…
No. 35

河野 文奈

患者さんや職場のスタッフ・家族に支えられ、
2人の子供のお母さんとして育児と仕事の両方
で頑張っている河野さんをご紹介します。

～ 支 えら れ て ～
１歳と２歳の息子がいます。第 1 子１歳のとき第 2

ていただき、快く受け入れてもらえ、安心して働くこ

子の妊娠でした。そのため仕事は、約２年半ほどのお

とができています。また家族の協力も得られ夜勤に

休みをいただきました。長い休業の間に２人の子の新

も入ることができました。たくさんの人に支えられ、

米母として育児に奮闘し、子供の成長と共に自分も学

やりがいのある仕事が続けられることに感謝の気持

ぶことが多くありました。

ちでいっぱいです。

仕事へ復帰時、長期休業したため業務への不安、続

家事・育児に仕事にヘトヘトですが、子供の成長を

けて出産し職場に迷惑をかけてしまったことに不安

楽しみ、患者さん、スタッフ、家族に支えられて、こ

がありました。復帰後は総師長さん、
師長さん、スタッ

れからも仕事と育児、両方で成長できるように頑張っ

フの皆さんに優しく声をかけてもらい、仕事に配慮し

ていきたいです。

看護の心をみんなの心に

“看護の心”体験発表と進路相談会
平成28年7月23日（土）に“看護の心”体験発表と進路
相談会を開催いたしました。この事業はフェスタ看

様、ご支援いただいた医療機関・関係者の皆様ありが
とうございました。心より感謝申し上げます。

護事業の一環として、
「一日看護師体験」に参加した

本年は46施設（高等学校・関係機関）292人の皆様

高校生からの体験発表や現場で活躍する若手看護職

にご参加いただきました。本事業をとおして、ひと

員からの意欲的な活動発表を行うものです。県内の

りでも多くの高校生が看護に興味と関心をもち、看

高校生及びその保護者等を対象に看護の魅力とその

護職を目指していただけるよう、そして、いつの日

重要性を普及し看護職員の就業を促進することを目

か同じ看護の仲間としてお会いできることを楽しみ

的に開催しています。ご参加いただいた高校生の皆

にこれからも、看護の魅力を発信してまいります。

無料バスのピストン輸送

高校生の体験発表

真剣にAED体験

先輩看護学生にキャンパス
ライフについて質問しました。
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平成28年度
第1回

理事会報告

平成28年4月14日（木）

３. 平成27年度決算報告書について
４. 平成27年度決算確定に伴う平成28年度資金収支予算書

協会組織運営について

及び収支予算書の補正について

1. 平成28年総会資料について

その他

管理的事項について

１. 第3次禁煙アクションプラン中間評価のためのアンケート

１. 平成28年度通常総会の運営について
２. 平成28年度保健師交流集会プログラムについて
３. 平成28年度助産師交流集会プログラムについて
４. 平成28年度看護師交流集会プログラムについて
５. 平成27年度常任委員会・特別委員会委員の選出について
その他
１. 平成29年度日本看護協会代議員・予備代議員の推薦について
２. 平成28年度看護大会祝賀会について
第2回

調査の実施について
第4回

平成28年6月18日（土）

協会組織運営について
１. 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について
４. 業務執行理事の業務分担について

平成28年5月19日（木）

５. 平成29年度総会日程について
６. 平成28年度総会決議事項等の会員への周知について

管理的事項について
１. 平成27年度事業報告について
２. 平成29年度日本看護協会通常総会代議員・予備代議員について
３. 平成28年度通常総会会員への招集について
４. 平成28年度常任委員会・特別委員会・認定看護管理者教育
運営委員会の委員の選任について

第5回

平成28年7月21日（木）

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
管理的事項について
１. 公益法人に係る変更届出について

５. 定款細則の変更について

２. 平成28年度第1回地区支部長・役員・委員長合同会議について

６. 会員のための協会魅力向上事業について
第3回

以下のとおり承認されました。

政策提言に関すること

平成28年6月2日（木）

１. 平成29年度県当初予算に対する要望事項について

管理的事項について
１. 平成28年度山梨県看護協会通常総会運営・担当役割について
２. 第4回理事会について

山 梨 県 看 護 協 会

I N F O R M AT I O N

■ 公益社団法人山梨県看護協会

平成29年度 通常総会の開催日が決定しました。 平成29年6月17日（土）です

■ 訪問看護を語る講演会開催
【日時】平成28年9月13日
（火）

■ 平成28年春の叙勲受章
おめでとうございます。

午前9時30分～ 11時30分
（受付9時～）

春の叙勲で元あけぼの医療福祉セン

【会場】山梨県看護協会 看護教育研修センター

ター総看護師長（現、湯村温泉病院看

【内容】講演「山梨県看護協会における訪問看護の
制度化について」

護部長）弦間佐枝子様が、瑞宝単光章
を受章されました。

講師 公益社団法人山梨県看護協会 名誉会長 望月 弘子

■ 今後予定されている研修会のお知らせ
9月2 3日（金）医療安全管理者交流会
9月2 9日
（木）退院支援マネジメント研修会
10月4 日
（火）助産師職能研修会（ポートフォリオ研修）
10月 5 日
（水）自殺防止対策研修会
10月 8 日
（土）保健師職能研修会
10月21日
（金）退院支援マネジメント研修会（アドバンスコース）
11 月 7 日
（月）看護師職能研修会（領域Ⅱ）
11月 8 日
（火）助産師職能研修会（倫理研修）
11月21日
（月）災害支援ナースフォローアップ研修会
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編集
後記

協会員の皆様、いかがお過ごし
ですか。今回は看護協会の活動、
各地区支部の活動に加え、災害対
策・支援について紹介させていた
だきました。今後、災害対策につ
いてはシリーズ化の予定です。ま
た、新たな取り組みとして県民向
けの広報作成も予定しています。
今後も協会員の皆様に役立つ協
会ニュースをお届けできるよう、
広報委員一同努力していきたいと
思います。

