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山梨県看護協会会員数 5333人（平成29年8月6日現在）
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特集
第39回

平成29年度

山梨県看護大会 開催

～看護の心をみんなの心に～

平成２９年度フェスタ看護事業の一環として、5月12日ナイチンゲール生誕の記念
すべき日に「第３９回山梨県看護大会」が403人の出席のもと、盛大に開催されました。
この席上において、看護功労者20人、県民の看護師さん5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。
記念事業としては、少子化の一途を辿る時代の中で、児

に、今回は、周産期医療の現場を通して（体験談等）、参

童虐待や高齢者虐待・未成年による事件等、命を脅かす事

加者（一般参加申込 110 人を含む県民・看護職）が「いのち」

象が後を絶たない現代において、赤ちゃんからお年寄りま

について考える機会とすることを目的として、周産期医療

でが安心して暮らせる地域づくりを目指すうえで、「いの

現場の産婦人科医にご講演をいただきました。

ちとは何か」、「いのちの尊さ」等について考えていくため

看護功労者・県民の看護師さん表彰

平成29年度

看護功労者

三井ひろみ 北杜市役所
井沢美千子 富士吉田市役所
堀内

薫 鳴沢村役場

伊藤美智子 甲府城南病院
小口久美子 甲府共立病院
金子一二美 湯村訪問看護
ステーション

窪島

伏見ます美 山梨大学医学部
附属病院

小澤ちよみ 北杜市立塩川病院
樋口
近藤

岡部すみ子 峡南医療センター
市川三郷病院

土肥
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良子 山梨県立中央病院
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第22回

県民の看護師さん

佐藤

一美 訪問看護ステーションほっと・ほっと韮崎

柴

佳菜 山梨大学医学部附属病院

堀内みどり 都留市立病院

武田

真弓 甲府共立病院

渡邉

蘒原

靖子 湯村温泉病院

吉原

寛美 笛吹中央病院

篠原ちおり 地域医療機能推進機構 笠井
神宮司勝美 市立甲府病院

正子 加納岩総合病院

望月佐久江 山梨厚生病院

則子 市立甲府病院
山梨病院

静 峡西病院

千春 峡南医療センター
富士川病院

早苗 つる訪問看護ステーション

鶴田ひとみ 山梨厚生病院

いのちに寄り添う
プロフェッショナルとして

記念
講演

～周産期医療の現場から～
［講師］
りんくう総合医療センター
泉州広域母子センター長兼産婦人科部長

荻田 和秀先生

【講師プロフィール】
専門領域：陣痛発来機構・妊娠高血圧の解明
オキシトシン受容体の生理・病理
周産期医療システム
母体救命救急
資格・役職：医学博士/産婦人科認定医 指導医/周産期専
門医 母体・胎児指導医/大阪産婦人科学会理事/近畿産
科婦人科学会理事/大阪母性衛生学会 常任理事/日本
産科学婦人科学会特任理事/大阪府周産期医療対策協
議会委員/大阪府医師会周産期医療委員会委員 他
略歴：香川医科大学医学部学科卒業/2004年 大阪大学
大学院医学系研究科臓器制御外科学産婦人科博士課程
卒業/2012年～現職

＜周産期医療について＞
母体・胎児・新生児の生命に関わる突発的な緊急

況でも自分の納得のできるパフォーマンスができる

事態が発生する可能性が常にある場所。医療者はい

産婦人科医師を育てる為に、日々診療の根拠と治療

つでもどこでも、誰とでも、どのような状況でも自

方針について問いながら指導し、時には突き放しな

分の納得できるパフォーマンスができるように、学

がら、適切な治療が行われているのか見守る。その

び・努力していくことが必要である。

中で重要なことは、自分の行ったことの結果を自分

出産は病気ではない。出産の 20％は何らかの異

の目で確かめること、たとえば出生時に小児科の介

常が見つかり医師が治療を行う。通常の出産では、

入が必要となった赤ちゃんを退院するまで確認する

大変な思いをして頑張っている妊婦さんに助産師が

ことだけでなく、その後どうなったのかを知り自分

寄り添ってあげることが重要だと考えている。お産

の出生時の関わりがどのような影響を及ぼしたのか

は妊婦さん 100 人いたら 100 通りのお産で一緒の

振り返ることである。指導者は、後輩が自分の仕事

ものはない。「こうすべき」ではなく一番合う方法

に責任を持つとはどのような事か具体的にしてあげ

を一緒に考え、常にその時にベストな方法を選択で

ることが必要である。

きるようにする。

＜全体を振り返り＞

出産に夫が付き添う時、お産で頑張っている妊婦

荻田先生は、漫画の「コウノトリ」の鴻鳥サクラ

さんに「男は妊娠・出産の事はよくわからない」「意

のモデルである。厳しさ・優しさはスタッフだけで

外に余裕だね」「大丈夫そうだね」「まだなの」と声

はなく、患者家族にも向けられていることを感じた。

をかける事が多くみられる。その言葉が相手を傷つ

改めて「コウノトリ」を読み、こみあげてくる感情

けてしまう事を伝えてあげ、分娩という場に夫婦が

を抑えられなかった。悩んだとき・自分を見つめた

同じ方向を向けるよう気を配ることが必要だ。

いとき手に取ってみてはいかがでしょうか。温かい

＜後輩指導について＞

気持ちになれると思います。

自分の判断が母子の命に大きく かか わる宿命を
自覚し、いつでもどこでも誰とでも、どのような状

山梨県看護協会の
「ロゴマーク」
山梨県看護協会の
「ロゴマーク」が決定しました
が決定しました !
創立 70 周年を契機にロゴマークを制作しました。
会員 3,505 人の投票（投票率 62.7％）により、1,608 票を獲得し決定しました。
濃淡のことなる 2 つのピンク色のハートで炎を包み込むデザイン。曲線で上部
に伸びるハートは、看護の将来像や明るい未来を想起。中心部の白い炎は看護の
清潔さと日本看護協会のロゴマークにある燭台から看護の灯を受け継ぐをコンセ
プトとしています。
新しいロゴマークを通じて、看護協会を県民に広く知っていただき会員の専門
職としての誇りの醸成、団結力の強化を図りましょう！！

やまなし看護協会NEWS ●
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平成
29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29年度職能別交流集会において、職能
委員会毎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

保健師活動の課題と展望 ～新たな10年後を見据えて～

助産師

母と子によりそう支援をめざして

7月1日
（土）
に106人という多くの参
加者を得て開催しました。
平成28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29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、教育委員から研修の紹介をいただきました。
その後、「保健師活動の課題と展望 ～新たな10年後を見
据えて～」大阪市阿倍野区役所保健福祉課保健副主幹（前国
立保健医療科学院生涯健康研究部）松本珠実氏より講義を
受け、「10年後の保健師活動を語ろう」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。10年後には退職だが、地域や女性のために貢献した
い。後輩を支援したい。上と下を支える保健師になろう。よ
り住民の声を知るようにしたい。地区を担当することの意味

職能委員会

職能委員会

平成29年度、日本看護協会助産師
職能の活動目標は、1.妊娠期から子
育て期までの切れ目のない看護・助産機能の強化に関する意
見集約・課題発見 2.小児在宅移行支援能力強化のための人
材育成研修に関する意見集約・課題発見 3.災害時における
周産期ネットワーク構築に関する意見集約・課題発見です。
それを基に、活動目標を 1.助産師が自立して活動するた
めに支援を行う。2.妊娠期から子育て期までの切れ目のない
看護・助産機能の強化。3.会員間のネットワーク構築に向け
て取り組む。の3本柱とした。
助産師には、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支
援の強化が期待されている。山梨県のアドバンス助産師は
平成27・28年で103人（県内助産師232人の44.3％）となっ
た。アドバンス助産師の、自律して助産ケアを実践できる能

看護師
職能委員会
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7月1日㊏（参加者106人）

助産師交流集会

6月24日㊏（参加者32人）

看護師交流集会

7月7日㊎（参加者104人）

保健師職能委員長

霜村 信子

を考えた。関係機関等と
連携するしくみを作りた
い。日々仕事に追われて
いるが、振り返りを行い
まとめていこう。地域や
家庭に入り込めるのは保
健師の強み、保健師の役
割を再確認した等の発言
があり、限られた時間で
はありましたが有意義な交流会となりました。
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。

助産師職能委員長

高野 和美

力・専門性を発揮する力
をどのような活動につな
げていくのか委員会で意
見交換を行っていく。
また、熊本地震で災害
拠点施設が被害にあった
ことから、急速に災害時
に母児が困らない体制作
りが始まっている。自分
の施設内の災害時体制を再確認するとともに、産科・小児科
医師会や助産師会と協力したネットワークづくりが必要で
す。体制整備につなげられる活動を行っていく。
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。

私の大切にしている看護の心

平成29年度看護師交流集会が7月
7日(金)に多数の参加者を得て開催
しました。平成28年度看護師職能委員会の活動報告、全国
看護師交流集会報告、平成29年度看護師職能委員会活動
方針確認の後、今回初めての試みとしてパネルディスカッ
ションを実施しました。各領域の4施設から、4名のパネ
リストの方々に「私の大切にしている看護の心、看護の魅
力」について熱い思いを語っていただきました。午後から
はグループディスカッションを行い、参加者一人一人が自
身の看護について語る機会としました。交流集会後のアン
ケートからも「自身の看護に対する思いが再確認できた」
「他者の話から共感できることが多く、とても良い経験に
なった」など多数の意見が寄せられ、有意義な交流集会に
なったのではないかと思います。

保健師交流集会

看護師職能委員長

岡本 理恵

今年度の看護師職能委
員会の取り組みですが、
領域Ⅰでは昨年度のアン
ケートから看護師が重要
と考える「連携」につい
て、他職種からの視点も
含め現状の把握と課題発
見、地域包括ケア病棟の
現状の把握と課題発見等
を計画しています。領域Ⅱでは昨年度から行っています出
前講座の実施、「看護管理者に求められる役割」について
の研修会（シンポジウム）実施、「介護施設の看護実践ガ
イド」の活用推進を行います。今年度も看護師職能委員会
の活動にご理解、ご協力をお願いいたします。

理事会メンバーを
ご紹介します
会

長

副

会

長

副

会

長

専 務 理 事
常 任 理 事
保健師職能理事
助産師職能理事

古屋 玉枝(再)
角田 千春(新)
佐藤 悦子
一瀬 礼子(新)
清水 しほり
霜村 信子(新)
高野 和美

看護師職能理事
准看護師理事
中北地区理事
中北地区理事
中北地区理事
峡北地区理事
峡東地区理事

角田 千春

准看護師理事

①会長はじめ皆様方の
ご指導を頂きながら精
一杯務めて参ります。
ご理解、ご協力をお願
い致します。
②ドライブ、旅行

専務理事

一瀬 礼子

中北地区理事

霜村 信子

峡南地区理事
富士・東部地区理事
監

事

監

事

監

事

中北地区理事

平成29年度

白砂 美奈子

峡北地区理事

丸茂 砂百合

峡東地区理事

相田 幸子

②犬の散歩

峡東地区理事

推薦委員会

看護師職能委員会

小泉夫美子 山梨大学医学部

横森いづみ 山梨県立

雨宮久美子 甲州市役所

萩原 結花 山梨県立大学

山田 桂子 峡東保健福祉

小澤 和子 山梨大学医学部 柴田 愛美 特別養護老人

岡山 由佳 富士吉田市立病院

齋藤 美穂 南アルプス

石川 亜紀 市立甲府病院

市役所

梶原眞由美

富士河口湖町
役場

河西 清子 山梨県健康管理
事業団

川上 享子 甲斐市役所
上田 美穂 早川町役場

今村 久美 甲府共立病院
遠藤 友美 独立行政法人
国立病院機構
甲府病院

井上 裕子 白州助産院

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

中央病院

山本 和子 貢川訪問看護
ステーション

附属病院

ホーム笛吹荘

山本あき子 巨摩共立病院 小山 明美
小林 千純 峡南医療センター
富士川病院
佐藤さつき
中村 美貴 春日居
サイバーナイフ 斉藤 寿美
リハビリ病院

中込久美子 市立甲府病院
倉田 貴代 加納岩総合病院
岩田 麻里 富士吉田市立病院
渡邊 裕子 山梨県立大学

大谷 昌弘
①自分にとっても良い
経験であると考え、地
区支部と協会のつなぎ
役が果たせるよう頑張
ります。
②ドライブ

職能委員会

附属病院

大竹 やすみ
①役割が果たせるよう
にがんばりたいと思い
ます。

①協会と地区支部の橋
渡しとして、自分なり
に頑張りたいと思いま
す。
②海外ツアー、国内バ
スツアー

助産師職能委員会

佐野 睦美
①重大な役割ですので、
しっかり考えて判断してい
きたいと思っています。
②今話題の「平野美宇選手」と同じ
スポーツですが、時間がなくて…。
スポーツ鑑賞は大好きです。

山﨑 洋子 健康科学大学

事務所

大谷 昌弘(新)
望月 栄子
水越 みどり
中込 正純
橋爪 さつき
川口 敬子(再)

（新）新しく承認された役員 （再）再任された役員

①中北支部理事のお役
を頂きました。慣れない
面が多々ありますが、諸
先輩方のご支援を頂き精
一杯努めていきます。
②美味しいを食べること

①職能委員とともに保
健師活動の推進にむけ
て取り組んでいきたい。
②家から山をみて季節を
感じること。

保健師職能委員会

峡東地区理事

①協会の運営活動に関
わり、活動理念に基づ
き他の委員と協力して
理事の職務を務めさせ
ていただきます。
②音楽鑑賞

①「気軽に立ち寄れる。
元気になれる。看護職
ひとり一人の my 看護
協会！」を目指して頑
張って行きます。
②草取り

保健師職能理事

岡本 理恵
白砂 美奈子(新)
阪野 祐子
丸茂 砂百合(新)
相田 幸子(新)
佐野 睦美(新)
大竹 やすみ(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
副会長

様です。
平成29年度の皆
力を
会員の皆様のご協
お願いします。

介護老人福祉施設
明山荘
介護老人保健施設
甲州ケア・ホーム
訪問看護
ステーション
すみ

坂本 祐子 介護老人保健施設
甲府相川
ケアセンター

坂本 富子 山梨県立中央病院
高野さは子 峡南保健福祉事務所
早川 真澄 県立あけぼの
医療福祉センター

服部 国江 日下部記念病院
笠井 千春 峡南医療センター
富士川病院

羽田かずみ 富士吉田市立病院

選挙管理委員会
一瀬 貴子 山梨県立中央病院
鈴木 一美 山梨県教育庁
福利給与課

藤川恵利香 県立あけぼの

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

やまなし看護協会NEWS ●
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中北

地 区支
取り 組

地域医療構想実現への
取り組みを強化
中北地区支部長

佐藤あけみ

目指すべき医療提供体制を実現するために、山梨県地域医療構想が出され、「病床機能の分
化・連携の推進」「在宅医療の充実」「医療従事者の確保・養成」への取り組みの強化が求められ
ました。中北地区支部ではまさしくこの３点の実現に向けて「看護の質向上」「看護の思想普及
活動」「看護連携の強化」「地域包括システムの推進」「看護職員確保定着対策」等の取り組み
を行っています。
平成29年度の総会では「認知症の最前線～予防・早期診断・治療～」と題し山梨大学の布村明
彦先生の講義を聴きました。医療者としての認知症に対する知識に加えて、「今から出来る認
知症の予防」についてのお話も聞く事が出来、充実した総会でした。
その後も年間を通して、「認知症」「地域
包括システムの推進」「退院支援」について
の研修会を企画しています。昨年度から開
催している「市民講座」も、今年度は「ここに
いてぇなあ」「ほうするじゃん」と題し、最
期まで自分らしく生きる事をテーマに講演
会・パネルディスカションを開催予定です。
研修等を通して、中北地区の看護の質向上
を図ると共に、看護師が生き生きと看護を
楽しみ、やりがいをもてる様な活動を実施
して行きたいと思います。

峡東

改めて看護の原点と
意義を学んだ研修会
峡東地区支部長

雨宮 栄子

峡東地区支部では、先進的に継続看護を推進している活気ある地区支部です。
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
動の推進の４つを掲げ活動をスタートしました。
5月26日に開催された定期総会では、テルモ株式会社取締役顧問の松村啓史氏をお
招きして「アートあふれる看護のリーダー湿布（シップ）」の記念講演を行いました。看
護は世界唯一、愛を基盤とした最高の仕事、看護はＡＩ（人工知能）に変ることは出来な
い、マネジメントとは、スタッフ自らがやりたいからやると熱中させる技であるなど、
看護の原点を学んだ研修会でした。参加したほとんどの方が笑顔になり、明日からの仕
事を頑張る力に繋がったと大変好評を得ました。
今年度の研修計画としましては、①緩和ケア認定看護師による緩和ケア研修、②管内
で初めての試みである施設見学研修、③地域包括ケアシステムの構築に向けての多職
種連携研修などを計画しています。
また今年は、看護と介護の連携の仕
組みづくりや連携窓口一覧表の作成
を行い、住み慣れた地域で最後まで
安心して生活できるように地域住民
を支える在宅医療体制を強化してい
きたいと考えています。今後も会員
の皆様のニーズに沿った顔の見える
連携を図り、地区支部活動を進めて
まいりますので、参加下さいますよ
う心からお待ちしております。
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各地区支部では、地域包括
て、退院支援マネジメントの
顔の見える関係づくりを中心
各地区支部の特性を踏まえた
の質の向上につながるものと

峡北地区支部

中北地区支

峡南地区支部

峡南

地域と連携し
地域に根ざし

峡南地

峡南地区支部では、地域で働く看護職
た活動を推進しております。今年度の総
招きし「看護職に活かすアドラー心理学
「劣等感」「勇気づけの方法」等の内容で
しながら学ぶことができました。会場か
がけを考えるよい機会となったなど、好
今年度の研修計画は、①9月に、患者
めるコミュニケーション法としての「交
「認知症」について、③2月には、看護
護研究発表会を企画しております。また
への移行を円滑に進めていくためにも
増やしたいと昨年度は2回行いましたが
ネージメント研修会を予定
しております。どのような
職域で働いていても、看護
職として連携し地域に貢献
できるように地区支部活動
を行っていきたいと思いま
す。今後も、会員の皆様のご
支援・ご協力をよろしくお
願いいたします。

支部の
組み 報告

括ケアシステムの構築にむけ
の普及等、看護職・他職種との
心に活動に取り組んでいます。
た研修計画が盛りこまれ、看護
と考えます。

峡東地区支部

支部

富士・東部地区支部

峡北

峡北地区支部長

築野 富子

現在、地域包括ケアシステムが推し進められるなかで、看護職の連携強化、ネットワーク
化が益々求められています。地域包括ケアシステムの要になるのは、生活と医療の両方をみ
ることが出来る看護職であると、「看護の将来ビジョン」でも表明されました。
峡北地区支部では、“地域の看護職が顔の見える関係で、積極的に連携しよう”を合言葉
にシリーズ形式で継続看護の研修に重点を置いて活動してまいりました。本年度も「施設見
学」「在宅支援を行なうための社会資源の活用」「退院支援の取り組み・実践報告」など
を計画しています。本年度地区支部総会の講演会では、峡西病院 浅川 理 院長より「認知
症患者と向き合って ～看護職員に望む
もの」と題して講演いただき大盛況でし
た。認知症患者は2025年に700万人を突
破し、65歳以上の5人に一人が認知症に罹
患する計算になるといわれていますが、
新たな取り組みとして地域住民向け事業
へ協賛し、地区内の認知症認定看護師から
の啓蒙活動などを予定しています。本年度
も会員確保を推進し、活発な地区支部活動
を行ってまいりたいと思いますので宜しく
お願い申し上げます。

し貢献することで
した活動

地区支部長

認知症患者増加に対して
様々な対策を早期に推進

木内 里子

職の関係づくりを大切に、地域に根差し
総会では、臨床心理士の深澤孝之氏をお
学」と題して記念講演を開催しました。
で、参加者自身の子供の頃の振り返りを
からは、明日からの患者・家族への言葉
、好評でした。
者さんや家族とのより良い人間関係を高
交流分析」、②10月に、住民向け研修の
護の質を高めるための、21回目となる看
た、看護継続委員会では、入院から在宅
も、より多くの看護職に受講する機会を
が、今年度は、より具体的な退院支援マ

富士・東部

退院支援マネジメントツール
を活用した取り組みを
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強化し地域住民の健康と福祉の増進に
寄与すること」を目的に支部活動を行っています。
今年度の総会では、㈱ウィルファーストの植田絵美子先生をお招きし「接遇マナー
と苦情対応」をテーマに講演会を行いました。看護職が明るく元気に仕事ができるよ
うに自分の心の在り方について学びました。
富士東部地区は高齢化が大きな問題となっており、高齢者の暮らしを支えることは
看護職の大きな使命であると考えております。そのために看護継続委員会では、在宅
から病院へ、病院から在宅へ看護職の連携を強化し地域包括システムの構築に向けて
取り組んでいます。今年度は在宅ケア推進委員会との連携推進研修として、退院支援
マネジメント標準ツールを有効的に活用した事例をもとに、退院支援マネジメントガ
イドラインの活用についての研修会を予定しています。また、看護職の働き方を考
えるワークライフバランス ( 以下ＷＬＢ ) についての研修会も予定しています。富士
東部地区支部では看護協会の推進
するＷＬＢ事業への参加が少なく、
管内８病院中３病院が参加したの
みとなっています。働く看護職が
自らの働き方を考え、自施設の在
り方を考える機会になればと考え
ています。
今後も会員の皆様の有益な支部
活動となるよう役員一同努力して
まいりますのでよろしくお願いい
たします。
やまなし看護協会NEWS ●
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少子化が進む中、すべての妊産褥婦と新生児に

のか等の戸惑いが聞かれた。しかし研修終了時に

助産ケアを提供することと、安全で安心な妊娠・出

は、自分の施設では当たり前の事が他の施設では

産・育児環境整備が求められる。山梨県では周産期

違うことに気づき、改めて自分の施設の行ってい

医療機関の機能分化とネットワークの強化、母体・

ることを見なおすチャンスにつなげられていた。

患児の搬送体制の確保、助産師の活用によるチー

また、3か月間他施設で勤務したことで、自分自身

ム医療の採用、医療従事者の確保等の周産期医療

の看護の傾向を振り返り、改めて看護に真摯に向

提供体制の整備が進められている。平成25・26年度

き合う事ができた。外に出ることに漠然とした恐

に厚生労働省で「助産師出向支援モデル事業」を経

怖心を持っていたが自分でもできると自信につな

て平成27年度より「助産師出向支援導入事業」が開

がったとの意見が聞かれた。

始された。本県でも平成27年度より「助産師出向支

今回、「助産師出向及び研修」の目的の助産師実

援協議会」で検討し、平成28年度に「助産師研修」を

践能力の向上・相互の医療、助産の連携推進には近

開始した。

づくことができたと考える。今後は、山梨県では

山梨県立中央病院と山梨大学医学部附属病院の

「助産師研修」が各施設の助産師育成プログラムの

2施設より研修参加希望があり、平成28年11月14

一項目として入ることができるようになっていけ

日から平成29年2月14日までの3か月間実施した。

たらと思う。そのためには今後も各施設に積極的

研修参加者は、学校を卒業後、現在の施設に就職し

な働きかけを行っていきたい。

ンス助産師です。

＊
＊

＊
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＊

＊

まで責任を持つべきなのか、自立して業務を行う

＊

研修開始時には、慣れない環境での仕事にどこ

●

助産師出向支援事業
コーディネーター

高野 和美

院内移動の経験がない助産師経験6年目のアドバ
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助産師
出向支援事業
紹介

シリーズ第4弾

災 害 対 策 「 備えあれば憂いなし 」
山梨県看護協会では、今年度も重点事業として「災害時の看
護支援・受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
体制の整備及び災害支援ナースの登録促進、研修等の実施に取
り組みます。災害支援ナース登録200人を目標に仲間の輪を拡
げていきます。（災害看護委員会活動にご協力ください）

災害支援
ナース
目標
200人

災害に備えた当院での取り組み
峡南医療センター富士川病院

赤池 有希

富士川病院は、峡南地域唯一の災害拠点病院と
いう重要な役割を担っています。2013年に初めて
DMAT隊員養成研修に参加し、現在１チームでの
活動を行っています。翌年に院内災害対策委員を
発足し、昨年度より看護部の災害対策委員の活動
を始めました。
昨年8月に、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を実施し、当院は静
岡側からの被災者を受け入れる災害拠点病院とし
て訓練を行いました。DMAT隊員や災害対策委員
が中心となり、院内スタッフとともに訓練に参加
しましたが、本格的な訓練を行ったことが今まで
なかったため、反省と学びの多い訓練でした。ま

今後の課題は、院内スタッフに災害医療・対策

ず災害対策マニュアルの見直しが必要であり、災

に興味をもってもらうこと、実働しやすい災害対

害という非日常の場面を想定することの重要性を

策マニュアルの見直し・改定です。また町や保健

感じました。

所、他病院・他施設などとの協同です。DMAT隊

昨年、日本集団医学会の支援で、熊本県の益城

員・災害対策委員として、今後も自己の学びを深

町役場で活動させていただきました。そこでの活

めるとともに、自病院での役割を明確にして活動

動を振り返り、災害支援には地域とのつながりが

していきたいと思います。

とても重要であることを学びました。

やまなし看護協会NEWS ●
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一丸となって地域貢献模索中！

健康科学大学 学部長 山﨑洋子 学科長 小野寺幸子 専任教員 竹村眞理

健康科学大学看護学部は、昨年4月に開学し、今年は2年
目で、学生は2学年、教員は今年、各領域揃ったところで
す。県内では、３番目の学士課程の看護学教育機関です。
本大学は、開設準備室の段階から県看護協会や県内の医
療機関はもとより、県内の他の教育機関にもいろいろと相
談を持ちかけ、ご協力をいただき、日々、よりよい看護学
教育のために奮闘しているところです。
本学部の校舎は、元県立桂高等学校校舎一部改修の研究
棟、木造の新築校舎に実習室・ドーム型の講義室・階段教
室等で構成されています。地域貢献を設置の目的の一つに
している本学部がどのようなことで役割を担うことがで
きるのかを教職員一丸となって考えている現在です。これ
まで、「看護の日」や「健康祭り」で、地域の方々に看護
学部の紹介をさせていただいたり、「都留市防災訓練」
に参加したりと地域への貢献を模索してきました。また、
時々、近所の方々から季節の農作物を頂いたり、大学の敷
地内や校舎にある植木や鉢植えの育て方にアドバイスをい
ただいたりしています。地元の方々の元県立桂高校への愛
着がこのように形を変えて小さな関係づくりになっている
と感謝しております。
健康科学大学看護学部は、健康科学部とともに地域に機
能する学部に発展したいと考えています。今後とも健康科
学大学看護学部をよろしくお願いいたします。

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№12

山梨看護学会委員会

担当／伊丹 幸子

（富士・東部保健福祉事務所）
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地域の暮らしに寄り添う支援の
甲府市役所 浅川瑞江
充実に向けて

甲府市は、2019年に「開府500年」という歴史
的節目を迎え、同年中核市への移行を目指してい
ます。本市の保健師は、保健や福祉部門など分散
配置されています。業務が多岐にわたるなかで、
保健師間の組織横断的な連携を図るため、定期的
な管理期保健師会議を設けています。
市の活動の特徴は、保健部門における小学校区
単位での地区担当制で、ライフステージに沿っ
た健康づくり活動を、地区の住民組織との協働で
進めてきました。この4月からは、子育て世代包
括支援センターを開設し、マイ保健師による妊娠
期から子育て期までの「切れ目のない支援」によ
る母子保健の更なる充実にも取組んでいます。ま
た、福祉部門である、地域包括支援課でも、地域
包括ケアシステムの構築に向け、様々な事業の展
開を図っています。
中核市移行に伴い、新たに設置する市の保健所
は、保健センターと一体的に運営し、公衆衛生の
拠点となるよう整備を進めています。市民が、住
み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の
暮らしに寄り添う支援をつなぎ、動かし、充実さ
せていきたいと考えます。

わかりやすい学会発表のための工夫（ポスター編）
前回は口演についてお伝えしました。今回は示説です。示説はポスターセッションとも呼ばれ、
多くの学会で取られる発表の方法です。ポスターという視覚的な媒体で自分の言いたいことをどう
伝えるか、ということが今回の主題です。内容の理解を促す表や図を的確に選択し、聞き手に伝わ
るものにしてポスターには積極的に活用します。
ポスターを見やすくするためには、表と図を含め、字の大きさも気をつけ、見せることを第一と
します。特に表は横線を省略して、色により行を区別するなど、色を使った工夫をすると見やすい
ポスターとなります。また、出典は必ず記入してください。
写真を使うのも効果的ですが、写真の説明に時間を取られることは避けなければなりません。発
表時は表や図、写真の説明は必要な部分だけとします。
ポスターは長い時間貼っておくことが多く、聞き手と直接質疑応答できるのも醍醐味です。発表
テーマに関心のある方との情報交換ができたり、交流が広がる可能性もあります。聞き手の興味を
引くポスターと、発表者の積極性がポスター発表の鍵と言えます。また、抄録や説明を加えた資料
を配布出来るように用意しておくこともポイントになります。

看護職確保定着

ナースのママ・パパ
奮闘記

No. 38

働き続けるために…

「30代、遅咲き看護師の毎日 」
第一子・第二子を出産する際に切迫流・早産で入院とな
り、その時看護の奥深さに触れた私は、主人や両親の後押
しもあり 30 代になってから看護学校の門を叩き、看護師
の道へと進みました。

竜王リハビリテーション病院

花輪 佐恵理

患者さんや職場のスタッフ・家族に
支えられ、お母さんとして育児と仕事
の両方で頑張っている花輪佐恵理さ
んをご紹介します。

看護師の世界は毎日が勉強ですから、遅咲きの看護師で
ある私にとっては 3 年目の今でも毎日がとても充実してい
ると同時に悩んだり、壁にぶつかったりと中々大変でもあ
ります。それでも今の職場は私にもしっかりとしたスキル
アップの手段を提案してくれるので、遅咲きであっても気
後れすることなく更に上のステージへ進む自分を思い描く
事が出来ます。そしてそれが大変な毎日の中での大きなモ
チベーションに繋がっています。
夜勤明けに「お仕事お疲れ様♡」といった手紙で元気を
くれる娘達や、私より料理スキルの高い主人が作る食事か
ら貰える元気、主人の両親、私の両親の協力など家族のサ
ポート、そしてスキルアップを後押ししてくれる職場のサ
ポート。両方のサポートに支えられながら、更に高いレベ
ルの看護師になることを夢見て今日も頑張っています。

★
★ ★

Topic & Information

「がん看護外来の紹介」
患者さん・ご家族を支援します!

★

★ ★

山梨県立中央病院
緩和ケアセンター
宮久保 朱実
中込 智重子
宿澤 裕子

がん性疼痛看護認定看護師(右)
緩和ケア認定看護師(中央)
緩和ケア認定看護師(左)

緩和ケアセンターでは、緩和ケア外来、緩和ケア病

力を高められるように患者さんやご家族を支援してい

棟だけではなく、主科の外来・病棟と連携し、患者さ

ます。これからも患者さん・ご家族が安心して治療を

んが切れ目のない治療やケアを受けられるようサポー

受けられるよう多職種と連携し、支援していきます。

トする役割を担っています。
平成27年「がん看護外来」を開設しました。主治
医・多職種と連携しながらがんサバイバーを支援し、
昨年度は約450人と面談を行いました。がん告知後の
混乱や漠然とした不安が強い患者さんとの面談では、
混乱を整理し、不安の軽減だけでなく、患者さんが自
ら問題を解決し治療に向き合えるように支援していま
す。また、治療の選択・仕事が続けられるのかという
具体的な問題や、終末期の在宅療養や症状緩和など、
相談内容は多岐にわたります。症状緩和に対しては私
達の専門性を活かし、痛みや全身倦怠感などの症状へ
の対処方法を提案しています。そして、セルフケア能

やまなし看護協会NEWS ●
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平成29年度

理事会報告

平成29年4月13日（木）

第1回

以下のとおり承認されました。

4. 平成28年度決算確定に伴う平成29年度資金収支予算及び
収支予算の補正について

協議事項

5. 平成29年度常任委員会・特別委員会・認定看護管理者教育

1. 平成29年度通常総会の運営について

運営委員会の委員の選任について

2. 平成29年度保健師交流集会プログラムについて
3. 平成29年度助産師交流集会プログラムについて

第4回

4. 平成29年度看護師交流集会プログラムについて

協議事項

5. 平成28年度常任委員会・特別委員会委員の選任について

1. 会長・副会長・専務理事の選定について

平成29年5月18日（木）

第2回

平成29年6月17日（土）

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

協議事項

4. 業務執行理事の業務分担について

1. 平成28年度事業報告について

5. 平成30年度総会日程について

2. 平成30年度日本看護協会通常総会代議員・予備代議員について

6. 平成29年度総会決議事項等の会員への周知について

3. 平成29年度通常総会会員の招集について
4. 平成29年度常任委員会・特別委員会・認定看護管理者教育

第5回

運営委員会の委員の選任について

協議事項

5. 山梨県看護協会ロゴマークの決定について

1. 各イベントへの出展及び協力について

平成29年6月1日（木）

第3回

平成29年7月20日（木）

2. 平成29年度第1回地区支部長・役員・委員長合同会議について
3. 平成29年度補正予算について

協議事項

4. 平成30年度県当初予算に対する要望事項について

1. 平成29年度山梨県看護協会通常総会運営・担当役割等について

5. 厚生労働大臣表彰候補者推薦について

2. 平成29年度第4回理事会について
3. 平成28年度決算報告書について

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30年
6月23日
（土）です
平成30年度 通常総会の開催日が決定しました。

■ 平成29年春の叙勲受章おめでとうございます。
元山梨大学医学部
附属病院看護部長
岩下直美様、加納岩
総合病院看護部長
山形敏子様が瑞宝単光
章を受章されました。

岩下直美様

山形敏子様

新 職 員 紹 介

教育部長

堀口まり子

7月1日より教育部部長に就任を致しまし
た。微力ではありますが、どうぞよろしくお
願い致します。少子高齢化という社会情勢の
変化に伴い看護職の活動の場は拡大していま
す。皆様の御力を頂き、看護職の現場力を高
める教育の構築をしていきたいと思います。

■ 山梨県看護協会70周年誌を
発刊しました。
平成18年から平成28年までの10
年間の活動の記録を記しました。
すべての看護職の今後の活動の
ヒントとなる事を願い、
誰もが容易
に閲覧できるようにPDF化しホー
ムページに掲載しました。ぜひ、ご
覧ください。

■ 看護協会NEWSの表紙の写真を募集しています。
県内の四季折々の風景や祭り、イベントなどあなた
が撮ったお気に入りの写真をぜひ山梨県看護協会の
HPまで送ってください。
お待ちしています。

【 表紙スナップ・しもべ病院】

みんな仲良しで～す。

12

●

Vol.109 平成29年9月

当院は「患者様に安心していただける
医療を提供し満足して頂けるように努力
します」を理念に掲げ患者様を第一に考
えた、明るく働きやすい職場を作ってい
こうと全職 員で取り組んでいます。また
地 域医 療を推 進する中で高齢化が進 ん
でいる地域でもあります。みんなが仲良
く笑顔いっぱいのおもてなしの心を大切
に愛される病院を目指しています。

編集後記
協会員の皆様、いかがお過ごしで
しょうか。今回は広報委員に任期交
代があり、旧メンバーから新メン
バーに引き継ぐ中での発刊となりま
した。今後も様々な旬の活動を会員
の皆さんに伝える看護協会ニュース
を作成できるよう、一層の努力をし
ていきますのでご期待ください!!

