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山梨県看護協会への
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!! （

山梨県看護協会会員数 4229人（平成29年3月27日現在）
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外来 スタッフ
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山梨県看護協会の ロゴマーク を制作中です

投 票をお願いします
昨年8月に創立70周年を迎えま
した。現在、山梨県看護協会を象
徴するロゴマークを制作中です。
〈 A案 〉

〈 B案 〉

〈 C案 〉

「看」の部首である「手」と「目」をシ
ンプルな三角と丸の図形で再構築して
います。左外側の白色は柔らかく差し
出された「 手」を 連 想させ、ピンク色
は看護の優しさやあたたかさを、水色
は清潔感を表現し、複数の色を用いる
ことで豊かな自然に恵まれた山梨のイ
メージを確かなものにしています。右
側に英語表記のロゴタイプを配置し、
未 来に開かれた山梨 県 看護協会の姿
を印象づけています。

「看」の部首が「手」と「目」から成
り立っていることを題材にデザインし
ています。「手」にあたる部分をハート
の形に似せて左下から上へ伸ばし、手
を当てられた人物が、自然に柔らかい
笑顔になる瞬間をマークに込めていま
す。英語表記の頭文字のロゴタイプを
リズミカルに配置するとともに、全体
を赤の色味をややおさえた優しいピン
ク色で統一しています。

2つのハートの形で炎を包み込むよ
うにデザインしています。ハートを曲線
で上部に伸ばすことで、これからの看
護の将 来 像や明るい 未 来を想 起させ
ています。中心部にある白い炎には、
看護の潔白さのほか、日本看護協会の
ロゴマークの燭台から看護の明かりを
受け継いでいるイメージが込められて
います。下側に英語表記のロゴタイプ
を丸ゴシックで配置しています。

私たちは公益社団法人として県民の健康と福
祉の向上に寄与するために、県内の医療や福祉
の関係機関等や各地区支部と連携し、看護の質
の向上、働き続けられる環境づくり、訪問看護等
の地域医療の推進など、様々な事業を展開して
います。そのような活動実績の一方で、県民の皆
様から「看護協会って何をする団体なの？」「ど
んな人たちがいるの？」との質問をいただくこ
とも多く、当協会の知名度は必ずしも高いとは
いえない現状を実感しています。そこで、山梨県
看護協会を県民はじめ全国の皆様に広く知って
いただくために、ロゴマークの制作を進めてい
ます。私たちの理念が込められたロゴマークが
あることで、当協会のイメージが世の中に視覚
的に伝わりやすくなるほか、会員にとっても専
門職としての誇りの醸成や団結力の強化につな
がることでしょう。過日開催された理事会で、専
門のデザイナーから提案のあったデザイン案の
中から、上記の3案が選ばれました。この3案に
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ついて会員の皆様に投票していただき、最も投
票数の多いデザインをロゴマークとして決定い
たします。ぜひ、投票をお願いいたします。

どなたも簡単に投票できます！
［ 投 票方 法１］
山梨県看護協会ホームページ
http://www.yna.or.jp/
トップページのお知らせ欄をクリックする
※パスワードが必要です。施設代表者と個人会員に
別途お知らせしていますので、ご確認ください。
もしくは看護協会にお問い合わせ
ください。
［ 投 票方 法２］
055－222－5988にFA Xする
※施設代表者または個人会員に専用FAX用紙を
お送りします。
投票締切日は平成29年5月7日
です。
（日）

平成 28 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

小山ひろ美

「みつけよう つなげよう 看護の輝き」のテーマのも
と、平成28年度山梨看護学会が12月3日に開催され
ました。県内各施設からは口演19演題、示説10演題
と例年より少ない数でしたが応募して頂くことがで
きました。発表者は査読や修正、発表リハーサルを
繰り返し、晴れの舞台で会場の皆さんに向けて懸命
に発表していました。その熱意に応えるように会場
からは活発な意見や質問が出され、活気あふれる学
会となりました。看護研究奨励賞には、清水昭彦さ
ん、広瀬友美さん、小林恭子さんの3人が選ばれまし
た。例年、総会で行っていた表彰式を今年度は学会
の閉会式で行い、学会参加者全員で祝福することが
でき、受賞者の方々も驚きと嬉しさを抱きながらの
表彰式となりました。
ハートフル・カフェでは、初めて会う他の施設の
人や学生と共に看護の体験を語り合いました。体験
を人に語ることによって、自分の中で何かを発見し
たり、また他人の語りの中で看護の素晴らしさを感
じたりと、日々の忙しさから少し立ち止まって看護
を考えるひと時を共有しました。
特別講演では、東京都済生会中央病院の東めぐみ
先生をお招きし、「看護を語る意味～一人一人の看
護職が自分の看護を語り次の実践につなげる～」と
題してご講演をいただきました。看護職は、長年の
経験や勘などでその人に必要な看護を瞬時に判断す

講師
東めぐみ先生

看護協会長

示説発表

ることがあるが、その実践を語り合うことで看護の大
切なところが見えたり、気づいたり、次の実践につな
げることができるという、「語る」ことの意味と大切
さを教えていただきました。
山梨看護学会が、県内の看護職がつながり合い、共
に高め合える場となれるよう、県内各施設から多くの
演題が集まることを期待しております。看護研究の仕
方が分からない、不安がある、自信がないという方々
も、学会委員会でサポートしますので、ぜひ一歩踏み
出してみましょう。

平成２８年度 山梨看護学会

看護研究奨励賞受賞者３人からメッセージをいただきました。
広瀬友美さん
中央

洗浄評価及び
洗浄効果の比較
韮崎市立病院

小林恭子 他2名

看護研究奨励賞を頂きありがとうご
ざいます。

精神科病院における
急変対応への取り組み

―BLS個別評価・個別トレーニングを
実施した結果を比較分析して―
地方独立行政法人山梨県立病院機構
山梨県立北病院

清水昭彦

「救命」と「精神科看護師」を強みに掲げ、

名前を呼ばれた時は、とても驚き信

急変対応の底上げに向けて活動してきまし

じられませんでした。毎日の疑問を看

た。今回、その取り組みの一部を山梨看護

護研究にまとめて受賞でき、感謝の気

学会で発表させて頂きました。奨励賞を頂

持ちでいっぱいです。こらからも、疑

いた事は、精神科分野の枠を超えた評価と

問を検証していくことで、安全な医療

受け止め、大きな自信となりました。他院

の提供とコスト削減に向けて取り組ん

からも参考にして頂ける様、今後も研究的

でいきたいと思います。

視点で活動を続けたいと思います。

「新卒訪問看護師採用時の
研修体制の在り方」を活用した
プリセプターの関わりについて
ゆうき訪問看護ステーション 広瀬友美

他6名

平成28年度山梨看護学会にて『「新卒訪
問看護師採用時の研修体制のあり方」を活
用したプリセプターの関わりについて』と
いうテーマで発表しました。様々な方の協
力を受けながら日々の育成過程を振り返り
まとめたものですが思いがけず“看護研究
奨励賞”をいただく事ができました。今後
も自律した新卒訪問看護師育成に一丸で頑
張りたいと思います。
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シリーズ第3弾

災害対策

「備えあれ

東日本大震災からは６年になりました。
過去の災害からの学びを活かし、日頃から備えましょう。
災害看護委員会活動は５年目となりました。今年度は、山
梨県地震防災訓練等に参加し、災害支援ナース活動を知っ
てもらう機会を大切に活動しています。特に、災害支援ナー
スの登録促進を強化して取り組んできました。
現在、山梨県看護協会における災害支援ナース登録者は
82人です。是非、一緒に活動していただける仲間を増やした
いと願っています。
まず、基礎研修を受講していただき、多くの方の登録をお
願いします。
平成29年度の基礎研修（日本看護協会インターネット配
信研修）の日程が決まりましたので、予定していただけます
ようお知らせします。
《基礎研修》
「災害支援ナースの第一歩 ～災害看護の基礎知識～」
平成29年7月19・20日開催（申込期間：5月22日～ 6月15日）

「災害支援ナース 育成研修 企画 指導者研修」

峡南医療センター市川三郷病院

名取 陽子

神戸研修センターにて、“災害

災害支援ナースとして、フォローアップ研修に参加する

支援ナース育成研修・企画・指導者研修”を受講させてい

だけの受け身だった自分が、指導に携わることをきっかけ

ただきました。全国から75人の支援ナースが参加しまし

に“不安”から“自信”へと変化しました。

平成28年12月15・16日

た。今回の研修では、支援ナースとしてのリーダーシップ

これからも災害支援ナースである私たちが中心となり、

のとり方や、求められる特性について学びを深めました。

院内研修を開催するなど、今回の研修で得た知識をフィー

災害支援ナースは、ビジョンをしっかり示し、自らの意
識改革を図り、強い信念とコミュニケーションスキルを駆
使する事が必要となります。
非常時に対して、行動に結びつけられるようイメージし
たり、情報を収集し、そして活用し、実施できる能力を身
につける事、また、臨機応変に対応できるスキルを持ち合
わせる事の重要性を再認識しました。
早いもので、阪神淡路大震災から22年、東日本大地震
から6年が経過します。

4

●

Vol.108 平成29年4月

ドバックしていきたいと思います。
いつ、どこで、災害が発生してもおかしくない状況の中
で、災害モードにスイッチをいかに早く切り替えられるの
か、難しい問題ではありますが、冷静に判断し行動に移
し、ナースとして最善を尽くしていきたいと思います。
どのような場面に遭遇しても、災害に屈しない災害支援
ナースを目指し、私たちと共に活動していきませんか。
現在、山梨県の災害支援ナース登録者数は82人となっ
ています。より多くの登録をお待ちしております。

ば 憂 い なし」
災害に備える当院の取り組み

～災害拠点病院として～

白根徳洲会病院DMAT所属

遠藤 哲哉

日本では毎年、地震や台風などの自然災害が頻発してい
ます。特に大災害といえば1995年の阪神淡路大震災や、
2011年の東日本大震災が挙げられます。山梨県も例外で
はなく、富士山噴火・南海トラフ地震の被害想定も大きく
予測されており、災害医療体制を構築することが非常に重
要だと考えられています。
私は現在DMAT（災害医療派遣チーム）に所属し、ま
た、当院の災害対策委員として活動しています。きっか
けは、東日本大震災での支援です。徳洲会グループには
TMAT（徳洲会災害医療救援隊）があり、この震災では
全国67病院から、医師・看護師・事務職員など多職種900
人が支援に入りました。私もその中の1人として現地に赴

担送訓練

き、災害医療活動を行い貴重な体験となりました。
当院は、2015年より地域災害拠点病院の指定を受けて
おり、災害対策に取り組んでいます。
1つ目は防災訓練の見直しです。拠点病院としての訓練
と考えた際、シナリオ作成方法や、災害本部機能の見直し
が今後の課題となります。また、災害時通信体制整備とし
て、管理者から安否確認のためのメールを受送信する訓練
や、消防署の協力のもと、消火機器を用いた消火訓練も行
いました。
2つ目はトリアージ（STAT法）研修です。DMAT隊が災
害対策委員にトリアージの講習を行い、各部署に伝達講習
を行いました。机上訓練も行い、年々正解率も向上してい
術後患者の搬送訓練

ます。
今年度の反省点と拠点病院としての課題を明確にし、平
成29年度は、マニュアルの整備とその運用訓練、災害講
演会、トリアージタッグ記載練習等に取り組む予定です。
私自身も、災害対策委員・DMATの一員として、対策
強化し有事に備えていきたいと思います。
峡北地域/災害拠点病院

トリアージ訓練
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利用者様一人ひとりの思いに
寄り添った看護を実践中

新人も、ベテランも
共に成長できることを目標に！

峡南北部に位置する当ステーションは有名なダイ
ヤモンド富士と桜の名所である大法師公園などがあ
り、四季を感じながら日々訪問をしています。
ステーションを再開して4年目を迎えますが、同法
人である峡南病院と連携しながら、利用者様本意の
看護を理念として奮闘しています。
地域が抱える問題として、単身高齢世帯が多く、日
常生活や健康管理が充足出来ない、経済的にも困窮
しているなど様々な事例と向き合っていますが、ス
タッフ、他職種との情報共有をタイムリーに行える
よう努め、個々の問題に対してできる限り迅速に対
応しています。何より利用者様、ご家族のニーズに合
わせ、スタッフ1人ひとりが利用者様の思いに寄り
添った看護が提供できるよう努力しています。また
ターミナルの利用者様も年々関わりが多くなってき
ました。自分が慣れ親しんできた自宅で最期が迎え
られるよう常に全力で頑張っています。
問題解決に向けて皆で一緒に考える事ができる地
域密着型のステーションだと思います。平均年齢50
歳！笑顔と笑いにあふれる元気な職場です。

当院は、甲府市北部の緑豊かな高台に位置し、周りに
は竹林や木々が多く、自然豊かな環境に囲まれていま
す。時には、タヌキが道路を横断する姿を目撃すること
もあります。
昭和30年12月に、精神科病院として開設され今年で
創立62年になります。平成24年4月に新病院が完成し、
それを機に「花園病院」から「HANAZONOホスピタル」
と病院名が変わり、外観はもちろんのこと病院のイ
メージがより明るくなりました。
今、看護部で力を入れていることは、看護の質の向上
に向けた取り組みです。教育委員会が中心となり、新人
であれ、ベテランであれ共に悩み、共に成長できること
を目標に「しくみ作り」をがんばっています。昨年度は、
新人研修を充実させ、新人と指導者が共に悩みながら、
今までにない研修への取り組みができました。内容に
はまだまだ工夫が必要だと思いますが、今後も継続し
てさらなる質の向上につながる「しくみ作り」ができる
様になればと思っています。
お互いが連携し、思いやりの気持ちを大切にしなが
ら、質の高い看護の提供ができるよう頑張っていきた
いと思います。

在宅ケアセンター 訪問看護ステーションふじ

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№11

内田 早苗

HANAZONOホスピタル

浅川 友子

わかりやすい学会発表のための工夫（口演編）
演題登録が終了し査読を経ると、次に待っているのはいよいよ発表です。この機会を与えられた時に、
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となります。その時に有効なのがポスターや
パワーポイント（スライド）という発表媒体を使うことです。抄録は研究内容を凝縮しているので、説明
を加えないと聞き手には深いところまで理解できません。聞き手にわかりやすく説明するためには、見や
すく、内容の理解を促すことができる表や図、写真等を的確に選択することが必要になります。文字と写
真を効果的に使うことで臨場感を表せますが、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。あくまでも写真は説明の付属として捉えましょう。見やすくするためには、文字の大きさや行数にも
気をつけなければなりません。行数は1ページに8行程度、文字は明朝体が一番見やすいと言われていま
す。アニメーションを使い過ぎるのも逆効果になります。表や図は見せることを優先させ、文字の大き
さに気をつけ、説明は必要な部分だけとし、出典を明確にしましょう。さらに発表時間にあったものとし

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）

なければなりません。スライドは1ページを1分程度で発表することが最適と言われていますので、発表
時間に合わせて枚数を調整してください。スライドに書かれている内容と演者が話している内容が異なる
と、わかりにくいことがありますので、できるだけ聞き手が理解しやすいように伝える工夫が必要です。
次回は示説（ポスターセッション）編をお伝えします。皆さん、頑張ってください！
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看護職確保定着

ナースのママ・パパ
No. 37

奮闘記
笛吹中央病院

赤池 ゆい

働き続けるために…
ワークライフバランスが充実した環境で、
息子さんの笑顔をパワーに仕事と家庭を両立
している赤池ゆいさんをご紹介します。

「周りの人に支えられて」
現在の職場へ入職して6年。結婚を機に夫の勤務している
地で生活を始め、その3年後に息子を出産しました。私たち
にとって初めての子供であり、慣れない土地での子育てと
仕事の両立に対して不安ばかりでした。また、私たちの両親
はともに県外であり、子供が急病で保育園に預けられない
場合であってもすぐに協力を得る事はできない環境です。
しかし、産休から復職してその不安も払拭されました。
私の職場はワークライフバランスに力を入れており、職
場全体での協力体制も整っているおかげで、働くママに
とっては非常に働きやすい環境です。家事と育児について
も夫とよく話し合い、共同・分担をすることでうまくこなせ
るようになりました。現在3歳になる息子は、普段は保育園
を、休日や夜勤で両親ともに不在となる場合は職場の託児
所を利用することで、夫婦ともに安心して働くことができ
ています。
毎日育児と仕事に追われる日々ですが、子供の笑顔にパ
ワーをもらい、これからも私を支えて下さる周りの方々に
感謝の気持ちを忘れず、夫と協力し合い楽しく育児をしな
がら、仕事と家庭を両立していきたいと思います。

＊

＊＊
＊

＊

＊＊
＊＊

平成28年度

＊

理 事 会 報 告
ー 以下のとおり承認されました ー

第9回

協議事項
1. 平成29年度重点事業について
2. 平成29年度事業計画について
3. 平成28年度第3回地区支部長と役員合同会議について
4. 看護教育研修センター長期修繕計画の策定について
第10回

第8回

平成29年1月12日（木）14：00～

協議事項
1. 平成29年度重点事業について
2. 平成29年度スローガンについて
3. 有床診療所に出向いての医療安全研修の有効性に関する
調査の実施について

平成29年2月9日（木）14：00～

平成29年3月9日（木）18：00～

協議事項
1. 平成29年度事業計画について
2. 平成29年度資金収支予算及び収支予算について
3. 平成29年度地区支部事業計画について
4. 平成29年度地区支部収支予算について
5. 平成29年度常任・特別委員会諮問事項について
6. 平成29年度山梨県看護協会通常総会プログラムについて

4. 山梨県看護協会ロゴマークの制作について

7. 平成29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

5. 平成29年度日本看護協会通常総会一般参加者について

8. 山梨県看護協会再雇用職員就業規則の制定等について

6. 日本看護協会平成29年度改選役員の推薦について

9. 会員に提案する山梨県看護協会ロゴマーク案の選出について
10. 平成28年度補正予算について

やまなし看護協会NEWS
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公益社団法人 山梨県看護協会

会員の皆様
さい
ご出席くだ

通 常 総 会 を開催します

＊ ＊

平成
29年度

開催日時 平成29年６月17日（土）
会

９：３０～１５：３０（８：３０開場・受付開始）

場 山梨県看護教育研修センター

職能交流集会は次のとおりです
保健師職能交流集会 助産師職能交流集会 看護師職能交流集会
７月1日
（土）９：３０～１3：00

６月24日（土）９：3０～１3：0０

山 梨 県 看 護 協 会

７月7日
（金）９：3０～１5：3０

I N F O R M AT I O N

！
■ 平成29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。29年度は10月末まで受け付けます。
平成29年度より
（申請書用紙・会費納入等）入会手続きが変わりましたので、入会希望者は、山梨県
看護協会総務課 TEL 055-226-4288までお問い合わせ下さい。
また、今年度より会員の皆様のキャリア構築を支援する会員専用webサイト「キャリナース」
の提供を開始しました。

■ フェスタ 看 護 開 催
＜看護週間＞ 平成29年5月7日
（日）～5月13日
（土）
メインテーマ「 5月12日は看護の日 看護の心をみんなの心に 」

■ 第39回 山 梨 県 看 護 大 会
平成29年5月12日
（金）
午後2時～ 4時30分 会場 アピオ甲府
＜記念式典＞看護功労者知事表彰・県民の看護師さん表彰
＜記念講演＞テーマ「いのちに寄り添うプロフェッショナルとして～周産期医療の現場から～」
講師 荻田和秀先生（りんくう総合医療センター泉州広域母子医療センター センター長兼産婦人科部長）

2階病棟スタッフ
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当院は、
「 忘己 利 他 」という病 院 理
念のもと、自分より他の人（患者さん・
仲 間 等 ）のため を 想い 行 動しようと
日々心がけています。また、毎日笑 顔
をモットーに地域に根ざした病院とし
て、巡回診療・往診なども行い、地域
に愛され、貢献できる地域医療の向上
に努めています。

編集後記

【 表紙スナップ・北杜市立塩川病院】

昨年、山梨県看護協会創立70周年
を迎えました。
日々進化する多様な医療ニーズに
合わせ、いつでも新鮮で最新のニュー
スを届けたいと思っております。
ご自身あるいは周りで活躍されて
いる看護職の方、紹介したい活動など
ありましたら、ぜひ協会まで！
連絡、ご意見、ご感想お待ちしてお
ります。
(広報委員会)

