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新年を迎えて 山梨県看護協会長 古屋玉枝

笑顔スナップ

山梨県看護協会名誉会長 望月弘子

今日も笑顔!!
リハビリテーションで
地域社会に貢献します。
湯村温泉病院
看護科長会メンバー

療養病棟スタッフ

看護師職能領域Ⅱの活動を知っていますか
広まる認知症への取り組み
羽ばたく新卒訪問看護師
期待のＨＯＰＥ！男性看護師紹介
シリーズ災害対策「備えあれば憂いなし」
うちの職場自慢 その52
シリーズ 看護研究のコツNo.13
ナースのママ・パパ奮闘記 No.39
やまなし看護協会NEWSアンケート結果
平成29年度 理事会報告
INFORMATION／編集後記

山梨県看護協会への
入会手続きはお早めに!!
地域連携室３階病棟スタッフ

山梨県看護協会会員数 5606人（平成29年12月7日現在）
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新年を迎えて・・・
元気よく歩み続けよう
公益社団法人 山梨県看護協会 会長 古屋 玉枝

新年明けましておめでとうございます。
平成30年、看護職の皆さまには、お元気で明るい希望に満ちた新年をお迎えのことと存じます。
さて、一昨年は山梨県看護協会創立70周年を迎え、70周年誌の発刊やロゴマークを制作し、看護協会の周知
と更なる発展に取り組んで参りました。会員の皆さまには、ご理解、ご協力、ご尽力をありがとうございました。
昨年は、山梨県看護協会会館（看護教育研修センター）建設16年目となり、理事会で建物修繕計画等をご承認
いただき、これから順に手入れをしていきます。また、公益認定を受けて6年、協会の適正運営にも努力してい
ます。昨今の医療・看護を取り巻く環境や課題の変化に遅れることなく取り組めるよう、理事、地区支部役員そ
して、支えてくださっている会員の皆さまのお力を結集して本年もしっかりと事業を推進していく所存です。
事業と言いますと、5つの重点事業を掲げ、中でも少子超高齢社会、在宅医療・在宅療養を支える医療機関
はもちろん、医療機関から在宅へ、関連するあらゆる専門職者を結び、多職種連携の中で役割を担うトータル
サポートマネジャー（医療的ケアの調整が役割）の養成研修を、昨年12月から開始しています。皆さまのご理
解とご協力を得ながらその責務（任務）が果たせますようによろしくお願いいたします。また、多職種連携を
進める「在宅医療チーム形成事業の推進」については関係職種11団体で「山梨県在宅多職種の会」に発展して
います。また、各地区支部へ出向いての「看護管理者事業説明・意見交換会」や地区支部長・役員合同会議に
おける協会運営に対するご意見ご提言や三職能の助言を、今後の協会活動、三職能委員会活動の活発化に繋げ
ていきます。特に看護Ⅱ領域における介護福祉施設等への出前研修は職能委員をはじめ関係する皆さまのご努
力・ご尽力により、大きな成果を上げておりますことに感謝いたします。（関連の次ページをご覧ください）
県内に就労する看護職者、看護免許保持者の多くの皆さまに看護協会に入会していただき看護協会に期待さ
れる役割を果たせるよう、更なるご理解ご協力をお願いいたします。
新年にあたり、望月名誉会長はじめ、諸先輩方のご助言、見守りをいただき、「仲間にともに」「温故知
新」「一歩前へ」・・・と考えます。
本年が明るい実りの多い年となりますように。
皆さまのご健勝とご活躍をお祈りいたします。

後進に贈ることば

公益社団法人 山梨県看護協会
名誉会長

望月 弘子

「看護職として志を高く看護の思想を礎に実践する。」このことは自己の哲学を持つこと
に通ずる。上からの指示だけで動く、使われる人ではなく、常に物事を主体的に捉え創造す
ることに喜びを感ずる人間になれ。それには、感性を磨くことが大切である。種々な方法が
考えられるが、要は本物との出会いが大切と考える。それは、尊敬する人との出会いであ
る。私は、山梨の看護協会の創始者、平井とみじ先生に出会い看護の真髄を学び、県内外に
おいて多くの人物に出会うことの大切さを知った。
迷ったときには原点に戻り、10年先の社会の中で看護が愛に基づく人の倖せを築くために
何が必要かを考えられる看護職となって精進してほしい。
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看護師職能領域Ⅱの活動を
知っていますか
～領域Ⅱの看護の質向上を目指して
地道にコツコツを合言葉に～
看護師職能委員会副委員長(領域Ⅱ)

山本 和子

看護師職能の
『領域Ⅰ』
は病院領域、
『領域Ⅱ』
は介護・
福祉関係施設・在宅等の領域の看護職を支援するため
の委員会です。今回は、“地道にコツコツ”を合い言葉
に、
施設・在宅領域の看護の質向上を目指して奮闘して
いる看護師職能委員会領域Ⅱの活動を紹介します。
看護師職能領域Ⅱ会議の様子

1 出前研修・領域Ⅱの説明・看護協会への入会勧誘
領域Ⅱの現場で活躍している看護職は、“いい看

知症への看護」｢在宅看護の役割｣等々、現場で抱え

護を提供したい。そのためにたくさん勉強したい”

る様々な課題に密着したテーマで、委員や認定看護

と思っています。しかし、看護職員の人数が少な

師が講師を務め、大変好評をいただきました。また

く、研修に行きたくても出られない、出す事が出来

各地区支部の研修会時、会場に伺い領域Ⅱの説明・

ない等悩みがあります。領域Ⅱの看護職の質向上の

入会勧誘を11か所で行い新規会員申込みもあり、

ために研修を受ける事は必要であり、領域Ⅱの委員

その後も会員が増えています。平成29年度も出前

から、「こちらから出向いて研修会を企画しよう」

研修を14施設で行っています。委員が各地に出向

と声が上がり、平成28年度から出前研修を行って

く事で、顔の見える関係づくり、情報交換や情報の

います。平成28年度は7施設から希望があり、「認

共有の場となっています。

2 やりがいを持って働き続けられるための支援
領域Ⅱでは研修会を実施したアンケート結果を踏
まえ、看護職がやりがいを持って働き続けられるた
めの、看護管理者の役割・困りごと等について研究
を行い、日本看護学会・看護管理に平成28年29年

を、最期まで支える領域Ⅱの看護職の役割は益々期
待され、看護管理者の役割も重要となります。
これからも、“地道にコツコツ”熱意を持って、
施設や地域に密着した活動を展開していきます。

に2年連続で発表をしています。地域包括ケアシス
テムの構築に向けて、住み慣れた地域での在宅療養

出前研修の様子

出前研修の様子
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広まる認知症への取り組み
認知症の方が増加している現在、認知
症治療病棟をもつ回生堂病院と、飯富病
院の認定看護師が個別性のある看護を考
え、早期に社会復帰できるような支援の
現状について紹介します。

《認知症治療病棟とは》
精神症状および行動異常が特に著し
い重度の認知症患者を対象とした、急性
期（２か月）に重点を置いた集中的な入
院治療を行うための病棟です。

高齢化地域における認知症ケア
～初めの一歩～
飯富病院は山梨県内で高齢化率が上位を占める地域に位
置している。
入院患者は平均年齢80歳を超え認知症を抱えている人も
多いが、スタッフに認知症に関する知識・技術が定着して
おらず認知症を適切にアセスメントできていない現状があ
る。認知症看護認定看護師として、早期にアセスメントし
症状に合わせた個別性のあるケアを行い、入院による環境
の変化からの混乱・不安の軽減とADLや認知機能を低下
させない。さらに統一したケアが提供できるようにスタッ
フへの知識・技術の伝達に取り組んでいる。多角的な視点
から認知症をアセスメント、支援できるように認知症ケア
チームを立ち上げ活動も始めた。認知症だから何もできな
いのではなく、認知症があっても周りの理解と支援があれ
ば、こんなにできる事があると伝えていきたい。
認知症を抱えながらも「その人らしく」住み慣れた地域
で生活できるように支援していきたい。今後は、院内にと
どまらず多職種と連携し、地域で生活する認知症の人や家
族の支援をしていくことが目標だ。

認知症ケアの現場から
当院認知症病棟は開設17年が過ぎ、平成28年には認知
症疾患センターとしての役割が加わりました。とても明る
いAさんはイベントの度に音楽に合わせ踊ります。食事の
後片づけもでき他者の面倒も見ます。独居生活であるため
推奨されている在宅介護の現実は困難です。Bさんは暴力
行為で入院後もベッド柵で窓ガラスを割ることもありまし
た。どうしたのか尋ねると「入院させられた」と怒り心
頭。一方では自分の靴がわからなくなり必死で探していま
す。怒ったり不安になったりこんな日々を病棟のスタッフ
は日々奮闘しています。朝食の時間、テーブルの上に可愛
い屏風が乗っていました。他者に盗られる、手を出され
る等を防ぐためです。制止することなく対象となる人を
守るためにやんわり仕切りをして食べる環境を整えていま
した。OT室では風船バレーでの笑い声が聞こえていまし
た。風船バレーは誰でも一緒に参加できる優しいスポーツ
で「触れる」、「相手に送る」という自然なコミュニケー
ションです。認知症の人達の環境を整え、再び元の生活に
戻れるようカンファレンスに力が入ります。
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身延町早川町組合立飯富病院
認知症看護認定看護師

宮崎 真理子

昔の思い出ばなし

回生堂病院
認知症看護認定看護師 看護部長

小佐野 智子

元気いっぱいチャレンジします

羽 ばたく 新卒 訪 問 看 護 師
迷いや不安の連続！
新卒訪問看護師、２年目の今

＊

＊

山梨県では、平成26年度から新卒訪問看護師を採用しています。
現在5人が活躍しています。今回は、平成28年度に採用された2人を紹介します。

２年目を振り返って、今！

甲府訪問看護
ステーション
すずかけ

ゆうき訪問看護
ステーション

芦澤 楓

佐藤 有紀

先輩と同行訪問し、その場で相談できる状況が多
かった１年目。２年目となり、単独訪問が増え、バ
イタルに異常はないがいつもと違う。様子をみて大
丈夫なのか？”と迷う時や、体調が不安定な利用者
さんの状況・状態を多角的にアセスメントすること
ができず“訪問看護師として成長しているのだろう
か…？”と考えることもあります。先輩の様に利用
者・家族を支える訪問看護師になりたいと思うもの
の、どうすれば近づくことができるのか、同じキャ
リアを辿ってきた人は少なく、その過程が分から
ず不安です。一方で「いらっしゃい。待ってたよ」
と声をかけて頂くこともあり、嬉しい場面もありま
す。今は一つひとつのケースの病態と生活背景を踏
まえた看護を大切に、訪問看護師としてできること
を先輩から助言を頂きながら学び、利用者・家族の
望む生活を支える訪問看護師になりたいです。

利用者さんとハイチーズ!

新卒訪問看護師として2年目になりました。今、
大切だと思う事は“振り返り、学びを次の実践に
活かすこと”です。日々、利用者さんから得たこと
を、先輩方との情報共有やカンファレンスの時間を
通して、自分の学びを深めています。看護を実践す
るとき、利用者さんやご家族からどのようなフィー
ドバックがあるのかは非常に緊張します。しかし笑
顔や快い反応で返されると嬉しく、逆に上手くいか
なかった場合は次どうするのかを考えることに楽し
さも感じています。利用者さんやステーションの
方々など沢山の方に支えられ成長させて貰っていま
す。感謝申し上げます。
看護師という仕事は、病院だけでなく様々に働く
場があります。だからこそ、例えばどんな看護師に
なりたいのか、どう人と関わり生きていきたいの
か、自分の生き方について考えるチャンスだと思い
ます。後進へのエールとしては訪問看護師になりた
い自分の思いを信じて目指していって欲しいです。

単独訪問の様子

やまなし看護協会NEWS ●
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私の看護師一年目
甲州リハビリテーション病院 看護師

期待のH

男性看 護

望月俊介

私は看護師での業務にあたり、性別差についてはあまり
意識したことがありません。それは看護師の資格を持つと
いうプロの意識を持つことが必要であり、そのもとで業務にあ
たっていかなければならないと考えているからです。しかし、その中で

学校・養成所を卒業して採用１～
看護師の職場での奮闘ぶりや看護

一年目ではなかなかうまく業務ができず悩んでしまうことも少なくはあ
りません。そんな時にはまず自分を客観的に見るようにしています。自
分を見つめるもう一人の自分を作ることで、何ができていないのか、改
善するためにはどうしたらいいのかが見えてくるからです。そして仕事
の時間とプライベートの時間とはしっかりと分けることを意識していま
す。それぞれの時間を大切に
しておくことでストレスにつ
ながりにくく、業務にも集中

男性保健師
として

することができるからです。
プライベートの時間では看護

（

師である母親と話をしたり、

私たちが保健師として働き始

旧友と遊びに出かけたりする

ます。入職した当初は住民の方

ことで自分の思いを打ち明け

さんもいるんだね」と驚かれた

るきっかけにもなり充実させ

ずつですが、顔と名前も覚えて

ることができています。
申し送りの様子

しかけてもらえるなど、楽しさ

師活動を行うことができていま

齢者の方々に人気があるのは男

男性看護師の強み、特徴を
活かした看護をめざして！
山梨赤十字病院 看護師

杉本 和

看護師になり急性期病棟で働き始めてから約半年が経ちました。
当初は日々の業務や病棟スタッフとの人間関係、職場の雰囲気に慣
れるのに精一杯で、毎日があっという間に過ぎていきました。様々な急性期疾患

せん。しかし、今こうして自分

の方々はもちろん、良き先輩な
だと改めて感じています。

まだまだ経験も浅く、悩み、反

ならではの視点を大切にし、「

民の方々のためになるように活

ます。そして、今後は男性の仲

つ、全国男性保健師１１３７分

の患者さんが入院される病棟なので、病態や治療、看護などの学習はとても大変
ですが、プリセプターをはじめとした病棟スタッフに支えられ、振り返りを活か
しながら日々成長できるよう努力しています。
休日は大学時代の同期と会い、近況報告をしあったり、趣味の音楽でリフレッ
シュしたりして過ごしています。
男性看護師は増えていると言われていますが、「看護婦」という言葉をまだ耳
にしたり、患者さんから「先生」と呼ばれたりすることから、看護職は女性の職
業という認識が強いと感じます。しかし、
患者さんには様々なニーズがあり、時に
は男性看護師の方がそのニーズに答えや

中学生に
思春期教育事業
をしている
武井勇介保健師

すいシチュエーションもあると思います。
男性看護師が病棟にいることで、患者さ
んのニーズに答えられる幅が広がるので
はないかと感じています。私はまだまだ
経験が浅いですが男性看護師の強みや特
徴を活かした看護ができるように励んで
いきたいと思います。
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食事介助の様子

HOPE !

護 師 紹介

１～3年目の、
“期待のホープ”男性
護に対する思いを紹介します。

看護師の仕事と
バスケットボール
峡南医療センター富士川病院 看護師

柴 貴大

当院には７人の男性看護師がおり、その中でも一番若く、
身長が 183㎝と高く目立つ存在です。先日、彼の対応で不穏状態の患者様が
落ち着いたということを聞きました。まさに期待のホープである看護師を紹
介します。（看護部長）
私が看護師になって 3 年が経とうとしています。初めは辛いことや大変な
ことが多かった仕事ですが、今では仕事にも慣れてきて、自分がしたい終末
期の看護が実際にできるようになってきました。まだまだ知識や経験の面で
不足していることだらけではありますが、先輩看護師の指導を仰ぎながら自
分なりに患者様と接することができるよう努力をしています。しかし、当然
のように嫌なこともありストレ

北杜市役所 保健師

武井 勇介

北杜市役所 保健師

スを抱えて家に帰ることもあり

大柴 弘之

ます。私はバスケットのクラブ

（趣味はサッカー）（趣味は食べ歩き）

チームに所属しており、汗をか

始めて３年が経過しようとしてい

いて身体を動かすことでストレ

方々からも、「へぇ～男性保健師

スの発散をしています。休日に

たのを覚えています。今では少し

は出かけたりし、なるべく仕事

てもらい住民の方々から気軽に話

とプライベートを分離して過ご

さや、やりがいを感じながら保健

すことで充実した日々を過ごす

ます。特に力仕事や、子どもと高

ことができています。

男性のメリットの一つかもしれま

電子カルテ入力中

分たちが活動できているのも住民

など恵まれた職場環境にいるから

反省することも多いですが、男性

「専門職」として少しでも地域住

活動が続けていければと思ってい

仲間も増えてくれることを願いつ

分の２として 活躍できればと思っ
ています！

看護師１年目の私
山梨県立中央病院 看護師

加賀見 慎太

私は現在新人看護師として山梨県立中央病院６B病棟
で働いています。６B病棟は脳神経外科、耳鼻咽頭科、
口腔外科の混合病棟になります。重症の患者さんも多く大
変なことも多くありますが先輩方や同期の皆に支えてもらい充実した毎日
を送っています。私は両親が看護師をしている影響があり幼いころから看
護師という仕事が身近にあり看護師を志すようになりました。国家試験に
無事合格することができ夢を叶えることが出来ましたが実際に働いてみる

ひとり暮らしの
高齢者の
生活の様子を伺う
大柴弘之保健師

と知識や技術が不足していると痛感している毎日です。
忙しい毎日で疲労も溜まっていきますが休日は家でDVDを見たり友人
と外出したりする時間を作りリフ
レッシュしています。生活リズム
も不規則になりがちですが自分の
健康を守ってこそ患者さんの健康
も守っていけると思うので体調
管理には気を付けています。看
護師としてまだまだ未熟ではあ
りますが日々成長できるように
これからも頑張っていきたいと
思います。

カンファレンスの様子

やまなし看護協会NEWS ●
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シリーズ第5弾

災 害 対 策 「 備 えあれば 憂 いなし 」
「県防災訓練に参加して」

災害看護委員 災害支援ナース 笛吹中央病院

福祉避難所スタッフで情報共有

吉村 仁志

要配慮者の実態把握

平成29年度山梨県地震防災訓練に災害支援ナースとして参加し福祉避難所で支援活動を行いました。
福祉避難所とは、高齢者・障害者・乳幼児・妊婦など一般的な避難所では生活に支障が想定される特別な支援が必要な
要配慮者が避難をされる場所です。
訓練をとおし笛吹市の災害対策や福祉避難所の運営方法、課題を知る事が出来ました。課題や不足している物が多い状
況下においても、災害支援ナースとしてどの様に活動すべきかを考える良い機会となりました。
避難所・福祉避難所における支援では保健師との連携が欠かせませんが、訓練で地元保健師と関わり意見交換を行い、
実災害時の連携方法を確認することが出来たことは大変有益でした。また、平時の顔の見える関係づくりにも繋がり災害
支援ナースの存在を多機関の方々に知ってもらう機会となったため、県の訓練に参加できた事は大きな意味があり成果に
繋がったと考えます。
更に、本当に支援が必要な方であっても、把握できない方をどの様にカバーするか、訪問看護師との連携など地域レベ
ルの話し合いが出来た点も、今年度の地震防災訓練のパンフレットのキャッチコピーに掲げられている「災害に強い地域
づくりのために」に向かって、災害支援ナースの立場や地元医療から微力ながら寄与できたのではないかと考えます。
今回の訓練での成果を、看護協会や自施設の災害対応に役立てると共に山梨県の災害対応強化に役立てたいと思います。

「県民の日」
広報活動から
災害看護委員 災害支援ナース 山梨県立中央病院 6B病棟

三枝晋吾

県民の日に、災害看護委員として災害支援ナースの広報活動を行いました。
災害時に派遣される医療チームといえばDMATの認知は高いと思います。広報
活動中も県民の皆様からは、DMATのことについて質問が多く聞かれました。
しかし災害支援ナースは、発災してから１週間ほど経過したのちに被災した避
難所や病院に主に派遣されるため、発災48時間以内に出動するDMATとは活動
時期、活動場所等にやや違いがあります。そこで質問をいただいた方々へ、避
難所における健康状態の改善や生活環境のフォローのため、災害支援ナースが
派遣されることを伝えました。来訪してくださった方々からは「色んな人が助
けに来てくれるんだね」「心強い」とお言葉を頂きました。 今後、東海地震
は近い将来必ず起きるといわれています。また、風水害、富士山の噴火等、山
梨県でも災害に遭遇する可能性はあります。災害支援ナースの活躍する場が少

県民の日イベント
で普及啓発
OBから
激励のエールを
頂きました。

ないことを願うばかりですが、いざという時に力になれる存在がいるというこ
とをアピールしていきたいと思います。
どうぞ、みなさんも「災害支援ナース」に登録をしてください。
※「災害支援ナース」の登録についての問いあわせは
看護協会まで TEL055―226―4288
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災害支援
ナースベスト

」

災害支援ナースが、11月26日「山梨県地震防災訓練」に参加しました。今年度で2回目となる訓練参
加は、山梨県・笛吹市の応援要請を受け、山梨県看護協会は「福祉避難所」に災害支援ナースを派遣し、
被災者が健康レベルを維持できるように、適切な医療・看護を提供する役割を担いました。
現在、災害支援ナースは、83名が登録しています。 災害支援体制の整備及び災害支援ナースの登録
に、ご理解ご協力をお願いします。

大規模災害訓練を終えて
～地域災害拠点病院としての役割～
笛吹中央病院 看護部長

雨宮 栄子

当院は、峡東地域医療圏における地域災害拠点病院
としての役割を担っています。今年で8回目となる大
規模災害訓練を県と合同で実施しました。災害対策委
員会を中心に、訓練準備チーム・マニュアルチーム・
物品チームに分かれ活動しています。平時からの訓練
が有事への活動に活かされると感じています。今年
度、2隊目のDMATを育成することができました。ま
た、災害支援看護師の登録に7人、国際救急援助隊に
2人と災害医療への関心が高まっています。当院では
※1

AHAトレーニングサイトが設置されており、現在看護
※2

師の半数以上がBLSを取得しています。
今回の訓練では、昨年度の反省を活かし、トリアー
ジタグ、医療搬送カルテの取り扱い、各ゾーンの役

1次トリアージ訓練（START）

割について、全職員対象に訓練前に3回の机上訓練を
行いました。発災から災害対策本部および各ゾーンの
設置まで迅速に行動ができました。またSTARTトリ
アージからPATトリアージへの搬送も有事さながら、
アクションカード（行動を促し、判断を導く活動の事
前指示書）を用いて、役割を遂行していました。被災
者役になった職員も、リアクションを加えながら真剣
に取り組んでいました。約2時間の訓練でしたが、イ
メージトレーニングができたのではないでしょうか。
災害はいつ起こるかわかりません。今後もこのよう

2次
トリアージ
訓練
（PAT）

な訓練を開催し、『職員一人ひとりが何をすべきか』
を考える機会を作っていきたいと思います。

峡東地域/災害拠点病院

広域搬送訓練 小瀬スポーツ公園に搬送
※1 AHAトレーニングサイト：アメリカ心臓協会(AHA)と正式に提携した国際トレーニング組織
※2 BLS：一次救命処置

やまなし看護協会NEWS ●
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52

お互いを認め合い、
役割発揮できるチーム活動

多職種連携によるチーム医療で、
その人らしい地域社会への復帰を
目指して！
！山梨リハビリテーション病院課長 野澤 登美子

当院のある上野原市は山梨県東部に位置しています。
市の人口は約 24,000 人、市域が東西約 15 キロ、南北約
20 キロと広大であり、大部分が河岸段丘と山間部です。
食文化にも特徴がある市ですが、近年、糖尿病患者さ
んの割合が高く、当院では糖尿病プロジェクトチームが
中心となって、糖尿病患者さんへの関わりを展開しています。
チーム活動の一つに、毎月開催している糖尿病教室が
あります。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、検査技
師、理学療法士の多職種職員で構成され、看護師は病棟、
外来、透析室からメンバーに加わっています。
糖尿病教室では当院に通院または入院している患者
さんやご家族の方、糖尿病のことを知りたい方などを対
象としています。教室開催のポスター（写真）を工夫し
たり、演習を盛り込んだり、メンバー同士が意見を出し
役割を発揮していることがこのチームの魅力です。
さらに、看護職員は療養指導やフットケアなど患者さ
んへの個別ケアを展開しています。患者さん一人ひとり
と向き合い、療養生活への支援ができるよう日々、笑顔
で接しています。

当院は、一般科の加納岩総合病院と、精神科の日
下部記念病院をグループにもつ社会医療法人加納岩
の回復期リハビリテーション専門病院です。回復期
リハビリテーション病院の役割として「急性期病院
からの迅速な受け入れ」「必要かつ十分な集中的リ
ハ医療サービスの提供」「可能な限り家庭復帰を推
進すること」があげられています。
その役割を果たすため、入院時から患者さんの退
院後の生活を見据えて、一人ひとりの患者さんに多
職種チームで個別性のあるリハ・ケアを提供してい
ます。リハビリ部門での「できる ADL」を病棟で
生活場面での「している ADL」へと変えていける
ように取り組んでいます。
病棟は、ゆとりと、木のぬくもり、安らぎの空間
を心がけた作りとなっており、病院の理念である「愛
と信頼」のもと、
「いきいき、わくわく、ほがらかに」
を合言葉に、そのひとらしい生活へ一日でも早く復
帰できるように、多職種一丸となって頑張っています。

上野原市立病院看護部長

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№13

和田 優子

査読ってなに？

～より良い論文にするために～

皆さんは、査読という言葉を聞いたことがありますか？広辞苑によると、
「投稿論文などを審査する
ために読むこと」とあります。つまり、研究者が所属学会の学会誌等に作成した論文を投稿すると、そ
のテーマや内容に精通した研究者が論文を読み、審査することです。通常査読者は2人と設定されるこ
とが多いですが、学会によって異なります。
ほとんどの学会では査読の際に、投稿者の所属や氏名はわからないようにして、査読者に論文が渡
されます。投稿者に査読結果を伝える際にも査読者が誰かはわかりません。公平性を保つためにも、お
互いがわからないようになっているのです。
査読者は、学会が定めた選考基準に則り論文を査読します。その結果、総合判定がなされます。
「修
正の必要はない」
「修正すれば掲載可」
「不採択」などの判定結果があります。
「修正の必要がない」場
合は、投稿したままの論文が掲載されることになりますが、修正する必要がある場合、指摘事項（コメ

山梨看護学会委員会
担当／ 平田 良江
（山梨県立大学）
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ント）が付されてきます。査読者が投稿者の論文をより良いものにするために、指摘をするわけです。
この指摘に対し回答し、修正して論文を再提出することになります。再査読は同じ査読者が行います。
査読結果に対してどのような点に注意して修正するかについては、次号でお伝えします。

看護職 確保定着

ナースのママ・パパ
奮闘記

No. 39

息子さんの成長に喜びを感じ、
“ご家族や職場のスタッフ・地域”に
支えられ頑張っている相良明彦さん
を紹介します。

働き続けるために…

～支 え合い ～

韮崎市立病院

相良 明彦

「お昼ご飯は目玉焼きでいい？」
夜勤明け、布団にもぐる私の体をゆすりながら息子が話し
かけてくる。
「パパは両面を焼くんだよね、ご飯は炊いといた
からね」9歳の息子がなんと頼りになる事か、布団の中でニ
ンマリしながら、息子の成長に喜びを感じています。
私は以前、福祉施設に勤務していました。施設での経験、利
用者さんや医療関係者の方々との関わりから一念発起し、
40歳で看護師になることができました。夫婦で看護師とな
り、お互いが夜勤をこなしながらの生活は本当に不規則で
す。子供の送り迎えや、学校行事への参加が難しくなること
もあり、息子には寂しい思いをさせていると思います。我が
家が共働きできるのは、小学校から病棟に帰る息子を笑顔で
迎えてくれる妻の職場や、夜間保育が使えるよう勤務の調整
を図ってくれる私の職場など、私たちの生活を親身になって
支えてくれる職場環境や、もう9年のお付き合いとなるファ
ミリーサポートセンターの活動会員さんの協力、幼いながら
も家族を助けようとしてくれる子供の存在があるからです。
キャリア2年目の私にとっては多事多端な毎日ですが、子
供と過ごす時間を大切にしながら、患者さんの伴走者となれ
るよう、これからも自己研鑽を重ねていきたいと思います。

やまなし看護協会ＮＥＷＳアンケートを実施しました

通常総会時に、看護協会 NEWS に関するアンケートを実施させていただきました。
皆様、ご協力いただきありがとうございました。
アンケート回収数116（回収率：43.1％）

問１ 看護協会ＮＥＷＳをどのくらい見ますか?
ほとんど見ない

5%

ほとんど見ない
記事は全部見る

興味のある記事を
一部見る

問２ 看護協会ホームページを見ていますか?

54%

41%

広報委員会では、看護協会 NEWS を年 3 回発行し
ています。「協会 NEWS を全部見る」「興味のある記
事を一部見る」を合わせると、前年度同様（95％）に
多くの方に目を通していただき、「特集記事」をはじ
め、シリーズ化している記事も読んでいただけていま
した。一方で、ホームページについては、「よく見る」
「ときどき見る」を合わせ 53％、研修の確認に活用し
ているという状況でした。

47%

ホームページを
ぜ ひ 一度開いて
みて下さい!!

よく見る

3%

ときどき見る

50%

今後読みたい記事として、各職場での活動や取り組
み、スキルアップ・他職種との連携・休日の過ごし方
など、多くの意見が寄せられました。広報委員会では、
皆様の意見を参考に、興味のある看護協会 NEWS の
発行、ホームページの充実を目指していきたいと思い
ます。また、ホームページからも意見・感想・要望等
が随時入力いただけます。皆様の意見を心よりお待ち
しています。
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平成29年度
第6回

理事会報告

平成29年9月14日(木)

以下のとおり承認されました。

第7回

協議事項
1. 平成29年度第2回地区支部長と役員合同会議について
2. 研究倫理委員会規程の制定等について

平成29年11月16日(木)

協議事項
1. 平成30年度日本看護協会改選役員・推薦委員候補者の
推薦について

3. 研究倫理委員会委員の選任について

2. 平成30年度日本看護協会通常総会議長団候補者の推薦

4. 育児・介護休業規程の一部改正について

について

5. ハラスメント防止等規程及び職員就業規則等の一部改正に
ついて

3. 日本看護協会長表彰候補者・日本看護協会名誉会員候補
者の推薦について

6. 講師謝金及び旅費支給規程の一部改正について

山 梨 県 看 護 協 会

4. 平成29年叙勲祝賀会について

I N F O R M AT I O N

■ 叙勲受章おめでとうございます。

■「山梨県看護協会
研究倫理委員会」
を
設置しました。

平成29年秋の叙勲受章
「瑞宝単光章」
元 国立病院機構甲府病院看護部長
西 純子様

■ 厚生労働大臣表彰おめでとうございます。
日本看護協会創立70周年記念「厚生労働大臣表彰」
前 山梨県看護協会長
藤巻 秀子様

元 山梨県看護協会専務理事
野田 美千子様

看護の質向上に繋がる
看護研究のさらなる活発
化を図るため、研究倫理委員会を持たない施設の看
護職等が行う研究等を対象に、研究の倫理的妥当性
を審査します。
倫理審査の対象となる研究、申請方法等について
は、ホームページに掲載の「研究倫理申請・審査マ
ニュアル」をご覧ください。

常 識では考えられないような
笑顔と奇跡のエピソードが満載
だからあなたも生きているうち
に読んでください！

■ 地区別看護管理者事業説明・意見交換会
地区名

開催日程

開催場所

『なんとめでたいご臨終』
日本ホスピス協会会長
小笠原文雄

中 北 平成30年 1月29日（月）13：30～16：00 看護教育研修センター中研修室
峡 北 平成30年 1月23日（火）13：30～16：00 峡北支所
峡 東 平成30年 2月 5日（月）13：30～16：00 峡東保健所
峡 南 平成30年 1月24日（水）13：30～16：00 峡南保健所 2階会議室
富士・東部 平成29年12月11日（月）13：30～16：00 大月市立中央病院 別館2階会議室

▲

▲

おすすめの一冊！

● 平成30年5月11日
第40回 山梨県看護大会において、
「小笠原文雄
先生による記念講演」実施予定です。

※富士・東部地区の説明会は終了しました。

■ 公益社団法人山梨県看護協会

平成30年度 通常総会は
【 表紙スナップ・湯村温泉病院】

回復期リハ2B病棟専任スタッフ
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当院は「患者様の社会復
帰を促すことを使命として、
医 療・看 護・リハビリテ ー
ションの質の向上に努めま
す。」を病院理念として、地
域に根ざしたリハビリテー
ション病院として、各専門職
が協働しています。

平成30年6月23日（土）です

編集後記
協会員の皆様、いかがお過ご
しでしょうか。
「 期待のHOPE」
では採用3年目までの男性保健
師・看護師を紹介しました。今後
も新しい企画を考えていきたい
と思いますのでご意見、ご要望
をお寄せください。

