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笑顔スナップ

富士山に見守られ、
日々奮闘する
訪問看護師さん

第１回 三職能合同研修会開催報告

奨励賞受賞者３人からのメッセージ

2
3
3

シリーズ 災害対策
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平成29年度 山梨看護学会開催

富士北麓
訪問看護ステーション

日頃の安全管理や対策が重要！！
平成２９年度支援団体統括者セミナー研修報告から

うちの職場自慢 その53
シリーズ 看護研究のコツNo.14
ナースのママ・パパ奮闘記 No.40
シリーズ Topic＆Information
平成29年度 理事会報告
INFORMATION／編集後記

ステーションメンバー
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山梨県看護協会への
入会手続きはお早めに!!

（

山梨県看護協会会員数 5,629人（平成30年3月4日現在）
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三職能の連携強化事業として、
第1回 三職能合同研修会 報告
～顔の見える関係づくり～ を開催しました！
保健師職能委員 上田 美穂 (早川町)

看護職が期待されています！
住民の幸せのために 三職能が連携しましょう!
《国が目指す姿》人生100年時代を見据えた地域社会の実現
どこに住んでいても、誰もが、適切な医療・介護を安心して受けられる地域社会の実現
(地域包括ケアシステムの構築)
《看護の将来ビジョン》いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護
「医療」
の視点と「生活の質」の視点
双方の視点を持ち活動する看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)の私たちは、
今後更に連携を
強化し、
「どのような健康状態でもその人らしく暮らしていける」地域社会の実現のため、生涯に
わたり生活と保健・医療・福祉をつなぐ看護活動を推進していかなければなりません。
平成29年12月16日(土)、初めての三職能合同研修
会を「患者・住民を災害から守るための看護職の役
割とは～災害時の看護職間の連携について語り合お

ること、課題だと感じていること」を自由に話し、
聴き、模造紙に書き込んでいきました。
お互いの課題を知ったり、自分の立場でできるこ
とはないかを考えたり、平常時の準備や訓練の状況

う！～」というテーマで開催しました。
日頃の災害に関する取り組みについて、それぞれ
の職能の立場で、望月みち子保健師（南部町役場）、

等の情報交換をしたりと、初対面とは思えないほど
活発な話し合いがされていました。

井上裕子助産師（白州助産院つきのゆりかご）、小林

研修後のアンケートでは、99％の方が「他職能

加奈看護師（山梨県立中央病院）から報告がありま

の取り組みや役割でわかったことがあった」と回答

した。

していました。「職場の取り組みの参考になった」

その後、聖路加国際大学 佐藤直子先生がファシ

という感想と同時に「三職能の協力、連携が必要」

リテートし、「ワールドカフェ」方式のグループ

との声も多く、いつもより大きな視点で看護を考え

ワークをしました。おしゃれなBGMが流れる中、

る機会となりました。

三職能が入り混じり、「災害に備えて取り組んでい

●

▲

ワールドカフェの様子 保 健師 41人、助産師10人、看護師 48人、准看護師 3人 計102人が参加しました。
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平成 29 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

「健やかに生きる～山梨で、今、看護職ができるこ
と～」のメインテーマのもと、平成29年度山梨看護
学会を12月9日（土）に開催しました。県内各施設から
は、40演題（口演22題・示説18題）と、例年になく多く
の演題応募をいただきました。群分けは退院支援、ケ
アの評価、業務評価、看護管理と多岐に渡り、参加者
は、看護学生、スタッフ、看護管理者などさまざまな
看護職357人が集まりました。特に44人の看護学生は、
積極的に質問や感想を述べて会場を盛り上げてくれま
した。
発表演題40題の中から看護研究奨励賞に、武田真
弓さん（甲府共立診療所）、天野朋恵さん（笛吹中央病
院）、山本理衣さん（山梨県立北病院 ）の3名が選ばれま
した。日々の業務に対する着眼点や、疑問を深く追求
する気持ちと研究プロセスは学ぶべきものがありました。
これから研究発表を目指す方々のために、ミニレク
チャー「査読なんて怖くない！－査読を活かしてよ
り良い発表を目指そう－」を開催し、多くの方々がメ
モを片手に受講していました。ミニレクチャーや協会
ニュースの「看護研究のコツ」などを活かして、本学
会に発表される方が増えることを期待しています。
特別企画では、県内の看護職の皆さまがリフレッ
シュできるよう、「健やかに生きるためのあなたに似
合う色選び」を企画しました。講師に山梨英和大学メ
イプルカレッジカラー講座講師の中澤諄子様をお招き
し、実際にカラーサンプルを使いながら、色が与える
印象や自分に合った色の選び方などを教えていただき
ました。
特別講演では、講師に東京大学大学院 医学系研究科

講師：
近藤尚己先生

看護協会長

示説発表

公共健康医学専攻 健康教育・社会学分野 近藤尚己先生
をお招きし、「健康格差に立ち向かう～山梨の地域性
を活かして～」と題して講演をいただきました。先生
は、病院で治療を行い元気になって退院する患者が、
すぐに体調を崩して再入院してくることに医師として
ジレンマを感じ、地域社会や家族の生活の中に健康を
左右する原因があることを追究し続けています。医学
生時代を山梨で過ごした先生は、山梨の無尽といった
独特の風習や、地域の人々の結びつきが健康維持に役
立っているということが分かったそうです。気さくで
ユーモラスな人柄が会場全体を温かく包み、楽しく、
興味深く講演を聞くことができました。
山梨看護学会委員会では、県内の看護職の皆さまが
健やかに、活き活きと働けるよう、看護研究の支援を
するとともに、本学会がエネルギーを注入できる場に
なればと思い取り組んでいきます。県内看護職の皆様
には、このように盛大に学会が開催できたことを感謝
し、今後も山梨看護学会を盛り上げていけるよう、ご
協力をお願いいたします。

平成29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。

高齢慢性心不全患者の
再入院予防に向けた看護

～外来への移行期における支援に
焦点をあてて～
甲府共立診療所

武田真弓

今回は、高齢心不全患者に対する退院後
のきめ細かな関わりが再入院予防につな
がった事例を報告させていただきました。
現在、私は外来に勤務しており、在院日数
短縮のなか、心不全患者に限らず、外来看
護の重要性を感じています。今回の取組み
に留まらず、今後も外来看護や地域との連
携について、深めていきたいと思います。

術後口腔不快軽減につながる
手術室看護師の取り組み

～マウスリンスとジェルを
使用したケア～

笛吹中央病院

天野朋恵

今回の研究では、術後口腔不快を訴える
患者さんに対し、手術室退室前に口腔ケア
を実施し、術後口腔不快を訴える患者さん
は軽減しました。患者さんは麻酔が覚めた
後から、様々な苦痛が始まるため、患者さ
んに寄り添い、術後を踏まえた手術看護を
継続して行いたいと思います。

精神科慢性期病棟における
喫煙時間半減化に向けた
取り組み
山梨県立北病院

山本理衣

禁煙への取り組みが社会の流れの中で必
要と思う一方で精神科患者の喫煙はやむを
得ないあきらめ感もありました。今回、健
康被害から患者を守るという視点で患者の
特性をふまえ禁煙時間半減化ができ全面禁
煙に至りました。諦めずに皆で協力した結
果です。日頃の実践を研究的視点でまとめ
発表することの意義を改めて感じました。
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日頃の安全管理･対策が重要です！
医療事故調査制度「支援団体統括者セミナー」
医療安全推進委員 浅野 桃子（笛吹中央病院）
に参加しました
平成30年1月13日、14日の二日間、日本医師会主催の医療事故調査制度(以下：事故調)「支
援団体統括者セミナー」が開催されました。
事故調の報告対象は、「医療に起因する死亡また
は死産」で、「当該死亡または死産を予期しなかったもの」です。報告の決定は病院管理者が
行いますが、届出の対象が何かを医療従事者は理解する必要があります。セミナーでは、事例
を基に、事故調の報告対象か否かについて、グループワーク（医師6人、看護師3人）を行いま
した。事故が起きた際の背景等が文章だけでは読み取れず、問題となったと考えられる様々
な事柄が複雑に隠れている事を考えると、文章だけでは明確に断定はできないというのが参
加者の意見でした。
同時に、
聞き取り調査の重要性を再認識しました。
調査を行う上でのポイントを以下に挙げますが、重要なことは、「当事者
は第二の被害者であるという認識を持ち、共感的態度で接する」「聞き取り
調査は段階的に行うこととし、まずは事実関係の確認程度にとどめ、誘導
尋問に傾かないように留意する」です。

事実確認を行っていく上でのポイント
1．検査値や画像、生体モニターの値など客観的に説明
できるものを準備する。
2．診療録に記載されている事実が重要。主観的な事柄
と客観的な事柄に区別する。
3．診療録には記載されていない、ヒアリングにより判
明した内容が事実として認定してよいかの検証が重
要になる。この事実確認の認定に誤りがあれば検証
や再発防止策に影響を与えるので慎重に行われなけ
ればならない。

聞き取り調査でのポイント
1．聞き取りの実施時期は、原則として事故の記憶が薄
れていない早期に設定する。
2．聞き取り対象者を設定する(直接的・間接的に関わっ
た医療従事者)。
3．聞き取りは原則として個別に実施する。同一内容の
聞き取りを大勢のスタッフに対して行う場合は、質
問紙などの方法も検討する。
4．聞き取りの順序は、事故との関係の少ない者から行
うよう決定する。
5．聞き取り内容を決定する。事故発生時の状況や診療
記録などから経過を把握した上で、対象者ごとに項
目をまとめる。
6．聞き取りに必要な知識や経験を有している者を実施
者（医療安全担当者、院内調査委員会の委員、医療対
話推進者など）
とし、聞き取りの役割分担を決定する。
4
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7．実施する場所は静かな個室とし、対象者が話しやす
いような座席の配置を決定する。
8．診療記録のコピー、業務マニュアルなど、必要に応
じて準備する。
9．聞き取りを実施する。
10．後日、聞き取り対象者に聞き取り結果の確認をする。
詳細は、日本医師会ホームページ「研修ワークブック
院内調査のすすめ方2017年度ver.1.2」をご参照ください。

医療安全出前研修承ります!!
★人はなぜ間違うの？
★なぜ、インシデントが起こったの？
★どうしたら情報共有が上手くできるの？
みなさんのご要望にお応えし、医療安全管理を実践
している看護師が、研修会を企画・実施いたします。
是非、施設内での医療安全研修としてご活用下さい。
※研修日時、場所、内容のご要望等につきましては、
山梨県看護協会までご連絡下さい。

診療所
対象施設 （診療所以外の施設は、
応相談とさせていただきます）
開催期間 随時
講師
講師料

山梨県看護協会 安全推進委員

（県内病院のリスクマネジャーを担っている方々）

無料

山梨県看護協会 教育部

お問い
TEL：055-236-5050
合わせ先

メール：y - k y o i k u ★y n a .o r . j p

※スパムメール対策のため、
「★」を「＠」に置き換えてください

シリーズ 第6弾

災 害 あなたの力が必要です！
対 策 災害支援ナースに登録を！
皆さん、
「災害支援ナース」ってご存知ですか？
大規模自然災害が発生した際に、被災地へ派遣され看護支援活
動を行う看護師の事を指します。2011年に発生した東日本大震災
や2015年の関東・東北豪雨、2016年の熊本地震など様々な自然
災害において日本看護協会及び山梨県看護協会傘下の元、多くの
災害支援ナースが派遣され活躍しています。
《活動場所》
原則、被災した避難所・福祉避難所、医療機関・社
会福祉施設等です。

《災害支援ナースとは》
大規模自然災害発生時に、被災した看護職の心身
の負担を軽減し支えるよう務めると共に、被災者が
、被災地で適切な医
健康レベルを維持できるように※1
療・看護を提供する役割を担う看護職のことです。
都道府県看護協会に登録されます。
災害支援ナースの災害時の看護支援活動は、自己
完結型を基本としています。

《活動時期と派遣期間》
発災後3日以降から1か月間が目安。
個々の派遣期間は、3泊4日(移動時間を含めて)
★強制派遣ではなく、勤務している病院等での勤務
調整が行える場合に派遣となります。

※1 看護職とは 保健師・助産師・看護師・准看護師

《登録方法・条件》
・山梨県看護協会会員であること・実務経験3年以上
・災害看護研修を受講していること
・登録後フォローアップ研修を受講すること

《役割・仕組み》
※2
災害の規模に応じて「レベル1・2・3」の区分に
より災害レベル毎に定められた方法で、日本看護協
会または、山梨県看護協会が災害支援ナースの派遣
調整を行います。

平成30年度「 災 害 看 護 研 修 」
日程7月25日・26日 受講料（今年まで）1,000円

※2 レベルとは
レベル 1（単独支援対応）
被災県看護協会のみで看護支援活動が可能な場合
レベル２（近隣支援対応）
本協会のみでは困難または不十分であり、近隣県看護協会
からの支援が必要な場合
レベル３（広域支援対応）
近隣県看護協会のみでは困難または不十分であり、活動の
長期化が見込まれる場合

1995年阪神大震災後に日本看護協会が作った制度。
登録者 9,345人（平成29年3月末現在）
保健師(115人) 助産師(177人) 看護師(8,867人)
准看護師(190人)
本県は現在 81人！目標 200人

編集：災害看護委員会 (吉澤直美、北村与志子、名取陽子、吉村仁志、三枝晋吾、山本雅弘）

山梨県看護協会災害支援ナースの登録と研修
日本看護協会主催
「災害医療と看護【基礎編】」開催日数2日(12時間)
研修目的：災害医療と看護の基礎編と位置付け、災害支援に必要な災
害医療と看護の基礎知識及び災害発生時から長期的支援について学ぶ。

災害支援ナース指導者養成研修
平成23~25年に開催/開催日数2日(12時間)
研修目的：災害支援ナース育成研修(実務編)の企画、実施及び評価ができる。

「災害医療と看護【基礎編】」開催日数2日(12時間)
インターネット配信研修(オンデマンド)
※上記日本看護協会主催の研修内容と同様

「災害支援ナース育成研修【実務編】」
※現在山梨県看護協会では実施していません

山梨県看護協会
災害支援ナース登録条件
①協会会員であること
②実務経験3年以上であること

災害支援ナース登録
「災害支援ナースフォローアップ研修」
開催日数1日/年

③左記「災害医療と看護【基礎
編 】」を受講していること

④災害支援ナース登録後フォロー
アップ研修を受講すること

山梨県看護協会主催
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熱いハートで支え、支えられて
看護力は地域でも100％です
介護サービスセンター ハートフル塩山

古屋美代子

病室のナースコールブザーを呼び出し用携帯に、
病棟の廊下を地域の道路や庭に変えて、そして患者
さまは、お住まいの地域・自宅で笑顔の生活者であ
ると考えています。看護師の活躍できる場所はここ
にもあることをとても自慢に思っています。私たち
は在宅で生活している方々にめぐり合って、関わら
せて頂きながら日々学ばせていただいております。
喜びや悲しみ、時には心配事を共にして寄り添いな
がら頑張っています。人が普段通りの生活が送れる
自宅で安心して暮らせることが目標です。その分責
任も重く受け止めています。そんな私たちの活動を
山梨厚生会グループは支えてくれています。居宅介
護支援・訪問看護・訪問入浴・デイサービスが事業
内容です。
病床の機能分化から地域連携、在宅医療や介護の
推進、医療や介護の従事者を確保する中で看護師は
中心となって多職種のメンバーと協力しつつ、適正
で一番のサービスを提供したいと考えております。

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№14

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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「自ら考えることのできる看護師」
の育成を目指して！
帝京山梨看護専門学校 専任教員

白川恵美子

本校は、甲府駅北口に位置する3年課程の看護専門
学校です。全学年240名の学生を18名の看護教員で指
導にあたり、基礎看護、成人老年看護、母性小児看
護、在宅精神看護の分野に分かれ、それぞれ授業、
演習、臨地実習を担当しています。本校の教員は皆
熱く、授業や実習指導に様々な教育方法を取り入
れ、常に全力で取り組んでいます。シミュレーショ
ンモデルやDVD教材を活用したり、グループワーク
を取り入れ、グループダイナミクスを活用したり、
課題への理解が深まるように教授方法を工夫してい
ます。また、学生の自治会活動にも積極的に参加
し、一緒に行事を楽しむことで、学生と親しみある
関係が築けています。
近年、少子高齢化など様々な社会状況を受けて
「人の役に立てる仕事」「一生働ける仕事」として
看護職を目指す若者は増加傾向にあります。そのよ
うな中、学生のニーズに応えられる看護学校になれ
るよう、教員一人ひとりが自己研鑽に努め、新しい
文献や教材を取り入れて学習環境を整え、看護教育
に取り組んでいます。

査 読 結果が 手元に届いたら
今回は、査読結果が手元に届いた後、研究者が行うことについてまとめてみました。12 月の山梨看護学
会のミニレクチャーでも取り上げましたが、査読を怖がる必要はありません。査読結果は、研究者の研究を
より良くし、投稿に結びつけるためのコメントです。内容に一喜一憂することなく、査読者が指摘した内容
をまずはよく読み確認しましょう。査読者の指摘は何か？それを修正する必要があるのか？修正するとすれ
ばどのように行ったらよいか？など検討しましょう。そして、検討に基づいて一つひとつ論文を修正します。
それと同時に、査読者宛に「回答書」を作成しましょう。
査読者の指摘について、もっともな指摘であると思い、納得して修正する場合は「査読者のご指摘を受け
○○のように修正しました」と、修正した箇所がわかるように具体的に回答しましょう。修正する必要がな
いと考えた場合についても、なぜ研究者が修正をしなかったのか、その根拠を示す必要があります。「査読者
のご指摘にありました内容については○○のように考え、修正を致しませんでした」など、理由を明記しな
いと、研究者の意図が伝わりません。書面のみのやりとりですから、お互いの意図するところが相手に伝わ
るように、具体的に記載しましょう。
査読者に敬意と感謝を表し、感情的になることなく修正することでより良い論文となります。頑張りましょう。

看護職 確保定着

働き続けるために…

ナースのママ・パパ奮闘記
原動力なタカラモノ

No. 40

お子さんの会話・笑顔・「ありがとう」
を原動力に活躍中の笑顔のステキな、
依田恵里香さんを紹介します。
公益財団法人身延山病院 看護師

依田 恵里香

子供達と過ごす時間は、私にとってかけがえのない宝物です。これまで、その時
間を最優先に考えパートとして勤務していましたが、上司の後押しもあり、子供の
成長を機にパート勤務から常勤になりました。勤務体制にも配慮していただいてい
るおかげもあり、子供達の行事を変わらずに大切にすることが出来ています。
普段の生活は、3 人の子供をせわしなく送り出す朝から始まります。帰宅後は習
い事の送迎や家事等でバタバタし、気づけば寝かす時間。目まぐるしく過ぎている
毎日ですが、
子供達との会話や笑顔、
そして「ありがとう」の言葉からパワーをもらっ
ています。
子供達の成長していく力強さ、家族の支え、同僚の優しさや心配りにとても助け
てもらっています。
大切な子供達が私の原動力です。そして、共に頑張り支えていてくれる仲間が職
場にいます。親しみやすく温かな恵まれた環境で、看護師として続けられている事
に感謝しています。
支えてくれている方々への「ありがとう」の気持ちを忘れることなく、子育ての
「今」しかない時間をこれからも子供達と楽しみ大切にしていきたいです。仕事も
子育ても、子供達の頑張る姿に負けないよう、私らしく充実させていきたいです。

★
★ ★

Topic & Information

南アルプス市健康リーグ
事業について

★

★ ★

南アルプス市役所
保健師 長谷部 裕子

南アルプス市では、平成29年度からスマートウエル

を付与するものです。健康づくりは行政だけではな

ネスシティに加盟し、市民が「健康」を通じて主体的

く、市民や関係機関等と連携を図ることが重要です。

に健康維持、社会参加するための仕組みづくりとして

今後もこの事業を通じて市民と地域の健康づくりに取

健康リーグ事業を開始しました。この事業は行政だけ

り組んでいきたいと思います。

ではなく市内の企業、団体などが連携し、健康づくり
からまちづくりを推進していこうとするものです。
具体的な内容として、一つ目は「補助金交付」が
あります。市民の健康づくりに積極的に取り組んだ
企業、団体などに対して補助金交付を行います。対
象となった取り組みとしては「フォトロゲ南アルプス
市」があります。風景、歴史に親しみながら街を歩く
観光型スポーツで大勢の方が参加されました。二つ目
は「健康ポイント事業」です。市の健診、健康教室、
生涯学習講座など健康に関する事業に参加した市民に
は、南アルプス市商工会が発行するカードにポイント

やまなし看護協会NEWS ●
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平成29年度
第8回

理事会報告

平成30年1月18日(木)

以下のとおり承認されました。
平成30年3月15日(木)

第10 回

協議事項

協議事項

1. 平成30年度重点事業について

協会組織運営について

2. 平成30年度スローガンについて

1. 平成30年度事業計画について

3. 平成30年度理事会・地区支部長役員合同会議等開催について

2. 平成30年度資金収支予算及び収支予算について

4. 平成30年度日本看護協会通常総会一般参加者について

3. 平成30年度地区支部事業計画について

第9回

4. 平成30年度地区支部収支予算について

平成30年2月15日(木)

5. 平成30年度常任・特別委員会諮問事項について

協議事項

管理的事項について

1. 平成30年度重点事業推進計画について

1. 平成30年度山梨県看護協会通常総会プログラムについて

2. 平成30年度事業計画について

2. 平成29年度補正予算について

3. 平成29年度第3回地区支部長と役員合同会議について

3. 非常勤職員就業規則等の制定について

4. 山梨県看護協会個人情報保護規程等の一部改正について

4. 職員の再任用に関する規程の制定について
5. 事務局組織規則の一部改正について

山 梨 県 看 護 協 会

I N F O R M AT I O N
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 30 年度

＊ ＊

通 常 総 会 を開催します
♪
開催日時 平成30年６月23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
7月7日（土） 13：0０～17：00

♪

バイオリンの那由多・ギターの哲也
インストゥルメンタルデュオ

NYT

「いつも身近に感じられる」

ミニ・ミニコンサート

■ 山梨県看護協会の
ロゴマークが商標登録されました

助産師職能交流集会
6月30日（土）9：0０～14：30

看護師職能交流集会
6月30日（土）8：3０～15：00

■「Facebook」始めました！
山梨県看護協会の

“今”
がわかる つながる

登録日：平成30年1月12日

「山梨県看護協会」で検索！！

■ 第40回 山梨県看護大会

■ フェスタ看護
《 看護週間 》平成30年5月6日(日) ～ 5月12日(土)
メインテーマ
5月12日は看護の日

日時：平成30年5月11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》なんとめでたいご臨終

【 表紙スナップ・富士北麓訪問看護ステーション】

講師：小笠原文雄先生
(日本在宅ホスピス協会会長・小笠原内科院長）

「看護の心をみんなの心に」

雄大な富士山と熊の笑顔を毎日眺めな
がら「 明るく・温 かく・安心」をモットー
に、日々仕事を行っています。職場内はい
つも笑顔があふれて楽しい職場です。

ステーション
玄関の中に飾
ってあります。
皆を笑顔で迎
えています。
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～おひとりでも、
在宅看取りは叶えられる～

編集後記
新年度になり、それぞれの場で意欲新たにご活躍のことと思い
ます。今回は、三職能合同研修報告・第2弾のTopic＆Information
では地域の保健師さんの活動を紹介させていただきました。人生
100年時代を見据えた地域社会の実現のために、三職能の連携が
期待されています。協会ニュースでは、皆様に様々な取り組みや
情報をお伝えできるよう努力していきたいと思います。

