URL http://www.yna.or.jp
URL http://www.yna.or.jp

看護協会 NEWS
発行／公益社団法人 山梨県看護協会

2019

4

月

Vol.114

〒400-0807 甲府市東光寺2丁目 25-1 TEL（055）226-4288 FAX（055）222-5988
発行責任者／古屋玉枝 印刷／有限会社クリップ

笑顔 ～
～
スナップ～

新府桃源郷より八ヶ岳を望む（韮崎市中田町）

恵信韮崎相互病院
地域に愛される病院になるように
思いやりと真心をもって、
看護実践しています。
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▲

外来スタッフです。

▲透析スタッフです。

平成30年度 理事会報告

INFORMATION／編集後記
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看護職のあなたをサポート
会員特典もいろいろ!!

山梨県看護協会への
入会手続きはお早めに!!
▲療養病棟スタッフです。

▲一般病棟スタッフです。

山梨県看護協会会員数 5758人（平成31年3月17日現在）

研 修 報 告 いろ いろ
平成30年度 看護講演会

准看護師制度について ～安全で安心できる看護の提供をめざして～
日本看護協会 看護開発部 太田真里子部長の講演会を開催しました。講演に先立ち、白砂美奈子准看護師理事か
ら、全国准看護師担当者会議の報告がありました。参加は、看護管理者、准看護師、看護学生等58人でした。
今年度は、2部構成で、講演会終了後は、「准看護師のつどい」を、准看護師39人の参加を得て、グループワークを
中心に、日頃の看護で感じていることや、悩みなど活発な話し合いが行われました。看護管理者と准看護師2人一緒に
参加された、しもべ病院の2人に研修に参加しての思いや感想を寄せていただきました。

准看護師
について

山梨県で就労する准看護師数2,193人(2016年衛生行政報告例) ● 全看護職中約2割を占めている。
看護師と准看護師は、法律に定められている「 業 」が異なり、教育内容も異なる。
● 看護職には、保健師、助産師、看護師、准看護師の4つの資格があり、それぞれに名称独占・業務独占の規程がある。
●
●

認定看護師の実践力を支える事例検討会
峡東地区の「専門・認定看護師による自主研修会」の様子
を報告していただきます。 認定看護師制度は、1995年に
発足して20年が経過しました。 今後は、新たな社会ニーズ
への対応をめざし、2025年の超高齢社会による医療や介
護の需要増大を鑑み、質の高い医療・介護などのサービスが
必要な時に切れ目なく提供され、在宅や地域医療の充実に
も貢献できるように、認定看護師制度を基盤に特定行為研
修を組み込んだ新たな教育や役割に発展させ、認定看護師
制度を再構築することとなりました。（1月末現在、本県の
認定看護師数は、228人、特定行為研修修了者は3人）
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山梨リハビリテーション病院
認知症看護認定看護師

中村 まゆみ

認知症者の尊厳を大切に“ その人らしく生きる”を
支えたいと、実践力の向上を目的に2ヵ月に一度、定
期的な事例検討会をしています。参加者は資格取得後
5年未満の峡東地区を中心とした病院・施設に所属す
る老年看護専門看護師と認知症看護認定看護師11名で
平日の夜19時から21時までの2時間、現場で悩んだ事
例を持ち寄っています。事例検討会では「認知症者・
家族の思い」に焦点をあて、実践で気づけなかった情
報や思い・行動や言動の変化を読み解き、その人らし
い生活の支援や思いに寄り添う看護ができたのか検討
しています。老年看護専門看護師にはアドバイザーの
立場で参加してもらい、困難事例に対して活発な意見
交換を行い2時間の検討会も毎回あっと言う間に過ぎ
てしまいます。互いの意見交換で専門的な視野が広が
り、自己の実践力を高めることに繋がると共に、専門
看護師・認定看護師との横の繋がりが活力となりま
す。認知症者が安心して生活できるように今後も事例
検討会を重ねて行きたいと思います。

～みなさんの職場でも考えてみませんか？～
准看護師制度に対する当院の
大きな課題 ～看護管理者の立場から～
しもべ病院総看護師長

准看護師制度についての
講演会とつどいに参加して

望月 栄子

しもべ病院准看護師

「准看護師制度について」日本看護協会
太田真里子先生の講演会に参加しました。
看護職には、それぞれ名称独占・業務独占の規定があり、
その規定に基づいて業務を行わなければなりません。
しかし当院では、看護師の数より勤続年数の長い、経験豊
富なベテラン准看護師が多く、中心的な立場にあります。看
護師も年齢層が幅広く20代の若い看護師もいる中で、若い
看護師が果たして、指示を出すことができるだろうか…とい
う戸惑いがあります。一人ひとりの性格や、能力的な事を考
えると、一線を引くことはかなり難しいのではないかと思い
ます。看護部という一つの組織が今までのように、協力体制
の中で出来るだろうか、という不安もあります。看護師と准
看護師の教育の基本的な考えは、理解はしているものの、看
護職員が不足している現状の中で、准看護師のできる業務と
できない業務を分けてしまうことは、非常に厳しい状況と
なってしまいます。今後、准看護師制度を看護職員に定着さ
せるためには、看護職員一人ひとりが制度を理解し、納得す
ることが重要だと考えます。今回の看護講演会に参加したこと
は今後、制度を振り返る良い機会になったと感謝しています。

看護師職能研修会
看護師職能研修会
（領域Ⅰ）
では、平成31年1月17日
（木）
160人の参加により、講師に、「抑制０」の実践をした、
金沢大学付属病院 診療従事者 前副院長兼看護部長 小
藤幹恵氏を招へいし、『抑制をしない看護を実現するた
めの取り組み』について講義をいただきました。 研修の
“ねらい”は、倫理観を高め自施設で抑制をしない看護を
考え行動に移せる学びができる。 研修に参加した、山梨
赤十字病院 渡辺久子さんから報告をしていただきます。

外野 直美

私は今回この講演会とつどいに参
加して、多くの学びと友人を1人得るこ
とが出来ました。普段、他施設の准看護師の方々と交
流することがないため、このように同職種の多くの方
と集える機会は非常に貴重だと嬉しく思いました。
つどいでは、緊張していたのは初めだけですぐに打
ち解け、8つに分かれたグループの皆さんがそれぞれ
活発に意見交換をし、日頃の思いや考えを話し分かち
合うことができました。
特に心に残ったのは講師の太田先生の「准看護師
は、看護師になる途中のものではなく、決して未熟な
ものではない」という言葉です。
私の勤務する病棟では多くの准看護師の先輩が活躍
しています。長年培ってきた経験をもとに、確かな技
術と知識で患者さんのケアを日々行っています。准看
護学科の教育課程では習わないことも臨床の現場では
多々求められます。そのため、常に向上心を持ち、資
格にとらわれず院内・外研修、自己学習を通して自己
研鑽に努めることが大事だと強く感じました。

「抑制しない看護を考える～患者の
尊厳を守るために～」を聴講して
山梨赤十字病院 看護副部長

渡辺 久子

私は、病院の専従リスクマネジャーと
して、医療安全活動を推進しています。
報告されるインシデントレポートの上位項目を、
転倒・転落、ドレーン･チューブ類の自己抜去などが占め
ており、再発防止策として「ミトンを確実に装着する」
「離床センサーの使用」「ベッド柵の検討」等の抑制行為
が挙がってくるという現状です。しかし、治療が安全かつ
確実に実施されるために行われている状況であることも否
めません。高齢化とともに認知機能の低下やせん妄状態と
なる患者は増えており、対応に苦慮しているスタッフを目
にすると「安全確保＝抑制」はやむなし！と思う反面、や
はり「何とかならないか」と考えることが度々です。
今回研修に参加し、成功事例を通しての講義に「何とか
ならないか」から「チャレンジする」行動に移すことに価
値がある、と気づかされました。患者をしっかり観察し、
リスクを把握する「気づく力」と「見守る環境づくり」、
そして看護職だけでなくチーム全体で取り組むことが、身
体抑制低減に繋がるのだと感じました。
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平成30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

横森いづみ

平成30年12月8日(土)に「健やかに生きる～看護職と
して活き活きと働き続けるために」をメインテーマに、平
成30年度山梨看護学会を開催しました。学会には山
梨県内の看護職328人（看護学生41人を含む）が参加
し、研究発表のほか特別講演、企画を行いました。
研究発表では県内各施設から31演題（口演19題、示
説12題）の発表がありました。「退院支援」「看護管
理①②」「看護実践①②」「周術期看護①②」「家
族支援」「看護の質改善」「健康教育」の7部門10群
に分かれ、各会場ともに活発な討議が行われ、新た
な気づきや発見の場となりました。そして発表演題
31題の中から、甲府城南病院の宮下美恵さん、身延
町役場の堀内美保さん、山梨赤十字病院の松島美由
起さんの3題が看護研究奨励賞に選ばれました。この
3題は、日々の業務を客観的に評価し、より質の高い
看護の提供を目指し取り組まれており意義のある内
容で、大変学ばせていただきました。
企画はメインテーマにちなみ、活き活き働き続け
るうえで欠かせない、こころと身体の健康について
「笑いでセルフケア －心もからだもスッキリ！－」
を企画しました。 講師に日本笑いヨガ協会代表の高
田佳子先生をお招きし、笑いを取り入れたエクササ
イズを教えていただきました。ポジティブな言葉と
一緒に体を動かすことで気持ちが軽くなり、参加者
の表情が明るくなり、会場全体が笑いであふれまし
た。普段不足しがちな笑いの大切さを感じた企画と
なりました。
特別講演は健康科学大学健康科学部教授の金 信敬
先生をお招きし「病は気から～気らく運動で元気に働

高田佳子先生

金信敬先生

こう～」と題し、講演をいただきました。先生は中国
の気功に精通し、誰にでも簡単に気を取り入れられ
る「気らく運動」を広めています。手から流れ出る気
の流れについて知ることが出来ました。それは、手を
当てて看ることを職業としている私たち看護職にとっ
て、手の持つ力をあらためて再認識することが出来た
時間でした。楽しい時間を過ごすことができ、活気の
ある学会であったと思います。
山梨看護学会委員会では、県内の看護職の皆様が健
やかに、活き活きと働き続けられるよう、看護研究の
支援を通し、皆様が日頃の取り組みを共有する身近な
場として今後も活動していきたいと考えています。
県内の看護職の皆様には、このように盛大に学会が
開催できましたことを感謝申し上げるとともに、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
い申し上げます。

平成30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。
回復期における
終末期患者の
退院支援

白ごま油を用いた
眠前の口腔ケアの
効果

効果的な
保健事業を
目指して

～帰りたい想いに向き合って～
甲府城南病院 回復期リハビリ

宮下 美恵

研究において、退院支援は患者と家
族の人生の方向性を左右させる重要な
関わりであり、互いの想いを明確にし
ていく事、自己決定できる環境を作っ
ていくことが大切であるとわかりまし
た。また、多職種と連携を図る事で、
患者・家族の想いに近づけた支援がで
きる事を学びました。今後も、より良
い退院支援を目指していきたいです。
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身延町役場 保健師

堀内 美保

平成29年度看護協会看護研究研修
を受講し、内田一美先生にご指導いた
だいたおかげで発表できました。深く
感謝申し上げます。
今回、慢性腎臓病予防事業評価につ
いて研究しました。成果を踏まえ事業
の改善充実に努めています。今後も、
探求心を持続し地域住民の健康づくり
活動を支援していきたいです。

～OAGによる評価と
看護師への
アンケートの結果から～
山梨赤十字病院

松島 美由起

私達は自力で口腔ケアできない患者の
眠前の口腔ケアが、多忙な業務の中でい
かに効果的で短時間にできるかを研究し
ました。白ごま油の効果に着目しハッカ
油を混ぜて不織布ガーゼで拭う事で、口
腔内の乾燥と汚染が軽減される結果が得
られました。今後も私達の看護に改善の
希望や疑問を持ちながら働いていこうと
思います。

シリーズ 第9弾

災 害 『災害支援ナース
対 策 育成研修企画・指導者研修』

に参加して

災害看護委員・災害支援ナース
白根徳洲会病院
都留市立病院

三阪 郁子
吉澤 直美

▲

神戸研修センター

平成30年12月13日・14日、神戸研修センターで

たそれぞれの県で想定される災害の訓練を大規模に

行われた、『災害支援ナース育成研修企画・指導者

行っており、一般の方も非常に積極的に参加してい

研修』を受講しました。

るとのことでした。

各都道府県の、災害支援ナースが、今後それぞれ

私は、阪神淡路大震災当時、兵庫県の病院に勤務

の県において、災害支援ナースを育成・指導してい

していました。幸い、自宅も病院も大きな被害をう

くための研修でした。講師の先生方の体験をもとに

けることはありませんでしたが、ガスのない生活が

した講義に加え、多くのグループワークを通し、意

2か月以上続きました。また、神戸や西宮といった

見交換や情報交換を行うことができた大変貴重な機

大きな被害をうけた病院からの患者の受け入れも行

会でした。

いました。震災の年、約2か月間研修のため神戸に

日頃は、受け身の研修が殆どで、企画する立場か

通う機会があったのですが、その際、県立看護大学

らの考え方は難しく、つい受け身の研修を企画して

の先生方から多くの災害についての話を聞き、また

しまいがちでしたが、グループワークや講師の先生

実際大きな被害を受けた病院の看護師たちの話も聞

方の話を聞く中で、自分の思考や、発想の切り替え

きました。そのような経験もあり、災害支援ナース

が少しずつできるようになりました。同じ内容で

に登録しましたが、登録しただけで何も活動しない

も、立場により物事の見方を変えていく必要がある

ままの状況で何年も経過していました。

のだと感じ、自分の視野を広げ、考えを整理するこ

しかし昨年、山梨県看護協会災害看護委員に委嘱
され、また、今回この様な研修の機会を与えて頂い

とができた研修でした。
山梨県は、災害支援ナースの登録が少ないのが現

たことで、少しでも、災害支援ナースについて知っ

状です。災害の少ない県でもあり、被災地からも比

てもらい、登録してもらえるような研修企画や活動

較的離れているので、派遣経験者も少なく身近に情

ができればと考えています。

報を得る機会が少ないことも一因かもしれません。
他県の災害訓練の様子を聞くと、津波や原発といっ

多くの学びが得られた貴重な研修に、参加できた
ことに感謝致します。

(文責：三阪)

復興イベント『ルミナリエ』
復興イベント『ルミ
ナリエ』に久しぶりに
行ってきました。
震災を知らない、
中・高生がイベント継
続に向けた募金活動を
行っている事に胸を打
たれました。
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多くのみなさんに支えられて・
早川町役場 保健師

上田 美穂

リハビリ職員とともに質の向上に努めて
います 甲府訪問看護ステーションすずかけ 藤原 恵

人口1,064人、面積369.96㎢（県内２位）。豊かで、

当ステーションは、甲府共立病院に隣接し、退院か

時に厳しい自然と共に、人々が助け合いながら逞しく

ら在宅に向け連携を図りながら対応しています。同フ

暮らしています。この早川町が、私たちの職場です。

ロアには、居宅介護支援事業所、甲府市中央地域包括

保健師は二人で、すべての年代の方々の健康と生活

支援センターもあり、歯科、薬局、また、リハビリ職

にかかわっています。母子保健から各種健診、介護保

員とも定期的にカンファレンスを実施し、必要時には

険と様々な分野の知識が求められ、必要なことが提供

同行訪問などを行い連携しています。訪問リハビリと

できているのかと心配がつきません。それでも、先輩

いう形で介入をすることで、それまでの生活スタイル

保健師が築き上げてくれた信頼のおかげで、住民の皆

を維持しながら自宅で生活できる利用者もいます。訪

さんに受け入れていただき、とても近い関係で保健師

問看護と合わせて利用できるので、お互いに身体面や

として働けることを幸せに感じます。特に愛育会や食

生活面について連携しながら対応できます。

生活改善推進員の皆さんとは、一緒に悩んだり笑った
りしながら地域づくりに取り組んでいます。

また、当ステーションでは、小児から高齢者まで幅
広い年齢層の利用者に合わせた看護を提供していま

保健師二人だけではできないことばかりです。そん

す。一人ひとりの個別性に合わせた看護が提供できる

な時は、課長（保健師の大先輩）や課内・他課の職

ように、受け持ち制で利用者に関わっています。一人

員、そして、峡南地域の他町や保健所の保健師、医療

の利用者に、訪問看護師が約3～4人で交代で訪問し

介護職の皆さんに力を借りています。頼れる人が周り

ていますが、利用者の情報をより詳しく把握している

に沢山いることがうちの職場自慢です。この感謝の思

訪問看護師が中心となり、ケアマネジャーや主治医と

いは、保健師としての技術を磨くことで、町の皆さん

の連携などより詳しい情報の中で連携が図れるように

にお返ししていかなければと思います。

日々奮闘しています。

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№17

キーワードについて
前回は「文献検索のコツ」をお伝えしました。今回は文献を探すうえでとても重要な「キーワード」
についてお伝えします。文献を見つけ出すにはキーワードが文字通りカギとなります。適切なキー
ワードで検索をしなければ、検索漏れが出たり、的外れな論文が多く検索されたり、適切な文献にた
どり着けないことになります。また、医中誌などのデータベースは、タイトルに使われているキーワー
ドが主な検索対象なので、1 つのキーワードだけでなく、関連するキーワードを駆使して検索する必
要があります。ここで役立つのがシソーラスです。シソーラスとは同類語のことで、文献検索のデー
タベースからシソーラスを検索することが出来ます。例えば「医療事故」について調べたい場合に、
「医療事故」と検索しても見つからない場合、同義語または類似語である「事故」
「アクシデント」
「医
療過誤」というキーワードを使うことで見つかることがあります。また「看護研究の文献検索の方法」
と文章で検索するより、「看護研究

山梨看護学会委員会
担当／ 横森 いづみ
（山梨県立北病院）
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文献検索」や「看護研究

文献検索

コツ」と単語で入力する

ことで、より多くの文献情報を入手することができます。そして、キーワードを一度にいくつも入れ
て検索をするより、キーワードを少しずつ足していくほうが的確な文献が見つけやすくなります。
参考になる文献を効率よく見つけ、看護研究をサクサク進めましょう。

看護職 確保定着

働き続けるために…

No. 43

看護と子育ての両立を目指して
甲州市立勝沼病院 看護師

ナースの

丹澤 優

病棟に勤務する 16 年目看護師であり、小学 5 年生、3 年生の娘

ママ・パパ
奮闘記

を育てるママナースです。出産後は退職も考えましたが、仕事を
続けたい思いが強く、主人と相談して両立を目指す事にしました。
その時に約束したのが、
「子供達のイベントには参加する事」
。
当初は、
「イベントの時くらい何とかなるだろう」と考えていたの
ですが、勤務状況によっては厳しい時もあり、料理をしたことが

やさしいご主人と、職場の仲
間の協力に支えられ、看護と子
育ての両立をしている丹澤さん
を紹介します。

ない主人に遠足のお弁当の準備をしてもらう事もありました。お
弁当を作って欲しいとお願いした時も快く引き受けてくれる優し
い主人の協力もあり、何とか母親と看護師の両立ができています。
産休明けに復職した当時は、まだ子供が小さく、家事、育児、
仕事に追われ、全てきちんとこなすという事に不安を感じていま
した。仕事が終わる時間をできるだけ早くし、子供の送迎をした
いといつも考えながら仕事をしていました。おかげで、時間のメ
リハリをつけて仕事をする事ができます。また子育てがひと段落
した先輩が多い職場ですので、仕事の事だけでなく子育ての事に
ついて様々な相談にも乗って頂き、とても助かっています。完璧
なママナースとは言えませんが、家族や職場仲間の協力に支えら
れ、両立していきたいと思っています。

やまなし看護協会ＮＥＷＳアンケートを実施しました

平成30年度は、協会員の方から広く御意見をいただきたく、施設代表者と個人会員の方へ送付させていた
だきました。ご協力ありがとうございました。
アンケート回収率 個人1.8％ 施設・市町村：20.1％

問１ 看護協会ＮＥＷＳをどのくらい見ますか?

問２ どんな記事をよく読みますか？

ほとんど見ない

1%

記事は全部見る

広報委員会では、看護協会NEWSを年３回発行して
います。「記事は全部見る」「興味のある記事を一部
見る」を合わせると、平成29年度95％、平成30年度
99％と多くの方に特集記事をはじめ、シリーズ化して
いる記事も読んで頂いている結果でした。
紙面への希望として沢山のご意見を頂きました。各
所属での取り組みや工夫、災害対策や在宅支援、看護
協会での研修報告、専門・認定看護師の活動、最新情

他
の
そ

場
自
ナ
慢
ー
ス
の
マ
マ・
パ
看
パ
護
研
究
の
コ
ツ

職

記
集
特

46%

事

53%

う
ち
の

興味のある記事を
一部見る

報、様々な年代の方の働き方、リフレッシュできるよ
うな情報などの意見が寄せられました。看護協会の動
きや活動、協会員の皆様の状況をお知らせすること
で、協会ニュースをもとに情報共有できるようにして
いきたいと考えます。随時、ホームページ等でも記事
掲載希望やご意見・ご要望を受け付けています。表紙
のQRコードから看護協会へアクセスしてください。

やまなし看護協会NEWS ●
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平成30年度
第8回

理事会報告

平成31年1月17日(木)

以下のとおり承認されました。

第10 回

協議事項

平成31年3月14日(木)

協議事項

1. 平成31年度重点事業について

1. 平成31年度事業計画について

2. 平成31年度スローガンについて

2. 平成31年度資金収支予算及び収支予算について

3. 平成31年度理事会・地区支部長役員合同会議等開催について

3. 平成31年度地区支部事業計画について

4. 研究倫理委員会規程等の一部改正について

4. 平成31年度地区支部収支予算について

5. 平成31年度日本看護協会通常総会一般参加者について

5. 平成31年度常任・特別委員会諮問事項について

第9回

6. 訪問看護等の将来構想について

平成31年2月14日(木)

7. 平成31年度山梨県看護協会通常総会プログラムについて

協議事項

8. 平成30年度補正予算について

1. 平成31年度事業計画について

9. 職員就業規則等の一部改正について

2. 平成30年度第3回地区支部長と役員合同会議について

山 梨 県 看 護 協 会
公益社団法人
2019年度

10. 認定看護管理者教育課程運営規程の一部改正について

I N F O R M AT I O N
会員の皆様
ご出席ください

山梨県看護協会

＊

通 常 総 会 を開催
します
【魅力向上事業】

甲州おもてなし芸人
開催日時 2019年
６月22日（土）『かがみもち』

＊

会

場

がやって来る！
９：３０～１５：３０
丸一仙三・仙花
（夫婦太神楽）
（８：３０開場・受付開始）
伝統芸能・太神楽で
山梨県看護教育 “幸せ”
をいただい
ちゃいましょう！
研修センター

■ フェスタ看護
【看護週間】2019年5月12日
（日）～18日
（土）
【 テ ー マ 】5月12日は看護の日
『看護の心をみんなの心に』
表紙スナップ
恵信韮崎相互病院

恵信韮崎相互病院は、平成30年3月に新築移転し、病
院理念である「心がかよう、あたたかい病院」を目指して
います。看護部は、
「患者さんやご家族の心に寄り添う看
護の実践」「地域包括病床を利用してのチーム医療の実
践」「看護実践能力を高めるために自己研鑽」の目標のも
とスタッフ全員で取り組んでいます。ぜひ、新しくなった病
院に一度おいで下さい。
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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6日（土）9：3０～13：00

助産師職能交流集会
6月29日（土）9：0０～14：30

看護師職能交流集会
6月27日（木）13：3０～16：30

■ 第41回 山梨県看護大会
【 日 時 】2019年5月10日
（金）午後2：00 ～ 4：30
【 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】ACP（人生会議）について
～本人らしく生きて生き終わることを
サポートするため 看護職に求めら
れているもの～
講師：会田 薫子氏
東京大学大学院人文社会系研究科
死生学・応用倫理センター
上廣講座 特任教授

編集後記

心地よい季節となってきまし
た。この度の発刊にあたり、関係各
位には心から感謝申し上げます。
これからも委員一同、みなさまに
とって有意義な情報を提供してい
けるよう努力していきます。

