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峡東地区支部
丹沢早苗（山梨厚生病院）

the Kyoutou branch of
Yamanashi nursing association

“輪音第14号”発刊によせて
公益社団法人山梨県看護協会

丹沢

峡東地区支部長

早苗

峡東地区支部の看護職の皆様には、平素より地
区支部活動にご支援・ご協力をいただき、深く感

いる看護職に少しでもリラックスできる時間を共
有したいと考えています。
また、昨年度初めての試みで開催した市民公開

謝申し上げます。
2019年度の峡東地区支部定期総会が5月24日

講座を今年度も開催する予定です。昨年度は、笛

（金）に84名の会員出席にて開催することができ

吹市石和スコレーセンターにてフレイル予防のた

院

めの身体作り講座を開催し多くの一般市民の方に

長北村絢子氏をお迎えしました。講師自身の人生

参加していただきました。今年度は、甲州市勝沼

経験から得た“教訓”を学んだようでした。
「人は人

市民会館にてオーラルフレイル予防を中心とした

に教えられる」
「人生は目標を持ち挑戦していくこ

講演会を予定しています。多くの方々の参加を期

と」
「 聴くことの大切さ、困難さ」
「あきらめずがん

待しています。

ました。当日の記念講演では韮崎東ヶ丘病院

ばる」参加者からは、自身の人生に置き換えて聞

現在、峡東地区支部では会員が1,185名になりま

いていた方が非常に多くいたことに感動しまし

した。山梨県看護協会に入会していただくと充実

た。

した会員特典も受けられます。是非活用していた

また、当日は看護大会において看護功労者知事

だくと共に、多くの方に入会していただき共に学

表彰を受賞されました2名の方のご紹介もでき、

び合い、繋がり合い、成長し合いたいと考えます。

多くの参加者と共にお祝いすることができました。

おわりに、今年度は「令和」
という新たな元号か

今年度の研修計画は、
「 現場に活かす」研修会

ら始まりました。法律もめまぐるしく改正され、働

として「災害看護」をテーマに開催する予定です。

き方改革や健康増進法といったところにも組織が

震災経験のある看護職から実際の現場での様子

右往左往されているところかと思います。
しかし、

や一人一人がどのような心構えをしていかなけれ

キーワードは「健康」に繋がっていると思います。

ばならないかを学ぶ予定としています。是非、一人

会員の皆様をはじめ、地域の方々が健康で長生き

でも多くの方に参加していただき、自身や職場に

でき、共生できる社会に山梨県看護協会峡東地区

活かせていただければ幸いです。
「リフレッシュ研

支部としても貢献したいと思います。今後も、峡東

修」では、
メンタルヘルスに関する講演と癒し音楽

地区支部活動へのご理解・ご協力よろしくお願い

鑑賞を予定しています。日々、喧騒の中多忙にして

します。

就 職 して の
感想を
うか が い ました

峡東地区支部「輪音」発刊に寄せて
公益社団法人 山梨県看護協会

会長

古屋

玉枝
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フレッシュマン
看護師として働き始め5ヶ月間があっという間に過ぎました。私はかねてから子どもが好
きで「看護師として働くなら絶対に小児科だ！」という念願が叶い、今は小児科病棟で働くこ

峡東地区支部の皆さま、お元気でご活躍のことと存じます。

向上、関係職者との連携の強

とができています。当院の小児科病棟で私が初の男性看護師であり、慣れない業務と初め

機関紙「輪音」第14号の発刊おめでとうございます。

化、就業環境の整備また、昨年

て経験することの連続で戸惑うことがありますが、メンター・エルダーをはじめ、優しく丁寧

地区支部の皆さまには看護協会活動へのご理解・ご協力、

から始められた「市民公開講座」の開催等に取り組まれ、大き

に指導して下さる先輩方に支えていただきながら、日々多くのことを学んでいます。

ご尽力に感謝いたします。
ありがとうございます。

な成果を上げています。

患児を受持ち、援助をしていく上では知識・技術を正確に身につけ根拠をもって看護をし

さて、令和元年も過ぎようとしています。
この年、皆さまには

中でも組織強化にあっては公益社団法人となった平成24

どのようにお過ごしでしたか。来年はオリンピック・パラリン

年（1,090人）から平成30年度（1,212人）で122人の会員の増

ピックの年です。多くの人々が一堂に会し、
スポーツを通して

加がありました。組織強化への取り組みに感謝いたします。引

平和を考え、大切にする機会となります。また、2020年は「ナ

き続き、
どうぞよろしくお願いいたします。

山梨厚生病院

ていくことが大切だと思っています。日々学んだことを活かし、1つ1つを確実に身につけ、男

駒井

え日々の援助を行っていきたいと思います。

裕樹

イチンゲール生誕200年」
となります。ナイチンゲール生誕

ご承知の通り、2025年さらには2040年を見据えた社会保

200年に向けて今、世界的なキャンペーン「Nursing Now ～

障制度改革の推進が行われています。少子・超高齢・多死社

看護の力で健康な社会を！～」を日本看護協会と日本看護連

会において看護職への役割期待は高まるばかりです。看護職

看護師として働き始めて早くも6か月が経ちました。実習でリハビリ看護の楽しさとやりが

盟が連携して取り組みをしています。看護職一人ひとりが関

本来の役割の遂行や多職種連携においての役割等、地区支

いを感じ、現在、念願のリハビリテーション病院で働いています。患者さんが回復していく姿

心を寄せ、看護職が持つ可能性を最大限に発揮し看護職が

部の皆さまと共に期待される役割を果たしていきたいと思い

健康課題に積極的に取り組み、人々の健康の向上に貢献する

ます。令和2年3年以降、将来に向けて継続して看護協会の目

を目の当たりにするととても嬉しく、やりがいのある仕事であると日々感じています。プリセ

ために共に行動しましょう。

的が達成できますよう、
よろしくお願いいたします。

峡東地区支部では、丹沢地区支部長を中心に看護の質の

プターをはじめ先輩看護師の皆さんからの丁寧な指導や優しい心遣いをいただいていま
す。患者さんはもちろんのこと先輩看護師また他職種の方々から学ぶものはとても多く、毎

皆さまのご健康とご活躍をお祈りいたします。

甲州リハビリテーション病院

山梨県看護協会に
入会しましょう

こんな特典があります

田邉

もも

1．日本看護協会の看護職賠償責任保険制度に任意加入できます。
（会費納入者に限る）
○お問い合わせ：看護職賠償責任保険制度コールセンター（☎048-649-6118）

し、1つずつできることを確実に増やしていき、これからも精一杯頑張りたいと思います。

思います。しかし時間が経つにつれて病棟にも慣れ、患者様に対して自分に何が出来るのか
考えられる余裕が出てきたようにも感じます。優しい先輩方や同期に恵まれ、話しやすく相
談しやすい環境があるからこそ毎日楽しく働かせて頂いています。

4．山梨看護学会への参加や研究成果の発表ができます。

病棟での業務は、回復傾向にある患者様だけではないので楽しいことばかりの仕事では

5．専門・認定看護師資格の取得準備ができます。
7．看護に関する情報をいち早く入手できます。

福利厚生サービス

笛吹中央病院

ありません。働き始めて色々な患者様と関わる事で自分の未熟さを感じる場面が多くありま

雨宮

技術を高めていきたいと思います。

ゆい

この度、山梨県看護協会では福利厚生の一環として、次のとおり協会員向けサービスを開始い
たしました。リフレッシュに、家族サービスにご利用いただけます。
2．FUJIYAMA倶楽部 施設割引

に戸惑い悩むことや、自分自身の知識・技術の未熟さを痛感し落ち込むこともあります。しか

いことの始まりばかりで大変でした。患者様とまともに向き合うこともできていなかったと

3．看護の今を紹介する「看護協会ニュース」をお届けしています。
○年3回発行の山梨県看護協会の広報誌（やまなし看護協会ニュース）
○月1回発行の日本看護協会の広報誌（日本看護協会ニュース）

1．鍼灸マッサージ

日勉強させていただきながら、楽しく働くことが出来ています。時に患者さんへの関わり方

看護師として働き始めて6か月が経ちました。最初は慣れない環境や人間関係、毎日新し

2．山梨県看護協会の研修、日本看護協会の研修への参加や図書室が利用できます。

6．研究会、勉強会に山梨県看護協会の研修室や会議室が利用できます。

す。日々変化する患者様の状態に合わせて看護が提供できるようこれからも自分の知識や

入庁して数日、右も左もわからない中で毎日緊張し、戸惑いながら仕事をしていました。

3．温泉宿泊施設利用割引

半年働く中で、同行訪問や会議に参加させていただくようになりました。
「新人なんだか

山梨県看護協会峡東地区支部からお誘いいたしまーす

らわからないことを武器にしなよ」と、声をかけていただき、大変気持ちが楽になりました。

地区支部管内の看護師の多様なニーズにあった研修が行われるよう企画されています。有名講師をお呼びして、研修
会が開かれます。講師の息のかかるような近いところで講演を聴いてみませんか？考えたり悩んだりしていることが
解決することもあります。また地域管内の看護職の集まりですから、堅苦しくなく情報交換の場にもなります。それに
なんといっても近くで開催されますから、看護に関わる新情報が伝わります。多くは看護協会ニュース等でもお知らせ
が入りますが、身近でキャッチしていきましょう。

は、療養者さんにも「これも見てってよ」「何回でも聞いて」と優しくサポートしていただいて

入会についての詳しくは山梨県看護協会まで

2

性ならではの視点から「患者さんや家族が安全に入院生活を送るために必要な看護」を考

現在は職場をはじめ、地域の皆様の力を借りながら、のびのびと仕事をしています。時に
います。

峡東保健福祉事務所

山本

葉月

失敗にへこんだり、うまく行かずに悩んだりすることも多くありますが、弱みを強みに変
え、これからも色々なことに挑戦していきたいと思います。そして、いつか必ず地域の皆様に
恩返しができるよう頑張ります。

TEL 0 5 5 ｰ226 ｰ 428 8

Freshman

3

職

フレッシュマン

場

紹
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介

Koshu rehabilitation hospital
入職から6か月が経ち、ようやく職場の雰囲気やペースに慣れてきました。入職した頃は
右も左も分からない状態で不安もありましたが、プリセプターの先輩保健師をはじめ、多く
の先輩方に支えられ、
この半年間を乗り越えることができました。
学生時代の実習を通して、患者さんから健康であることや疾患があっても住み慣れた地
域でその人らしい生活ができることの大切さを教えていただき、それを支えたいと思い保健
師になりました。
今は担当地区の子どもの成長を間近で見られることに嬉しさを感じる一方、知識・技術不
足から十分な関わりができず落ち込み、些細なことに一喜一憂する毎日です。
これから学習
や経験を積み重ねながら、住民の方が住み慣れた地域でその人らしく暮らすことをサポート
できる保健師を目指し努力していきたいです。

山梨市役所

風間

理紗子

入職してから4か月が過ぎ、社会人としてのマナーや医療者としての知識・技術を多く学ば
せていただきました。慣れない業務と初めての経験の連続で、注射や点滴など一つひとつ
の作業に不安や戸惑いがありましたが、今ではできることが増え、大変ながらも頑張ってい

甲州リハビリテーション病院
当院は、昭和40年にまだリハビリテーションという名前も珍しい時代に、
山梨県で第一号として開設して以来、54年の歴史のあるリハビリテーション
専門病院です。我々は『心をこめ 保健・医療・福祉で地域に貢献』のグ
ループ理念のもと、医療・介護・予防・生活支援・住まいを相互に連携させ
ながら、地域包括ケアシステムの実現に向けてサポートすることに取り組ん
でいます。
看護部は、
「私たちは、その人らしく生活できるように最善のリハビリテー
ション看護を提供します」の理念を掲げ、患者さんの生活機能を高め、住み
慣れた地域でそのひとらしく生活していくための支援を行っています。また、
同法人内には看護師職能組織があり、医療と介護の連携、各在宅支援サービス研修などを通した地域の理解などを目的として、広
い視野を持って活躍のできる看護師育成にも力を注いでいます。最近では、地域医療介護連携室の機能を高めて専従保健師を配置
することで、関係各病医院との連携の輪が広がってきています。県内多くの病医院からのご紹介を受け、責任を持って地域に帰して
いくことを目指し、地域リハビリテーションの実現に寄与していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

ます。7月の上旬には同期の仲間と連携を深め、
リフレッシュの目的で、新人6名で研修に参
加しました。教育委員さんや仲間と今までの学びや成長を話し合い、有意義な時間を過ごし
ました。まだ覚えることはたくさんありますが、患者さんやご家族から名前を覚えてもらった

加納岩総合病院

り、
「ありがとう」
と感謝されたり、喜びややりがいを実感しています。まだまだ未熟で、先輩方

窪田

向上に努めていきたいです。

Makioka hospital

牧丘病院

や同期に支えられて働いています。今後も成長していけるように日々学習し、知識と技術の

竜成

社会を10年ほど経験した後でフレッシュマンと呼ばれるのは、申し訳なかったり恥ずかし
かったりもしますが、日下部記念病院に入職し看護師として5か月が経ちました。
前職との違いや、慣れない業務や知識・技術の未熟さに戸惑い、分からないことも多く緊
張の毎日でした。その中でも患者様からの「ありがとう」や「助かるよ」の感謝の言葉、先輩方
の励ましの言葉に支えられながらここまでやってくることができました。
失敗も多く、未熟で迷惑をかけてしまうことも多々あると思いますが、そのたびに先輩の

日下部記念病院

皆様や患者様に助け支えていただきながら、一歩一歩成長していけたらと考えています。

望月

るよう学習し、知識と技術の向上に努めていきたいと思います。

初心を忘れず、患者様の立場に立ち患者様と共に二人三脚で、より良い看護を実践でき

尊明

山梨市立牧丘病院は在宅療養支援病院で、院内の訪問看護は2000年の
介護保険制度開始から看護師1名が専従となりスタートしました。現在の体
制は常勤3名、病棟兼務1名で介護保険や医療保険利用の方の訪問を行って
います。訪問エリアは牧丘町内を中心に三富地域などの山梨市、甲州市を訪
問しています。
「利用者や家族に寄り添い、その人らしい在宅生活を支える
看護ができる」を目標に医師の訪問診療を軸に理学療法士、言語聴覚士、
作業療法士、薬剤師、管理栄養士も訪問していることから日々、利用者の生
活を支えるために多職種カンファレンスが定期的に実施され、情報提供や
情報共有しながら問題解決に向けて協働しています。これまでも「ワンチャ
ンス家に帰ろう」と看取り覚悟での在宅看取り、
「身も心もハッピーに」と訪問入浴の調整、
「記念の外出をしよう」と外出や外食を
アテンド、
「記念の写真を撮ろう」とご夫婦やご家族との写真撮影をしながら利用者や家族との時間を共有することで励まされてい
ます。今後も訪問看護師として知識、技術、資質の向上に努め、365日24時間切れ間のない体制で利用者、家族の思いに寄り添いな
がら最善の看護の提供をしていきます。

Koshu city office

甲州市役所

今年度新規認定看護師
2019年度認定看護師として登録されたかたのご紹介です。

certified nurse

認定看護師
分

野

緩 和 ケ ア

4

所属先病院名

甲州訪問看護ステーション

宿

氏

名

澤

ゆかり

甲州市は、保健師20名が健康増進課、子育て支援課、福祉課、介護支援
課の4課7担当に分散配置となっており、地区分担制と業務分担制を併せた
保健師業務を行っています。
市民の方々の保健福祉ニーズに適した対策が展開できるよう、保健師がそ
れぞれの部署で担う役割を理解し、円滑な保健活動の遂行と研鑽ができる
ことを目的に、保健師と栄養士を対象とした「保健福祉連絡調整会議」を3
か月に1回開催しています。
また、甲州市ならではの取り組みとしては、保健師・栄養士のスキルアップ
と課を超えた健康課題に柔軟に取り組めるよう、
「企画調整プロジェクト」
「現任教育プロジェクト」「災害プロジェクト」「地区診断プロジェクト」と4つの専門プロジェクトを作り、情報共有や連携できる体
制をつくっています。市町村が担う健康課題は複雑多様化しております。こんな時こそ職場内の情報共有を密にして、甲州市に住んで
よかったと思っていただける地域づくりを目指して、まい進していきます。

5

定期
総会

2019年度

公益社団法人 山梨県看護協会

峡東地区支部定期総会に参加して
●笛吹中央病院

2019年5月24日に山梨市民会館にて峡東地区支部定期総会が行われました。平成30年度
会計報告、2019年度

横森 由希子

14

っ
ほと
一息
ひといき

患者さんの表情が変わる
コーナー
一瞬に感動！

事業報告・庶務報告・

●笛吹中央病院

役員承認・事業計画・収支予算報告、看護功労者への花束贈呈がありました。

記念講演では、医療法人

韮崎東ヶ丘病院

院長北村絢子氏より、自身の経験してきたことを踏まえながらの講

院内デイケアの企画・運営

演でした。
この先、別れ道が出てきた時に苦労する方を選んでいくと若さを保てるコツである、55歳以上になったら
人から話しを聞きだすようにする、自分の状況を耐えず変えようと努力をしているのかなど、多くのことを経験し得た

今年の2月から月1回から開催を始めました。認知症ケ
アチームが中心となり、看護師は患者観察、介護福祉士
はレクレーションの企画を考え、
どう患者さんが楽しん
で参加していただけるか、一時でも身体抑制が解除でき
るようにと運営しています。また、環境を整えるために、
病棟の一角を院内デイケアスペースに改良して、看護師
2人と介護福祉士2人が対応をしています。今年の10月
からは毎週水曜日に開催できるまでになりました。

事を自身の人生と照らし合わせながら具体的に話をしてくれました。
私自身、何か決断する時、苦労する方を選択する事は少ないかも知れません。人から話を聞きだす事も苦手として
いて相手によってコミュニケーションが取れていないこともあります。何かに挑戦しようと思っていても行動には移
せていないことが多いです。他にもたくさんのアドバイスになる言葉を聞き、仕事に対しての姿勢を振り返られる
きっかけにもなったので、決断するときや苦手とすることが出
ていたとき、講演での内容を思い出し、行動していけたらと思
います。

院内デイケアの立上げ

みんなで話そう
みんなで話そう

看護の出前授業

●一宮温泉病院

雨宮 久子

山梨県立塩山高等学校

病棟の反応と今後の活動

入院生活は患者さんにとって、治療や療養のために
必要なものです。
しかし一方で普段の生活とリズムが違
うことによって、ストレスが生じやすく、夜間の不眠や情
緒の不安定、一時的な認知障害を招く原因になります。
当院の入院患者さんは認知症Ⅲa以上が30～40％を占
めています。そのために、入院生活の中でほんの数時間
でも、ベッドから離れ、治療を忘れて穏やかな入院生活
を過ごしていただくために、日
中の時間を利用し、看護師や
介護福祉士が企画した様々な
行 事、催し物 に参 加してい た
だくために院内デイケアを立
上げました。

7月9日
（火）看護の出前授業を塩山高等学校で行いました。
受講者は3年生、6名（男性2名、女性4名）でした。進路指導主任の先生は授
業の最初から聴講してくださり、50分の授業では次の内容をお伝えしました。
１. 看護職の就業者が増えなければいけない社会的背景
２. 看護職を増やすための施策、看護協会の取り組み
３. 看護の提供する場による仕事の特性
● 病院
● 診療所
● 訪問看護
● 介護施設
● 教育・研究機関
● 行政
● 企業
● 地域
４. 看護職になる道筋
● 准看護師
● 看護師
● 保健師
● 助産師
５. 看護師のやりがい
● フライトナースの動画、
手術室看護師の詩の紹介
６. 病気と付き合う患者と訪問看護師のエピソード
● 白いジグソーパズルの歌
動画紹介
看護系の進学を考えていた学生は2名、奨学金の扱いについて
「まだ病院の
実情を知らないのに病院から奨学金を借りてその病院に就職しない場合はどうなるのか」
という質問を受けました。
この時期、3年生の進路はかなり具体的になっており、テーマに関する興味・関心は個人差が大きい印象を受けま
した。
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認知症ケアチーム

2019年度

日本看護協会
通常総会参加者

毎週楽しみに参加してくれる患者さんが増えてきまし
た。
「 今日は唄を歌いたい」
「 体を動かしたい」など患者
さんからの意欲も高まっています。風船バレーにも自ら
手を出して打つ動作をしたり、笑いがあったりと、病棟内
では見られない表情を見せてくれています。
病棟の看護師からも、一
瞬でも安全ベルトが外れ 、
日中の活動が増えたことで
睡 眠 時 間 が 長くなった、看
護業務時間への負担軽減に
繋がっているなど、効果が見
られています。
来年は認知症看護認定看
護師の誕生を予定
して い ま す。院 内
デイケアの継続と
徐々に開催日が増
やしてい けるよう
に活動していきた
いと思います。

2019年度日本看護協会の通常総会は6月6日、北海道
リーナ

函館ア

メインアリーナにて開催されました。峡東地区の代表とし

て山梨厚生病院
ビリ病院

丹沢早苗支部長、春日居サイバーナイフ・リハ

竜沢真理子看護部長、石和共立病院

堀忍副支部長

の3名が参加されました。
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さば水煮缶の中華スープ
【 作り方 】

1
1 鍋にさば水煮缶を汁ごと全部入
れ、軽くほぐします。

材料４人分

にもやしと水を入れて火にか
2
2 けます。

●

さば水煮缶

●

もやし

●

水

1

■1人分の栄養成分の目安
エネルギー115kcal たんぱく質9.6g
脂質5.9g カルシウム115mg 塩分1.6g

3
3

沸騰したら A の調味料・すりおろ
したしょうがを入れて混ぜます。

4
4

火を止めてごま油をいれ、器に
盛り付けます。

5
5

刻んだ小ねぎを散らして、あつあ
つをいただきます。

私の
のお
おす
すす
すめ
めス
スポ
ポッ
ット
ト
私

峡東地区

炭火焼肉

1缶
（150g）
1袋
2カップ
（400cc）

●

酒

大さじ2

●

中華あじ

大さじ1

A
●

すりおろししょうが

1かけ

●

ごま油

小さじ1

●

小ねぎ

適量

野・野

( スミビヤキニク

ノノ )

私のおすすめスポットは
『炭火焼肉 野野』です。
店内は広々としており、庭の景色を眺
めながらの食事はとても贅沢な気分
を味わうことができます。
珍しい日本酒や焼酎、希少なワインが取り揃えられており、
お肉と一緒に種類豊富なお酒も楽しめます。

〒406-0004 笛吹市春日居町小松855-81
TEL：0553-26-2178

営業時間

ランチ 11：30～14：30
ディナー 17：00～22：00
（金・土・祝前日 23：00）

定 休 日

火曜（祝日は営業）

また、お得なランチは気軽に美味しいお肉を堪能できる
のでおすすめです。お店自慢の美味しいお肉を食べる
と、
どんな疲れも吹き飛び「また頑張るぞ！
！」
とい
う気持ちが湧いてきます。
みなさんも是非、毎日頑
張っている自分へのご褒
美に足を運んでみては
いかがでしょうか。
＊＊＊＊ みなさんのおすすめスポットを教えて下さい。

編集後記
輪音14号の発行にご協力いただきました皆様には心より感謝申し上げ
ます。
今後も継続は力なりで、峡東地区支部の看護に関する活動や情報を楽
しみにしていただけるように会報誌を作成していきたいと思います。

会報委員
横森由希子

古屋千穂美

菊島

初美

清水

恵子

相澤久美子

坂本

瑞穂

田中

幸子

佐藤

幸二

山田

裕昭

