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夜明け前の富士

笑顔スナップ

独立行政法人国立病院機構 甲府病院

当院は、認知症ケアチーム
「チームオレンジ」を発足して3年目になります。認知症患
者さんが適切な治療と生活支援を受けられるように多職種が連携し活動しています。

定期的にチームオレンジが集合し研修会を開催しています。

病棟でも認知症ケアが広まっています。笑顔で優しく接することを心掛けています。

新年を迎えて 山梨県看護協会長 古屋玉枝

山梨県看護協会名誉会長 望月弘子

Nursing Nowキャンペーンの取り組み
報告 看護職のたばこ対策委員会活動
「在宅で安心してその人らしく暮らすことを
支える手引き」発刊に寄せて
先輩から後輩へ！看護職に携わって今思うこと
報告 教育厚生委員会意見交換会
アンケート結果報告
シリーズ 災害対策
うちの職場自慢 その58
シリーズ 看護研究のコツ No.19
ナースのママ・パパ奮闘記 No.45
Topic&Information
令和元年度 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!!
山梨県看護協会会員数 5722人（令和元年12月15日現在）
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令和2年、看護躍進の年となるよう
力を合わせて取り組もう

公益社団法人 山梨県看護協会

会長

古屋 玉枝

令和になって、初めての新年を迎えました。 皆さまには、
希望に満ちた新年をお迎えの
ことと存じます。 看護協会事業の推進につきましては、
皆さまのご理解とご協力により、
計画に基づき事業を着々と実施できていますことに感謝申し上げます。
令和元年度の重点事業は、平成最後の30年度を踏襲し、
いくつか新しい内容を入れ込みな
がら推進しています。 その一部を紹介いたします。
①数年前から、想定をこえる災害が頻発しています。 このような状況から
「災害支援ナース」
の育成強化、登録の
促進を行っています。 現在106人の看護職者に登録をいただいています。「いざ」
に備え、さらに多くの看護職
者に登録をお願いいたします。
②20数年来、県内の訪問看護事業を牽引してきたと自負しています。 看護協会立訪問看護事業所等の、経営基盤
安定施策の見直し検討等を行っています。
③山梨県委託事業の「山梨県訪問看護支援センター」
における訪問看護普及啓発講演会、訪問看護人材の確保・育
成、関連機関・関係職間の連携（看看連携、多職種連携等）
ネットワーク化の推進を進めています。
④また、昨年から本格実施された「働き方改革」の推進を受けて、
看護協会事務局・看護協会立事業所の職員の業務
のスリム化、効率化の検討を始めています。
⑤地域包括ケアにおける安全安心な良質のケアの提供の中核
（キーパーソン）
となる行政保健師、看護職と協働す
る多職種との連携の強化に取り組んでいます。
また、第22回となった「日本在宅ホスピス協会全国大会in山梨」
の事務局を担い、これまでとは異なる多職種に
よる実行委員会体制で実施し、成功裡に終えることができました。 これらは会員の皆さまのご理解とご協力に
支えられての成果であります。 令和2年度に向けて、これらの活動の定着と強化を図り続けられますようにご支
援をよろしくお願いいたします。 さて、2020年（令和2年）はナイチンゲール生誕200周年「Nursing Now 看護の
力で健康な社会を!」のキャンペーンの年です。 詳細は、次ページをご覧ください。 今年は「看護が躍進する年」
となるよう会員の皆さま、県内の看護職の皆さまと共に理念の実現に取り組み続けてまいりたいと思います。
本年が明る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。

生き方のモットーは、信・愛・敬
公益社団法人 山梨県看護協会 名誉会長

望月 弘子

私は、長い間「看護の社会的地位を高めたい」
という一心で活動してきました。
今、
社会の変化は目まぐるしく、看護への期待も多様化・複雑化し、
困難性も増しています。
そのような状況の中、改めて「看護とは」について考えてみました。 私は幼い頃から母に
「世の
為、
人の為になるような人間になるように」と言われて育ちました。
その頃は、よく理解できずに、ただ母の日ごろの生活の仕方や、人々への対応の様子を見ていただけでした。
長ずるに従い、母の心の基にあったのは、人間に対する信頼であり、愛であり敬意であったのだと理解するに至り
ました。 世の中がどのように変化しようとも「看護」
は、
その人に向かい合い
「信・愛・敬」という人間への目差、
つ
まり心の姿勢を核にして、科学的根拠に基づいた確かな知識と卓越した技術を駆使して、問題解決へ向けて共に
活動していくことであると考えています。 着実な活動に期待しています。
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NursingNow キャンペーン

「看護の力で健康な社会を!」
山梨県看護協会では、日本看護協会と日本看護連盟と
ともに、Nursing Nowの趣旨に賛同し、2019年2月よ
り2020年末までの2年間、
「看護の力で健康な社会を! 」を
テーマにNursing Nowキャンペーンに取組んでいます。

1 Nursing Now とは
ナイチンゲール生誕200年となる2020年に向け、
看護職が持つ可能性を最大限に発揮し、看護職が健
康課題への取組みの中心に立ち、人々の健康向上に
貢献するために行動する世界的なキャンペーンで
す。英国の議員連盟が活動をスタートさせ、世界保
健機関（WHO）及び国際看護師協会（ICN）の賛
同の下、英国のチャリティ団体であるバーデット看
護信託が事務局となり、世界的に広まっています。
世界では、保健医療制度や人々のニーズが大きく
変化しており、看護職はこの変化への対応が求めら

れています。看護職が変化に対応し、一層活躍する
には、看護職が適切に評価され、保健医療政策に影
響を及ぼすことが重要であり、そのための様々な条
件や環境を整える必要があります。
Nursing Nowの掲げる目標は、①看護職の教育・
専門職開発・雇用条件等への財源確保、②効果的・
革新的な看護実践の普及、③保健医療政策への看護
職の影響拡大、④リーダーの職位につく看護職の増
加、及び ⑤政策実現に向け政策・意思決定者への
エビデンス提供の拡大です。

2 日本の現状と看護の課題
日本では、少子超高齢社会による人口・疾病構造
の変化等を見据え、社会保障制度改革が進められて
おり、医療・ケア・生活が一体化した地域包括ケ
アシステムへの転換が求められています。看護職に
は病気や障がいとともに生きる「暮らしの場」の看
護、治療や回復のための医療機関での看護、地域住
民の健康増進・疾病予防・介護予防をめざす保健活

動などの役割があります。これに加え「生活」と保
健・医療・福祉をつなぎ、地域で暮らす全ての人々
を支える健康な社会の醸成にも力を発揮することが
求められています。その役割を果たすためには、看
護教育の拡充、健康で働き続けられる労働環境の整
備、さらには安全で効率的にケアを提供するための
看護職の役割拡大も必要です。

3 Nursing Now「看護の力で健康な社会を！」
Nursing Nowの趣旨は、まさに私たちの取組みや
目指す方向性に合致するものです。地域包括ケアシ
ステムにおいて、看護職がもつ可能性を最大化し、
活躍することは、健康な社会の実現につながりま
す。また、多くの看護職が、これまで以上に政策策
定や意思決定に参画し、影響を及ぼすためには、
リーダー的職位に就くことが不可欠であり、新たな
制度の創設や法改正などの政策実現には政治的な力

ファースト受講生のみなさんと

が必要です。Nursing Nowキャンペーンを国内で展
開することで、看護職が一丸となって社会のニーズ
に取組む機運としたいと考えています。
看護職がもつ可能性を最大限に活用し、社会に求
められる役割を果たせるよう、一人でも多くの皆様
の本キャンペーンへのご賛同、ご協力とご支援をお
願いいたします。

NursingNow https://www.nurse.or.jp/nursing/
practice/nursing_now/

医療安全管理者のみなさんと

たばこ対策禁煙支援研修生と

やまなし看護協会NEWS ●
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看護職の
たばこ対策委員会
活動報告

白衣を着たら喫煙ＺＥＲＯ

～看護職者の喫煙率7％以下、勤務中の喫煙０％～
看護職のたばこ対策委員会では、第４次（2019 ～ 2022）禁煙アクションプランに基
づき「白衣を着たら喫煙ＺＥＲＯ！」をモットーに県内の看護職者の禁煙支援活動に取
り組んでいます。これまで行ってきたアンケートでは喫煙する理由の多くが“ストレス
の解消”という看護職の激務が影響している結果でしたが、「白衣を着たら喫煙ＺＥＲ
Ｏ！」の中には、看護職自らの喫煙率の低下を図ると共に、たばこのない社会の実現や
健康を支援する看護職者としてのモラルに問う思いが込められています。

禁煙支援研修会

教育機関における
禁煙キャンペーン

毎年、喫煙者や禁煙支援従事者の方々を対象とし
た研修会を開催しています。今年度は昨年の10月27

次世代の看護職者の禁煙志向を持続的に高める

日に国立がん研究センターがん対策情報公開セン

ことを目的として、山梨県立大学看護学部の学園

ターと共催で企画、開催しました。多くの看護職者

祭において、毎年「たばこの害と禁煙キャンペー

にご参加いただき「喫煙者に対する禁煙支援のアプ

ン」を行っています。今年度は、台風19号の影響に

ローチ」を学びま

より残念ながら中止となってしまいました。写真

した。

は昨年度の様子です。今後は、より多くの看護学生
の皆様を対象に活動を強化していきたいと考えて

動機付け面接法の
一コマ

います。

喫煙の害・禁煙に
関するアンケート実施

「Do you like smoking」
賛否投票

ポスター募集
例年ですと、私たち委員がデザインして印刷したものを各施設にお配りし

白衣を着るなら

ましたが、今年度は、皆様の施設でも禁煙支援につながる取り組みとなるよ
う禁煙ポスター作成をお願いしました。最優秀作品につきましては「山梨県
立大学地域研究交流センター」の後援の許可を得ており、来年度の山梨県看
護協会たばこ対策ポスターとして使用させて頂きます。

2次募集
のメンバー
令和元年度 看護職のたばこ対策委員会

公益社団法人

山梨県看護協会は

に取り組んでいます
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最優秀賞 → 1 作 品
優 秀 賞 → 1作品
佳

作 → 若干数

締め切り１月３１日
表彰状と3万円分クオカード

表彰状と1万円分クオカード

表彰状と5千円分クオカード

※多数の施設からのご応募をお待ちしております！

応募先：看護職のたばこ対策委員会

E-mail: jimu@yna.or.jp

在宅で安心して
その人らしく暮らすことを
支える手引き
発刊に寄せて

訪問看護等在宅ケア推進委員会
（ 山梨県立大学看護学部 准教授 ）

泉宗 美恵

平成 26 年度に「退院支援マネジメントガイドライン」
を発刊してから約 6 年、継続して看護協会や地区支部に
おいて研修会や事例検討会を積み重ねてきました。ガイ
ドラインをテキストにして、退院支援の実践事例をもと
に病院と地域の看護職が互いの課題を共有し、療養者と
家族が安心して在宅療養に移行できるための支援につい
て検討してきました。
これまでの取り組みを通して、「できるだけ退院後の生
活をイメージして、その人の暮らしの場に合わせたケア方法を検討するようにしている」「入院前の生
活状況を把握するため、ケアマネジャーや訪問看護師と入院後早期に情報共有するようになった」「病
院のチームメンバーの地域につなげる意識が高まってきて、訪問看護師と顔が見える連携ができるよ
うになった」「退院時（後）訪問を積極的に行うようになった」等の声が寄せられています。退院支援
の実践力や取り組みが確実に発展してきていることを実感しています。
訪問看護等在宅ケア推進委員会では、これまでの研修の成果として、受講生が取り組んだ退院支援
の体験事例をまとめ、事例を通して受講生の学びや成果を退院支援に関わる多くの皆さまと共有した
いと考え、「在宅で安心してその人らしく暮らすことを支える手引き」を作成しました。手引きには、
自宅での看取りを本人・家族が決意することを支えた事例や慢性疾患をもち、入退院をくり返す高齢
者の夫婦二人暮らしの生活を支えた事例など、4 事例を紹介しています。各事例には、退院支援をす
すめる上でのポイントを解説しています。
また、手引きには、これまで訪問看護等在宅ケア推進委員会や各地区支部で開催してきた研修会の
報告や委員会で取り組んだ実践研究の成果も掲載しています。
各職場の研修や地域の継続看護研修会、他職種との事例検討・交流会等で「手引き」を活用いただき、
退院支援に関わる専門職が共通理解を深め、多職種協働による退院支援の推進に役立てていただきた
いと思います。

地区支部研修会の様子

やまなし看護協会NEWS ●
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保健師

定年を前にして振り返る
中北保健福祉事務所 次長

霜村 信子

私が就職したのは老人保健法が始まる年、
市町村合併、法律等の改正、働く場の組織の変更、私自身
の生活の変化がありました。
住民、関係者との関わりで、これで良かったか迷い、自分の力のなさに落

Ｍｅｓｓａｇ
先 輩から

～看護職に携わって今
そして語り継いで

ち込み、でも住民等からパワーをいただき、地域で関わった方が普通に生活
している姿をみて、うれしく思っています。
現在は地域包括ケアの構築の中で、医療と生活両方の視点をもった看護職
の役割は大きく、看護職・多職種と連携をとりながら、地域で公衆衛生看護
の実践者としての役割を果たしています。
先輩方の後ろ姿、姿勢等築

昭和・平成の時代を看護職とし
分かち、豊富な経験を活かし、心
その退職を間近に控えた先輩
しい令和の時代を担っていく後輩
送っていただきました。

きあげたものを感じながらこ
こまできました。今後は皆さ
ん方で、皆さんらしく新たに
築きあげて下さい。
先輩方、私と縁があった方
全てに感謝です。ありがとう
ございました。
鳥インフルエンザ
対応研修会の取り組み

看護師

看護の魅力

独立行政法人地域医療機

看護部

看護師

定年を迎えるにあたって
峡南医療センター 市川三郷病院
看護部長

深澤 江里子

「定年」まだまだ程遠いと思っていましたが、いざ自分がそ
の年を迎えると不思議な気持ちです。新人の頃は「看護技術は先輩から見て
覚える」今の教育体制とは程遠いものでした。勤務体制も3交代で、準夜・
日勤・深夜という過酷な勤務もありました。今は教育体制も整い、働き方も
かなり改善され良い環境になったと感じています。
私は、看護師になってから「看護の課題はベットサイドから」の信念のも
と看護を続けてきました。患者のもとへ足を運び、自分の手で患者に触れ、
自分の目で患者を見て、耳で患者の訴えを聞くことで、患者の不安を軽減し
安心感に繋がり、過不足ないケアが提供できると思います。常に看護の基本
を忘れず、『自分に置き換えて
考える』ことを忘れてはならな
いと思っています。

看護の道を目指すと決めた中学 3 年生

支えられ一度も看護から離れることなく
出来ました。

看護と共に歩んだ 45 年を振り返ると辛

せんが、それより楽しかった事、嬉しか

長できる事が看護の魅力です。看護を通

えのない沢山の仲間を得られた事に感謝し

「看護」は人がこの世に生活をするうえ

考えます。その看護を職業とする看護職

事が出来るやりがいのある素敵な仕事で

られる役割も変化しますが、どんな時にも

「人」として「看護専門職」として、
その時々

精一杯それを実践する事を大事にして来ま
これからの人生も人と
して成長し続けて行きた
いと思います。

さて、私の次のステージは
どんなことが待っているのか、
ワクワクもしますが看護師であ
る以上、看護の仕事を微力なが
ら続けていけたら幸せかな？と
思っています。
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医療安全
カンファレンス

看護学生への
オリエンテーション

ｇｅ
ら後輩へ !

今伝えたいこと、
いでもらいたいこと～
Ye
ll
Ye l l

助産師

仕事に支えられて
都留市立病院 副看護部長

村上 真美

私は高校を卒業し企業で4年働いてから看護師資格を取
りました。さあこれから看護師としてスタートという時に
結婚、出産、夫の転勤。見知らぬ土地での専業主婦と子育ては
心細いものでした。
そんな心細さを解消してくれたのは仕事でした。勇気を出して看護師復帰。
個人医院で働き始め、先輩方や子育て仲間に支えられました。移住を重ね、都
留市に住もうとは思ってもいなかったのですが、これも何かの縁。もう20年以
上都留市立病院で働いています。
助産師になりたいという夢を忘れかけていた時に、病院が助産師育成を支
援してくれ、助産師資格を得ることができました。助産師学校、日赤や大学病
院をはじめ、多くの諸先輩方にも

して、悩み、苦しみそして喜びを
心血を注いできた先輩の方々。
輩から、長い経験を振り返って新
輩の看護職の皆さんにエールを

言い尽くせない恩があります。
今年2月から分娩が再開され改
めて専門職の厳しさに直面してい
ます。師となる人は患者さんをは
じめ、年齢や職業を問わず身近に
もいます。日々反省し、まだまだ成
長できると信じ働いています。
カンファレンス

機能推進機構 山梨病院

部長

阪野 祐子

生の時から、周囲に

く 60 才を迎える事が

辛い事や悲しい事が少なくありま

かった事の方が多く「人」として成

通して多くの人々から学び、かけが

します。

えで欠くことが出来ないものだと

職は、経験を通し生涯成長し続ける

です。社会情勢等に伴い看護に求め

も看護の本質は変わりません。

々に今の私に何が出来るかを考え、

ました。

准看護師

初心を忘れずに
しもべ病院 准看護師

室田 春美

私は現場一筋に仕事、生活をしてきました。時には研修、
講演等に出席させてもらい、自分の引き出しを多くし、知識を
養うように努めてきました。自分の思う看護の「志」とは何だったのかを常
に考え、自分を奮い立たせたり、慰めたりしてきたと思います。
「群れない、ぶれない、慣れない」という言葉です。群れると自分を失う。
自分の志を見失わずぶれない。仕事、人間に慣れると雑になり甘えが出る。
と自分なりに解釈しています。
大人になってからの時間は長いです。紆余曲折あることでしょう。泣かず
に我慢していると。いつかどこかで破裂してしまうはずです。涙を流すと何
か道が見え、「泣いている場合じゃない」と奮い立つ時が来るのを待つ時間
が大切だと思います。
医療看護は、常日頃躍進しています。
現在、看取りを重視し病院か自宅での看
護、介護の分岐点に立たされています。
コミュニケーションは大切です。近年で
は、多職種との交流も重視されています。
挨拶、笑顔をきっかけにできたらよい関係
づくりができるのではないかと思います。
内服準備中
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教育厚生委員会 意見交換会

報告

テーマ「看護人材確保・育成について」
2019年10月31日（木）、山梨県看護協会に於いて、山梨県議会教育厚生委員会委員と看護協会役員
及び職員・地区支部長が「看護人材確保・育成について」
をテーマに各支部・各施設の状況や取り組み、
保健師、
助産師、看護師の実態等について説明を行い、
それを受け闊達な意見交換を行いました。

議員からの主な質問、意見
● 高度医療技術習得方法について
● 託児所、夜間保育の県内の整備状況
● 潜在看護師復職のハードルは何か
● 認定看護師等のあったほうがよい領域は
● 人材確保・定着の為の待遇改善の取り組みについて
● 報酬についての見解や取り組みまた、県への要望について
● 男性看護職増に対する取り組みについて
● 看護職確保への具体的な取り組み考え方について
● 在宅医療に関わる多職種連携、特に口腔ケアについて

最後に、議員を代表して皆川議員が、本年度県が行う
看護職員需給計画策定に際し、看護協会も検討委員とし
て参画してほしい。と結ばれました。
12月26日、第1回山梨県看護職員確保対策検討委員会
が開催され、当協会古屋玉枝会長が出席しました。県内
の看護職を取り巻く地域の実態や、思い・意見等を発言

参加者全員で

しました。

2019 通常総会および職能交流集会
開催方法についてのアンケート結果の報告
アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。 78 施設・個人会員 12 人、総計 3，562 人
（回
答率 63.4％）の会員のみなさまのご意見をいただきました。 皆様から寄せられたご意見等を参考にさせていた
だき、通常総会と職能交流集会の開催について、検討させていただきます。

▶通常総会に出席していますか？

▶職能交流集会に出席していますか？

出席せず

出席せず

18%

数回出席

20%

24%

ほぼ毎回出席

45%

ほぼ毎回出席

62%

数回出席

31%

▶開催方法・時間について

▶開催曜日について
どちらでも

どちらでも

33%

28%
同日開催

別々に2日間

23%
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平日

42%

44%

従来どおり土曜日

30%

シリーズ第11弾

災害対策

災害支援ナース
有効登録者10６名になりました。

今年度の災害支援ナース関連事業として、災害支援ナース派遣調整合同訓練（11月5・6・7日）、
災害支援ナースフォローアップ研修（11月8日）
、県民の日に災害支援ナースの周知・啓発を行いました。
※県防災訓練は、台風19号の影響により中止となりました。

災害支援ナースフォローアップ
研修の様子を報告します。

災害看護委員会 委員長

65人の参加を得、最初に山梨県防災局防災危機管理課 防災専門員 吹野健彦氏
により「守ってくれるのは・
・誰？」のタイトルで、講義とDIGをおこないました。
今回、看護協会の会館内を家庭や所属施設と見立て、危険個所をチェックし大

加賀美 悦子

デ ィ グ

『D IG』
って何? ?

「DIG」
とは、大きな地図を囲みな

きな地図を囲み、みんなで書き込みを加えながら、ワイワイと楽しく議論してい

がら、参加者全員で災害の対応策

きました。また全員で共有しました。 参加者全員が、理解できたと回答し、感想

などを考える訓練です。

ではDIGを行ってみてよくわかった。 自宅・職場・地域でも活用したい等、中で
も、
「知っている＝備えている」とはならないという講師の言葉が、説得力があっ
たと綴っています。

Disaster(災害) Imagination(想
像力) Game(ゲーム)の頭文字を
とって命名されました。 英語の動
詞“dig”には「掘り起こす、探求す
る、理解する」
といった意味があり
ます。「DIG」
という名称には、
「防
災意識を掘り起こそう」
「地域を探
求しよう」
「災害を理解しよう」と
いった、
意味が込められています。

DIG取り組みの様子

参加者全員で共有

次に、「災害時のこころのケアについて」日本赤十字社事業局救護・福祉部
地域包括ケア推進室参事の武口真里花氏より講義を受けました。武口氏が実際
に被災地の活動の中で感じたことや経験を交えて話してくださいました。被災
地の住民だけが被災者ではなく、住民の支援にあたる人々も被災者であるこ
と。また、被災地に支援に行った人々すべてに、「こころのケア」が必要だと
再認識しました。
最後に、武口氏の「災害支援ナース
として派遣されても何もできなかった
と思わないで、行くだけでも十分なん

武口真里花講師

です。」という言葉に、実際に被災地
で活動したことがない私は、勇気づけ
られました。
事例検討

あなたも
ナース
災害支援
!
録
に登 を

災害支援ナースとは、看護職能団体の一員として、被災した看護職の心身の負担を軽減し支えるよう努めるととも

に、被災者が健康レベルを維持できるように、被災地で適切な医療・看護を提供する役割を担う看護職をいい、日本看
護協会「災害支援ナース派遣要領」に基づき、山梨県看護協会に登録し、被災地に派遣される看護職のことです。

詳細は、ホームページまたは、055-226-4288（看護協会）
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いつでもどこでもだれにでも
思いに寄りそって
つる訪問看護ステーション

所長

小林 博子

「おはようございます。今日も皆さん気をつけて
訪問宜しくお願いします！」
つる訪問看護ステーションの1日は明るい挨拶か
ら始まります。当ステーションは都留市の中心地
にあり、大月市にもサテライトを構え、訪問看護師
7人と事務職1人で、2市近隣町村に訪問看護を提供
しています。ステーションとサテライトを電話で繋
いだミーティングを毎朝実施しており、スタッフで
情報共有を図り、緊急対応もできるように備えて
います。小児から高齢者まで幅広い年齢層の利用者
に訪問しています。身体症状のある利用者だけでな
く、精神疾患、知的障がい者への訪問も担い、療養
生活を支援しています。
当ステーションには、トータル・サポート・マネ
ジャーがいます。医療機関から在宅への退院支援・
相談を行い、多職種と連携を図り、スムーズに在宅
療養に移行できるようサポートをしています。又、
在宅における看取りについても支援します。住み慣
れた地域で生活したい利用者やご家族の想いに寄り
添い、安心して生活できるよう確かな技術と真心の
こもった看護を心がけて支援しています。

シ リ ーズ

職員も患者も病院も
WIN・WIN・WINの関係
笛吹中央病院

看護部長

雨宮 栄子

当院は、二次救急指定病院、地域災害拠点病院としての
使命を担い、日々地域医療活動を展開しております。
2013年から、看護職のWLB推進プロジェクトに参加し、
仕事と生活の調和を図り、活き活きと働き続ける職場、お
互い様の風土のある職場を目指して参りました。現在の看
護部職員も増加傾向にあり、離職率も低下しています。
2017年8月から、急性期病棟から看護方式を変更しパー
トナーシップ・ナーシング・システム（以下PNS）を導入
しました。ペア間での情報共有によって、アセスメント力
が高まり、患者さんからも担当看護師の存在に安心感が寄
せられています。そして、2019年4月から全病棟、PNSを
導入することができました。PNS部会を中心にPDCAサイ
クルを回し、改善に向けての検討も重ねています。
また、入院患者の30％～40％が認知症Ⅲ以上を占めてい
ます。治療上、身体抑制を余儀なくされる患者さんもいま
す。そのような中、少しでもベッドから離れ、身体抑制が
解除できるように、今年の2月から「院内デイケアぽかぽ
か」を開催することができました。約2時間余りの開催で
すが、患者さんの表情の変化に感動しています。
今後も、お互い様の風土を醸成していき、気配り・心配り・
目配りのできる組織を目指していきます。

計画書はすっごく大 切！
研究計画書は、看護研究をきちんと遂行するための設計図といえます。 自分のやりたい研究を

看護研究
のコツ

始める前に計画書を作成し、
自分や共同研究者、
指導者と内容を共有することはとても大切です。

№19

ドを含めて、研究全体がイメージできるようなタイトルがよいでしょう。 3．研究背景には先行

計画書に必要な項目としては、1.研究テーマ（課題名）2.研究代表者および共同研究者 3.研究背
景 4.研究の意義 5.研究目的 6.研究方法（対象・期間・方法・手順・分析方法）7.倫理的配慮 8.結果
公表の予定 9.今後のスケジュール 10.予算が挙げられます。1.の研究テーマは主要なキーワー
研究の検索や関連文献の検討も含まれます。 じっくりと時間をかけて調べましょう。7.倫理的
配慮に関することは、投稿する学会の指針を事前に確認するとよいです。 山梨県看護協会も研究
倫理委員会を設置しており、上記の項目に沿った倫理審査を行っています。 詳しくは山梨県看護
協会ホームページの
「協会のご案内」をご覧ください。

山梨看護学会委員会

担当／原田 聖代

（上野原市立病院）
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わからないことがあれば、1人で悩まずに、職場の先輩（上司）、あるいは看護研究を専門として
いる方に相談してみましょう。 適切な助言が得られると思います。

看護職 確保定着

働き続けるために…

No. 45

看護師と子育ての両立を目指して

ナースの

ママ・パパ
奮闘記
患者さんや職場のスタッフそして温
かい家族に支えられ、お母さんとして
育児と仕事の両方で頑張っている幡野
さんをご紹介します。

家族3人
での思い出

★
★ ★

北杜市立塩川病院

幡野 実和

看護師になり9年目です。結婚などを機に今の北杜市立
塩川病院で働き始めて4年目となります。結婚後には子供
にも恵まれ、5歳の長女との3人暮らしです。
毎日、仕事と育児で忙しく精一杯の日々を過ごしてい
ますが、家に帰ると飛びついてくる子供の笑顔で疲れを
忘れさせてもらっています。また、夜勤明けにウトウト
としていると寝室からタオルケットを持ってきて、そっ
と掛けてくれる子供の成長と優しさに、思わず目を潤ま
せたこともありました。
仕事で遅くなることもありますが、夫にも協力をして
もらっています。また、職場の理解により、保育園行事
などの子供のイベントには、参加できるように勤務を調
整していただき、日々感謝しながら充実した日々を過ご
すことが出来ています。家族と過ごす時間が、原動力に
なっています。
待望の第２子を授かることもでき、これからは育児休
暇を経て、再び看護師として働き続けていきたいと思っ
ています。そして、子供の成長とともに、親として、ま
た看護師としての自分も成長していけるように自己研鑽
をしていきたいと思います。

Topic & Information

★

★ ★

看護師の負担軽減に向けた働き方改革

～手術室勤務体制を夜間オンコール体制から2交代勤務に改革～
地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院
副院長・看護局長 飯野みゆき
当院は、県の基幹病院、高度急性期医療、県民最後の砦の役割を担
う総合病院です。
平成31年４月には高度救命センターの指定を受け、手術件数は、平
成20年度5,354件が、平成30年度には7,250件と増加しています。特に
夜間の緊急手術の増加により、オンコール看護師は毎晩のように呼ば
れ、365日24時間手術室の稼働できる体制作りが急務となりました。
そこで、夜間オンコール体制を２交代勤務への改革に踏み切りました。
手術室看護は専門性が高く、看護師増員は難航しました。しかし、

新人看護師もメキメキ成長しています。

看護師としての誇り、組織人の自覚と責任などを各人と納得いくまで
話し合い、平成30年４月35人だった看護師を12月には42人まで増員
し、２交代制勤務導入が実現したのです。看護師は、いつ呼ばれるか
わからないストレスから解放され、「念願が叶った」と声をあげまし
た。まさに143年の手術室の歴史が塗り替えられたのです。
今後、益々医療は高度化し、看護師に求められる役割が拡大してい
きます。そのような中で、育児、介護をしながら誇りを持ち、生き生
きと働き続けられる職場環境整備に努めて参りたいと思います。

手術室の師長、副師長と笑顔で一枚
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令和元年度
第6回
令和元年9月12日(木)
第7回
令和元年11月14日(木)

理事会報告

以下のとおり承認されました。

協議事項
1. 令和元年度第2回地区支部長と役員合同会議について
協議事項
1. 令和２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
２.日本看護協会会長表彰候補者・日本看護協会名誉会員候補者の推薦について
３.令和元年叙勲祝賀会について

山 梨 県 看 護 協 会

I N F O R M AT I O N

▲

▲

お勧めの映画

ぜひご覧いただきたい
映画です！

『あの日のオルガン』
山梨県看護協会も後援
しています。
● 上映日・場所：

令和2年2月9日
（日）
山梨県立文学館講堂
令和2年2月24日
（月）
白根桃源文化会館
● 上映時間：いずれも
1回目10 : 30～ 2回目13 : 30～
● チケッ
ト：前売 一般・シニア・大学生 1100円
当日 一般・シニア1500円 大学生 1300円
小中高生 800円（当日券のみ）
● 問い合わせ先：看護協会 TEL055 -226 - 4288
昭和から平成。
そして新たな時代へ語り継ぎたい物語。
知られざるヒロインたちの感動の実話を映画化。
子どもの命と平和を語るこの感動を、みなさんに
届けたい、広げたい！！
※詳細は、ホームページをご覧ください。

■ キャリナース

ぜひ
さい！ “登 録 数”山 梨 県
ご活用くだ
、全国

キャリナースは、
経験を積んでキャリアアップしたい
看護職の皆様を応援します。

看 護 協 会は
最下位です

日本看護協会では、会員のキャリア構築を支援する
会員専用WEBページキャリナースを提供しています。
キャリナースでは、会員情報の変更や電子会員証の
表示機能のほか、山梨県看護協会や日本看護協会で受
講した研修履歴が確認できます。受講証明書の発行も
可能です。資格取得や更新、申請施設への提出などが
必要なときに、研修受講履歴証明書や一覧表も印刷で
きます。また、文献検索や各種資料など看護業務に役
立つ魅力的なコンテンツもいっぱいです！
(URL▶https//kaiin.nurse.or.jp/members/jng000101)

■ 令和２年度の入会・継続の手続きが
始まっています。
令和元年（2019年）度会員の皆様には、日本看護
協会から「継続のお願い」が郵送されますので、お
手元に届き次第ご開封ください。会員情報に変更が
ない方は、手続き不要で自動継続となります。

■ 公益社団法人山梨県看護協会

令和2年度通常総会の
開催日が決定しました。
通常総会の開催日

令和2年6月20日
（土）

【 表紙スナップ・独立行政法人国立病院機構 甲府病院】
当院の特徴の一つ、重症心身
障 害 医 療 では入 院 及び 通 所事
業を行い多くの方の利用があり
ます。一 般医療では、スポーツ
膝 疾 患の関 節鏡手 術や消化 器
疾患の腹腔鏡手術を行っていま
す。安全・安心な看護を提供し
ています。
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情報を変更される方は、早めに手続きをお願いい
たします。新規に入会を希望される方で、入会申込
書をご入用の方は 055 - 226 - 4288 山梨県看護協会
会員担当までご連絡ください。
また、令和２年4月以降、他県に転出予定のある
方は転出先の都道府県看護協会で入会の手続きをお
願いいたします。

編集後記
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年も広報委員一同、会員の皆様にご満足
いただける企画を考えていきたいと思いま
す。皆様のご健勝とますますのご活躍を心か
らお祈り致します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

