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いま私にできること
看護職へエールを！

【クラップ・フォー・ケアラーズ（医療従事者らへの拍手を）】
英国の市民らが発案し、国内及び県内でも医療従事者に
感謝の意を伝える動きが広まりました。看護の日の5月
12日から1週間ホテルの壁面に浮かび上がりました。
東京スカイツリーや都庁、山梨県庁なども夜間青くライ
トアップされました。

笑顔
スナップ

日下部記念病院

当院は、精神科医療を通じて地域社会の健康と
福祉に貢献します。 一人ひとりの希望に寄り添い、
ともに歩むことを目指しています。

▲2020チームリーダー

▲病棟カンファレンス

令和２年度 看護の日・看護週間
令和２年度 看護功労者・
第２５回 県民の看護師さん表彰者紹介

▲つくし教育スタッフ
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7月より研修が開始されました
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INFORMATION／編集後記

山梨県看護協会への
入会手続きはお早めに!!
▲外来スタッフ
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山梨県看護協会会員数 5578人（令和2年8月17日現在）

いま私にで
きること
看護職へエールを!

「新型コロナウイルス感染症に負けない」
を合言葉に この苦境を乗り越えていきましょう

会長

古屋玉枝

「やまなし看護協会 NEWS」118 号の発刊にあたっては、
例年 9 月号は「山
梨県看護大会」
「看護協会通常総会」
「職能交流集会」
「理事会メンバーの紹介」
「地区支部の取り組み」等の報告が掲載され、活気あふれる新しい取り組み
の紹介記事でわくわくして「NEWS」を手に取り、目を細めて見てきまし
たが、今年は「新型コロナウイルス感染拡大防止」に対応し、118 号は「新
型コロナウイルス感染症」にめげずに取り組み続けている看護現場の紹介
や看護職への感謝のエールや感染防止品の寄贈など、看護職への物心両面
からのご支援等について、会員の皆さまにご紹介させていただきます。
まずは「看護の日・看護週間」には照明を使ってエールをもらいました。

看護の日5月12日に、看護職へのエールが
夜空に浮かび上がりました。

看護大会には、
「県看護功労者」と「県民の看護師さん」表彰をしていただ

いてきましたが、今年の表彰式は 9 月 8 日です。受賞者の皆さまおめでとうございます。

3 月から現在まで「新型コロナウイルス感染症」対応については、自分や家族等の大きな感染のリスクと隣り合わせ
の中、24 時間患者さんに寄り添い活躍を続けている看護職の皆さまに、看護協会と看護連盟は山梨県知事・関係者に
患者さんの命・県民の命を守り、医療の現場を支えている看護職への支援等についてお願いし、感染防止品などの確
保等をしていただきました。( ご寄贈品等５頁 )
看護協会総会は感染対策をとった上で、小人数、短時間で開催することができました。職能交流集会は中止としま
した。会員の皆さまに直接お会いできませんが、協会ニュースをぜひお読みいただき感想・ご意見等お寄せください。
今年は、
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 ! 」のキャンペーンに取組んでいます。
看護は専門職。専門的知識と技術“看護の心”をもってケアの質の向上、社会に評価されるよう、真摯に活動を推
進していきます。あらゆる看護現場で頑張っている看護職の皆さまに感謝しながら、
「新型コロナウイルス感染症」の
一日でも早い収束・終息を願って、看護職として取り組み続けましょう。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

令和
2年度

看護の日・看護 週 間
5月12日は「 看護 の日 」

「 看護の心を みんなの心に」
メインテーマ：
看護週間：令和2年5月10日(日)～16日(土)
Nursing Now 看護の力で健康な
看護の力で
看護の力で健康な社会を
社会を！

STOP THE COVID－１９
収束状況を見ながらフェスタ看護関連事業実施予定です。そんな中、
県民への啓発事業として、甲府駅北口ペデストリアンデッキへ看護の
日の由来と看護週間について掲示しました。

看護功労者・県民の看護師さん表彰
令和2年度

看護功労者

鶴田

延江 山梨厚生病院

県民の看護師さん

秀美 笛吹市役所

佐野ひろみ 身延山病院

小田切佳仁 玉穂ふれあい診療所

日原寿美子 山梨市役所

小佐野智子 回生堂病院

白鳥恵美子 上野原市役所

市川まゆみ 市立甲府病院

内田

純子 山梨大学医学部附属病院

志村

友紀 独立行政法人山梨県立病院機構

雨宮

小澤

和子 山梨大学医学部附属病院 山本

久保寺比呂美 韮崎東ヶ丘病院

相原

和子 貢川訪問看護ステーション
昭子 国立病院機構甲府病院

浅川留美子 独立行政法人山梨県立病院機構 望月

優子 甲府城南病院

石原

協子 甲府市医師会

山梨県立北病院

鷹野

英子 東山梨訪問看護ステーション

救急医療センター

竜沢真理子 春日居サイバーナイフ・ 加藤富美子 独立行政法人地域医療機能推進機構
リハビリ病院
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山梨病院

山梨県立中央病院

鈴木有紀子 加納岩総合病院
《表彰式》
令和2年9月8日 午後
県庁にて執り行われます。

と

医療機関における

新型コロナウイルス
感染対策の取り組み

いま私にできるこ

看護職へエールを!

経験したことがない新型コロナウイルス
に対し、職員が一丸となって取り組んだ感
染対策と、制限の厳しい中、患者・家族が満
足できる面会の方法の一つを紹介します。

COVID-19への取り組みを振り返る
～地域医療を支え続けるために～
市立甲府病院 看護部長

小石川 好美

湖北省武漢市において発生した非定型肺炎は新型コロナウイルス
が関連していると通知されたのは今年の１月、当院ではインフルエ
ンザ感染防止対策強化の真っ只中でした。情報が不足、また錯綜す
るなか、１月には各種マニュアル、及び診療継続計画（BCP）の作
成に着手し万全の体制を整え、６月には発熱者トリアージ及び発熱
者外来を開設しました。日本だけでなく世界中がこれまで経験した
ことのない、災害ともいえる状況の中でも、職員一丸となって「患

正面玄関でサーモグラグラフィーでの体温チェックの様子

者の安全と命を守る」という同じ方向に向かって協働することがで
きています。
当院は第二種感染症指定医療機関であり、感染管理認定看護師２
人、各部署には感染対策リンクナースが在籍しています。感染管理
認定看護師をはじめとして看護職はときには連携の橋渡し、ときに
は縁の下の力持ち、ときには牽引力を発揮、とその時々の状況に合
わせ自己の役割を遂行しています。また感染管理認定看護師は近隣
の施設の相談も受け、地域全体の感染防止対策へも参画していま
す。まだまだ収束が見えない状況ですが、これからも「いのちに光
を、心にやすらぎを」の理念のもと職員一丸となって地域医療を支
えていきたいと考えています。

北玄関で体温チェックの様子

「オンライン面会」導入で患者家族間を繋ぐ
山梨リハビリテーション病院 看護課長

田村 ちひろ

新型コロナウイルス感染症は、社会全体の生活様式を変えなくて
はならず、私たちの働く医療現場にも影響をもたらしています。院
内感染防止の継続として、入院患者さんへの面会は家族を含め全面
禁止となっています。患者さんにとって家族の面会は、精神的支え
となり入院生活を継続するためには大切です。また、患者さんの退
院後の在宅生活をより良くするためには、看護者が家族を支援する
ことも重要です。今回、感染防止対策を取りながら患者家族間を繋
ぐ一つの方法として、「オンライン面会」の導入が実現しました。

看護師が付き添いオンライン面会

家族が１階フロアで患者さんは病棟でタブレットを使用して面会を
しました。患者家族からは、「久しぶりに顔を見て話せて嬉しかっ
た。安心できた。」といった声が聞かれ、患者さんもとても良い表
情でした。また、画面の切り替えで現在の歩行状況等を伝える機会
ともなりました。
「オンライン面会」を通して、これからは感染防止対策を取りな
がら患者家族が満足できる医療の提供体制を構築していくことが必
要と考えています。
オンラインで歩行状況も伝える

やまなし看護協会NEWS ●
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山梨県看護協会の

新型コロナウイ
新
型コロナウイルス
感染防止対策関連の
対応を報告します。

山梨県看護協会は
山梨県看護協会は
山梨県看護協会は
山梨県看護協会は
山梨県看護協会は
に取り組んでいます
に取り組んでいます
に取り組んでいます
に取り組んでいます
に取り組んでいます

山梨県看護協会では、令和2年3月2日
「新型コロナウイルス対策会議」
を立ち上げ、毎日役員と
部長等により、情報共有・対応策の検討を行いました。 看護職のみなさまが安全で安心して働く
ことができ「県民のみなさまの安全と生命を守る」
ために、看護協会は、現場の看護職と、行政と
の3者が連携を密に図り、新型コロナウイルス感染症に負けないよう取組を行っていきます。

【要望・陳情】

【 調査・研修他 】

山梨県知事や保育所などに、要望や陳情を行いまし
たので、主なものを報告します。

現場で活躍する看護職のみなさまの声を、全体の糧と
なり明日への力となるように、調査や研修をスピーディ
に実施しました。
４月１日 県内60病院を対象に新型コロナウイルスへの
取組、準備、要望等実態調査を実施
４月３日 訪問看護ステーション対象研修会の実施
講師：県立中央病院 三河貴裕医師
ビデオ配信の実施
５月14日 マスク等充足状況調査実施
６月10日 実体験をとおしての情報交換会
～第2波に備えて～
講師：恵信甲府病院看護部長 植田美由紀氏
甲府共立病院総看護師長 村松裕子氏
ビデオ配信の実施
６月29日 フェイスシールド希望調査実施

１. 県専門家会議に、看護職の参入について
看護職の確保・応援体制の構築について
マスク等防護具の適正確保について
訪問看護分野への支援について
（3月25日 県知事へ要望）
結果→「新型コロナウイルス感染症医療対策会
議」に古屋協会長が2回目から参画することとな
りました。
結果→県下55の訪問看護ステーションにマスクが
届けられました。
２. 感染管理認定看護師・感染症専門看護師の広域的
活動への理解と配慮について
（3月30日 各所属長及び看護管理者へ依頼）
結果→「新型コロナウイルス対策会議」に、感染
管理認定看護師が定期的に参集し、広域的教育支
援について協議が開始され、要請病院への支援や
防護具の代用等のビデオ配信を実施しています。

研修の様子

３. 看護職への危険手当支給・宿泊ホテル利用助成に
ついて
妊娠中看護職への配慮・代替職員採用助成について
（4月17日 県知事へ要望）
結果→危険手当月額10,000円、宿泊ホテル代1泊
5,000円上限が決定されました。
４. 幼保育に対する医療職者への優遇と配慮について
（4月23日 県保育協議会長へ要望と陳情）
結果→県下幼保施設に指導の結果、理解・協力が
得られるようになりました。
５. マスク等防護具の支援について
看護職のメンタルへの配慮及び医療従事者への評
価について
（5月19日 県知事へ要望）
結果→マスク等が不足する19医療機関（マスク充
足状況調査結果）へ、マスクとフェイスシールド
が届けられました。
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「クラップ・フォー・
ケアラーズ」
県内でも多くの医療
従事者への感謝が
届けられています。

【 復職支援 】
ナースセンターでは、潜在看護師を県の新型コロナ
ウイルス軽症者対応施設（ホテル活用）へ4人と、甲府
保健所の帰国者・接触者相談支援センターへ13人、山
梨大学医学部付属病院ＰＣＲ検査関連に２人の復職支
援をしました。

と

いま私にできるこ

看護職へエールを!

多くの機関や皆様から
看護職への感謝が届けられました。
令和2年5月1日
甲府ロータリーク
ラブ様からマスク
23000枚をいただ
きました。
感染症指定病院と
受け入れ病院に、
通勤用マスクとし
て届けました。

山梨県訪問看護支援センターへ、県内55
訪問看護施設にあてたマスクが、国から6
回、県から2回、合計約20万枚のマスクが
届きました。早速、仕分け作業を行い全施
設に届けました。

山梨県看護協会は

に取り組んでいます

医療職の皆様は、医療の知識と経験で病に立ち向かい、人
の心にも寄り添う職業だと感じています。今回の感染症拡大
に伴い、更にその思いを強くしました。心身ともに支えてく
ださる皆様に改めて、感謝と敬意をお伝えします。私達も、
今できることを行動に移し、共に頑張ります。笑顔あふれる
日々が一日も早く戻りますように。
看護協会事務職員一同 令和2年5月23日(土) 山梨日日新聞掲載

システムインナカゴ
ミ様、ニッセー株式会社
様からフェイスシールド
を頂きました。訪問看護
ステーションや協会内研
修で使用します。

帰国者・接触者相談センターで活躍の保
健所保健師・復職看護職の皆さんにファン
ケル様からいただいた、クレンジングを届け
ました。

令和2年7月1日
山梨県遊技業組合様よりフェイスシー
ルド6000枚をいただきました。第2波
に備え、希望意向のあった40病院へ
分配しました。
やまなし看護協会NEWS ●
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職 能委員会

令和2年度の

活動抱負

新型コロナウイルス感染対策「3密」回避のため、交流集会は中止となった
ので、各職能委員長から今年度の活動の計画や決意を述べていただきました。

保健師
職 能委員会
職能委員会

ONE TEAM（ワンチーム）で取組む
地域づくり
保健師職能委員長 柴田 昌子

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中で住民生
活に大きな影響が出ています。感染防止の「新しい生活様
式」のため、私たちが積み重ねてきた地域づくりや関係者
との連携の方法、訪問や相談など対人支援のやり方などこ
れまでの活動や事業を見直さなければならなくなりました。
保健師は人々の暮らしや地域の基盤をつくり、時代の様々
なニーズに応じた事業を行ってきています。変えなければ
ならない事と変えてはいけない事、それらを整理し委員全
員が皆さんと共にこれからの保健師活動について考えてい

助産師

安全・安心な出産環境を考える
助産師職能委員長

職 能委員会
職能委員会
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の対策を試行錯
誤しながら取り組んでいます。助産師職能委員会では、毎年
実施している助産師の知恵袋事業「母と子のしあわせのため
に」のイベントは感染防止のために中止となりました。その
中で「安全・安心な出産環境を考える」活動目標として、新
型コロナウイルス感染症対策の各施設の現状や課題を情報交
換しながら検討していきます。また、昨年度は交流集会で行
われた山梨県の小児周産期の災害対策の研修を受け、助産師
職能委員の施設の災害対策（ 災害時の避難物品・備蓄や避
難オリエンテーション等 ）について情報交換を行ってきま

看護師

看護師職能委員会は、病院および在宅・介護福祉施設等で
働く看護職が抱えている問題を明らかにし、解決のための検
討を行い、質の高い看護が提供できるよう看護職を支援する
ことを目的として活動しています。
今年度の活動として領域Ⅰでは、昨年度から取り組んでい
る地域包括ケアシステム構築のために更なる職能間の連携強
化を図るための課題発見に努め、具体的な取り組みに繋げて
いくことを目標に掲げています。また、病院領域の看護職が
医療体制の変化に対応するために必要な実践能力を養うため
の支援として今年度は「患者の意思決定をどう支えるか」を
テーマに研修会を企画しています。
●
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小泉 夫美子

した。
今年度も引き続き、各施設の災害対策について情報収集・
情報発信できるように取り組んでいきます。
今年度はCLoCMiPレベルⅢアドバンス助産師の更新申
請を初めて迎えます。申請の要件による研修（ 助産倫理研
修・新生児蘇生法研修 ）を企画実施し、アドバンス助産師
の新規申請・更新申請の支援をしていきます。その他の研修
企画として新人助産師研修の開催を考えていますが、どの研
修においても三密を避けながら企画しているので安心して参加
してください。

職能間の更なる連携強化に向けて

職 能委員会
職能委員会

6

きたいと思います。
今年度の活動目標は①地域包括ケアシステムの推進に向
け保健師の専門性を高める。②保健師活動の「見える化」
を強化する。③保健師の連携を強化しネットワークを推進
する。これら３つ柱を掲げました。時宜を得た情報発信と
ともに、保健師活動に必要な意見集約や合意形成のスキル
アップに繋がる研修等の取り組みを計画しています。例年
と異なる形での展開になりますが保健師職能委員会の活動
へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

看護師職能委員長

植田 美由紀

領域Ⅱでは、介護・福祉関係
施設・在宅等領域の看護職間のネットワーク作りを推進し、
看護技術や業務改善に関する相談に応じ看護職のスキルアッ
プを図ることや、広報活動を行うことで看護協会会員増につ
なげることを目指します。また、看護管理者が考えるべき労
働者及び療養者のリスク管理について課題の明確化と対策の
検討に向けた取り組みを引き続き計画しています。
領域Ⅰと領域Ⅱが課題解決のために連携・協働して委員会
活動を行っていきます。今年度も看護師職能委員会の活動に
ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

公益社団法人

山梨県看護協会

理事会メンバーをご紹介します
会

です。
令和2年度の皆様
力を
会員の皆様のご協
す
お願いしま 。

長

古屋

玉枝

看護師職能理事

植田美由紀(再)

峡東地区理事

秋山

公代

千春

准看護師理事

戸澤

孝子

峡南地区理事

佐野ひろみ(新)

副

会

長

角田

副

会

長

飯野みゆき(新)

中北地区理事

並木奈緒美

富士・東部地区理事

奥

立美(新)

一瀬

礼子(再)

中北地区理事

長坂千恵子

監

事

中込

正純(再)

常 任 理 事 岡本

理恵(再)

中北地区理事

赤池ひさ子(新)

監

事

橋爪さつき(再)

昌子

峡北地区理事

新藤みどり

監

事

清水しほり

峡東地区理事

雨宮

専 務 理 事
保健師職能理事

柴田

助産師職能理事

小泉夫美子(再)

中北地区理事

飯野みゆき

【抱負】

【趣味】

歌うこと

山梨産業保健
総合支援センター

功刀 朱美 昭和町役場
堀内 美保 身延町役場
石原 布巳 峡東保健

福祉事務所

神崎 由紀 山梨大学大学院
総合研究部

福田

望 韮崎市役所

根津 昌恵 山梨市役所
長島 雅江 上野原市役所

おいしい物の食べ歩き

長田 美和

選挙管理委員会

岩間美奈子

市立甲府病院

坂本 真紀

山寺 秀美 山梨県教育庁
福利給与課

医療法人社団
高原会

松本 君恵 一宮温泉病院

小田切智子 国立病院機構

富田三千子 大月市立

村上 真美 都留市立病院

山梨県立
小山 尚美 山梨県立大学 薬袋 由美 中央病院

田中みや子 山梨赤十字病院
中村 知華 山梨県立
中央病院

萩原 結花 山梨県立大学
岡山 由佳 富士吉田
市立病院

【抱負】
協会と地区支部の橋渡し
「か
けはし」となるように役 割
を果 たしていきたいと思い
ます。
【趣味】
旅行

看護師
職能委員会

齊藤 輝子 市立甲府病院
甲府病院

立美

職能委員会

助産師
職能委員会
甲府共立病院

奥

【抱負】
協会本部と地区支部との連
携を密にし、目標達成に貢
献できるよう活動していき
たいと思います。
【趣味】

耕運機運転

保健師
職能委員会

富士・東部地区理事

佐野ひろみ

【抱負】
微力ではありますが、支部
の皆様と力を合わせて看護
の発展に貢献して参りたい
と思います。
【趣味】

令和2年 度

小川 理恵

峡南地区理事

赤池ひさ子

県民の安心・安全な生活の実
現に向け、専門職能団体とし
て活躍できるよう、協会活動
に尽力いたします。

（新）新しく承認された役員 （再）再任された役員

会員の皆様の声を活かし、会員と共に歩む
活動をめざします。どうぞよろしくお願いします。

新役員紹介
副会長

栄子(再)

中央病院

坂本 祐子 介護老人保健施設
甲府相川
ケアセンター

山本 和子 貢川訪問看護 小澤 和子 山梨大学医学部
ステーション
附属病院

中川百合子 介護老人福祉施設 井上 美保 飯富病院
トリアス
唯井みゆき 甲州リハビリ
都丸 直美 都留市立介護老人
テーション病院
保健施設「つる」

依田 知美

在宅支援センター
甲州ケア・ホーム

志村ひろみ 山梨県立中央病院
雨宮 和子 山梨県立あけぼの
医療福祉センター

岡
晴代 石和温泉病院
秋山
栄 峡南病院
渡邊 久子 山梨赤十字病院

推薦委員会
石川文美子 山梨県立中央病院
小野 千恵 富士・東部
保健福祉事務所

進藤小百合 山梨県立あけぼの
医療福祉センター

水上さつき 石和共立病院
赤坂 繁美 しもべ病院
三浦 百合 山梨赤十字病院

やまなし看護協会NEWS ●
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報告

地区支部の取り組み
組み
地区支部の総会も新型コロナウイルス感染対策のため、縮小して行われ
様々な活動に制限が加わる中、今年度のスタートを切りました。コロナ禍
において各地区支部の特性に合わせた取り組みが実施されていくことと思
います。どうぞ会員のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

中北

峡北地区支部

峡東地区支部

中北地区支部

富士・東部地区支部
峡南地区支部

地域包括ケアシステムの推進、看護の質の向上
看護職の働き方改革の推進をめざして
中北地区支部長

小石川 好美

令和２年度は感染防止対策強化のもと5月22日、中北地

新型コロナウイルス感染症との共存も含め、一日も早

区支部通常総会を終え活動をスタートいたしました。令

く事態が収束し、私たちの活動を皆様にお届けできる日

和元年度は地域包括ケアシステムの推進、看護の思想普

が来ることを期待し、役員一同準備を進めております。

及、人材確保と会員の皆様のご協力の下、役員一丸となっ
て様々な活動を展開して参りました。市民公開講座では
一般市民の方を対象に、血圧測定と健康相談を実施し、
397人の方にご参加いただきました。
令和２年度はコロナ禍の渦中での始動となり、実施は
県内感染症の動向を見ながら、と歯がゆい思いをしてお
りますが、昨年度同様、地域包括ケアシステムの推進、看
護の質の向上、看護職の働き方改革の推進に加え、今年度
は新型コロナウイルス感染症への各施設の取り組みにつ
いても情報共有を行いたいと考えております。

峡東

研修での学び合い、地域住民との
触れ合いで活気ある支部活動の展開
峡東地区支部長

峡東地区支部は、
笛吹市・山梨市・甲州市内1,228人の会

のような活動が実施できるのか模索の年となりますが、皆

員の皆さんと共に、1.病院・施設・地域の連携による地域

さんの知恵と力で難局を乗り越え、元気で活気あふれる支

包括ケアの推進 2.看護職が働き続けられる環境づくり

部活動に取り組んでいきたいと思います。
引き続き支部活

の推進 3.看護思想と看護協会活動の普及啓発の推進

動へのご支援・ご協力をお願い致します。

4.教育研修による看護の質向上の推進の4点を柱に、研修
での学び合い、地域での活動等、活気あふれる支部活動を
実施しています。
特に
「地域包括ケアの推進」
に関しては、医療と介護の連
携を視点に看護師と介護支援専門員との合同事例検討会
を3年前から継続して実施しています。昨年も141人とい
う多くの参加者により盛況に開催されました。
在宅への移
行支援をスムーズに行うための効果的な連携の在り方が
考えられる研修となっています。
また、市民公開講座の取
り組みや一日まちの保健室の取り組みなど、地域の方々と
の触れ合いも大切にしながら活動を展開しています。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ど
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●

堀忍
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峡北 「住み慣れた地域で自分らしく暮らせる」
を支える看護職の連携
峡北地区支部長

中山 美加

峡北地区支部では「可能な限り住み慣れた地域で自分ら

せるためにその人の暮らしの場に合わせた学びができる

しく暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築に向

ように企画しております。
また公益目的事業として、施設

け、求められる役割を果たせるよう看護職の質の向上を図

や市の事業で地域住民向け事業「健康祭り」
「健康フェス

る」
を基本方針として、在宅移行や療養支援、各施設との多

タ」への協賛を企画しております。
何れにしましても新型

職種連携、対象となる人々がその人らしく暮らせるような

コロナウイルス感染症の社会的状況をみながら研修会の

支援を目的とし今年度計画しています。
継続看護の推進に

方法を模索しながら、活動等を通して看護の質向上が図れ

関する研修として、
「施設見学」
「地域で暮らし続けるた

ますよう会員の皆様や地域のニーズに沿った地区支部活

めの社会資源を知る」
「事例報告・事例検討会」
を3本柱と

動を推進していけますよう役員一同努力してまいります。

して管内の医療、介護の実態を捉え、地域で安心して暮ら

どうぞご支援、
ご協力を宜しくお願いいたします。

峡南

地域で働く看護職の連携を強化し
顔の見える関係づくりをめざして
峡南地区支部長

刀 恵子

令和2年度は、新型コロナウイルス発生により異例の幕

向け研修の開催を予定しております。新型コロナウイル

開けとなりました。各支部の皆様も活動自粛に伴い、取り

スの動向を見守りつつ、早期の終息を願いながら、十分な

組みの中止や縮小を余儀なくされたり、今後の活動への

感染対策に努め、今後の活動を行っていきたいと考えて

不安も抱いていることと思います。

おります。

今年度、峡南地区支部では、総会において「こころのリ

当支部は会員数が最も少ない地域ですが、支部のモッ

フレッシュ」と題したご講演をいただく予定でしたが、新

トーである「地域で働く看護職の連携を強化し、顔の見え

型コロナウイルス対策のため講演中止となりました。

る関係づくり」のもと、互いに協力し合い、地域の皆様の

今後は、秋に、産業カウンセラーを講師に看護師向け研
修、さらに在宅医療・在宅での看取りをテーマとした住民

富士・東部

ご意見を頂きながら活動して参りますので、今年度も会
員の皆様のご支援・ご協力をお願い致します。

看護職が元気になれる支部活動
をめざして
富士・東部地区支部長 上條 真澄

富士東部地区支部では「地域の看護職の連携を強化し、

会員の皆様のお役に立てるよう努力していきたいと思っ

地域住民の健康と福祉の増進に寄与する」ことを目的に支

ております。
今年度も会員の皆様のご支援、ご協力をよろ

部活動を行っています。
今年度は新型コロナウイルスの感

しくお願い致します。

染対策として、定期総会も役員のみで行うという異例のス
タートとなりました。
会員の皆様も日々の多忙な業務の上
に、新型コロナウイルスの感染対策、ご自身やご家族の感
染への不安、マスクや消毒薬等の不足など様々な問題を抱
えながら精神的にもつらい毎日を送られていると思いま
す。
そのような中で、少しでも皆様に元気になっていただ
けるよう支部活動を進めていければと思っております。
今年度の研修は ①地区支部視察研修 ②看護のケア向
上研修 ③リフレッシュ研修 その他に看護の連携研修、上
野原市において市民公開講座を計画しています。 新型コ
ロナウイルスの感染状況により計画を見直す必要が出て
くるとは思いますが、役員の皆様と協力しながら少しでも

やまなし看護協会NEWS ●
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60

生涯を通じた健康づくりを目指して
北杜市役所

ほくとっこ元気課長

中田 はるみ

北杜市には20人の保健師がおり、健康増進課 介護支援課
福祉課 ほくとっこ元気課と保健・福祉の分野に分散配置さ
れています。
今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、総合
健診や乳幼児健診の中止や延期、介護予防教室の中止な
ど、通常の業務が行えない状況の中で、この危機をどのよ
うに乗り切り、次に進むためにはどうしたらいいのかと
日々奮闘しています。新しい日常生活様式の中で、新型コ
ロナウイルスとどのように向き合い、市民の健康づくりを
行っていくのか等、課題は山積みです。
また、健康増進計画や介護保険事業計画、障害者福祉計
画等の策定を行う年でもあります。若くても高齢であって
も、障害や疾患を抱えていても、市民一人一人が住み慣れ
た地域で、「自分たちの力で健やかにいきいきと過ごす
ことができる」ために、今だからこそ20人の保健師がワ
ンチームとなり、地域をしっかりみて、つなぎ、動かす保
健師活動を目指し、保健師全員が集まる全体会や管理期・
リーダー期・中堅期・新任期ごとに会議を開催し、保健師
間の横断的な連携を図り、同じ目標に向って行動できるよ
う頑張っています。
●

シ リ ーズ

看護研究
のコツ
№21

その人らしさを支える

峡南医療センター企業団 介護老人保健施設

ケアセンターいちかわ

看護介護科長

深澤 健次

当施設は平成8年に開所され今年で25年目、峡南医
療センター企業団となり7年目を迎えました。特徴と
しては、市川三郷病院が併設されており利用者の健
康状態に合わせ専門医に受診することができ、必要
時は市川三郷病院、富士川病院への医療連携が可能
となっています。中間施設の役割として、在宅復帰
が出来るよう日々の生活リハビリや季節感を味わえ
るように、お花見・運動・クリスマス会等のイベン
トにも力を入れています。特に夏祭り(清流祭)は利用
者とご家族にも参加して頂く一大イベントとなって
います。
また、食事委員会が中心となり考案し職員の手作
りメニューを提供する「お茶処」を開催、食べる事
の楽しみも取り入れ利用者に喜ばれています。
今後、高齢化はさらに進み老老介護が増加してい
く中、介護者の負担を少しでも軽減でき利用者が住
み慣れた地域で、その人らしく生活を送れるように
各職種がONE TEAMとなり支えていきたいと思って
おります。

科学的根拠に基づく実践（EBP）を目指した看護研究

●

医療は、臨床研究によって生み出される最新のエビデンスに基づいています。 看護職は、経験や直
感だけではなく、科学的な裏付けや根拠に基づく実践
（Evidence－based practice）
をするためには、
看護研究は必要不可欠です。
約30年前、基礎看護学の講義で「排痰法の1つにタッピングがあります。 手をお椀のように丸くし
ます。 叩く振動で痰を移動させます」と、背中をリズミカルに叩いていた教員の姿を思い出します。
そして、看護師1年目、呼吸器内科病棟に配属された私は
「患者さんのため！」
と何の疑問も持たず、吸入
や吸引と一緒に張り切ってタッピングを行っていました。
現在は、体位ドレナージなど、肺理学療法が効果的とされ実践されています。 看護職の私たちは、常
に他職種と協力しながら研究
（看護研究）
を積み重ねてきた結果であると思われます。 当時、私のケア
にちょっと痛そうな表情をした患者さんたちの顔が頭をよぎり、今思うと切ない気持ちになります。
患
者さんが感じている痛みや苦しさも、ケア後には
「すっきりして苦しくない」
と笑顔で言われるよう、日
頃から科学的根拠に基づく実践
（EBP）
をすることの大切さを改めて感じます。

山梨看護学会委員会

担当／滝口美香

（富士吉田市立看護専門学校）
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情報社会である現在、看護に関する情報も簡単に得やすいです。 私たちが、科学的根拠に基づく実
践
（EBP）
を目指すためには、情報の一つである看護研究に対して
「信頼できる」
「妥当性がある」
と判断
できる能力を養うとともに、
どう実践に活用できるかを考えていくことが、
第一歩になります。

看 護 職 確保定着

働き続けるために…

子育てと看護師として働き続ける事

ナースの

貢川訪問看護ステーション

ママ・パパ
奮闘記

（

No. 47

杉本 博美

“おじいちゃんの訪問看護に来ていただいていたご縁”から、貢
川訪問看護ステーションで働き始めて今年で 4 年が経ちました。
入職時はまだ３歳だった息子が、今年で小学一年生になりました。
幼児を育てながら今まで働けたことは、職場の協力体制があっ
たからこそです。自分の訪問予定やスケジュールの中で、有給休

温かい職場のスタッフに支え
られ子育てをしながら楽しく
訪問看護師として働く杉 本さ
んを紹介します。

（

暇を取得することで子どもの看病や幼稚園の行事などを行う事が
出来ました。
貢川訪問看護ステーションは、働き方を選ぶことができ、常勤

と非常勤を選ぶことで自分の生活に合わせて働くことができます。
急に子供が体調を崩したときは「大丈夫だよ、私が代わりに訪問
に行くから、迎えにいってあげな」と、みなさんに温かな言葉を
かけていただき、沢山の協力をしていただき感謝しています。私
は子どもと二人暮らしのため、夜間の対応ができないのですが、

P電算より

それについても所長さんや職場のスタッフの皆さんの協力のおか
げで現在は免除していただいています。
子育てが落ち着いた際には、職場への恩返しと次の介護や子育
て中のスタッフに返すことができるように頑張りたいと思います。
ライフステージに合わせて楽しく看護師として働き続けること
ができる理想の職場だと思います。

を観て大興奮 !

ード
ディズニーランドにて パレ

▶教育部▶

からのお知らせ
教育部長

～７月より研修が開始されました～

岡本 理恵

安心して研修を受講できるよう対策を講じています。

新型コロナウイルスの感染拡大により、山梨県看護協会では６月まで研修開催を見合わせ、７月から様々な感
染対策を取りながら、研修を開始しました。対策の一環で受講定員を 30 人としたことにより、受講希望に添えな
い研修もありましたが、ご理解・ご協力いただき感謝いたします。現在どのような対策を取りながら研修を行っ
ているか、感染対策の一部をご紹介します。
３密を避けるための対策として、座席空間の確保、研修室入口での受付廃止、また状況によりますが、少人数
でも３階大研修室で研修を行っています。研修内容によってはグループワークを行うこともありますが、その際
は受講生にもフェイスシールドの着用をお願いしています。受講生の体調確認については、
「研修入館確認書」を
新たに作成し、受講生に受講前に記入してもらっています。
これからも受講生の皆さんに安心して研修を受講していただけるよう、感染対策に努めていきたいと思います。
感染の拡大状況によっては、研修を中止・日程変更する場合がありますので、山梨県看護協会ホームページで
ご確認ください。

やまなし看護協会NEWS ●
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令和2年度
第1回

理事会報告

令和2年4月15日(水)

協議事項
1. 令和2年度通常総会の運営について
2. 令和3年度日本看護協会代議員・予備代議員の推薦について
3. 令和2年度看護大会及び看護大会祝賀会について
第2回

令和2年5月20日(水)

書面理事会

協議事項
1. 令和元年度事業報告について
2. 令和3年度日本看護協会通常総会代議員・予備代議員について
3. 令和2年度通常総会会員への招集及び通知について
4. 令和2年度常任委員会・特別委員会・認定看護管理者教育運営
委員会の委員の選任について
第 3回

5. 令和元年度決算確定に伴う令和２年度収支予算及び収支予算
の補正について
6. 公益社団法人山梨県看護協会中北地区支部規定の変更について
7. 公益社団法人山梨県看護協会峡北地区支部規定の変更について
第 4回

第 5回

山 梨 県 看 護 協 会

令和2年6月20日(土)

協議事項
1. 副会長・専務理事・常任理事の選定について
2. 会長代行及び専務理事代行の優先順位について
3. 業務執行理事の業務分担について
4. 令和3年度総会日程について
5. 令和2年度総会決議事項等の会員への周知について
6. 事務局長の交代について

令和2年6月3日(水)

協議事項
1. 令和2年度山梨県看護協会通常総会運営・担当役割等について
2. 令和2年度第4回理事会について
3. 令和元年度決算報告書について
4. 令和元年度公益認定財務3基準の計算及び公益目的取得財産
残額について

以下のとおり
承認されました。

令和２年8月12日(水)

協議事項
1. 各イベントの出展及び協力について
2. 令和3年度県当初予算に対する要望事項について
3. 令和2年度第2回地区支部長・役員合同会議について
4. 研究倫理委員会委員の選任について

I N F O R M AT I O N

■ 令和3年度

山梨県看護協会通常総会
令和3年 6月18日
（金）午後1時～3時30分に決定しました。
■ 職能交流集会 令和3年 6月18日
（金）午前9時～11時30分

会員の
皆様 ご出席
ください

※会員へのアンケートの結果により、試行的に実施します。

■ 日本看護協会通常総会
【日時】令和３年６月９日（水）
職能交流集会
令和３年６月10日（木）
【会場】幕張メッセ(千葉県)に決定
しました。

■ 訃報
本会名誉会長 望月弘子様
（89歳）が、令和2年6月29日（月）
ご逝去されました。謹んでお知
らせ申し上げます。
「偲ぶ会」を
11月3日、アピオ甲府で執り行
う予定です。

新 職 員 紹 介
事務局長

宮原 健一

山梨県看護協会と会
員のみなさまが、ます
ます活躍できるように、
全 力でサポートしてい
きます。

■ Nursing Now キャンペーン 《２０２１年６月まで延長》
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に鑑み、世界的なNursing Now キャン
ペーンが延長されました。 これを受けて日本におけるNursing Now キャンペーン
期間も同様に延長して展開します。
【変更前】2020年12月末まで ▶【変更後】2021年6月末まで

【 表紙スナップ】日下部記念病院

日下部記念病院 看護部長 竹居 由香利
当院は、山梨市駅に近く笛
吹川と万力公園を臨む風景の
中で認知症を含めた精神科専
門医療を提供しています。
人としての信頼関係を通じ
て、一人ひとりのできることを
大切にその人らしく回復する

万力大橋より当院外観
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ことを支援します。

編集
後記

新型コロナウイルス感染
の影響もある中、メール委員
会を行いながら編集を行い
ました。皆様のご協力により
発刊することができました
ことに、心から感謝申し上げ
ます。ご意見ご要望をお寄せ
ください。

