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理事会報告
平成29年度

第5回理事会 平成29年9月14日(木)

□

決議事項
１ 第1号議案

平成２９年度会員入会の承認について（承認事項）
承認会員数 ３８１名 （承認後会費納入者数 １１，
３９３名）
参考（平成２８年度入会承認後会費納入者数 １１，
５９８名）
〔平成２８年度第５回理事会時点〕

２

第2号議案

公益社団法人岐阜県看護協会

事務委任規則の一部改正について

３

第3号議案

公益社団法人岐阜県看護協会

情報公開に関する規程の一部改正について

４

第4号議案

平成２９年度補正予算について
事業名 地域看護サービス等に関する事業
１）第１次 地域における看護職のネットワーク強化事業補正予算
２）第１次 支部高齢者認知症者支援連携構築モデル事業補正予算
事業名 在宅療養支援に関する事業等
１）第１次 訪問看護ステーション高山補正予算
２）第１次 療養通所高山補正予算
事業名 公益目的共通事業
１）第１次 公益目的共通事業補正予算
〇すべての議案は承認、可決されました

平成２９年度岐阜県公衆衛生協議会長表彰を受賞しました
８月２５日、岐阜県医師会館において岐阜県公衆衛生協議会長表彰式が行われ、団体表彰として岐阜県看
護協会が受賞しました。
岐阜県公衆衛生協議会は、岐阜県の
公衆衛生に関わる保健、福祉、環境関係
の団体及び個人が会員として参加して
おり、活動は、各地域における公衆衛生
活動への助成、公衆衛生事業功労者の
表彰等です。
会長表彰の対象者は、長年にわたって
公衆衛生事業に従事し、その功績が顕著
な個人若しくは団体です。
会員の皆様の地域貢献活動に対して
の表彰であり、本会が代表して受け取ら
せていただきました。
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岐阜県公衆衛生協議会会長は、岐阜県医師会長 小林 博 様です。

各支部活動報告

岐阜北支部

支部長

廣瀬 泰子

岐阜大学医学部附属病院

今年度、岐阜北支部では、まちの保健室事業2回（マーサ会場：9月5日、山県市栗祭会場：10月1日）、
研修会「看護職のメンタルヘルス」
（10月21日）、地域包括ケア推進に係る講演と実践報告会（11月
26日）、その他親睦事業等を計画しております。岐阜医療圏の長良川北部地域の病院、高齢者介護施
設、訪問看護ステーション等の看護職が今必要なテーマについて研修会や実践報告会に参加いただ
き学ぶことで、より地域のことを理解したうえで役割発揮ができるのではないかと思っております。
また、施設代表者会議を2回開催いたします。各施設の抱える問題や連携に関する問題など、地域の
枠組みの中で検討できることがあれば
考えていきたいと思っておりますので、
ご提案ください。
各行事への非会員の方の参加も可能
ですが、会員数を増やし組織強化に貢
献していきたいと考えております。各行
事へ参加をきっかけに看護協会への加
入をお勧めします。多くの方の参加を期
待しております。各行事は支部役員を中
心に運営していきますが、役員以外の
方のご協力も是非お願い致します。

岐阜南支部

マーサ会場にて

山県市栗祭会場にて

支部長

倉橋 小代子

東海中央病院

岐阜南支部の活動として、9月2日に行いました研修会の様子をご報告します。テーマは「医療・介護
施設で行える認知症ケア：音楽を用いた余暇活動」です。講師は、木沢記念病院・中部療護センターの
音楽療法士 奥村由香先生に来ていただきました。前半は、
「ケアにおける音楽の特徴と利点」
「効果
のある活動について」
「認知症初期の音楽活動」
「進行した認知症の音楽活動」について学び、後半
は、順番に楽器を演奏したり歌を歌ったりして、どのように余暇活動をすすめればよいかを体験しなが
ら学びました。高齢化が進み、どの施設にも認知症の患者さんが増えていると思います。せん妄や困っ
た行動をできるだけ防ぎ、少しでも楽しい時間やホッとする瞬間を持ってもらうためにも余暇活動は
重要と考えます。どの施設も忙しいと思いますが、看護ケアとしてできることから導入していただけた
らと思います。
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西濃支部

支部長

髙木 良里子

JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院

平成29年度は、看護協会の重点方針、重点事業の 1.看護職の確保・定着の推進 2.地域包括ケア
の推進 3.看護職の専門性の推進を念頭に研修会を4回計画しました。
1.「地域包括ケアシステムと看護職への期待」をテーマに
丹羽由香里岐阜県高齢福祉課係長に講演していただき、そ
の後情報交換会を実施しました。地域包括ケアシステムに
ついて、改めて理解することができました。参加者からは
看護職の働く場は、広く、連携の必要性とそれぞれの働き
かけが重要である等の感想が寄せられました。
2.看看連携連絡会と合同研修会「困難事例の検討会」を実
施しました。病院、診療所、訪問看護、施設のそれぞれの抱
えている困難事例を知り、グループワークを通じて意見交
「地域包括ケアシステム」研修会（7月1日）
換、情報共有ができればと考えています。
3.健康維持について（身体）として、腰痛予防、体幹トレー
ニングを中心に理学療法士に講師をお願いしています。
4.健康維持について（心）は、物づくりにより五感を刺激
し、
α波を増加させ自律神経を整え、メンタルケアができれ
ばと計画しています。
また、看護職代表者会議において、地域の情報交換やナ
ースセンターの利用促進、看護職の就業についても意見交
換等できればと考えています。
支部・看看連携連絡会合同研修会（9月16日）

中濃支部

支部長

福井 是子

JCHO 可児とうのう病院
平成29年度中濃支部では、地域に向けて、看護専門職と
しての発信を大きく目標に掲げました。
まず、最初の取り組みとして、7月8日中濃厚生病院にて
「郡上地域の取り組みから中濃地域の地域包括ケアシステ
ムを考える」という題目で県北西部地域医療センター長・国
保白鳥病院長

後藤忠雄先生に講演をしていただきまし

た。参加者は140名となり、楽しくわかりやすい講演で、自
分の地域への質問には、どの参加者も意外と知らないこと
がわかり、
「地域と共に、お互いからお互いについて、お互
い一緒に知る」
「相手を尊敬・尊重する」という先生の言葉
が印象に残りました。
今後の取組は、認定看護師や専門看護師が、病院や施設・
地域へ訪問する「出前講座」を計画しています。個々の病院
ではこのような取り組みをされているところもあると思い
ますが、看護協会の支部として行うことはまさに地域への
発信として包括ケアシステムの在り方を考え看護職として
やるべきことが見えてくると思っています。
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東濃支部

支部長

稲垣 美代子

JA岐阜厚生連 東濃厚生病院

東濃支部となった昨年度より、地域の看護職がネットワークを広げ、顔の見える関係づくりから地域
連携を強化することを目標として活動しております。
昨年度は、
「地域包括ケアシステムと行政の取組み」につ
いて東濃５市の行政担当者から各市の地域包括ケアに関す
る取組みの現状を聞くことができました。看護研究・看護実
践報告発表会においては、退院調整・支援、在宅への移行な
どについてディスカッションができました。今年度は、
１施設
の退院支援に関する一連の関わりを報告していただく研修
会を開催し、繋げることの重要性を確認できました。今後

支部研修会（7月1日）

は、高齢者・認知症者支援のための看護職連携を強化でき
るような研修会開催に繋げていきたいと考えております。
また福利厚生といたしましては、会員の皆様および地域
市民の皆様にもご参加いただき、元気になっていただく研
修会も企画しております。
今後も会員の皆様、そして地域の皆様に役立つ支部活動
をしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願
い致します。
支部研修会（10月1日）

飛騨支部

支部長

島中 小百合

JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院

平成29年度飛騨支部の活動は 1．
災害看護の実践を知り地域での災害時の看護の役割について考
えよう 2．
看護師として認知症サポーターの役割を理解し、実践者になろう ３．
皆でリフレッシュをし
ようの3本の目標をあげて活動をしています。
１．
については、熊本地震災害に派遣された保健師や看護師の実践報告、
２．
は2年前より取り組んで
いる認知症看護について、さらに理解を深めるため認知症サポーター養成講座の実施、
３．
は内容につ
いては今後検討予定です。会員がリフレッシュできる企画を検討する予定です。
支部設置運営規則には、地域の看護職間のネットワーク作りや地域の人々のニーズに応える展開な
どの活動が挙げられています。そのため、例年に引き続き各地域の健康まつりや福祉フェスティバル
等の行事に合わせて「まちの
保健室」を開催していく予定
です。8月26日、飛騨市福祉・
ボランティアフェスティバル
での開催を終了したところで
す。看護協会の役割を広く市
民にも知ってもらい、地域に
根差した活動をしていきたい
と思っています。

実践報告会「災害看護」
（9月21日）
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委員会だより
看護政策委員会

委員長

渡邉 朝子

セカンドキャリア研修会
昨年度看護政策委員会は、
「岐阜県内で働く看護職の定年後の就業に関する意識調査」を実施
し、定年後も変化を好まず、引き続き自施設での勤務を希望する傾向が多いことが明らかになり
ました。そこで、7月15日（土）22施設51名の看護職の参加を得て、学習院大学名誉教授 今野浩
一郎先生による「働き続ける労働条件・環境づくり〜セカンドキャリアの活かし
方」の講演と午後からは、テーマ「生涯現役、求められる看護の力」と題して3
人のシンポジストによるシンポジウムを開催しました。
アンケート結果からも、67％の方々が「今後の働き方、心の準備、働き続ける
ためにライフプランが必要とわかっ
た」との回答がありました。
今年度はさらに、熟練した看護技術と対人スキルを
持つ定年等退職後の看護職が働き続けるために、求
人側の受け入れ状況を把握させていただくための調
査を予定しています。
今後も効果的な人材活用に向けて活動をしていき
ます。

教育委員会

委員長

塚原 稔世

教育委員会についてご紹介します。
今年度、教育委員会では「医療現場や看護界の教育関連のニーズを共有し、次年度の教育計画
に反映する」ことを目標に活動しています。リアルタイムに研修に関する情報収集を行い、ニーズ
に合った研修が提供できるように検討を重ねています。
企画・運営した研修については、教育委員が研修評価者として研修に参加し、かつ研修全体の
振り返りと次年度への継続などについて委員会で報告をしています。
今年度から教育委員が8名となりました。
コミュニケーションもとれていて、自由に活
発に意見交換ができる和やかな雰囲気です。
教育委員としての活動が、自施設の教育体制
の振り返りになるなど有意義な時間にもなっ
ています。
「こんな研修を開催してほしい」など、ご
要望がありましたら教育委員に気軽にお声を
おかけください。今後ともよろしくお願いい
たします。
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第48回

日本看護学会─急性期看護─学術集会

開催

しました

去る９月７日(木)、
８日(金)の２日間、
「命と尊厳を
守る急性期看護〜変化に気づき専門性を超えてつ
なぐために〜」をテーマに、長良川国際会議場、岐阜
都ホテルにて開催しました。
両日で述べ3,410名の方々にご参加いただき、
口演発表122題、示説発表155題の演題発表があ
り、活発かつ有意義な意見交換が行われました。
基調講演では、岐阜県看護協会

石山会長が「急

性期看護が見据える先」と題し、急性期看護は患者

ション
協力員オリエンテー

の重篤化を回避し、合併症を防ぎ、疾病発症後の患
者と家族の生活の再構築の方向性をしっかり打ち出
し、見据えて、支援する時と述べられました。
特別講演Ⅰでは小倉真治氏（岐阜大学医学部附属
病院病院長）が「きづき・命をつなぐ急性期医療連
携」、特別講演Ⅱでは会田薫子氏（東京大学大学院人
文社会系研究科特任教授）が「急性期看護における
倫理的ジレンマと課題」、シンポジウムⅠでは都竹淳

開会式

也氏（飛騨市長）ほか２名による「地域包括システム
の活性化〜地域と密着した組織づくり〜」、シンポジ

ウムⅡでは加藤美奈子氏（名古屋医療センター特定看護師）ほか２名による「看護の専門性を問
う〜特定行為研修を修了した看護師の活動と現状〜」について講演されました。
交流集会では松下年子氏（横浜市立大学医学部看護学科教授）ほか２名による「虐待！救急場
面での対応とその対策」と題して意見交換されました。
学術集会の運営には、県内各施設から99名の協力員に参加していただきました。笑顔とホス
ピタリティあふれる対応で、皆様のご協力に感謝申し
上げます。

示説発表

口演発表
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大垣徳洲会病院
「将来への思いを深めた看護体験」
岐阜県立大垣東高等学校

多賀

寧音

私は看護体験を通して自分自身の考えが深まりま
した。
体験のどれもが新鮮で驚くことばかりでした。中
でも私が印象に残ったことは、患者さんとお話をした
ことです。

岐阜市民病院

手術をされて入院していらっしゃった患者さんが、
「手術は怖かったけれど、こうして生きていられるの

「ふれあい看護体験」
岐阜県立加納高等学校

は、お医者さんや看護師さんのおかげです。」とおっし

野宮

帆夏

ゃっていました。それを聞いて、看護師という仕事、人

私は小さい頃から看護師になりたくてこの体験に

の心に触れるような仕事の魅力を改めて感じました。

参加しました。看護師のイメージはすごく大変、忙し

病院で多くのことを学び、将来やりたいことや仕

いなどマイナスのイメージが強かったです。
実際にケアや車いす介助などをさせていただき、

事について、より明確な道が開けました。
貴重な体験をありがとうございました。

コミュニケーションや一つ一つの声掛けがとても大
切だと分かりました。もちろん目の前で見てとても
大変な仕事だと実感しました。だからこそ患者さん
からの「ありがとう」の一言がとても素敵で、温かく
てすごくうれしかったです。
『看護師になる』夢のために
一日一日大切にもっと頑張り
たいです。

揖斐厚生病院
「ふれあい看護体験を終えて」
岐阜県立揖斐高等学校

島岡

司

今回のふれあい看護体験で、多くの体験をするこ
とができました。車いす体験など、人生初の体験であ
っという間に時が過ぎました。高齢の患者さんの手
を洗いました。手はとても繊細で、皮が薄く、引っ張

8

ったら破れてしまいそうでした。乱暴な扱いはだめ

当してくださった看護

だと思いました。こうした患者さんとのふれあいは、

師さんからも多くの事

とても楽しかったです。今回のふれあい看護体験で

を学びました。声のかけ

一番印象に残ったことは、このふれあいでした。

方やベッドから動くとき

看護師という仕事は、命を扱う仕事で、とても大変

の補助の仕方をみて患

だと聞いていますが、患者さんに「ありがとう」と感

者さんに対する気遣い

謝されたり、コミュニケーションがとれたり、やりがい

が感じられて、私も同じ

のある仕事だと実感できました。看護師の道に進む

ような看護師になりた

決心がより強くなりました。

いと思いました。

澤田病院
「ふれあい看護体験」に参加して
岐阜県立加納高等学校

森田

恵子

この体験で、血圧測定や、聴診器で肺の音を聞い
たりしました。血圧計の操作は難しかったけど、とて
も楽しかったです。自分の口からご飯を食べられな
い人や、自分の力で動けない人を見た時は、複雑な
気持ちになりましたが、どんな患者さんにも笑顔で
話しかけている看護師さんの姿を見て、私も患者さ
んやその家族の方に頼られるような看護師になりた

土岐市立総合病院

いと強く思いました。看護師の仕事は大変な仕事で
すが、それ以上にやりがいがあると思いました。この

「看護の仕事を体験して」
中京学院大学附属中京高等学校

矢野

幸

私は看護師がどのような仕事をしているのか漠然

体験に参加して、
「看護
師」という存在の大きさ
を改めて知ることができ、

としか分からなかったのですが、今日体験をしてみ

看護師の力によって、救

て、とても素敵な仕事だと分かりました。清潔ケアを

われることが沢山あると

体験しましたが、普段はお風呂に入れない方に「気

思いました。私も自分の

持ち良かった」と感じて頂けるにはどうすればいい

夢を叶えられるように残

か考えながら洗うと、最後に「ありがとう」と言って

り１年、勉強に励みたい

頂けてとても嬉しく、やりがいがありました。私を担

と思います。
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岐 阜 県 の
専 門 看 護 師 活 動 紹 介
急性・重症患者看護専門看護師とは
急性・重症患者看護は、生命の危機的状況にある重症患者に対してケアを行うことをいいま
す。平成１６年に「クリティカルケア看護」として認定され、平成１９年７月１３日付で「急性・重症
患者看護」と名称が改められました。広く一般の人にもわかりやすい名称への変更は、この分野
の専門性および重要性が認知されたことの一つの顕れといえます。
平成２９年９月現 在 、全 国に２２３名 の急 性・重 症 患 者 看 護 専 門 看 護 師がおり、主に集 中 治療
室・救命救急で活躍しています。

急性・重症患者看護専門看護師
岐阜ハートセンター

中嶋

武広

私は、医療法人澄心会岐阜ハートセンターで急性・重症患者看護専門看護師として活動して
います。
「緊急度や重症度の高い患者に対して集中的な看護を提供し、患者と家族の支援、医療
スタッフ間の調整などを行い、最善の医療が提供されるよう支援する」ことが役割です。
クリティカルケアを必要とする患者と家族は、我々が想像できないくらいの身体的・精神的・社
会的な苦痛を抱えており、それまで体験した事のない非日常の中での生活を余儀なくされてい
ます。一人ひとりの思いに寄り添い苦痛な気持ちを理解する事が、クリティカルケア看護の入口
であると考えて患者・家族と関わっています。
また当院は、急性冠症候群や重症不整脈を抱える患者が多く入院しており、致死的なイベン
トが発生するリスクも少なくありません。その為、患者の一番近くにいる看護師の危機察知能力
や救急対応能力がとても重要です。スタッフには『 患者様の命を守る準備はできているか。』を
常に問いかけ、救急体制の強化を図っています。当院には、認定看護師やINE（Intervention
Nurse Expert）等専門資格を取得し、高い
知識と志を持ったスタッフが沢山います。そ
れぞれが能力を発揮できるよう調整し、協力
して活 動を進めています。さらに、他 職 種や
救急委員会と連携し、様々な場面を想定した
シミュレーションを部署の垣根を越えて実施
しています。
看護職一人一人が心と技術を磨き、ベッド
サイドでより良いクリティカルケア看護がお
こなわれるよう、院 内での 活 動に留まらず 、
地域の医療・看護の発展に寄与していきたい
と考えています。
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医師・看護師・臨床工学技士を交え、突然の心肺停止を想定した
シミュレーション教育の風景

『からだは引き締め、
こころは緩める』
『からだは引き締め、
こころは緩める』 長良医療センター

馬場 枝里香

私は、おいしい物を食べることが好きで、不規則勤務の中で時間も気にせず食べていたら、
とて
も逞しい体になってしまいました。
しかし、おいしい物を食べたい欲求は我慢できません。ならば食
べた分だけ動こう！と考え、
楽しく体を動かすために、
ボクシングジムに通うこと
にしました。汗をかきなが
ら、
ミット打ちしたり、サンド
バックでフォームを確認し
ています。ジムに通う人達
との交流も良い刺激にな
っています。おいしい物を
我慢せずにダイエットも成
功して、
さらにストレス発散
も出来て、充実した時間を
過ごせています。

『登山と食事会でリフレッシュ』
『登山と食事会でリフレッシュ』

岐阜県総合医療センター

白木 千晴

私の働く部署では体力アップを目的に登山部を結成し、金華山に登っています。まだ結成し
てから間もないため1度しか登れていませんが、登ったあとの達成感はとても気分が良かった
ので今後も積極的に参加していきたいと思っています。また登山以外でも私は食べることやお
しゃべりをすることが大好きなので、月1回は同僚と食事に行き日々の溜まったストレスなどを
発散しています。ストレスを溜めないことは心身ともに良いことですし、仕事もはかどると思い
ます。みなさんもぜひ気分転換ができる何かを探してみてはいかがでしょうか？
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表 紙 の 施 設 の 紹 介
JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院
久美愛厚生病院は飛騨地域にある300床の2次救急病院です。一般病床204床、地域包括ケア病棟73床、

緩和ケアセンター23床です。緩和ケアセンターは飛騨地域全域から緩和ケアが必要な患者様を受け入れた

いと考え、“センター”と名付けました。患者様が安心して施設や在宅に移行し生活ができるよう連携を図るた

め、年３回、飛騨地域の病院や福祉施設、訪問看護・介護の方々と地域連携会議を開催しています。会議では
事例検討や問題の解決に向けての意見交換など、毎回多くの施設代表者の参加があります。

訪問看護ステーションを併設し、
月平均200名の方の訪問をしており、入院から在宅まで、切れ目のない看

護の提供を心がけています。

継続看護の活動では、看護外来を行っており、
月100件弱の利用があります。糖尿病、
がん、呼吸、禁煙、皮

膚、排泄など専門的な知識・技術を持った看護師が患者様の不安や悩みに寄り添い、一緒に考え、相談を行っ

ています。例えば呼吸器外来では、患者様と一緒にCOPD体操を実施したり、糖尿病外来では相談や足の観
察、
フットケアなどを行っています。

認知症看護では、主任会が中心となり、入院前の情報を活かし
「その人らしさ」
を尊重した看護をしています。
予防・健康増進の試みでは、医療安全週間、感染予防週間、緩和ケア週間、
レディースデイ、世界禁煙デー

に合わせたイベントなど、看護部が中心となり各種のイベントを開催しています。
また毎年、飛騨地域の消防や
病院、地域住民にも参加していただき、大規模災害医療訓練を実施しています。

地域医療構想で、急性期病院の病床は削減されつつあります。飛騨地域にとって、必要でなくてはならない

病院を目指し、今後も努力していきたいと思います。

─お知らせ─
平成２９年度日本看護協会災害
支援ナース派遣調整合同訓練が
行われます
実施日 １１月７日（火）〜９日（木）
今回は、
東南海・南海地震を想定した訓練
です。
参加施設の皆さまは、
ご協力をお願いいた
します。

災害支援ナースの登録をお願い
します
災害支援ナースは、
災害時、
看護師が不
足している施設や避難所、
救護所に対して、
直接的支援活動を行います。
看護職の免許を有し、災害支援ナース
育成研修の基礎編及び実務編を受講した
後登録することができます。
詳しくは、
事業振興課へお問い合わせく
ださい。 TEL 058-277-1008
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（看護部長

島中小百合）

協 会 の 動 き
◆看護協会会費納入者
＜平成29年9月14日現在＞

保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師
合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,930名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 603名

計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,393名

今年度より広報出版委員となりました。
広報誌からは看
護協会の活動や最新の看護情報、病院や施設の看護職の
活動を知ることができます。皆さんに興味を持って読んで
いただける情報を発信していきたいと思っています。
皆さ
まからのご意見やご要望をお待ちしております。
安藤
広報出版委員会
委員長 小木曽 美喜江
委 員 三輪 明子 足立 礼美

安藤 恵美

恵美

稲垣 智子

