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理事会報告
平成30年度

□

第5回理事会 平成30年9月20日(木)

決議事項
第1号議案

１
２

第2号議案

平成30年度会員入会の承認について（承認事項）
承認会員数 576名 （承認後会員数 11,709名）
専決処分の承認について（承認事項）
〇すべての議案は承認、可決されました

平成３１年度入会・継続手続きを１１月から開始します
平成３０年９月中旬頃までに平成３０年度の会費納入をされた方々に、平成３１年度の継続のお知らせを
１１月より順次送付いたします。
９月中旬以降に会費納入をされた方々にも初回発送後、順次送付いたし
ます。(１２月以降）
＜施設取りまとめ担当者様＞
退職された方のお知らせにつきましては、できる範囲で転送していただき、できない方の分は岐阜県看
護協会まで返送してください。

継続のお知らせが届いたら？
お手元に封筒が届きましたら、下記の手順でご確認をお願いいたします。

会員情報の変更は

からでも行えますので是非ご登

録ください。岐阜県看護協会ホームページのバナーから、もしくは

会員専用ページ

ＱＲコードよりアクセスができます。

※次年度継続をされない方※
平成３１年度の継続を希望しない方は「退会届書」の提出が必要です！
特に会費納入方法を「口座振替」とご選択いただいている方は、初回引落が１月になりますので年内に
ご提出をお願いいたします。
継続をお悩みの方は、年会費の納入を「保留」にすることもできますので事務局へご相談ください。
「退会届書」はホームページから、もしくは施設会員の方は施設の取りまとめ担当者から用紙をもらっ
てください。
入手方法がない方は事務局までご連絡ください。

問い合わせ先 ／ 岐阜県看護協会・事務局

ＴＥＬ058-277-1008
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gifukango@gifu-kango.or.jp

各支部活動報告

岐阜北支部［

岐阜市の長良川以北、山県市、
本巣市、北方町

］

副支部長

大野 種子

岐阜赤十字病院

平成３０年度岐阜北支部の活動は、研修会3回とまちの保健室事業4回を計画しています。9月15日
には、
「怒りを味方に付け、怒りと上手に付き合うアンガーマネジメント」のテーマで、コミュニケーシ
ョンが円滑に図れるよう「怒り」について改めて学び、怒りという感情のコントロール方法について考
える良い機会となりました。10月には、テーマを「ヨガで心身の元気を取り戻そう」とし、疲労から自分
を解放し、ヨガで集中力の高まりを感じ、セルフマネジメントを体感していただきました。そして11月
は、地域の看護職間のネットワークづくりも狙って、ワールドカフェ形式でACP（アドバンス・ケア・プラ
ンニング）を考える研修会を予定しています。まちの保健室は、マーサ会場・岐阜清流病院内・聴覚障
害者の敬老会イベント会場等で実施し、多くの地域の方々の健康増進のお手伝いが出来たのではな
いかと思います。
今後も、会員の皆
様、地域の皆様の
ニ ー ズ に 応 えら
れ る活 動 を 目 指
していきたいと
考えています。

岐阜南支部［

岐阜市の長良川以南、羽島市、各務原市、
瑞穂市、岐南町、笠松町

］

支部長

島塚 裕美子

岐阜市民病院

岐阜南支部活動として、まちの保健室を2回実施します。1回目は10月6日開催、第62回ぎふ信長ま
つりで、血管年齢・骨密度測定やストレスチェック、精神看護専門看護師と糖尿病看護認定看護師によ
る健康相談などを行いました。2回目はメディアコスモス会場内で、平成31年1月頃実施予定です。研
修会は、10月27日に岐阜県看護協会特別研修室にて「地域包括ケアシステムにおける連携」をテーマ
に、岐阜地域医療・介護・福祉連携ネットワークと訪問看護ステーションの活動等について二人の講師
よりご講演いただきました。リフレッシュ研修は「メイクがこころに及ぼす作用（仮）」をテーマに、日頃
繁雑な業務に追われ疲労を重ねていることも多いかと思いますが、少しでもリフレッシュできるような
研修を企画しています。また施設代表者会議は、平成31年1月25日の開催を予定しています。
地域包括ケアシステムを推進していく過程で、施設間の職員が顔の見える関係を築きコミュニケー
ションを取りやすくする
ことは必須と考えます。
会員の方も非会員の方
も研修会に参加してい
ただき、連携の強化を図
ってい けるような活 動
をしていきたいと思って
います。
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西濃支部［

］

支部長

大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、
輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町

鹿野 由美子

大垣市民病院

平成30年度西濃支部の活動は、1．
看護職の心の健康を維
持する 2．
地域の看護職と円滑な連携を図る 3．
災害支援
ナースについて理解を深める

4．
地域住民の健康保持・予

防の推進を図る の4つを目標にあげて活動します。
1については、7月7日に「看護職のみなさんのためのメン
タルケア」をテーマに、臨床心理士による講演とマインドフ
ルネスの体験を行いました。参加者からは、
「リラックスでき
た」
「ストレス発散方法がわかった」などの意見が寄せられま
した。来年2月16日には「笑いヨガ」を予定しています。
2については、9月15日に「西濃地域看看連携合同研修」と
して各施設が抱える困難事例3例について、保健師をはじめ
地域の看護職で検討し情報共有を図りました。
3については、11月10日に災害支援ナースから活動の実
際を聞き、災害支援ナースの役割の理解を深めていきます。
4については、まちの保健室を2回開催する予定です。これ
からも支部活動をとおして、会員・非会員の方々と交流を重
ね、地域の看護職との連携を強化して行きたいと思います。

中濃支部［

］

関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、
川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町、東白川村

支部長

梅村 泰子

郡上市民病院

平成30年7月28日（土）、第一回地区支部研修会を開催しました。台風が近づいていて、天候が不安
定で開催することも心配しました。そんな中、参加人数128名と多くの方の参加がありホッとしまし
た。今年度の支部活動として、通常の業務から離れ、医療・介護について楽しく学べるように研修会を
企画しました。Wマコトさんの講演は、みんなで 笑って みんなで 学べる というのが大前提で、しか
もただ話して笑わせるだけでなく、しっかり看護や医療の現場のことも勉強されているので、非常に現
場と繋がる内容でわかりやすかったと思います。特に、印象に残ったことは、
「他己紹介」の互いを深く
知ることで、笑いが生まれるコミュニケーションの知識や技術について、笑いや実技を交えながら楽し
くわかりやすく学ぶことができ、患者・利用者・地域住民への対応の質向上や職場での相互解決や対
話、ポジティブ風土に繋がる機会となりました。今後も、協会会員の方々が楽しく学べ、
リフレッシュで
きる研修会を企画し、看
看連携や地域の保健・医
療・介護職の繋がりを深
める活動を目指したいと
思います。活動の主旨を
ご理解いただき、一人で
も多くの参加をお待ちし
ています。
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東濃支部［

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

］

支部長

渡邉 よし子

多治見市民病院

東濃支部では、平成28年度より地域の看護職のネットワ
ークを広げ、地域連携を強化する取り組みを行なってきまし
た。今年度もその一環として7月7日に「認知症の理解とケ
アの研修会を行いました。また、8月31日には施設代表者会
議において地域の保健師との連携を焦点に意見交換を行い
ました。この施設代表者会議に、東濃地域の7つの施設のう
ち4つの施設の保健師代表者の参加をいただき、NICUの看
護師・病院助産師との連携の実際、母と子の健康サポート支
援としての退院前訪問、在宅での難病支援、介護予防事業
等の保健師の活動を知り、これからの連携に活かしていけ
る場となりました。その他の支部活動として、会員の福利厚
生の意を込めた「心とからだにやさしいメディカルハーブ」
の体験研修会を10月に、地域連携をテーマとした看護研究・
看護実践報告会を来年2月に開催予定です。
東濃は県内でも就業者数に比べ会員数の少ない支部で
す。今後会員増加の取り組みを支部の活動として行ってい
く予定です。

飛騨支部［

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

］

支部長

島中 小百合

久美愛厚生病院

飛騨支部では、5月にリフレッシュ研修を開催しました。下呂市交流会館で「コグニサイズ」
（頭を使
いながら運動を行う。コグニション：認知能力向上＋エクササイズ：運動する）を実施し、参加者は60名
でした。飛騨支部は、2年前から認知症の理解・ケア等の研修を実施してきました。今回のリフレッシュ
研修も認知症予防の運動であるコグニサイズを行い、頭を使いながら体を動かすことで、脳の活性化
も図れ、会場からは笑いが絶えませんでした。
「沢山笑って、体を使って楽しかった」
「両親に勧めたい
と思いました」など多くの意見をいただきました。
リフレッシュ研修以外では、9月と10月に高山市、飛騨市、金山町の3か所でまちの保健室を実施しま
した。今後の予定は、10月、11月に高山市と下呂市で「認知症の理解を深める」というテーマで研修会
を実施する予定です。また11月は、施設代表者会議を行い、高山市高年課長と保健師を講師として迎
え、地域包括ケアについての知識を深めたいと考えています。

コグニサイズの様子
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東海中央病院
「ふれあい看護体験に参加して」
加納高校

川出

真衣

看護師はとても大変な仕事というイメージでした
が、今回の「ふれあい看護体験」で、看護師は大変な
だけではなくて、それ以上にやりがいがある仕事だ
と思いました。
看護師さんが、患者さんと関わる姿を見て、看護

下呂温泉病院

師は本当にプロの仕事で、患者さんの心の支えで、
他の医療スタッフとの架け橋になって・
・
・。看護師さ

「ふれあい看護体験に参加して」
益田清風高校

岩木呂

んたちは、そんな仕事が好きな人ばかりなんだと思
いました。今回の体験で看護師を目指して頑張ろう

柚香

と思います。

私は将来看護師になりたいと考えています。体験
では、担当の看護師の方がとても丁寧に指導や、説
明をしてくださいました。普段では知ることのできな
い貴重な体験ができました。大変な仕事だけどそれ
以上にやりがいを感じることができると看護師の皆
さんを見ていて実感しました。これからの日常生活
をなんとなくで過ごしてしまわないよう、色々なとこ
ろにアンテナを張ってコミュニケーションなど意識し
て頑張りたいです。
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郡上市民病院

大垣市民病院
「助産師という仕事も素敵」

「ふれあい看護体験に参加して」
郡上高校

西脇

成美

大垣南高校

鷲野

有希

私は、今までの看護体験を通してより看護師にな

私は、産科病棟で分娩室やいろいろな器具を初め

りたいと感じることができました。今回の郡上市民病

て見たり触ったりすることができ、新鮮ですごく貴重

院では、今まで参加した病院とは違った体験をする

な体験になりました。

ことができました。特に、患者さんが快適に生活する

初めて赤ちゃんを抱っこして、本当にかわいくて看

ことができるように看護する側だけでなく看護され

護師・助産師さんになったら、とてもやりがいや楽し

る側の気持ちを大切にすることを学びました。また、

さを感じながら仕事ができるだろうと思いました。

入院されている患者さんが急変してしまったときに

産科の仕事内容や楽しさを知り、助産師の仕事も

看護師が走って患者さんの元へ行く姿もとても印象

素敵だなと思いました。看護師の仕事についてたく

に残りました。

さん知ることができて、改めて良い仕事だな、自分も
なれたらいいなと感じました。

私は、小児看護師を目指しています。子どもに寄り
添い子どもの気持ちを感じ取ることができるような
看護師を目指したいです。

「看護ぎふ」の表紙写真を募集します！
あなたの写真が表紙を飾るチャンスです。
たくさんのご応募をお待ちしております。
応募要件
応募者本人が岐阜県内で撮影した写真のうち、未発表で
他のコンテスト等への応募をしていないもの
応募方法
氏名、所属施設、撮影場所、簡単なコメントを明記のうえ、
E-mailでお送りください。
メールアドレス gifukango@gifu-kango.or.jp
問い合わせ先
総務課広報出版委員会担当

TEL 058-277-1008
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このような
お写真を
どしどし送って
ください。
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地域医療総合連携室の活動について
当院の地域医療総合連携室の主な活動は、
地域
のかかりつけ医からの紹介、
逆紹介患者の連携、
転
院調整、
施設調整や在宅調整をしています。そして、
開業医の先生方からの受診調整、
介護保険、
社会保
障、
福祉制度の説明、
他にも苦情対応や退院調整以
外の相談もあり多岐にわたる業務内容です。そのよ
うな中で、
行き詰まった時は患者さんが一番幸せに
なれる方法を考え、
自分なりの退院調整に最善を尽
くしています。
また、
近隣の開業医の先生方をお招きし、
勉強会と
親睦会を兼ねた「東濃メディカルカンファレンス」を

東濃厚生病院
主任看護師 田中 佐江子

毎年冬に開催しています。地域医療の貢献として
「在宅療養後方支援病院」の施設基準の届出を行
い、
迅速に受け入れできる体制を整備し、
24時間体
制で東濃地域の在宅医療を支えています。
今後も患者さんを取りまく多職種が一体となり、
より細やかなサービスを提供できるよう、
また地域の
方々が安心して暮らせるように、
他の医療機関の先
生と密に連携を取り、
当院の地域医療総合連携室
の役割を担うことができるよう努力していきたいと
考えています。

市町村（高齢福祉課配属）における保健師としての役割

岐阜市高齢福祉課地域包括支援係
臼田 かほり

います。連携会議を重ねる中で包括からは他機関と
ネットワークを作るために、
相手の機関を「知る」こと
はその第一歩であり有意義であるとの声が大きくな
っています。包括からの意見を丁寧に聞きながら業
務を支援する体制を検討し、
バックアップをすること
や地域包括ケアシステム構築に携わる包括職員へ
の人材育成を支援すること等も保健師としての重
要な役割と考えます。これからも、
各地域の特性に
応じた地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組
んでいきたいと考えています。

岐阜市では高齢者が住み慣れた地域で安心して
生活できるよう、
高齢者の相談窓口として岐阜市地
域包括支援センター（以下包括という。）を市内19
か所で設置しております。近年高齢者人口の増加に
伴い包括へ寄せられる相談内容は、
認知症、
セルフ
ネグレクトなど複雑化、
困難化しており、
包括は課題
解決のために関係機関と連携しながら、
その機能を
より一層充実していくことが求められています。
当市では平成29年度より、
「福祉相談窓口連携会
議」を発足し包括と行政（福祉部及び健康部・市民
健康センター等）や関係機関と顔の見える関係を構
築し、
組織横断的な連携会議を開催、
毎月約50名が
参加しています。連携機関の役割をグループワーク
や事例検討を行い、
共通理解を図り相談しやすい顔
の見える関係を深めながらその機能強化に努めて
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訪問看護の役割

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション各務原
管理者 渡邉 みどり

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年、
国民の
医療や介護の需要が更に増加することが見込まれ
ています。これを見据え、
地域包括ケアシステムの構
築が推進されていますが、
その構築には、
看護師が
大きな役割を担うとされています。その中で訪問看
護師としての重要な役割は、
看護師としての本質を
発揮すること、
そして多職種を繋ぐキーパーソンとな
ることです。
疾患、
障害を抱えながら、
住み慣れた地域で自分
らしい生活を人生の最後まで継続するためには、
医
療と介護の切れ目のないサポートが必要です。それ

を実現するために、
その方の思いに寄り添いながら、
今何が必要であるのか、
その方の全体をとらえ、
アセ
スメントし、
支え、
繋ぐ力が求められます。
また、
地域包括ケアシステムにおいて、
医療と介護
は両輪の関係となるため、
今まで以上の多職種連携
の強化が求められます。医療、
介護間の橋渡しがで
きるよう、
点である個々のサービスを線に繋げられる
ような積極的な関わりを行う必要があります。
今後、
地域包括ケアシステムの整備に向け、
それ
ぞれの訪問看護ステーションにおいても体制を整え
ていく必要があるのではないでしょうか。

施設の役割について

介護老人保健施設 寺田ガーデン
副施設長 介護看護部長 栗田 祐子
け声や音楽が流れます。そして、
退所前・退所後訪問
を行い、
在宅へ繋げています。
寺田ガーデンは、
その人らしく自立した生活が続
けられるよう、
在宅復帰を目指して支援しています。

寺田ガーデンは、
岐阜市寺田にある介護老人保
健施設です。その人らしく自立した生活が続けられ
るよう、
生活機能の維持・向上を目指して支援してい
ます。通所125名、
入所100名を定員とし、
約200名
の職員が多職種によるチームケアを提供しており、
平成29年度の在宅復帰率は79.3％です。
入所前訪問から始まり、
入所中は一カ月毎にこま
めな面談を行い、
ご家族の方への情報提供と在宅
に向けた調整を行っています。学校方式を取り入
れ、
算数・国語・社会・音楽等様々な授業を行い、
リハ
ビリは、
生活動作獲得・社会参加を目指して活気的
な個別プログラムで行われ、
退所時には卒業証書が
渡されます。
また、
多くの地域ボランティアの方のご協力をい
ただき、
音楽療法・短歌・園芸・法話・書道・茶道・ハンド
ベル等、
ご利用者の趣味や楽しみへの意欲の向上
に繋げています。施設内は、
日々元気なリハビリの掛
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岐 阜 県 の
専 門 看 護 師 活 動 紹 介
精神看護専門看護師は、精神看護領域において複雑化、困難化する健康問題を抱えた患者・家族・地域に対して、
より
質の高い看護を提供する役割を担っています。
精神疾患患者に対して水準の高い看護を提供するとともに、一般病棟での心のケアを行う
「リエゾン精神看護」の役
割もあります。
リエゾン看護師の活動の目的は、精神看護領域の専門的技術を持ち、
かつ、それと他科の看護領域に統合することに
より、精神疾患に限らず、幅広い患者の心のケアを施し、精神的に不安定な患者・家族に対して質の高いケアを提供する
ことです。
さらに、
ケアする看護師及びチーム医療のメンバーへの教育的支援やサポートをする役割も期待されています。

精神看護専門看護師
聖十字病院

木野

徳磨

自施設では、専従のCNSとして組織横
断 的 な 活 動をしています。いくつもの 役
割・機能に伴う活動がありますが、今回は
コンサルテーション活動についてお伝えし
たいと思います。
近年の精神科では、重複した診断の患
者が増え、病気の症状、これまでの生活史
やニーズ、今後の生活への希望、日常生活
機能や社会的機能など多側面からとらえ
て看護を展開することが重要になってい
ます。
しかし、多角的で複雑なアセスメント
をすることは容易ではありません。さらに
は退院支援が困難な患者、自傷行為を繰

活動状況（多職種でのケースカンファレンス）

り返す患者、他者への激しい暴力がみられ
る患者などの看護援助が困難なケースで

はなおさらです。このような事例の相談を、看護師個人や病棟から受ける機会が多くあります。病棟の
看護師は、一生懸命にケアをしているがゆえに状況がみえにくくなりますが、第三者のCNSが一緒に
情報を整理しながらケア方法を考えていくことで、困難なケースでも介入の糸口がみえてきます。病
棟における困りごとも同様で、客観的な視点での情報整理だけで状況が変化していきます。相談者も
専門職ですので、情報を交通整理し、不足していそうな情報を引き出したりするだけで、患者ケアに変
化が生まれていきます。相談してくれた看護師の困りごとが解決することはもちろんのこと、質の高い
ケアが病棟全体に広がりをみせたときにはとても嬉しい気持ちになります。それと同時に、効率よく質
の高いケアを提供するという専門看護師の役割を少し果たせていると感じます。
今後は、看護部だけでなく病院全体がさらに質の高い医療を提供していけるように活動していきた
いと考えています。

10

『サックス演奏でリフレッシュ』

岐阜市民病院

市川

智子

手 術 室は多 職 種との 連 携がとても重 要で、長 時 間にわたり緊 張 感が強 いられる現 場です。
日々、患者さんに安全で安心できる手術が提供できるよう勉学に励んでいます。そんな中、私
は、プライベートで5年程前から趣味のサックス演奏を楽しんでいます。なかなか時間をとること
ができず上達はゆっくりですが、院外・院内の発表会で練習の成果を発揮できた時に、サックスを
やっていてよかったと実感しています。
充実したプライベートを過ごしリフレッシュすることで、より一層仕事に邁進していきたいです。

『リフレッシュ・タイム』

松波総合病院

大西

里帆

私は6歳の頃から極真空手を習っていて、運動が大好きで休日でも空手の練習に行きます。
高校生になり全日本大会で入賞し、強い相手でも怖がらずに立ち向かい、勝った時の嬉しさは言
葉にできない程の感動がありました。看護師の仕事は責任感と充実感があり、空手と共通すると感
じています。看護師になった当初、患者さんから温かい言葉をいただいた時は、看護が認められた
と感じ、看護師になって良かったと思いました。趣味と仕事の両立は難しいですが、今後も仕事と空
手を頑張って続けていきたいと思います。
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研修報告
認定看護管理者教育課程ファーストレベル 看護職員認知症対応力向上研修
中津川市民病院

太田 千絵

岩砂病院・岩砂マタニティ 中島 弘子

雨にも負けず、風にも負けず、
雪にも夏の暑さにも負けぬ
西日本豪雨や記録的な猛暑、ふと宮沢賢治の
詞を思い出す、そんな28日間でした。総勢64名
の仲間たちと研修を終えられたことを心から嬉
しく思うと同時に、指導してくださった講師の方
々、協会の皆さまに深く感謝申し上げます。
当初は不安でいっぱいでしたが、すぐにそれは
楽しいという気持ちに変わりました。
先生方の講義を聞き、いろいろな職場の仲間
たちと新しい知識を得、議論を交わし、同じ目標
に向かってグループワークをすることは得難い体
験でした。今後も友情を育みながら、ここで学ん
だことを職場で実践できるよう頑張っていきた
いと思います。ありがとうございました。

認知症の基本から具体的なケアまで奥深い内
容でした。日々の忙しい業務に流され、対応が疎
かになり配慮が欠けていたと振り返るとともに、
よい刺激になりました。
認知症になっても安心して暮らせるよう、その
人らしさを尊重し、寄り添い、退院後の生活を見
据えて支援することの重要性を痛感しました。
認知症ケア加算の意義や組織作りの必要性を
理解できていない現状があり、まずは看護師から
教育し意識改革につなげ、多職種と協働して認
知症ケア体制を作っていきたいと思います。

お知らせ

協会の動き

医療従事者届の提出をお忘れなく

◆看護協会会員数

業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護

保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師

師は、法律により、
２年ごとの12月31日現在におけ
る氏名、住所等届出票に記載されている事項を届
け出る義務があります。
平成30年度は、届出の必要な年となっておりま

合

すので、届出忘れのないようにご注意ください。

＜平成30年9月19日現在＞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,459名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 593名

計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,933名

届出期限は、平成31年1月15日（火）です。
なお、お問い合わせ等は所属施設のご担当者
様、就業地を所管する保健所にお願いいたします。

皆さまのご協力のもと、今年度２回目の発行ができました。
まだまだ不慣れではありますが、各施設様の活動につい
て知る機会を得て、
情報を発信させていただくことの喜びと
責務を感じております。
今後も、
看護協会の活動と共に、
県全域の会員皆さまの情
報・旬な話題をお届けできますよう務めてまいります。
よろ
しくお願いいたします。
近藤 春美
広報出版委員会
委員長 安藤 恵美
委 員 稲垣 智子
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近藤 春美

川幅 美紀

水野 紀代美

