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『猪臥山に咲き誇る霧氷の花』
（飛騨市） 撮影：高山赤十字病院

松場 隼人

厳冬期にスノーシューで登っていくと、思わず声を上げる霧氷が迎えてくれました。

CONTENTS
◆
□ 会長 年頭あいさつ ……………………………2

◆
□ 研修報告 ……………………………………… 8

◆
□ 選挙管理委員会からのお知らせ……………… 3

◆
□ 亥年生まれの皆さん紹介 …………………… 10

◆
□ 理事会報告 …………………………………… 3

◆
□ 第7回 岐阜看護学会 ……………………… 4・5
◆
□ 職能委員会活動報告 ……………………… 6・7

◆
□ 専門看護師活動紹介 ………………………… 9
◆
□リフレッシュタイム …………………………… 11
◆
□ 広報出版委員会からのお知らせ …………… 12

■発行/平成31年1月15日 公益社団法人 岐阜県看護協会
岐阜市薮田南5丁目14番53号 岐阜県県民ふれあい会館1棟5階
TEL.058-277-1008 FAX.058-275-5300
URL： http://www.gifu-kango.or.jp/ E-mail：gifukango@gifu-kango.or.jp
■編集責任者/石山 光枝
■印刷/株式会社イナバ印刷社

92

年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願
いいたします。
今年は元号が変わり
「平成」が終わる年になります。平成の世は皆
様にとってどのような時代だったでしょうか。また、今年の干支は己
亥（つちのとい）であり、己（つちのと）は、十干（じっかん）の6番目。
植物の成長に例えると、草木が成長を終えて姿が整った状態を表す
公益社団法人
岐阜県看護協会
会長

石山光枝

そうです。亥（い・がい）は、十二支の最後にあたり、同じく植物に例え
ると、草や花が枯れ落ちて、植物の生命が引き継がれて種の中にエ

ネルギーがこもっている状態であり、己、亥の状態を人間や組織に当てはめると、組織はそれま
での主義、規律、秩序などを見直し、次の段階を目指す準備をする年であり、個人は知識を増や
す、精神を育てる年であるようです。
平成の時代が終わりを告げる今、世の中はIT化が進み、手のひらのスマートフォンが世界中
の情報を提供します。医療の現場も低侵襲の技術で患者の社会復帰を速めています。
また、在宅
医療は進み、訪問看護師の活動なくして在宅療養は語れなくなっています。
しかし、自然災害は
容赦なく押し寄せ、苦難の人々に復興、再生へと国を挙げての支援が進んでいます。さらに、
2020年のオリンピック開催を控え、さまざまな変化が倍増する年にもなりそうです。日本の少子
高齢多死社会に対応するために政府はさまざまな施策を繰り出しています。再雇用を65歳から
70歳までにすることや外国人労働者受入れ拡大などです。それらの政策は医療福祉の現場に
否応なしに影響を与え、皆様方の働き方や看護提供体制にも変化を与えることとなるでしょう。
岐阜県看護協会の事業として、昨年より専門・認定看護師の方々に中小病院や訪問看護ステ
ーション、高齢者施設の看護の課題を解決するための出前講座等の活動をしていただいており
ます。看護の質の向上のみではなく、一緒に働く介護職員など施設職員の方々にも聴講してもら
い、協働体制の強化にも努めていただいております。
これらの事業により
「質の高い看護」が県内
のどの病院、訪看、高齢者施設でも繰り広げられることで、岐阜県看護協会定款の目的にある
「地域の人々のニーズに応える看護領域の展開を図ることにより、岐阜県民の健康な生活の実
現に寄与する」
こととなると確信しています。
皆様方にとって、この１年がますますのご発展とご活躍の年となりますことを祈念いたします
とともに、引き続き岐阜県看護協会へのご理解、
ご協力をよろしくお願いいたします。
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理事会報告
平成30年度

第6回理事会 平成30年10月25日(木)

□

決議事項
１ 第1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 194名 （承認後会員数 11,933名）
〇議案は承認されました

平成30年度

第7回理事会 平成30年12月13日(木)

□

決議事項
１ 第1号議案
２

第2号議案

３
４
５
６
７

第3号議案
第4号議案
第5号議案
第6号議案
第7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 112名 （承認後会員数 12,049名）
公益社団法人岐阜県看護協会 岐阜県看護協会立ナーシングデイ高山運営規程の
一部改正について
公益社団法人岐阜県看護協会 臨時職員就業規則の一部改正について
公益社団法人岐阜県看護協会 組織規則の一部改正について
公益社団法人岐阜県看護協会 育児・介護休業規程の一部改正について
公益社団法人岐阜県看護協会 職員の慶弔見舞金に関する規則の一部改正について
平成30年度補正予算について
事業名 在宅療養支援に関する事業等
１）第１次 療養通所高山補正予算

□

協議事項
１ 平成31年度重点方針・重点事業について
２ 役員報酬にかかる定款の規定と各県協会の状況
３ 支部活動費の執行基準について
４ 平成31年度理事会・四役会・支部長会・合同委員会開催日について
〇すべての議案は承認、可決されました

〔選挙管理委員会からのお知らせ〕
2019年度改選役員及び推薦委員 2020年度代議員への立候補について
改選役員および推薦委員、代議員等の選挙を実施しますので、立候補及び受付期間等についてお知らせいたします。
平成31年1月15日

2019年度改選役員等
理事6名（副会長、助産師職能理事、看護師職能Ⅱ理事、岐阜北地区理事、飛騨地区理事、准看護師理事
改選役職・定数
改選推薦委員・定数 推薦委員 3名
選挙期日・場所
2019年6月19日（水）
2019年度定時総会 於：サラマンカホール
2020年度公益社団法人岐阜県看護協会代議員等
代議員 定数：119名
補欠代議員 定数：61名
定時総会と同じ時期(定数を超えた場合のみ) 対象支部正会員による郵便投票
選挙期日・場所
立候補届出書に記入の上、正会員5人以上の推薦書を付けて、選挙管理委員会あてに郵送ください。
立候補の届出方法
2020年度公益社団法人日本看護協会代議員等
代議員 定数：12名
予備代議員 定数：12名
選挙期日・場所
2019年6月19日（水）
2019年度定時総会 於：サラマンカホール
立候補届出書に記入の上、選挙管理委員会あてに郵送ください。
立候補の届出方法

届出締切日 平成31年4月19日（金）必着
立候補届出書等請求先・お問い合わせ先 公益社団法人岐阜県看護協会 総務課
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電話 058-277-1008

各1名）
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第7回 岐阜看護学会
メインテーマ
『その人らしさを支えるチーム医療』
開催日：平成30年12月8日（土） 場 所：岐阜県県民ふれあい会館

参加者：165名

●岐阜看護学会委員長あいさつ
本学会では、
看護として大切にしている「その人らしさを支える」
ことをチーム医療の中で実現するための看護のあり方を考える機
会にしたいと考え、
メインテーマを「その人らしさを支えるチーム医
療」としたとあいさつしました。

●学会長あいさつ
地域包括ケアシステムのなかでのチーム医療が拍車をかけて進
むなか、
看護職は「その人らしい暮らし・生き方」を独自の経験、
知
識、
技術を持ってチームメンバーに堂々と表現できるよう努力して
いく必要があるとあいさつしました。

●特別講演
朝日大学歯科衛生士専門学校校長

礒﨑篤則先生から、
「歯科

のパラダイムシフト」と題し、
口腔ケアの重要性について、
ユーモア
を交えて親しみやすい口調でご講義をいただきました。
患者の口腔内の状態は看護ケアの質を最もよく表し、
看護師は
急性期の口腔ケアの目的は91％が肺炎予防と答えていることや、
歯科医師による栄養サポート、
周術期等の口腔機能管理、
オーラ
ル・フレイル（歯や口腔機能の虚弱）の予防は全身の健康に寄与し
多角的になってきている歯科治療のパラダイムシフトについて講演されました。
後半は、
つまようじ法の認定歯科衛生士4名と先生によるブラッシング体験コーナーが開催され、
ブラッシ
ングの実演が行われました。参加者の行列ができ、
つまようじ法を体験した後は、
「気持ちが良い！
！」という声
が聞かれました。
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●ランチョンセミナー
岐阜大学医学部附属病院副
病院長・医療安全管理室長の村
上啓雄先生から、
チーム医療に
欠かせないリスク軽減のための
医療者間のコミュニケーションの
重要性をご教示いただきました。

●口演発表

●示説発表

演題は、
口演11題・示説7題で大変多くの方に発表していただきました。
発表者は、
日々の看護実践への取り組みを堂々と発表できていました。
また、
参加者も熱心に参加でき、
終始会場は満席で熱気にあふれていました。

5
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平成30年度 職能委員会活動報告
保健師職能委員会
現在委員会は、平成３０年度の重点課題である「保健師に対する現任教育
の実施状況を把握し、ラダーに応じた人材育成システムの構築を図る」に対
して、委員会活動を進めています。具体的には、岐阜県内の保健師代表者に
対して、人材育成指針及び保健師のラダーの有無、研修システムの有無等に
ついてアンケート調査を実施しています。
１１月中旬を期限とするその調査結
果を元に、現状を把握した上で、今後の活動内容について検討していく予定
です。結果報告は、来年度の総会で行います。

保健師職能委員長
岐阜県市町村職員共済組合

鈴木 ひろみ

また、保健師に対する人材育成に関する研修の
実施を計画中です。人材育成に関する試みとして
新 人 期 の 保 健 師を対 象に看 護 協 会が進 め ている
「保健指導ミーティング」を岐阜県保健師職能委員
会として、開催できるよう申請に向けた準備を進め
ています。申請が通った場合は、県内全市町村の新
人期（想定する対象・業務開始2〜４年）の保健師及
び、先輩保健師（プリセプター）が参加できるよう
各市町村及び県の支援をお願いしたいと考えてい
ます。

助産師職能委員会
平成30年度は、県内アドバンス助産師（CLoCMiPⓇ：助産実践能力習熟段階/
クリニカルラダーレベルⅢ認証者）の実態調査について報告しました。その中
で、アドバンス助産師は「専門的自立能力」の役割が強いことがわかりました。
しかし、2年後の更新について「更新する」と答えた人は42.6％、
「検討中」が
48.8％であり、今後の助産師の活動に支障をきたすことが明確となりました。ま
た、地域における多職種との連携として、保健師職能委員会と合同会議を行い、
子育て世代包括支援センターの学習会をしました。助産師は母子保健行政につ
いて、より学習を深めなくてはなりません。
母子が不安なく育児ができるよう、助産師は産前
産後ケアができなくてはなりません。産後2週間健診
と1か月健診の助成が始まり、産後ケアの重要性が高
まっています。病院は混合病棟がほとんどですが、産
後1か月までは自施設で出産された母子の支援をし
ていきましょう！
助産師職能委員会は、助産師外来と混合病棟のマ
ネジメントについて活動していきます。本年もご協力
をお願いいたします。
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助産師職能委員長
岐阜医療科学大学

唐沢 泉

看護師職能委員会Ⅰ
看護師職能委員会Ⅰ病院領域では、医療提供体制の変化に伴い、病院施設で
働く看護師は大きく影響を受けています。そうしたなかでも本来の看護の意味
を考え、実践するために、今年度は以下の2点の課題について取り組んでいます。
1点目は、看護師の役割発揮が期待される日常生活援助技術についての基準・
手順を整備することです。今年度は、病院領域では必ず行われているというこ
と、対象の尊厳やその人らしさを維持するための重要なケアであることから、広

看護師職能委員会Ⅰ委員長
羽島市民病院

武藤 英理

く皆さまの意見を集約できるとの考えで「口腔ケア」の調査を行い、集計が終わ
ったところです。効果的な方法で皆様に結果をお返しできるよう考察を進めています。
２点目は、看護職全体の質向上のため
のJNAクリニカルラダーの周知と浸透で
す。研修会を終え、皆さまの声をもとに今
後の活動を検討しているところです。
地域包括ケアシステムの推進や多職種
連携が叫ばれる中、看護師の役割を見つ
め直し、医療現場での活躍を願って活動
をしています。引き続き活動へのご理解・
ご協力を賜りたいと存じます。

看護師職能委員会Ⅱ
介護・福祉関係施設・在宅等領域で働く看護職の職能委員会（通称

看Ⅱ）

としての活動は４年目に入りました。これまでの活動として高齢者施設におけ
るマニュアル整備の調査、
「看護業務基準」
「クリニカルラダー」の周知と浸透
のための調査を行い、マニュアルの作成や研修等の開催提言をしてきまし
た。今年度は、過去の調査結果を更に掘り下げ、高齢者施設における看護職員
の現任教育の実態調査を実施し、看護実践能力の向上を目指した教育プログ
ラムの作成を進めるとともに、施設・在宅系の協会会員数増加に向けてのリー

看護師職能委員会Ⅱ委員長
社会福祉法人 和光会

田口 将人

フレットの作成、看Ⅰとの合同委員会による情報共有シートの作成に取り組ん
でいます。
これからの委員会活動として、今後さらに施設や在宅での終末期の医療やケアの質の向上が求め
られることから、ACPの視点に基づいた、自己あるいは家族による意思決定の支援に焦点を当てて、
取り組んでいきたいと考えています。
施設・在宅領域で働く看護職の質の向上のため、協会員の皆さまと一緒に活動を盛りあげたいと思
いますので、よろしくお願いいたします。

7

92

研修報告

1

医療安全管理者養成研修

朝日大学病院

大山 眞弓

看護師として経験を重ねるごとに、医療
事故は他人事ではないという危機感が募っ
ています。
今回の研修では、過去の事故がなぜ起き
たのか、再発防止のために何をすべきかを
学ばせていただきました。また、医療安全管
理者として活動するのは、とても大変な取
り組 みであることも実 感しました。今 後 の
活動のヒントを得ると共に、実例を通した講
義は私の胸をギュッと摑んだように響き、看
護師というだけではなく人として純粋に、真
摯に医療安全に向き合いたいと改めて感じ
ています。どの講義もとても興味深く、あっ
という間に終わった・
・
・という感じです。イン
パクトのある、充実した研修でした。貴重な
学びをありがとうございました。

研修報告

2

専門・認定看護師派遣事業

皮膚・排泄ケア研修に参加して

くわのみ訪問看護
ステーション

山本 由香里

キンケア、褥瘡ケアまで多彩な内容で行わ

1 2 月1 3日、岐 阜 県 立 多 治 見 病 院 の 皮

れました。

膚・排泄ケア認定看護師 澤田真由子先生の
研修会に参加しました。看護師5名、介護職

看護師には基礎を振り返る良い機会とな

15名が参加し、高齢者の皮膚の特徴やス

り、また、介護職はこのようなことで悩んで
いるのか という目線で聞く
こともでき、今後の施設内で
の 指 導にとても 役 立 つも の
でした。
介護職からは、資料も内容
も分かりやすく、現場で実践
していきたいという話が聞か
れ、やる気に満ちています。
とて も 聞 きや すく丁 寧 な
講義で、学ぶことが多くある
研修でした。
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岐 阜 県 の
専 門 看 護 師 活 動 紹 介
がん看護専門看護師は、
「がん」のスペシャリストです。近年、
がん医療の進歩に伴い、長期にわたり治療を受けられる
方や、治療の後遺症を抱えながら社会復帰される方が増えています。また、
がん治療についての情報が氾濫し、選択肢
が多岐にわたる中、
どのように選択したらよいのかと混乱される方もいます。このような患者さんやご家族の悩みや相
談の対応を行っています。そのほか「チーム医療で活動する時のスタッフ間の調整」
「院内の看護師からの相談対応や
指導」なども行っています。
２０１８年１２月現在、全国に７７５名のがん看護専門看護師がおり、
がん相談支援室などで活躍しています。

がん看護専門看護師としての活動
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

西尾

静

私はがん看護専門看護師として、がん診療連携センタ
ーに所属し、がん相談支援や緩和ケアの支援体制づく
り、看護倫理委員会に所属し、日々の看護ケアにおける
倫理をスタッフと共に考える活動をしています。
具体的には、がんと診断された時から始まる不安・生
活上の困り事に対応するがん相談支援センターとして、
直接の相談業務、がん経験をもつピアサポーターさん
が常駐するがんサロンの支援、がん患者会の支援など
を行います。
緩和ケアチーム看護師としては、外来や病棟の患者さ
ん の 全 人 的な苦 痛 の 把 握 、そして苦 痛 軽 減 のため、医
師・薬剤師・MSW・リハビリスタッフ・管理栄養士などの多
職種の方々と共に活動をしています。
院内の看護倫理委員としては、事例検討会や倫理カン
ファレンスの開催や、倫理研修会を行い、共に働くスタッ
フで倫理的な視点について話し合っています。
上記のようながん看護専門看護師としての活動をす
るため、毎日大きな体を動かしながら、病院内をゆさゆ
さ動くこの2年で、徐々にがんで困ったらこの人に聞い
てみようと顔と体を覚えていただき、相談をしていただける事が増えてきている現状です。
がん看護専門看護師は、がん患者の身体的・精神的な苦痛を理解し、患者さんやその家族に対して
QOL（生活の質）の視点に立った水準の高い看護を提供するために存在します。今後も患者さんや家
族のそばで寄り添い「そう、そうなの」
「相談して良かった」そんな声が聴ける関係作りに努め、病院や
地域の多職種の人々と協働して、がん患者さんや家族が安心して過ごす事ができる地域づくりに努め
たいと思います。
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亥 年 生まれの

皆さん紹介

新年にあたり今年の抱負を寄せて頂きました

関中央病院

古田 祐世
退院後の患者・家族の
不安に寄り添い、その人
らしい生活ができるよう、
支援に努めていきたいと
思います。

高山厚生病院

柚原 美穂

いつも笑顔と感
謝
気持ちを忘れず の
に、
患者・ご家族様
に
添った看護を行 寄り
って
いきます。

土岐市立総合病院

柴田 明美
いつも笑顔で
のびのび仕事ができるよう
しょく(職)場の
ムードメーカーを目指し
しょう(精)進します

岐阜県総合医療センタ
ー

佐久間 佳織

5歳の娘と2歳の三つ子
の育 児中です。
今年も育 児と看護 、
どちらもパワフルに
頑張っていきたいです！

院

西美濃厚生病

稗島 実奈

れずに、
いつも笑顔を忘
立させ、
仕事と家事を両
れる
さ
頼
信
に
患者様
ように
看護を提供できる
。
す
頑張りま

東可児病院

田中 大裕

患者様との関わりが好き
です。知識を持って関わり
を増やし、信頼され、安心
できる環境を提供していき
ます。
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岐阜大学医学部附属病院

高井 あんず

今年は、心電図を読み解き、
心臓血管外科の周術期ケア
に生かすことが目標です。
NYとスペイン旅行を計画中
です。

多治見市民病院

梅田 愛
今年は、病棟看護の質
をさらに向上できるよう、
広い視野を持ちながら
スタッフと協力し、勇往
邁進していきたいです。

JA岐阜厚生連看護専門学校

『自分と向き合う大切な時間』

河田

美代子

私が大切にしている時間は「走ること」です。もともと長距離を走ることが好きでした。黙々と走る
ことで身体や心がリセットされ、走り終えた後のスッキリ感がたまりません。普段は飛騨高山の自
然いっぱいの中を走り、時にレース
に出場して、楽しみながら完走する
ことを目標にしています。今年は無
事にフルマラソンを完走できたの
で、次は地 元で開 催される夏 のウ
ルトラマラソン出 場を目指 そうか
と企んでいるところです。忙しい中
でも、好きなことを続けさせていた
だける理解ある周囲の環境、健康
な身体と心に感謝し、
これからも走
＜2018名古屋ウィメンズマラソンにて＞

『素敵なイタリア共和国』

り続けようと思っています。

岐阜ハートセンター

Buongiorno！ 今年は２回イタリアに行ってきました。ツアーで
色々な都市を巡ったり１人旅で首都ローマに滞在したりと、
イタリア
料理やワイン、歴史的街並みやショッピング等を思う存分堪能してき
ました。大好きなイタリアに行けるのは部署内で年間の有給休暇調
整を行い、スタッフみんなが希望通り有給休暇を取得できるからで
す。イタリアに行ってエ
ネルギーを溜めて仕事
を頑張ったら、
ご褒美とし
て次もまたイタリアに行
く予定です。そのために
イタリア語も少しずつ勉
強中です。それでは皆さ
んもBuona vacanza♪
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広報出版委員会からのお知らせ
岐阜県看護協会だより
「看護ぎふ」
を読んでいた
だきありがとうございます。
年３回発行の「看護ぎふ」では、
「研修で看護協会
に行くけど、看護協会の働きは詳しく知らないか
ら教えて。」
「委員会や支部の働きってどんなもの
なの？」
「県内の保健師さん、助産師さん、看護師
さんが今目指しているものはなに？」
「学校や地域
で看護師さんたちはどのような活動をしている
の？」
などさまざまな情報を集め紹介しています。
広報誌は誰が作っているのか知っていますか？
実は、皆さんと同じ現役の看護職が広報出版委員
を務めています。委員会では、県内の病院や施設
などの看護職の頑張りを知ってもらえるような、身近で親しみやすい広報誌を目指しています。
今年度は、表紙を飾る
「岐阜の風景」
を会員の皆さまから募集しました。岐阜にもこんな素敵な所がいっ
ぱいあることをお伝えできたでしょうか。
「もっと自分の地区や現場で役立つ情報が欲しい。」、
「こんな企
画はどう？」などアイデアはありませんか。
これからも引き続き募集しますので、皆さまのご協力をお願いいたします。

宛先

岐阜県看護協会 広報出版委員会 宛

看護協会代表アドレス：gifukango@gifu-kango.or.jp

FAX：058-275-5300

記載内容：①勤務先名 ②職種 ③氏名 ④質問、疑問、企画、知りたいこと
期限は設けておりませんので、
たくさんの投稿お待ちしています。

※質問を記事にする場合は、氏名・勤務先名の記載は致しません。
また、企画提供の際は、氏名を記載する場合も
ありますので、再度岐阜看護協会から氏名記載の有無の連絡をいたします。

協会の動き

平成３１年度 継続のお知らせは
ご確認いただけましたか？

）

◆看護協会会員数

）

保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師

継続会員の方は変更がなければ
会員情報変更届の提出は不要です。

会費納入方法が口座振替の方

合

初回引落日は１月２８日㈪です。

＜平成30年11月15日現在＞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 450名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,559名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 596名

計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,049名

（次回引落日は２月２７日㈬）
※施設でとりまとめて振込の施設は、
できるだけ
２月末日までに振込をお願いいたします。

吉村 由美子 様
古澤 はるみ 様

新年あけましておめでとうございます。
今年度、広報出版委員を務めさせていただいております。
誌面作成にあたり、
興味深い活動をお寄せいただいておりま
す方々に感謝申し上げます。
今後もバラエティに富んだ皆さ
まの活躍やトピックスをお届けできるよう活動していきたい
と思っております。
水野 紀代美

揖斐厚生病院
平成30年10月31日 逝去
山田病院
平成30年11月 2日 逝去

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

