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理事会報告
令和２年度
□

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

第４回理事会 令和２年９月１７日(木)
令和２年度会員入会の承認について（承認事項）
承認会員数550名（承認後会員数 12,326名）
専決処分の承認について（承認事項）
専決処分の承認について（承認事項）
専決処分の承認について（承認事項）
令和２年度補正予算について
〇すべての議案は承認、可決されました

Ｚｏｏｍを活用し、オンラインで開催

「第９回岐阜看護学会 開催中止」のお知らせ
令和２年１２月５日（土）の開催に向けて準備を進めておりましたが、今般の新型コロナウ
イルス感染拡大防止対策等に鑑み、残念ながら集会での開催を中止することとなりました。
発表予定であった演題については、抄録集への抄録及びプレゼンファイル・ポスター等の
掲載をもって学会発表したものといたします。また、特別講演・シンポジウム等については、
抄録集に講演要旨を掲載する予定です。
学会参加を予定されていた方々には大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
開催中止は苦渋の選択となりましたが、何卒ご理解の上、今後とも岐阜看護学会へのご支援・ご鞭撻をお
願い申し上げます。
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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

］

支部長

森本 さき子

岩砂病院・岩砂マタニティ

令和2年7月3日（金）、岐阜北支部集会を開催しました。新型コロナウイルスの影響で、定時総会が
縮小開催となりました。支部集会をどのように開催するか悩みましたが、参加者を施設代表者に限定
し、合わせて施設代表者会議・支部役員会も行いました。17
施設22名の参加があり、協議事項として提案されていた新型
コロナウイルス感染症対策について情報交換を行いました。
・感染症対策で工夫したこと
・カンファレンス、研修の開催方法や工夫
・学生の受け入れについて
・面会者の受け入れについて
その他、管理者としての思い、苦悩など積極的な発言があ
り活発な意見交換の場となりました。
また、令和2年度重点方針・重点事業である地域包括ケアに
おける連携強化についての研修会も行いました。
今年度は、計画した研修会・地域への看護サービス事業な
どを中止としましたが、施設代表者の方々と情報交換しなが
ら連携を強化し、この時期を乗り越えていきたいと思います。皆様のご協力をお願いいたします。
今後は、11月2日（月）に施設代表者会議を開催する予定です。

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

伊藤 妙登美

松波総合病院

令和2年7月17日（金）、第1回施設代表者会議と研修会を開催しました。研修会は「2020年度診療
報酬改定について学び自施設の改革につなげる」をテーマに、NAOマネジメント株式会社
締役

代表取

瀧智史先生を講師にお招きしました。自施設の周辺領域を把握し医療と介護の連携が重要と

なるため、領域別に分けて行いました。参加者からは「資料の一部分を自部署の研修に活用したい」な
ど好評でした。そのほか、新型コロナウイルス感染症対応について意見交換を実施し、
「自施設での対
策強化への参考になった」と共通した意見をいただきました。
今後は、10月24日（土）に「看護倫理をめぐるコミュニケーションを喚起する」をテーマの講演会、
11月20日（金）に第2回施設代表者会議及び「岐阜地域医療構想に沿った地域における連携」につい
て意見交換会を開催予定です。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「まちの保健室」
「リ
フレッシュ研 修 」は
中止としました。
今後も支部活動を
通して多数の方と交
流を重ね地域連携を
強化していきたいと
思います。

3

97

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

西村 なおみ

大垣徳洲会病院

西濃支部では今年度、地域包括ケアに焦点をあて、年4回の支部研修会、3回の施設代表者会議を
予定していました。令和2年7月11日（土）は、第1回の西濃支部集会と「地域で活動する保健師の仕
事を知る」をテーマに地域の保健師による研修会を企画しました。第2回は9月19日（土）に、西濃地
域看看連携連絡会との合同研修会として「困難事例の検討」を企画していました。しかし、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点から支部集会、研修会を中止することとし、同時に施設代表者会議
等も中止となっています。10月には大垣市健康フェスティバルで「まちの保健室」を2回行う予定で
したが、こちらも新型コロナウイルスによりフェスティバルが開催中止となりました。また、第3回と
して11月21日（土）に予定されていたがん在宅緩
和地域連携協議会研修会「地域包括ケアシステム
における多職種連携」も中止としました。第4回は、
2月にリフレッシュ研修として「似顔絵」を体験する
研修会を計画しています。
今後も西濃地域の新型コロナウイルスの感染状
況を確認しつつ、支部活動を行って行きたいと思っ
ています。

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

伊藤 稔子

美濃市立美濃病院

令和2年7月4日（土）に施設代表者会議を開催し、今後の支部活動及び施設代表者会の在り方につ
いて協議しました。COVID-19に関する情報共有が行え、有意義な会議となりました。今年度は
COVID-19対策のため、支部研修会の開催を自粛することとし、施設代表者会議は予定どおり年3回
開催することとなりました。タイムリーに情報共有や自施設の課題解決の糸口をみつけることができ
るよう情報共有ツールを作
成しました。COVID-19と
共存しながら、今までにな
い新しい取り組みを考え、
病院・施設・地域連携を強化
していきたいと思います。
微力ではありますが、役
員7名で力を合わせ、中濃
支部の会員・非会員の方々
の「つなぎ人」となれるよ
う取り組んでいきたいと思
います。よろしくお願いい
たします。
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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

新床 美穂子

市立恵那病院

東濃支部では、令和2年8月7日（金）に施設代表者会議の開催を計画していましたが、近隣の新型
コロナウイルスの感染報告を受け、急遽中止することになりました。役員会のみ開催し、青木会長と
鷲見常務理事にご出席をいただきました。主に今年度の研修会及び看護研究・実践報告会の開催の
是非について検討しました。規模の縮小、感染予防策を講じた開催などを検討しましたが、感染源に
なることは避けるべきとの考えから、10月開催の研修会は中止と判断しました。
また、役員会では、感染管理について相
談する施設はありつつも相談を控えてい
るといった事情なども知ることができ、施
設代表者会議が情報共有の場として必要
なことを再認識する機会となりました。そ
こで、他支部の取り組みを参考にさせてい
ただき、東濃支部においてもメールによる
情報共有を行う準備を始めました。全員
参加はできませんが、何らかの形で皆さん
の困りごとの解決の糸口とし、提案事項な
どを協会に届けるといった活動の広がりに
繋がるのではないかと期待しています。
市立恵那病院から望む恵那山

飛騨支部［

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

］

飛騨支部では、令和2年7月5日（日）に支部集会、がん在
宅緩和地域連携協議会研修会を行う予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しました。ま
た、新役員会の開催ができず、メールや書面のやり取りと
なっています。そんな状況下において、小規模の研修会を
計画しようとした矢先、7月8日に大雨による国道41号線
の崩落で、高山−下呂間の行き来が困難な状況（8月17日
より片側通行可能）となってしまいました。幸い飛騨支部
の会員の方々の床上浸水等の被害はありませんでした
が、今後の活動計画を一から考え直さなければならない
状況となりました。今回掲載した写真は、令和元年11月23
日（土・祝）に下呂市交流会館で行ったぬり絵セラピー研修
会の様子です。参加人数は85名で、ほぼ全員の方から「楽
しかった」という意見をいただきました。当たり前に研修が
できた日々が、本当に貴重であったと痛感しています。今
後は、飛騨支部の会員の皆様と情報交換を行い、できるこ
とから少しずつ支部活動を行っていきたいと思います。
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支部長

中村 千代美

下呂温泉病院
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大垣南高等学校家庭クラブの皆さんから
看護職へのメッセージが届きました
大垣南高等学校家庭クラブの皆さんは、毎年ふれあい看護体験に
参加してくださっていますが、今年度は新型コロナウイルスの影響で
中止となりました。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、
「最前線で働いている
看護職のみなさんへ感謝の気持ちを伝えたい」とたくさんのメッセ
ージを送ってくださいました。その一部を紹介いたします。
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看護師の力が
必要です!!
コロナ社会で人々が安全・安心して暮らすた
めに、看護の力が求められています。
岐阜県看護協会では、病院・施設や新型コロ
ナウイルス感染症軽症者等宿泊療養施設など
で働く意思がある潜在看護師を探しています。
皆様の周囲に、現在就業していない看護師さ
ん、あるいは副業を考えている看護師さんがお
られましたら、ぜひ登録していただくようお声
がけをお願いいたします。
【お問い合わせ先】
岐阜県看護協会ナースセンター
ＴＥＬ 058-277-1010
開所曜日 平日（祝祭日を除く）
時
間 9：00〜16：00

飛騨での 再就職！
やりがいを見つけました
国民健康保険

飛騨市民病院

星合

紀美子

今年４月、子育てが一区切りついたのを機に復職しました。復職した飛騨市民病院は岐阜県最北端、鉱山で栄
えた飛騨市神岡町の風情ある町中にあります。職員みんなの顔が見えるアットホームな病院で、この地域の二次
救急、急性期から慢性期、在宅までと幅広い役割を担っています。
臨床は15年ぶりで不安でしたが、配属された病棟では充実した院内教育プログラムと、師長はじめ何でも聞け
るスタッフのあたたかな人柄のおかげで安心して看護の現場に戻ることができました。皆に支えられ、充実した
看護師ライフですが、大きな不安は「冬の神原峠越え」でした。通勤しているスタッフからは「慣れれば大丈夫」
と聞いてはいましたが、やはり不安でした。通勤を始め
て１か月ほど経った５月、峠のトンネルを抜け、残雪の北
アルプスと新緑のコラボを見たときはテンションがあが
りました。そして、実際に半年通った結果は「慣れれば
大丈夫、むしろ楽しい」です。時には素晴らしい景色に
遭遇でき、冬峠の不安は杞憂に終わりました。古川町か
ら片道30分の車通勤は、小腹がすいてもコンビニはあ
りませんが、自然の恵みで心は満たされます。このパワ
ーを笑顔に変えて患者様一人ひとりに届けられるよう
楽しんで看護師を続けたいと思います。
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２０２０年度の入会手続きはお済みですか？
現在も2020年度の入会受付中ですので、入会希望の方や申込書の不足等は岐阜県看護協会・事務局まで
お問い合わせください。

２０２１年度の入会・継続手続きが１１月より始まります
2020年9月中旬ごろまでに2020年度の会費納入をされた方々に、2021年度の継続のお知らせを10月末
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で11月中に案内がお手元に届かなかった方
は、12月以降順次送付予定です。

継続のお知らせが届いたら？
開封し、会員情報変更届を確認
変更あり

変更なし

変更届の提出不要
担当者

変更届に
訂正箇所のみ記入し提出

※施設会員の方は同封の封筒へ入れ
施設のとりまとめ担当者まで提出

・改姓、住所変更
・改姓にともなう口座名義変更
・施設変更
など

※個人会員の方は同封の封筒へ入れ
ポストへ投函

●２０２１年度新規・再入会をされる方●
岐阜県看護協会より１０月末から順次入会申込書を送付いたしますので、お勤めの施設より入会申込書
を入手し、必要事項を記入後、施設のとりまとめ担当者までご提出をお願いします。
個人で入会を希望される場合は、入会申込書を県協会より取り寄せていただくか、ＷＥＢ入会も受付して
おりますのでぜひご利用ください。協会ホームページのキャリナースバナーからご確認ください。

※次年度継続をされない方※
2021年度の入会を継続されない方は「退会届書」の提出をお願いします。
会費の納入方法を「口座振替」と選択している場合、12月末までに「退会届書」をご提出いただかないと、
2021年1月末ごろに次年度の年会費が引き落としされます。
様式は岐阜県看護協会ホームページもしくは施設会員の方は施設のとりまとめ担当者から入手してくだ
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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特定行為研修修了者の活動報告
①受講のきっかけ、受講しての感想
創傷ケアに関わる中で、医師を待って処置を実施しなくては
いけないことも少なからずあり、もっとタイムリーに創傷ケアを
提供できるようになりたいと思い研修の受講を希望しました。
臨床推論やフィジカルアセスメントを学ぶことで、安全に特定
行為を実践するための判断力や思考力を身につけることができ
ました。

②現在の活動内容
現在は医師の指導のもと慢性創傷の壊死組織のデブリード
マンや局所陰圧閉鎖療法の実践を積み重ねています。創傷の
改善には適切な局所ケアだけでなく、患者の病態や全身状態が
大きく影響するため、研修で学んだことを活かし多角的にアセ

岐阜県総合医療センター
皮膚・排泄ケア認定看護師

スメントを行うことで、患者個々の創傷ケアの目標設定や局所
ケアの選択をしています。

野々村

育栄

③今後、どのように活動したいか
手順書によって特定行為を実施することで、必要な時に適切な処置を提供し、創傷処置に早期介入
することで、創傷の悪化予防や早期治癒に貢献したいと思っています。
また、当院は急性期医療を担っており在院日数が短いた
め、創傷が治癒しないまま在宅に帰るケースも多くありま
す。退院後も入院中と同様の創傷処置が提供できるよう、
活動範囲を在宅へも広げていきたいと考えています。

壊死組織のデブリードマン

カンファレンス
【モデル・領域】創傷管理モデル
【修 了 区 分】創傷管理関連
創部ドレーン管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

皮膚科医師との処置
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研修開催時の感染対策について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一時延期としておりました各種研修を
８月より開催しています。
研修の開催に向けて協会内に感染防止対策検討チームを発足し、検討会や岐阜県
との協議を重ね「看護研修会開催のための感染防止対策マニュアル」を作成しまし
た。募集定員の大幅な削減（会場定員の50%以下）、
グループワークなど密接を伴う
演習の禁止等、多くの制約が課せられご期待に沿えない部分もあるかと存じますが、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
受講者の皆様には、事前に「新型コロナウイルス感染症対策における研修前確認シ
ート」を配布し、研修当日ご提出いただいております。この確認シートは、岐阜県看護
協会ホームページからダウンロードできます。
なお、今後、感染症の再流行など状況に応じて、受講決定後に中止や変更になる場
合もございます。案内は随時、岐阜県看護協会ホームページに掲載いたしますので、
定期的にご確認いただきますよう、
ご理解、
ご協力をお願いいたします。

｢研修開催時の感染対策について｣はこちらからご覧いただけます➡

看護研修会開催のための感染防止対策マニュアル
「コロナ社会を生き抜く行動指針」
（ 策定：令和2年5月15日

最終変更：9月1日）

〔岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部作成〕に準拠し以下の対策を実施します

会場について

受講者について

・入場制限（会場定員の50％、人数上限は100人）

・健康確認
（事前・当日の体温、健康状態の確認等）

・受講者の間隔確保

・マスクの着用

（最低１mの間隔、指定席への着席）

・手指消毒剤の配置、使用の奨励

・1時間に1回の換気、
ドアの開放等

（入室時、食事前後等）

・使用後の環境及び備品の消毒

・受講中の体調管理

・ごみ箱を設置せず、
ごみの持ち帰りを基本とする
・受講時の留意事項についてポスター等による啓発

講師・職員について

（体調不良の場合は速やかな退出依頼）
・「岐阜県感染警戒QRシステム」登録（任意）

研修受講者の中に新型コロナウイルス
感染者が発生した時の対応について

・健康確認
（事前・当日の体温、健康状態の確認等）

・保健所の指示に応じて、受講者名簿を提出いたし

・マスクの着用

ます

・手指消毒の励行

・濃厚接触の可能性のある受講者に対して、保健所

・必要に応じてフェイスシールド等の着用

の判断で連絡が入ることがあります

・対面場面の遮断

・使用した会場・備品は指定業者による消毒を行い

（グループワーク・実習・演習を控える）

ます

※この対策は、国・県及び県民ふれあい会館指定管理者の方針等により随時変更する可能性があります
公益社団法人岐阜県看護協会 2020.6月策定
8月変更
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『ワークライフバランス』

岐阜大学医学部附属病院

奥村

彩乃

一番の趣味はサーフィンです。仕事の日は仕事に励み、休日は海で過ごすのが私のルーティー
ンです。いつもの場所で、時には大自然を独り占めしたり、仲間たちと良い時間を過ごしたりして
います。長期休暇は海外にサ ーフトリップに行きます。サ ーフィンの他にも、スケートボードや
スノーボード、ウエイクボード、ヨガ等も楽しんでいます。仕事だけでも、逆に遊びだけでも生活
にメリハリがつきません。私生活で打ち込めるものがあるから仕事
も頑張れます。これからも遊びと仕事のバランスをうまくとりなが
ら、毎日元気に過ごしたいと思います。

『娘とつくる 世界にひとつだけのマスク』
羽島市民病院

私の家には、母が内職で使用していた
工業用ミシンがありました。母は、ハンドメ
イドのために恐る恐る工業用ミシンを踏
む中学生の私に、家庭用ミシンを購入し
てくれました。30年以上愛用しているそ
のミシンでの小物作りが、私の大切なリフ
レッシュとなっています。
子どもが生まれた時にはスタイを作り、
入学の時には給食袋や上履き入れ、図書
袋など作りました。コロナ禍になってから
は、子どもと生地を選び休日のおうち時間
をマスクづくりで楽しんでいます。不格好
でも母親の手作りを見て喜びはしゃぐ子
どもの顔が、私を癒してくれています。
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高橋

由美子
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寄付金のお礼とご報告
８月11日に匿名で、特別定額給付金として受けとられた10万円を「新型コロナウイルス治
療の最前線で働く看護職の皆さまに役立ててほしい」とご寄付をいただきました。心より厚
くお礼申し上げます。
ご厚志は、新型コロナウイルス対策に活用させていただきます。

「看護ぎふ」の表紙写真を募集します！
「看護ぎふ」では、第90号より会員の皆さまからの写真を表紙
に掲載しています。
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
・未発表で他のコンテスト等への応募をして
いないもの
・人物が写っている場合は、応募者ご自身で
掲載の承諾をお願いします

岐阜県の
四季折々の行事、
風景などの
写真をお待ち
しています。

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上、
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

お知
らせ 「日本看護協会会員手帳2021」

協会の動き
◆看護協会会員数

の予約注文が開始されました。

ユーザーアンケートで頂戴した、皆様からのご
意見を反映させ、
ますます充実。
便利なコンテンツが満載です。

保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師

表紙は
さわやかな青系と
クリーム色の
組み合わせです

合

希望される方は、岐阜

＜令和2年8月25日現在＞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 387名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,939名
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 546名

計 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・12,326名

県看護協会ホームペー
ジ「事務局からのお知ら
皆さまの協力のおかげで今年度、二度目の広報を発行す
ることができました。
感染対策しながら、研修会を開催することができています。
私たち看護職へ大垣南高等学校の生徒さんより激励の
メッセージをいただき感謝申し上げます。
今後も会員の皆さまに役立つ情報をお届けできるよう頑
張ってまいります。
吉田 ひろみ

せ 」に掲 載 の「 申 込 書 」
をご利用いただき、日本
看護協会出版会へ直接
お申し込みください。
【申込先ＦＡＸ】
日本看護協会出版会

広報出版委員会 委員長 近藤 真衣
委 員 小野 仁美 松岡 美穂 吉田 ひろみ

0436-23-3272
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寺田 なおみ

