看護協会だより

Vol.

98

KANGO GIFU 2021.1.15

長良天神神社 臥牛の像（岐阜市）

撮影：看護協会職員提供

CONTENTS
◆
□ 会長 年頭あいさつ ……………………………
◆
□ 新型コロナウイルス感染症に関する活動状況 …
◆
□ 理事会報告 ……………………………………
◆
□ 選挙管理委員会からのお知らせ ……………
◆
□ 受章おめでとうございます …………………
◆
□ 永年会員への感謝状授与について …………
◆
□ 研修会の方法について ………………………

2
3
3
3
4
4
4

◆
□ 医療安全管理者養成研修報告 ……………… 5
◆
□ 職能委員会活動報告 ……………………… 6・7
◆
□ 看護の出前授業 ……………………………… 8
◆
□ 特定行為研修修了者の活動報告 …………… 9
◆
□ 丑年生まれの皆さん紹介 …………………… 10
◆
□リフレッシュタイム ………………………… 11
◆
□ 保健師職能委員会からの報告 …………… 12

■発行/令和3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第1棟5階
TEL.058-277-1008 FAX.058-275-5300
URL： https://www.gifu-kango.or.jp/ E-mail：gifukango@gifu-kango.or.jp
■編集責任者/青木 京子
■印刷/株式会社イナバ印刷社

98

年頭のご挨拶
な活動のイメージが修了者にも管理者にも、
まだま
だつかめていない状況です。看護管理者の方々と
共に研修修了者の活動のあり方を検討・共有し、活
動体制の構築に取り組みます。
二つ目は、
「地域包括ケアを支える看護提供体
制の構築」
です。
在宅医療において、訪問看護師は地域包括ケア
システムを推進するためのキーパーソンです。高齢
化社会では、疾患と共に生活することになります。
疾患をコントロールしながら、その人らしく人生を
生きるための、身体、生活、心のサポートが必要で
す。岐阜県の訪問看護師の数はまだまだ十分とは
いえません。そこで、訪問看護支援センターを創設
し、新規の訪問看護事業の立ち上げ支援、新卒・新
任・管理者の教育体系を整え看護の質向上を図る
ことで、訪問看護師数の増加を目指したいと考えて
います。訪問看護ステーション連絡協議会と連携
し、総合的に支援できるセンターの設立を目指し、
準備に取り組みます。
さらに、地域包括ケアを推進するためには、地域
の状況を把握し生活の場を支援する保健師と、出
産を中心にかかわる助産師との連携や、在宅看護
を担う訪問看護師、急性期の治療から回復へ向け
て介入する看護師との連携が重要となります。全世
代の人の健康な生活をサポートする看護職として、
他職種も含めネットワークの強化を図ります。
三つ目は、
「地域に必要な看護職の確保・定着に
向けた取り組み」
です。
看護職確保の推進に向け、ナースセンターへの
届け出登録システムの広報、周知により、潜在看護
師の掘り起こしとともに復職の支援を強化します。
人的資源は有限であることを前提に、
スポット対応
ナース、副業、
ワークシェア、
プラチナナース活用の
推進など、多様な人材活用や雇用形態の対応に向
け仕組みを検討してまいります。
また、将来に向け
ては、魅力ある職業としての看護職のイメージ醸成
を図るために、若年層への情報発信の一層の強化
にも取り組みます。
2021年は皆でコロナを克服し、その中から数々
のイノベーションが生まれ、希望に満ちた年になる
とよいですね。皆様方にとって、
この１年が益々の
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、
ご協力をお願いし、年頭にあたってのあいさつとい
たします。

公益社団法人
岐阜県看護協会
会長

青 木 京 子

令和３年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを
申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
丑年は、十二支の２番目で、発芽直前の曲がっ
た芽が種子の硬い殻を破ろうとしている状態で、命
の息吹を表しているそうです。芽吹きを迎えようと
する丑年、2021年はどんな年になるでしょうか。
2020年の最も大きな関心事は東京オリンピック・
パラリンピック、
また、ナイチンゲール生誕200年、
Nursing Now キャンペーンの年でした。
しかし、新
型コロナウイルス・パンデミックによって世界中が
多くの困難に見舞われました。人々が健康と生活
について改めて考える中、看護にも多くの注目が集
まりました。健康における看護職の重要性、担って
いる役割など改めて認知されたように思います。多
くの労いや励まし、応援もいただきました。そんな
中においても、感染拡大がもたらしたオンライン化
など新しい生活様式へと変化も多くありました。
人生100年時代と言われています。
「ACP」
「人生
会議」など一人ひとりが自分の人生に向き合い、
ど
のように生きるの か 考える時 代 になりました。
「2025年問題」いいえ、その先の2040年を見据え
た看護の在り方の検討へと時は移っています。
そうした中、将来を見据え、岐阜県看護協会は次
の３点を課題として取り組んでまいります。
一つ目は、
「看護職の役割拡大と人材活用の推
進」
です。
岐阜県内の各分野の専門・認定看護師は374名
になりました。活動が周知されるとともに、専門的
な知識や技術の提供が望まれる場も増えてきまし
た。専門・認定看護師が、それぞれの所属施設や地
域だけでなく、圏域を越えて活動できる支援システ
ムを整えることは、地域の看護の質向上に繋がりま
す。
また、新たに特定行為研修修了者も40名誕生
しました。
しかし、特定行為は38行為あり、具体的
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新型コロナウイルス感染症に関する
岐阜県看護協会の活動状況
【岐阜県委託事業】

新型コロナウイルス感染症軽症患者等の宿泊療養に係る健康管理等体制補完事業
・看護協会臨時特例職員採用状況
【日本看護協会委託事業】

HOTEL KOYO
高山観光ホテル

応募：23名 採用：11名
応募： 4名 採用： 1名

地域の医療提供体制確保のための看護職派遣調整事業
・クラスター発生時等の看護師派遣について調査実施
・調査時に出前講座の案内チラシを配布
応募：9施設
・潜在看護職のための新型コロナウイルス感染症対策研修

４回

理事会報告
令和２年度
□

決議事項
第１号議案

第５回理事会 令和２年１０月２２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146名（承認後会員数 12,514名）

□

協議事項
１ 令和３年度における研修等事業のあり方について

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

□

〇議案は承認されました

第６回理事会 令和２年１２月１０日(木) 【WEB会議】
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 53名（承認後会員数 12,545名）
公益社団法人岐阜県看護協会 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 臨時職員就業規則の一部改正について
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

協議事項
令和３年度重点方針・重点事業について
令和３年度理事会・四役会・支部長会・合同委員会開催日について

１
２

令和３年度改選役員及び推薦委員 令和４年度代議員への立候補について
〔選挙管理委員会からのお知らせ〕
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。
令和3年1月15日

令和3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 各 1名）
改選役職・定数
改選推薦委員・定数 推薦委員 3名
令和3年6月17日（木） 令和3年度定時総会 於：サラマンカホール
選挙期日・場所
令和4年度公益社団法人岐阜県看護協会代議員等
代議員 定数：123名
補欠代議員 定数：63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
令和4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
令和3年6月17日（木） 令和3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 令和3年4月17日（土）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

98

受章おめでとうございます
瑞宝単光章

看護業務功労

鷲見 みどり 様

（岐阜県看護協会

元 四日市羽津医療センター看護部長）

永年会員へ感謝状を授与しました
2020年はナイチンゲール生誕200年となる年で、看護職への関心を深め地位を向上することに
より、人々の健康の向上に貢献することを目的とした世界的なNursing

Nowキャンペーンが行われ

ています。
岐阜県看護協会では、
このNursing

Nowキャンペーンの普及に向けた「看護の日岐阜県大会」の

開催にあたり、岐阜県看護協会の会員として永年にわたり協会を支えていただいた方々に感謝の意を
表すため、感謝状を授与することといたしました。
国内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、
この「看護の日岐阜県大会」は
中止となりましたが、下記の永年会員の方々へ感謝状を贈らせていただきました。

今井 美里（個人）
尾崎みどり（博愛会病院）
北川 洋子（介護老人保健施設寺田ガーデン）
後藤美代子（岐阜県看護連盟）
駒谷 貞子（個人）
清水 信子（個人）

戸崎美由紀（介護老人保健施設太陽苑）
仲岡 知子（カワムラヤスオメディカルソサエティ河村病院）
早野ふみ子（個人）
福井 博子（各務原リハビリテーション病院）
前田 春美（個人）
村瀬 茂子（個人）
五十音順（敬称・法人名略）

令和３年度から岐阜県看護協会での
研修会の方法が大きく変わる予定です！
！
★研修申込方法が変わります。
・パソコン、スマートフォンからの申し込みになります。
・FAXでの申し込みはできなくなります。

★研修受講方法はＺｏｏｍを利用しての個人配信研修が中心となります。
注）Zoomでご視聴いただくには、
インターネット環境とアプリのインストール

リモート研修を随時実施しています

等の事前の準備が必要となります。

★現在準備中のため、最新情報は当協会ホームページで随時発信していきます。
岐阜県看護協会ＨＰ https://www.gifu-kango.or.jp/index.html
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医療安全管理者養成研修報告
研修期間

令和２年１０月１６日（金）〜１２月７日（月）のうち７日間

会

岐阜県看護協会

場

木沢記念病院

間渕 恭子

特別研修室

今回の研修では、医療安全の歴史から過去の
裁判事例、チームSTEPPS、医療安全管理者と
しての役割などさまざまなことについて学ぶこ
とができました。
事故はたまたまでは起こらない。問題は技
術と管理と人と組織風土に関わる不備の現れで
あり、
１つの事故のかげには何件もの起きずに
済んだ事故が潜在している という言葉は改め
て日々の看護のあり方について考えさせられるものでした。
医療現場での事故は0（ゼロ）
にはなりません。何でも自由に意見が言える職場づくりに努め、
単に「危険なことが起こらない
状態が安全である」ととらえる
のではなく、
「より安全で質の
高い医療を提供することが医
療 安 全で ある」という意 識を
持ち取り組んでいきたいと思
います。
７日間の研修でしたが、
とて
もわかりやすく講師の方々の
医療安全に対する熱い思いが
よく伝わりました。貴重な学び
をありがとうございました。

11月25日（いい医療に向かってGO）を含む１週間は

「医療安全推進週間」です

平成13年に開始された「患者の安全を守るための医療関係者の共同行動（PSA）」の一環と
して、医療機関や医療関係団体等における取り組みの推進を図り、
また、
これらの取り組みについ
て国民の理解や認識を深めていただくことを目的としたさまざまな事業が実施されています。
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令和2年度 職能委員会活動報告
保健師職能委員会
今年度は、思いもよらない新型コロナウイルス感染症のため、世界中の日常
が大きく変化し、今現在も先の見えない状況の中、日々業務に従事されている
ことと思います。令和２年度の保健師職能委員会は、新たな感染症への対応と
いう近年例を見ない状況にあたって保健師としてどのように考え、対応したの
かを、今後の保健師活動を考える貴重な材料とすべく、県内の状況についての
実態調査を実施することにいたしました。県内のすべての市町村はもちろんの
こと、県内すべての保健所にも「新型コロナウイルス感染症に関する保健師活

保健師職能委員会委員長
岐阜県市町村職員共済組合

鈴木 ひろみ

動の実態調査」をお願いしました。お忙しい中、ご協力いただいた保健師の皆様
本当にありがとうございました。調査結果を保
健師職能委員会委員全員で、共有し、集計し、
皆様には【岐阜県看護協会保健師職能委員会活
動情報通信「Pretty Health News」】等にて、
お伝えする予定です。
今後とも、引き続き活動へのご理解・ご協力を
いただきたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。
＊実態調査結果 ダイジェスト版を12ページに掲載しています。

助産師職能委員会
母子保健活動における地域連携の実態を把握するため、2020年2月に調査を
実施しました。現在、その調査結果をもとに、連携強化に向けた課題と活動の方
向性について検討しています。まとまり次第、機関紙「NEWSさんば〜ず」で報
告する予定です。
2015年からCLoCMiP レベルⅢ認証制度が始まり、今年が初回の更新年とな
ります。助産師個人がレベルⅢの認証を受けることは、妊産褥婦やその家族をは
じめとする社会の人々に、専門職としての説明責任を果たし、助産実践の質の
向上に貢献することができるといえます。
しかし、更新に必要な研修が多いことや
COVID-19の影響で計画的に研修へ参加
できないことを理由に、更新しないという
声も聞かれます。そこで、今年度は県内の
アドバンス助産師の更新状況を把握できる
ようにしていきたいと考えています。
引き続き活動へのご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
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助産師職能委員会委員長
岐阜県総合医療センター

田口 路代

看護師職能委員会Ⅰ
今年度の活動は、岐阜県看護協会の重点事業の一つである「地域包括ケアに
おける連携の強化」の「病院看護師の退院支援の充実と強化」に看護師職能委
員会Ⅰとして取り組んでいます。岐阜県内でも退院支援は地域、施設による差
が激しいと言われています。そこで県内を13地域（旧支部の地域）に分け、そ
れぞれの地域での課題を明らかにする。そのために施設の取り組みの現状を厚
生労働省から出された「在宅医療の体制構築に係る指針」にある４つのポイント

看護師職能委員会Ⅰ委員長
多治見市民病院

渡邉 よし子

に沿い、データ収集を行いたいと考えています。
４つのポイントは、①退院支援
②日常の療養支援

③急変時の対応

④看取りです。現在情報収集の質問用

紙の作成を行っているところです。
１月〜２月には、
各施設にデータの提供依頼をさせていただく予定
です。その際はご協力をどうかよろしくお願いいた
します。
収集したデータは、13地域に分け、地域ごとの現
状を分析し、課題を明確にしていきます。その後、
課題解決のために協会長に提言していきたいと考
えています。

看護師職能委員会Ⅱ
現在、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染防護対策において、高齢者施
設、在宅等領域の看護師も情報を他施設と共有しながら対応しています。安全、
安心なケアを提供するため、地域包括ケアにおける連携の強化推進には、高齢
者施設、在宅等領域の暮らしを支える看護職の質の向上も重要です。
そのため昨年度に、看護師クリニカルラダーに沿った現任教育で、新任看護師
年間計画の作成を行いました。また、症状別マニュアルの活用方法の検討も行っ
てきました。今年度は、新任看護師年間計画と症状別マニュアルの試行を行い、

看護師職能委員会Ⅱ委員長
白川病院

皆様からご意見をいただき見直しをしています。ラダーⅡからの現任教育計画

亀山 博子

の作成もしていきます。
COVID-19の影響で集合研修が少なくリーフレッ
トの配布ができないため、職能Ⅱの委員が地域で
の活動時に配布しています。また、COVID-19感
染防護対策においての問題点を把握し改善策に
つながるような活動をしていきたいと思います。
引き続き活動のご理解とご協力いただきたいと思
います。よろしくお願いします。
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令和2年度

看護の
出前授業

本年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ふれ
あい看護体験が中止となり、例年より多くの高校、中学校よ
り開催のご希望がありました。
コロナ対応で延期になった授業もありましたが、各病院に
ご協力をいただき多くの学校で出前授業を開催しています。
どの学校でも生徒さんたちは、看護師の話に真剣に耳を
傾けていただけました。看護を理解し、看護の道に進んでほ
しいですね。

農林高校
岐阜県立岐阜
十字病院
担当 岐阜赤

中学校
恵那市立明智
矢作病院
担当 国保上
自分の
脈をとって
みましょう。

ガウン、マスク、キャップ
などの正しい外し方の
デモンストレーション

高校
岐阜県立郡上
民病院
担当 郡上市

【出前授業を受けた中学生の感想】

僕はこの話を聴いて、看護師とは自分の持つ知識や技術、コミュ
ニケーション能力を使い、その人の状況を把握して適切なケアを行
う仕事で、言葉だけでなくさまざまな方法で人を支える方法を考え、
実践したりすることを知りました。看護師の仕事はそうやって人を
支えることができるすごい仕事だと思いました。
僕が一番興味があるのはフライトナースです。
ドクターヘリに搭
乗し、医師と共に患者さんの救命活動をするという点でとても心
ひかれました。具体的にどんなことをしているのかを本やインター
ネットで調べたいです。

聴診器で呼吸音を
聞いてみましょう。

商業高校
岐阜県立中津
市民病院
担当 中津川

【出前授業を受けた高校生の感想】

看護師の資格を取っていて、病院で働いている形ばかりでなく、
車に乗って最先端の現場で働けることを知った。看護師はいろいろ
なところで活躍でき、とても魅力的だと改めて感じました。また、医
師にしかできなかった仕事を看護師も少しずつできるようになって
きているので、それもまたすごくやりがいを感じられそうだと思い
ました。
今日のお話を聴いて、看護の仕事はやはり厳しい世界なんだと思
った。しかし、詳しい仕事内容を初めて聞いて、すごく魅力的な職業
だと思った。厳しい道のりだけど患者さんの手助けをするのはとて
もやりがいがあると思ったので、あこがれの看護師になれるように
これからもいろいろと学んでいきたいと思う。

この街を走っている
ドクターカー知っていますか？
看護師もドクターカーに乗っています！

本年度の出前授業をご担当いただいた施設の皆様ご協力ありがとうございました。
今後もご理解とご協力よろしくお願いします。

8

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
認定看護師として、高齢者施設に訪問し重篤な誤嚥性肺炎
は減少しましたが、誤嚥性肺炎発症率に変化はありませんで
した。その要因として、基礎疾患増悪や合併症の早期発見が
遅れ、それに伴い誤嚥性肺炎を発症していると考えました。
そのため、異常の早期発見をすることが重要と考え、知識・技
術を習得し病態の変化や疾患を包括的にアセスメントする力
を養うことを目的に特定行為研修に参加しました。
研修に参加し、医療推論・フィジカルアセスメントを学び、医
行為と生活支援の両面から質の高いケアの提供と患者様の
状態に合わせたタイムリーな対応ができると実感しました。

②現在の活動内容
現在、
ＮＳＴを基盤に医療推論やフィジカルアセスメントを
活用し異常の早期発見に努め、ふたたび経口摂食できるよう

山田病院
摂食・嚥下障害看護認定看護師

伊丹 和美

に支援をしています。また、関連施設に訪問して看護師や介護士に知識・技術が向上できるように指導
をしています。

③今後、どのように活動したいか
今まで患者様への継続的ケアの提供、他職種との関係調整、問題解決能
力を実践してきました。特定行為研修を受講したことで医学的知識と技術
が強化され、異常の早期発見や重症化を予防し、地域で安心して暮らすた
めの支援をしていきたいと思います。

患者アセスメントをし、医師より点滴選択の指導場面

小規模多機能施設に訪問し、
フィジカルメントを実施
【モデル・領域】基本モデル
【修 了 区 分】栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
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丑 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いただきました

岐阜赤十字病院

柳原 直美
「丑年生まれは、忍耐力と我慢
強さがあり困難にもめげず努力
する性格」
と言われています。
さて私は・
・
・？あと何年できるか
わかりませんが、丑年性格で
後輩育成に頑張ります。

大垣中央病院

日比野 幹奈

コロナ禍で大変な
中
家族・職場のスタ 、
ッフの
協力で仕事と家庭
の
がんばってます。感 両立
謝の気持
ちを大切に働きた
いです。

多治見市民病院

中西 由美
丑年の特徴である忍耐
強さを武器に、1つのこと
をコツコツと続け前進し、
皆が幸せを感じられる
毎日を過ごしたいです。

松波総合病院

桑田 七緒

個別性をふまえた看護
を実践できるように、
日々知識・技術を磨き、
患者さんに頼られる
看護師になりたいです。

名和病院

日比野 万奈美

大垣市民病院

臼井 保乃花

患者様の心に寄り添う
看護師になれるよう日々
学習し、根拠を持った
看護を提供できるように
頑張ります。

岐阜県立多治見病院

加納 宏花

、どんな時
名和病院の一員として
、優しさを
わり
いた
、
やり
思い
でも
外来通院
して
安心
様が
持ち、患者
った行動
ができるように、自覚を持
。
です
をしていきたい

呼吸器内科病棟に勤務
し日々奮闘しています。
自分自身のスキルアップ
を目指し、今年も努力して
いきます。

土岐市立総合病院

久美愛厚生病院

伊藤 真由美

新型コロナ感染症の流行で
世間も病院内も大変ですが、
笑顔を忘れず多くの患者さんや
スタッフともよい関係を築ける
よう努力していきたいと思います。
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谷口 好美

いろいろなことに感謝し、
看護師としてやりきりたい
です。ばあばと呼ばれても
笑顔でMOO烈に多くの
ことを楽しみたいです。

「仲間」

白川病院

渡邉 裕貴

私は看護学校の頃から付き合いがある同期と月１
回ごはんを食べに行くことがリフレッシュです。アラ
サー男子が集まり職場のことや、趣味であるキャンプ
の話をして盛り上が
っています。そんな
中、最近アラサー男
子メンバーの１人が
結 婚しました！お め
でたいですね！年齢
的には私が年上ですが、先を越されちゃいました（笑）。順番なん
て言っている時代じゃありません。取り残されないように早く相手
を見つけなきゃなぁと思っています。
看護師として人を思いやっている毎日ですが、自分自身も大切
にしようと思います。

「野菜作りでリフレッシュ」

可児とうのう病院

大野 弘子

私 は 田 畑 の ある家に
育ちましたが、野 菜 作り
には全く興味がありませ
んでした。２年 前に野 菜
や花を育てることがとて
も上手な母が亡くなり野
菜作りを引き継ぐことに
なりました。母に教えられた土づくりはできましたが、野菜を作る
時期や畝の作り方、苗の間隔などがわからず家庭菜園の本を片
手に育てています。
種を蒔いた後に小さなふた葉が出てきた時の感動や、花が咲
き小さかった実が大きく育つ様や瑞々しい野菜からパワーをも
らっています。今では連作障害を考えながら野菜作りのプラン
を考えるのが楽しくてしょうがないです。
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保健師職能委員会からの報告
「新型コロナウイルス感染症に関する保健師活動の実態調査」から
【調査対象】 総数53か所
・岐阜県庁

・県の保健所 ７か所

・岐阜市保健所

・岐阜市民健康センター ３か所

・41市町村
【回 収 率】 81.1％ （53か所中43か所回答）
【調査時期】 令和２年９月〜10月
【調査結果】
・普段実施している各種事業のなかで、新生児・結核・精神
訪問は継続実施されていた。その他の事業は、中止とした
事業も多くあったが感染予防対策を講じ、開催方法の
変更をしたうえでの再開がなされていた。
・新型コロナウイルス感染症に対する担当業務は、直接的な患者対応は岐阜県保健所・岐阜市保健所
および岐阜市民健康センターが担当していた。岐阜市以外の市町村は住民対応が主であり、相談や
消毒液等の確保・配布、感染予防の啓発等が業務であった。
・新型コロナウイルス感染症に対する業務を進める中で、患者から感謝の言葉をいただいたり、住民から
ねぎらいの言葉をかけられたりとやりがいを感じる一方で、住民からの検査を受けられないことへの
苦情対応や、事業の進め方に対して方針が流動的で、現場で動く職員の判断だけで動くことができない
ことへのストレスなど通常にない業務への対応に疲弊していることがよく分かった。
・職員の健康管理やメンタルヘルスについては、多くの職場でストレスに対する対処法・セルフケア方法
の発信や休暇の取得についての対応がされていた。
・今後の課題については住民の健康状態の悪化や、自殺者の増加、クラスターの発生、ワクチン接種の
具体的方法などが挙げられている。
＊実態調査の詳細については、
（公社）岐阜県看護協会保健師職能委員会活動情報通信
「Pretty Health News」のほか、令和３年度職能集会資料等で報告します。

協会の動き
◆看護協会会員数
保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師
合

新年あけましておめでとうございます。
＜令和2年11月24日現在＞

昨年は、新型コロナウイルスの感染により、看護協会で

・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 391名
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 464名
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・11,140名
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 550名

も研修やイベントが中止になるなどさまざまな影響があり
ました。
感染症対策を万全に行いながら少しずつ現状回復して
おりますが、
まだまだ予断は許せません。
広報出版委員会は、皆様に役立つ情報、少しでも明るい

計 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・12,545名

ニュースを届けられるよう活動してまいります。本年もど
うぞよろしくお願い申し上げます。
寺田 なおみ

松波

恵美子

様

松波総合病院
令和 2 年10月25日

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

逝去
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寺田 なおみ

