看護協会だより

KANGO GIFU 2021.10.31

源済公園（中津川市）

撮影：中津川市民病院

林 ゆみ子

源済岩から見える恵那峡遊覧船。紅葉と水の色がとても綺麗でした。
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理事会報告
令和3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６号議案

第４回理事会 令和３年９月１０日(金)
令和３年度会員入会の承認について（承認事項）
承認会員数617名（承認後会員数 12,370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）
公益社団法人岐阜県看護協会 職員給与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 新型コロナウイルス感染症対策のための看護職員確
保事業にかかる職員就業規則、職員給与規程及び臨時職員就業規則の特例を定める
規則の一部改正について
〇すべての議案は承認、可決されました

令和3年度 保健師交流会を開催しました
日

時

令和３年１０月１２日（火）
13：30〜16：30

場

所

岐阜県県民ふれあい会館
301会議室

テーマ

いろんな分野で働く保健師の活動を知ろう！

内

報告：保健師の仕事内容と専門性の活かし方

容

・医療

東可児病院

水野沙智子

松波健康クリニック

人間ドック・健診センター

・福祉

岐阜市地域包括支援センター境川

・産業

株式会社ブリヂストン関工場

・保健

美濃加茂市役所

井藤菜月

岐阜大学医学部看護学科

コーディネーター

岩田雅子

池戸亜紀

岐阜県健康福祉部子育て支援課
・教育

小栗有加

丹羽由香里

纐纈朋弥

岐阜大学医学部看護学科

小林和成先生

質疑応答、意見交換
保健師の活動の場がどんどん広がって
います。
今回の交流会では、
５分野で働く保健師
の仕事内容を知るため、7名の方から報告
をしていただきました。報告後には、質疑
応答や意見交換が行われ、専門性を活か
しながら地域全体が健康になるために、今
後どのように連携を進めていったらいい
のかを一緒に考える機会となりました。
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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

五十川 知子

岐阜清流病院

令和3年7月1日（木）、岐阜北支部役員会と支部集会を開催しました。しかし、昨年に引き続き新
型コロナウイルスの影響で定時総会も縮小開催であり、岐阜北支部集会も施設代表者会議をもって
支部集会に代えました。青木会長と岡田常務理事にもご出席いただき15施設20名の参加者で開催
しました。昨年度の事業報告と今年度の事業計画を報告後に、協議事項として新型コロナウイルス
ワクチン接種進捗状況及び意見交換をしました。
・各施設とも職員希望者へのワクチン接種は終了

副反応は各施設とも3割ほどみられた

また、ワクチン接種にあわせて事前に勤務調整など実施
・各施設、近隣施設でのワクチン接種看護師要請に対応するため看護師派遣
・ワクチン接種看護師に事前研修を実施
・看護協会も岐阜県からの要請に応じワクチン接種看護師派遣
「今後もインシデントなく実施することが課題である」
「各施設の実施状況は今後の自施設にも
参考になった」など積極的な意見交換の場となりました。
今年度計画していた「まちの保健室」は、地域の開催状況にあわせ中止としました。
昨年度計画し、延期していた「地域包括ケアにおける高齢者に対するケアプランの展開・事例検討
会」については、岐阜大学医学部看護学科准教授 小木曽加奈子氏を講師に
10月16日（土）に開催しました。今後も施設代表者の方々と工夫しながら連
携強化を図りたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

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

岐阜南支部は、今年度も昨年度に引き続き新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、支部集会が実施できていませ
ん。そのため、令和3年7月28日（水）に第1回施設代表者
会議の中で時間をとり「令和2年度岐阜南支部活動報告」
をしました。また、
「ウィズコロナ時代の看護業務への負
担について」をテーマとして、新型コロナウイルス感染
禍の施設状況や課題とその対応策について情報交換し
情報共有をしました。その内容の一部として、どの施設
も基本は面会禁止だが、その対応策として「面会の必要
性がある患者さんに対し医師から許可をだす」
「面会を
する場合は10分以内2名まで、面会時はフェイスシール
ド、ガウン、マスク着用を実施している」
「タブレットでオ
ンライン面会や面会時のパーテーション活用」などの意
見を聞くことができました。このコロナ禍の中でも多岐
にわたる意見交換が有効であり、各施設との交流をどの
ような形で行い、新しい地域連携が取れるのか模索して
いく必要があると思います。よろしくお願いいたします。
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］

支部長

伊藤 妙登美

松波総合病院
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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

西村 なおみ

大垣徳洲会病院

西濃支部では、昨年度計画したことが新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ほとんど実施で
きませんでした。
今年度は昨年行えなかった「地域包括ケアシステムにおける連携」に焦点をあて、年２回の研修
会、年４回の施設代表者会議を計画していました。しかし、令和3年７月9日（金）に実施予定の支部集
会と研修会は中止とし、施設代表者会議のみ感染対策を行ったうえで開催いたしました。会議では、
「顔の見える関係が大切」
「ウェブでの会議も検討してほしい」との意見も出ました。11月13日（土）
に計画している研修会は、集合ではなくZoomを使用してのウェブ開催に変更する予定です。
また、11月21日（日）には岐阜県訪問看護ステーション
連絡協議会との共催で研修会を予定しています。
令和4年2月12日（土）には当初予定していなかった看
看連携研修会の追加を検討しています。
例年開催する「まちの保健室」は昨年に続きフェスティ
バルが中止となりました。
新型コロナウイルス感染症への対応は、これからも続
いて行くでしょう。支部活動においてもできる限りの情報
共有と連携を強化していきたいと思います。よろしくお願
いします。

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3年7月に第1回施設代表者会議を開催しました。今後の支部活動及び施設代表者会議の在り
方について協議しました。施設代表者会議は計画どおり年3回開催予定であり、有意義な会議となる
よう事前に協議するテーマを決めて参加することとしました。また、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引き続き活用していきます。支部活動
では、岐阜県訪問看護ステーション連絡協議会中濃ブロックと共催で「がん在宅緩和ケア関係者連携
強化研修会」を開催することとなり
ました。写真は、支部役員と訪問看護
ステーション連絡協議会役員との打
ち合わせの様子です。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、感染対策を行った上で施設代表者会議
を開催し、病院や施設、学校など、それぞれの立場で意見
交換や情報共有をしてきました。令和３年２月には、看護
研究・看護実践報告を紙面で行い、
１1題の発表がありま
した。アンケートでは、地域の看護職の活動について理解
が深まったという意見を多くいただき、実施することの意
義を感じました。今年度も7月の集会と研修会は中止とな
りましたが、10月1日（金）にはリモートによる研修会を実施しました。この一年半で唯一の研修会が
開催でき、東濃地域の訪問看護の現状と連携について、学び・考える良い機会になりました。以前は、
地域連携を深めるためには、直接顔の見える関係
作りが大切だと思っていました。しかし、制限があ
る中、各現場はリモートを駆使しカンファレンスや
会議を開催し難局を乗り切っています。このよう
な対応は、時間や人手のない私たちにとって、今
後も助けになり、広いエリアの支部活動にも役立
つことと改めて感じます。今後も工夫しながら活
動していきたいと思います。

飛騨支部［

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

］

支部長

都竹 智香子

高山赤十字病院

令和3年7月に予定していた、支部集会及び研修会が新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止と
なり、9月24日（金）に施設代表者会議を開催いたしました。集合での開催を予定しておりましたが、
岐阜県が緊急事態宣言下となり、オンライン開催といたしました。14施設の代表者と青木会長、細井
専務理事もご参加いただきました。長引くコロナ禍における各施設の工夫と課題について、情報共有
いたしました。医療体制が脆弱と言われている当地域において、それぞれ立場の異なる施設が工夫し
ながら取り組んでいる現状を報告していただ
きました。コロナ禍を次へのチャンスにしよ
うという報告もあり、勇気づけられました。
今後は、11月7日（日）に「体の歪みを直し
て働き続けられる体にしよう」というテーマ
で研修を企画しております。看護職に起こり
がちな腰痛・頭痛などの改善に役立てばと
思います。今後の感染状況が読めない中、オ
ンライン開催を検討しています。広い飛騨
支部の会員が、移動なしで受講できるメリッ
トもあると考えています。ご参加お待ちして
います。
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験になりました。AEDの使い方、手術室に入るとき
の約束、薬剤部、救急室、放射線室などの見学、たく
さんの体験ができました。初めて知ることがたくさ

長良医療センター

んあり、普段入れない部屋なども入ることができま
した。こんな素晴らしい体験ができると思っていなか

「看護体験をして」
本巣市立糸貫中学校

ったので、すごく嬉しかったです。

菅原 百華

羽島市民病院の先生や看護師さんが、すごく優し

一番印象的だったのは、一人ひとりの患者さんに

く明るい方たちば

合わせて看護師さんが寄り添っていたことです。患

か りだった の で 、

者さんの長所をのばそ

将来一緒に働け

うと工夫していたり、家

たらいいなと思い

族にも丁寧に関わって

ました。素晴らし

いたりしている姿に熱

い体験をありがと

意を感じました。私も患

うございました。

者さんのために一生懸

「看護師への第一歩」

命になれる看護師にな
りたいです。

羽島市立羽島中学校

桃瀬 みらい

今回のふれあい看護体験では、私が知らない臨床
検査技師さんの仕事内容を見させていただいて、驚
くことばかりでとても良い体験でした。私は、一度だ
け救急室の方にお世話になったことがあります。そ
の時はあやふやで覚えていなかったのですが、救急
室を見学することができ、
「こうなっていたんだ」と
再度思い出
すことがで
きて良かっ
た です 。実
際 、自 分 で

羽島市民病院
「私の夢へ一歩前進」
羽島市立羽島中学校

近藤 花乃

私の将来の夢は、看護師になることです。今回の
体験は看護師を目指す私にとって、すごく貴重な体
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体感すること

と思います。

ができてとて

大変な仕事ということをわかっていたつもりでし

も楽しかった

たが、実際は想像以上に忙しそうで、私たちが健康

で す 。ありが

で過ごせているのはこの方たちのおかげなのだと改

とうございま

めて実感しました。

した。

忙しくて大変そうだけどその中に楽しそうだと思
う場面もあって、
より看護に関す

「働くことのすばらしさ」
羽島市立桑原学園

る仕事に就きた

稲葉 心乃花

いと思いました。

私は、あらためて病院にいる方たちのすごさを知

とてもありが

りました。私の知らない病棟などもあり、お医者さん

た い 時 間 でし

の支えがたくさんあることを知りました。また、患者

た。ありがとう

さんが少しでも楽な生活ができるようにと、動けな

ございました。

い人のためのお風呂や特別室などの部屋があること
も知ることができました。私たちが体調をくずしてし

岐阜赤十字病院

まった時に飲む薬に工夫がしてあることを知り驚き
ました。小さい子でも薬を飲みやすいように、甘い味

「ふれあい看護体験記」

になっていました。また、薬と一緒に飲むと良い食べ
物もあってびっくりしま

岐阜各務野高校

青木 綺嬉

した。私の将来の夢は看

ふれあい看護体験に参加して、看護師さんをはじ

護師です。今日一緒に活

め医療者が、どのような仕事をしているのかを知る

動してくださったお医者

ことができました。

さんや看護師さんのよう

最初に、赤十字のDVD

な、すてきな看護師にな

を見せていただきました。

れるように頑張ります。

災害が起きた時の救護の
大変さを知りました。ま
た、赤十字は全国にある
病院なのですごいなぁと感じました。
実際に病棟に行き、患者さんと話したり、車椅子に
乗ったりと普段できない貴重な体験をしました。車椅
子では、段差などで気を付けないといけないことも
教えてもらいました。
病院に来ることは、あまりないのでとても貴重な
体験ができよかったです。進学を考える参考にした
いと思います。

美濃市立美濃病院
「ふれあい看護体験に参加して」
武義高等学校

河合 しほり

普段では見られない看護師さんの仕事が見られて
とても貴重な体験をさせていただきました。
患者さんに寄り添って話す姿など素敵で、私も働
くようになったら今日のことを思い出して活かそう
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看護ぎふ創刊第100号記念に寄せて
岐阜県看護協会

会長

青木 京子

昭和58年（1983年）に協会だより第１号を創刊し、約38年間経過し今回の第100号となりま
した。この38年間には、阪神淡路大震災、東日本大震災があり、医療に関しては、生活習慣に
着目した健康づくりの時代となり、医療提供体制も医療施設の機能分化と患者の視点に立った
医療提供体制の整備と大きく変化してきました。また、岐阜県看護協会もいろいろな事業に取
り組み、現在の岐阜県県民ふれあい会館への移転、公益法人化と大きな変化がありました。
創刊から100号までの協会だよりには、そうした社会の変化や出来事、また岐阜県看護協
会の取り組んだ足跡が残されています。昨年からの新型コロナウイルス感染症の流行、今年の
東京オリンピック・パラリンピックの開催など、今後も医療を取り巻く環境は絶え間なく
変化すると思われます。そんな中で活躍する多くの看護職の姿をタイムリーに皆様に
お伝えできるよう、協会だよりの創刊継続に努めていきたいと考えます。
このような節目に会長職として携わらせていただいていることに誇りを感じるとと
もに、身の引きしまる思いです。これからも皆様のご協力、ご支援をよろしくお願い
いたします。

橋本 波枝
看護ぎふ創刊第100号

誠におめでとうございます。

多くの方々が支えてこられた歴史を感じます。
私は、平成21年から5年間会長職として携わらせていただきました。平成22年には、岐阜県
で開催された地域看護学会の様子や、平成24年の法人移行では、会員の皆様に公益法人の
理解が得られるよう情報発信に努めました。また、看護が在宅にも目が向けられ、病院
と在宅とが互いに連携できるようにと掲載に努力したことを覚えています。
今、新型コロナウイルス感染症が長引く中、さまざまな場所で活躍しておられる看
護職の皆様に心から感謝申し上げます。
最後に、
「看護ぎふ」が今後も長く継続されますことを祈念いたします。

社会医療法人厚生会木沢記念病院

石山 光枝

看護ぎふ創刊第１００号記念誌発刊誠におめでとうございます。岐阜県看護協会広報誌と
して内容の豊富さに感激しつつ楽しみに拝読させていただいております。歴代の広報出版委員
会の皆様が業務ご多用の中、他県の看護協会だより等を参考にされるなど新しい企画に臨ん
でいただき、執筆者の選択や依頼などをしていただいたことで、この100号記念誌に至った
ことに感謝申し上げます。また、さまざまな企画に応じて協力をしてくださった会員の皆様に
深く感謝申し上げます。
今後ますます看護職は、働き方の多様化や働く人の多様化が進むのではないかと
思われます。時代の変化に対応し、多くの看護職がさまざまな形で看護提供している姿を
掲載していただくことを楽しみにしております。
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奥村 純子
協会だより「看護ぎふ」創刊100号を迎えられましたこと、誠におめでとうございます。
平成25年から4年間、広報担当理事として、広報出版委員会に関わらせていただきました。
会員のみなさんにとって、協会のニュースとともに、いかに見やすくタイムリーな情報提供を行う
ことができるか、熱心にご検討されていたことを思い出します。インターネットという便利な
ツールが主流になった時代でも、私はやはり紙ベースの広報の必要性を感じます。ネットの
画面と違い、誌面から得る雰囲気、行間を読む、それは誌面だからこそと思いま
す。どんなに便利な時代になっても、現場の看護職がさっと見ることのできる広報
誌の果たす役割は大きく、更なる力を発揮されることを祈念しております。

安藤 祐子
「看護ぎふ」第100号の発行、おめでとうございます。
私は、平成23年に社団法人岐阜県看護協会に入社いたしました。翌年には、公益法人化
され、常務理事（教育担当）として、３期６年務めさせていただきました。この間、さまざまな
方々と交流をもたせていただき大きな学びを得ることができました。
担当ではありませんでしたが、委員会の方々の行動力・企画力は素晴らしいもので
した。起案された原稿の校正を繰り返す中、看護協会が協力し合い一つに纏まり
組織も成長・発展したと感じています。
今後も、大事な会員をつなぐ広報誌として発展・充実されますこと、公益社団法人岐阜県
看護協会が益々発展していかれますことを心より祈念いたしております。

小谷 美重子
「看護ぎふ」第100号の発刊おめでとうございます。長年にわたり発刊を続けられたご苦労と
ご努力に心から敬意を表します。
事業部長・常務理事として就任させていただいた平成２６年度からの7年間は、重点事業で
ある地域包括ケア時代に対応するための人材教育や確保に関すること、地域の看護提供
体制づくりに関することなど、会員の皆様、各役職員の皆様のご協力をいただきながら、
共に取り組めたことに深く感謝いたしております。
医療を取り巻く環境が激しく変化し、看護職の役割がますます多様化するなか、看護
協会と会員との情報交換はより重要になります。その一翼を担う充実した「看護ぎふ」の発刊
を期待し、岐阜県看護協会のご発展と会員の皆様のご健勝、ご活躍を祈念いたします。
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岐阜県看護協会だよりのあゆみ
昭和
58年

協会だより第1号から
26号までは現存せず

日本の出来事

岐阜県看護協会のあゆみ

・東京ディズニーランド開園

平成
7年

平成
9年

看護協会だより
第27号表紙

看護協会だより
第30号表紙

（平成7年9月30日発行）

日本の出来事

・阪神・淡路大震災
・地下鉄サリン事件

・協会だより第1号創刊

（平成9年3月31日発行）

岐阜県看護協会のあゆみ

日本の出来事

・阪神・淡路大震災援助活動
・看護の日 岐阜県大会開催

岐阜県看護協会のあゆみ

・消費税5％に引き上げ ・日本看護協会「2001までに
・たまごっちが大ヒット
准看護婦養成停止を求める
つどい」に参加

平成
10年

平成
13年

看護協会だより
第33号表紙

看護協会だより
第40号表紙

（平成10年9月30日発行）

（平成13年10月1日発行）

日本の出来事

日本の出来事

・東京ディズニシー
開園
岐阜県看護協会のあゆみ
・ユニバーサル
スタジオジャパン ・岐阜県看護協会ホームページ開設
・教育研修ありかた検討特別委員会
開園
設置
・愛子内親王誕生

岐阜県看護協会のあゆみ

・映画「タイタニック」ブーム ・看護協会立訪問看護
・冬季長野オリンピック開催
ステーション設立
・明石海峡大橋開通
検討委員会設置
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平成
17年

平成
20年

看護協会だより
第50号表紙

看護協会だより
第60号表紙

（平成17年1月1日発行）

（平成20年7月31日発行）

日本の出来事

・中部国際空港開港

岐阜県看護協会のあゆみ

日本の出来事

・災害看護システムの構築
・「災害時看護支援マニュアル」
の作成

・岐阜県に国内最大級
の徳山ダムが完成
・岩手・宮城内陸地震

平成
23年

看護協会だより
第80号表紙

（平成23年10月1日発行）

日本の出来事

・ワークライフバランス実現
のため、
働きやすい職場に
関する交流会を開催

平成
27年

看護協会だより
第70号表紙

・東日本大震災
マグニチュード9.0
巨大地震

岐阜県看護協会のあゆみ

（平成27年1月1日発行）

岐阜県看護協会のあゆみ

日本の出来事

・東日本大震災
災害支援ナース17人を
被災地に派遣

・マイナンバー制度が
スタート

平成
30年

岐阜県看護協会のあゆみ

・重症心身障がい児者
在宅医療等支援センター
「みらい」開所

令和
3年

看護協会だより
第90号表紙

看護協会だより
第99号表紙

（平成30年8月1日発行）

（令和3年8月1日発行）

日本の出来事
日本の出来事

・平昌オリンピック開催
日本は冬季過去最大
メダル13個を獲得

岐阜県看護協会のあゆみ

岐阜県看護協会のあゆみ
・新型コロナウイルス
感染症流行
・新型コロナ感染症対応
・東京2020オリンピック・ ・宿泊療養・ワクチン大規模
パラリンピック開催
接種・自宅療養対応

・専門看護師・認定看護師に
よる中小病院・介護施設へ
の支援（講師派遣）
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２０２１年度の入会手続きはお済みですか？
現在も2021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。

２０２２年度の入会・継続手続きが１１月より始まります
2021年9月中旬ごろまでに2021年度の会費納入をされた方々に、2022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

●２０２２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※
2022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」のご提出をいただかない
と、2022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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gifukango@gifu-kango.or.jp

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

慢性呼吸器疾患看護認定看護師として活動するなかで行き詰
まるところがありました。そんな時、特定行為制度が開始となり院
内から研修生を出すという話を聞き、手上げして研修に行かせて
いただきました。受講してみて、特定行為は医療行為であり看護
とは別物と感じました。
しかし、特定行為や臨床推論を看護にどう
活かすかは自分次第であると思います。また、研修での体験は医
師の思考過程を学べる有意義なものでした。

②現在の活動内容

看護部長室所属となり、重症部門から外来まで院内を横断的に
岐阜市民病院
活動しています。元々、慢性呼吸器疾患看護認定看護師というこ
慢性呼吸器疾患看護認定看護師
ともあり修了した特定行為区分は人工呼吸器関連が多く、急性期
梶本 聡
から慢性期の呼吸管理が中心となっています。その活動を通し
て、呼吸管理が必要な患者の在宅移行への看護なども病棟スタッフに指導しています。

③今後、どのように活動したいか

岐阜市民病院は地域の中核病院であり、地域医療支
援病院となっています。医療のみではなく看護におい
ても周辺病院や訪問看護ステーションなどと看護の質
向上のために協力していきたいと考えています。その
ために、周辺病院などへ伺い一緒に看護ケアを行った
り、特定行為までは実施しなくても専門性を活かした提
案ができるような活動をしたいと考えています。
人工呼吸器の設定変更操作

気管切開管理で在宅療養に移行した
患者様の退院時

人工呼吸器を離脱してのリハビリをPTと一緒に行っている
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【修了区分】
・呼吸器（気道確保に係るもの）関連
・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連
・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連
・胸腔ドレーン管理関連
・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連
・動脈血液ガス分析関連

100

看護の日
岐阜県大会 が開催されました

2021年度

開催日時

令和３年９月２０日（月・祝）13：00〜15：15

オンライン開催

参加者１62名

昨年５月に開催予定であった看護の日岐阜県大会は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け２度の延
期を経て、
９月２０日にオンラインで開催されました。
直前まで集合での開催を模索していましたが、
緊急事態宣言の発令を受けてオンラインに変更となりました。
オンラインのメリットもあり、
県内外より１62名の看護職、
学生、
一般の皆さんにご参加いただきました。

●看護の日企画展

「いま、
私たちの看護を伝えたい」をテーマに岐阜県内の会員施
設から応募いただいた写真・メッセージを動画にしてご覧いただき
ました。
「コロナ禍において、
どの施設も頑張っていることが分かった」
「さまざまな病院施設などの取り組みや苦悩がわかり、
自分だけが
苦しいわけではないことを知ることができて良かった」などの感想
が寄せられました。
企画展は、
９月２７日から１０月３日までふれあい会館ギャラリーで
も開催されました。

●講演

テーマ「F・ナイチンゲールの生き方」

前ナイチンゲール看護研究・研修センター長

川北敬子先生による「Ｆ
・ナイ

チンゲールの生き方」のご講演をいただきました。
厳しい状況下であっても常に前向きに進み続けたナイチンゲ―ルの生き方
には、
コロナと戦う現在の私たちと共通するものがあり、
さまざまな逆境の中で
どのように生きるかを深く考える機会となりました。
講演の最後は看護職への熱いエールもいただき、
再度看護の持つ使命を感
じ、
前に進むため背中を押していただいたようでした。
オンラインでしたが、
直後から「看護の原点に立ち返ることができた」など多

社会福祉法人旭川荘 旭川荘総合研究所
前 ナイチンゲール看護研究・研修センター

川北 敬子 先生

くの感想をいただくことができました。
本年度の看護の日岐阜県大会は、
初めてのオンライン開催となりましたが、
参加予定の約半数が看護職以外
でした。一般の方の看護への関心が高まっていることがうかがえ、
今後もオンライン企画を望む意見もあり、
次
年度以降もこのような方法を活用しながら、
一般の方へのアピールを行っていきたいと思います。

看護の日岐阜県大会企画展を動画配信しています
【配信期間】
【視聴方法】
令和3年11月30日（火） スマホ・タブレットでＱＲコードを読み取りご覧ください
17時まで
また、
岐阜県看護協会ホームページにＵＲLを掲載しております
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『鈴木ベーカリー』

中濃厚生病院

鈴木

茂子

私は、むかし先輩看護師に教えていただいた料理やお菓子作りが趣味となりました。もちろん
夫や子供も喜んで食べてくれますが、手作りのスープやお菓子を職場に差し入れると、みんなが
素敵な笑顔で喜んでくれるので、私もとてもうれしくなります。中でも小豆あん・芋あん・コーン
マヨ・ソーセージなどのパンは特に人気で、みんなからは、
「鈴木ベーカリー」と呼ばれています。
コロナ禍で疲弊しているスタッフの癒しに少しでもなればと、月に1回のペースで作っています。

『手帳と文具でＷＬＢキープ』

関中央病院

松下

夢佳

子供の頃から可愛いメモやシールが大好きで、雑貨屋巡りが
癒しの時間でした。気付けば200個以上のマスキングテープと
何十種類というペンやシールに囲まれ、手帳デコを楽しんでい
ます。もともと手帳が続かなかった私ですが、タイムマネジメン
ト手帳術に出会ったことでWLBが取れるようになり、タスクに追
われず趣味を楽しむ時間もキープできるようになりました。今で
は日本スケジューリング協会の認定手帳ナビゲーターの資格を
取り手帳術の講
座も開 催してい
ます。趣味として
だ け で な く 、身
近な医療従事者
を中心に手帳術を手渡してWLBを整えるお手伝
いを続けていきたいと思います。
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看護協会にいただいた支援物資等
医療従事者への感謝の意を込めてご寄付をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
ご寄付いただきました関係者の皆様、本当にありがとうございました。
医療従事者のために使わせていただきました。
ご寄付いただいた品物

ご芳名

防護服、ガウンタイプ防護服、サージカルマスク、N95マスク
パルスオキシメーター、非接触型体温計、消毒用アルコール

日本看護協会

ニトリルグローブ
新型コロナウイルス感染症対応BOOK

株式会社照林社

マイカミンケット（寝袋）、テルネスプロテクトローション、

東洋羽毛工業株式会社

アレルキャッチャーマスク

エラン株式会社

厚手メッシュタオル、使い捨てマスク

資生堂

ハンドクリーム

(株)ARTISTIC＆CO.GLOBAL

美顔器

協会の動き

─お知らせ─
「日本看護協会会員手帳2022」の
予約注文が開始されました

◆看護協会会員数
＜令和3年8月27日現在＞

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

希望される方は、岐阜県看護協会ホームページ
「事務局からのお知らせ」
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 0436-23-3272

合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 372名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 463名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,039名
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 496名

計 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・12,370名

コロナ禍で開催された東京2020オリンピック・パラリ
ンピックが終わりました。選手の皆さんの活躍に、たくさ
んの勇気と感動をもらいました。一方、災害級のコロナ第
5波。看護に携わっている皆さんの疲労もピークだったの
ではないでしょうか。
今回、
『 看護ぎふ』創刊第100号です。今後も会員の皆
さんに親しみを持って読んでいただけるような内容をお
届けしたいと思います。
ご意見・ご要望をお寄せくださる
ようお願いします。
青木 久美子

淡い青緑色の
ベースカラーに
幾何学模様を
配したシックな
デザイン

広報出版委員会
委員長 松岡 美穂
委 員 吉田 ひろみ 寺田 なおみ 市成 美穂 青木 久美子
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