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何の変哲もない風景写真ですが、ただ素直に冬の高山を撮れた気がする。
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年頭のご挨拶
令和４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。
2022年の干支は壬寅（みずのえ・とら）、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命
力に溢れ、華々しく生まれる年になるということを表しているそうです。春の
胎動が大きく花開くためには、地道な自分磨きを行い、実力を養う必要がある
公益社団法人
岐阜県看護協会
会長

青 木 京 子

ことを指し示しています。
昨年は新型コロナウイルス感染の第３波の中で年が明け、夏から秋にかけ
ては一日当たりの新規感染者数が過去最大を記録した第５波に見舞われま
した。
しかし、
ワクチン接種が進められたことにより、感染者数は大幅に減少し

ました。
これは、看護職の皆様のご尽力があったからこそだと深く敬意を表します。
改めて１年を振り返ってみますと、大きな変化の一つに、インターネットを利用した研修や会議が日常で
当たり前になったことがあります。移動に伴う時間と費用を削減できることが最大のメリットで、
コロナ禍で
移動が気軽にできず、人に会う機会が制限された中、遠方であったり、外出に不安があったりといった場合
でも、会うことができるというのは、
とても大きな変化でした。ただ、便利さの一方で、同じ場所にいるから
こその相手との空気感や間合いがどうしても感じにくいこともありました。
人々が生活する多種多様な場所で看護職は必要とされています。
この先少子高齢多死社会において、
全世代の人の健康な生活をサポートするためには、看護職の各々の専門性の発揮と連携は不可欠です。
地域の状況を把握し生活の場での支援をしてい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等が一層求められ
てきています。
2022年も、日本看護協会が掲げる「生きるを、
ともに、つくる。」を、他職種も含め地域で、看護職種間で、
ネットワークの強化を図り事業に取り組んでまいります。
皆様方にとっても、
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。
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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

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５回理事会 令和３年１０月２１日(木)
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149名（承認後会員数 12,559名）
公益社団法人岐阜県看護協会 看護研究助成金規程の一部改正について
令和３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

第6回理事会 令和3年12月9日(木)
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 61名（承認後会員数 12,657名）
公益社団法人岐阜県看護協会 講師等謝金規程の一部改正について
令和３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
１ 令和４年度重点方針・重点事業について
２ 令和４年度理事会・四役会・支部長会・合同委員会開催日について

当協会監事

棚橋

一禎

様（税理士）

令和3年11月26日逝去

在任中は、税理士のお立場から特に会計業務に関して監査いただき、
当協会の運営が適正に行われるようご尽力いただきました。
謹んでお悔やみ申し上げますとともにご冥福をお祈りいたします。

令和４年度改選役員及び推薦委員 令和５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4年1月15日
令和4年度改選役員等
改選役職・定数

理事11名（会長、副会長、専務理事、保健師職能理事、看護師職能Ⅰ理事、岐阜南地区理事、
西濃地区理事、中濃地区理事、東濃地区理事 各1名、常務理事 2名）
監事2名（関係法令に精通した者、会計制度に精通した者 各1名）

改選推薦委員・定数 推薦委員
選挙期日・場所

4名

令和4年6月21日（火） 令和4年度定時総会

於：サラマンカホール

令和5年度公益社団法人岐阜県看護協会代議員等
代議員

定数：126名

選挙期日・場所
立候補の届出方法

補欠代議員

定数：65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
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。

令和5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

選挙期日・場所
立候補の届出方法

予備代議員
令和4年6月21日（火） 令和4年度定時総会

定数：12名

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。

届出締切日 令和4年4月21日（木）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
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第10回 岐阜看護学会
メインテーマ

『コロナ社会を生き抜け！看護でつなぐ地域医療』
開催日：令和3年12月11日（土） 会 場：岐阜県県民ふれあい会館

参加者：137名（会場50名、Web87名）

令和3年12月11日（土）に岐阜県県民ふれあい会館で第10回岐阜看護学会が開催され、
137名の参加が
ありました。昨年は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により集合での開催を中止しましたので、
2年ぶり
の開催となり、
会場とWeb配信のハイブリッド形式に加え、
オンデマンド配信もいたしました。
メインテーマを「コロナ社会を生き抜け!看護でつなぐ地域医療」とし、
特別講演、
シンポジウム、
研究発表、
ランチョンセミナーが行われました。
特別講演では、
大垣市訪問看護ステーション所長の安田尚美先生から「地域でささえ つむぎ つながる
看護」というテーマで、
病気を持ちながらも住み慣れた場所で、
自分らしく暮らしたい、
生きたいといった方々
を支える取り組みを多職種連携、
地域連携の視点からご講演をいただきました。新型コロナウイルスでざわざ
わしているこの時期、
人と人との関りが希薄になっている今だからこそ、
患者にとって身近なケアの提供者で
ある私たち看護職が多職種や地域と繋がって、
お互いの役割を相互に理解することの重要さなど多くのこと
を学ばせていただきました。
シンポジウムでは、
「新型コロナウイルス流行期における看護」をテーマに、
急性期病院コロナ病棟での取
り組み、
慢性期病院での退院調整、
介護施設でのコロナ対策、
地域包括支援センターでの対応についてそれ
ぞれの立場から発言していただきました。患者・家族の生活と命をどう支えたかを振り返り、
多くの課題につ
いて再考し、
いかに看護でつなぐ地域医療が重要であるかを考える機会となりました。
ランチョンセミナーでは、
大阪府看護協会会長の高橋弘枝先生のお話から、
コロナ禍においても看護の専
門性を発揮することについて改めて考えることができました。
はじめての、
ハイブリッド開催でしたが、
多くの皆様の協力を得て盛会に終了することができました。ありが
とうございました。

●特別講演

【テーマ】
地域でささえ つむぎ つながる看護
【講 師】
安田 尚美 氏
大垣市訪問看護ステーション所長／
社会福祉法人大垣市社会福祉協議会次長

●シンポジウム

【テーマ】
新型コロナウイルス流行期における看護
〜患者・家族の命と生活をどう支えたか〜
【シンポジスト】
菅内 典子 氏
岐阜県立多治見病院 病棟師長
井奈波 秀 氏
岐阜清流病院 師長代理
横山
礼氏
山県グリーンポート 看護師
栗田 直子 氏
岐阜市地域包括支援センター中央北 ケアマネージャー
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●研究発表

口演6題、
示説4題の演題発表が行われました。

●ランチョンセミナー
【テーマ】
今こそ看護の専門性を発揮
〜新型コロナウイルス対応への
大阪府看護協会の取り組み〜
【講

師】

高橋

弘枝 氏

公益社団法人大阪府看護協会 会長
来年度は、
令和4年12月3日（土）を予定しております。
多くの方の演題登録およびご参加をお待ちしております。

三職能合同研修会報告
日
講
内

時
師
容

参加者

令和３年11月10日（水） 10：30〜12：00
公益社団法人日本看護協会参与 友納 理緒 氏
①講演 日ごろ行っている看護の法的根拠
〜コロナ禍で頑張っている看護職を守るために〜
②意見交換
84人（会場 33人 Zoom 51人）

日ごろ行っている看護業務、療養上の世話、診療の補助についての法的根拠や看護職の法的責任に
ついて大変わかりやすくお話しいただきました。
講演後には意見交換会を行い、日ごろの疑問に対して的確にお答えいただきました。
参加者アンケートでは、講演の内容について88％の
方から「大変よかった・大体よかった」とご回答いただきま
した。また、今後の業務や管理に活かせるかについては、
「大いに活かせる・大体活かせる」が90％でした。
Zoomでご参加いただいた方におかれましては、音声
のトラブルがあり大変ご迷惑をおかけいたしました。今
後、
このような形で開催する際は、
リモートご参加の皆さ
まにも快適にご参加いただけるよう配慮してまいります。
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令和3年度 職能委員会活動報告
保健師職能委員会
今年度の保健師職能委員会は、令和２年度に計画しながら「新型コロナウイ
ルス感染症」のため中止した「保健師交流会」の開催と、助産師職能委員会と
の合同委員会の実施を主に活動しています。保健師の活動範囲の広がりとそ
の業務内容において、人としての柔軟性を土台に、より高い専門性が求められ
ていると考えます。10月12日の「保健師交流会」では、医療・福祉・産業・保健・
教育の５分野の保健師７人から、具体的な活動内容ややりがい、必要とされる保
健師の専門性について報告がありました。保健師について今一度考え、保健師

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

間の連携を進める上でお互いを知るという一つ
のきっかけになった気がします。今後は、助産師
職能委員会との合同の活動の継続と、より連携
を進めるため４職能合同の交流会等も開催でき
たらと思います。
「保健師交流会」の内容につ
いては【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、
お伝えします。
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。

助産師職能委員会
今年度、母子のための安心安全な地域包括ケアシステムの構築に向けた地域
連携強化のため保健師職能委員会と合同で、岐阜県庁子育て支援課の方を招
き、
「岐阜県の母子保健について（保健師と助産師の協働）」という題目で母と
子の健康サポート支援事業の概要と産後ケアを中心に研修会を行いました。多
職種との早期からの情報提供・共有の必要性が切れ目のないより良い母子ケア
に繋がることを再認識しました。
2015年からCLoCMiP （助産実践能力習熟段階）レベルⅢ認証制度が開始
され、認証された助産師（アドバンス助産師）は「自立して助産ケアを提供でき
る助産師」として公表でき、自己の知識や技術をブラッ
シュアップし助産実践能力の維持・向上・専門性を高め
ることに繋がります。CLoCMiP （助産実践能力習熟
段階）レベルⅢ認証制度は5年ごとの更新制で2020年
は初回の更新となりました。今年度アドバンス助産師
の更新、活動状況の実態調査を行い、その結果を集計、
分析し今後の方向性を検討しております。お忙しい中
アンケートのご協力ありがとうございました。
活動報告の詳細については機関紙「NEWSさんば
ーず」に掲載する予定です。今後とも引き続き活動へ
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
岐阜市民病院

鷲見 明美

看護師職能委員会Ⅰ
今年度の活動は、昨年に引き続き「病院看護師の退院支援の充実と強化」に
取り組んでいます。県内の13の地域（旧支部での地域）の現状と課題を明らか
にするために現状調査を行いました。調査は、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つのポイントに沿って行い、収集されたデー
タは、令和3年度職能集会資料に載せることができました。この結果から13の
地域の現状と課題を何度もグループワークを行い明らかにしていきました。最
終的な課題は令和４年度の職能集会資料に載せる予定です。一部課題を紹介し

看護師職能委員会Ⅰ委員長
中部国際医療センター

渡邉 よし子

ますと、県内全体としていえることですが、
「高
齢者ケアや看取りについて市民への啓発を行
い、在宅や施設での看取りの成功体験を市民
と共有して『この町で最期まで暮らす』意識を
高める働きかけができていない」ということで
す。回答のあった59施設のうち「できている」
と回答したのは13施設で22％でした。病院看
護師が退院支援を行う上で大変重要な課題と
考え、協会長に提言していきます。

看護師職能委員会Ⅱ
看護師職能委員会Ⅱは、Ⅰから独立して7年目に入りました。委員会では、情
報共有シートの作成（看Ⅰ合同）や高齢者施設におけるマニュアル整備の調査、
看護職員の現任教育の実態調査結果から症状別マニュアルの作成と高齢者施
設の新任看護師年間教育計画の作成をしてきました。今年度は、症状別マニュ
アルを各施設に配布する準備とクリニカルラダーの研修計画作成を進めていま
す。また、看護師職能Ⅱのリーフレットを渡し、施設・在宅系の協会会員増加活動
にも取り組んでいます。次年度は、新任看護師年間教育計画とクリニカルラダー
の研修計画の活用を推進したいと考えています。
今後も安全、安心なケアを提供する
ためには、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が重
要です。引き続き皆様に委員会活動の
ご理解と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。
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看護師職能委員会Ⅱ委員長
白川病院

亀山 博子
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令和3年度

看護の
出前授業

本年度もコロナ禍で、ふれあい看護体験ができなかった
中学校・高校などから多くのお申込みがありました。
（12月
までに18校）
緊急事態宣言時など、医療の厳しい現状が報道等で伝え
られましたが、それでも看護を目指す生徒さんがたくさん
おられることを頼もしく感じました。
一緒に働ける日が来るのが待ち遠しいです！

【中学生の感想】
・看護師の働く場所は病院だけと思っていたけれど広がって
いると思った。
・すごく大変で責任がある仕事だと思いますが、やりがいのあ
る仕事で興味を持ちました。
・今までわからなかった進路のことやどのように資格をとった
らいいのかがわかりました。
・職場体験にも行けなかっ
中京高等学校
市民病院
たが、助産師さんの話が聞
担当 中津川
テーション
くわのみ訪問看護ス
けて、いろんなことが学べ
ました。助産師になりたい
という気持ちが強くなりま
した。

校
西濃学園中学
病院
流
担当 岐阜清

Baby人形の
抱っこ
わぁ重い！

等学校
県立羽島北高
ートセンター
担当 岐阜ハ

中学校
羽島市立中央
民病院
担当 羽島市

真剣に
心臓
マッサージ

【高校生の感想】

こっ、この手で
給食のパン
食べてたのか…

・今日の講座を聞いて、実際に働いている人の話を聞けたの
でネットなどで調べるよりしっかり今の看護について知るこ
とができました。認定看護師や専門看護師については最近
知って、今日さらに詳しく知ることができて良かったです。
・男性看護師はあまりイメージが湧かなかったけれど話を聞
くとたくさんの男性看護師が活躍していることが分かりま
した。男性が看護師というと少し恥ずかしい気持ちがありま
したがやる気もでたし気持ちも少し楽になりました。実際の
職場の人から看護師の仕事の話が聞けて良かったです。

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。今後もご理解ご協力をお願いいたします。
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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
特定行為研修で学ぶ臨床推論やフィジカルアセスメントは、普
段ドクターカーでの業務をしている私にとって必要であると感じ、
2019年に自治医科大学看護師特定行為研修センターでの研修
を受講しました。救急の現場での特定行為実施にあたり、全身状
態の把握と患者の評価がスムーズにできるようになり、今まで観
察ができていなかったことにも目を向けることができて看護の幅
が広がりました。

②現在の活動内容

中津川市民病院

受講前に当院に必要な行為を医師や看護部と検討し、5区分

林

佑磨

12行為を取得しました。私が所属する病院前救急診療科は麻酔
科も兼務しており、全身麻酔時の麻酔管理や橈骨動脈ラインの確保などを医師の指導のもと行っていま
す。特定行為研修で学んだことや特定行為についての理解を深めるための勉強会等も実施しています。

③今後、どのように活動したいか
安全に特定行為を実施していくためには、医師や他職種の理解と協力を得ていく必要があります。そ
のため、今後も医師と協働し、適宜手順書を作成、改訂しながら業務を実施していきたいと考えていま
す。また、院内だけでなく在宅での特定行為の需要も高まっているため、幅広く活動できるようにさまざ
まな部署や機関との連携をとっていけるようにしたいと思います。

橈骨動脈からの動脈圧ラインの確保

人工呼吸器の設定変更
【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
・動脈血液ガス分析関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
・創傷管理関連
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寅 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

のぞみの丘ホスピタル

脇 光一

昨年より続いているコロナによって
健康管理の大切さについて改めて
考えるようになりました。
今年は患者さんの健康管理やケアは
もちろん、自分の健康管理のあり方に
ついても考えていきたいと思います。

八幡病院

大坪 恵美

体力面では若い頃
の
にはいきませんが よう
、気力は
まだまだ落ちてい
ませ
患者さんに寄り添 ん。
う看護が
提供できるよう頑
張ります！

岐阜病院

星屋 優太
今年の抱負は有言実行です。
職場では患者さんやスタッフ
の力になれるよう、家庭では
親として、発した言葉に責任を
持ち行動します。

岐阜県立下呂温泉病院

今井 恵梨香

13歳の双子の娘と9歳
の息子の子育てをしながら
WLBを保ち、今年も楽しく
子育てと看護を両立して
頑張ります‼

院

大垣徳洲会病

永田 哲也

朝日大学病院

小寺 由城

年齢を重ねてもイケてる
中年になるために、今年
は10kgのダイエットを
目指して、食事管理と
運動を継続していきます。

東濃厚生病院

水波 南

迎えます。
今年で看護師3年目を 齢、
の年
今後の目標は患者さん
患者背景
など
関係
家族
生活様式、
ある看護
性の
を十分に理解し、個別
。
ます
思い
いと
を目指した

患者さんの思いを
大切にし、患者さんに
寄り添う看護が提供
できるよう、今年も笑顔
で頑張ります。

聖十字病院

高山厚生病院

武田 俊

昨年受講した実習
指導者研修での学び
を活かし、学生に実習
でしか得られない体験
を提供したいです。
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新家 千晴

目の前にある課題を
一つずつ達成し、
できることを増やして
いけるように頑張り
たいと思います。

「心の癒し、
フラダンス！
！」

土岐市立総合病院

足立 美奈

寒がりな私は、年中温かい常夏の島「Hawaii」に憧れていました。そしてついに念願叶って旅行に
行きフラに出会いました。フラは自分の伝えたいことを手の動きや表情で表現します。曲のイメージ
を膨らませフラを踊ること、色鮮やかなドレスや髪飾りに喜びを
感じ、一緒にレッスンを受けている仲間との楽しいおしゃべりや
繋がりに、心を癒されています。今はコロナの影響でイベントや
レッスンも思うよ
うにできま せ ん
が、落ち着いてい
ろい ろなことが
再 開したら思 い
っきり楽しみたい
と思います。それ
までは自主 練 習
を頑張ります。

「私の趣味」

みどり病院

牧野 淳

私の趣味は、一言で言えば「岐阜の自然を満喫する」です。春はこごみや山蕗などの山菜採り、初夏
はイワナやアマゴに出会いたくて渓流釣りに出かけます。夏が終わる頃から長良川で鮎を捕り、一夜
干しや甘露煮作りに精を出します。そして、秋には奥山に出かけてキノコ狩りを満喫しています。自然
にはすごい力があります。そこ
に 行くだ け で 心 が 癒 さ れま
す。皆さんも是非、岐阜の大自
然に触れてみてください。
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新型コロナウイルス感染症対応実績報告
岐阜県看護協会では、今年度事業の一つとして、
「地域看護サービス及び災害時の支援等に関する事業
（公益目的事業）」を掲げています。
その活動の一つとして、新型コロナウイルス感染症対応を行いましたので報告します。

１．
軽症者等の宿泊療養に係る健康管理等体制補完業務
令和2年８月24日からHOTEL KOYO（本館）に、また、高山観光ホテルには
令和3年５月29日から入所者の健康管理のため看護師を配置しています。
令和3年度延勤務人数（11月末時点）
HOTEL KOYO 日勤277人
高山観光ホテル

夜勤223人

日勤 52人

２．
新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場における看護師確保事業
ワクチン接種の迅速化のため、県が設置した大規模接種会場で接種業務に従事する
看護師確保を行い、接種を実施しました。
期

間

会

場 岐阜産業会館・ソフトピアジャパン・岐阜医療科学大学・世界生活文化センター

従事者

令和3年6月12日〜11月28日までの土日 延92日間
実人員105人（延人員866人）

３．
新型コロナウイルス感染症自宅療養者に係る健康管理等体制補完事業
感染者の増加で宿泊療養施設だけでは対応が困難になり自宅療養が開始され、
その自宅療養者に対し健康管理業務を実施しました。
期

間

令和3年8月20日（金）〜9月17日（金）の29日間

対象者

8月28日には最大932人

9月19日時点で0人

従事者

実人員46人（延人員176人）

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

岐阜県でも新型コロナウイルス感染者数が減少し、医
療従事者の３度目のワクチン接種が始まりました。まだま

＜令和3年11月19日現在＞

・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 375 名
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 471 名
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・11,289 名
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 522 名

だ第６波の心配もありますが、近い将来、安心して生活で
きる社会が戻ってくることを願っています。
「看護ぎふ」は、昨年無事100号を迎えました。今回の
101号からまた気持ちを新たに会員の皆さまに親しみを

計 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・12,657 名

持って読んでもらえる広報誌を作っていきたいと思います。
皆さまからのご意見、
ご要望をお待ちしております。
松岡 美穂

石田

翔悟

様

久美愛厚生病院
令和 3 年11月17日

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

逝去

【お詫びと訂正】看護ぎふ 第100号の掲載内容の誤りについて

2021年10月31日発行の看護ぎふ 第100号の２ページ
「令和3年度 保健師交流会を開催しました」
の氏名表記に誤りがございました。
正しくは、下記のとおりです。関係各位及び読者の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしましたこと謹んでお詫び申し上げます。

美濃加茂市役所 （誤）井藤菜月 → （正）井藤葉月
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