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山形県看護協会山形県看護協会 http://www.nurse-yamagata.or.jp
県ホームページ「すまいる山形暮らし情報」からもリンクで
きます。機種によってはアクセスできない場合があります。公益社団法人

ホームページ
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会員数（5月現在）

令和３年度「日本看護協会通常総会・全国職能別交流集会」
期　日：令和３年６月９日（水）・10日（木）
場　所：千葉県千葉市　幕張メッセ 

●
●

令和３年度「山形県看護協会通常総会並びに職能合同研修会」
期　日：令和3年6月18日（金）
場　所：山形県看護協会会館・看護研修センター

●
●

※規模縮小開催

　山形ロイヤル病院は、全床（322床）
が療養型の県内最大規模の慢性期病院
です。入院患者の約90％が近隣の一般
急性期病院からの転院という状況で、村
山地域での後方支援病院としての役割
を担っています。慢性期とは云え、年々、
医療依存度の高い方が増えて来ており、
病院としても高度慢性期医療の提供を
目指しています。看護部門は「看取りケ
ア・在宅復帰」を主軸に取り組んでいま
す。また、2021年3月より電子カルテ
が導入されました。

看護部長　丹野　宏美

＊
＊
感染対策応援派遣ナース事業の調査報告
支援ナースを派遣した病院より

※規模縮小開催



春の叙勲

「令和3年度通常総会の開催にあたって」

　令和3年度の山形県看護協会通常総会の開催にあたり、一言ご挨拶を申
し上げます。
　日頃より、山形県看護協会の活動に対し、ご理解とご支援を賜り、こころから感謝申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症は、長期化の様相を呈し、厳しい戦いが続いており、より深刻化
しています。医療崩壊の危機の事態も危惧されています。山形県においても、変異ウイルスが確認
され、感染拡大が止まらない状況が続いています。
　最前線で尽力されている看護職の皆様にこころより敬意を表します。
　新型コロナウイルス感染症の対応では、感染防御の知識や技術を身に着けるために、臨時研修会
を開催しました。また、潜在看護師、保健師等のナースセンターでの復職支援、軽症者等宿泊療養健
康管理・相談等事業の取組み、県へは、特殊勤務手当及び宿泊費の助成等の要望を行い認められま
した。また、全67病院に行った新型コロナウイルス感染症に関する実態調査からは、嫌悪・偏見・差
別的な扱いが2割で確認されました。これが一つの契機となり、コロナ差別問題に取り組む県の対
策協議会の設立につながったことは、意義があると思われます。そして、クラスター（感染集団）発
生時に備え、必要な医療の提供を継続・維持していくため、県と検討を重ね、看護職の派遣調整の体
制を構築いたしました。福祉施設や病院に看護師を派遣しております。　
　訪問看護総合支援センター試行事業（日本看護協会）では、県との協議を重ねて、令和3年度から
県の委託事業として、県訪問看護総合支援センターの運営に取り組みます。5月12日に開所式を行
いました。訪問看護に係る課題を総合的に推進・支援していくための拠点となり、訪問看護サービ
ス提供体制の充実と在宅医療の推進に寄与できればと思います。
　令和3年度山形県看護協会通常総会は、新型コロナウイルス感染症拡大により、参加者の健康・
安全を考慮して規模を縮小して開催します。午後は、オンライン参加で、「会長として6年間の活
動」の講演をさせていただき、その後に職能合同研修会を開催いたします。
　最後になりますが、今後も日本看護協会とより一層の連携を図り、現場の声を大切にして、皆様
を支援していきたいと存じます。
　今こそ看護職が役割発揮をして、社会の変化に柔軟に対応するときであります。看護職の皆様は
じめ関係職種の皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

井上　栄子公益社団法人　山形県看護協会　会長

今こそ看護職が役割発揮をして、
　　　　　　　　社会の変化に柔軟に対応しよう

栄えある受章、おめでとうございます

　クラスター発生時など医療機関の看護師の確保が困難な局面において、地域に必要な医療提供を継続・維持するため、厚生
労働省の枠組みを参考にし、看護職員の派遣調整を実施することを目的に、令和 2 年10 月より県と検討を重ね、「山形県・県
看護協会感染症対策応援派遣ナース事業」を構築しました。応援派遣に協力する医療機関は、当看護協会に事前登録します。
派遣される看護職は医療機関から出向して、病院や福祉施設、宿泊療養施設、保健所などで活動します。感染症対策応援派遣ナー
ス登録機関は、県内全 67病院中31病院、72訪問看護ステーション中13か所が登録しました。

特集型コロナウイルス感染症新
地域の医療提供体制確保のための看護職員の派遣調整事業（日本看護協会委託）
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令和3年3月25日改訂令和3年3月25日改訂

　新型コロナウイルス感染症が流行し、1 年以上が経過しました。世界中の感染情報
が報道され、特に日本についてのニュースには注目する毎日です。そして感染症の
流行は災害であるということを聞き、山形県や隣県で感染者が大勢発生した場合は
看護師の派遣に協力したい旨を院長に伝えました。看護師長たちにも相談したとこ
ろ、看護師経験が豊富な副部長兼病棟師長が名乗り出てくれました。また急に派遣
が必要となった場合は受入れ側でも慌ただしく手指消毒用アルコールや個人防護具
の準備が困難だろうと考え、業務課に必要物品の準備を依頼しました。業務課では「嫁
に出す親の気持ちだ」と言いながら 2週間分の物品を「嫁入り道具」としてプラスチッ
ク容器に積めてくれました。
　2021年1月 31日、山形県看護協会から、看護師全員が自宅待機となったある施
設への派遣要請がありました。緊急性を要すると判断し、病院側には口頭で説明し
承諾を得ました。そして派遣予定者は PCR 検査を受け、「嫁入り道具」を持参して
出発しました。看護部では師長間の協力体制の打合せと全病棟への状況説明を行い
ました。派遣中は派遣者、病院、山形県看護協会と密に連絡を取り情報を共有し、
無事に任務を終了することができました。今回の支援ナースの派遣は家族の協力と
理解、我々の代表が派遣先で戦っているという気持ちがとても重要だと感じました。
現状を良く見つめ、これから起こるかも知れないことに対応できるチーム力を養って
いきたいと思います。

社会医療法人みゆき会 みゆき会病院　看護部長 川井ひろみ看護師派遣を経験して学んだこと

　このたび、支援要請により病院と施設の 2 か所へ看護師の派遣に取り組みました。あらためて振り返ると、要請した病院・
施設のみなさまには、大変な状況にもかかわらず支援看護師に気配りをしていただき、本当に頭が下がる思いです。そして、
帰宅せずに孤独な中で業務を行ってくれた職員の苦労は並大抵のことでなかったと感じています。
　今回の活動で学んだことは、今後の感染対策に生かしたいと考えています。中でも考えさせられたことは、人的支援の
必要期間が限定的でよりタイムリーに支援するには、普段から地域内での連携や情報交換が整っていることが大切である
ことです。
　現在は、当時の状況と違い新型コロナウイルスの変異株が身近に広がっており、より大変な状況に置かれています。こ
れまで以上に地域内での病院・施設・行政とのつながりを深めていく必要があると思います。

新型コロナウイルス感染症発生による支援看護師を派遣して かみのやま病院 看護部長 小玉　三正

（元山形市立病院済生館　副看護部長）

（元山形県立新庄病院　副院長兼看護部長）

石沢　　佳
杉原　祐子
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叙勲
瑞宝単光章

山形県訪問看護総合支援センター 開所式

一般病院
精神病院
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31/67

46.2％

13/72

18.0％

社会医療法人二本松会

　山形県から委託され、訪問看護
に係る課題を県全体で総合的に推
進・支援していくための拠点とし
て訪問看護総合支援センターの開
所式を5月12日（看護の日）に行い
ました。
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理事会等の開催報告
令和3年2月26日（金）　第８回理事会（書面理事会）
審議事項審議事項 1．

2.
3.

令和3年度山形県看護協会事業計画
令和３年度山形県看護協会「地域の看護力支援事業募集要項」
令和3年度4支部事業計画・予算

………………………………〈承認〉
…〈承認〉

……………………………………〈承認〉

4.
5.
6.

令和3年度山形県看護協会看護功労者表彰並びに感謝状贈呈候補者について
公益社団法人山形県看護協会定款細則一部改定について
公益社団法人山形県看護協会組織図変更について

〈承認〉
……………〈承認〉

……………………〈承認〉

4.

5.

令和3年度山形県看護協会職能・常任･特別･認定委員会の委員選出
について
役員の就業に関する内規の一部改正及び役員報酬規則の一部改正について

令和3年3月19日（金）　第9回理事会（Web会議）
審議事項審議事項 1．

2.
3.

令和3年度山形県看護協会通常総会並びに職能合同研修会プログラムについて
令和3年度山形県看護協会通常総会要項配布数について
令和3年度収支予算について

〈承認〉
………〈承認〉

………………………………………〈承認〉

令和3年1月中旬～令和3年3月下旬の山形県看護協会事業実施状況

編集
後記

　新年度になりました。新生活が始まった方もいらっしゃることと思います。
　広報委員会は、今後も皆様に役立つ情報を発信していきます。

令和3年

令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年

21日（木）

27日（水）
29日（金）
29日（金）
　5日（金）
　8日（月）
　9日（火）
10日（水）
12日（金）
17日（水）
17日（水）
24日（水）

日本看護協会Nursing Now（Web開催） 
「看護の日・看護週間」制定30周年・ナイチンゲール生誕200周年記念イベント
庄内地域看護管理者ネットワーク会議（Web会議）
都道府県看護協会図書室担当者研修会（Web会議）
東南村山地域施設等看護管理者ネットワーク会議（Web会議）
日本看護協会新型コロナワクチン接種体制構築に関するWeb説明会
日本看護協会母子のための地域包括ケアシステム推進会議（Web会議）
支部長・副支部長との合同会議（Web会議）
日本看護協会看護基礎教育担当者会議（Web会議）
都道府県ナースセンターキャリアコンサルティングWeb研修
日本看護協会看護の業務の効率化先進事例アワード2020（Web会議）
東南村山地域施設等看護管理者ネットワーク会議（Web会議）
庄内地域看護管理者ネットワーク会議（Web会議）

1月

1月
1月
1月
2月
2月
2月
2月
2月
2月
2月
2月

令和3年
令和3年
令和3年
令和3年
令和3年

令和3年
令和3年
令和3年

令和3年
令和3年
令和3年

25日（木）
25日（木）
26日（金）
26日（金）
27日（土）

3日（水）
5日（金）

10日（水）

17日（水）
19日（金）
24日（水）

都道府県看護協会政策責任者会議（Web会議）
・26日（金）日本看護協会第6回理事会（Web会議）
日本看護協会第6回法人会員会（Web会議）
第2回日本看護協会・日本看護連盟合同（Web会議）
医療職のWLB推進フォローアップワークショップ

（Web会議）
日本看護協会医療安全担当役員会議（Web会議）
置賜地域看護管理者会議（Web会議）

・11日（木）日本看護協会第2回全国職能委員長会議
（Web会議）
東南村山地域施設等看護管理者事務局会議
山形県看護協会第9回理事会（Web会議）
庄内地域看護管理者ネットワーク会議（Web会議）

2月
2月
2月
2月
2月

3月
3月
3月

3月
3月
3月

………………………………………………………………………〈承認〉
〈承認〉

会員専用WEBページ にご登録ください！！『キャリナース』
　会員の皆さまのキャリア構築を支援する会員専用WEBペー
ジです。
　氏名（改姓）、住所、電話番号、勤務先等の会員基本情報の変
更、会員証の再発行申請も行えますので、ぜひご活用ください。

日本看護協会「キャリナース」URL ▶ 
https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

【応募書類受付期間】

　今年度も「今野フサ子記念奨学金」の募
集を下記期間行います。
　当協会ホームページ掲載の2021年度
「今野フサ子記念奨学金」給付奨学生募集
要項を参照してご応募ください。

2021年6月1日（火）～6月30日（水）

「今野フサ子記念奨学金」
募集受付について

山形看護協会事務局職員の入退職のお知らせ

2021年度

　４月より事業課担当
を拝命いたしました。こ
れまで病院勤務だった
ので、全く異なった業務
内容・環境に戸惑いはあ
りますが、実践現場とは
異なるやりがいを感じ
ながら仕事をさせてい
ただいております。コロナ禍において、当協
会の果たす役割の大きさを実感し、身の引き
締まる思いです。当協会の理念に基づき、看
護職が安心して元気に働き続けられるよう
頑張って参りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

事業課担当として 福富　綾子
　4月より在宅推進担当
課長補佐として勤務させ
ていただいております。
　今までと違う環境、業
務に大きく戸惑ってはお
りますが、「新しいことに
挑戦」ということで新鮮
な気持ちで取り組んでい
ます。在宅推進という部
署で、住み慣れた地域で最期まで安心して暮
らし続けられる居場所づくりに看護職として
できることの実現に向けて少しでも貢献でき
ればと思っております。どうぞよろしくお願
いします。

在宅推進担当課長補佐として
菅野　弘美 　この度、4月から教育研修課

課長補佐として勤務させてい
ただいております。
　毎日、休憩時間に3階の研修
室に上がり窓から蔵王連峰・
月山・葉山を見てリフレッ
シュしています。学ぶことは、
時には苦しいこともあるかも
しれませんが、その先には喜びを実感できるでしょ
う。そして学んだことは現場で活かされます。看護
職は、あらゆる場所で活躍が期待されています。役
割発揮でき、より質の高い看護を提供できるように
企画運営していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

教育研修課課長補佐として 大類由利子

入職者

西塔　誠子　（前教育研修課課長補佐）渡邉　直子　（前ナースセンター利用促進員）退職者

令和3年1月号「山形いぶきvol.152」
に掲載しました記事におきまして、
誤りがありました。ご迷惑をおかけ
しましたことをお詫びするととも
に、ここに訂正させていただきます。

◆令和3年1月号「山形いぶきvol.152」
お詫びと訂正

６ページ：「2021年年女年男の今年の抱負」　
右上段の施設名
（誤）：南さがえ病院⇒（正）：天童市民病院
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