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　舟山病院は、地域包括ケア・一般・療養型の異なる機能の病棟を持
つことで、多様な患者さんに関わり幅広い医療を提供する病院です。
地域医療に貢献するために「信頼と安心・温かで誠実な看護を提供する」
を看護部理念としています。訪問診察・訪問看護・退院指導など、在
宅療養支援に力を入れています。患者さんとご家族の気持ちに寄り添
い「人生の最終段階における医療・ケア」について、多職種が協働で
支援しています。

看護部長　高島　豊子

特定医療法人 舟山病院
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令和4年度通常総会を終えて
新役員ご挨拶
「看護補助者の活用推進のための看護管理者研修」を受講して
職能だより
看護の日フェア2022・施設における看護の日
ナースセンターだより
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　日頃より山形県看護協会の運営に対し、ご理解とご協力をいただき心から感謝申し上げま
す。 また、COVID-19の収束の兆しが見えない中、看護職の皆様の感染リスクへのストレスでつ
らい思いをされながらも使命感をもって看護を提供されていることに心から敬意を表します。
　通常総会の規模を縮小した開催は今年で3年目となりました。COVID-19オミクロン株新派
生型BA-5が山形県内でも確認され、感染者数が目に見えて増加し第7波の到来となりました。
長期研修の受講生にも濃厚接触者疑や陽性者が散見され、オミクロン株新派生型BA-5の強い
感染力に脅威を感じています。
　さて、6月17日（金）令和4年度山形県看護協会通常総会を開催しました。県内から春の叙勲受
章者2名及び日本看護協会長表彰者2名の方を紹介いたしました。そして、提出議題である第一
号議案が承認されました。午後に開催しました三職能合同研修会では、当協会若月裕子会長よ
り「地域とともに築く看護～地域住民の健康を看護の力で支えるために～」をテーマに県内の
看護職等に期待することや、会長自身が実践された先進的な在宅看護の事例等についての講演
がありました。
　これまで、通常総会後に職能・常任・特別・認定・推薦委員会並びに支部長・副支部長会の合同
委員会を開催し協会事業や委員会活動について情報共有していました。しかし、この2年間、役
員・委員全員が一同に会することが出来ず、協会事業等について十分な理解が得られていない
のではないかという思いがありました。そこで、今年度は山形県看護協会役員・委員会運営につ
いて、当協会職員含め132名が参加しオンラインでの説明会を開催しました。説明会は、当協会
のSDGsに関連づけた令和4年度重点事業について、委員会運営について、委員会の役割につい
て、委員会による研修運営について、6月に運用開始した研修管理システムmanaable内での委
員会資料の共有方法等についてのプログラム内容としました。
　今後とも、役員・委員の方々はもとより会員の皆様からのご意見やお知恵をいただきながら、
時勢に合わせた本会事業を展開していきたいと考えています。
　最後に、令和4年度通常総会要綱に当協会若月会長のご挨拶が掲載されておりますので、ご一
読いただければ幸いです。

後藤　道子
公益社団法人　山形県看護協会 常任理事令和4年度通常総会を終えて よろしくお願いします

　この度、副会長を務めさせていただく
ことになりました。協会の基本姿勢であ
る「地域とともに築く看護」を推進したいと思います。
会員の皆様のご指導を仰ぎながら精一杯務めて参りた
いと思います。よろしくお願いいたします。

岸　　幸世山形県立中央病院

副会長に就任して
副会長

　この度、常任理事を務めさせていただ
くことになりました。地域における連携
の必要性が重要視され、様々なネットワークが強化さ
れてきています。オール山形で看護力を向上できるよ
う、取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いい
たします。

田瀬　裕子山形県看護協会

新役員抱負
常任理事

　この度、書記担当理事に就任いたしま
した。新型コロナウイルス感染症対応や
地域包括ケア推進など、看護職が社会から求められる
役割が大きくなっております。書記担当理事としての
責務を果たし、看護師として学びを深めると共に、県
看護協会活動に貢献できるよう精一杯務めさせていた
だきます。どうぞよろしくお願いいたします。

大宮喜和美東北中央病院

書記担当理事に就任して
書記担当理事

　少子高齢化、産科の集約化を背景に周
産期医療や地域母子保健が変化している
現状にあります。助産師として「どうすればできるか」
を重視し、前向きに取り組んでいきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

吉田　宏井山形県立中央病院

助産師職能理事に就任して
助産師職能理事

　この度、山形支部理事を務めさせてい
ただくことになりました。引継ぎを終え
たところで、役割の重大さに不安と緊張でいっぱいで
す。皆様にご指導・ご支援をいただきながら、支部役
員の皆様と力を合わせ、頑張ってまいります。どうぞ
よろしくお願いします。

田村　則子山形市立病院済生館

山形支部理事に就任して
山形支部理事

　若月会長は講演で　「保健・医療・福
祉を取り巻く社会の変化は誰も経験した
ことがない」と話されました。この時代に看護職が果
たすべき役割を、看護職を必要としている方に、看護
の専門性を発揮してまいります。

吉岡　良子公立置賜総合病院

副会長の責務
副会長

　この度、書記担当理事を務めさせてい
ただくことになり、役目の責任の重さに
改めて身が引き締まる思いをしております。様々な活
動をされている看護職の皆様や山形県看護協会の活動
に貢献できるよう、先輩方のご指導を仰ぎながら精一
杯務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

菅原麻里子山形済生病院

書記担当理事に就任して
書記担当理事

　通常総会で承認をいただき、理事の役
割と責任の重さに不安を感じています
が、精一杯務めさせていただきます。近年は、コロナ
関連の業務等で住民の方と身近に接する機会が増えて
おりますが、地域住民の健康を看護の力で支えられる
よう今後も頑張っていきたいと思います。

松田　英理天童市役所

会計担当理事に就任して
会計担当理事

　この度看護師職能Ⅱ理事を務めさせて
いただくことになりました。
　自然災害・コロナ感染症など高齢者を取り巻く環境
は大きく変化し、暮らしを支える看護師の活躍が期待
されています。地域の人々の多様なニーズに応えるた
め、看護の質向上に務めていきます。

須藤美和子訪問看護ステーションまいづる

看護師職能Ⅱ理事に就任して
看護師職能Ⅱ理事

　この度、最北支部理事を務めさせてい
ただくことになり、責任の重大さを痛感
しています。最北支部は、会員数が 700 人余りで最も
小さい集団ですが、会員の皆様の意見を聞きながらニー
ズに沿った活動を推進していきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いします。

成沢　純子山形県立新庄病院

最北支部理事に就任して
最北支部理事

役員挨拶新

会員専用WEBページ
『キャリナース』に
ご登録はお済みですか？

会員の皆さま専用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、
研修受講履歴管理も行えますので、ぜひご活用ください。

※当サービスの利用料は無料です。サイト閲覧を行う環境（通信料等）は利用者の
負担となります。
　サービス使用上の規約に関しましては、山形県看護協会ホームページ内「新着
情報」より「公益社団法人山形県看護協会SNS運用ポリシー」をご覧ください。

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

友だち募集中 山形県看護協会LINE公式アカウント
山形県看護協会からのお知らせや最新情報をタイムリーに
配信します！お友だち登録よろしくお願いします。 LINEの「友だち」追加から、

ID検索するか
QRコードを
スキャンしてください
@135cfuvg
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　コロナ禍において活発な支部活動が
2年間行えていない現状ですが、庄内地
域の課題に向き合い、医療機関や介護福祉施設等との
連携強化・質の高い看護・介護の提供のために役割を
果たしていきたいと思います。

中村　美穂日本海総合病院

庄内支部理事に就任して
庄内支部理事

　この度、全区理事を務めさせていただ
くことになりました。責任の重さに改め
て身の引きしまる思いと不安でいっぱいです。自分の
役割を自覚し務めていきたいと思います。よろしくお
願いいたします。

笹原　真樹篠田総合病院

全区理事に就任して
全区理事

　山形県看護協会では、平成 25 年度より、日本看護協会と協働し「働き続けられる職場づくり」を目指し、
ワーク･ライフ･バランス推進ワークショップ事業に取り組んできました。昨年度、最後の取り組み施設が
3 年目を迎えたのを機にワークショップ事業を終了し、日本看護協会で取り組んでいる「看護業務の効率
化先進事例アワード」を、「看護の業務改善 in 山形」とし開催します。
　この「看護の業務改善 in 山形」は、各施設で取り組んでいる業務改善や、看護の質向上・働きやすい職
場づくりへの取り組み等の事例を共有・活用することで、県内の職場環境改善の推進を目的としております。
　皆様の施設のちょっとした業務改善や工夫、働きやすい職場環境の取り組み事例を発表してみませんか。

　5月24日、山形県看護協会会館において「看護補助者の活用推進のための看護管理者
研修」が開催された。コロナ禍でZoomでのオンライン研修が続いているなか、久しぶ
りの集合研修だった。参加人数は170名と多く、グループワークもあったが、感染対策
をしっかりしていただき安心して受講することができた。動画コンテンツ（JNA提供）を
用いて、公益社団法人日本看護協会　勝又浜子専務理事より「看護補助者の活用に関す
る制度の理解」「看護職との連携と業務整理」、同じく井本寛子常任理事より「看護補助
者の雇用形態と処遇等」「看護補助者の育成・研修・能力評価」についての講義が行われ
た。グループワークでは、時間ギリギリまで意見を出し合い、お互いに情報交換するこ
とができ有意義な時間となった。
　看護の専門性とは、「治療」と「生活」の両面から患者を捉え、予測的なアプローチを
することであり、看護補助者の役割と違うところである。患者のニーズにあった質の高
い看護を安全に、効果的・効率的に提供するためには、看護師一人ひとりが看護補助者
との役割の違いを理解し、適切に役割分担をすることが必要であることを学んだ。ま
た、看護補助者の確保が難しい中、看護管理者として看護補助者と良好な関係性を構築
し、看護補助者のモチベーションを維持できるような働きかけが重要と感じた。
　今回の研修の内容を職場で共有し、よりよい看護チームにできるよう努力していきたい。

・勤務形態変更によるインターバル確
保と時間外の削減

・看護方式を変更したベットサイド
　業務中心によるナースコールの軽減
・ペーパーレスの取り組み

渡邉ひろみ
勤務環境改善推進委員長

長堀　理代山形県立新庄病院

勤務環境改善推進委員会

「看護の現場」を変えた 取り組み事例を

　この度、置賜支部理事を務めさせてい
ただくことになり役割と責任の重さを改めて感じてお
ります。置賜地域管理者会、会員、役員の方々の意見
やご協力をいただきながら地域連携を生かした看護力
向上を目指した活動に務めて参ります。どうぞよろし
くお願いいたします。

伊藤加代子白鷹町立病院

看護力の強化発展とつなが
る地域連携に向けて

置賜支部理事

　通常総会において役員に承認いただき
役割の重さを痛感しております。いのち
と暮らしをまもるプロフェッショナルとして、看護職
には多くの役割発揮が期待されております。全ての看
護職のために、山形県看護協会の事業が的確に活動で
きますように、監事としての責務を精一杯務めて参り
たいと思います。よろしくお願いいたします。

佐藤　貴美山形大学医学部附属病院

監事に就任して
監事

！集募大

募集対象
募集期間

応募方法

～ 皆 様 の 施 設 の こ ん な 取 り 組 み 大 募 集 ～

「看護の業務改善 in 山形」
事例報告会の開催

※山形県看護協会ホームページをご確認ください。

看護職が勤務している県内の病院・訪問看護ステーション・介護保険施設等
応募申込書→令和4年7月1日（金）～８月3１日（水）
発表原稿→令和4年8月1日（月）～ 9月30日（金）
応募申込書と発表原稿（PowerPoint）の提出

日 時
令和4年12月3日（土）13：00 ～ 16：00
Zoom（Web会議システム）によるオンライン開催

当日は、報告会と表彰式を行い、
受賞施設に表彰状と記念品を授与します。

◆ 業務改善部門
・「お掃除ロボット」活用による感染対策と

人手不足対策
・ICTツールを活用したリモートカンファ

レンスによる 訪問看護業務の効率化
・ICTを活用した検温業務の効率化

◆ AI・ICT等の技術の活用部門
・排尿ケアチームの立ち上げ

～患者のＱＯＬ向上を目指して～
・医療安全の視点からのチーム医療の推進

～見る・聞く・言う～
・看護事務的補助者導入による看護師業務

の軽減

◆ タスクシフト・多職種連携部門

k y o u i k u k e n n s y u u

「看護補助者の活用推進のための看護管理者研修」を受講して
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　コロナ禍において活発な支部活動が
2年間行えていない現状ですが、庄内地
域の課題に向き合い、医療機関や介護福祉施設等との
連携強化・質の高い看護・介護の提供のために役割を
果たしていきたいと思います。

中村　美穂日本海総合病院

庄内支部理事に就任して
庄内支部理事
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全区理事に就任して
全区理事
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3 年目を迎えたのを機にワークショップ事業を終了し、日本看護協会で取り組んでいる「看護業務の効率
化先進事例アワード」を、「看護の業務改善 in 山形」とし開催します。
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当日は、報告会と表彰式を行い、
受賞施設に表彰状と記念品を授与します。
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・「お掃除ロボット」活用による感染対策と
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・ICTツールを活用したリモートカンファ

レンスによる 訪問看護業務の効率化
・ICTを活用した検温業務の効率化
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研修会のお知らせ
日　時
テーマ
講　師

　令和 3 年度も自治体に勤務する保健師は、コロナ感染

症やコロナワクチンの接種等に振りまわされた日々だと

思います。このことを受けて、保健師職能委員会もコロ

ナに関する研修会と、若手の保健師を対象に交流会を実

施しました。コロナの対応と従来からの業務の超多忙の

中でも、参加していただき、心から感謝しております。

　令和4年度は「after　コロナ」として、従来の業務をより一層バージョンアップした活動につながると考えています。

保健師活動は、少子高齢化の進展や国民の保健医療ニーズの多様化や複雑化、自然災害やコロナをはじめとする感染

症の拡大などの健康危機が頻発する中で、健康レベルやライフサイクルに応じて、可能な限り住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを最期まで続けることを支援することが期待されています。地域包括システムに焦点を当て、保健師職

能委員として地域包括支援センターの保健師の方をメンバーとして迎えました。

　今年度の保健師職能の活動では、助産師職能とともに「母子の地域包括ケアシステム」の推進を目指しての研修会と、

特定保健指導等で保健行動変容の基本となる「ナッジ理論」の研修会を計画しております。さらに保健師の会員拡大

に向けて、年度初めに各市町村と保健所に、会員募集の案内も出したところです。

　また、今年度は、「保健師の活動基盤に関する基礎調査」の年でもあり、「after コロナ」の中の保健師の人材確保や

育成にも焦点が当てられます。今後も、保健師職能委員会では保健師活動のさらなる充実・強化や、専門性を発揮し

つつ安心して働き続けられる環境づくりを目指して、取り組んでいこうと思います。

保健師 職能だ りよ 10月22日（土）　13：30～16：30
保健指導に活かすナッジ理論
山形県立中央病院青森県立保健大学大学院　客員教授
株式会社キャンサースキャン　顧問　竹林　正樹 氏

保健師職能の充実と推進に向けて

委 員 長
山形支部
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
置賜支部

後　藤　順　子
鈴　木　友里絵
松　浦　由美子
野　口　美也子
東海林　久　美
庄　司　由　貴
大　木　陽　子

山形県難病相談支援センター
中山町役場
河北町役場
済生会なでしこ地域包括支援センター
最上町役場
庄内保健所
白鷹町役場

保健師職能委員（7名）

＜看護師職能委員会Ⅰでは、以下の重点活動を展開してまいります＞

保健師職能委員長 後藤　順子

研修会のお知らせ
日　時
保健師職能・助産師職能合同研修
テーマ

講　師

　山形県の周産期医療の現状は、少子化が進む中、ハイ

リスク妊産婦の増加・晩婚化・晩産化・長引くコロナ禍

の影響による育児の孤立化など、妊産婦を取り巻く環境

が大きく変化してきています。業務に携わる助産師に

は、妊産婦の多様なニーズに応えられるよう、役割発揮

することが期待されています。助産師職能の活動では、

母子のための地域包括ケアの理解を深め妊娠期から子育

て期まで切れ目ない効果的な支援を行うために、各職能

と連携をとりながら母子保健推進を図っていきたいと思

います。

　助産実践能力の向上と助産力を発揮できるよう、また

安全で安心な分娩環境の確保のために皆様の意見を集約

し提言していきます。会員の皆様のご協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。

助産師 職能だ りよ 8月27日（土）　13：30 ～ 16：30

母子のための地域包括ケアシステム推進
～はじめの一歩・母子のための地域包括ケアについて学ぼう～

母子のための地域包括ケアシステム推進に向けて

委 員 長
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
置賜支部
置賜支部

吉　田　宏　井
太　田　久　美
島　貫　女久美
矢　口　さなえ
遠　藤　里　美
後　藤　志津代
鈴　木　美　恵

山形県立中央病院
山形済生病院
山形市立病院済生館
山形県立新庄病院
鶴岡市立荘内病院
米沢市立病院
マザー＆ベビーケアサロンままのて

助産師職能委員（7名）

助産師職能委員長 吉田　宏井
・日本看護協会　常任理事
・JA高知病院　助産師主任

＜県内の事例報告＞

井本　寛子 氏
齋藤真由美 氏

・白鷹町健康保険福祉センター　保健師
・山形済生病院　看護師長

大木　陽子 氏
岸　あきこ 氏

研修会のお知らせ
日　時
テーマ
講　師

　近年、新型コロナウイルス感染症の影響で、病院の環

境は大きく変化しました。患者さんは来院時の問診や体

温測定、入院中の面会制限によるご家族との隔たりなど

ご不自由を感じていると思います。また、看護師も感染

に対する不安やストレスを感じながらも、通常業務に加

え感染対策や検査対応、感染者の受け入れなど増加した

業務に一生懸命に取り組んでいます。

　地域に「つながる看護」を実践していくために、まずは看護師が生き生きと働き続けられ、さらに看護力を高めて

いけるように取り組んでいきたいと思います。現場の皆様の声を届けてくださいますようご協力をお願いいたします。

一緒に看護の専門性・独自性を再確認して、看護が担う役割を病院から地域に開き発信していきましょう。

看護師 職能Ⅰだ りよ

看護師 職能Ⅱだ りよ

10月25日（火）　10：00 ～ 16：00
レジリエンス～折れない心で生き生きと働けるために～
オフィスナースナレッジ　江口　智子 氏

「地域包括ケア推進に向けて、看護師が
生き生きと働きその役割を発揮できる」に向けて

委 員 長
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
庄内支部
置賜支部

全支部から
全支部から

丸　山　　　邦
木　村　典　子
大　原　千代美
高　久　由　加
矢　島　理　江
加　藤　美津樹
加　藤　　　匠
笹　原　真　樹
今　野　幸　子

鶴岡市立荘内病院
山形市立病院済生館
山形県立河北病院
山形県立新庄病院
日本海総合病院
庄内余目病院
公立置賜総合病院
篠田総合病院
本間病院

看護師職能委員Ⅰ（9名）

看護師職能Ⅰ委員長 丸山　　邦

研修会のお知らせ
日　時
テーマ

講　師

　昨年度は、看護職の質向上、多職種連携強化、看看連

携強化、感染対策教育強化という目標を掲げ活動を展開

してきました。その中で「中小規模施設・介護施設で働

く看護師のための研修―安全安楽な移乗と未来を拓くポ

ジショニングー」を企画・実施し、コロナ禍ではありま

すが感染対策を図りながら 29 名の参加がありました。

研修会の演習として移乗や背抜きなどを全員が体験する

ことができ、支援される側の気持ちを感じることで、今

後のケアに活かしています。

　本年度はポジションニングに関してより実践的な内容

を加え、質の向上が図れるよう展開してまいります。

　活動推進のために皆様からのご意見とご協力をお願い

いたします。

9月24日（土）　13：00 ～ 16：30
中小規模施設で働く看護職のための研修
ー安楽と心地よさにはたらきかける！
　　　　　　未来を拓くポジションニングと移動支援ー

高齢者と地域の人々に寄り添う
ナースのための職能Ⅱ

委 員 長
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
置賜支部
置賜支部

須　藤　美和子
開　沼　佳代子
宮　地　康　子
長　岡　由　美
齋　藤　知　子
宮　崎　陽　子
井　上　美智子

訪問看護ステーションまいづる
特別養護老人ホームやまのべ荘
羽陽学園短期大学
町立金山診療所
特別養護老人ホーム寿康園
特別養護老人ホームさいわい荘
介護老人保健施設サンプラザ米沢

看護師職能委員Ⅱ（7名）　

看護師職能Ⅱ委員長 須藤美和子
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻・看護学科
地域看護学講座在宅看護学　教授 松田　友美 氏

変化の時代を生き抜くため、困難や困りごとへの向き合い
方、支援について学び、逆境から回復するために看護職に求
められている対応力、適応力について一緒に学びましょう。

１．看護師職能を取り巻く現状と課題の明確化と対策の検討 
２．地域包括ケアシステム推進に向けた病院看護師の地域につなげる看護の強化
３．新型コロナウイルス感染症についての情報交換と課題の明確化
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研修会のお知らせ
日　時
テーマ
講　師

　令和 3 年度も自治体に勤務する保健師は、コロナ感染

症やコロナワクチンの接種等に振りまわされた日々だと

思います。このことを受けて、保健師職能委員会もコロ

ナに関する研修会と、若手の保健師を対象に交流会を実

施しました。コロナの対応と従来からの業務の超多忙の

中でも、参加していただき、心から感謝しております。

　令和4年度は「after　コロナ」として、従来の業務をより一層バージョンアップした活動につながると考えています。

保健師活動は、少子高齢化の進展や国民の保健医療ニーズの多様化や複雑化、自然災害やコロナをはじめとする感染

症の拡大などの健康危機が頻発する中で、健康レベルやライフサイクルに応じて、可能な限り住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを最期まで続けることを支援することが期待されています。地域包括システムに焦点を当て、保健師職

能委員として地域包括支援センターの保健師の方をメンバーとして迎えました。

　今年度の保健師職能の活動では、助産師職能とともに「母子の地域包括ケアシステム」の推進を目指しての研修会と、

特定保健指導等で保健行動変容の基本となる「ナッジ理論」の研修会を計画しております。さらに保健師の会員拡大

に向けて、年度初めに各市町村と保健所に、会員募集の案内も出したところです。

　また、今年度は、「保健師の活動基盤に関する基礎調査」の年でもあり、「after コロナ」の中の保健師の人材確保や

育成にも焦点が当てられます。今後も、保健師職能委員会では保健師活動のさらなる充実・強化や、専門性を発揮し

つつ安心して働き続けられる環境づくりを目指して、取り組んでいこうと思います。

保健師 職能だ りよ 10月22日（土）　13：30～16：30
保健指導に活かすナッジ理論
山形県立中央病院青森県立保健大学大学院　客員教授
株式会社キャンサースキャン　顧問　竹林　正樹 氏

保健師職能の充実と推進に向けて

委 員 長
山形支部
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
置賜支部

後　藤　順　子
鈴　木　友里絵
松　浦　由美子
野　口　美也子
東海林　久　美
庄　司　由　貴
大　木　陽　子

山形県難病相談支援センター
中山町役場
河北町役場
済生会なでしこ地域包括支援センター
最上町役場
庄内保健所
白鷹町役場

保健師職能委員（7名）

＜看護師職能委員会Ⅰでは、以下の重点活動を展開してまいります＞

保健師職能委員長 後藤　順子

研修会のお知らせ
日　時
保健師職能・助産師職能合同研修
テーマ

講　師

　山形県の周産期医療の現状は、少子化が進む中、ハイ

リスク妊産婦の増加・晩婚化・晩産化・長引くコロナ禍

の影響による育児の孤立化など、妊産婦を取り巻く環境

が大きく変化してきています。業務に携わる助産師に

は、妊産婦の多様なニーズに応えられるよう、役割発揮

することが期待されています。助産師職能の活動では、

母子のための地域包括ケアの理解を深め妊娠期から子育

て期まで切れ目ない効果的な支援を行うために、各職能

と連携をとりながら母子保健推進を図っていきたいと思

います。

　助産実践能力の向上と助産力を発揮できるよう、また

安全で安心な分娩環境の確保のために皆様の意見を集約

し提言していきます。会員の皆様のご協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。

助産師 職能だ りよ 8月27日（土）　13：30 ～ 16：30

母子のための地域包括ケアシステム推進
～はじめの一歩・母子のための地域包括ケアについて学ぼう～

母子のための地域包括ケアシステム推進に向けて

委 員 長
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
置賜支部
置賜支部

吉　田　宏　井
太　田　久　美
島　貫　女久美
矢　口　さなえ
遠　藤　里　美
後　藤　志津代
鈴　木　美　恵

山形県立中央病院
山形済生病院
山形市立病院済生館
山形県立新庄病院
鶴岡市立荘内病院
米沢市立病院
マザー＆ベビーケアサロンままのて

助産師職能委員（7名）

助産師職能委員長 吉田　宏井
・日本看護協会　常任理事
・JA高知病院　助産師主任

＜県内の事例報告＞

井本　寛子 氏
齋藤真由美 氏

・白鷹町健康保険福祉センター　保健師
・山形済生病院　看護師長

大木　陽子 氏
岸　あきこ 氏

研修会のお知らせ
日　時
テーマ
講　師

　近年、新型コロナウイルス感染症の影響で、病院の環

境は大きく変化しました。患者さんは来院時の問診や体

温測定、入院中の面会制限によるご家族との隔たりなど

ご不自由を感じていると思います。また、看護師も感染

に対する不安やストレスを感じながらも、通常業務に加

え感染対策や検査対応、感染者の受け入れなど増加した

業務に一生懸命に取り組んでいます。

　地域に「つながる看護」を実践していくために、まずは看護師が生き生きと働き続けられ、さらに看護力を高めて

いけるように取り組んでいきたいと思います。現場の皆様の声を届けてくださいますようご協力をお願いいたします。

一緒に看護の専門性・独自性を再確認して、看護が担う役割を病院から地域に開き発信していきましょう。

看護師 職能Ⅰだ りよ

看護師 職能Ⅱだ りよ

10月25日（火）　10：00 ～ 16：00
レジリエンス～折れない心で生き生きと働けるために～
オフィスナースナレッジ　江口　智子 氏

「地域包括ケア推進に向けて、看護師が
生き生きと働きその役割を発揮できる」に向けて

委 員 長
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
庄内支部
置賜支部

全支部から
全支部から

丸　山　　　邦
木　村　典　子
大　原　千代美
高　久　由　加
矢　島　理　江
加　藤　美津樹
加　藤　　　匠
笹　原　真　樹
今　野　幸　子

鶴岡市立荘内病院
山形市立病院済生館
山形県立河北病院
山形県立新庄病院
日本海総合病院
庄内余目病院
公立置賜総合病院
篠田総合病院
本間病院

看護師職能委員Ⅰ（9名）

看護師職能Ⅰ委員長 丸山　　邦

研修会のお知らせ
日　時
テーマ

講　師

　昨年度は、看護職の質向上、多職種連携強化、看看連

携強化、感染対策教育強化という目標を掲げ活動を展開

してきました。その中で「中小規模施設・介護施設で働

く看護師のための研修―安全安楽な移乗と未来を拓くポ

ジショニングー」を企画・実施し、コロナ禍ではありま

すが感染対策を図りながら 29 名の参加がありました。

研修会の演習として移乗や背抜きなどを全員が体験する

ことができ、支援される側の気持ちを感じることで、今

後のケアに活かしています。

　本年度はポジションニングに関してより実践的な内容

を加え、質の向上が図れるよう展開してまいります。

　活動推進のために皆様からのご意見とご協力をお願い

いたします。

9月24日（土）　13：00 ～ 16：30
中小規模施設で働く看護職のための研修
ー安楽と心地よさにはたらきかける！
　　　　　　未来を拓くポジションニングと移動支援ー

高齢者と地域の人々に寄り添う
ナースのための職能Ⅱ

委 員 長
山形支部
山形支部
最北支部
庄内支部
置賜支部
置賜支部

須　藤　美和子
開　沼　佳代子
宮　地　康　子
長　岡　由　美
齋　藤　知　子
宮　崎　陽　子
井　上　美智子

訪問看護ステーションまいづる
特別養護老人ホームやまのべ荘
羽陽学園短期大学
町立金山診療所
特別養護老人ホーム寿康園
特別養護老人ホームさいわい荘
介護老人保健施設サンプラザ米沢

看護師職能委員Ⅱ（7名）　

看護師職能Ⅱ委員長 須藤美和子
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻・看護学科
地域看護学講座在宅看護学　教授 松田　友美 氏

変化の時代を生き抜くため、困難や困りごとへの向き合い
方、支援について学び、逆境から回復するために看護職に求
められている対応力、適応力について一緒に学びましょう。

１．看護師職能を取り巻く現状と課題の明確化と対策の検討 
２．地域包括ケアシステム推進に向けた病院看護師の地域につなげる看護の強化
３．新型コロナウイルス感染症についての情報交換と課題の明確化
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▲ 山形学院高等学校のハンドベルの
　 音色に癒されました

▲ PRバスが山形県看護協会会館に来ました

▲ 看護職への応援メッセージ
　 記入コーナー

▲ DMAT カー展示

▲ PRバスが山形大学医学部附属病院を訪問

▲ 赤ちゃん人形ふれあいコーナー

▲ 進路相談コーナー

▲ 健康相談コーナー

▲ 看護の仕事 DVDコーナ
ー

昨年同様「看護の日」
のイベントは各職場
のパネル制作のみと
なりました。各職場の
特色を1つのパネルに
凝縮して丹精こめて
作成しております。職
場の入り口に掲示し
て患者さんをお迎え
しております。

米沢市立病院

「看護の日」のポス
ターです。今年も
子供たちの作品
が、たくさん集ま
りました。

日頃の感謝の気持
ちを心を込めて描
いてくれました。

山形県立中央病院
看護の日週間ということで、病院正面玄関
にお花とナイチンゲールの像を飾りまし
た。時代が変わっても看護の心はナイチン
ゲールの時代と変わりません。写真では分
かりにくいのですが、ナイチンゲール誓詞
も像の下に掲示しました。改めて読み返
し、看護師という誇りと使命感を再確認し
ました。来院した患者さんは立ち止まって
見てくださり、また、写真をとられる方も
おりました。

山形市立病院済生館

東北中央病院 山形県立河北病院

令和4年度
施設における

看護の日
～伝えよう 看護の魅力 つなげよう 看護の心～
山形県看護協会「看護の日フェア2022」開催‼ 5月12日は看護の日　看護週間5/8 ～ 5/14

マスクをしたナ
イチンゲールも
コロナの収束を
願っています。

当院では『看護の日・看護週間』の催しとし
て、看護の心を届けるために、マーガレッ
トのお花を飾り、『看護の日』の由来につい
て掲示し、多くの方に『看護の日』を知って
いただく機会となりました。

　5月13日（金）やまぎん県民ホールイベント広場にて、「看護の日フェア2022」を開催しました。
　このイベントは、看護の仕事や魅力を知ってもらい、若者の職業選択に繋げてほしいという目的で行った
ものです。当日は、「看護の日」のロゴマークがデザインされたPRバスが、山梨⇒長野⇒群馬⇒新潟をまわって
山形に到着し、イベントを盛り上げました。
　看護への道の進路相談、看護の仕事の紹介、先輩看護職から若者へのメッセージ、DMATCarの展示と活
動紹介、新生児モデル人形とのふれあいなどのコーナーに、高校生を中心に多くの方の参加がありました。
新生児モデル人形を抱いて「おもっ」「こんなに重いの」とびっくりしていたり、DMAT看護師の説明を熱心
に聞く姿も見られました。
　山形県の看護職人材の安定的確保を目的に試算したデータによると、3年後には県内で1万7400人あま
りの看護従事者が必要とされており、実際には約650人が不足するという予測が出ています。
　来場した高校生や中学生の中には看護職を目指している方が多くおられ、大変心強く思いました。また、
真剣に「看護職への応援メッセージ」を記入している姿にも感動しました。

当院では看護週間の事業として、外来
ホールにフラワーアレンジメントと看
護部職員の子供達が描いた絵を展示し
ました。
フラワーアレンジメントは全体的に穏や
かで優しい感じの中にもひまわりの力強
さを感じ元気づけられます。また、子供達
のかわいらしい絵にはとても癒され笑顔になります。
また入院患者さんから早く元気になってもらえるよ
う、お寿司からロールケーキまで全て手作りの特別
メニューを準備しました。

山形県立新庄病院 鶴岡市立荘内病院
毎年看護週間に合わせて、正面玄関
ホールに花を飾っています。患者さん
や職員の皆さんが、きれいな花に癒さ
れていました。
また、看護の日に合わせて開催してい
る「ナイチンゲール生誕記念講演」は、
コロナの影響で3年間中止していま
す。来年は開催できることを願ってい
ます。

当院では看護の日・看護週間に
『大切な人に届けたい看護の心』
というテーマで、自分が看護す
る上で大切にしている想いを
ハートのメッセージカードに記
入し、看護を振り返る機会とし
ました。患者さま一人ひとりに
寄り添い、心かよう看護を大切
にしています。そして、この想い
を未来へつないでいきます。　

山形県立こども医療療育センター 山形大学医学部附属病院
今年も看護の日に花
を飾りました。
他職種の方も足を止
めて見てくださり、
癒されて会話が弾み
ました。

「かんごちゃん」と「キティちゃん」がかわいかったです。きっと多くの
人に「看護の魅力」が届いたと思います。夢が叶いますように

来年度は様々なイベントが
できることを期待して

＜これからの看護を担う期待の若手看護師と看護学生＞

大沼　陽子　　村山　弥生広報委員
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山形県ナースセンターだより
ナースセンター相談員が

すばやく・丁寧に対応！
手軽に相談できる！

予約不要！

対面や電話での相談が難しい方は、ぜひご活用ください。

メッセージの送信例は
こちらを参考にしてください。

秘密厳守で対応します！

【チャットによる相談の注意点】

【主な研修内容】
★新型コロナ感染対策に必要な基礎知識、標準予防策、感染経路別予防策、
　ワクチン接種後の副反応、経過観察のポイント（エピペンの使用方法等）　等
★シリンジ採血・真空管採血・静脈内注射・点滴静脈内注射
★心電図モニタの装着と計測
★吸引（口腔内・鼻腔内・気管切開）

もっとスキルアップしたい方
未就業の方、3ヵ月以内に退職予定の方、こちらの研修もオススメです

※集合研修です（定員があります）※

「山形県ナースセンター LINE 公式アカウント」

ができるようになりました！
チャットによる相談

山形県ナースセンターでは、「山形県ナースセンター LINE 公式アカウント」を開設しております。
今回、LINE 公式アカウントでの「チャットによる相談」ができるようになりました。すばやく・丁寧に、
ナースセンター相談員が対応しますので、対面や電話等の相談が難しい方は、ぜひご活用ください。

山形県ナースセンターでは、新型コロナウイルス感染症に関する知識や
看護技術を学ぶことにより、スキルアップを図ることを目的とした
「潜在看護職のスキルアップ研修会」を開催します。
新型コロナウイルス感染症関連業務に従事している方等を対象に県内
各地の病院等で予定しています。

県内のハローワーク等を会場に開
催している「看護の仕事相談会」。看
護職または看護職を目指す方、看護
職をお探しの求人施設の相談に応
じています。感染防止対策を十分に
おこないながら、対応させていただ
きます。お気軽にご相談ください。

※研修に日程・開催時間・お申込み方法等は、山形県看護協会ホームページをご
覧いただくか、山形県ナースセンターLINE公式アカウントでお知らせします。

★初めてのチャットでのお問合せをされる方は、下記をご熟読の上、「氏名（ふりがな）・生年月日・相談内容」を
山形県ナースセンター LINE公式アカウントのメッセージでお送りください。

★相談対応時間・・・月～金曜日（祝祭日を除く）　9:00 ～ 16:00
　　　　　　　　 時間外の対応につきましては、翌営業日の対応となりますので、ご了承ください。
★相談集中時は、お待たせする場合があることをご了承ください。お申込み順に対応させていただきます。
★ご相談が長引く場合には、電話やメールで対応させていただく場合があります。
★本相談については、紛争解決や企業への指導は行なっておりません。ご相談の内容によって他のサービスや

他機関をご案内することがあります。
★ご利用者様の同意がない限り、個人情報や相談内容を第三者に公開することはありません。ただし、ご利用

者様の身体や命に危険があると判断した時など、緊急の場合には、ご利用者様の了承が得られなくとも、
相談内容を含む個人情報を関係機関に共有する場合があります。

★相談内容や相談画面を、当センターの許可なく、無断で公開・転送・転載することはできません。
★システム関連のトラブル等、予期せぬ事態で、ご相談に支障が出る場合があることをご了承ください。

（例）
♦ 山形　看子（やまがた　かんこ）
♦ 1993.9.1
♦ ｅナースセンターのパスワードを忘れたので
 　再設定を希望します。

LINE 公式アカウントへのお友達登録がまだの方は、
こちらから

↓↓↓↓↓↓↓↓

お友達登録
お願いします

！

※無料電話は使用できません。お電話でのお問い合わせは、
　山形県ナースセンター（023-646-8878）までご連絡ください。

「潜在看護職のスキルアップ研修」
～開催のご案内～

看護職の仲間と最新の医療や看護について
一緒に学んでみませんか！

★看護の仕事相談会★
情報コーナー

※予約不要です
（マザーズジョブサポートのみ予約制）

（マザーズジョブサポート山形：023-665-5915、
マザーズジョブサポート庄内：0234-28-8061、

山形県ナースセンター：023-646-8878 まで
事前にお電話で予約してください）

令和4年度　潜在看護師等復職研修

山形県ナースセンターでの相談は…「予約制」です

★病院等施設実地研修
★ｅラーニングを活用した復職支援研修

現在、
受講者募集中です！

現在、ナースセンター（山形市松栄）での相談は、予約制としています。事前に申込していた
だくほか、当日の空き状況に応じ相談も可能です。対面やZoomでの相談の場合は、ご予約
ください（予約なしの場合は、お待ちいただくか、後日相談日を設定させていただきます）。
（ハローワーク等における相談は、予約不要です（マザーズジョブサポート山形・庄内を除く））。

・山形県ナースセンター LINE公式アカウント
・メール（yamagata@nurse-center.net）
・電話（023-646-8878）

ご予約お待ちしています！

〒990-2473
山形市松栄1丁目5番45号

yamagata@nurse-center.net

TEL：
FAX：

023-646-8878
023-643-5727

山形県ナースセンター
【お問合せ先】

スキルアップしたい方必見！
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審議事項

審議事項

審議事項

1.令和３年度事業報告・決算及び監査報告について
２．令和３年度各支部の事業報告及び収支報告
３．令和４年度山形県看護協会外部監事の選任（案）について

４．令和４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（最終）について
５．令和４年度選挙管理委員会の構成メンバー（案）について
６．令和４年度山形県看護協会通常総会及び職能合同研修会の運営について

理事会等の開催報告

令和4年6月17日（金）　第２回理事会

令和4年5月23日（月）　第１回理事会

令和4年6月24日（金）　第３回理事会

令和4年４月～6月下旬の山形県看護協会事業実施状況
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　今年は例年になく早い梅雨明けとなりました。
　また、花笠まつりなどイベントが再開され、日常が取り戻されつつあります。医療従事者にとっても、リフレッシュ
できる夏になるといいですね。

山
形
い
ぶ
き
　
第
158

号
　
編
集
／
広
報
委
員
会
　
発
行
／
令
和
4
年
7
月
31
日
　
公
益
社
団
法
人
山
形
県
看
護
協
会
　
〒
990-2473　

山
形
市
松
栄
1-5-45（

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
ソ
フ
ト
パ
ー
ク
山
形
内
）TEL023-685-8033

14日

19日
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19日

31日

（木）
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2日
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17日
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30日
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（金）

（火）
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山形県新型コロナ克服・創造山形県民会議

山形県保健師助産師看護師実習指導者講習会開講

manaable 施設対象説明会

「看護の日フェア」イベント開催

山形県保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）開講

庄内地域看護管理者ネットワーク会議（Web会議）

山形県保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）閉講

置賜地域看護管理者会（Web会議）

令和４年度山形県看護協会通常総会並びに職能合同研修会

山形県保健師助産師看護師実習指導者講習会閉講

東南村山地域施設等看護管理者ネットワーク会議

……………………〈承認〉
…………………………〈承認〉

…………〈承認〉
…………………〈承認〉

…………〈承認〉
…〈承認〉

１．令和４年度理事会の日程について
２．令和４年度山形県健康福祉部との業務推進懇談会について

3．令和４年度山形県看護協会
　　　　　「地域の看護力強化支援事業」申請書の選考

……………………………………〈承認〉
………〈承認〉 ……………〈承認〉

……………………………………………………〈承認〉
…………………………………………………〈承認〉

1.副会長の選定（案）
2.常任理事の選定（案）

時短
レシピ

カンタン！
シリーズ

9 作り方

インフォメーション

◆ 山形県看護協会休館のお知らせ
　今年度、夏季一斉休暇のため右記期間は会館が休館となります
のでご了承ください。
　令和４年度より、山形県看護協会会館・看護研修センターは
土曜日休館とさせていただいております。

ブドウと季節の果物の炭酸ジュレ（2人分）

ボウルに粉ゼラチンを入れ、水でふやかしておく
鍋にジュース、砂糖をいれて温めて火を止めてから
レモン汁、（１）のゼラチンを加えてよく混ぜて溶かす
こし器で（２）のゼリー液をこしながらボウルに移し、
時々混ぜながらボウルを冷やす。
よく冷やした炭酸水を（３）に注ぎ入れて混ぜ、ラップ
をかぶせて６０分冷やす
器に（４）のゼリーとブドウ等季節の果物を入れ、きれ
いに盛り付ける。

①
②

③

④

⑤

材　料 

果汁100％ジュース　150ml
粉ゼラチン　4グラム
水　大さじ2
砂糖　適量
レモン汁　小さじ1/2
炭酸水　50ml
ブドウ　または季節の果物　適量

令和4年 8月11日(木・祝)～15日(月)


