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もりおか往診ホームケアクリニック

チームもりおか研修会

スタッフ

あなたの施設 を
紹介してみませんか?
貴施設の特徴等、一言添えて「いわての看護」の表紙に
写真とあわせて紹介頂きたいと思います。
お気軽にお申し込みください。
詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.iwate-kango.or.jp

「もりおか往診ホームケアクリニック」は、訪問診療をはじめ、外来、病棟、通
所リハビリの4つの部門があります。私たちは、患者様が安心して生活できるこ
とを目標とし、患者様の「住み慣れた地域で過ごしたい」という希望に寄り添い、
日々様々な面からサポートしています。病棟部門においては、介護疲れを癒やす
ためのレスパイト入院や、症状緩和が必要なかたの入院を行っており、回復後、
自宅や施設へ戻られています。また「チームもりおか」は、在宅医療・介護が提
供できる体制をつくる活動や、地域との連携、定期的に研修会の企画、運営を行っ
ています。在宅での生活に不安のある方の相談もお受けしていますのでどうぞご
相談ください。

緩和ケア認定看護師 和賀 初美

岩手県看護協会会員数及び災害支援ナース登録者数の動向
保

助

看

准看

計

328人 305人 6,357人 176人 7,166人

訪問診療

令和元年度災害支援ナース登録者数

90人

（令和元年7月7日現在）

岩手県看護協会通常総会を終えて


公益社団法人岩手県看護協会

会長

及川 吏智子

平成から令和へと元号が変わり新たな時代を迎え
ました。
時代の変化を見据え、社会からそして、会員の皆

３．保健・医療・福祉連携における看護の機能強化

様から信頼される職能団体を目指し、活動してまい

1）看護職間の連携・強化

りたいと思っております。

2）地域の看護職のネッワーク強化

去る 6 月15日に令和元年度岩手県看護協会通常総
会を開催いたしました。報告事項及び議決事項が報

3）訪問看護領域で働く看護職の確保に向けた取
り組み推進

告・協議され承認されました。また、令和元年度の
改選役員等の選挙が行われ、新体制のもとで協会運

４．組織強化

営がスタートいたしました。皆様のご協力をいただ

1）会員拡大に向けた取り組みの強化

き、無事終了することができましたことに、感謝申

2）支部機能の充実・強化

し上げます。
今年度は、以下の 4 項目を重点事業とし取り組ん
でまいります。

2025年を見据え、医療提供体制が大きく変化し、
看護職への役割期待が高まっています。地域包括
ケアの重要な担い手として、看護職一人ひとりが

１．看護職の実践能力の向上・専門性の発揮とその
体制整備への支援
1）看護職のキャリア開発・質向上の支援

高い実践力を身に付け、専門性を発揮できるよう
支援してまいります。
また、看護の将来ビジョンの達成に向けて、
「生

2）地域で働く看護職の資質向上を図るための支援

活」と保健・医療・福祉をつなぐ看護を実践するた

3）保健師のキャリアラダーの周知

めに看護職のネッワーク構築に取り組んで

4）新たな認定看護師制度の普及

いきたいと考えています。
組織力を強化し、活動の充実に努め

２．看護職の労働環境の整備の推進

てまいりますので、今年度も変わらぬ

1）
「ワーク・ライフ・バランス」の取り組み推進

ご支援ご協力を

2）看護職の就業促進

お願い申し上げます。

3）看護職確保における関係団体との連携強化
4）看護師等の届け出制度周知・登録促進

2019年度日本看護協会長表彰を受賞して


岩井 敦子

2019年度日本看護協会通常総会において、岩手県看護協会からの推薦により日本看護協会
長表彰を頂戴いたしました。
私は、協会会員となって44年目になります。協会活動のスタートは準備委員でしたが、最

後の副会長としての 6 年間は、前々会長の佐々木様、前会長の兼田様のご指導と、協会事務局、役員の皆様、
多くの会員の皆様のご支援をいただき務めることができました。心から感謝致しております。
今年度の通常総会・全国職能交流集会は数年ぶりの参加でしたが、いつの時代も変わらぬ熱気に満ちた討
議が行われ、協会活動のパワーと存在意義を改めて実感いたしました。その熱気を頂き、今後も協会の事業
に協力していきたいと考えております。
この度は本当にありがとうございました。
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令和元年度

（公社）
岩手県看護協会役員紹介
副会長／奥寺 三枝子
「地域包括ケアシステムの構築」
「人材育成」の
キーワードを念頭に置き、4年目を頑張ります。

副会長／安保 弘子
何事にも真摯に向き合い、役割を発揮していき
たいと思いますのでよろしくお願いします。

みなさんの
“モットー”と共に

准看護師理事／中村 八百子
准看護師養成の停止を目指し、進学支援・研修
参加を勧めていきます。

盛岡地区理事／藤根 美知子
「生命のケア」をマネジメントする看護職の連
携を推進します。

専務理事／北村 和子

花巻地区理事／鎌田 智恵子

健康管理に留意し、事業の周知と組織強化に努
めます！

会員相互の交流と連携が図れるように努力した
いと思います。

常務理事／菊池 田鶴子

北上地区理事／柴田 まつみ

看護の質保証推進を踏まえた継続教育事業の企
画推進に努めます。

地域の連携を大切にし、楽しい支部活動ができ
るよう頑張ります。

常務理事／遠藤 ミネ子

奥州地区理事／遠藤 恵

微力ですが看護協会の発展に寄与できるよう努
めてまいります。

活発な支部活動を目指し、役員一丸となり取り
組んで参ります。

書記理事／福島 京子

一関地区理事／岩本 礼子

明るく、楽しく、書記理事としての職務が果た
せるよう頑張ります。

新役員と協力しながら、役割が果たせるよう取
り組んで参ります。

書記理事／伊藤 嘉子

大船渡地区理事／鈴木 郁子

日々、老化と戦いながら清く・正しく・美しく
を目標に頑張ります。

気仙地域の看護力の維持向上のため、組織力の
強化に取組みます。

会計理事／藤枝 純子

釜石地区理事／内野 邦江

これまでの役員としての経験を活かし、尽力し
て参りたいと思います。

釜石支部長・大槌町住民2年目。
皆と楽しく協力してがんばります。

会計理事／千葉 るり子

宮古地区理事／昆 紀代美

会員・役員の方と協力し、ベストを尽くし頑張
りたいと思います。

宮古支部役員と協力し、イベント等を盛り上げ
ていきたいと思います。

保健師職能理事／菊池 由紀

久慈地区理事／佐藤 ミヤコ

色々学んで、県内のネットワークを大事にして
いきます。

久慈支部長2期目です。今年度も組織強化の活
動を会員の皆様と一緒に取り組んでいきます。

助産師職能委員長／山口 裕子

二戸地区理事／長岡 里子

助産師の専門性の向上と妊娠・出産・子育て支
援に取り組んでまいります。

初めての活動ですが、他委員と共に支部活動を
盛り上げたいと思います。

看護師職能理事Ⅰ／田村 ヤス子

監事／川戸 多喜子

笑顔と語り合いを大切に、看護職の連携に取り
組んでまいります。

監事として３期目となりましたが残りの期間頑
張りたいと思います。宜しくお願いします。

看護師職能理事Ⅱ／畠山 美由紀

監事／小笠原 一行

職能Ⅱの組織力強化を目指し、連携に繋がる活
動に取り組んでいきます。

監事の小笠原です。
職責を果たせるよう成長していければと・・・

いわての看護
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報告

令和元年度岩手県看護協会通常総会
副会長

令和元年度岩手県看護協会通常総会は、
6月15日
（土）

4

奥寺 三枝子

及び予備代議員の選出について」の説明があり、推薦

に岩手県民会館中ホールで5,478名
（出席者370名、委

委員並びに令和２年度日本看護協会代議員及び予備代

任状5,108名）の参加の元に開催されました。

議員が挙手により賛成多数で承認されました。また、監

及川会長より、
「看護の力で健康な社会を！」をメイン

事 2 名のうち 1 名は、会員以外から会計制度に精通し

テーマにした Nursing Now キャンペーンがスタートしたこ

た方を会長が推薦し理事会の議決を経て総会で承認す

と、昨年度は創立70周年記念誌の発行、地域包括ケア

ることになっており、小笠原一行さんが賛成多数で承認

システムの構築に向けて看護職の連携強化、会員の加入

されました。その後、令和元年度改選役員の選挙が行

促進の活動、今年度も看護を取り巻く環境の変化を踏ま

われ、開票後、候補者全員が当選となりました。第 2 号

え、4 つの重点事業を掲げ活動すると概要説明がありま

議案「平成30年度決算 ( 案 ) 及び監査報告」は承認さ

した。また、7 月に第50回日本看護学会－急性期看護－学

れました。報告事項は 4 つで
「平成 30年度事業報告」
「令

術集会を岩手県で開催することなどの挨拶がありました。

和元年度事業計画」
「令和元年度資金収支予算及び収

続いて来賓の方々を代表して一般社団法人岩手県医

支予算」「令和 2 年度公益社団法人岩手県看護協会通

師会長 小原紀彰様から祝辞を頂きました。二年に一度

常総会開催地」について説明後、熱心にご審議いただ

行われる表彰は、長年にわたり岩手県看護協会活動に

きました。

貢献されたことで会長表彰 8 名、感謝状35名に贈呈さ

最後に新役員の紹介、旧・新役員からそれぞれ挨拶

れ、被表彰者を代表して高橋明美さんから謝辞がありま

があり、その後、参加者全員で綱領宣言、協会歌を合

した。

唱し総会は終了となりました。

今年度の総会は、9 時30分から13時の開催となりま

本総会で報告いたしました事業計画・予算で令和元

した。議長団選出後、第 1 号議案「令和元年度改選役

年度の事業を進めてまいりますので、会員皆様のさらな

員及び推薦委員並びに令和 2 年度日本看護協会代議員

るご支援・ご協力をお願いいたします。

いわての看護

報告

令和元年度岩手県看護協会職能合同集会
（前）保健師職能委員長

近年、医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、療養
の場は医療機関にとどまらず施設や自宅等に移行しつつ
あり、療養場所の拡大に伴い、治療や療養に対する価
値観も多様化し、看護職は人々の意思決定の場面に立
ち会う機会が増加しています。
そこで、今年度の職能集会は、三職能四委員会の合
同集会とし「意思決定を支援するために看護職に求めら
れる役割」をテーマに、各職能からの実践報告をもとに
意見交換を行いました。
（参加者は198名）
４名の講師の報告は、日々の活動に基づくもので、個
別の支援事例も交えた具体的な内容でした。
「地域で」
「小さな命を守る病棟で」
「がん患者さんの治療の現場
で」「在宅療養の場面で」
、活動のフィールドは異なって
も、看護職が人々の思いに心を寄せつつ、多様な価値
観を尊重しながら最善の支援方法を模索し努力している
ことを知りました。
そして、
その活動のキーワードとなるのが「連携」
であり、
関係者同士の連携にとどまらず、家族や住民との連携も
必要であること、また、情報を丁寧に集め、多職種でそ
の情報を共有することが重要であることを学びました。
人々が意思決定を求められる場面は、今後ますます増
加することが予想されます。
「どのように生きるか」
「人生の最終段階をどのように
過ごしたいか」など、人々が普段から話題にし、自分事
として考えられる社会の醸成に向けた取り組みが今後の

森川 一枝

合同集会終了後のアンケートでは95％の方
が満足し、意思決定を支援するための看護職の
役割について理解ができたとの回答をいただき
ました。
皆様からの感想です
●認知症高齢者が増えているなかで、ほとんど
家族が意思決定する機会が増えているが、そ
の選択が果たしてその人らしい人生を送る事
になるのか悩むことが多い。
●意思決定支援の難しさを感じている。考える
機会、情報共有の方法などできることが多く
あることに気づいた。
●地域で保健師や訪問看護師が、どのように意
思決定を支援し、その人が望む最善の方法を
求めて日々努力されていることを聞けて良
かった。
●それぞれの職種と領域における専門性を十分
に発揮した実践に感動した。多職種連携の大
切さを改めて感じた。
●対象者の心や思いを受け止め、支援していこ
うと思った。
●施設においての意思決定支援は難しい。参考
になることがたくさんあった。

課題であることが意見交換の中で共有されました。

いわての看護
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報告

2019年度公益社団法人日本看護協会通常総会
専務理事

今年度の日本看護協会通常総会は北海道函館市函館
アリーナで開催され、代議員 7 名と一般参加の役員で出
席しました。総会には代議員749名を含む2,481名が参加
し盛会でした。
日本看護協会長表彰は、全国から141名の方が受賞
しました。岩手県からは副会長職を務められた岩井敦子
様が受賞され誇らしく思いました。
福井トシ子会長は開会にあたり、国や社会の動向に
ついて医療・介護の分野で広範な内容の検討が進めら
れている事の報告をはじめ、2019年度の重点政策に関
する具体的な内容や、看護提供体制の構築が急務であ
ること、看護職の働き続けられる環境づくりにも取り組む
ことを述べ、結びに「看護の力で健康な社会の実現を！
Nursing Now！」と力強く挨拶されました。
第 1 号議案では名誉会員17名が承認され、第 2 号
議案では2019年度改選役員及び推薦委員の候補者全
員が選出されました。また、平成30年度事業報告、決
算報告及び監査報告、2019年度重点政策・重点事業
並びに事業計画、資金収支予算及び収支予算が各担当
理事から報告がありました。
質疑応答では代議員及び一般参加の会員32名から多

報告

全国職能交流集会

北海道・東北地区での開催は初めてとなった全国職
能交流集会は 6月7日、函館アリーナで行われ、全国か
ら2500名以上が参加しました。今年度は包括ケアシス
テムの構築が進む中で 職能を超えて連携と協働をいっそ
う推進するため、初めて3 職能 4 委員会合同の開催とな
りました。
井伊久美子副会長の挨拶の後、2019年度活動方針
について職能ごとに説明がありました。
特別講演では、福井トシ子会長より「地域包括ケアシ
ステムと看護の力」と題して、多様なニーズを持つ患者
が必要なケアを受けるためには、地域・組織を超えて
多職種・他機関の連携調整は不可欠と講演され、各地
域で看護職の連携を進めてまいりましょうと力強く話され
ました。
シンポジウムでは、
「地域包括
ケアをデザインする看護職の連
携」をテーマに、保健師職能か
らは保健所を事務局とした看護
の地域ネットワーク推進会議を定
例化した看護連携の実際につい
て、助産師職能からは香川県看
護協会で取組まれた院内助産シ
ステムの普及や助産師出向支援
について講演がありました。看
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北村 和子

数の質問と意見がありました。内容は、看護師の基礎
教育、認定看護師制度の再構築と役割拡大、准看護師
制度の取り組み課題、地域包括ケアにおける保健師の
確保対策、看護職が働く職場の勤務実態など、重点事
業を進めていくうえでの貴重な発言であり、岩手県の看
護協会事業を振り返りながら新たな取り組みも考えさせ
られた総会でした。

助産師職能委員長

山口 裕子

護師職能からは病院管理者の立場から看看連携を基盤
としたプロジェクトを結成し、顔の見える関係づくりを行っ
た取組みや高齢者および認知症支援者のための看護職
連携構築モデル事業の取組みについて、また、訪問看
護師として、まちのナースステーションを運営する立場か
ら、在宅療養者を支える看護師が担う役割について講演
がありました。
看護の将来ビジョンである「いのち・暮らし・尊厳を
まもり支える看護」を提供できる社会をつくるためには地
域包括ケアシステムの構築と推進は重要であり、あらゆ
る場で働く看護職が連携することの重要性を学ぶ機会と
なりました。
今後、日本看護協会ホームページや協会ニュースで交
流会の様子を知ることができますので、是非ご覧ください。

看

護

の

日

健康フェア
2019
2019年5月11日（ 土）いわて県民情報交流センター ア
イーナ 7階 小田島組☆ほ～ると4階 県民プラザにおいて
～看護の心をみんなの心に～をメインテーマに
「看護の日」
健康フェア2019が開催されました。2020年のナイチン
ゲール生誕200年に向けたキャンペーン『Nursing Now
看護の力で健康な社会を！』を掲げ、役員・委員の協力の
もと、多くの来場者を迎えることができました。例年好評
の血管年齢測定や骨密度測定には開場と共に多くの来場者
が向かい、健康への関心の高さを感じました。訪問看護・
介護相談のブースでは、担当者が来場者と時間をかけて話
し、高齢化社会を支えるための看護の心、ケアの心、助け
合いの心を分かち合う姿が印象的でした。ナース撮影会で
は親子で白衣と懐かしいナースキャップを着用し、
「看護
師に憧れていました」
と笑顔で記念撮影を行っていました。
県民の健康に対する意識の向上につながり、看護の心を届
けることができました。

いわての看護
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2020年はナイチンゲール生誕200年となる記念すべ
き年です。2020年に向けWHOとICNが賛同する世
界的なキャンペーンで、「看護の力で健康な社会を！」
メインテーマに日本看護協会・日本看護連盟が連携し
て取り組みます。

Nursing Now キャンペーンの目的

●看護職が社会に求められる役割を果たせるよう、
看護職が一丸となって取り組みを進める

Nursing Now

キャンペーン

●国民の看護職への関心を深め、人々の健康の向上
に向けた看護職の役割を理解していただく
これは日本看護協会の政策・事業を後押しするもの
です。
多くの看護職の皆さんにキャンペーンへのご賛同、
ご協力をお願い申し上げます。
★支部、職能委員会、委員会等で事業を行う時にキャ
ンペーンの説明をしましょう。

「看護の道」説明会
5 月30日（木）
、今年で 4 回目となる「看護の道」説

今回のアンケートの結果は次の通りでした。

明会がマリオス811会議室を会場に県内11校の中・高

①様々な養成所があり、整理できていなかったことが

等学校から14名の進路担当教員が参加し開催されまし

今日の説明会のおかげで理解することが出来た。

た。

②進路指導において、各学校の特徴、専門学校と大学

岩手県でも看護職の活躍する場が広がる中で、看護

の違いを考えさせるのに苦労しています。その点に

職の確保対策は喫緊の課題となっています。担当教員
が看護職の資格取得について進路指導する中で生徒に

③岩手県内のすべての看護学校について一度に説明し

分かりやすく説明できるよう県内の看護系大学、看護

て頂き非常にありがたい。今後の進路指導に活かし

師等養成所の協力を得て開催しています。

ていきたい。

説明会では、看護系大学、看護師等養成所から各学
校の理念、カリキュラム、国家試験合格率などの特徴
や修学資金貸付制度について詳しい説明があり、
「学
生と真に向き合い将来の展望を描きながら看護職の養
成にあたっている」と熱い思いも伝えられました。
高校教員からは「進路を決定する面談前に県内の看
護師等養成所の特色を知る良い機会となった。
今後は、
生徒の看護師になりたいという夢を実現するために役
立てて行きたい」との声が聞かれました。
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ついて教えて頂きありがとうございます。

いわての看護



（ナースセンター事業部

小田島 淳子）

認定看護師の活動

がん放射線療法看護認定看護師
岩手県立中央病院

似内 美紀

私がこの分野を選んだ
理由は、集学的治療や疼
痛コントロール、看取りに
関わり、様々な患者さんと
の出会いと別れを経験す
る中で、もっとできることは
ないか？知識がほしいと強
く感じたからです。そんな
時、上司から「放射線療法を受けている患者さんが
困っている」と認定看護師を薦められ、家族や職場
からの応援もあり、2017年に認定審査に合格すること
ができました。
本邦において放射線療法対象患者は、がん患者
の 3 分の 1と言われ、西日本は原爆などの歴史的背
景もあり研修会なども盛んですが、とりわけ北東北で
は放射線療法看護を学ぶ機会が少なく、看護学校で
は90分の講義のみの現状です。
また、看護師不在でも治療を進
められる特殊な分野でもありま
す。しかし、治療中の患者さん
に声をかけると「こんなに副作
用が辛いと思わなかった」「痛
みをなんとかして」「本当に効果
があるのか不安」など、様々な

苦痛や不安の訴えがあります。その中で「子どもに、
がんであることを話せていない」
「何とか生きたい」
「痛
み止めは使いたくない」など、日々の短い関わりの積
み重ねでも、信頼関係を築くことで、本当の思いや苦
しみを表出できることもあります。がん放射線療法看
護認定看護師として、不安な患者さんや、苦痛を抱
える患者さんに全人的な視点で寄り添い介入をするこ
とや、様々な苦痛を抱える患者さんに対し、最大の
治療効果が提供できるよう多職種で支え、放射線治
療完遂まで継続して関わることが大切だと考え実践し
ています。
この分野は、現在県内には 3 名、全国でも272名
と人数は少ないのですが、放射線治療による苦痛や
不安で困っている患者さんが多くいるのが現状です。
今後も、がん放射線療法看護認定看護師として、多
職種を含めたスタッフと共に、患者さんにとっての最善
のケアの提供をしていきたいと思います。何か相談が
ありましたら、遠慮なくご連絡ください。

「まちの保健室」健康講座のご案内
まちの保健室指導員

松戸 アサ子

令和元年度の一般市民を対象とした健康講座は、9月13日（金）10時より開催します。
会場は、プラザおでって３階大会議室です。（ホームページにも掲載）
今回のテーマは、
「寝たきりにならないための転倒予防について」～転ばぬ前の運動～と題して、
医療法人社団柊会 森整形外科 リハビリテーション科管理者 転倒予防士の田村昭洋氏を講師にお
迎えし、身体を動かしながらの講座です。
筋力アップや毎日継続したほうが良い運動について、
楽しみながら学びましょう。

多くの皆様の参加を、
お待ちしております。

いわての看護
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新たな認定看護師制度について
認定看護師制度は公益社団法人日本看護協会の資格制度

改正のポイント

として1996年創設されました。22年が経過し人口構造の変化、

新たな認定看護師制度の改正のポイントは、次の ２ 点です。

高齢化の進展に伴い複数の疾病を抱える対象が増加し、病態

①小児から高齢者まで、複雑化する疾病を抱える人々に対して

が複雑化するという疾病構造の変化、更に病院中心の医療か

急性期医療から慢性期医療に広く対応できる編成、地域へと

ら地域・在宅へ医療の場が移行するなど医療提供体制の転換

広がる医療ニーズに貢献できるとし、新たな認定看護分野を19

も図られてきた中、時代と共に移り変わる社会やニーズに沿い、

分野に再編成しています。② e ラーニングを併用した教育を実

求められる看護を提供できる認定看護師であることを鑑み再構

施し、すべての分野の教育に特定行為区分「栄養および水分

築に至っています。

管理に係る薬剤投与関連」（分野によっては １ ～ ３ 区分を追
加）を組み込み、時間数も現行の615時間以上から800時間程
度になります。

目 的
新たな認定看護師制度の目的は、特定の看護分野において、
熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を必

移行と移行支援

要とする対象に、水準の高い看護実践のできる認定看護師を

新たな認定看護師制度へ改定後も資格の名称は「認定看

社会に送り出すことにより、看護ケアの広がりと看護の質の向上

護師」とし、新たな認定看護師は特定行為研修を修了するた

を図ること、です。

め「特定認定看護師」を名乗ることができます。
現行の認定看護師認定審査は2029年迄、新たな認定看護

役

師の教育の開始は2020年から、認定審査は2021年から開始し

割

新たな認定看護師に求められる役割は、 １ ．特定の看護分

ます。新たな認定看護師の移行と移行支援、教育開始や更

野において、個人、家族及び集団に対して、高い臨床推論力

新等、新たな認定看護師制度に関する情報は日本看護協会
公式ホームページに掲載されていますのでご確認下さい。

と病態判断力に基づき、熟練した看護技術及び知識を用いて

（参考：制度再構築に関する説明会、新たな認定看護師制度

水準の高い看護を実践する。
（実践） ２ ．特定の看護分野に
おいて、看護実践を通して看護職に対し指導を行う。
（指導）

に関する説明会、公益社団法人日本看護協会ホーム

３ ．特定の看護分野において、看護職等に対しコンサルテーショ

ページ）

ンを行う。（相談）であり、目的・役割共に黄色のマーカー部
分が従来のものに加筆されています。

ご存知
ですか？

「看護職賠償責任保険制度」
病院・在宅・介護・福祉関係施設等で働く


看護職の皆さまへ、加入をおすすめします

看護職賠償責任保険制度は、日本看護協会会員専用（開業助産師を除く）の保険制度で、国内で看護職
が行う業務によって、他人の身体や財物に損害を与えたり、人格権を侵害したため、法律上負担しなけれ
ばならない損害賠償責任を補償します。

日本看護協会会員である看護職
が事故の当事者となった場合に
サポートしエンパワメントする
制度です。
掛け金は 1 年間で

2,650円
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この保険制度独自のサポート内容は
●日 常の看護業務上生じた医療安全に関わる出来事の相談対
応・支援
●医療安全に関する医療・看護情報の提供
●医療安全にかかわる研修会を参加費無料で開催
 詳細は日本看護協会ホームページ「サイト内検索」
「看護職賠償責任保険制度」
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平成30年度

岩手県ナースセンター

登録状況
保
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護
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計

登録・相談・就業状況報告

相談状況
師
師
師
師

求職者数
求人数
26 人
53 人
7人
10 人
493 人
1,065 人
86 人
28 人
612 人
1,156 人
＊平成30年度中央統計より

保
助
看
准
学

区 分
健
産
護
看 護
生
計

師
師
師
師
他

就業状況
区

分

保 健
助 産
看 護
准 看 護
計

師
師
師
師

常勤
0人
0人
30 人
5人
35 人

病院
非常勤
0人
1人
13 人
1人
15 人

計
0人
1人
43 人
6人
50 人

常勤
0人
0人
7人
2人
9人

診療所
非常勤
0人
0人
1人
1人
2人

計
0人
0人
8人
3人
11 人

求職相談
求人相談
90 件
139 件
44 件
47 件
2,608 件
2,983 件
534 件
203 件
5件
―
3,281 件
3,372 件
＊岩手県ナースセンターにおける相談状況

その他
合計
常勤
非常勤
その他
計
1人
1人
0人
2人
2人
0人
0人
0人
0人
1人
9人
7人
30 人
46 人
97 人
3人
1人
1人
5人
14 人
13 人
9人
31 人
53 人
114 人
＊岩手県ナースセンターの紹介による就業者数

ナースセンター事業のご案内

１ 看護師等の人材確保・定着の促進に関する事業
●求人・求職の無料職業紹介・相談
▶インターネット、来所、電話メール等
●就業相談対応 施設見学
●ハローワークにおける就業相談
▶県内10カ所
●求人施設訪問
▶県内10カ所（4/24 から開始。6月5日現在7地域実施）

●届出制度の登録支援
▶とどけるん登録推進、インターネット、代行登録
●ナースセンター・ハローワーク連携事業
●届出登録者への就業に関する調査
●看護職再就業支援研修会▶ 6/24 から 6/28
●看護技術取得
▶ＤＶＤ視聴、シミュレーター活用による採血演習

２ 看護の労働環境等の改善による働き続けられる環境づくりの推進事業
●働き続けられる職場環境づくりへの支援
●看護職のＷＬＢ推進ワークショップ 平成29年度から継続（施設取り組み 4 施設）
●医療職のＷＬＢ推進 平成30年度から開始（ 2 施設取り組み中）令和元年度新規１施設

各施設への情報提供

３ 「看護の心」普及事業
●看護の日事業▶（5/11）来場者312名
●ふれあい看護体験
▶ 5 月～ 10月
参加施設105施設。体験者1055名予定
●看護の出前授業▶随時

●「看護の道」説明会
▶
（5/30）中・高等学校の進路指導担当教員14名参加
●進学セミナー進路の相談
▶久慈（7/30） 盛岡（8/1）、北上（8/7）
●進路相談 随時（来所・メール・電話）

４ 訪問看護支援事業
●訪問看護研修（基礎 6/20 〜 12日間 科目別選択可／専門 9/4 から４日間／管理 10/2 から 3 日間）
●訪問看護に関する相談・支援、情報提供 図書、DVD視聴→随時

いわての看護
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ハローワーク及び求人施設訪問中
訪問先は、宮古・釜石・大船渡・久慈・二戸・一関・水沢・花巻・北上地域（7月上旬現在）

二戸担当 戸田（訪問日：5月28日）
相談日：第２・４木
施設の状況を知ることができ求
職者の選択肢が広がり、又、求人
側と顔が見える対応ができてよ
かった。
二戸訪問先：慶寿園・結愛サービ
ス社・折爪荘・岩手県立軽米病院・
一戸病院・二戸病院・いつつ星会
わくわく荘・湯の里にのへ

盛岡担当 澤口
相談日：第２・４木
傾聴を大切に相談者が意思決定
できるよう求人の情報を得るこ
とはマッチングにもつながる。今
後訪問予定

今年度は、各地区看護職就業支援専門員
の方々と共に、ハローワークとの連携強化
及び各地域の求人施設の現状把握・情報交
換を目的に、下記のように訪問させていた
だきました。成果として、ハローワークに
おいては、求人・求職者の状況及び看護職
の仕事に不安を抱いている方への再就業支
援方法等を伝えることができました。求人
施設においては、多様な働き方の情報やポ
イントについて説明でき、顔の見える関係
ができたと考えます。

（ナースセンター事業部 森）

花巻担当 神子沢（訪問日：7月5日）
相談日：第１・３木
施設を知ることで求職者への情
報提供がスムーズにできそうだ。
求人施設側と挨拶ができ、連絡が
とりやすくなった。
花巻訪問先：岩手県立東和病院・
東和荘・宝陽病院・いしどりや荘・
国立病院機構花巻病院・くくる訪
問看護ステーション・イーハトー
ブ病院・総合花巻病院

北上担当 島田（訪問日：7月9日）
相談日：第１・３木
求人側と求職者側がマッチングできる
ように進めていきたい。 施設訪問す
ることで求職者に情報提供できる。
北上訪問先：日高見クリニック・介
護老人保健施設たいわ・介護老人保
健施設まつみ・特養ホームわがの里・
特養ホーム八天の里・特養ホームい
いとよ・花北病院・北上済生会病院・
岩手県立中部病院

青木（訪問日：6月4日）

水沢担当
相談日：第２・４水
それぞれの病院・施設の具体的取り組みや大切にしている事など、垣間
見ることができた。来所者には紙面情報だけに終わらず生きた情報とし
て伝えていきたい。
水沢訪問先：ショートステイ美郷、福寿荘・立生苑・総合水沢病院・花
憩庵クリニック・さくらの郷・美山病院・岩手県立江刺病院・胆沢病院
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久慈担当 大畑（訪問日：5月29日）
相談日：第１・３木
求人登録が少なく岩手県ナースセ
ンターについてPRできてよかった。
久慈訪問先：あすみ訪問看護ス
テーション・国保種市病院・こは
く苑・和光苑・リハビリタウンく
じ・ぎんたらす・久慈恵愛病院・
北リアス病院・岩手県立久慈病院
宮古担当 中里（訪問日：5月16日）
相談日：第２・４木
施設担当者と顔の見える関係が
でき求職者の希望など相談しや
すくなった。
宮古訪問先：済生会岩泉病院・紫
桐苑・慈苑・サンホームみやこ・
三陸病院・宮古第一病院・宮古山
口病院・岩手県立宮古病院
釜石担当 多田（訪問日：4月25日）
相談日：第１・３木
訪問により施設の温かさが伝わっ
た。お仕事探しをしている人に情
報を提供できる。
釜石訪問先：あいぜんの里・三峯
の杜・千人の里・国立病院機構釜
石病院・釜石厚生病院・釜石のぞ
み病院・せいてつ記念病院・岩手県
立釜石病院
大船渡担当 鈴木（訪問日：4月24日）
相談日：第１・３木
ナースセンターについて知っても
らえた。 訪問することで施設の特
徴がわかり、求職者に情報を伝え
ることができる。
大船渡訪問先：松原苑・高寿園・
希望ケ丘病院・岩手県立高田病
院・百年の里・気仙苑・岩手県立
大船渡病院

一関担担当 加藤（訪問日：6月5日）
相談日：第２・４水
初めて訪問する施設もあり、施設の雰囲気を知る
ことが出来た。求職者の希望を聞き、マッチング
につなげていきたい。
一関訪問先：一関病院・昭和病院・福光園・国立
病院機構岩手病院・やまゆり・岩手県立磐井病院・
千厩病院

看護職の労働環境等の改善による働き続けられる環境づくりの推進

平成30年度

WLB推進に取り組んで（ 3 年の歩み）

岩手県立宮古病院
当院では、平成28年度からＷＬＢ事業に参加し、
「看

催、ＰＮＳ推進や超過勤務の削減に取り組みました。

護職員がやりがいを持って、健康でいきいきと働き続

平成30年度にはＷＬＢ活動が認知され、それぞれの取

けられる職場環境づくり」をビジョンとして掲げ活動

り組みは現在も継続しています。また、育ママランチ

を始めました。プロジェクトチームを立ち上げ、ＷＬ

会は多職種にも広がり、就業規則の説明や先輩ママた

Ｂニュースの発刊などの広報活動や復職支援として就

ちのアドバイスは、職場復帰への不安の解消や早期の

業規則の研修会、育児支援として育ママランチ会の開

復職につながっています。

「看護の心」普及事業

令和元年度ふれあい看護体験
令和元年度は、 5 月 8 日～10月15日。参加施設が105施設。参加予定者は中学校・高等学校併せて1,055名です。すでに
実施した施設担当者および体験者の皆様から感想をいただきましたので紹介いたします。ご協力ありがとうございます。

■公益社団法人岩手県看護協会立 千厩訪問看護ステーション
担当者
S.N

生徒からの感想でコミュニケーションのむず
かしさを感じられたとのことでしたが、スムー

岩手県立千厩高等学校
3 年生 S.M

ズに会話が出来、すばらしいと思いました。

訪問看護師の必要性、訪問看護師としてのやりがいや大

今回のふれあい看護体験で
初めて訪問看護ステーション
の体験に参加した。訪問看護

師の仕事について詳しく知ることができた。病院とは違

切にしていること、一般の看護を経験してから訪問看護師

い、医師が常駐していないのでより責任が重いと感じた。

になった方が良いか等、自分の将来をイメージした質問が

しかし人とのコミュニケーションが多くとれ、密接に関わ

多くあり、夢が実現できるよう応援していきたいと思いま

ることができてとてもやりがいがあると感じた。将来は患

した。

者さんとの信頼関係をしっかり築き、地域に貢献できる看
護師になりたい。

■岩手県立宮古病院
担当者
H.K

参加した高校生のほとんどが将来の職業と
して看護師、助産師を目指しており、興味深

岩手県立山田高等学校
3 年生 S.K

く関心を持ち、
楽しそうに体験していました。

私は将来、助産師になりた
いと考えていますが、助産師
さんの話を聞いて、なりたい

看護職は「やりがいのある職業だと思った」

気持ちが強くなりました。看護の仕事を実際に体験してみ

という声がたくさんの生徒さんから聞かれました。

て、尊敬できる職業であり、自分もこの仕事に携わってい
きたいと強く思いました。
看護師さんが優しく、いつでも笑顔でいたのが印象に
残っています。私もそのような助産師になります。ありが
とうございました。
いわての看護
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会員のみなさまへ
私たちの看護協会は会員数74万人を超える国内最大の看護職の職能団体です。
看護協会は組織の力を活かして看護現場の様々な問題を解決する活動を進めています。看護の質向上、看護
職が働き続けられる環境づくり、看護職が関わる業務の範囲や活躍の場の拡大に取り組んでいます。看護協会
への入会を勧めましょう！

会員数のお知らせ
就

業

者

保健師

数

助産師

看護師

准看護師

17,610名

715名

389名

13,391名

3,115名

平成30年度会員数

7,298名

333名

313名

6,467名

185名

令和元年度会員数（令和元年7月7日現在）

7,166名

328名

305名

6,357名

176名

会員の皆さま専用ＷＥＢページ
1
2
3

パソコン・スマートフォンから会員情報の参照・変更手続きが可能！
その場で勤務先変更ができます。

資料の閲覧・検索で最新の情報をフル活用！
文献検索に最新看護索引 Web をご利用ください。

研修受講履歴を管理・活用！
研修受講履歴証明書が印刷できます。スキルアップをサポートします。

利用にあたり、簡単なユーザー登録を行っていただきます。

皆さまと看護協会をつなぐ身近なツールとして、ぜひ、ご活用ください！

氏名（改姓）
・住所・勤務先など変更した方は会員情報変更手続きが必要です！
現在の登録内容を確認の上、今すぐ手続きをお願いします。
詳しくは、当会までお問い合せください。
（TEL：019-662-8213）

会員情報
会員情報
変更手続き
変更手続き
について
について

登録内容の確認／会員情報変更手続き
会員専用ＷＥＢサイト「キャリナース」をご利用ください。
URL https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

変更手続きはお早目に！
※施設担当者様▶「会員情報及び施設情報変更手続きについて」をご覧ください。
（当会ホームページ「入会のご案内／キャリナース」からダウンロード可）
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令和元年度役員・委員・会員セミナーのご案内
目

的

地域包括ケアを推進するために看護職間の連携について、実践事例から学ぶ機会とする

日

時

令和元年8月31日
（土曜日） 13：30～16：00

会

場

岩手県看護研修センター

対

象

令和元年度役員、委員、会員

内

容

テーマ「地域包括ケアを推進する看看連携について－情報交換を行い、つながる強みにしよう－」

3階研修ホール

情報提供
（60 分）
、グループワーク・発表

＊＊

皆さまのご参加をお待ちしております

＊＊

教育部から
１

研修受講履歴について
岩手県看護協会では、受講時間の5分の4以上の出席の方を研修受講履歴に登録します。早退される方は研
修担当職員にお申し出ください。このことは各研修開催時口頭でオリエンテーションを行っていますし、教育
計画の5ページに記載しております。受講される皆様にはご理解とご協力をよろしくお願いします。
２ 岩手県委託研修は研修内容を教育計画26ページから掲載しています。研修毎の開催案内は致しませんので
開催要項、申し込みについてはホームページをご参照ください。
３ 2019年度教育計画31ページの看護職員の認知症対応力向上研修会の日時に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
正 11/27（水）
、11/28（木）
、11/29（金）
誤 11/26（水）、11/27（木）、11/28（金）

看護研究倫理審査委員会設置について
岩手県看護協会では平成31年2月28日の理事会で承認され看護研究倫理審査委員会が設置されました。
看護研究の倫理審査は定期開催となります。
＜委員会の任務＞
・公益社団法人岩手県看護協会の会員が行う研究・調査に関し、倫理的、社会的、教育的観点から、これら
の研究・調査が倫理的配慮をもって適正に行われるように審査することです。
・審査申請の提出時期は、原則として年4回（2月、5月、8月、11月）ですが、その他必要と認めたとき
に開催します。
※岩手県看護協会の会員の方で看護研究倫理審査申請を希望される方は、必要書類等がありますので岩手
県看護協会にお問い合わせください。
＜審査内容＞
・看護研究倫理審査申請書、研究・調査計画書その他の添付資料に基づき、研究・調査が科学的合理性と倫
理的妥当性を有するか否かについて、以下の項目等を審査する。
（１）研究・調査の意義
（２）研究・調査者、研究・調査組織の適格性
（３）研究・調査方法
（４）協力者の不利益及び危険性と研究上の貢献の予測との均衡
（５）協力者の理解を求め、同意を得る方法
（６）資料入手等の方法
（７）協力者のプライバシーや匿名性の保護の方法 （８）研究・調査結果の公表予定
＜審査判定の区分＞
（１）承認：提出された研究・調査計画書に基づいて研究・調査を実施することを認める。
（２）条件付承認：指摘された内容について修正・変更を行うことを前提として提出された研究・調査計画書
に基づいて研究・調査を実施することを認める。ただし、確認のため、修正・変更した研究・調査計画
書等様式をすべて再提出することを条件とする。
（３）要再申請：指摘された内容について修正・変更を行い、再度審査の申請を必要とする。
（４）不承認：提出された研究・調査計画書に基づいて研究・調査を進めることは認められない。
（５）非該当：法律の規定に基づき実施された調査データのみを使用する研究・調査や資料としてすでに匿名
化されている情報のみを用いる研究・調査は、審査の対象外である。

いわての看護
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〜岩手に広がる友達の輪〜

藤原

惠美子

Vol.

128

令和元 年

花憩庵クリニック

ニック・訪問看護ステーションで働いていま
す。人生の第２ラウンドとして地域に根ざし
た看護にやりがいを感じています。住み慣れ
た地域で、自分らしく暮らしたい思いを大切
に、患者さん、そのご家族に寄り添い生活を
支えながら、人間としても成長させていただ
いております。
私事では、娘が結婚予定なため、夫と二人
になり“ボーっと生きてんじゃねーよ！”と
チコちゃんに叱られないように生活していか
なくちゃと思っています。
次は、友人の社団医療法人啓愛会宝陽病院
看護師 高橋鈴子さんにバトンを繋ぎます。

いわて の看護

52

先輩の部 vol.

一関支部の佐藤信一さんからバトンを受け
た藤原惠美子です。私は岩手県立中部病院を
定年退職し、1 年間再任用で働かせていただ
きました。現在は花憩庵クリニックで県立病
院時代一緒に働いた阿部裕行先生とともに外
来・在宅医療に携わっています。
中部病院退職までの 3 年間は新卒時に一
緒に働いた遠藤秀彦院長と再会し、今回も県
立病院時代に一緒に働いた阿部先生と再会
し、不思議な縁を感じています。
私は、医療法人社団創生会花憩庵の高齢者
の「住まい・医療・介護のネットワーク」を
重点に、その一翼を担うべく事業を展開し地
域貢献するというビジョンに魅かれ、クリ

月

7

田村

ゆみえ

岩手県立中央病院

鈴木

弘子

ルバム、幼稚園のスモック、お道具箱など懐
かしいものばかり・・・ 中でも驚いたのは、
私や弟が使っていたと言うオシメ（布オムツ）
です。半世紀近くもの長い間、きちんと折り
畳んで大事そうにしまってありました。そこ
に母が桐の小さな箱を 4 個持ってきて「へ
その緒もあるよ。どれが誰のかはわからなく
なったけども。
」その日は、思い出に触れ子
供の頃に心がタイムスリップして幸せな時間
を過ごしました。
次は、偶然、25年ぶりに奇跡的に再会し
た看護学校の同級生、岩手医大の濱野佳子さ
んにバトンを繋ぎます。

ホットな情報を掲載しております。どうぞ開けてみて下さい。
ホームページアドレスは次のとおりです。
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夏バテに気をつけてのりきりましょう。

発行責任者／及川吏智子

岩手県看護協会のホームページを
ご覧いただいているでしょうか？

〒 ０２０ ─０１１７ 盛岡市緑が丘二丁目 ４ ─５５ ☎ ０１９ ─６６２ ─８２１３

139

すずとも vol.

三愛病院の下長根くみ子さんからバトン受
けた鈴木弘子です。今から20年以上前に出
会い、プライベートでも仲良くしてくれる下
長根さんは、
私にとって姉のような存在です。
4 月 1 日平成に変わる新元号が発表されま
した。
『新元号は令和です。』菅官房長官が発
表した場面をオンタイムで見ることはできま
せんでしたが、新元号令和は私が生まれた昭
和と響きが似ているせいか、自然に受け入れ
ることができました。明るい気持ちで新しい
時代を迎えられたのは、平和に平成時代を過
ごすことができたからなのだと思います。
先日、実家の片づけを手伝ってきました。
押入れの中からは、母子手帳、子供の頃のア

発行所／公益社団法人岩手県看護協会

盛岡つなぎ温泉病院

精神や「同じ目標に向かって多職種で協働す
る」という部分です。脳血管疾患など突然の
病から障害がのこる患者さんの喪失体験や病
気の受容過程に緩和ケアで学んだことがとて
も役に立っています。そこに私がいる意味が
あると最近思えるようになりました。
私生活では岩盤浴に通い、たくさん汗を流
しストレス発散しています。しかし、最近足
が遠のいているので時間を作って楽しみたい
と思っています。
次は、同じ緩和ケア認定看護師でいつもお
世話になっている盛岡市立病院の伊藤由美さ
んにバトンをつなぎます。

日発行

138

すずとも vol.

26

県立久慈病院の新田香澄さんからバトンを
受け取りました田村ゆみえです。新田さんは
緩和ケアチーム活動や困った時いつもお世話
になり、とても頼りになる友達です。
今年で緩和ケア認定看護師になり６年が経
ちました。認定看護師になって３年目回復期
リハビリ病棟への異動を告げられ、これまで、
がん患者さんと関わり看取りが中心の看護を
行っていた私は、回復期病棟で何をすればい
いの !? 初めは戸惑いの日々でした。
しかし、今は看護に対する熱意をもった多
くの仲間に支えられ回復期病棟を楽しんでい
ます。回復期病棟と緩和ケアで共通している
ことは「その人らしい生活を考える」という

