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独立行政法人国立病院機構
盛岡医療センター
地域の皆さんや高校生・警察学校の
生徒の協力に支えられて開催

・急性期病棟 55床（小児科含む）
・地域包括ケア病棟 51床
・結核病床 10床（ユニット）
＋障がい者病床 40床
・障がい者病棟 51床
・重症心身障がい者病棟 40床

野点コーナー 着物姿の新人看護師

療育活動

重症心身障がい者病棟

『健康コーナー』

独立行政法人国立病院機構盛岡医療センターは、全国141病院からなる国
立病院機構の一員として、『生命を尊重し、地域の人々に安心・信頼される医
療を提供します』を基本理念に、より良い医療の提供を心掛けております。

あなたの施設 を
紹介してみませんか?

当院の敷地には30本以上の桜の大木があり、隠れた桜の名所と自負してお
ります。4 月には当院を会場に、青山地域と共催で『青山さくらまつり』を開
催し、看護師は健康コーナーでは白衣姿、野点では着物姿で、来場される方々

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

のおもてなしをしております。
これまで、呼吸器科、リウマチ科、整形外科、神経内科の診療を主に行って
まいりましたが、今年度から重症心身障がい者病棟開設と小児科診療の本格的
な開始に伴い、名称も『盛岡医療センター』に改め、更に地域の皆様に信頼さ
れる病院へと職員一丸となって取り組んでおります。
看護部長

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

333人 324人 6,588人 182人 7,427人

令和元年度災害支援ナース登録者数

95人

（令和元年10月13日現在）

浅沼 あけみ

第50回日本看護学会 ‒
いのちを支える最前線の看護

～専門性を活か

「第50回日本看護学会
―急性期看護―学術集会」を終えて

今年は猛暑の夏でしたが、日増しに秋が深まってまいりました。
会員の皆様には、ご健勝でご活躍のことと存じます。
急性期看護

学術集会」を盛会のうちに終了することができました。

｜

｜

おかげさまで、
「第50回日本看護学会

開会式には、ご多用のところ、多数のご来賓の皆様のご臨席を賜り、また岩手県知事
谷藤裕明様（副市長

柴田道明様代読）、岩手県医師会長

達増拓也様、盛岡市長

小原紀彰様よりご祝辞をいただきました。

「いのちを支える最前線の看護〜専門性を活かし未来へつなぐ、イーハトーブからの発信〜」をメインテーマに、
急性期看護の未来を創造する意義深い学会となりました。
ご支援ご協力いただきましたすべての皆様に心から感謝申し上げます。
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学術集会長

及川 吏智子

‒急性期看護‒学術集会
し未来へつなぐ、イーハトーブからの発信～

本学会は 7 月18日、19日の 2 日間にわたり、盛岡市民文化ホール／
いわて県民情報交流センターで開催し、全国から1200名を超える参加
がありました。日本看護学会が岩手県で開催されるのは 7 年ぶりで、
特別講演、基調講演、シンポジウム、研究発表（口演107題、示説69題）
、
特別レポートの他、新企画の交流集会（公募企画）で看護実践情報を
共有し、意見交換を行うなど、様々な企画で構成されました。
基調講演

明石 惠子先生

今年度は第50回の記念すべき学会であり、福井トシ子日本看護協会
長は記念講演で、日本看護学会の目的と時代に合わせて変革してきた
経緯そして、これからは地域で看護職が役割を果たし活躍できるため
に、看護実践の問題解決を図る研究と地域包括ケアシステムの推進に
資する情報共有及び連携の場へと転換を図っていくと述べられました。
名古屋市立大学大学院看護研究学科 看護学部 明石惠子教授による
基調講演では、社会が変化するなかで、未来へつなぐ急性期看護につ
いて「いのち」
「ひと」
「とき」の視点からご講演いただきました。

特別講演 1

眞瀬 智彦先生

特別講演１は、東日本大震災を経験した県として、岩手医科大学医
学部救急・災害・総合医学講座災害医学分野教授で災害時地域医療支
援教育センター長の眞瀬智彦氏が、
「災害時地域医療支援教育センター」
開設の経緯について述べられ、今後のセンターの役割と災害に対応で
きる人材育成について提言されました。
地域・伝統文化教育関連企画「宮沢賢治の世界観」では宮澤和樹氏
が穏やかな口調で宮沢賢治の人物像や作品について語られ、ピアノと
ヴァイオリンの演奏とともに参加者の心を和ませました。

地域・伝統文化教育関連企画

参加された皆様に充実した 2 日間を過ごしていただくよう、そして、

宮澤 和樹先生

参加して良かったと思ってもらえる学会となるよう心を一つにして取
り組みました。


学会準備委員

（文責：広報出版委員会）

学会運営協力員
いわての看護
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常任・特別委員会

活動の ポ イ ン ト
社会経済福祉委員会

松岡

幸江

「働き続けられる職場づくり」を推進するため、職場環境改善への支援
に取り組んでいきます。また、
「禁煙に関する活動」では、看護職の禁煙
のきっかけづくりとなる活動について検討していきます。

学会委員会

佐藤

史教

学会委員会は、例年、岩手県看護研究学会の企画・運営を担当していま
すが、今年度は 7 月18日–19日に開催された第50回日本看護学会―急性期
看護―の査読や座長などを担当しました。今後は、次年度の岩手県看護研
究学会開催に向けて、準備を進めていきます。

教育委員会

小泉

智香子

教育委員会では、研修のアンケートから受講生の学習ニーズを把握し、
研修を企画しております。今年度は、あらゆるフィールドで活躍する看護
職を対象にした研修となっております。多くの方々にご参加いただきます
ようお願い致します。

広報出版委員会

佐々木

幸夫

当委員会は、協会主催行事等の取材や記事の作成を行い、機関紙「いわ

ての看護」を年４回発行しております。看護の最新情報が提供できるようメン
バー８人で協力しながら広報活動を行っております。会員の皆様にも原稿依
頼等お願いすることがあると思います。その際はご協力お願い致します。

準備委員会

千葉

友美

準備委員会は、通常総会や学会でのステージ準備、設営、後始末等が主
な活動となっています。舞台裏での活動になりますが、11名の委員で打
ち合わせを綿密に行い、会が円滑に進むように、笑顔で、気持ちを一つに
頑張っていきたいと思います。
4

いわての看護

会員委員会

磯和

弥生子

会員委員会は、会員加入促進に向け、新人看護職員、看護学生、看護協
会主催の研修会参加者等へ入会案内のリーフレットを配布し啓発を行いま
す。今年度は、加入促進に向けた課題を把握するため未加入の看護職を対
象にアンケート調査を行います。

推薦委員会

佐々木

勝也

推薦委員会は10名で構成されています。岩手県看護協会の定款や規約、
委員会の業務について確認し、次年度選挙に向けての活動・候補者の推薦
を円滑に行えるように活動していきます。各施設に選出依頼や交渉を行う
際には、ご協力お願い致します。

認定看護管理者教育運営委員会

柳田

美喜子

認定看護管理者教育課程ファースト・セカンド・サードの企画・運営・
評価を行っています。研修の中で「悩み・考え・見出す」思考過程は、看
護管理者として備えるべき能力と自信に繋がります。ぜひ、受講して一緒
に学びましょう。

防災・災害看護委員会

髙橋

健

防災・災害看護委員は 5 名のメンバーで構成されおり、主に災害支援ナー
スの育成のために、教育部と連携し、研修の企画・運営と災害発生時の支
援体制の整備を行っています。いつ派遣されてもいいように、災害支援ナー
スの質の向上を目指して活動していきます。

医療・看護安全対策委員会

高橋

光

県下のリスクマネジャーが一堂に会し、学びながら意見交換を行い、今後
の活動に生かせるような交流会を開催します。また、看護師職能Ⅱ主催「介
護施設等で働く看護職の集い」において、「医療安全に関する調査結果」に
ついて情報提供を行います。患者に安全・安心な看護を提供できるよう、活
動しておりますのでご意見・ご協力をお願い致します。

看護研究倫理審査委員会

笠寺

容子

看護研究倫理審査委員会は、研究・調査計画の科学的合理性と倫理的妥
当性を審査する 5 名の委員で構成され今年度より活動しております。倫
理的・社会的・教育的観点で皆様と一緒に考える姿勢をもち、研究・調査
が適正に行われるよう努めてまいります。
いわての看護
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令和元年度岩手県看護協会支部職能委員合同交流会
開催日：8 月 3 日（土）

保健師

10：00〜11：45 職能別交流会

助産師

保健師職能委員長

菊池 由紀

支部保健師職能委員交流会は、奥寺三枝子副会
長と森川一枝前委員長、保健師職能委員、8 支部
から 9 名、合計16名の参加のもと、（１）保健師職
能委員会活動、
（２）今年度の重点事業、
（３）組
織強化について情報共有しました。
参加した委員からは、看護協会が地域包括ケア
システム構築の社会的課題に取り組んでいる等、改
めて協会の活動に参加する大切さを感じ、このこと
を同僚保健師や支部の保健師にも伝えたいと話して
いました。今後は、組織強化に向けて、支部と連携し、
職場訪問等の取り組みを進めてまいります。

看護師Ⅰ

田村 ヤス子

今年度の支部看護師職能委員Ⅰ交流会は８支部
８名、委員 7 名の参加のもと開催しました。
グループワークでは、地域包括ケアシステムにお
いて、自施設の機能・役割を意識しながら、病院
の看護師が担う役割を果たすために必要な人材育
成について、意見交換を行いました。現場の看護
師は、患者を地域につなぐための必要な支援につ
いて不安を抱えていることが挙げられました。
看護師職能Ⅰでは、今後どのような支援が求めら
れているかを検討し、活動に活かしていきたいと思
います。

支部職能委員合同交流会

助産師職能委員長

山口 裕子

支部職能委員 8 名に参加して頂き、「産科混合病
棟の現状」
「院内助産・助産師外来の開設状況」
「産
後 2 週間健診、産後ケア事業」「地域包括ケアに
おける看護機能の連携状況」などについて意見交
換いたしました。少子化の影響を受け、混合病棟
となっている施設がほとんどであり、妊産婦ケアに
専念できない状況が伺われました。社会的ハイリス
ク妊産婦に対しては市町村へ情報提供が実施され、
地域での切れ目のない支援へとつなぐ助産師の役
割を発揮している現状を共有でき、有意義な会とな
りました。

職能別
交流会
看護師職能委員長Ⅰ

13：00〜15：45 合同交流会

看護師Ⅱ

看護師職能委員長Ⅱ

畠山 美由紀

支部看護師職能委員Ⅱ交流会は 7 支部から 7 名
の参加をいただき活発な意見交換が行われました。
主に地域包括ケアシステムの現状と課題について話
し合い、少しずつ関係作りが進み連携ができている
という声が多く聞かれました。また、人材不足につ
いて、介護福祉士に准看護師養成校への進学を勧
めている、外国人実習生の受け入れを行っている等
の報告や、訪問看護で新卒看護師への教育が行わ
れている様子なども聞くことができました。多岐にわ
たる意見交換が行われ充実した会となりました。

地域包括ケアシステムの構築に向け、保健師、助産
師、看護師、准看護師が共同で、看護職が役割を発
揮するための取り組みを検討することが重要です。今回、岩手県地域医療構想について、地域ごとの特徴や課
題の理解を深め、支部での連携について情報交換する機会として、支部職能委員合同交流会を開催しました。講
師に八幡平市国民健康保険西根病院 統括院長 望月泉氏をお迎えし、「岩手県地域医療構想に基づいた地域
包括ケアの構築」についてご講演いただきました。
グループワークでは、支部で行われている連携に
ついての現状や、課題を全体で共有するとともに、
各職能がお互いの役割を理解し、顔の見える関係
づくりが重要であることを共通認識することができま
した。地域で役割を果たしていくために、今回の情
報が支部内に発信され、取り組みにつながることを
期待します。

（看護師職能委員長Ⅰ 田村 ヤス子）
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2019年度CLoCMiPレベルⅢ認証推進研修会開催報告
助産師職能委員長
開 催 日： 7 月20日（土）
講
師：日本助産評価機構
理事長 堀内 成子氏
講義内容：
○2019年度 CLoCMiPレベルⅢ新規申請
○2020年度 CLoCMiP レベルⅢ新規申請
○アドバンス助産師（WHC能力認証申請による）更新
参 加 者：27名
※半数が看護管理者、85％がアドバンス助産師
ウィメンズヘルスケア（WHC）区分での更新申請
については、子どもの虐待予防やメンタルヘルス
ケア等、助産師の W ＨＣ能力の必要性が高まっ
ていることに加え、助産師の多様なキャリア形成
に対応するために2020年、2021年に限り更新対象
になると説明されました。更新区分については、
自分のキャリアに合わせて選択でき、所属が変
わった場合も条件を満たす区分で更新することが
可能なこと、やむを得ない理由で所定の条件で要
件を満たすことが困難な場合は、延長更新申請を

山口 裕子

行い、認められれば更新時期の延長が可能なこと
など新たな情報提供をして頂きました。
質疑応答では、W ＨＣの教育項目について質
問が多くあり、条件（講義内容が教育項目に属し
ている、研修対象者が専門職である、1 項目につ
き60分以上である、主催者が個人でない）を満た
すものであれば、院内研修・学会内での講義・シ
ンポジウム等でも認められる。受講証明書類が発
行されていない場合はポートフォリオを作成し、
施設内承認の際に提出することなど丁寧に説明し
て頂きました。
活発な質疑応答が行われ、研修に参加された皆
様の CLoCMiP レベルⅢに対する関心の高さとア
ドバンス助産師としての意識の高さを感じる研修
会でした。

「健康サポートのための多職種連携研修会」に出席して
北村 和子
8 月25日（日）、岩手県薬剤師会館で開催された
「健康サポートのための多職種連携研修会」にお
いて、当協会「まちの保健室」指導員の松戸アサ
子が、
県内から参加した約40名の薬剤師の方に「ま
ちの保健室」の活動を紹介しました。
研修会は、
平成28年度に施行された「健康サポー
ト薬局」の届出に必要な研修であり、薬局が健康
サポート機能を発揮するために、地域の関係機関
や多職種が地域住民の健康保持・増進のためにど
のようなサービスを提供しているかを知り、地域
包括ケアシステムにおける薬剤師の対応について
学ぶ内容にしているということでした。
＜研修の主な内容＞
○岩手県保健医療計画のポイントと健康サポート
薬局への期待（岩手県保健福祉部から）
（盛岡市保健福祉部から）
○民生児童委員について
○「まちの保健室」の紹介（岩手県看護協会から）
○情報提供：岩手県の医療・保健・健康・介護・
福祉などの資源について（岩手県薬剤師会）

健康サポート薬局とは、薬局の機能に加えて、
一定の要件を満たした薬剤師が健康や介護用品等
に関する相談に対応する薬局のことです。この研
修会に出席し、岩手県薬剤師会では地域包括ケア
システムの日常生活圏域単位に243薬局を目標に
していること、また、安心して立ち寄りやすい身
近な地域住民の相談役として多職種と連携して役
割を発揮していく計画であること等がわかりまし
た。
今後の地域ケアを進めるうえで薬剤師の皆さん
の活動を知るとても有意
義な機会となりました。

いわての看護
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令和元年度役員・委員・会員セミナー

「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〜」を開催して
開催日：令和元年８月31日（土） 会場：岩手県看護研修センター

３階研修ホール
副会長

奥寺 三枝子

本セミナーは、看護協会の事業方針に関して理解を深め、課題を明確にし、会員への周知を図ることを目的に
開催しております。今年度は、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、実践例から学ぶ機会と
して、３支部から情報提供をいただき、その後意見交換を行う、新たな形でのセミナーを開催いたしました。

花巻支部

二戸支部

「看護管理者と
行政がつながる」



大船渡支部
「訪問看護と地域病院、
医療職とつながる
〜共に学んで活動の場を広げる取り組み〜」
ＳＯＭＰＯケア大船渡訪問看護

総合花巻病院 副総看護師長
佐藤 久美子氏

岩手県立二戸病院 総看護師長
林本 郁子氏

花巻地区看護管理者会を立ち

カシオペア地域医療福祉連携

上げ３年目となり、交流会の開

研究会の中に平成 29年度から

気仙地区は訪問診療医が少な

催、多職種連携、住民向けセミ

看護部会を立ち上げ、保健所や

い状況であり、訪問看護ステー

ナーなどを開催し、花巻市の在

医師会と連携し活動を展開し、

ションの情報共有の場として、

宅医療・介護における課題に対

クリニックの看護職も研修会に

Home Nursing in 気仙を発足し、

して取組む前向きな活動を行っ

沢山参加するようになり、顔の

定期的な勉強会や情報交換会の

ている。

見える関係づくりが出来てきて

開催、訪問看護活動のＰＲを

いる。

行っている。

看護師

佐藤 涼子氏

情報提供をもとに16グループに分かれ、少ない時間ではありましたが、活発な意見交換が行われました。
セミナー参加者は94名で、アンケートの結果を見ると大変満足・満足と回答した方が 99％、内容についても
良くわかった・わかったと全員が回答。いろいろ情報が聞けて良かった、有意義だった等、多くの感想が寄せら
れましたが、中には地域の温度差、看護管理者が協会員ではないため理解してもらえない、保健師との連携が重
要などの声も寄せられました。
今年度は地域包括ケアシステムの構築の具体例がみえ、目的が十分に達成出来たセミナーとなりました。
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進 学 セ ミ ナ ー

3 会場において

今年度の「看護職を目指す中学生・高校生等の進

と思ったとの声が聞かれました。看護職資格取得方

学セミナー」は、【久慈】【盛岡】
【北上】において

法や看護の仕事について理解を深め、職業選択の機

開催いたしました。参加者数は中・高生、保護者、

会となったのではないかと考えます。

教員、
社会人含み249名でした。3 会場ともに保健師・

看護系大学・看護師等学校養成所及び修学資金貸

助産師・看護師・看護学生からのメッセージを聞き、

付制度についての個別相談ブースでは、個別に応じ

看護職の魅力や助産師・保健師の仕事について理解

さらに詳しく説明を聞く姿がありました。

を深める機会となり、改めて看護の仕事に就きたい



（ナースセンター事業部長

森 てる子）

令和元年度
「まちの保健室」健康講座を開催しました
９月１３日
（金）
“プラザおでって”において健康講座を

を体験しました。
はじめに、転倒リスク度をチェックし、無理のないよう

開催しました。
今回は、「寝たきりにならないための転倒予防～転ば

指導を受けながら身体を動かしました。参加者からは「わ

ぬ先の運動～」をテーマに、医療法人社団柊会 森整

かりやすく、楽しく学べた」「気兼ねなく質問ができてよ

形外科 リハビリテーション管理者・作業療法士・転倒予

かった」
との感想が聞かれ、
非常に有意義な講座でした。

防指導士の田村昭洋氏を講師にお迎えしました。転倒

これからも、地域住民が心身ともに健康で暮らす支援

すると寝たきりになるリスクが高まり、交通事故より転倒死

のために、健康講座を継続開催していきたいと思います。

が増加している現状から、健康寿命を維持するためにも



運動が重要であることを学び、実際に体操やストレッチ



（「まちの保健室」指導員 松戸 アサ子）

いわての看護
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認定看護師の活動
令和
元年度

慢性呼吸器疾患看護認定看護師
株式会社咲希

彼女もまた、認知症看護認定看護師です。お互い
の専門性を共有、相談しながら看護を提供出来るよ
う努めています。また、在宅酸素や人工呼吸器、吸
入や内服管理、在宅には新たな問題と必要な看護
が見えてきています。入院を繰り返すことのリスクを
伝え、セルフマネジメント能力の評価や価値観を尊
重し、その人らしく地域の中で暮らしていくための
看護を実践しています。
この分野は最後に開講し、教育機関も全国で 1 校
しかありません。人数もまだ少ないですが、明るく元
気な認定看護師が多くいます。患者さんを中心に、そ
こに関わる多職種で支え
ていきたいと思っていま
す。小さいことでもご相
談ください。そして、呼
吸ケアに興 味を持ち岩
手県に１人でも仲間が増
えることを願っています。

咲希訪問看護ステーション

齊藤 美香
看 護 師として働く中、
ある日、呼吸困難の患者
さんが入院してきました。
慢性閉塞性肺疾患（以下
COPD）急性増悪の状態
でした。普通の生活から
突如、人工呼吸管理のも
と治療が始まりました。レントゲン、血液検査、栄
養、
リハビリなど、
毎日評価し看護に繋げました。日々
状態が変わっていく患者さんを見ていて、入院時か
ら退院後の生活を見据えたケア、アセスメントの重
要性、自分の手で与える看護の力が大きい事に気付
きました。もっと出来ることはないか、チームで看
護が出来たらもっと凄い力になるのではないかと考
え、認定看護師を目指しました。
COPDはここ数年で大きな社会問題となっていま
す。禁煙指導、睡眠時無呼吸症候群、小児慢性疾
患、神経・筋疾患など、幅広く活動していく分野です。
どんな疾患でも呼吸障害は起こり肺は一度機能が落
ちると元には戻りません。今ある機能で息切れをコ
ントロールし増悪を予防しながら生活していかなけ
ればなりません。
さまざまな患者さんと出会う中、急性期から終末
期の総合的ケア、いかに自宅での生活が重要かと考
え、約15年務めた急性期病院を退職し、昨年、同
僚と共に訪問看護ステーションを立ち上げました。

地域別懇談会

地域

開催のお知らせ

懇談内容
①組織強化について
②地域包括ケア推進に向けた
看看連携について
③災害支援ナースの登録推進について

月

日

時

間

場

所

県北

11月 9 日（土） 10：00～13：00 久慈地区合同庁舎

沿岸

11月16日（土） 10：00～13：00 岩手県立釜石病院

県南

11月30日（土） 10：00～13：00 岩手県立磐井・南光病院

中央

12月 7 日（土） 10：00～13：00 岩手県立中部病院

盛岡

12月14日（土）

9：30～12：30 マリオス 180-181会議室

参加申込みの取りまとめは各支部長にお願いしております。皆さまのご参加をお待ちしております。

次年度

会員継続を希望されない方へ

令和 2 年度 やむを得ず会員継続を希望されない方は、手続きが必要です。
関係書類をお送りいたしますので、12月末までにご連絡ください。（TEL 019-662-8213）
※ご連絡がない限り毎年口座からの自動引落しになりますのでご注意ください。

令和 2 年度会費の口座振替日は令和 2 年 1 月27日です。
10

いわての看護

ナースセンター事業部から
開催日

事業名

開催会場

令和元年10月17日
（木）

セカンドキャリアセミナー北上地区
（終了しました）

令和元年11月11日
（月）

セカンドキャリアセミナー盛岡地区

ホテルメトロポリタン盛岡

令和２年 1 月18日
（土）

WLB 推進
フォローアップ・ワークショップ

岩手県看護研修センター

ホテルシティプラザ北上

※セカンドキャリアセミナー 参加対象：50歳以上で定年予定者及び退職を考えている看護職
50歳以上の未就業看護職
●セカンドキャリアを活かして就業中の看護職からのメッセージ ●施設の紹介、交流等
※令和２年度「ふれあい看護体験」を実施予定です。各施設での受け入れをお願いします。
（令和２年１月中旬頃 依頼文書にて募集）

教育部から
１ 延
 期及び交渉中の研修の開催が決まりました。詳細は当会ホームページを参照してください。多くの
皆様の参加をお待ちしております。

看護管理者育成研修
No.49
認定看護管理者教育課程
サードレベル修了者研修
岩手県委託研修
看護管理者研修会

～

1/22( 水 )
13:30

申込期間

講師

11/1～7

岩手医科大学看護学部
皮膚・排泄ケア認定看護師 特任講師 千葉励子 氏
十和田市立中央病院
看護局長 認定看護管理者 簗場理利子 氏
十和田市立中央病院
看護師長 皮膚・排泄ケア特定看護師 木村英子 氏

11/1～7

公益社団法人日本看護協会
会長 福井トシ子 氏

11/1～7

東京医療保健大学
副学長 坂本すが 氏
公益社団法人日本看護協会
医療政策部 看護情報課

16:30
12/11( 水 )
10:00
～

育成支援
No.44
特 定 行 為 研 修受講に向
けて
会場：アイーナ802

開催日時

16:00
11/19（火）
9：30
～

コース名

16：30

小林康司 氏

２ 研修会受講申し込みについて
岩手県委託研修は研修会毎に申込書を当会ホームページに掲載します。
各申込書をホームページからダウンロードし、お申し込みください。
 和２年度岩手県看護研究学会について
３ 令
 今年度は第50回日本看護学会―急性期看護―学術集会の開催に伴い休会しましたが、令和２年度は
10月23日
（金）
に岩手県民会館において開催します。
 令和 2 年度の日本看護学会は全国 4 会場で、令和３年度以降は領域設定を撤廃し２会場で開催とな
りますことからも、都道府県開催の看護研究学会の持つ役割は大きくなります。岩手県の看護研究の成
果が、それぞれの看護実践の場で活用される研究となりますよう、多くの演題をお待ちしています。

訃報

名誉会員

福士 タキ 様

盛岡支部会員

卓地 伊久子 様

花巻支部会員

根子 マユミ 様

がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

いわての看護
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〜岩手に広がる友達の輪〜

高橋

鈴子

Vol.

129

令和元 年

啓愛会宝陽病院

下さるスタッフはとても心強く頼もしいで
す。昨年義父が宝陽病院で終末までお世話に
なり大変感謝しております。この病院で働い
ていることを誇りに思っています。
現在私は３人の子供達が独立し夫と二人暮
らし。夫の妹家族や子供達が帰って来ると総
勢20人になります。何かと大変ですが、現
在孫６人の成長がとても楽しみな「ばば」な
のです。
次回は、元宝陽病院総看護師長さんで、私
が再就職する時に大変お世話になった、現在
はイーハトーブぬくもり施設長 高橋路子さ
んにバトンを渡します。

いわて の看護

53

先輩の部 vol.

花巻支部の藤原惠美子さんからバトンを受
けとった高橋鈴子です。藤原さんは看護学校
時代から、困った時に何時も助けてもらって
いる、頼れる友人です。プライベートでも仲
良くさせてもらっています。
私の初任地は県立江刺病院でした。新社会
人として心掛けたことは、「いつも心に太陽
を」です。お蔭様で多くの方々に支えられな
がら困難を乗り越え、看護師の仕事を楽しく
続けることが出来ました。
県立花巻厚生病院退職後、地元の石鳥谷病
院、そして現在は宝陽病院でとても有意義な
時を過ごさせて頂いております。熱意ある西
田総看護師長さんを中心に、全力で対応して

月

10

伊藤

由美

岩手医科大学附属病院

濱野

佳子

に乗り岡崎城・名古屋城へ、また一人旅で熊
本城へと城めぐりをしてきました。熊本地震
から 3 年経ちましたが熊本城は石垣の崩落
や城内の修復がまだ途中でした。日本百名山
である阿蘇山は景色がすばらしく癒されまし
た。海外旅行にも行ってみたいところですが
日本各地行きたいところが沢山あり過ぎて、
まずは日本制覇を目指しています。もちろん
リフレッシュした後は活力が湧き仕事を頑
張っていますよ。
次は楽しくて頼りになる宝陽病院の藤原寿枝
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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今年のインフルエンザは早くも流行期、
罹患しないよう注意して過ごしましょう！（Y.S）

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

141

すずとも vol.

岩手県立中央病院の鈴木弘子さんからバト
ンを受けた濱野佳子です。弘子さんと久しぶ
りに再会でき看護学生時代の楽しい思い出が
よみがえりました。
職場まで片道１時間の道のり、ドライブ好
きにとっては苦にならず軽井沢・箱根・山梨・
金沢・富山などたくさん走り続け、走行距離
は20万kmを越えました。増税前に新車を購
入しようと思いつつ乗り慣れた愛車を手放せ
ず、これからも大事に乗りたいと思います。
私のもうひとつの楽しみは旅行です。京都
旅行・富士山登山など綿密なプランを立てた
時に限ってハプニングがあり旅行が中止とな
ることがありましたが、今年は子供達の誘い

30

発行所／公益社団法人岩手県看護協会

盛岡市立病院

自分から「聴く」。今では、「患者さんも家族
も聴けば伝えてくれる。その人それぞれの考
えをもっておられる」と、私自身の思いが変
化しました。さらに、
「聴いたこと」を看護
につながる情報としてスタッフに「伝える」
ことも大切です。しかしながら、人に伝える
ことって難しい！！ 自分自身、不得意なのだ
と痛感していますが、なんのことはない、私
も話下手な岩手人でした。
次は看護学校の先輩で、病院実習や学校の
講義でお世話になっている、盛岡市医師会附
属盛岡准看護学院の岩城一枝さんにバトンを
つなぎます。

日発行
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すずとも vol.

盛岡つなぎ温泉病院の田村ゆみえさんから
バトンを受けた伊藤由美です。困りごとを相
談させていただく緩和ケアの先輩田村さんで
すが、実は自宅が近いと知り、二人で驚いた
ことがありました。ご縁を感じます。
岩手に戻ってきた10年前、
「どうして岩手
の人は自分のことや希望を伝えないのか。自
分の人生なのに、他人にお任せするなんて」
と、感じる機会が多くありました。それが東
北人の気質、岩手人の奥ゆかしさ、文化と言
われるものなのか？と。
でも、
「知らなきゃ始まらない」、ならば、
「聴
こう」
と。看護師として心がけていることは、
「聴く」ことです。
「どうして？」と思ったら、

