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松川渓谷（岩手県八幡平市）

令和 2 年度
岩手県看護協会会員数の動向

保

329人

助

333人

看

6,657人

准看

162人

計

7,481人

令和 2 年度 災害支援ナース登録者

92人

令和 2 年10月16日現在
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いわての看護

令和 2 年度役員・委員・会員セミナーを開催して
副会長 奥寺 三枝子
９月12日( 土 ) に、看護職の健康と安全に配慮した

ジョン）
、大変わかりやすくお話しいただきました。

労働安全衛生ガイドラインの理解を深め、看護職の労

その後、働き方改革の好事例、ＷＬＢとＨＷＰ（ヘ

働環境の整備の推進を図ることを目的に、公益社団

ルシーワークプレイス）の考え方、コロナ禍における

法人日本看護協会常任理事

保健所の体制強化など意見交換が行われ、ヘルシー

熊谷雅美氏を講師にお

迎えし、セミナーを開催いたしました。

ワークプレイスの取組みが更に明確になりました。最

及川会長から、「労働安全衛生ガイドライン」の活

後に熊谷先生から、「健康で安全な職場を創る、だか

用推進のために、このセミナーを企画した旨の挨拶

ら今、私は何をするか」について、①健康的に楽し

があり、その後、
「ヘルシーワークプレイス（健康で

く働く（楽しい職場づくり）②世代による働き方は違

安全な職場）を目指して」と題して、熊谷先生から

う ③自分のキャリアを考えていく（どう働いていくか）

Zoomでご講演いただきました。

という視点からまとめていただきました。

最初に先生は、①日本の現状（少子社会、社会の

幅広い内容の講演に91名の参加者ほぼ全員が大

動向、地域医療構想）
、②看護職の現状（年齢別、夜

変満足、満足と回答しており、参加者一人一人がヘ

勤、離職の状況）から、
『日本の課題は人口減少、働

ルシーワークプレイス（健康で安全な職場）実現の

く人がいない！』だから、看護職の働き方改革の推進

ための方向性が見えて学びの多いセミナーとなりまし

が必要と述べました。次に③ヘルシーワークプレイスに

た。

ついて（取組みの推進、枠組み、パワハラ対策、若

新型コロナウイルス感染症の感染予防を考慮し、

い人は多様な働き方に魅力を感じている）
、④今後の

先生には東京からヘルシーワークプレイスの黄色いポ

医療において日本看護協会が目指す地域包括ケアシ

スターをバックにご講演いただき、直接お目にかかる

ステムについて（全世代型地域包括ケアシステム、看

ことはできませんでしたが、セミナーの目的は達成で

護の 3 つの力「確かな看護スキル・生活の質の視点・

きました。今後、各職場でガイドラインを活用し労働

地域マネジメント」
、看護マネジメントをデザインするビ

環境の整備に取組んでいきましょう。
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看護職を目指す中学生・高校生等の進学セミナー開催報告
ナースセンター事業部 小田島 淳子
看護職を目指す中学生・高校生等を対象に、進路

あるものと推測されます。

や就職までの流れを紹介するセミナーを、8 月 5 日

セミナーの内容は、看護学生や現場で働く看護師、

水沢会場（参加者98名）、7 日 大船渡会場（参加者

助産師、保健師の他、地域で活躍する訪問看護師か

73名）
、12日 盛岡会場（参加者243名）の 3 か所で

ら学生生活や業務内容、看護の魅力、やりがいなど

開催しました。

のメッセージをいただきました。また、看護協会から

このセミナーは、岩手県内の看護師不足解消と地域

は資格取得までの流れなどについて説明しました。参

医療を担う人材確保を目的に、岩手県と岩手県看護協

加者は、先輩の話に熱心に耳を傾け、県内の看護大

会が毎年、夏休みの時期に合わせて開催しています。

学・専門学校等の資料を持ち帰るなど、今後の進路

今年は、新型コロナウイルス感染防止対策として、

の参考にしていました。

会場設定に於いては間隔をあけた座席配置などを実

参加者からは、「セミナーに参加して看護職になり

施し、参加者についても、保護者を除いた生徒・教

たいという思いがますます強くなった。岩手県の看護

員のみに制限するとともに個別面談を設けないことと

師が不足していると聞いた。地元で人の役に立ちた

し、参加を募りました。予想を上回り、例年より多く

い。」「今は中学生だが、現場で働く看護職から体験

の申し込みをいただきました。新型コロナウイルスの

や、やりがいについての話を聞く機会がなかったので、

影響でふれあい看護体験や、各学校のオープンキャ

とても参考になった。病院内だけではなく様々な場で

ンパスが中止となったことに加え、中学生の参加も増

活躍していることを知り、進路について考える良い機

えていることから、早い段階から多くの情報に触れる

会となった。自分でしっかり決めていきたい。」などの

ことで将来の職業選択に備えていきたいとの思いが

感想が聞かれました。

令和 2 年度「看護の出前授業」
地域の看護職の方々のご協力により 10

一戸中学校

月までに 10 か所で開催しました。
「看護職を目指すうえで、今やっておく
べきことを聞き、刺激になった」
「進路目
標が定まった」等の感想が聞かれ、生徒

かけます！

久慈高校

盛岡誠桜高校
西和賀高校

の心に響く貴重な時間となったようです。
今後も学校からの要望がありましたら出

大野高校

岩谷堂高校
和賀東中学校
金ケ崎高校
一関第一高校

千厩高校
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いわての看護

常任・特別委員会

活動の
社会経済福祉委員会

ン ト
イ
山屋

文枝

委員会は 6 名で構成されています。看護職が働き続けられる職場づく
りを推進するため「労働安全衛生ガイドライン」の周知に取り組んでいき
ます。また、労働時間や勤務体制の実態把握を行い、健康で安全に働くた
めの労働環境の整備に向けた活動に努めていきます。

学会委員会

佐藤

史教

学会委員会は岩手県看護研究学会の企画、運営に携わっています。今年
度の学会ではこれまでの研究報告に加え、実践報告も募集いたしました。
これからもさらに魅力ある学会を目指し、尽力してまいります。協会員の
方も要望がありましたら、ぜひお教えください。

教育委員会

端坂

吉恵

教育委員会は教育部と共に研修の企画や評価を行っています。今年度
は受講生の学習ニーズを把握するための研修終了後のアンケート調査を
Webで実施しています。研修受講の際はアンケートに回答いただき、研修
の企画等にご意見をいただければと思います。

広報出版委員会

沢内

節子

８人の委員で機関紙「いわての看護」を年４回発行しています。今年は

新型コロナウイルス感染拡大防止のため例年よりイベントが少ないです
が、会員の皆様に役立つ情報をお届けしたいと思っております。企画やエ
ピソードを募集しておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

準備委員会

竹田

恵美

準備委員会は11名の委員で構成され通常総会、学会等の準備、設営、
後始末等に関することが主な任務です。コロナ禍での開催となりますがス
ムーズな会の進行ができるよう協力していきたいと思います。
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会員委員会

武田

リカ

会員委員会は、加入促進に向け、新人看護職や未加入の看護職、卒業を
控えた看護学生に対し、入会案内のリーフレットの配布、看護協会主催の
研修会でスライドによる啓発を行います。今年度は、地域での会員加入の
取り組みを促進するために、地域別懇談会へ参加する予定です。

推薦委員会

山内

幸子

推薦委員会は保健師３名、助産師２名、看護師５名で構成されています。
協会の定款・規約を熟知し、改選役員・委員への交渉を行い公正に推薦す
る事を目的としています。次年度の改選に向けて選出依頼、交渉を行いま
すのでご協力お願いします。

認定看護管理者教育運営委員会

柳田

美喜子

11名の委員で、認定看護管理者教育課程の企画・運営・評価を行って
います。研修中は休む間もなく「やるべきこと」に向き合います。その中
で「悩む・考える・見出す」過程は納得できる学びとなり、看護管理者と
しての自己成長に繋がりますので、ぜひご参加下さい。

防災・災害看護委員会

髙橋

健

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。常に派遣されることを
念頭に置き、災害支援ナースの質の向上を目指していきます。多数の研修
参加と登録をお願いします。

医療・看護安全対策委員会

高橋

光

県内のリスクマネジャーが、研修の学びから意見交換を行い今後の活動

に生かせるような交流会の開催と、看護師職能委員会Ⅱとの連携を図るた
め介護施設等で働く看護職の集いに参加し情報収集を行っています。安全
な医療、看護を提供できるよう活動へのご意見・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

研究・調査の科学的合理性と倫理的妥当性を審査することを目的に、昨
年度設置された委員会です。研究や調査を適正に進めることができるよう
に相談も受け付けておりますので、医療機関や施設のみならず看護協会の
委員会や各支部でおこなう調査についても、当委員会をご活用ください。
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新型コロナウイルス感染症
岩手県では 7 月29日に県内初の感染者が確認さ

岩手県看護協会では感染対策やお困りご
との相談窓口を開設しています

れ、10月16日現在、感染者が26名報告されました。
看護職の皆様は相談や検査、現場での対応に奮闘さ


れていることと思います。

相談受付▶︎月曜日～金曜日

この間、ウイルスによってもたらされる 3 つの感染

電

症のうち、第 2 の感染症と言われる見えないことへの

9：00 ～ 16：00

話▶ 019-662-8213

「不安や恐れ」の現象や、第 3 の感染症、不安や恐
怖が「嫌悪・差別・偏見」も見受けられました。感
染された方や関係者、ケアに携わった医療従事者を
守るためにも差別、偏見、誹謗中傷は許されません。
情報共有しながら対処しましょう。

濃厚接触の定義



ナースセンターからのお知らせ
県内保健所の求人と軽症者宿泊療養施設への看
護職確保に対応しています。

（国立感染症研究所感染症疫学センター）

現在、就業されていない看護職の方でご協力い

新しい定義は、患者（確定例）の感染可能期間

ただける場合は岩手県ナースセンターにご連絡く

＊

に接触した者のうち、次の範囲に該当する者です。

ださい。

電話 019-663-5206

＊感染可能期間とは、コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した 2
日前から隔離開始までの期間

★患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、
航空機内等）があった者
★適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看
護もしくは介護していた者



感染防止防護具の配付
日本看護協会から供給された防護服、アイソレー
ションガウン、マスクを配付しました。

★患 者（確定例）の気道分泌物もしくは体液等の汚
染物質に直接触れた可能性が高い者
★その他：手で触れることのできる距離（目安として
１メートル）で、必要な感染予防策無しで、患者（確
定例）と１５分以上の接触があった者
（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者

の感染性を総合的に判断する）



給付金の申請について
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金（介
護分）、感染拡大防止等支援事業の申請ができ

日本看護協会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症

感染予防・管理のためのツール

ます。申請は勤務先の事業所・施設等で取りま
とめての提出となります。岩手県のホームページ
をご確認ください。

を作成しました。

これは都道府県看護協会が感染管理認定看護師等

今年は新型コロナウイルスとインフルエンザの同時

を派遣する際に、また、支援を受ける病院・施設で

流行が懸念されています。継続してマスク着用など感

は感染予防策を改善し継続するために活用するツー

染防止対策に取り組んでいきましょう。

ルです。感染各期において起こりうる事柄や体制整
備等についてチェックするポイントが示されていますの
で、自主点検の参考にご覧ください。日本看護協会
ホームページからダウンロードできます。

Iwate Nursing

認定看護師の活動
感 染 管 理 認 定 看 護 師
岩手医科大学附属病院
感染制御部

近


藤

啓

子

認定看護師へと動機づけてくれたリンクナースとしての経験

感染管理認定看護師（CNIC）を目指したきっかけは、
リンクナースとして活動していた当時、リンクナース会委

感染対策の実際を自分の目で見て確認し、実践するス
タッフの意見を直接聞きながら改善策を考えることを心が

員長や所属長、主任、スタッフに動機づけられたことで
す。その時のいくつかの場面が今でもはっきりと思い出さ
れます。特に魅力を感じたことは、患者をとりまくあらゆ
る人の協力が必要なことでした。多職種連携は感染管
理に限ったことではありませんが、同じ患者さんを目の前
にして対策に違いがあることに気付き、職種の枠を超え
て協力することが、患者やご家族のみならず職員も感染
から守る事を学びました。また、日々の感染対策は決し
て楽ではない中、当時救急センターでMRSA対策やデ
バイス管理に翻弄されていた自分は、忙しくても協力して
くれるスタッフとの日々の関りでやりがいを感じるとともに、
もっと学んで知識を身につけ、みんなの役に立ちたいと
思うようになりました。
■感染制御部の専従看護師として
2012年に認定看護師の資格を取得し、感染制御部
の専従として業務をしています。特に衛生的な医療環

けています。また、2018年より抗菌薬適正使用支援チー
ムの一員として看護師の立場からディスカッションできるよ
う、患者の状態に合わせた検査やデバイス管理がされ
ているかなどを確認し、ミーティングに積極的に参加して
います。
地域医療への貢献では、いわて感染制御支援チーム
（ICAT）の一員として避難所における感染対策の支援
や、毎年開催される保健所主催研修会の講師などで消
防士や保育士など様々な職種の方に感染対策研修をす
る機会をいただいています。今年は新型コロナウイルス
感染症の影響で集合研修やイベント開催が難しい状況
にありますが、地域の方にも日頃からの感染対策を啓発
する機会をもっと企画していけたらと思っています。
■新型コロナウイルス感染症の対応をとおして
新型コロナウイルス感染症対策は、これまで実践して
きた対策の延長にあります。まずは、既存のマニュアル

境の提供に力を入れており、カラーコードによる「ゾーニ
ングシステム」の推進の他、移転を機に新設が実現した

が遵守できているかを確認しながら、新型コロナウイルス
の特徴に合わせ、追加・修正をしています。例えば手

「衛生処理室」の管理、清掃委託業者との日常的な
連携の強化などを行っています。院内感染管理責任者
としての自身の役割は、対策の企画立案と評価、職員
への周知や指導、緊急時の対応などです。現状を分析

指衛生は実施しているが手技は適切か、就業前の健康
チェックは実施しているはずだが確実だろうか、というよ
うに、「やっているはず」という思い込みをなくすことが
重要であることを再認識しました。未知の感染症が今後

し介入するために、感染管理の実働部隊であるICTメ
ンバーの協力を得ながら、ラウンドやサーベイランス、委

も発生する可能性は十分にあります。感染症はだれでも
罹りうることを忘れず、看護職の私たちは医療のプロとし

員会、リンクナース会の運営を行っています。ICTから
得られた情報や日々のコンサルテーション対応をもとに、

て患者を守ることができるよう研鑽していきたいと思いま
す。

2016年避難所支援

2017年健康フェス

ASTミーティング
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保健師研修会
今年度は 8 月29日（土）岩手県看護研修センターを会場に、「統括保健師の役割」をテーマに開催し、参加者
は34名でした。昨年の保健師研修会参加者のアンケート結果で意見の多かった「統括保健師の役割が重要」を反
映させた内容としました。
最初に、釜石市健康推進課 統括保健師

佐々木尊子氏から、統括保健師として

新人期から中堅期・次期リーダーの育成を見据えた日々の業務と人材育成の実際に
ついて情報提供していただきました。引き続き、武蔵野大学看護学部教授の中板育
美氏からZoomで「統括保健師の役割」と題して ①統括保健師の実態 ②牽引した
い保健活動 ③人材育成の牽引 ④統括保健師としての覚悟についてご講演いただき
ました。中板先生は統括保健師の役割は、保健活動の組織横断的な総合調整及び
推進、技術的・専門的側面からの指導及び調整、人材育成の推進である。人材育
成と環境調整整備のために、組織内外との調整・プレゼンに努める覚悟、後輩へバ
トンをつなぐ意識、地域から逃げない強さの伝承を意識した統括保健師の覚悟が必
要と話されました。
研修会の後半は奥寺副会長の進行のもと、各市町の保健師の人材育成の状況や
統括的立場の保健師について東京の中板先生ともつながりながら、参加者と活発な
情報交換を行いました。
今年はコロナ禍ということもあり、会議や研修も延期や中止となる中、久しぶりに
他の職場の保健師と交流も図ることができました。中板先生からも提案がありました
が、統括的役割を担う保健師間で、情報共有しながら保健師の人材育成支援につ
なげていきたいと思います。


（保健師職能副委員長

小川 陽子）

WHC（ウィメンズヘルスケア）研修会・CLoCMiPレベルⅢ認証推進研修会
助産師職能委員会では 7 月18日に、CLoCMiPレベルⅢ認証（アドバンス助産師）に関する 2 つの研修会を開
催しました。
午前中の「WHC研修会」では委員長の蛎崎が講師をつとめ、
「思春期の対象理解」
「子どもの自己肯定感を育む支援」について講話をしました。病院や診療所をはじ
め市町村保健センターに勤務されている方等、計39名が参加しました。熱心に聞き
入ってくださり、アンケート結果からもそれぞれの実践の場において「助産師として
できること」について考えたり、発見や再認識をする機会となったことが伺えました。
午後の「CLoCMiP レベルⅢ 認証推進研修会」は新型コロナウイルス感染拡大防
止のためZoomを用いて開催しました。日本助産評価機構理事であり成城木下病院
看護師長の砥石和子先生に「CLoCMiP レベルⅢ認証申請」および「助産業務ガイ
ドライン2019」についてご講義いただきました。参加者は32名で、23名のアドバン
ス助産師の他、今後認証をめざす方々もおりました。講義では CLoCMiPレベルⅢ
認証申請の変更点、特別措置に関する説明や WHC区分の更新等についてわかり
やすく説明していただきました。自律したアドバンス助産師としての活動が妊産婦の
信頼獲得につながることや専門性を高め社会的責任をもつ大切さ等、広く自身のあ
り方について学ぶ時間となりました。
2015年 に開 始したCLoCMiPレベルⅢ認 証 制 度。その 年 にアドバンス助 産 師
に認証された助産師は今年度、初めて更新申請を行います。今後も本委員会
ではアドバンス助産師の新規・更新申請に関して様々な支援を行っていきます。


（助産師職能委員長

蛎崎 奈津子）
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看護師職能Ⅰ・Ⅱ合同ミーティングを開催しました
新型コロナウイルスの感染拡大は、
医療現場はもとより社会全体に大きな影響を与えました。通常の生活が激変し、
緊急事態宣言の発令と解除、そして「その後の暮らし方＝ウィズコロナ」をどのように受け止め、対応していくのか、
看護職が日ごろの悩みや不安を解決・共有できる時間を作り、明日からのケアにつ
なげたいと考え、
「新型コロナウイルス感染症の対応について」合同ミーティングを
企画いたしました。
感染管理認定看護師の近藤啓子氏（岩手医科大学附属病院）
、小石明子氏（岩手
県立中央病院）
、杉村明子氏（盛岡赤十字病院）を講師に迎え、web会議システム
Zoomを利用し、感染管理の専門的な立場から看護現場での対応やPPEのポイントを
具体的に説明していただきました。40施設130数名の参加者からは「訪問診療時の対
策」
「面会禁止中の家族ケア」など、具体的な質問が寄せられ、活発に意見交換する
こともできました。目に見えないウイルスに対して、根拠に基づいた対応と情報の共有、
連携が不可欠であることを学んだミーティングとなりました。アンケート結果からは、
「県
内の動向や他施設の対応を知ることができた」
「悩んでいることの解決につながった」
「具体的な対策を聞き、実践につなげていきたいと思った」等の感想をいただきました。
新型コロナウイルス感染症は収束が見えず、今後インフルエンザの流行時期に入るこ
とから、参加者が今回の学びを各施設で共有し、対策を実践していくことを期待したいと
思います。また、Zoomによる開催につきましても、
「岩手県での研修の開催形態として今
後も活用してほしい」という意見が多く寄せられました。今後も多くの情報を発信し、県
内の看護職がつながるための一つの方法として検討していきたいと思います。

（

看護師職能委員長Ⅰ

田村 ヤス子

看護師職能委員長Ⅱ

井上

和子

）

岩手県の特別支援学校の医療的ケアに携わる看護職の交流会
今年度、岩手県看護協会は重点事業の一つ「地域包括ケアの推進」の中で「医療的ケア児に携わる看護職へ
の支援」
を掲げております。そこで、県内の特別支援学校で医療的ケアに携わる看護職の現状について情報交換し、
今後の支援体制を検討するために岩手県教育委員会のご後援をいただき、8 月22日（土）に交流会を開催しました。
当協会では初の試みで、県内の特別支援学校で医療的ケアが必要な児童生徒に携わっている看護職 7 名が参加し
ました。
内容は、日本看護協会の取り組みの紹介と、平成 30年度に岩手県が実施した「重症心身障がい児及び医療的
ケア児に係る実態調査並びにアンケート結果」から情報提供を行い、岩手県療育センターの重症心身障害看護師
藤倉理恵氏から「岩手県療育センターで実施しているケア」についてご紹介
いただきました。
交流会では、学校で実施している指示の内容の確認、家族や教員との連携
について、研修会や勉強会について、また、以前と比較してケアの内容や支
援が変化していること、対象となる児がいないときは雇用の中断があること、
看護職間のつながりはないことなどの情報提供がありました。
医療的ケア児の支援は出生から18歳までにわたり幅広く、NICU・GCU～
在宅への移行の在宅生活支援、乳児期・幼児期の保育所や幼稚園など、ま
た学童期の学校でのケア等の社会生活支援、医療費助成、養育手帳など経
済的支援においてケアを必要とする児とその家族も支える分野です。
特別支援学校の看護職員の役割は大きく、医療的ケアの実施や急変時の
対応、教育計画の中での支援と教員との連携などが求められており、今後も
継続して取り組む課題と考えました。

（専務理事

北村 和子）
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10 いわての看護

看護補助者の活用推進のための看護管理者研修改定版2020を受講して
盛岡友愛病院 横手 美幸
今 年 度の受 講 申し込 み者は

評価」のテーマから話し合い、直接ケアを適切に指

122名でしたが、新型コロナウイ

示できているのか、看護補助者が役割を理解できて

ルス対策を講じ 2 日間に分けて

いるのか、評価指標がない、指導内容の見直しが必

開催され、私は 7 月31日に参加

要など、課題が抽出されました。意見交換の中で、

しました。
「看護補助者の活用に

看護職員・看護補助者との相互理解が必要であり、

関する制度の理解」「看護職員

役割が活かされていないことがわかりました。グルー

との連携と業務整理」「看護補

プワークであるべき姿と現状の摺り合わせを行い、対

助者の雇用形態と処遇等」について、看護補助者と

策を共有することができました。今後、看護職員が専

協働するための対策を検討しました。

門性を発揮できるよう、適切に役割分担できる体制の

「看護職との連携と業務整理」「育成、研修、能力

整備や育成支援に取り組んでいきたいと思います。

令和2年度岩手県総合防災訓練
防災・災害看護委員長 髙橋 健
新型コロナウイルスの影響により、今年度予定して

をきたすことが予想されます。岩手医科大学附属病院

いた一関市と平泉町での訓練は中止となり、岩手教

の櫻井先生から「新型コロナウイルスの対策は、他

育会館多目的ホールにて警察や消防隊等25機関が参

の感染症対策としても有効である」と拝聴し、災害支

加しての図上訓練が行われました。三密対策として参

援ナースの教育において感染予防対策は重要である

加者が限定され、岩手県看護協会の防災・災害看護

ことを再認識しました。この災害訓練を委員会活動へ

委員である私が参加しました。豪雨による磐井川流域

活かしていきたいと思います。

での浸水被害や土砂災害を想定し、地図上で時間の
推移に応じて関係機関の駒を動かす、マップマヌー
バー方式が採用され、相互の活動や連携を確認しま
した。例年であれば、避難所での健康相談や血圧測
定などの実施のため、他の機関の動きが分かりにく
い側面がありましたが、今回一堂に会することで救助
活動や行政などの動きを確認することができました。
実際に災害が発生した際には、各機関での新型コロ
ナウイルスの対策が必要となっており支援活動に支障

会員の皆さまへ
平成30年度より「組織強化」を重点事業に掲げ、会員拡大

に向け取り組んでおります。会員数は、平成30年度7,298名、
令和元年度7,468名、令和 2 年10月16日現在では前年度を

上回る7,481名と増加してきております。会員の皆様には、加

入促進にご協力いただいておりますことに厚くお礼申し上げま
す。令和 2 年度は7,600名を目標にしておりますので、更なる

ご支援ご協力をお願いいたします。
施設の会員担当の方へ 

加入申し込み後、
手続きが完了していない例があります。
「施

設用 Web」で確認をお願いいたします

10/16現在の会員数
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INFORMATION
教育部から
今年度の研修会は新型コロナウイルス感染症の拡

大の状況に鑑み日程等を変更しておりますが、皆さ

まのご協力のもと順調に開催しております。

ナースセンターから
★岩手県看護職セカンドキャリアセミナー
開催日程

① 10月27日（火） ② 11月11日（水）

１ 研修会アンケートのお願い

開催場所

QRコードを活用して実施しております。今回はクリ

②ホテルメトロポリタン盛岡

教育部では今年度から、研修会のアンケートは

ニカルラダーレベルの設問を加えてありますが、全

体の内容は従来とほぼ変わりません。また、個人
情報は取得しない設定にしております。

回答期間は研修終了日から 3 日間です。今後の

研修企画の参考にしますので、皆様のご協力をお
願いします。

２ 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う
研修受講に際して（お願い）

これからの季節はインフルエンザの流行も懸念さ

れるところです。新型コロナウイルス感染防止対策

と合わせ、受講者の皆様には対策行動をよろしくお
願いいたします。受講に際しての注意事項を、いわ

ての看護Vol.132及びホームページで掲載しておりま

したが、その中から抜粋して再掲いたします。

●体調にご留意いただき、不調（風邪症状・微熱

以上の発熱・味覚や嗅覚の異常等）の方は参加

をご遠慮ください。

●咳エチケットのため、マスク等のご用意ならびに
ご着用をお願いいたします。

●換気をする時間を設けます。その際、室温に変動

が生じることがあります。服装にご留意ください。

●休憩や昼食時は対面での飲食は避けてください。

①ベリーノホテル一関
対 象 者

○40歳以上の看護職で退職予定者及び退職を
考えている方

○40歳以上の未就業看護職の方
★令和 2 年度「看護の心」普及事業

⑴地域で活躍する看護職と県協会長が「地域で健

康に暮らすために」をテーマに対談を行います。
対談の内容は12月 3 日の岩手日報 mekke に掲
載されます。

⑵ IBCラ ジ オ「 ワ イ ド ス テ ー シ ョ ン 」（ 月 ～ 金

12：35～16：40放送）内で「県民に役立つ健康
ミニ情報」として県内の認定看護師や保健師
が出演します。ぜひお聴きください。

放 送 日

11月～令和 3 年 1 月までの第 1・第 3 木曜日
14：20頃～ 5 分程度

会員管理担当から

●受講受付用紙提出後は会場の席に戻っていただ

次年度会員継続を希望されない方へ

３ 新型コロナウイルス感染症関連情報について

い方は、手続きが必要です。

ウイルス感染症に関する動画（ユーチューブ）
・資

にご連絡ください。(TEL 019-662-8213)

きますが、席の変更はしないでください。

日本看護協会公式ホームページには、新型コロナ

料があります。感染予防の基本、メンタルヘルスケ

ア、認知症高齢者ケア、対応や活動の事例等です。
参照してみてはいかがでしょうか。

４ 認定看護管理者教育課程セカンドレベル

7 月 6 日から 9 月18日までの32日間、セカンド

レベル研修の全課程が終了しました。講義は一人

の講師がZoomで行ったほかは対面での講義を受

けることが出来ました。また、今年度は新カリキュ

ラムになって初めてとなる他施設実習がありました。
各施設の理解と協力のもと、受講者自身の所属種

別以外の施設で学ぶことで地域連携の理解を深め

ることが出来ました。

令和３年度 やむを得ず会員継続を希望されな
関係書類をお送りいたしますので、12月末まで

※会 費納入方法を口座振替にしている方はご連絡

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 3 年度会費の口座振替日は
令和 3 年 1 月27日です。

〜 岩 手 に 広 が る 友 達 の 輪 〜
先輩の部 vol.57
奥州市元保健師の及川千鶴枝さんからバトンを受けた滝沢市地域包括支援センターの千葉澄子で
す。及川さんとは衛生学院保養科以来、あの優しさに癒されながら、長くお付き合いをさせていただ
いております。私は昭和53年、当時の滝沢村に奉職して38年、更に退職後も再任用職員として仕事を
続けております。現在はケアマネジャーとして要支援者のケアマネジメントに携わっておりますが、現
職時代は主に健康部門において、成人及び母子の健康づくりに取り組みました。その間「健康日本
21」や「健やか親子21」等国の健康づくり政策を受けての各種保健計画の策定とそれに基づく保健
活動に忙しくも充実した毎日を送っていた記憶が蘇ります。
県看護協会では、教育委員や職能委員、平成21、22年度には職能委員長を務めさせていただき
ましたが、初めての保健師の活動基盤に関する基礎調査や保健指導の力量形成のための保健指導
ミーティングの取り組みが思い出されます。
コロナ禍の中ですが、就職と同時に始めた茶道や最近はまっているパンづくりは老後のため続け
ていきたいと思っています。
次回も、同級生繋がりで恐縮ですが、現在も全国学会で研究発表をする等、常に向上心を持ち続
けている軽米町の保健師 中里早苗さんにバトンを繋ぎます。

滝沢市
地域包括支援センター

千

葉

澄

子

すずとも vol.148

岩手県立大船渡病院

佐

藤

喜

久

県立中部病院の松長由紀江さんからバトンを受けた県立大船渡病院の佐藤喜久です。
由紀江さんは看護学生時代からの友人で、昔と変わらぬ笑顔は、明るい気持ちにさせてくれます。学
生時代の友人に会うといつも元気をもらい、励みとなり前向きな気持ちとなります。いつまでも変わらぬ関
係でいたいです。
毎年、お盆は娘の誕生日もあるので、姉の家族や姪も帰省し賑やかに過ごしていました。小・中学生
の頃は夏休みの宿題・工作のラストスパート、そして誕生会と忙しいお盆ではありましたが、皆が集まる楽
しい、大切な行事でした。今年の夏はコロナの影響もあり姪達は帰省を断念し、娘だけの帰省となり寂し
いお盆となりました。家族と共に迎え火、お墓参りを行い、他愛ない事で笑い、皆で料理を食べるといった、
あたりまえの日常が、いかに幸せなのか再確認しました。遠方で頑張っている姪達に会えない寂しさはあ
りますが、平穏な日常生活に戻れる時を願って日々を大切に過ごしていきたいです。
次は、看護学生時代からの友人で、いつまでも若さあふれる、県立遠野病院に勤務しております石亀
桂子さんへバトンを繋ぎます。

すずとも vol.149

岩手医科大学附属病院

佐

藤

真由美

県立軽米病院の皆川郁子さんからバトンを受けた岩手医科大学附属病院の佐藤真由美です。郁子さ
んとは前職場で働いた後輩で、一緒にアフターファイブを楽しんで過ごしました。職場が離れても院外
研修も一緒に行き、お互いに刺激し合えるとても大切な存在です。
今年の夏は新型コロナの影響で色々な行事が自粛となりました。楽しみにしていた息子のバレー大会
の追っかけもできず楽しみが半減しましたが、家にいる時間が増え息子と大好きなバレーを一緒にする
機会ができました。実は私、バレー経験者で18年前は社会人チームに所属していました。今回一緒に
バレーができることにワクワクしましたが、案の定ボールに当たった腕は黒く腫れあがり痛みと驚きで苦
笑いでした。でも、息子と一緒にプレーできたことがうれしく貴重な時間で、好きなことができるって自
然に笑顔になるんだなぁとお互いの顔を見てほっこりした夏でした。コロナ禍の中、健康で過ごせてい
ることに感謝し、私らしくどんなときでも笑顔で皆がほっこりする存在でいたいと思います。
次は、岩手医大の同期で、いつもポジティブ＆パワーがあって尊敬する岩手県立大学に勤務している
高屋敷麻理子さんにバトンを繋ぎます。

広報出版委員会
からのお知らせ

令和2年10月28日発行

年 4 回発行の「いわての看護」をご覧いただき
ありがとうございます。昨今の新型コロナウイルス
感染拡大の影響により様々な研修会や学会、イベン
トなどの中止や延期が相次いでおり、暗いニュー
スが続いています。また、県内でも 7 月に感染者
が発生し、保健所・病院・施設・訪問看護ステーショ
ン、診療所などそれぞれの場所で緊張度の高い状
況が続いていると思います。ストレスフルな日常で
はありますが、健康管理に配慮して頂きたいと思い
ます。
広報出版委員会では少しでも役立つ情報や明る

発行所／公益社団法人岩手県看護協会

い話題などで皆様の心を軽くしたり、明るくするお
手伝いをしたいと思っています。
「他の病院・施設では具体的にどんなコロナウイル
ス対策をしているの？」等の質問や「こんな今だから
こそみんなが明るくなれるような話題」
「身の回りで
体験した思わず “ にやり ” としてしまった場面」
「温
かい気持ちになる出来事」等の心温まるエピソード
を募集しています。
会員の皆様にとって、身近に感じて頂ける機関紙
作りを目指しています。ぜひご協力をお願いいたし
ます。
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