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岩手県看護協会は
看護職の皆さまを応援しています

令和 2 年度
岩手県看護協会会員数の動向
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いわての看護

年頭の
ごあいさつ


公益社団法人岩手県看護協会
会長

及川

吏智子

新春のお慶びを申し上げます。

良質な看護の提供」を行う看護提供体制をこれまで

平素より、本協会の事業にご支援ご協力をいただ

以上に強化していく必要があります。そのために、看

き感謝申し上げます。

護人材の確保、各領域で質の高い看護を実践してい

岩手県においても新型コロナウイルスの感染者が
増加しております。長期化が予想される中、保健医療
福祉の最前線でご尽力いただいております看護職の
皆様に心より感謝と敬意を表します。

くための継続教育の充実、看護職の連携などに力を
入れて取り組んでまいります。
また、全国的に大規模災害が増加しております。未
曾有の東日本大震災から10年の節目を迎えますが、

今年度の岩手県看護協会通常総会は、新型コロナ

災害に備え改めて、災害対策についての準備・支援

ウイルス感染防止の観点から規模を縮小し開催いたし

体制の見直し、支部との連携強化、災害支援ナース

ました。また、中止せざるを得ない事業・研修もあり

の育成・確保を推進していきたいと考えています。

ましたが、リモートの活用や感染対策を講じながらで
きる限り実施してまいりました。
さて、2025年に向けた地域医療構想、地域包括ケ
アシステムの推進さらには、2040年を見据えた社会

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で地
域別懇談会を開催できませんでしたが、今後も皆様の
ご意見を大切にして事業を進めてまいります。
会員数が増加し看護職の輪が広がってきました。会

保障制度改革、
働き方改革が進められています。また、

員の皆様と共に日本看護協会の示した「看護の将来

昨年、厚生労働省から2025年における看護職員需給

ビジョン」のもと、
「人々の生涯にわたり、生活と保健・

推計が公表され、本県では440～1,805人が不足する

医療・福祉をつなぐ看護」の実践に向け専門性を発

と予測されています。

揮していきたいと思います。本年も本協会へのご協力

このような中、看護活動の場は地域・在宅へと拡
大し、あらゆる健康段階の人々に切れ目のないケア
を提供することが求められています。本協会では、本

ご支援をよろしくお願いいたします。
結びに、皆様のご健勝とご多幸を心より祈念申し
上げ、新年のご挨拶といたします。

県の背景を踏まえながら「あらゆる場、あらゆる人に

令和 2 年度岩手県保健医療功労者表彰を受賞して
岩手医科大学附属病院
この度、岩手県看護協会

副看護部長

安保

弘子

1997年 に救 急 看 護 認 定 看 護 師を取 得してから、

の推薦をいただき、岩手県

唯々、がむしゃらに救急看護における人材育成と看護

保健医療功労者表彰を受賞

の質向上に寄与したい一心で実践モデルとして活動し

いたしました。私には、思

毎日忙しかった日々を思い出します。さらに、岩手県

いも寄らない大変名誉な受

看護協会副会長としての 6 年間は、看護管理者として

賞であり、ご尽力いただき

多くのことを学ばせさせていただきました。

ました及川会長はじめ協会

今後もこれを良い機会として、更なる人材育成に微

の皆様に御礼申し上げます

力ながら尽力してまいる所存であります。会員の皆様

と共に、看護職として私を育て、ご支援・ご指導賜り

のご健康とご活躍、そして岩手県看護協会の更なる

ました多くの先輩・会員の皆様のお力添えのお陰で

発展を心から祈念し御礼といたします。本当にありが

あり心から感謝申し上げます。

とうございました。
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岩手県保健福祉部との懇談会を開催して
昨年は、岩手県看護協会が岩手県保健医療計画に
基づき看護職が的確に役割を果たすために良質で持続

可能な看護提供体制が重要と考え看護職が抱える課題
について懇談しました。今年度は昨年度に引き続き、岩
手県看護協会の事業方針に関連した看護人材の活用・
確保などについて懇談しました。
日

時：11月 4 日（水）14：00 ～ 15：30

会 場：岩手県民会館 4 階 第 1 会議室
出席者：岩 手 県 野原保健福祉部長 外
看護協会

各課長等11名
及川会長 外11名

懇談内容 １
認定看護師、特定行為研修修了者の活用推進

看護協会提示
「岩手県では、育成に必要な経費を補助し、看護
体制の拡充と看護の質向上、適正なチーム医療
の推進及び在宅医療を担う看護職員の育成を図っ
ているが、地域での活動推進の支援について」
県：養成の意義の周知を図り、施設の看護管理者
に向けて役割や有効性を啓発、地域ケアへの
専門家の派遣など広げていきたい。
懇談内容 ２
地域包括ケアを推進するための保健師の確保
看護協会提示

「保健師の配置数が減少している状況にあり、業務
の役割拡大に伴う適正数の配置と保健師の働く環境

の実態把握、統括保健師の配置の推進について」
県：地域包括ケアを推進する保健師の役割の重要
性が増している。県も市町村も十分な体制とは
考えていない。保健師の確保と人材育成、統
括保健師の配置について、関係部署や市町村
と理解と連携を深めていきたい。

懇談内容 ３
看護師確保に向けたナースセンターの事業強化
看護協会提示
「岩手県の看護職員の需給推計を見ても440人か

ら1805人が不足すると推定されている。対策とし
て潜在看護職の届出制度のさらなる周知と就業

相談の拡充、看護職を目指す学生の確保、県内
定着の推進にナースセンター事業の拡充が急務
であることについて」
県：看 護職確保は大きな課題である。新型コロナ
ウイルス感染対策にて財政が厳しい状態だが
相談させていただきたい。

今回の懇談会では提示した内容に県の考えや理解が
得られ、意見交換と今後の方向性を共有する機会となり
ました。岩手県看護協会が県民の健康と福祉の向上に
貢献できるよう懇談会を継続していきたいと考えます。

岩手県に要望書提出
12月16日岩手県知事・岩手県保健福祉部長に要望書を提出しました。
今般、各地で新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医療体制が逼迫し十分な看護職員が確保できない状況が
生じています。日本看護協会は厚労省、各都道府県と協議しながら特定の地域において看護職員の確保が著しく
困難である場合に、都道府県外から看護職員を応援派遣する仕組みを構築しました。これを運用するにあたり岩手

県との協定が必要となり要望しました。
また、近年、大規模災害が多発しており災害支援ナースを派遣するレベルの災害が増加しています。本会では、

災害支援ナースの登録を推進していますが、災害発生時、円滑な派遣が可能となるよう岩手県との協定が必要と考
えて要望しました。
要望事項

要望１．新型コロナウイルス感染症対応のための看護職員の応援派遣に関する協定書の締結について
要望２．災害時における災害支援ナースの派遣に関する協定書の締結について
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令和 2 年度岩手県看護研究学会開催報告
10月23日
（金）岩手県民会館において「看護の力

ら統合へ～さらなる進化を」では、「生活と医療」両

で地域包括ケアの推進を～さらなる進化をめざした看

方の側面から患者さんを支えることはまさに看護の専

護職の連携～」をメインテーマに、令和 2 年度岩手

門性であり、その力を発揮・強化するとともに、目の

県看護研究学会が開催されました。

前の患者さんとの 1 対 1 の看護から、地域全体の看

今年度は、新型コロナウイルスの感染防止対策と

護を効果的・効率的に展開する力が必要となってくる

して岩手県民会館常設のサーマルカメラで体温チェッ

ということを再認識することができました。そして、こ

ク、手指消毒と、当看護協会の感染防止対策として

れから専門職としての果たすべき役割を考えさせられ

来館前の健康チェック、指定座席の消毒、対人距離

る貴重な時間となりました。

の確保と換気等を行いました。また、会場は例年大

論文作成支援講座では、学会委員長の岩手県立大

ホールとホワイエでしたが、中ホールも加えて使用し

学看護学部 佐藤史教先生に、「抄録の書き方」につ

密を避けた開催ができました。

いて、大枠の “ 型 ” で書かれた抄録は読み手に取っ

本学会には460名の参加があり、演題は口演20題、
示説19題の計39題の発表がありました。研究内容は

て読みやすく、研究の魅力がより伝わるという大変役
立つお話をして頂きました。

侵襲を伴う検査の前処置、グリーフワークを支えるケ

超高齢化社会を迎える今、在宅へ向けた地域包括

ア、身体拘束期間短縮、認知症患者への取り組み、

ケアなど、看護職の活躍の場や役割は今後さらに拡

退院後の生活を見据えた退院支援、スタッフ・看護

大することが予測されています。それぞれの活動場所

学生への教育等、幅広く日々の看護実践を振り返り、

で「さらなる進化」を目指したケアを実践するために、

今後のケアに活かす良い機会となりました。

看護研究を通してさらに看護を探求していくことが大

また、東京医療保健大学副学長の坂本すが氏（前
日本看護協会会長）をお迎えした特別講演「連携か

切であると実感することができました。


（文責

広報委員会

菊地

洋子）
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令和 2 年度岩手県看護研究学会
令和 2 年度岩手県看護研究学会の特別講演は「連

携から統合へ～さらなる進化を」をテーマに東京医療

保健大学 副学長 坂本すが氏にご講演いただきました。
コロナ禍における大学教育について紹介された後、

特別講演

必要であることを学びました。最後には「看護職は

伝えなければならない＝政策提言」について語られ、
身の引き締まるお話をいただきました。

力強く、そして分かりやすい先生の講演を通し、看

最近のトピックスであるゲームチェンジャーについても

護職であることの誇りと重要性を再認識するとともに、

くの国民から看護職の必要性や期待が高まっており、

に対して強いエールをいた

るときが来たとエールとも受け取ることのできるお話

ナ禍においても会場までお

行動するかについて、大阪府看護協会の例を挙げ、

だいたことに大変感謝申し

触れられました。その中では、コロナ禍において多

それに応えるために看護職がゲームチェンジャーにな

がありました。また、危機において看護職はどう考え
宿泊療養施設や検体採取外来への看護師派遣の実際

についても知ることができました。さらに、看護職に
求められる力として、患者さんの異変を予測し、多様

今後の看護実践・研究活動

だくことができました。コロ
越しいただき、ご講演いた
上げます。

（学会委員長

佐藤

史教）

な情報を統合し、判断・対応することとともに、「考え

る力」の必要性についても話されました。それは、高
齢化や急激な社会変化（IoT、AI）に伴い、言われ

たことをすればいいというわけにはいかない、今後は
“ 考える力 ” も必要となってくるというものでした。“ 考

える力 ” を養うために、教養の重要性、リーダーとし
ては他のスタッフと対話し、考えを統合していくことが

論文作成支援講座「抄録の書き方」から
講師で学会委員長の佐藤史教氏はここ数年、委員

として抄録の査読をしており、その経験を踏まえた上
で次のように講義されました。

抄録からはさまざまな個性を感じ取ることができま

【目的】背景をふまえ、この研究で何を明らかにしたい

かを短く書きます。このとき、介入や観察そのものを目

的にするのではなく、それらによって何を明らかにした

いかと表現すると読み手が臨床に活かしやすくなります。

すが学会誌や抄録集として見ると、
やはり抄録の “ 形 ”

【方法】倫理的配慮によく見られる「じゆういし」は

魅力として伝わってきます。ではどう書けば魅力あふ

【結果】事実をたんたんと書きます。考察内容が結果に

えしたいと思います。

【考察】論理の展開が飛躍しないよう注意しながら進

としてまとまっている抄録はとても読みやすく、研究の
れる抄録になるのか？その方法についていくつかお伝
まずはその抄録の “ 形 ” についてですが、抄録の

作成方法は各学会により決められています。岩手県看

護研究学会においては、協会員の皆様に配布されて

自由意志ではなく自由意思が正しい表記です。

書かれていることがよくありますので分けて書きましょう。
めます。抄録では先行研究や引用文献が多くなると
自身の考察が薄くなってしまいます。

最後に、元となる論文から抄録にするために、規

いる県看護協会の教育計画に作成方法が細かく記載

定字数に削ぎ落とすことはかなり労力が必要ですが、

沿って形通りに整理してみましょう。

しょう。せっかくまとめた研究が相手に伝わりづらく

スします。

くなり、ひいては我々看護師や患者の利益にならな

次の目的に書いたことを研究したいと考えた背景や

して、看護が発展していくことを願っております。

されています（今年度は34～35ページ）ので、それに
次にそれぞれの項目について、一言ずつアドバイ

【はじめに】一般論やこれまでのエビデンスをふまえ、
自分の研究のオリジナリティについて書きます。

削りすぎて論理に一貫性がなくなることだけは避けま

なってしまうことは、すなわち臨床現場で活かされな
い可能性まであるわけです。よい研究よい抄録をとお



（学会副委員長

佐々木

謙一）
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令和 2 年度
盛岡

支部の活動状況

盛岡支部長

藤根 美知子

盛岡支部では、COVID-19感染防止のために 5 月
の「看護の日」イベントから、9 月の金藤晃一氏によ
る「実生活に活かせるコミュニケーション」の研修会
まで中止しました。10月の研修会はWeb開催に変更
し、「甲斐のある人生を生きるために」をテーマに
岸英光氏にご講演いただきました。また、11月には
高齢者施設で働く看護職員及び職員を対象とした「高
齢者施設への出前研修」を実施しました。施設から
の要望でCOVID-19とインフルエンザの同時流行前に、
「基本的な感染対策」をテーマ
に感染管理認定看護師による研
修会を行いました。組織強化の
取り組みは施設訪問と看護職交
流会を計画しました。施設訪問
は10月から11月にかけて 6 施設
の訪問を行いましたが、11月の
看護職交流会は盛岡支部管内の
COVID-19感染拡大のため中止
しました。コロナ禍の中、今後
も看護協会の役割を地域に発信
し、会員の皆様の要望にお応え
できるように事業を企画したいと
思います。

北上

北上支部長

柴田 まつみ

北上支部では新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から「心のケア研修会」
「認知症看護研修会」
「老人看護月間の施設訪問」を中止しました。
感染リスクが低減していた11月 5 日、住宅型有料
老人ホームなごみにおいて「高齢者施設への出前研
修」を開催しました。岩手県立中部病院 皮膚・排泄
ケア認定看護師 千田由美子さんを講師に「高齢者の
皮膚トラブルへの対処法」についてご講義いただきま
した。参加者は介護職員を含む16名でした。実技で
はローションの塗り方で皮膚の影響が違うことやテー
プのはがし方で痛みの感じ方が変わることを参加者
全員で体験しました。参加者からは「今すぐケアに活
かしたい」との声が聞かれました。研修後も職員か
ら依頼を受けた講師が利
用者の皮膚トラブルに直
接アドバイスする場面もあ
り、施設というアットホー
ムな雰囲気の中で顔の見
える関係作りができました。
今後も役員・会員間の
連携を図りながら、地域の
看護の質の向上と組織強
化に取り組んでまいります。

花巻

花巻支部長

畑村 浩一

「看護の日」のイベントや 6 月に予定していた研修
は中止や延期としました。
9 月には「発達障害」について国立病院機構花巻
病院の主任心理療法士 山村卓氏に講師をしていただ
き研修を行いました。参加者は会員・非会員合わせ
て41名でした。1 時間位とやや短い時間になってしま
いましたが、
「支援の仕方で障害が目立たなくなる」
など研修内容は参考になった方がほとんどで、大変
好評でした。
11月には「高齢者施設への出
前研修」を計画しておりましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大
状況を鑑み中止としました。
花巻高等看護専門学校での戴
帽式は規模縮小により花巻支部
からの出席はできませんでした
が、状況が許せば卒業式には出
席させていただき看護協会への
入会を案内できればと思ってい
ます。
会員の皆様の要望にお応えで
きるよう事業などを計画してまい
ります。

奥州

奥州支部長

遠藤 恵

新型コロナウイルス感染防止のため、地域における
「看護の日」
「老人看護月間」
「まちの保健室」事業
は中止としました。
研修会は感染対策を行い、11月11日「認知症の
方にも役立つコーチング研修」をハロードリームいわ
て事務局長 阿部英子氏を講師に開催しました。実践
に繋がる内容で、楽しく時間を共有することができま
した。1 月29日には「フットケアの基礎知識」を予定
しています。
役員会は 3 回開催し、理事会や地域との関係者会
議の内容を周知するとともに、意見交換を行っていま
す。特に新型コロナウイルス感染症に関する各施設
の取り組みや困りごと等については毎回役員会での
議題とし、地域の会議に
フィードバックしています。
支部強化の取り組みと
して、非会員施設へ支部
だより・入会案内の送付、
座談会を行う予定です。
今 後も役 員 が 協 力し、
工夫しながら支部活動を
行っていきたいと思 いま
す。

Iwate Nursing

一関

一関支部長

岩本 礼子

今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観
点から、事業や研修を中止・縮小せざるを得ない状
況となりました。こんな時代だからこそ地域のために
職場を越えて看護職が力を合わせ協力・連携してい
かなければと感染対策を図りながら、支部役員・委
員会議を開催しました。会議では新型コロナウイルス
対策に関する情報の共有や各施設における新規入会
の取り組みなどについて情報交換をしています。また
市内の各医療機関、各施設へ支部便りを送付しまし
た。支部事業計画や支部活動などについて知る機会
となり新規入会につなげていきたいと思います。研修
会について（残念ながらすべて中止になりましたが）
も、施設の管理者に直接電話でご案内しています。
今後も情報交換や入会案内などを合わせてお伝えし
ていきます。また、新型コロナウイルス対策について
も地域の医療を
地域の看護職の
連携により、い
まできることを
考え創意工夫し
ながら取り組み
をすすめていき
ます。

釜石

釜石支部長

古舘 美佳

釜石支部では、新型コロナウイルス感染拡大防止
の為、
「看護の日」のイベントと12月に開催を予定して
いた研修「認知症高齢者に寄り添う看護」は中止とし、
今年度は研修会 1 回のみの開催となりました。内容は
「看護に活かす会話の力」で、9 月11日 岩手大学人
文社会科学部 准教授 佐々木誠氏にZoomでご講義い
ただきました。会場の雰囲気や受講者の表情などが
先生に伝わりにくい環境ではありましたが、講義の中
にワークも取り入れていただき、参加者同士で体感す
ることで、
「傾聴する」とは何かを受講者一人一人が
納得して理解する事ができ、研修会実施後の受講生か
らのアンケートでも大変好評でした。次回の開催を希
望する声も多かったの
で、また企画したいと
考えています。
今 後は、看護 研究
発表会を予定しており、
現在演題を募集中で
す。発表会の開催につ
いては検討中ですが、
研究成果を支部内で
共有できるように検討
します。

大船渡

大船渡支部長

鈴木 郁子

大船渡支部では、気仙地域の看護の質向上と組織
強化を掲げ活動しています。
今年度はCOVID-19感染防止のため、気仙圏域内
の施設も面会や入館が禁止となり、研修会やイベント
が中止される事態となりました。しかし、工夫して学
習する場を設けたいとのご意見があり、10月に
「高齢
者の口腔内トラブルを防ぐ」
をテーマに歯科医の熊谷
優志氏を講師にお招きし、参加者を限定して研修会を
開催しました。介護施設からの参加者もおり、口腔ケ
アの大切さやADLの維持強化も
口腔機能維持には大切であるこ
とを実感しました。高齢化率の
高い気仙圏域では、とても貴重
な情報となりました。
10月 上 旬 には、 訪 問 看 護ス
テーションや老健施設、病院を
訪問し、コロナ禍における看護
業務の実態を聞かせていただき
ました。どの施設にもご苦労が
ありましたが、自分たちがすべき
ことは何かを考え工夫されてお
り、まさしく「看護の力」が発揮
されていました。

宮古

宮古支部長

昆 紀代美

宮古支部は協会員375名、役員14名で活動してい
ます。令和 2 年度上半期は予期していなかった新型
コロナウイルス感染の影響により、5 月の
「看護の日」
に計画していたイベントが開催できない状況になりま
した。7 月の研修会 ｢おとなの発達障害」
、10月の
研修会「オイルマッサージとセルフケア」は密を避け
感染対策を万全にとりながら開催しましたが、今後の
研修会の形を模索しているところです。また、県内の
新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、11月の地域
別懇談会は残念ながら中止となりました。
今後は感染状況を確認しながら、2 月の看護実践
発表会を紙面で
の報告などに形
態を変えて開催
して いくことを
検討しています。
研修会を開催
するための役員
それぞれのモチ
ベーションを維
持し、活動を継
続して いこうと
考えています。
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久慈

久慈支部長

久慈 ゆかり

今年度の活動計画として研修会開催を 2 回と組織
強化の取り組みとして出前研修会も企画していました。
その中で新型コロナウイルス感染症が発生し、感染
拡大防止のため、前年度好評だった「まちの 1 日保
健室」・「ふれあい看護体験」など全て中止しなけれ
ばならない状況となっています。それでも前向きに活
動再開しようとするこの時期に久慈支部では感染拡大
のリスクが高まっています。
久慈支部役員一同、コロナ禍においてできる事、
やらなければならない活動について今後どのように進
めて行くか検討を重ねております。
今後も、会員の皆様の要望を取り入れながら力を
合わせ活動していこうと思っております。

二戸

二戸支部長

長岡 里子

今年度は、コロナ禍において「ふれあい看護体験」
を中止、研修会も計画しましたが、やむを得ず中止と
しました。また「高齢者施設への出前研修」は二戸
管内の施設にアンケートを実施し、2 施設への研修会
を準備してきましたが、1 施設の実施となり交流の機
会が少なくなったことを残念に思っております。
このような中、11月 6 日 老人介護保健施設「花の
里かるまい」にて実施した「高齢者施設への出前研
修」には認知症看護認定看護師 山田知弘さんを講
師にお招きし、
「初期症状・暴力的な行動に対する対
応」についてご講義いただきました。同施設18名の
参加者からは「認知症の方への具体的な対応方法が
理解できた。明日からでも実践していきたい」等、多
くの感想が寄せられ好評でした。
「組織強化の取り組み」
としては、開業医・施設
等へ支部便りの送付と共
に紙面での案内を行いま
した。1 日も早くコロナ
が終息し、健康が維持さ
れ安心した生活が送れる
ようお祈りいたします。

「新卒等訪問看護師育成プログラム」周知活動について
今後向かう2025年問題に備えた地域包括ケアシステムの推進には、訪問看護ステーションの重要性とそこに従
事する訪問看護師の育成が喫緊の課題となっております。そのため、岩手県看護協会では、岩手県からの委託を
受け、
「新卒・新任訪問看護師の育成プログラム」を作成しました。
平成30年度に新卒・新任訪問看護師育成プログラムの作成に着手し、翌年にプログラムが完成しました。今年

度は「新人等訪問看護師育成支援事業」としてプログラム内容の周知を行いました。7 ～ 11月にかけて県内 5 カ所
（盛岡・花巻・大船渡・一関・二戸）で研修会を開催し、プログラム作成に関わった 4 人の委員（工藤朋子氏、
舘向真紀氏、高橋栄子氏、鎌田眞紀氏）に講師をお願いし、
「訪問看護の動向～これからの訪問看護に求められる
こと～」
「新卒及び新任訪問看護師育成プログラムと実践事例紹介」についてお話しいただきました。
研修会には、訪問看護ステーションのみならず医療機関や教育関係者、看護のおしごと相談に携わる方等、68
名が参加しました。参加した方の声を大事にしていくため、質疑応答や参加アンケートを実施し、多くのご意見を
いただきました。その中で多かったのは「新卒の訪問看護師が成長していくことを再認識した」「新任看護師（未
経験者）にも役立つ育成プログラムである」等でした。また、医療機関の看護職からは「訪問看護のスキルの達

成度を確認していくことが出来る」
、看護のおしごと相談の方からは「訪問看護の仕事を紹介する時に役立てたい」
とのお声を頂戴しました。
人材育成には≲組織内の仕組み≳≲人の配置≳≲費用≳≲月日・時間≳が必要です。しかし、未来の人材を育
てることは明るい投資（希望と期待）であり、訪問看護師の育成においても、一つの事業所だけの負担にならな
いように今後も岩手県や関係機関と連携して取り組んでいきます。
なお、
「岩手県版新卒等訪問看護

師育成プログラム」は、岩手県看
護協会ホームページからダウンロー
ドできますので、是非、ご活用いた
だければ幸いです。

（常務理事 菊池 由紀）

盛岡会場の様子

花巻会場の様子

Iwate Nursing

令和 2 年度

職能委員会活動報告

「看護師長交流会」を
開催しました

「介護施設等で働く看護職
の集い」を開催しました

県内の看護職の皆様におかれましては、日々、
新型コロナウイルス感染症の様々な場面に対応

看護と介護の連携強化及び高齢者施設におけ
るケアの質の向上を目的に、令和 2 年度の介護

委員会Ⅰ（病院領域）では、平成27年より看護
師長（看護部門における中間管理者として 1 看
護単位の管理・監督の責任を負う看護師とし、

らし合わせて「高齢者施設における認知症ケア」
について、認知症の正しい理解と対応時のポイン
トをご講演いただきました。

渉術を楽しむために～」をテーマに、JAかみつ
が厚生連上都賀総合病院看護部長 齋藤由利子
氏からご講演をいただきました。40名（委員含む）
の参加者を10グループに分け、講義とグループ
ワークを織り交ぜ、活気あふれる講演をしていた
だきました。看護師長が抱え、
悩むことの多い様々
な場面での交渉について、認知フレームとコンフ
リクト、看護師長に必要な交渉力・調整力など、
日々の交渉場面を振り返りながら交渉を楽しむこ
とを学ぶ有意義な時間となりました。参加者から
は「考え方の柔軟性を学んだ」「相手にどのよう
に考え行動してほしいかを意識した関わりの大切
さを感じた」
「事例検討で学びを深めることがで
きた」などの感想をいただきました。看護師長が
医師や部署のスタッフ、他の職種など様々な人を

夫も交えて意見交換をしました。「みんな同じよう
な悩みを抱えていることがわかった」「認知症の
病態と対応について振り返りができた」「他の施
設の安全や感染対策の取り組みを知ることがで
きた」等の感想とともに、利用者様の安全のた
めに看護師と介護職の連携は不可欠であるとの
意見が一致しました。
日本看護協会の事業に「看護が提供されるあ
らゆる場での医療安全の確保と推進を目指して、
医療事故の未然防止・再発防止の視点で医療安
全に関する情報提供や相談支援を行う」とありま
す。集いには医療・看護安全対策委員の参加も
あり、介護施設での医療安全の確保に向けて情
報を提供していただきました。それぞれの施設の
状況は異なりますが、利用者様の安全を考え施

ことを期待しております。

（看護師職能委員長Ⅰ

く看護職を対象に活動する委員会を知ることがで
きた。もっと活動をひろげてほしい」とエールを
いただきました。皆さまのご意見を参考に看護職
の連携を深め、学びの場となる企画に取り組ん

し、向き合っていることと思います。そのような中、
感染対策を十分に考慮したうえで11月 6 日（金）
に看護師長交流会を開催しました。看護師職能

各施設における呼称は問わない）の役割を果た
している看護職が、現場で活き活きと働き続ける
ための支援に取り組んでいます。今年度は「看
護師長が実践する交渉術～看護師長が心から交

対象とした交渉のポイントを実践に活かし、現場
の元気と患者・家族への最良のケアにつながる

田村 ヤス子）

施設等で働く看護職の集いを開催しました。岩
手県立中央病院の認知症看護認定看護師 伊藤
啓一郎氏に「介護施設の看護実践ガイド」に照

グループワークでは、認知症ケアに視点をあ
て、「できていること」「できていないこと」につ
いて自施設での日ごろのケアを振り返り、施設内
での転倒予防対策、コロナ禍での面会対応の工

設での看護に役立てるヒントとなりました。
最後に、
「この集いに参加して、病院以外で働

でいきたいと思います。

（看護師職能委員長Ⅱ

井上

和子）
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「看護の心」普及事業
ナースセンター事業部長

森

てる子

今年度の「看護の日・看護週間」は、新型コロナウイルス感染予防対策により、中止となり企画を変更しました。
企画１ 特別座談会「地域で健康に暮らすために」～地域ケアに携わる看護職からの発信～

 及川会長と盛岡市医師会訪問看護ステーション所長 岩井敦子さん、元市町村保健師 森川一枝さん、盛岡赤十

字病院看護副部長で地域連携担当 小田切宏恵さんによる座談会を開催し、県民の皆さんへのメッセージを12月 3
日発行の岩手日報情報誌「めっけ」に掲載いたしました。
企画２ 「県民に役立つ健康ミニ情報」の発信

Ｉ
ＢＣラジオ「ワイドステーション」に生出演し、自分で自分の体を守るための知恵や知識を看護職がお届けしました。
放送日

内

容

出

演

者

11月 5 日 糖尿病

岩手県立軽米病院
糖尿病看護認定看護師

11月19日 脳卒中

岩手県立大槌病院
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

12月 3 日 感染予防

岩手県立中央病院
感染管理認定看護師

君成田大氏
岩渕枝里香氏

小石明子氏

岩手県精神保健福祉センター
12月17日 心の健康チェック
保健師 小田島香奈氏
1 月 7 日 認知症

岩手県立南光病院
認知症看護認定看護師

1 月21日 誤嚥予防

岩手県立千厩病院
摂食嚥下障害看護認定看護師
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糖尿病について

渡邊加奈子氏
大下恵氏

※ラジオで放送した内容は岩手県看
護協会ホームページで聴くことが
できます。

君成田

大

第 1 回放送で糖尿病は生活習慣の影響が大きく、肥満の解消や自身の生活習慣を振り返り見直すことが予
防に繋がります。そこで、食生活を振り返ることや歩数を意識すること、家の中でもできる運動等について伝
えました。初めてラジオで話す機会を頂き緊張しましたが、
看護協会の森さんや IBC のアナウンサー水越さん、
大塚さんが冗談を交えながら進行して頂いたので、日頃の患者さんへの支援方法や健康教室等軽米病院での
活動についても話すことができました。今回、対話のプロの声掛けを体験でき、患者さんへの支援に活かせる
学びとなりました。
11
19

脳卒中について

岩渕

枝里香

第２回放送で脳卒中の発症原因となる高血圧を予防するための食生活改善と脳卒中初期症状（FAST）につ
いて説明しました。岩手県は全国と比較しても塩分摂取量が多く、高血圧の発症につながっているため、減塩
の意識を高める必要があります。また、顔がゆがむ（face）手足が動きにくい（arm）舌がもつれる（speech）
などの症状が出たら速やかに（time）救急医療機関を受診するよう発信しました。受診が遅れることで、症状
が進行し重症化することもあります。認定看護師として、現在は脳卒中発症後の超急性期から生活期に至るま
での重症化予防や合併症予防に関する看護を中心に活動していますが、これからは脳卒中発症予防への活動



も強化していく必要性を感じております。
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心の健康チェックについて

小田島

香奈

第４回放送で「心の健康チェック」を担当し、“ 不調は心と体からのメッセージ ” であること、“ 今日からでき
る心の健康づくり ” について、“ 一人で抱え込まず信頼できる人に相談してほしいこと ” などお伝えしました。新
型コロナウイルスによって命や暮らしが脅かされている今、看護職の一人として出来ることをするという気持ちで
今回の機会に臨みました。この貴重な経験を、今後の保健師人生に活かしていきたいと思います。併せて、ラジ
オ出演にあたり、岩手県看護協会の御担当者様には手厚いサポートをいただき感謝申し上げます。
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コロナ禍における訪問看護の取り組み
訪問看護ステーションありがとう

工藤

直子

11月に入り県内の感染者が激増。利用者様を通し

告げられた親との面会が叶わず、自宅で看取りたい

ての関係機関先でも感染者が発生し、サービスに滞

と希望されたご家族に出会いました。地域の診療所

りがないよう代わって訪問した事例もありました。

の先生は在宅診療しておりませんでしたが、ご家族の

事業所内の感染予防対策として、三密を避けるため

熱意で快諾していただきました。また、利用者のお住

時差出勤とし、LINEのグループ通話機能を活用しミー

まいが当事業所の対象外地域でしたが、地域の訪問

ティングしています。定時出社し、直接言葉で情報収

看護事業所に協力を分担してい

集しないと不安だという意見の職員も実際います。が、

ただいたことで、切れ目のない

新しい形に慣れていかないといけない状況です。利用

看護を提供できました。約 3 週

者に関しては、利用施設等で陽性者が発生したため

間後、ご家族の納得がいく形で

検査を受けた方、感染拡大地域から親族が来訪中の

お見送りすることが出来ました。

場合等、説明とご理解を得て訪問時間を最後にしてい

目に見えないウィルスの前で

ます。今後の感染状況によっては、今実践している方

は、いかに私たちが無力なのかと

法も順次変化させていかなければと考えています。

思い知らされる毎日です。それで

最後にコロナがあったからこそのエピソードを。
「岩

も出来ることをきちんと行い、前

手ゼロ」だった初夏。施設入所中で看取りの段階と

を向いていきたいと思っています。

「災害看護研修

フォローアップ」を開催して

10月12日（月）岩手県看護研修センターを会場に、

理解を深める機会になりました。

災害支援ナースに登録している看護職24名が参加し

午後は、岩手医科大学附属病院 救急看護認定看

開催しました。災害看護フォローアップ研修は、災害

護師 佐々木美里氏から災害時のファーストエイドにつ

支援ナースの登録更新に必要な研修であり、岩手県

いて講義がありました。その後、岩手医科大学附属

看護協会では 2 種類のフォローアップ研修を企画し、

病院 看護師長 高橋弘江氏と岩手県看護協会防災・

毎年交互に開催しています。

災害看護委員が指導者として加わり、一次救命処置、

今年度は、午前は岩手医科大学医学部神経精神科

身近にあるものを活用した止血法・固定法などの応

学講座 教授 大塚耕太郎先生から、災害時のストレス

急処置、熱中症対策等の 3 つのブースに分かれて演

反応、被災者への接し方、更に支援者の心の変化、

習を行いました。

医療従事者の災害関連ストレスとメンタルヘルス対策

参加者からは、災害支援ナースとして派遣されたと

について、リラクゼーションの演習を交えてご講義い

きに備え、積極的に演習に取り組む姿勢が感じられま

ただきました。

した。またアンケートでは、「研修で新しい情報を得

参加者は、改めて災害のストレスとその影響につい

ることができた、演習をすることで技術の振り返りが

て学び、被災者への接し方やケアにあたっての基本

できた」等の意見が寄せられました。次年度のフォロー

について確認しました。更に、支援者のこころの変化

アップ研修は、「災害時の活動を体験する」の内容で

について学び、実際に災害支援ナースとして活動する

す。多くの災害支援ナースの参加をお待ちしております。

ことを想定して、支援する側のこころの健康について



（教育部

吉田

敬子）
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訃報

当看護協会の名誉会員である蜂谷末子様が令和 2 年12月19日にご逝去されました。
蜂谷様は役員・委員を歴任され、長年にわたり県協会の発展と看護職の資質並びに保健医療の向上
にご尽力いただきました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

令和 3 年度公益社団法人岩手県看護協会改選役員及び推薦委員並びに
令和 4 年度公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員の公募について
令和 3 年 6 月19日（土）に開催される令和 3 年度
岩手県看護協会通常総会おいて、改選役員・推薦委

2. 立候補または推薦基準
（1）
本 会の目的達成のための活動に積極的に取り組

1. 公募する役員・推薦委員などは以下の通りです。
定款第27条第 1 項により理事の任期は 1 期 2 年と
規定されています。
今回の改選理事は次のとおりであり、

3. 届出方法
当協会のホームページより届出用紙をダウンロード
し下記あてに郵送してください。

員並びに日本看護協会の代議員・予備代議員の選挙
を実施しますので立候補並びに立候補の届出方法な
どについてお知らせいたします。

総会で選任後に理事会において役員が選定されます。
（1）
理事12名（任期 2 年）
①副会長候補者 1 名
②理事候補者
4名

③地区理事候補者 7 名
（盛岡、北上、奥州、一関、大船渡、宮古、二戸）
（2）
監事
（看護師） 1 名（任期 2 年）
（3）
推薦委員
10名（任期 1 年）
（4）
日本看護協会 ①代議員
7 名（任期 1 年）
②予備代議員 7 名（任期 1 年）

み任務を遂行できる者
（2）本会が定めた会議に出席できる者
（3）立候補は正会員 5 名以上の推薦を必要とする

〒 020-0117

盛岡市緑が丘二丁目 4番55号
公益社団法人 岩手県看護協会
立候補の場合：選挙管理委員会あて
推 薦 の 場 合：推薦委員会あて

4. 届出締め切日
令和 3 年 3 月19日（金）必着

※推 薦いただいた方々につきましては推薦委員会で協議の
上、候補者として確定させていただきます。
※役員辞任に伴い改選役員の追加公示がある場合はホーム
ページでお知らせします。

INFORMATION
看護協会入会のご案内

会員のみなさまへ

令和 3 年度入会受付中！
※有 効期間は、令和 3 年 4 月 1 日〜令和 4 年 3 月31日まで
の 1 年間です。

看護協会は看護職の専門職能団体として、看護の
質の向上と働き続けられる環境づくりに取り組んで
います。岩手県に在住または勤務する保健師・助産
師・看護師・准看護師の有資格者はどなたでも入会
することができます。
継続・再加入

新規加入

入会のお誘いを
お願いします

お問い合わせは

早期納入のおねがい～

令和 3 年度会費の入金がお済みでない方は、できるだけ
令和 3 年 3 月 1 日までにお支払いいただきますようご協力をお
願いいたします。
口座振替の方

口座引落しは年１回のみです。通帳残高不足
により引落しできなかった場合は、自宅へ送付
されるコンビニ払込票でお支払いください。

コンビニ収納・
銀行振込の方

払込票を紛失した場合は、当会までご連絡く
ださい。

勤務先でとりま
とめて納入の方

勤務先の会費とりまとめ案内によりお支払い
ください。

※「勤務先でとりまとめて納入」を選択している施設の担当者さまへ

①会費をとりまとめる
②施設用ＷＥＢで「会費納入対象者の特定作業」を行う
※施設用ＷＥＢを利用しない場合は、
「会費納入対象者一覧」を当会へ
ＦＡＸ
③金融機関で施設専用口座に振込み
※「施設用ＷＥＢで登録した会費総合計金額」または「会費納入対象者一覧
に記載した振込金額」
を振込む。施設専用口座は昨年と同様の口座番号です。
施設用ＷＥＢでご確認ください。
④翌々日、施設用 WEB で「入金済」会員を確認

振込までの手順

■日本看護協会年会費
■日本看護協会年会費
5,000円
5,000円


■岩手県看護協会年会費 ■岩手県看護協会年会費
10,000円
10,000円



■岩手県看護協会入会金
合計 
15,000円
20,000円


未加入の方への
合計 
35,000円

～令和 3 年度看護協会費

～会員情報の変更手続きのご案内～

勤務先など登録内容を変更する場合は、「キャリナース」
をご利用ください。

公益社団法人岩手県看護協会
事務局

☎ 019-662-8213 まで

※会員情報変更届で変更する場合は、データが反映されるまでに 1 か月ほど要
しますので早めに手続きを行っていただきますようお願いいたします。
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73号
令和 2 年度岩手県ナースセンター
登録状況
区 分
健
産
護
看 護
計

保
助
看
准

求職者数

10
3
164
35
212

師
師
師
師

求人数

21
4
347
10
382

登録・相談・就業状況報告
相談状況

2021.1.4現在
求人件数

14
2
212
8
236

保
助
看
准
学

区

分
健
産
護
看 護
生
計

求職相談

160
53
2,220
370
35
2,838

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
0
8
1
9

病院
非常勤

0
0
16
0
16

計

0
0
24
1
25

常勤

県内10カ所のハローワークと連携した

0
0
5
3
8

診療所
非常勤

0
0
2
0
2

計

0
0
7
3
10

常勤

2020.4.1〜12.31（単位：件）
求人相談

0
0
6
0
6

191
21
1,701
76
1
1,990

2020.4.1〜12.31（単位：人）
その他
合計
非常勤
その他
計

16
0
9
2
27

0
0
25
0
25

16
0
40
2
58

16
0
71
6
93

＊岩手県ナースセンターの紹介による就業者数

看護のおしごと相談

相談無料＊予約不要

＊看護職の仕事をさがしている方の就業相談
＊看護職の労働環境に悩みがある方の相談
＊仕事と子育てや介護との両立、復職や再就業に不安がある方の相談
＊看護職をめざす方の進学相談や看護職を目指すことについての相談
＊看護職を募集している病院、施設等の求人相談
開催場所
ハローワーク
ハローワーク
ジョブカフェ
ハローワーク
ハローワーク

花巻
久慈
さくら
釜石
大船渡

開催日時
10時～12時 / 13時～15時

第 1・3 木曜日

相談
件数
42
12
15
38
33

就業
者数
7
3
5
9
6

開催場所
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク
ハローワーク

水沢
一関
二戸
盛岡
宮古

開催日時
10時～12時 / 13時～15時
第 2・4 水曜日
第 2・4 木曜日

相談
件数
22
39
6
80
16

就業
者数
9
5
2
24
4

2020.4.1〜12.31

ナースセンターを上手にご活用ください
ナースセンターでは登録していただいた方を対象に無料で看護職の職業紹介をしています。また、離職時の届け出受
付や離職中の看護職への情報提供、再就業支援研修等の復職支援、無料職業紹介事業等、様々な面で看護職と求人施設
を無料でサポートしています。

離職時の届け出
届出制度とは保健師、助産師、看護師、准看護師の免許をも
ちながら、その仕事に就いていない方に、氏名や連絡先など
を都道府県ナースセンターへ届け出ていただく制度です。
届出方法 
●対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る
・看護師等の届出サイト「とどけるん」から登録（スマートフォン・パソコン）
・ナースセンター窓口に届出票を提出
●離職時などに施設が対象者を取りまとめてナースセンターに届け出る

看護師等の届出サイト
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～私たちの働き方改革～

岩手県立大船渡病院


WLB推進事業参加施設を紹介します！
看護職の WLB 推進ワークショップに 3 年間参加
岩手県立大船渡病院

〜その後〜

副総看護師長

加茂

博美

平成29年度より 3 年間、看護師長補佐会を中心にWLB推進ワークショップに参加し、超過勤務削減を目標
に取り組みました。高吸収おむつの使用、医師と共に指示受け出しの統一、放射線科と連携し検査後の患者搬
送応援など実施しました。取り組み前と比べ超過勤務は7.6時間／月削減できました。更に今年度は、看護師
長補佐会が取り組みのバージョンアップを行い、定時退庁者には「かえるバッチ」の装着推進、主任看護師会
では看護師の満足度向上にむけ感謝の気持ちを伝
え合う「Thank You カード」の運用に取り組み372
枚のカードが送られております。内容の一部は主
任会だよりで共有しております。今後も継続的か
つ発展的に職員がいきいきと働ける職場作りを組
Thank Youカード
織で取り組み、私たちのやりがいである看護の質
← かえるバッジ
の向上につなげていきたいと思っています。

済生会岩泉病院


中小規模病院を対象とした WLB 推進ワークショップ 3 年目の取組み
済生会岩泉病院

総看護師長

村上

繁子

平成30年度に多職種のワーキンググループを結成し、WLB推進ワークショップでミッション・ビジョンを
明確化、全職員のインデックス調査結果で抽出した課題のアクションプラン
を作成しました。毎月のWG会議で進捗状況の確認や修正を行い、WLBに関
する職員への周知は定期便で「WLB通信」を発行し、共有しています。3 年目
の取組みは、全職員への「ありがとうメッセージ」の掲示や看護科の「12時間
勤務の試行」を行っています。今回の多職種での参加は、WG会議を通じて他
部署の勤務環境の情報が得られるなど、職員間の情報交換の機会にもなって
います。今後も支援者皆様のアドバイスを受けながら 3 年目のゴールを目指
して、職員が元気に働き続けられる職場環境づくり、地域に根差した頼られ
る病院づくりのために活動を継続したいと思います。
壁には「ありがとうメッセージ」

令和 2 年度「中小規模病院を対象としたWLB推進ワークショップ」を開催して
常務理事

菊池 由紀

10月17日
（土）に 開 催したWLB ワークショップは、コロナ禍のため一般公開は
せず、今年度から取り組んでいる岩手県立東和病院、奥州市総合水沢病院の皆さ
ん、事業の支援者と推進者の方々、協会職員含め総勢30名が参加しました。
前半は、日本看護協会の労働政策部看護労働課課長小村由香氏より、「WLB
推進を組織で取り組むために、インデックス調査結果の読み方、ヘルシーワークプ
レイス（健康で安全な職場）の基本的な考え方」をご講演いただきました。
ヘルシーワークプレイスは、全ての人々が互いの人権を尊重しあう職場です。看
護職一人ひとりが、そして看護管理者が、組織が、また施設を利用する患者様に
も理解と協力をいただき取り組むことが大切だと教えていただきました。
後半は、2 施設が、
インデックス調査をもとに「職場の課題・現状」についてグルー
プワークを行い、改善したい項目の優先度を決めアクションプランを検討しました。
2 年目、3 年目を取り組んでいる 3 つの施設（昭和病院、岩泉病院、いわてリハ
ビリセンター）についても、今後も継続支援していくことを確認しています。
今、改めて「ヘルシーワークプレイスが大切！
！」
。それは、職場の人間関係が良好であれば生産性が向上し、安全
で安心できる職場となり、働き続けられる職場につながるからです。みんなで目指すことが、WLB 推進の成功のカギ
を握ります。
★ WLB 推進フォローアップ・ワークショップは、令和 3 年 1 月30日です。実施施設を対象に Zoom で行います。
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ナースセンターにおける新型コロナウィルス感染症への取り組みを紹介します

1

就業支援

新型コロナウィルス感染症にかかわる看護職の確保

〇令和 2 年 4 月中央ナースセンターから「e ナースセンター」及び「とどけるん」届出登録者に復職依頼の
一斉メール発信。多くの看護職の方々に就業していただき医療の支えとなっています。
ご協力に感謝いたします。
岩手県内の状況

軽症者宿泊療養施設 8 名

就業状況  就業者数
23

保健師
15

保健所15名
助産師
0

看護師
8

4/26 ～ 12/7

研修会
宿泊施設における感染防止対策

〇岩手県ナースセンターでは、求職登録者や届出登録者に、復職のメールや電話連絡を行っております。
支援をいただける方には e ナースセンターに登録をお願いしています。
求職者の皆様へ

コロナ対策に向け今後もご支援よろしくお願いいたします。

◆お問合せは、岩手県ナースセンター

TEL ／ 019 - 663 - 5206

e-mail ／ iwate@nurse-center.net

2 「看護の心」普及事業
○ 2020年度のふれあい看護体験は、121施設、968名の生徒の応募がありましたが感染予防対策のため、開
催出来ませんでした。また、5 月に予定していた看護の日「健康フェア」も開催を見送り、これに代わりラジオ
トーク番組内で「県民に役立つ健康ミニ情報」を11月から 6 回シリーズで、さらに「地域で健康に暮らすため
に」をテーマに特別座談会を行い、岩手日報情報誌に掲載して県民が健康で暮らしていくための情報を発信し
ました。
○県内 3 か所で実施した看護職を目指す中学生・高校生等の進学
セミナーには、昨年を上回る414名の中高生の参加がありました。
各イベントが中止となる中、生徒は進路について情報を得るひとつ
の機会となりました。また、看護の出前授業では11校を訪問し、
中学生・高校生・教員526名が受講。感染予防のための「手洗い」
の実演や「命の大切さ」を考える授業となりました。


3

看護の出前授業

訪問看護研修

風景

新たなかたちで 7 月から研修スタート

新型コロナウィルス感染予防対策を徹底して研修を実施しています

マスク着用

テーブルの
除菌

こまめな換気

声量は
控えめに

消毒の徹底

ソーシャル
ディスタンス

受講される方には体調の確認や座席の指定等に協力いただきながら、研修前、休憩後、研修終了後の消毒
やソーシャルディスタンスを考慮した座席配置、窓の開閉等感染予防を講じて実施。
カバー
マイク

演台にパーテーション

窓を開けて

マスク着用

リモート研修

ZOOMも活用

〜 岩 手 に 広 が る 友 達 の 輪 〜
先輩の部 vol.58
滝沢市の千葉さんからバトンを受けた、軽米町の中里です。思えば、岩手県看護協会の保健師職

能理事の役に就くときも、今回のように衛生学院同期の千葉さんからバトンを渡されました。当時、
同じ志を持つ保健師数名が集まり、議論を交わしながら「岩手県新人育成マニュアル」を策定したこ

とは私にとって貴重な学びであり、忘れられない思い出です。その経験から「軽米町新任期保健師

育成マニュアル」を作成し、現在も新人育成に力を入れています。地域に根差した保健事業の専門
職に成長していく事を期待しています。

私は今も、40年以上も勤務している町で会計年度職員の保健師をしています。窓口に見えた方から

「あの年取った保健師」と指名されると、まだ私を必要としている人がいると感じたり、保健師長か

らは「統括の相談役」と言われると、
まだ自分の役割はありそうと思ってしまい、
今まで勤めています。

軽米町保健師

中

里

早

今年はコロナ禍で好きなドライブも制約され、休日には主のいなくなった実家の畑で野菜づくり。

苗

全くのビギナーながら育てる苦労と喜びを感じ、恵みの秋を満喫しています。

私のバトンは、二戸市の保健師と共に助産師として勤務されている山本マキ子さんに繋ぎます。

すずとも vol.150
県立大船渡病院の佐藤喜久さんからバトンを受け取った県立遠野病院の石亀桂子です。

喜久さんとは看護学校時代からの友人で、昨年25周年の式典で久しぶりに再会し、同級生で宿泊、

いろんな話で盛り上がり、たくさん笑いました。これからもずっと変わらぬ仲間でいたいと思います。

私は、毎年部活の応援で、1 年のスケジュールが決まる日々でしたが、今年はコロナの影響で、

殆どの大会が中止となり、心に穴が空いた気持ちでした。子供たちはハンドボール競技をしています

が、現在も大学で競技を続けています。娘の大学で先月関東学生リーグがありましたが、無観客試

合で応援に行けない父兄のために、動画配信で試合を観ることが出来ました。関東まで行かないと
見れない試合が、コロナ禍の対応で、観ることが出来とても嬉しかったですね。この状況のため行き
来することが出来ず会えない寂しさもあります。長男も競技を続けていましたが、今年大学卒業とな

岩手県立遠野病院

石

亀

桂

り地元に戻ってきます。早く感染対策をとりながら少しでも日常が戻ってくること願います。

子

次は北上病院時代の後輩で、バレーも一緒に戦い、さらには、孫を取り上げてくれた元気印の

吉田百さんへバトンを繋ぎます。

すずとも vol.151
岩手医大の佐藤真由美さんからバトンを頂いた高屋敷です。真由美さんとは、新人時代を共に過

ごしました。いつも明るくて歌やバレーが上手かったことを覚えています。私は、2019年に岩手県立
大学看護学部に入職し、学部生や、大学院生（がん看護CNSコース含む）に看護論の講義や、臨

地実習の指導をしています。講義をするなかで、学部生や院生から学ぶことが多く、共に成長してい

ることを感じる毎日を送っています。

今年は、新型コロナウィルスの影響で仕事や私生活でも大きく変化した年でした。大学では、上

半期に急遽オンライン授業になり、初めてのオンライン授業の準備に苦慮し、更に臨地実習が学内
実習へ切り替わり、その対応にも追われました。そのため、教員が一丸となり創意工夫をして、看護

岩手県立大学

高屋敷

麻理子

の知識や技術の向上に繋がる授業や学内実習ができるように取り組みました。学部生は、臨地実習

が出来ない不安を抱えながらも、「今学べることを最大限に学ぶ」という姿勢で、学内実習をしてい

ました。春から看護師になる学生達を宜しくお願い致します。

次は、私が東京に居た頃にNYで初めて出会った、温和で懐の深い岩手医大高度看護研修センター

の長澤昌子さんにバトンを繋ぎます。

岩手県看護協会の
ホームページをご存知ですか？

編 集 後 記

イルス感染防止のために、いくつかの事業や研修が

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。
h t t p :/ / w w w. i wat e - kan go . o r. j p
令和3年1月27日発行

発行所／公益社団法人岩手県看護協会

新年あけましておめでとうござい
ます。今月号は新型コロナウ

中止や縮小せざるを得ない状況でしたが可能な限
りで実施した活動を紹介しました。
体調に気をつけながら、今後も力を合わせて頑張
りましょう。

〒０２０─０１１７ 盛岡市緑が丘二丁目４─５５
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