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働き続けられる職場づくり推進委員会では、7月22日にヘルシーワークプレイス（健康で

安全な職場）を目指して、研修会を開催し103名が受講しました。長野県医療勤務環境改

善支援センターのアドバイザーから、センターの活動や医療従事者の勤務環境改善に向け

た取組みについて聞きました。また、現場の看護職が抱えるハラ

スメントの現状と課題解決について、古越真佐子先生（オフィス・

キャリアサポート）の講演とグループワークがあり、有意義な情

報交換ができました。日頃、気持ちよく働けるよう、ハラスメントを起こさない取組

みを学び、皆で実施していきましょう。

　　　働き続けられる職場づくり推進委員会委員長　今川　順子
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会員専用WEBページ「キャリナース」
養護学校の看護師紹介
お知らせ広場

例年11月初旬の発行となります。
ご注文の詳細についてはホームページをご参照ください。

「日本看護協会会員手帳2020年版」
予約注文のご案内

医療安全川柳を募集します
毎年、11月25日を含む一週間は医療安全週
間です。長野県看護協会医療安全委員会では、
医療安全の意識向上に向けて、9月1日～ 9月
30日の期間に医療安全川柳を募集いたしま
す。募集要項等の詳細は、長野県看護協会ホー
ムページをご覧ください。

看護師職能研修会のお知らせ
日　時：2019年11月15日（金）
         13時～16時（受付12：30～）
会　場：長野県看護協会会館　４階大ホール
講　師：大阪大学医学部保健学科教授　福井 小紀子先生
テーマ：「つなぐ看護」～病院看護職が行う円滑な退院調整とは～
受講料：会員1,000円　非会員2,500円
申し込み：9月14日締め切り　様式1申し込み

その人の生活の場をイメージしたうえで退院調整を行うた
めに、看護師職能Ⅰ領域の看護師が一緒に考える機会にし
たいと考えています。変革の時期の看護を語り合いましょ
う。多くの方の参加をお待ちしています。

看護職の求職・求人で困ったら…
先ずはご相談ください！
　長野県ナースセンター

（看護職専門の無料職業紹介所）
〒390-0802　松本市旭2-11-34（長野県看護協会内）

http://nursen.or.jp/nurse-center/

長野県ナースセンター　　　検索　

☎ 0263-35-0067
プラチナナースセカンドキャリア支援
研修ただいま申し込み受付中！

（古越先生）

「看護職が生涯健康に働き続けられる職場づくり研修会」を
   開催しました

いかなる時も  いかなる場でも看護は
役割を発揮しています。
全国の看護職の活動を共有しましょう。
当日参加、お待ちしています。



　6月22日（土）、来賓の皆様をはじめ多くの会員の

出席により、定時総会が無事終了したこと心より感

謝申し上げます。昨年度に引き続き、「つなぐ看護」

をキーワードに4つの重点事業・計画を進めることを

承認いただきました。より一層具体的な活動目標を

立て、あらゆる場で活躍できる看護職の人材育成の

体系化を図り、研修参加者自身が自らの目標に照ら

し合わせて自己研鑽に活かしてもらえるものを目指

します。また、看護職として安心して働き続けられ

るための特別委員会が県の医療勤務環境改善セン

ターと共に皆様の組織を支援いたします。さらに、

地域包括ケアに必要な連携を多職種で検討して具体

的な形で構築できるよう活動いたします。看護協会

が会員の皆様、さらに地域社会に貢献するためには、

看護専門職能組織の基盤とな

る看護協会の組織強化が重要

です。一人でも多くの看護職

が会員となっていただけるよう看護協会の活動をわ

かりやすく伝えていきたいと思います。

　総会後には職能集会を開催し、各職能が取り組ん

でいることを確認して今後の活動に活かすことを目

的に講演会等が行われ活発な意見交換が行われまし

た。看護専門職としての役割を果たすためには現場

の課題を抽出してその課題解決のための活動が重要

であることを共有できたと思っています。

　今後とも皆様の協力のほど何卒よろしくお願いい

たします。

❶ 「つなぐ看護」として看護師職能Ⅰ・Ⅱの連携が重要
であり、多職種の理解と情報の共有をねらいと考えます。

❷ 病院領域、地域・在宅での看護師の役割、視点につ
いて多くの情報の共有の場となり、実践活動を通して

いる現状に「つなぐ看護」として心強く感じました。

❸ 看護師職能Ⅰ・Ⅱの実践現場は異なりますが、現場
で課題に挑戦し、解決に向けた取り組みや活動の企画

を行いたいです。看護師職能Ⅰ・Ⅱが団結して多職種

と連携しながら「つなぐ看護」を推進した取り組みを

展開していきたいと思います。

看護師職能Ⅰ　菅沼 ふじ子 委員長

❶ 地域包括システムの中で患者さん、利用者さんに
安心して生活してもらうように病院、施設、地域で連

携していくことが必要ですが、先ず看護職同士の「つ

なぐ看護」を浸透させたいです。今回異なる分野で活

動している４名のパネリストの話を聞くことができま

した。それぞれの分野、役割でも看護師同士がつながっ

ていく機会にしたいです。

❷ 限られた時間でしたがフロアからも活発な意見が
出され、会員の関心の高さが感じられました。

❸ 色々な施設があるので先ず、お互いの仕事を知り、
各施設がどんな仕事をしていて、どんな課題を持って

いるかを知ることが必要だと思います。

看護師職能Ⅱ　重盛 るり子 委員長

公益社団法人長野県看護協会会長　松本　あつ子

瑞宝単光章　塩﨑 八重子さん （看護業務功労）

更なる具体的な活動を推進します 

受賞者名簿

令和元年 春の叙勲

保健衛生表彰（看護功労）[長野県知事]
工藤　 正子　　両角　 直子　　宮坂 佐和子　　伊藤 みほ子　　米村　 章子　　渡部　 綾子　　寺島　 智子
樽井　 寛美　　小林　 静子　　坂口　 定子　　小林　 直子　　鈴木　 良美

長野県看護協会長表彰
菊原　 明美　　樋口　 孝子　　望月　　 恵　　日暮　 幸江
小平　 孝子　　北沢 つな子　　横川 由美子　　今村 美智子
木見尻 信子　　小林　 明美　　宮澤 真由美　　中野 ゆかり
今井　 広美　　亀谷　 博美　　竹村　 滋子　　市川　 政恵　　太田　 初子　　南方　 英夫　　ミルズしげ子
朝日 えり子　　中澤 多鶴子　　天野 けさみ　　長谷部みどり　　尾町 美津代　　近藤　 澄子

看護師職能Ⅰ・Ⅱ委員長とパネリストの方々

塩﨑さんはNTT東日本長野病院看護部長を経て、現在朝日ながの病院で総看護師長としてご活躍されて
おります。これまでのご功績に敬意を表し、心よりお祝い申し上げます。

日本看護協会長表彰
佐藤　 澄子　　畠山　 悦子

看護師職能Ⅰ・Ⅱ集会
つなぐ看護　～今、改めて考える
地域包括ケアシステムにおける看護職連携～

❶今回の職能集会のねらい
❷実施した手応え
❸今後への展望

インタビュー
内容

助産師職能集会　シンポジウム

保健師職能集会　講演

子ども相談室「モモの部

屋」主宰心理カウンセラー

内田良子先生による「子

育てはなぞとき」講演会

がありました。子育てし

にくい時代だからこそお

母さんへどんな支援をしたら良いのか？保健師みんな

で一緒に考える機会となりました。自分たちも親とし

て子育てをする上で参考になるお話でした。いつでも

何歳になっても相談に行けるというメッセージを投げ

かける事、お母さんたちに安心して帰ってもらう事を

再確認し、自分たちも元気をもらえた研修会でした。

保健師職能　中村 裕見子 委員長

県内の院内助産開設を促進するために、実際に開設し

ている３施設から報告をしてもらいました。３施設の

開設からの取り組みや現在の状態を聞き、参加された

個々が自施設の課題を考えることができました。助産

師個人や病棟単位で検討できる事項の他、施設全体や

関係者間の合意形成が大切であることも多く、助産師

本来の力が発揮できる院内助産に、助産師一人ひとり

が前向きに考え、取り組んでいってほしいです。

助産師職能　本藤 美奈子 委員長

保健師職能集会
「子育てはなぞとき」　～お母さんたちの
心が育ち、癒され、子どもの心が守られる
ために保健師がやるべきこと～

講
演
会

助産師職能集会
　　　　　　　　一緒に考えよう!　院内助産
～院内助産開設の現状と課題～
シンポジウム　

開催日：6月22日（土）
場　所：長野県看護協会会館
出席者数403名、委任状10,757名にて、定款の事業
項目に沿った事業計画等、各議案が可決されました。

職能集会
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し合わせて自己研鑽に活かしてもらえるものを目指

します。また、看護職として安心して働き続けられ

るための特別委員会が県の医療勤務環境改善セン

ターと共に皆様の組織を支援いたします。さらに、

地域包括ケアに必要な連携を多職種で検討して具体

的な形で構築できるよう活動いたします。看護協会

が会員の皆様、さらに地域社会に貢献するためには、

看護専門職能組織の基盤とな

る看護協会の組織強化が重要

です。一人でも多くの看護職

が会員となっていただけるよう看護協会の活動をわ

かりやすく伝えていきたいと思います。

　総会後には職能集会を開催し、各職能が取り組ん

でいることを確認して今後の活動に活かすことを目

的に講演会等が行われ活発な意見交換が行われまし

た。看護専門職としての役割を果たすためには現場

の課題を抽出してその課題解決のための活動が重要

であることを共有できたと思っています。

　今後とも皆様の協力のほど何卒よろしくお願いい

たします。

❶ 「つなぐ看護」として看護師職能Ⅰ・Ⅱの連携が重要
であり、多職種の理解と情報の共有をねらいと考えます。

❷ 病院領域、地域・在宅での看護師の役割、視点につ
いて多くの情報の共有の場となり、実践活動を通して

いる現状に「つなぐ看護」として心強く感じました。

❸ 看護師職能Ⅰ・Ⅱの実践現場は異なりますが、現場
で課題に挑戦し、解決に向けた取り組みや活動の企画

を行いたいです。看護師職能Ⅰ・Ⅱが団結して多職種

と連携しながら「つなぐ看護」を推進した取り組みを

展開していきたいと思います。

看護師職能Ⅰ　菅沼 ふじ子 委員長

❶ 地域包括システムの中で患者さん、利用者さんに
安心して生活してもらうように病院、施設、地域で連

携していくことが必要ですが、先ず看護職同士の「つ

なぐ看護」を浸透させたいです。今回異なる分野で活

動している４名のパネリストの話を聞くことができま

した。それぞれの分野、役割でも看護師同士がつながっ

ていく機会にしたいです。

❷ 限られた時間でしたがフロアからも活発な意見が
出され、会員の関心の高さが感じられました。

❸ 色々な施設があるので先ず、お互いの仕事を知り、
各施設がどんな仕事をしていて、どんな課題を持って

いるかを知ることが必要だと思います。

看護師職能Ⅱ　重盛 るり子 委員長

公益社団法人長野県看護協会会長　松本　あつ子

瑞宝単光章　塩﨑 八重子さん （看護業務功労）

更なる具体的な活動を推進します 

受賞者名簿

令和元年 春の叙勲

保健衛生表彰（看護功労）[長野県知事]
工藤　 正子　　両角　 直子　　宮坂 佐和子　　伊藤 みほ子　　米村　 章子　　渡部　 綾子　　寺島　 智子
樽井　 寛美　　小林　 静子　　坂口　 定子　　小林　 直子　　鈴木　 良美

長野県看護協会長表彰
菊原　 明美　　樋口　 孝子　　望月　　 恵　　日暮　 幸江
小平　 孝子　　北沢 つな子　　横川 由美子　　今村 美智子
木見尻 信子　　小林　 明美　　宮澤 真由美　　中野 ゆかり
今井　 広美　　亀谷　 博美　　竹村　 滋子　　市川　 政恵　　太田　 初子　　南方　 英夫　　ミルズしげ子
朝日 えり子　　中澤 多鶴子　　天野 けさみ　　長谷部みどり　　尾町 美津代　　近藤　 澄子

看護師職能Ⅰ・Ⅱ委員長とパネリストの方々

塩﨑さんはNTT東日本長野病院看護部長を経て、現在朝日ながの病院で総看護師長としてご活躍されて
おります。これまでのご功績に敬意を表し、心よりお祝い申し上げます。

日本看護協会長表彰
佐藤　 澄子　　畠山　 悦子

看護師職能Ⅰ・Ⅱ集会
つなぐ看護　～今、改めて考える
地域包括ケアシステムにおける看護職連携～

❶今回の職能集会のねらい
❷実施した手応え
❸今後への展望

インタビュー
内容

助産師職能集会　シンポジウム

保健師職能集会　講演

子ども相談室「モモの部

屋」主宰心理カウンセラー

内田良子先生による「子

育てはなぞとき」講演会

がありました。子育てし

にくい時代だからこそお

母さんへどんな支援をしたら良いのか？保健師みんな

で一緒に考える機会となりました。自分たちも親とし

て子育てをする上で参考になるお話でした。いつでも

何歳になっても相談に行けるというメッセージを投げ

かける事、お母さんたちに安心して帰ってもらう事を

再確認し、自分たちも元気をもらえた研修会でした。

保健師職能　中村 裕見子 委員長

県内の院内助産開設を促進するために、実際に開設し

ている３施設から報告をしてもらいました。３施設の

開設からの取り組みや現在の状態を聞き、参加された

個々が自施設の課題を考えることができました。助産

師個人や病棟単位で検討できる事項の他、施設全体や

関係者間の合意形成が大切であることも多く、助産師

本来の力が発揮できる院内助産に、助産師一人ひとり

が前向きに考え、取り組んでいってほしいです。

助産師職能　本藤 美奈子 委員長

保健師職能集会
「子育てはなぞとき」　～お母さんたちの
心が育ち、癒され、子どもの心が守られる
ために保健師がやるべきこと～

講
演
会

助産師職能集会
　　　　　　　　一緒に考えよう!　院内助産
～院内助産開設の現状と課題～
シンポジウム　

開催日：6月22日（土）
場　所：長野県看護協会会館
出席者数403名、委任状10,757名にて、定款の事業
項目に沿った事業計画等、各議案が可決されました。
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職能委員長の抱負

役員の抱負

　　委員長　中村 裕見子
今年度は各支部や各職能との情報共有に努め、多職種理解と関係機関の連携を図り、全
世代型地域包括ケアシステムをさらに推進していきたいと考えています。また、身近なと
ころで生活を支援する保健師が地域マネジメント力を発揮し、生き生きと活動できるよ
うにキャリアアップのための研修を企画し、参加者の拡大を図りたいと考えています。皆
様のご理解・ご支援をお願いするとともに、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

保健師職能委員会

秋月　 陽子

白鳥　 晴美

金澤　 典子

橋詰　 志保

保

保

保

保

小海町役場

茅野市役所

大桑村役場

安曇野市役所

中村 裕見子

仲佐　 美鈴

浅田 めぐ美

加藤　 光恵

齋藤　 悦代

保

保

保

保

保

長野県須坂看護専門学校

日置電機株式会社

市立大町総合病院

長野保健福祉事務所

野沢温泉村役場

　委員長　菅沼 ふじ子
地域連携、働き方改革、看護基礎教育をはじめとするキャリアアップ等々、看護職能と
して取り組むべき課題は山積みです。長野県看護協会看護師職能委員Ⅰ（病院領域）では、
つなぐ看護の実践に視点を置いて活動します。職能集会においては看看連携のパネル
ディスカッションを行い、好事例からの学びを実践に繋ぎたいと思います。そして職能
集会や支部役員合同会議を通じて現場の課題と対策について情報交換や検討を行い、実
践に繋がる提案をしていきたいと思います。活動にご参加いただくと共にご支援よろし
くお願いします。

看護師職能委員会Ⅰ

降旗 菜穂子

池田 美佐子

福澤　 深雪

岡田　 美樹

三井 貴美子

笠原　 滋美

看

看

看

看

看

准

市立大町総合病院

北信総合病院

健和会病院

松本協立病院

県立信州医療センター

桔梗ヶ原病院

菅沼 ふじ子

中島 恵美子

東條　 盛彦

原　 千栄子

折井 こずえ

清水　 幾代

看

看

看

看

看

看

飯田市立病院

佐久穂町立千曲病院

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院

町立辰野病院

諏訪赤十字病院

信州木曽看護専門学校

　委員長　本藤 美奈子
分娩取扱施設の休止・閉鎖、産科混合病棟の問題等、助産師を取り巻く状況は大変厳し
くなっています。県内の現状を把握し、委員会としての取り組みを検討していきます。
また、子育て世代の地域包括ケアシステムの推進に向けて、他職種との連携を強化して
いきます。昨年度に引き続き、助産実践能力の向上とアドバンス助産師の新規申請・更
新に向けた研修を実施します。皆様方のご支援をよろしくお願いします。

助産師職能委員会

荒井　 優子

久保 貴三子

山崎　 由美

助

助

助

上田市立産婦人科病院

諏訪中央病院

北信総合病院

本藤 美奈子

熊谷　 美恵

佐々木 叶枝

江田　 真理

助

助

助

助

県立病院機構　本部事務局

飯田市立病院

県立木曽病院

県立こども病院

小口 めぐみ
准看護師について理解し、働く環境、現状を皆で共に考え、准看護師制度の課題解決の
一助となれるよう役割を果たしていきたいと思います。微力ではありますが、尽力して
いきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

准看護師理事

柴田　 博康
社会保障制度改革など激動する時代の中で長野県看護協会は、医療・福祉・保健の現状
と課題をふまえ、現在いのち・くらし・尊厳をまもり支える看護を達成すべく邁進して
いるところです。特に職能集団である長野県看護協会は、医療、福祉及び保健のインフ
ラであり、地域包括ケアシステムの構築に必須の存在です。さらに会員増強を図り組織
力を高め、事業を充実する必要があると思います。
長野県看護協会の監事に就任して二年目に入りますが、引き続き監事としての職責を全
うしたいと思います。

監 事

尾美　 友子
監事として二期2年目となりました。令和という新しい時代を迎え、2025年問題もいよ
いよ正念場となります。地域包括ケアシステムの構築は、私たち看護職の本気度が試さ
れることでしょう。看護協会員一人一人がその意を強くし、各職能が連携してできるこ
とから取り組んでいただきたいと思います。私も協会の安定した経営や組織力強化に向
けて、職責を果たすよう努めます。引き続きよろしくお願いいたします。

監 事

委員長　重盛 るり子
地域包括ケアシステムの構築が進む中、地域に中・重度療養者が増加するため、在宅・
施設等における看護の機能強化が求められています。しかし、施設や在宅領域では人員
が少なく研修参加も厳しい状況があり、いかに看護の質向上を図るかが大きな課題と
なっています。今年度は職能だよりを2回発行し、看護協会や看護師職能委員会ⅡのPR
をし、研修参加や入会促進に向けた活動をします。皆様のご支援をお願いします。　

看護師職能委員会Ⅱ

柴野　 翔太

堀　　 博子

松村　 正子

深澤　 香織
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看
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北アルプス医療センターあづみ病院

丸子中央病院

介護老人保健施設アップルハイツ飯田

長野赤十字病院

重盛 るり子

碓氷　 篤子

衛藤 恵美子

石塚 あづさ

看

看

看

看

県立木曽病院

佐久総合病院

下伊那厚生病院
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職能委員長の抱負

役員の抱負

　　委員長　中村 裕見子
今年度は各支部や各職能との情報共有に努め、多職種理解と関係機関の連携を図り、全
世代型地域包括ケアシステムをさらに推進していきたいと考えています。また、身近なと
ころで生活を支援する保健師が地域マネジメント力を発揮し、生き生きと活動できるよ
うにキャリアアップのための研修を企画し、参加者の拡大を図りたいと考えています。皆
様のご理解・ご支援をお願いするとともに、多くの皆様のご参加をお待ちしています。
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秋月　 陽子
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　委員長　菅沼 ふじ子
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ラであり、地域包括ケアシステムの構築に必須の存在です。さらに会員増強を図り組織
力を高め、事業を充実する必要があると思います。
長野県看護協会の監事に就任して二年目に入りますが、引き続き監事としての職責を全
うしたいと思います。

監 事

尾美　 友子
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いよ正念場となります。地域包括ケアシステムの構築は、私たち看護職の本気度が試さ
れることでしょう。看護協会員一人一人がその意を強くし、各職能が連携してできるこ
とから取り組んでいただきたいと思います。私も協会の安定した経営や組織力強化に向
けて、職責を果たすよう努めます。引き続きよろしくお願いいたします。

監 事

委員長　重盛 るり子
地域包括ケアシステムの構築が進む中、地域に中・重度療養者が増加するため、在宅・
施設等における看護の機能強化が求められています。しかし、施設や在宅領域では人員
が少なく研修参加も厳しい状況があり、いかに看護の質向上を図るかが大きな課題と
なっています。今年度は職能だよりを2回発行し、看護協会や看護師職能委員会ⅡのPR
をし、研修参加や入会促進に向けた活動をします。皆様のご支援をお願いします。　

看護師職能委員会Ⅱ

柴野　 翔太

堀　　 博子

松村　 正子

深澤　 香織
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支部長抱負・事業計画

村田　 裕子
今年度も地域包括ケアを進め、看護職・多職種を「つ
なぐ」役割が果たせる様取り組みを行っていきます。
認知症ケアでは、病院・施設・在宅でご本人の不安
やケアする人の困難への対応として、市民公開講座
で、「徘徊ママリン、87歳の夏」の上映、認知症家族
会の講演、認知症認定看護師の相談会を実施します。
スキルアップでは、昨年に引き続き事例を多職種で
深めるシンポジウムの実施、支部研修では職場での
メンタルヘルスに対する予防・対処法を学びます。
今年も宜しくお願いします。

伊 那
支部

林　 文子
2年目に入り、看護協会のスローガンともいうべき「つ
なぐ看護」を実践するため、今年度の活動を企画いた
しました。地域とつながる「まちの保健室」では、常
設型の設営を諏訪地域の東西2カ所に拠点を増やし、
コミュニティに溶け込んだ活動をして参ります。ま
た、地域と同時に多職種とも「つなぐ看護」を実践す
るため、地域包括ケアシステム研修を企画しておりま
す。住み慣れた地域で暮らしていくために、医療・介
護が一体となって提供できる体制について考えるシン
ポジウムにしたいと考えております。皆様の協力をい
ただきながら活動して参ります。

諏 訪
支部

小林　 園枝
飯田支部の支部長の小林です。飯田支部は、昨年に
続き長野県看護協会の重点事業のひとつ「つなぐ看
護」を目指し、活動を続けていきたいと思っています。
6月に教育講演を行なった後、支部の役員がほとんど
交代になります。今後、新役員と共に、まちの保健室・
看護職新任交流会・公開講座等行います。看護協会、
支部の活動が充実し、協会員が一人でも増えるよう
に、さらに役員だけでなく皆さんの協力を得て、支
部の活動が盛り上がるように努めていきたいと思っ
ております。

飯 田
支部

中村　 敦子
地域包括ケア時代を迎え、様々な社会保障制度改革が
進められ、生活や生涯のあり様が変わってきていま
す。そのような中、私たち看護専門職としての役割も
拡大しています。看護協会の使命である「看護の質の
向上」「働き続けられる環境づくり」などを前提に、
それぞれの地域、職場で私たちは何が今一番重要なの
かをしっかりと考え、行動していかなくてはならない
と感じています。木曽支部も小さいながら木曽地域の
人々が「住み慣れた地域でその人らしく生きていくこ
と」に微力ながら貢献していきたいと思います。

木 曽
支部

新井 志津代

支部長を仰せつかり1年が経過しました。重点事業の
『つなぐ看護』『地域包括ケア』は置かれた立場によ
り見方や考え方にグラデーションがあることを痛感
しています。すべての市民が住み慣れた地域で当た
り前の生活をできるように、看護職が考えを分かち
合うことの大切さを感じています。今年度の支部活
動では職能間のコミュニケーションを大切に、生活
者視点を失わず活動を進めて参りたいと考えており
ます。よろしくお願いいたします。

大 町
支部小林　 清江

6月の支部集会をもちまして、新たな体制となりまし
た。「まちの保健室」では、近隣高校や商業施設にお
いて、健康へのお手伝いや、看護職・看護協会の宣
伝も引き続き行っていきます。また、感染と認知症研
修については、地域の多くの病院、施設の多職種が
共に学びを深め、そして、さらにその学びを広げ、地
域の看護力として維持し、今後へつなげていきたい
と思っています。市民公開講座においては、地域の
皆様とのつながりを深め、また、地域に貢献できるよ
う取り組んで参ります。　

佐 久
支部

中村　 淳子
上田支部では新年度は「リフレッシュ研修」からス
タートし、普段使わない筋肉を伸ばしとても心地良
い研修でした。今年度は9月に支部研修「緩和ケアの
基礎と実践」、11月には「災害発生！！その時病院
は？」と題して市民公開講座も開催予定です。会員
以外の方にも積極的に参加していただき会員の拡大
に繋げていきたいと思います。また、まちの保健室は
常設型４回、イベント型として高校祭やその他の行
事に合わせて開催いたします。地域の予防活動や健
康相談、そして将来の看護師確保に向けて取り組ん
で参ります。

上 田
支部

宗田 まゆ美
みなさんは、地域とどうつながり、看護職としての存在を
どんなふうに押し出されていますか？「健康寿延伸都市
　松本」に代表されるまちづくりの中にもたくさんの看
護の力が求められています。松本支部では今年度、各企
画へのより多くの参加者確保の工夫、新人看護師研修の
対象者の拡大。地域への看護協会アピールとして、福祉
ひろばや行政への呼びかけを行います。会員のみなさん
どうぞ企画にご参加ください。もう一歩地域に足を延ば
しましょう。住民の方々が待っています。地域で暮らす
人々の願いも見えてくるかもしれません。ご一緒に支部
活動を通して地域包括ケア体制の探検に出てみませんか。

松 本
支部

宮沢　 誠
健康長寿世界一の信州を目指し、いのち・暮らし・尊
厳をまもり支える看護ビジョンの達成。看護の役割を
果たし地域包括ケア体制構築の推進。地域で暮らす
人々のために看護職として「つなぐ」役割を果たせる
よう、多職種連携の充実、地域の方々と共に支え合う
ことが出来るように「まちの保健室」「研修会」など
を実施したいと思います。そして、会員の皆様のご協
力をいただきながら、楽しく支部活動を進めて参りた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。

北 信
支部

花岡 ゆり枝
昨年の支部活動を通して、地域課題に目を向けるこ
と、多職種連携の重要性を再確認しました。また、看
護職が安心して働き続けることが困難な現状の中、
各職能が抱えている課題や現状を伝えていくことが
重要と考えます。長野県看護協会のテーマである『つ
なぐ看護』を念頭に置き、支部の研修事業や地域活
動が看看連携、多職種連携となるよう務めてまいり
ます。やるからにはとことん楽しむ精神で活動しま
す。ご協力をお願いいたします。

長 野
支部
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村田　 裕子
今年度も地域包括ケアを進め、看護職・多職種を「つ
なぐ」役割が果たせる様取り組みを行っていきます。
認知症ケアでは、病院・施設・在宅でご本人の不安
やケアする人の困難への対応として、市民公開講座
で、「徘徊ママリン、87歳の夏」の上映、認知症家族
会の講演、認知症認定看護師の相談会を実施します。
スキルアップでは、昨年に引き続き事例を多職種で
深めるシンポジウムの実施、支部研修では職場での
メンタルヘルスに対する予防・対処法を学びます。
今年も宜しくお願いします。

伊 那
支部

林　 文子
2年目に入り、看護協会のスローガンともいうべき「つ
なぐ看護」を実践するため、今年度の活動を企画いた
しました。地域とつながる「まちの保健室」では、常
設型の設営を諏訪地域の東西2カ所に拠点を増やし、
コミュニティに溶け込んだ活動をして参ります。ま
た、地域と同時に多職種とも「つなぐ看護」を実践す
るため、地域包括ケアシステム研修を企画しておりま
す。住み慣れた地域で暮らしていくために、医療・介
護が一体となって提供できる体制について考えるシン
ポジウムにしたいと考えております。皆様の協力をい
ただきながら活動して参ります。

諏 訪
支部

小林　 園枝
飯田支部の支部長の小林です。飯田支部は、昨年に
続き長野県看護協会の重点事業のひとつ「つなぐ看
護」を目指し、活動を続けていきたいと思っています。
6月に教育講演を行なった後、支部の役員がほとんど
交代になります。今後、新役員と共に、まちの保健室・
看護職新任交流会・公開講座等行います。看護協会、
支部の活動が充実し、協会員が一人でも増えるよう
に、さらに役員だけでなく皆さんの協力を得て、支
部の活動が盛り上がるように努めていきたいと思っ
ております。

飯 田
支部

中村　 敦子
地域包括ケア時代を迎え、様々な社会保障制度改革が
進められ、生活や生涯のあり様が変わってきていま
す。そのような中、私たち看護専門職としての役割も
拡大しています。看護協会の使命である「看護の質の
向上」「働き続けられる環境づくり」などを前提に、
それぞれの地域、職場で私たちは何が今一番重要なの
かをしっかりと考え、行動していかなくてはならない
と感じています。木曽支部も小さいながら木曽地域の
人々が「住み慣れた地域でその人らしく生きていくこ
と」に微力ながら貢献していきたいと思います。

木 曽
支部

新井 志津代

支部長を仰せつかり1年が経過しました。重点事業の
『つなぐ看護』『地域包括ケア』は置かれた立場によ
り見方や考え方にグラデーションがあることを痛感
しています。すべての市民が住み慣れた地域で当た
り前の生活をできるように、看護職が考えを分かち
合うことの大切さを感じています。今年度の支部活
動では職能間のコミュニケーションを大切に、生活
者視点を失わず活動を進めて参りたいと考えており
ます。よろしくお願いいたします。

大 町
支部小林　 清江

6月の支部集会をもちまして、新たな体制となりまし
た。「まちの保健室」では、近隣高校や商業施設にお
いて、健康へのお手伝いや、看護職・看護協会の宣
伝も引き続き行っていきます。また、感染と認知症研
修については、地域の多くの病院、施設の多職種が
共に学びを深め、そして、さらにその学びを広げ、地
域の看護力として維持し、今後へつなげていきたい
と思っています。市民公開講座においては、地域の
皆様とのつながりを深め、また、地域に貢献できるよ
う取り組んで参ります。　

佐 久
支部

中村　 淳子
上田支部では新年度は「リフレッシュ研修」からス
タートし、普段使わない筋肉を伸ばしとても心地良
い研修でした。今年度は9月に支部研修「緩和ケアの
基礎と実践」、11月には「災害発生！！その時病院
は？」と題して市民公開講座も開催予定です。会員
以外の方にも積極的に参加していただき会員の拡大
に繋げていきたいと思います。また、まちの保健室は
常設型４回、イベント型として高校祭やその他の行
事に合わせて開催いたします。地域の予防活動や健
康相談、そして将来の看護師確保に向けて取り組ん
で参ります。

上 田
支部

宗田 まゆ美
みなさんは、地域とどうつながり、看護職としての存在を
どんなふうに押し出されていますか？「健康寿延伸都市
　松本」に代表されるまちづくりの中にもたくさんの看
護の力が求められています。松本支部では今年度、各企
画へのより多くの参加者確保の工夫、新人看護師研修の
対象者の拡大。地域への看護協会アピールとして、福祉
ひろばや行政への呼びかけを行います。会員のみなさん
どうぞ企画にご参加ください。もう一歩地域に足を延ば
しましょう。住民の方々が待っています。地域で暮らす
人々の願いも見えてくるかもしれません。ご一緒に支部
活動を通して地域包括ケア体制の探検に出てみませんか。

松 本
支部

宮沢　 誠
健康長寿世界一の信州を目指し、いのち・暮らし・尊
厳をまもり支える看護ビジョンの達成。看護の役割を
果たし地域包括ケア体制構築の推進。地域で暮らす
人々のために看護職として「つなぐ」役割を果たせる
よう、多職種連携の充実、地域の方々と共に支え合う
ことが出来るように「まちの保健室」「研修会」など
を実施したいと思います。そして、会員の皆様のご協
力をいただきながら、楽しく支部活動を進めて参りた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。

北 信
支部

花岡 ゆり枝
昨年の支部活動を通して、地域課題に目を向けるこ
と、多職種連携の重要性を再確認しました。また、看
護職が安心して働き続けることが困難な現状の中、
各職能が抱えている課題や現状を伝えていくことが
重要と考えます。長野県看護協会のテーマである『つ
なぐ看護』を念頭に置き、支部の研修事業や地域活
動が看看連携、多職種連携となるよう務めてまいり
ます。やるからにはとことん楽しむ精神で活動しま
す。ご協力をお願いいたします。

長 野
支部
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支部長抱負・事業計画

村田　 裕子
今年度も地域包括ケアを進め、看護職・多職種を「つ
なぐ」役割が果たせる様取り組みを行っていきます。
認知症ケアでは、病院・施設・在宅でご本人の不安
やケアする人の困難への対応として、市民公開講座
で、「徘徊ママリン、87歳の夏」の上映、認知症家族
会の講演、認知症認定看護師の相談会を実施します。
スキルアップでは、昨年に引き続き事例を多職種で
深めるシンポジウムの実施、支部研修では職場での
メンタルヘルスに対する予防・対処法を学びます。
今年も宜しくお願いします。

伊 那
支部

林　 文子
2年目に入り、看護協会のスローガンともいうべき「つ
なぐ看護」を実践するため、今年度の活動を企画いた
しました。地域とつながる「まちの保健室」では、常
設型の設営を諏訪地域の東西2カ所に拠点を増やし、
コミュニティに溶け込んだ活動をして参ります。ま
た、地域と同時に多職種とも「つなぐ看護」を実践す
るため、地域包括ケアシステム研修を企画しておりま
す。住み慣れた地域で暮らしていくために、医療・介
護が一体となって提供できる体制について考えるシン
ポジウムにしたいと考えております。皆様の協力をい
ただきながら活動して参ります。

諏 訪
支部

小林　 園枝
飯田支部の支部長の小林です。飯田支部は、昨年に
続き長野県看護協会の重点事業のひとつ「つなぐ看
護」を目指し、活動を続けていきたいと思っています。
6月に教育講演を行なった後、支部の役員がほとんど
交代になります。今後、新役員と共に、まちの保健室・
看護職新任交流会・公開講座等行います。看護協会、
支部の活動が充実し、協会員が一人でも増えるよう
に、さらに役員だけでなく皆さんの協力を得て、支
部の活動が盛り上がるように努めていきたいと思っ
ております。

飯 田
支部

中村　 敦子
地域包括ケア時代を迎え、様々な社会保障制度改革が
進められ、生活や生涯のあり様が変わってきていま
す。そのような中、私たち看護専門職としての役割も
拡大しています。看護協会の使命である「看護の質の
向上」「働き続けられる環境づくり」などを前提に、
それぞれの地域、職場で私たちは何が今一番重要なの
かをしっかりと考え、行動していかなくてはならない
と感じています。木曽支部も小さいながら木曽地域の
人々が「住み慣れた地域でその人らしく生きていくこ
と」に微力ながら貢献していきたいと思います。

木 曽
支部

新井 志津代

支部長を仰せつかり1年が経過しました。重点事業の
『つなぐ看護』『地域包括ケア』は置かれた立場によ
り見方や考え方にグラデーションがあることを痛感
しています。すべての市民が住み慣れた地域で当た
り前の生活をできるように、看護職が考えを分かち
合うことの大切さを感じています。今年度の支部活
動では職能間のコミュニケーションを大切に、生活
者視点を失わず活動を進めて参りたいと考えており
ます。よろしくお願いいたします。

大 町
支部小林　 清江

6月の支部集会をもちまして、新たな体制となりまし
た。「まちの保健室」では、近隣高校や商業施設にお
いて、健康へのお手伝いや、看護職・看護協会の宣
伝も引き続き行っていきます。また、感染と認知症研
修については、地域の多くの病院、施設の多職種が
共に学びを深め、そして、さらにその学びを広げ、地
域の看護力として維持し、今後へつなげていきたい
と思っています。市民公開講座においては、地域の
皆様とのつながりを深め、また、地域に貢献できるよ
う取り組んで参ります。　

佐 久
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中村　 淳子
上田支部では新年度は「リフレッシュ研修」からス
タートし、普段使わない筋肉を伸ばしとても心地良
い研修でした。今年度は9月に支部研修「緩和ケアの
基礎と実践」、11月には「災害発生！！その時病院
は？」と題して市民公開講座も開催予定です。会員
以外の方にも積極的に参加していただき会員の拡大
に繋げていきたいと思います。また、まちの保健室は
常設型４回、イベント型として高校祭やその他の行
事に合わせて開催いたします。地域の予防活動や健
康相談、そして将来の看護師確保に向けて取り組ん
で参ります。

上 田
支部

宗田 まゆ美
みなさんは、地域とどうつながり、看護職としての存在を
どんなふうに押し出されていますか？「健康寿延伸都市
　松本」に代表されるまちづくりの中にもたくさんの看
護の力が求められています。松本支部では今年度、各企
画へのより多くの参加者確保の工夫、新人看護師研修の
対象者の拡大。地域への看護協会アピールとして、福祉
ひろばや行政への呼びかけを行います。会員のみなさん
どうぞ企画にご参加ください。もう一歩地域に足を延ば
しましょう。住民の方々が待っています。地域で暮らす
人々の願いも見えてくるかもしれません。ご一緒に支部
活動を通して地域包括ケア体制の探検に出てみませんか。

松 本
支部

宮沢　 誠
健康長寿世界一の信州を目指し、いのち・暮らし・尊
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ユーザー登録すると会員情報の確認や変更、
研修受講履歴の閲覧が可能になります。また文献検索や各種資料など
看護業務に役立つ魅力的なコンテンツもご覧いただけます！

会員の皆さま専用WEBページ

管理者の方はぜひ「施設用web」をご活用ください。ご所属の職員の入会状況を確認できます。

キャリナースとは？ 3つの特徴

キャリナースを登録するには

1.情報蓄積
会員情報の変更手続きが
パソコン・スマホから
職場が変わった!　引っ越した!
会員証を失くしちゃった！
▶ぜ～んぶキャリナースで解決で
きます！！

日本看護協会ホームページのバナーや
QRコードからアクセスできます

https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

3.スキルアップ
会員様のスキルアップを
サポート！
看護協会主催の研修を受講した!
▶研修受講履歴がキャリナースに
反映されます。看護協会以外の
研修や学会参加など、ご自身で
活動記録をつけることもできます。

2.情報活用
資料の閲覧・検索で
最新の情報をフル活用
文献検索をしたい!　日本看護学会論
文集（42回以降）を見たい!
▶キャリナースからアクセスできます。そ
の他「協会ニュース」や調査研究報告
など会員コンテンツの閲覧ができます。

委員長　山田　 理恵
推薦委員会は、総会において選挙される役員等の適正な推薦を行うために調査・企画・
審議し、会長に助言することを目的として活動します。看護協会に所属している各々の
職種や地域に偏りがないようにバランスシートの作成・調査を行い、役員・各職能・支
部長との連携を図り、適正な推薦を行ってまいります。よろしくお願いいたします。

推薦委員会

田中 奈美子

鈴木 あゆ子

助

保

丸の内病院

須坂市役所

山田　 理恵

東條　 美恵

看

看

県立阿南病院

川西赤十字病院

新委員長抱負

委員長　杉山 みどり
選挙管理委員会の任務は長野県看護協会の選挙が公明かつ適正に行われるよう配慮する
事です。その上で選挙に関する公示から当選者の総会議長への報告までの事務を行いま
す。短い任期ですが選挙当日には円滑な選挙が行われるよう委員会として取り組んでゆ
きたいと思っております。

選挙管理委員会

田中 奈緒子

宮崎　 憲子

宮島　 昭男

栗原　 洋史

看

保

看

看

県立木曽病院

大町市中央保健センター

南長野医療センター新町病院

北信総合病院

杉山 みどり

堀内　 詠子

若林　 卓也

飯島　　 妙

看

看

看

助

飯田市立病院

佐久穂町立千曲病院

柳澤病院

伊那中央病院

お問い合わせ先：長野県看護協会 会員担当　TEL. 0263-35-0421

平成28年度から永年会員証になりました。改姓や紛失な
どで会員証の再発行が必
要な場合はキャリナース
から申請できます。

キャリナースから日本看護協会長名の「研修受講履歴証
明書」が印刷できるようになりました。ご利用ください。
※本年度より、長野県看護
協会からの受講証明書の発
行は終了しました。

お知らせ ぜひご活用ください

理事会報告

（１）　平成30年度事業報告に係る定期報告書について
（２）　2020年度　県への要望書（素案）について

〈報告事項〉（１）　平成30年度監査報告：監事からの意見書について

〈協議事項〉（１）　2019年度資金運用計画（案）について
（２）　2020年度公益社団法人日本看護協会通常総会の日程と
　　   公益社団法人長野県看護協会定時総会日程及び職能集会について
（３）　2020年度　県への要望書（案）について

〈報告事項〉（１）　第50回日本看護学会‐ヘルスプロモーション学術集会‐進捗状況
（２）　会員入会状況について
　

第4回理事会（8月2日開催）

〈協議事項〉
第3回理事会（6月22日開催）

2019年度公益社団法人長野県看護協会定時総会及び各職能集会が終了し、
多くの理事が１期2年目を迎え、最初の理事会です。

協会事業や収支決算等について公正・適切な意見交換により協議を進めています。

ブラウザ【PC】
・Microsoft Internet Explorer 11
・Chrome 65
・Safari 11.0

ブラウザ【スマートフォン】
・Chrome 65
・Safari 11.0　　　　　

キャリナースの推奨環境は、以下のとおりです。

最新の推進環境情報は「キャリナース」→「よくあるご質問はこちら」に
あります。

キャリナース登録状況 
1,982名（2019.8.20現在）

98



ユーザー登録すると会員情報の確認や変更、
研修受講履歴の閲覧が可能になります。また文献検索や各種資料など
看護業務に役立つ魅力的なコンテンツもご覧いただけます！

会員の皆さま専用WEBページ

管理者の方はぜひ「施設用web」をご活用ください。ご所属の職員の入会状況を確認できます。

キャリナースとは？ 3つの特徴

キャリナースを登録するには

1.情報蓄積
会員情報の変更手続きが
パソコン・スマホから
職場が変わった!　引っ越した!
会員証を失くしちゃった！
▶ぜ～んぶキャリナースで解決で
きます！！

日本看護協会ホームページのバナーや
QRコードからアクセスできます

https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

3.スキルアップ
会員様のスキルアップを
サポート！
看護協会主催の研修を受講した!
▶研修受講履歴がキャリナースに
反映されます。看護協会以外の
研修や学会参加など、ご自身で
活動記録をつけることもできます。

2.情報活用
資料の閲覧・検索で
最新の情報をフル活用
文献検索をしたい!　日本看護学会論
文集（42回以降）を見たい!
▶キャリナースからアクセスできます。そ
の他「協会ニュース」や調査研究報告
など会員コンテンツの閲覧ができます。

委員長　山田　 理恵
推薦委員会は、総会において選挙される役員等の適正な推薦を行うために調査・企画・
審議し、会長に助言することを目的として活動します。看護協会に所属している各々の
職種や地域に偏りがないようにバランスシートの作成・調査を行い、役員・各職能・支
部長との連携を図り、適正な推薦を行ってまいります。よろしくお願いいたします。

推薦委員会

田中 奈美子

鈴木 あゆ子

助

保

丸の内病院

須坂市役所

山田　 理恵

東條　 美恵

看

看

県立阿南病院

川西赤十字病院

新委員長抱負

委員長　杉山 みどり
選挙管理委員会の任務は長野県看護協会の選挙が公明かつ適正に行われるよう配慮する
事です。その上で選挙に関する公示から当選者の総会議長への報告までの事務を行いま
す。短い任期ですが選挙当日には円滑な選挙が行われるよう委員会として取り組んでゆ
きたいと思っております。

選挙管理委員会

田中 奈緒子

宮崎　 憲子

宮島　 昭男

栗原　 洋史

看

保

看

看

県立木曽病院

大町市中央保健センター

南長野医療センター新町病院

北信総合病院

杉山 みどり

堀内　 詠子

若林　 卓也

飯島　　 妙

看

看

看

助

飯田市立病院

佐久穂町立千曲病院

柳澤病院

伊那中央病院

お問い合わせ先：長野県看護協会 会員担当　TEL. 0263-35-0421

平成28年度から永年会員証になりました。改姓や紛失な
どで会員証の再発行が必
要な場合はキャリナース
から申請できます。

キャリナースから日本看護協会長名の「研修受講履歴証
明書」が印刷できるようになりました。ご利用ください。
※本年度より、長野県看護
協会からの受講証明書の発
行は終了しました。

お知らせ ぜひご活用ください

理事会報告

（１）　平成30年度事業報告に係る定期報告書について
（２）　2020年度　県への要望書（素案）について

〈報告事項〉（１）　平成30年度監査報告：監事からの意見書について

〈協議事項〉（１）　2019年度資金運用計画（案）について
（２）　2020年度公益社団法人日本看護協会通常総会の日程と
　　   公益社団法人長野県看護協会定時総会日程及び職能集会について
（３）　2020年度　県への要望書（案）について

〈報告事項〉（１）　第50回日本看護学会‐ヘルスプロモーション学術集会‐進捗状況
（２）　会員入会状況について
　

第4回理事会（8月2日開催）

〈協議事項〉
第3回理事会（6月22日開催）

2019年度公益社団法人長野県看護協会定時総会及び各職能集会が終了し、
多くの理事が１期2年目を迎え、最初の理事会です。

協会事業や収支決算等について公正・適切な意見交換により協議を進めています。

ブラウザ【PC】
・Microsoft Internet Explorer 11
・Chrome 65
・Safari 11.0

ブラウザ【スマートフォン】
・Chrome 65
・Safari 11.0　　　　　

キャリナースの推奨環境は、以下のとおりです。

最新の推進環境情報は「キャリナース」→「よくあるご質問はこちら」に
あります。

キャリナース登録状況 
1,982名（2019.8.20現在）

98



❶諏訪郡富士見町出身。東海大学医療短期大学卒業
後、東海大学付属伊勢原病院に勤務し、結婚のため

帰郷。原村のセロリ・花き農家に嫁ぎ、就農。農業の

かたわら、週１～ 3日長野県諏訪養護学校勤務、8年

目です。

❷原村の社会福祉協議会の方から、諏訪養護学校で
看護師を探していると相談を受けて。

❸資格は看護師資格です。県内には約20校の特別
支援学校がありますが、それぞれの学校に直接お問

い合わせするか、求

人募集で調べていた

だけると良いと思い

ます。

❹医療的ケアのあるお子さんのケア
の実施をしています。内容としては

吸引、吸入、胃ろうからのペースト

注入、酸素投与、導尿などです。勤務形態は１日１人、

お子さんの在校時に勤務します。現在は3人の看護

師でシフトを回しています。

❻医療的ケアが必要なお子さんの学校生活を安全・
安心に過ごせるようにお手伝いしていますが、お子

さんの発達や成長を長い経過で見て、喜べるのが嬉

しいです。また言葉や会話でのコミュニケーション

ができなくても、目の動きや声の発し方、表情や手

足の動きで、お子さんの気持ちを汲み取る教員の観

察眼に敬服しきりで、とても勉強させてもらってい

ます。苦労は、社会的に“学校看護師” の知名度が低

く、活動実態がなかなか知られないことです。それ

は医療的ケア児に関わらない教員にも言えることで、

校内でも看護師が何を手伝って、何を見守るのか？

どこまでが教員の仕事かということを、担当が変わっ

た場合に共通認識するのに時間がかかることです。

❶国立東信病院
（現 信州上田医

療センター）付

属看護学校卒業

後、整形外科病

棟、内科病棟で

６年間勤務。結

婚、出産を機に

退職。６年間育

児に専念し専業

主婦をしていま

した。

❷そろそろ仕事復帰をと考え、
千曲市内の稲荷山医療福祉センターに面接に行った

ところ、隣の稲荷山養護学校で看護師を探している

ので、そちらに行かないか？と勧められ勤務するこ

とになりました。

❸資格は看護師免許だけです。１年間以上の臨床経
験は必要です。

❹仕事の内容としては、上記の医療的ケアです。そ
して５年前から呼吸器を装着している児童生徒も保

護者の付き添いなしで登校ができるようにとモデル

研究を行い、「呼吸器管理」も項目として増えつつあ

ります。児童生徒が登校してから下校までの時間、9

時から 15 時までが勤務時間です。社会見学など校外

に付き添うこともあります。現在５人の看護師で３
～４人勤務になるように働いています。

❺毎日登校時に、保護者から体調の変化等ないか聞き
ます。学校生活においていつもと様子が異なる時は保

護者に連絡します。また、定期受診時の主治医からの

話や様子を聞き、内服薬の変更などあったときはいつ

も以上に変わった様子はないか注意しています。変化

が見られたとき、保護者に連絡し確認してもらい、必

要ならば受診するようにすすめています。

❻ 15 年勤務させてもらっています。その間もちろん
悲しいお別れもありま

した。しかし児童生徒

さんたちの成長を間

近でみられることは、

とても嬉しいことで

す。一緒に笑顔を探せ

るとてもやりがいのあ

る仕事です。

諏訪養護学校  看護師
中村　弥生さん

～子供達の笑顔を支える～

養護学校で働く看護師さんお二人をご紹介します♪

特別支援学校の学校看護師
平成17年度から県内の特別支援学校において医療的ケア
(吸引、経管栄養、導尿、酸素吸入、薬液吸入)を必要とす
る児童生徒に対して、健康の保持増進及び安全な学習環
境を整備し、教育の普及奨励を図る目的で看護師が業務
を行うことになりました。

❶経歴
❷現職についたきっかけ
❸どうすれば養護学校の看護師になれ
　ますか？特別な資格は必要ですか？
❹現在の仕事の内容と勤務形態
❺治療が必要になった時の判断や対応
❻今の仕事にどのようなやりがいを
　感じていますか？特別な苦労は？

質
問
内
容

“スヌーズレン”という授業
みんなキラキラが大好き♪

医療的ケア生の入学・進級を
みんなでお祝いします

学校給食の胃瘻注入

気切内・口腔内吸引

稲荷山養護学校  看護師
荒井　理恵さん
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“スヌーズレン”という授業
みんなキラキラが大好き♪

医療的ケア生の入学・進級を
みんなでお祝いします

学校給食の胃瘻注入

気切内・口腔内吸引

稲荷山養護学校  看護師
荒井　理恵さん
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❶諏訪郡富士見町出身。東海大学医療短期大学卒業
後、東海大学付属伊勢原病院に勤務し、結婚のため

帰郷。原村のセロリ・花き農家に嫁ぎ、就農。農業の

かたわら、週１～ 3日長野県諏訪養護学校勤務、8年

目です。

❷原村の社会福祉協議会の方から、諏訪養護学校で
看護師を探していると相談を受けて。

❸資格は看護師資格です。県内には約20校の特別
支援学校がありますが、それぞれの学校に直接お問

い合わせするか、求

人募集で調べていた

だけると良いと思い

ます。

❹医療的ケアのあるお子さんのケア
の実施をしています。内容としては

吸引、吸入、胃ろうからのペースト

注入、酸素投与、導尿などです。勤務形態は１日１人、

お子さんの在校時に勤務します。現在は3人の看護

師でシフトを回しています。

❻医療的ケアが必要なお子さんの学校生活を安全・
安心に過ごせるようにお手伝いしていますが、お子

さんの発達や成長を長い経過で見て、喜べるのが嬉

しいです。また言葉や会話でのコミュニケーション

ができなくても、目の動きや声の発し方、表情や手

足の動きで、お子さんの気持ちを汲み取る教員の観

察眼に敬服しきりで、とても勉強させてもらってい

ます。苦労は、社会的に“学校看護師” の知名度が低

く、活動実態がなかなか知られないことです。それ

は医療的ケア児に関わらない教員にも言えることで、

校内でも看護師が何を手伝って、何を見守るのか？

どこまでが教員の仕事かということを、担当が変わっ

た場合に共通認識するのに時間がかかることです。

❶国立東信病院
（現 信州上田医

療センター）付

属看護学校卒業

後、整形外科病

棟、内科病棟で

６年間勤務。結

婚、出産を機に

退職。６年間育

児に専念し専業

主婦をしていま

した。

❷そろそろ仕事復帰をと考え、
千曲市内の稲荷山医療福祉センターに面接に行った

ところ、隣の稲荷山養護学校で看護師を探している

ので、そちらに行かないか？と勧められ勤務するこ

とになりました。

❸資格は看護師免許だけです。１年間以上の臨床経
験は必要です。

❹仕事の内容としては、上記の医療的ケアです。そ
して５年前から呼吸器を装着している児童生徒も保

護者の付き添いなしで登校ができるようにとモデル

研究を行い、「呼吸器管理」も項目として増えつつあ

ります。児童生徒が登校してから下校までの時間、9

時から 15 時までが勤務時間です。社会見学など校外

に付き添うこともあります。現在５人の看護師で３
～４人勤務になるように働いています。

❺毎日登校時に、保護者から体調の変化等ないか聞き
ます。学校生活においていつもと様子が異なる時は保

護者に連絡します。また、定期受診時の主治医からの

話や様子を聞き、内服薬の変更などあったときはいつ

も以上に変わった様子はないか注意しています。変化

が見られたとき、保護者に連絡し確認してもらい、必

要ならば受診するようにすすめています。

❻ 15 年勤務させてもらっています。その間もちろん
悲しいお別れもありま

した。しかし児童生徒

さんたちの成長を間

近でみられることは、

とても嬉しいことで

す。一緒に笑顔を探せ

るとてもやりがいのあ

る仕事です。

諏訪養護学校  看護師
中村　弥生さん

～子供達の笑顔を支える～

養護学校で働く看護師さんお二人をご紹介します♪

特別支援学校の学校看護師
平成17年度から県内の特別支援学校において医療的ケア
(吸引、経管栄養、導尿、酸素吸入、薬液吸入)を必要とす
る児童生徒に対して、健康の保持増進及び安全な学習環
境を整備し、教育の普及奨励を図る目的で看護師が業務
を行うことになりました。

❶経歴
❷現職についたきっかけ
❸どうすれば養護学校の看護師になれ
　ますか？特別な資格は必要ですか？
❹現在の仕事の内容と勤務形態
❺治療が必要になった時の判断や対応
❻今の仕事にどのようなやりがいを
　感じていますか？特別な苦労は？

質
問
内
容

“スヌーズレン”という授業
みんなキラキラが大好き♪

医療的ケア生の入学・進級を
みんなでお祝いします

学校給食の胃瘻注入

気切内・口腔内吸引

稲荷山養護学校  看護師
荒井　理恵さん
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お知らせ広場

12

働き続けられる職場づくり推進委員会では、7月22日にヘルシーワークプレイス（健康で

安全な職場）を目指して、研修会を開催し103名が受講しました。長野県医療勤務環境改

善支援センターのアドバイザーから、センターの活動や医療従事者の勤務環境改善に向け

た取組みについて聞きました。また、現場の看護職が抱えるハラ

スメントの現状と課題解決について、古越真佐子先生（オフィス・

キャリアサポート）の講演とグループワークがあり、有意義な情

報交換ができました。日頃、気持ちよく働けるよう、ハラスメントを起こさない取組

みを学び、皆で実施していきましょう。

　　　働き続けられる職場づくり推進委員会委員長　今川　順子
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2019年度定時総会 P2──

会長挨拶・受賞者名簿・令和元年 春の叙勲

会員数  合計 14,343人／保健師 1,085人・助産師 699人・看護師 12,245人・准看護師 314人（2019年8月11日現在）
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会員専用WEBページ「キャリナース」
養護学校の看護師紹介
お知らせ広場

例年11月初旬の発行となります。
ご注文の詳細についてはホームページをご参照ください。

「日本看護協会会員手帳2020年版」
予約注文のご案内

医療安全川柳を募集します
毎年、11月25日を含む一週間は医療安全週
間です。長野県看護協会医療安全委員会では、
医療安全の意識向上に向けて、9月1日～ 9月
30日の期間に医療安全川柳を募集いたしま
す。募集要項等の詳細は、長野県看護協会ホー
ムページをご覧ください。

看護師職能研修会のお知らせ
日　時：2019年11月15日（金）
         13時～16時（受付12：30～）
会　場：長野県看護協会会館　４階大ホール
講　師：大阪大学医学部保健学科教授　福井 小紀子先生
テーマ：「つなぐ看護」～病院看護職が行う円滑な退院調整とは～
受講料：会員1,000円　非会員2,500円
申し込み：9月14日締め切り　様式1申し込み

その人の生活の場をイメージしたうえで退院調整を行うた
めに、看護師職能Ⅰ領域の看護師が一緒に考える機会にし
たいと考えています。変革の時期の看護を語り合いましょ
う。多くの方の参加をお待ちしています。

看護職の求職・求人で困ったら…
先ずはご相談ください！
　長野県ナースセンター

（看護職専門の無料職業紹介所）
〒390-0802　松本市旭2-11-34（長野県看護協会内）

http://nursen.or.jp/nurse-center/

長野県ナースセンター　　　検索　

☎ 0263-35-0067
プラチナナースセカンドキャリア支援
研修ただいま申し込み受付中！

（古越先生）

「看護職が生涯健康に働き続けられる職場づくり研修会」を
   開催しました

いかなる時も  いかなる場でも看護は
役割を発揮しています。
全国の看護職の活動を共有しましょう。
当日参加、お待ちしています。


