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竜操整形外科病院　中
な か ざ わ

澤 絢
あ や こ

子
　5月28日から7月23日までの7日間、岡山県感染管理エキスパートナース育成研修に
参加させていただきました。私は、ICT委員として試行錯誤しながら感染管理に携わる
中でこの度の研修参加のお話をいただきました。初めてのエキスパート育成研修というこ
とで少し躊躇もありましたが、今まで本格的な感染管理研修を受講する機会を逸してい
たのでやってみようと受講を決めました。7日間の講義で感染管理の基本から学び直すこ
とができ、また、各講義の終わりに行われた小テストは知識の習得に役立ちました。さら
に、自身の課題としていた適正なサーベイランスについて演習を交えて学んだことで、
今まで自施設で行っていた取り組みが独自のものであると知り、修正点も見えてきました。
　研修の最終日には、受講者全員が自施設の課題から対策実践までをまとめての発表

があり、他施設の課題を聴講することで自施設でも取り組んでみようと思えるものが多 あ々りました。
　研修で学んだ事を持ち帰り、ICT委員として自施設に合ったPDCAサイクルを回していきたいと思います。内容が充実
しており、あっという間の7日間でした。看護協会でこのような研修を企画していただき感謝いたします。

　この研修は、新型コロナウイルス感染症および新興感染症等への対策に向け、感染管理の専門的知
識・技術等を持って日頃から中小規模病院や高齢者施設等で感染症対応の予防に取り組むことができ
る看護師の育成により、感染管理の質向上を目指し岡山県の支援を受けて実施するものです。

受講生の声
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岡山県感染管理に関するエキスパートナース育成研修

　9月25日（日）、岡山県看護会館で「一人ひとりが住み慣れた地域で自分
らしく生きるために～県民とともに築く地域包括ケアシステム～」というテーマの
もとハイブリッド形式で開催しました。参加者は182人（来場106人、オンライ
ン76人）と盛会に終えることができました。この学会は、岡山県看護協会、岡
山県訪問看護ステーション連絡協議会、全国保健師長会岡山県支部の看護
3団体を運営事務局とし、新型コロナウイルス感染症の影響により1年遅れでよ
うやく実施に至りました。
　基調講演では、日本看護協会副会長の齋藤訓子先生に「地域で『生きき
る』を支える包括ケア」というテーマでご講演いただきました。続くシンポジウ
ムでは「県民とともに築く地域包括ケアシステム」をテーマに、岡山県医師会
内田耕三郎先生（在宅医療、在宅看取り）、訪問看護ステーション晴　赤瀬
佳代先生（退院支援・在宅移行支援）、岡山県相談支援専門員協会　大
倉教正先生（相談支援・就労支援）、岡山県介護福祉士会　安達悦子先生

（生活支援）、がん患者ピアサポーター　田中勇先生（病気になっても自分ら
しく生きる）の5人のシンポジストがそれぞれの立場で発表を行いました。

　また、一般口述演題発表では、様 な々職種から24人が4つの分科会に分かれて発表を行いました。発表者も参加者も
会場、オンラインと参加形態は様 で々したが、どちらからも活発な質問・意見交換が行われました。
　一日を通して、様 な々職種の方 と々同じテーマで意見交換することで新たな視点を得、他職種との協働により地域包括
ケアシステムを作り上げていくために、大変有意義な時間となりました。
　開催にあたり、多大なるご支援・ご協力を賜りました多くの企業や関係団体の皆様に厚くお礼申し上げます。

「第6回岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会」
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赤磐医師会病院　河
か わ だ

田 千
ち か え

花江
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　私は昨年の11月に副師長の任命を受け、必要に迫られこの研修に参加しました。開講日までは、体力、気力が
ついていくだろうか心配でした。ところが、研修初日のガイダンスで「あなたたちには、この研修に希望したけれ
ども、参加できなかった人へ責任を果たす義務があります」という先生の言葉が胸に刺さり、一気にモチベーショ
ンが上がりました。研修が進むにつれ、日々の忙しさに流され看護の目的を見失っていた自分に気づき、これでは
いけないと焦りを感じました。ナイチンゲール誓詞を唱和した時には、学生の頃には感じたことのない感動を覚え、
看護の原点に戻ることができました。また、看護管理者には「変える勇気」「とりあえずやってみよう」という気持
ちが必要だと学習し、勇気をもって、小さなことから「変える」「やってみる」を実行しています。これも「看護管
理者のあるべき姿」を繰り返し学んだ成果だと思っています。これからも、患者ファーストを心の中心に置き、謙虚
で、明るく、強く、人間的にチャーミングな管理者を目指していきます。

認定看護管理者教育課程ファーストレベル1期 受講生（44名）

　令和4年度　認定看護管理者教育課程ファーストレベル1期は、5月１９日（木）に開講し、7月12日（火）に
無事、閉講式を迎えることができました。新型コロナウイルス感染が続く中、開講式当日から、オンラインでの受
講を余儀なくされた受講生もいました。また、その後も数名がオンラインでの受講となりましたが、受講生44名が全
講義を受講することができました。
　受講生には、多くの学びがありました。管理的視野が広がり、物事を前向きに捉えて解決に導く手法を学びまし
た。また、レポート作成には悩まされることが多くあり、完成したときの喜びを何度も味わうことができました。その
過程で共に学び、悩み、よろこび合える多くの仲間ができたことは、大きな財産になることでしょう。この研修での
学びを活かし、コロナ禍での看護管理実践・活躍に期待しています。

認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修を終えて

認定看護管理者教育課程ファーストレベル1期終了しました



社会医療法人 光生病院

　看護師になって8ヶ月が経ちます。少しずつできることが増え、やりがいを感じながら日々 頑張
っています。
　私が入職して嬉しかったことは患者さんが自分の想いを打ち明けてくれたことです。忙しい中
でも一人一人の患者さんと関わることを大切にしています。
　疾患だけを看るのではなく患者さんの発言や表情などから想いを読み取る力を身に付け、
多方面からサポートできる看護師になりたいです。

堀内 香穂（ほりうち かほ）

岡山支部

河野 仁美（こうの ひとみ）

渡辺病院

　私の所属する一般病棟は、急性期から慢性期まで様 な々疾患の方がいらっしゃいます。
初めは何から勉強すれば良いのか分からず不安でいっぱいでしたが、受け持った患者さ
んの症状や内服薬などから少しずつ学んでいます。
　患者さんの「ありがとう」という言葉や笑顔で退院される姿に元気をもらっています。
正しい知識と技術を持ち、患者さんを心の面からもサポートできる看護師を目指して頑張りま
す。よろしくお願いします。

新見支部

倉敷第一病院

　私は看護師として働き始めて、学生の頃にはできなかった事もたくさん経験しています。失
敗して落ち込む事もあり、自分は患者さんに何もしてあげられないと思っていました。そんな時、
患者さんから「あなたの手は温かくて安心できる」と言われ、何気ないことでも患者さんの
安心に繋がっていることを知りました。看護師として技術や知識を身につけていくだけでなく、患
者さんが安心できる様な関わりをしていきたいと思います。

福武 紗弥（ふくたけ さや）

倉敷支部
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新人看護師奮闘記

キラリ
一年生

新人看護師奮闘記

キラリ
一年生

新人看護師奮闘記

キラリ一年生

キラリ一年生

キラリ 一年生

新人看護師奮闘記

　令和4年度に入って半年以上が経過しまし

た。県内各所で働く新人看護職の皆さんも、

新しい環境に慣れることに加え、続くコロナ禍

での苦労を感じている人も多いと思います。

　各支部からご紹介いただいた新人看護職

の皆さんに、入職してからの思

いや目標などを自由に記してい

ただきました。



高梁中央病院

　看護師として働き始めて、学生の頃とは違い患者さんを何人も受け持つようになりました。そ
のため限られた時間の中で患者さんにケアを行う必要があります。その中で、よりよい看護
を提供するためにどうしたらいいかなと日々考えています。先輩方のように効率よく、業務が
でき、患者さんのために最大限の看護ができるようになることが目標です。

髙元 弥雲（たかもと みくも）

高梁支部

岡山県備前保健所東備支所

　母子保健を担当しています。入職して住民の方 と々関わる中で、多様な価値観や生活が
あり、対象者にとってより良い生活を一緒に考えていくことがとても大切だと感じました。また、
私一人でできることは限られており、地域の支援者との連携が大切であると身をもって感じまし
た。まだ分からないことは多いですが、一つひとつの関わりを大切にし、対象者に寄り添っ
た支援をしていきたいです。

保健師　太田 彩名（おおた あやな）

東備支部

金田病院

　看護師として働き始めてまだまだ分からない事だらけで覚える事も多いですが、先輩方に
支えられながら少しずつ出来る事が増えている事を嬉しく思っています。
　日 、々看護実践をしていく中で、看護師の責任の重さをより感じるようになりました。患者さ
んが元気になられていく姿や笑顔で退院される姿、患者さんからの「ありがとう」の言葉
に、看護のやりがいを感じています。
　まだまだ未熟ですが、より良い看護を提供できるようたくさんの事を学び、少しでも早く先
輩方に近づけるように、知識や技術を深めていきたいです。

時尾 雪愛（ときお ゆきあ）

真庭支部

越宗 あみ（こしむね あみ）

津山中央病院

　私は今循環器病棟で勤務しています。私が勤務をする中で嬉しかったことは心電図モニタ
ー上で不整脈が出現し患者さんの状態を観察するために訪室した際、「あなたに見てもらえて
いて安心する」と言われたことです。モニター上では小さな変化かもしれませんが患者さんにと
っては大きな不安・苦痛となります。今後も疾患に関する理解を深め、患者の変化に応じて臨
機応変に対応できる看護師を目標に努力を続けていきたいと思います。

津山
勝英支部

井原市立井原市民病院

　私は4月に入職してこれまで働いてきて、何度か患者さんの急変を体験しました。その日の
担当患者さんが急変することもありましたがまだ新人の私はそのような時に何も出来ず先
輩が対応する姿を見ているだけでした。いつまでもただ見ているだけではいけないので、将
来的には患者さんが急変した時に1人でも落ち着いて対応出来る看護師になれるように頑
張りたいと思います。

池上 夢輝（いけがみ ゆうき）

井笠支部
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加奈 KANA尋子 HIROKO姉 妹

姉

妹

看護の道に進んだ訳
岡山赤十字病院 助産師　神

し ん ぼ う

寳 尋子さん

助産師　神寳 加奈さん

　最近は、助産師も他科を学ぶために他の部署に行って勉強させてもらっています。

　そのため、全く一緒に働くということはなかったのですが、久しぶりに秋から二人が産科病

棟で揃って働けるようになります。

　お互いの勉強したことが刺激となって高め合える関係を築きあえたらと、一緒に働けるのを

今から楽しみにしています。

　大学進学の際に看護学校
のことを知り、選びました。祖
母が助産師で助産所を開業
していた事もあり、看護の道
に進むなら助産師になろうと
思いました。

　姉を含め周りの親戚に看
護師が多く、自然と看護の道
に進みました。その時既に姉
は助産師として働いていて自
分も助産師を目指して見よう
と思い進学しました。

同じ職場で働く事
　　　家族が同じ病院内で働く方は多いと思いますが、
助産師なので同じ産婦人科に所属となりました。私から
妹へ院内PHSで連絡した時にどう名乗るべきなのかが、
未だによく分からずモニャモニャ言ってたりします。
　年も10歳離れているため、妹が就職した際、その年の
新人教育の担当が私でした。身内ということで色々気に
なってしまい、気を付けていましたが他の新卒さんより厳
しめに接してしまっていたと思います。

　　　就職活動時、最初は姉がいる日赤病院は受ける
つもりはありませんでした。ですが、職場の雰囲気などを
姉から聞いていて、楽しそうな事もあり面接を受けること
にしました。
　二人とも神寳なので、姉は「姉さん」私は「加奈さ

ん」と呼ばれる事が多いです。他部署の方などが二人いる事を知らず、私宛の連絡が姉に行ったりする事もあります。
　姉がいる事で、色んなことをなんでも聞きやすい反面、家に帰っても仕事の話をしてしまったりとオン・オフの切
り替えがなかなか難しかったりします。
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de 頑張っています頑張っています姉妹 助産師



No.8

◆ 新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
　昨年新病院に移転に伴い、新型コロナウイルス対策として個人用透析機械
を導入し、コロナ受け入れ病床の配管工事を行い病室での透析が可能になり
ました。また、濃厚接触者となった方の透析は腎センター内の個室で行い、時
間や空間を分けることで感染拡大防止に努めています。

◆ 院内外へ透析看護実践を発表
　透析における意思決定支援、感染対策、
災害看護など研究発表に積極的に取り組ん
でいます。昨年度は院内看護研究発表会、
看護協会真庭支部看護研究発表会、中国四
国腎不全研究会で発表しました。今年度は日
本透析医学会で発表しており、岡山県看護学
会でもポスター発表予定です。

◆ 新人・中途採用者への教育
　本年度新人臨床工学技士が2名入りまし
た。中途採用の看護師と一緒に早く腎センタ
ーになれるように透析技術をはじめ、患者対応
など勉強会を計画して指導しています。患者
体験や理学療法士による移乗の勉強会を行
いました。

　患者様が気持ちよく通院でき、
安心して透析を受けられるよう
日々スタッフ一同頑張っています。

真庭市唯一の真庭市唯一の
透析施設透析施設

透析ベッド50床、透析患者約160人（入院・外来）
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落合病院のデータ
病床数：135床（一般・地域包括
ケア・療養）、真庭市唯一の透析
施設・分娩施設、災害拠点病院

職場の自慢職場の自慢
う ちう ち

職場の自慢職場の自慢
うう ちち

職場の自慢職場の自慢
う ちう ち

職場の自慢職場の自慢
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職場の自慢
う ち

職場の自慢職場の自慢
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落落合病合病院院  腎腎セセンンターター



教え教えてて！！
かかんごんご君君・・ナナーースちゃスちゃんん！！！！

このコーナーでは、私たちが看護協会に
ついて徹底調査！色んな「そうだったのか！」
を紹介します。

　 調査報告：07   健康危機対策支援委員会の活動

　本委員会は、昨年度まで災害看護対策委員
会として、災害支援ナースの育成、派遣システ
ムの管理、派遣のための資機材の管理などを
行なってきました。今年度より健康危機対策支
援委員会と名称変更し、保健師2名、助産師
2名、看護師6名うち感染管理認定看護師2名
の委員で、新たに岡山県看護協会災害支援要
綱の整備などに取り組んでいます。
　県内で発生頻度が高いと予測される災害
が、豪雨による浸水や土砂災害です。この場
合、被害が特定の地域に限定されることから、
災害支援ナースの県内派遣が中心となりそう
です。また、発生すると被害が大きいと予測さ
れるのが、南海トラフ巨大地震です。数時間後
に到達する津波にも備えが必要です。県内の
被災地域を抱えながら、南海地域からの患者
受け入れに対応しなければなりません。そのよう
な中であっても、岡山県は全国的に見れば被
害の少ない地域であり交通の要所です。災害
支援ナースの県外派遣が要請されることも想定
して、今から対応の準備をしておく必要があり
ます。
　ところで、平成30年７月豪雨災害時、県内
の災害支援ナース登録者数は91名でした。そ
の後、防災意識の高まりもあって、162人（10

月28日現在）となりましたが、全国と比較して低い水準に留まっています。まだまだ災害支援ナースを育成して、
今後の災害に備えなければなりません。災害支援ナースの登録条件は、①岡山県看護協会の会員、②実務経
験年数が5年以上、③災害支援ナース養成研修（基礎編2日間、実務編２日間）を受講、④所属長の承
諾が得られる、⑤看護職賠償責任保険に加入している、の5つです。ぜひ、各施設から災害支援ナースの登
録者を出してくださるようお願いいたします。
　毎年、大規模災害を想定し、災害支援ナース派遣合同訓練を行っています。これは日本看護協会、岡山県看
護協会、災害支援ナース所属施設間の連絡体制を確認し、相互の連携強化を目的としています。
　今後、災害支援ナースには、派遣先となる被災病院や避難所において、適切な感染対策の実践が求められま
す。それらの知識・技術のアップデートが喫緊の課題となっています。

健康危機対策支援委員会　委員長　田
た む ら

村 幸
こ う じ

二
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岡山市立市民病院　近藤 温子

次は　倉敷成人病センター　大澤 美登里さんです
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最高のご褒美最高のご褒美最高のご褒美
自分へ贈る

　私は、旅行に行くことが大好きです。家族、学生時代の同級生、職場の同僚、研修仲間など、色 な々メン
バーであちこち旅行してそこの名所を訪れ、名物をみんなでわいわい言いながらおいしく食べることが一番の
癒しです。
　2年以上に及ぶ新型コロナ感染症のため、いまは、なかなか旅行はできませんが、この大変な時期を乗り越
えたとき、迷惑をかけた家族や一緒に頑張った仲間たちと温泉に行って、最高のご褒美飯を堪能できる日を楽
しみに日々頑張っていきます。

岡山市立市民病院　近藤 温子

　保健師は、地域におけるすべての人 の々健康の保持・増進を目指して活動しています。
　保健師の活動の場は、都道府県・市町村などの地方自治体の行政機関（保健所、保健センター等）、企業等の事業
所、病院・診療所、大学等の看護師・保健師等養成機関、福祉施設、学校保健分野など多様です。
　こうした様 な々場で働く保健師の仕事を、皆様により深く知っていただくために、これからシリーズでお伝えします。第１
弾として県保健師の活動を御紹介します。

Part1   住民の健康と暮らしを衛る保健師活動（県保健師の活動）

岡山県保健福祉部保健福祉課　孝
こうちゅう

忠 トシ

　岡山県内の行政保健師の数は県123名、保健所設置市236名、市町村329
名（Ｒ3保健師活動領域調査）であり、近年増加しています。
　保健所は地域の健康危機管理の拠点であり、新型コロナウイルス感染症対応
では連日多くの新規感染者が発生する中、保健師は相談、疫学調査、トリアー
ジ、移送、医療調整、健康観察、施設指導等、「住民の命を衛る」ため、昼
夜問わず懸命に活動しています。
　本県の県型保健所は5保健所4支所で、県保健師の約8割はそこに配属され、
地区担当制と業務担当制を併用して活動しています。県型保健所は、人口規
模や地域特性の異なる市町村を複数管轄しており、県保健師には広域的に管内
の健康課題を把握し、課題解決に向けて地域のケアシステムを構築する役割が
あります。そのために、例えば家庭訪問など個別のケースマネジメントを通じて
地域の課題を把握したり、住民のニーズに沿って既存のサービスを見直したり、
また、ソーシャルキャピタルの醸成と活用により、住民同士がつながり、主体的
に地域の健康課題を解決できる力を高めたり、活動は直接的な個別支援から仕
組づくりまで幅広く、市町村や関係機関との日頃からの連携は欠かせません。
　その他、県保健師は本庁や児童相談所等にも配属されています。すべての県
民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現に向けて各々が専門性を発揮
しています。

電話対応

高齢者施設等感染症研修会

消防との移送ネットワーク研修会

保健師（Public Health Nurse）のお仕事



2023年度 入会（継続）手続きのご案内
　2023年度「継続のお知らせ」が10月下旬から順次発送されています。必ず開封し、登録内容の確認をお願いしま
す。また、2021年度より岡山県看護協会費が下記のとおり変更となっております。ご確認ください。

  2023年度会費について� ※2023年4月1日時点での年齢　

手続きについて

65歳まで 65歳～69歳 70歳～74歳 75歳以上

岡山県看護協会 7,000円 5,000円 4,000円 3,000円

日本看護協会 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

合　計 12,000円 10,000円 9,000円 8,000円

　・口座振替の方：令和5年1月27日(金)引落予定です。
　・銀行・コンビニ振込の方：払込用紙でお支払いください。
　・施設とりまとめの方：施設Webで金額を確認し、施設専用口座へお振り込みください。

　  入会金 20,000円（初めて入会する方、2005年度以降に加入歴がない方）

【お問い合わせ】　岡山県看護協会 会員担当　☎086-226-3638

手続きは不要です
（自動継続となります）

12月23日（金）までに岡山県看護協会へ「退会届」をご提出ください。
※「退会届」のご提出は、必ず 岡山県看護協会 へお願いします。
※ 退職＝退会ではありませんのでご注意ください。

ご記入の上、
下記私書箱宛へお送りください。

〒206-8790
日本郵便株式会社　多摩郵便局私書箱21号
公益社団法人日本看護協会・都道府県看護協会　会員登録事務局　宛

継続しない場合

会員情報や口座情報に
変更（不備）がある場合

※ 会員専用ページ　　　　　　　　　からも変更できます！

会員情報や口座情報に
変更（不備）がない場合

❖�印字内容は9月16日時点の情報です。すで
に変更のご連絡をいただいている場合は、
再度届出の必要はありません。
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看護協会からのお知らせ



キャリアアップしたい看護師・准看護師の方へ

学士(看護学)の学位を取りたい
•放送大学で単位を修得し、学位授与機構に申請をすること
ができます。

看護師国家試験を受験したい
•放送大学で単位を修得して、養成所の単位として活用する
ことができます。

心理学の資格を取りたい
•認定心理士、臨床心理士の資格取得を目指せます。

学学生生募募集集【【４４月月入入学学】】

資料請求

お問い合わせ先

T E L   0 8 6 - 2 5 4 - 9 2 4 0
〒700-0082 岡山市北区津島中3-1-1(岡山大学津島キャンパス内)

＜第１回募集＞

2022年年11月月26日日(土土)～～2023年年2月月28日日(火火)
＜第２回募集＞

2023年年3月月1日日(水水)～～2023年年3月月14日日(火火)
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看護おかやま
2022.11

　この冬の早い到来を実感しながら、次の新型コロナの感染拡大「第8波」とインフルエンザの流行の重なりを危惧して
います。本号は様 な々立場・場所で奮闘している方 の々活動を紹介しています。また、プレゼントチャンスとして、クリスマ
スに向けて少しでも楽しいひと時を過ごすことができるように「ケンタッキー・フライド・チキン」のギフトカードを選びました。
ご応募をお待ちしています。 広報委員一同

編集後記編集後記

１． 令和4年度岡山県への要望項目（案）について
２． 第33回まちの保健室・おかやまの看護展実施要綱

（案）について
３．読売医療功労賞　候補者の推薦について
４． 令和4年度すこやか親子21全国大会（母子保健家族計

画全国大会）における各表彰候補者の推薦について
５．第1回役員・委員長・支部長合同会議の資料について

審
議
事
項

◆ 令和4年7月16日（土）　

理 事 会 報 告理 事 会 報 告

審
議
事
項

◆ 令和4年9月17日（土）

１．令和4年度岡山県への要望（案）について
２． 第2回三職能施設代表者・役員・委員長・支部長・

個人会員合同会議（案）について
３． 令和4年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大

臣表彰　候補者の推薦について
４． 令和5年度通常総会の開催方法について
５． 岡山県看護協会　育児・介護休業等に関する規則

の全部改正について

知って！知って！
答えて！答えて！

クイズとアンケート全ての項目に
回答してくださった方から、抽選で
20名様にプレゼント！プレゼントチャンス！！

※ご記入いただいた住所、連絡先などの個人情報は、賞品の抽選・発送の目的以外では使用しません。
※当選者の発表、ご意見ご感想の一部はホームページにニックネームで掲載します。

【応募締切】11月30日（水）当日消印有効

今回の
プレゼントは

こちら！

ホームページの専用フォーム（右記ＱＲコード）からご応募ください。
はがき・封書でのご応募は、以下の全てをご記入の上、岡山県看護協会あてにお送りください。
　① クイズの回答　② 11月号の感想、印象に残った記事　
　③ 岡山県看護協会会員番号　④ 氏名　⑤ 送付先住所、郵便番号
　⑥ 日中連絡が取れる連絡先（電話、メール）　⑦ ニックネーム

応
募
方
法

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

◎今月号のクイズ
Ｑ．キャリナースについて、間違っているものはどれでしょう？
　①受講履歴の管理　　②文献検索　　③看護協会員でなくても登録可能

※詳しくは看護協会ホームページをご覧ください。

ＫＦＣカード1,000円分×20名様 
※ケンタッキーフライドチキンで使えるギフトカード 1000

GIFT CARD
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