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編 集 後 記
　9月に入り爽やかな季節となりました。この夏には、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、選手のひたむきな姿にた
くさんの感動や勇気をもらいました。
　まだまだ新型コロナウィルス感染症の流行は続いていますが、ワクチン接種も進んできました。この危機を乗り越えるため
に、私たち一人一人が一丸となって取り組むことで、近い将来、安心して生活できる社会が取り戻せることを信じています。

（広報委員　下久保 亮太）
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表彰受賞者の紹介
理事会報告／
看護協会マンスリーニュース
重点事業が進んでいます!!
医療安全・感染管理への取り組み
新型コロナウイルス感染症
コロナ禍の教育現場の取り組み
ワクチン接種に関する協会の取り組み
お知らせ
ナースセンターNEWS!!

1つでも魅力に感じたら
試乗会へＧＯ!

乗馬試乗会
無料ご招待!!

乗馬クラブ クレイン東海
☎0594-45-0850

●桑名駅から送迎あり（湾岸長島ICから約5分 長島ICから約10分）
三重県長島町福吉　長島スポーツランド内

●対象年齢/7～75歳までの方＊未成年の方は親権者同伴
●レンタル装具代・保険料として1,860円が別途必要。
●お一人様のみご招待。（家族1名同伴可能）
●服装/長ズボン・靴下・手袋（軍手可）
●雨天決行（屋根付き練習場完備）

馬の目に癒やされる
乗っているだけなのに運動になる
ストレス解消、リフレッシュ
上達して野外騎乗にチャレンジ
屋外スポーツなので感染リスクも少ない

全く初めての方でも馬に慣れるところから
基本操作まで体験できます。

令和3年11月21日日まで
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　新型コロナウイルス感染症問題が長期化し、看護職は心身共に疲労してい
ます。このような状況下で、自分らしく健康的な生活を維持していくにはど
うしたらいいのかが重要な課題だと感じています。
　今回の講演から「ワーク・エンゲイジメント」を学ぶことで、コロナ禍でも
元気に仕事をしていくことができることを知りました。
　ワーク・エンゲイジメントとは、「仕事に誇り(やりがい)を感じ、熱心に取り
組み、仕事から活力を得て、活き活きとしている状態」をいいます。バーンア
ウトの対極にある概念です。職場では「働いている人の心身の健康と活力の
両方が加味された組織が大事」ということです。
　「活き活きと働くための７つのポイント」の一部を紹介します。「周囲の支
援の活用」は、「誰かの支えになろうとする人こそ一番支えを必要としてい
る」ということです。「お互い支え・支え合える(互恵性)」ことが、このコロナ禍
で本当に重要なことだと身をもって感じます。「ジョブ・クラフティング」は、
やらされ感のある仕事をやりがいのある仕事に自ら作り直すことです。仕事
に対する視点を変える、楽しく仕事できる工夫をすることです。「ワーク・ラ
イフ・バランス」は、活き活きと働くことで相手にも活き活きが伝わり、子ど
もの問題行動が減ったり、夫婦間のコミュニケーションが円滑化します。「ポ
ジティブ感情の創出」は、ストレス反応の打ち消し効果があります。
　ひとつでも始めてみると今暮らしている世界が明るく変わっていくので
はないかと思いました。

通常総会開催
令和３年度

（広報委員　相田由紀）

ワーク・エンゲイジメント：
健康に活き活きと働く
コロナ禍で活躍している
看護職へ送るエール！

特別
講演

日時 令和3年 6月24日（木）
9:30～11:00

場所 愛知県看護協会

・出席者 　　　60名
・委任状　31,000名

第1号議案　令和2年度決算書類の承認及び監査報告
第2号議案　令和4年度日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員の選出（投票）
第3号議案　理事の辞任と選任
　　
報告事項1　令和2年度事業報告
報告事項2　令和3年度重点事業及び事業計画
報告事項3　令和3年度収支予算
報告事項4　新会館建設のための不動産所得について

◆決議事項

◆報告事項

●講　師：慶應義塾大学　総合政策学部　教授　島津　明人氏
●座　長：看護協会　教育センター長　亀島　里美氏
●参加者：会場 60 名　オンライン 93 名

　昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症対策のため規模を縮小し、開催しました。
今年度は、初めての取り組みとしてライブ配信を行い、84名の会員の皆さまにオンライ
ンで総会の様子をご覧いただきました。
　決議事項については、全て賛成多数で決議されました。
　報告事項については、令和3年度重点事業である特定行為と災害応援ナースの2点に
関するご意見、ご質問が会場からありました。
　最後に三浦会長から、新会館建設のための不動産取得について報告がありました。こ
の3年間、業者から物件の紹介が多数ありましたが、価格や立地条件等で折り合わず、取
得に至りませんでした。しかし、今年に入り紹介された名古屋市北区大曽根の不動産は
好条件の物件でした。4月の理事会で審議した後、6月10日に売買契約を締結したとの
説明でした。
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瑞宝双光章　三 浦　昌 子　（元　名古屋大学医学部附属病院看護部長）
瑞宝単光章　小 森　和 子　（元　名古屋第一赤十字病院副院長兼看護部長）
瑞宝単光章　鈴 木　友 子　（元　あいち小児保健医療総合センター看護部長）

（助）（社会医療法人　財団新和会　八千代病院）
（看）（医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院）
（保）（東海市市民福祉部）
（看）（愛知県健康医務部医務課）
（看）（ＪＡ愛知厚生連　江南厚生病院）
（保）（名古屋市熱田区保健福祉センター）
（保）（公益社団法人　愛知県看護協会）

（保）（名古屋市千種保健センター）
（看）（愛知県医療療育総合センター中央病院）
（看）（愛知医科大学病院）
（看）（新生訪問看護ステーションアウン）
（看）（訪問看護ステーションえまい）
（看）（新城市訪問看護ステーション）
（看）（豊川市民病院）
（看）（あいち小児保健医療総合センター）
（看）（訪問看護ステーションこあ）
（看）（名古屋市立大学医学部附属東部医療センター）
（看）（岡崎市民病院）
（看）（名古屋共立病院）
（看）（個人）

令和３年春の叙勲

日本看護協会長表彰

愛知県看護協会長表彰

表彰受賞者の紹介 皆さま、誠におめでとうございます。

愛知県看護協会長表彰

受賞者を代表して、竹内麻純様より謝辞 受賞された皆様

看護協会マンスリーニュース

5月 7日（金）
10日（月）

13日（木）
15日（土）
19日（水）
20日（木）
26日（水）
31日（月）

訪問看護認定看護師教育課程開講式／日本看護協会理事会
摂食嚥下障害看護認定看護師教育課程（B課程）開講式
看護師特定行為研修　開講式
認定看護管理者教育課程サードレベル開講式
ふれあい看護フォーラム2021（金山総合駅連絡通路橋内イベント広場）　
日本看護協会代議員・予備代議員研修会
第2回常務理事会
令和 2年度決算監査
第2回理事会　　第1回地区支部長会議

9日（水）
10日（木）
14日（月）
24日（木）
30日（水）

日本看護協会通常総会　日本看護協会
全国職能別交流会　日本看護協会
第1回地区災害担当者会議
通常総会
認定看護管理者教育課程サードレベル閉講式

13日（火）
29日（木）～30日（金）

認定看護管理者教育課程ファーストレベル開講式
日本看護協会理事会、法人会員会

13日（金）
17日（火）
19日（木）
23日（月）

認定看護管理者教育課程ファーストレベル閉講式
第3回常務理事会
愛知県看護協会・看護連盟合同会議　
第3回理事会　　第2回地区支部長会議

6月

7月
8月

Aichi Nursing Association

MONTHLY NEWS!
協会の

こ　の
4カ月

理事会
協 議 事 項

協議事項1～3は、承認された。

令和2年度事業報告（重点事業）　案　1

令和2年度決算報告　案2

理事の辞任及び選任について3

報 告 事 項

令和3年度通常総会の運営について1

新会館建設のための不動産売買契約について2

ふれあい看護フォーラム2021開催結果について3

理  事  会  報  告
●令和3年度　第2回 令和3年5月31日（月）

理事会
協 議 事 項

協議事項1は、承認された。

愛知県知事要望について1

報 告 事 項

令和3年度四半期（４月～６月）報告1

訪問看護認定看護師教育課程について2

看護のこころ募金の申請について3

日本看護協会理事会報告（７月29日・30日開催）4

全国職能委員長会報告5

●令和3年度　第3回 令和3年8月23日（月）
相田
久保
後藤
高口
長谷川 しとみ
森
和久田

由紀
美幸
文枝
みさき

登志恵
月子

清美
明美
陽子

功子
伸子
康世
麻純
聡子
千恵
瑞枝
幸美
礼子

伊藤
加藤
川谷
木股 美由紀
鈴木
鈴木
髙橋
竹内
古橋
古林
保田
峯田
青山
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理  事  会  報  告
●令和3年度　第2回 令和3年5月31日（月）

理事会
協 議 事 項

協議事項1は、承認された。

愛知県知事要望について1

報 告 事 項

令和3年度四半期（４月～６月）報告1

訪問看護認定看護師教育課程について2

看護のこころ募金の申請について3

日本看護協会理事会報告（７月29日・30日開催）4

全国職能委員長会報告5

●令和3年度　第3回 令和3年8月23日（月）
相田
久保
後藤
高口
長谷川 しとみ
森
和久田

由紀
美幸
文枝
みさき

登志恵
月子

清美
明美
陽子

功子
伸子
康世
麻純
聡子
千恵
瑞枝
幸美
礼子

伊藤
加藤
川谷
木股 美由紀
鈴木
鈴木
髙橋
竹内
古橋
古林
保田
峯田
青山
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［研修会］ACP（アドバンス・ケア・プランニング）を看護職もチームの一員として
　　　地域へひろげよう!! 地域包括ケア推進委員会　竹下真由美

［公開講座］ACPを知っていますか？～自分らしい生き方を選択しましょう～
東三河地区支部長　間瀬有奈

令和3年5月29日（土） 国立長寿医療研究センター　地域医療連携室長・医師　西川満則氏
居宅介護支援事業所 快護相談所和び咲び　副所長・介護支援専門員　大城京子氏参加者数

開 催 日 講　　師

331名

　地域包括ケアを支える看護提供体制の構築を進め
る一環として、医療機関と在宅領域とでACP（アドバ
ンス・ケア・プランニング）を推進するためのスタート
の研修会が開催されました。
　ACPの４つのステップ（意思形成、意志表明、意思決
定、意思実現）をわかりやすく伝えていただくととも
に、ACPとは生活の中にちりばめられた思い（ピース）
を大切にする、その思いを繋げる、という「繋げる事」
の大切さを事例を交えながらお話しいただきました。
　オンライン上での開催でしたが、受講者からはワー
ク後に自発的な発言や質問もあり、受講者の意識の高

さを感じました。チャットによる質問も多く、先生方も
質問に適宜答えて頂き、学びを深めることができまし
た。活発な意見交換の中には、ACPを進めていく強い
思いと患者家族や医師の理解が難しい日頃のもどか
しさが伝わってきました。
　今年度最初の研修会のため準備期間が短く、受講
者が定員を大幅に超えていたため、運営に不安もあり
ましたが、教育センターと地域包括ケア推進委員会で
無事に研修会を終えることができました。研修会での
学びを、病院と地域の看護現場でのACPの実践に活
かしていきましょう。

　まずはコロナ禍でしたが、開催できたことに感謝し
ます。事前申し込み制で行い、受付での健康チェック
も混乱なくできました。
　会場は豊橋市内有数の本格劇場であったため、ステ
ージがライトアップ（演出）され、認定看護師らは俳優
さながらその役になりきり、臨場感あふれたものとな
りました。このため、観客は当事者感を持ち、「これは
身近な問題だ！」と感じている様子がありました。医
療現場でよくある事例で、ご家族の意見の食い違いか
ら話し合いを行いそのやり取りの中から、おじいさん
の気持ちを汲んだ結果を導き出していく事例とおじい
さんの気持ちを汲み取らずに進めていく事例を寸劇に
て紹介しました。参加者から「理解しやすかった」との
意見が多数ありました。稲垣医師の講演は、診察室に
なぞらえ、難しいことをわかりやすい内容にしたACP
の基本的な講演でした。

　一般の方の参加が2割あり、「今のうちから自分を含
め家族の終末についての意向を確認しておこうと思
う」、「公開講座をまた聞きに来たい」との意見があり
ました。医療関係の参加者からは「身近な人と話す機
会を設ける必要性がある」、「ACPを医療と介護の関
係でお互いに共有していくことが重要である」、「自分
自身のことを考えていきたい」との意見があり、参加
者の今後の行動に期待したいと思います。また介護関
係や看護学校、行政の方々の参加がありACPをつなぐ
ことの大切さを実感してい
ただけたことはあらゆる場
面でのACPの周知に繋がり
ました。これを皮切りに東
三河地区でACPについて知
っていただく機会を設けた
いと考えています。

開 催 日 参加者数

内　　容

令和3年5月22日（土）
会　　場 穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペース

40名

【1部】 寸劇：おじいさんの気持ち　担当：認定看護師他(がん性疼痛、緩和ケア、訪問看護、認知症、感染) 
【2部】 講演：ACPを知っていますか？　講師：豊橋市民病院　総合内科部長　稲垣大輔氏 

重点事業  進んでいます!!が

地区支部による地域に密着した活動の推進
病院と訪問看護ステーション間におけるACPの推進

［研修会］災害時における地域の医療救護体制～看護職の協働で命を護る～
災害看護委員会　藤村礼美

　自然災害発生時、地域の看護師として災害発生直
後から医療救護に貢献するために、看護協会、行政、
地域の医療機関等の連携について、講義をしていた
だきました。
　自然災害のリスクは地形により違いがあります。
例えば、河川の近くでは水害、山間部や丘陵部では土
砂災害、沿岸部では津波・高潮被害、そして県内全域
では地震災害です。地域で起こりうる災害について
は、過去の災害をもとに作成されているハザードマッ
プを活用することにより把握できます。災害時は「自
らの命は自らが守る」という意識を持ち、適切な情報
収集と避難行動をとることが重要です。
　また、医療者として県の災害医療体制についても
理解しておく必要があります。災害発生時には県災
害対策本部が設置され、災害に関する情報収集、災
害予防、災害応急対策の実施方針が作成されます。
災害対策本部として、医療チーム・看護師・医薬品等
の調整を行う関係団体（愛知県看護協会、愛知県医
師会、日本赤十字社愛知県支部、愛知県歯科医師

会、愛知県病院協会、
周産期・透析リエゾン、
愛知県薬剤師会）及び
災害関係本部（DMAT
調整本部、医療調整本
部など）が災害医療の
調整に関わっているこ
とを学びました。
　そして、いざ、大規模
災害が発生すると「医
療者も被災者になる」ということです。支援を受ける
こと＝受援について、物資、能力、指揮者、支援期間
など自施設の体制や能力だけでは実施が困難な内
容を明確にしておく必要があることを学びました。災
害支援には被災者のニーズの把握が重要ですが、平
常時から「災害時の自施設の受援体制」について検
討することにより、被災者にとっての真のニーズが見
えてくるのではないかと講義を通して考えることが
できました。

継続教育方法の見直しと受講機会の拡大 教育センター　亀島里美

地域と連携した災害時応援体制の構築
地域災害応援ナースの体制整備

この研修会の学びから、各地区支部では、医療機関と訪問看護ステーション間で患者さんの想いをつなぐため
ACPの取り組みを進めています。

災害応援ナースの体制のためのマニュアル作成を進めています。９月にマニュアルにそって情報を伝える実働
訓練を実施します。
秋には各地区支部で災害応援ナースについての学習会を順次開催します。

東三河地区支部からACP公開講座がはじまりました。その後各地区支部でオンライン等工夫して県民の皆様
へとの講座が進められています。

重点事業：地域包括ケアを支える看護提供体制の構築

重点事業：看護職の役割拡大の推進と人材育成

令和3年6月18日（金） 愛知県防災安全局災害対策課　課長補佐　原雅有氏
保健医療局医務課　課長補佐　関谷博之氏
社会医療法人大雄会　災害看護専門看護師　大久保貴仁氏

参加者数
開 催 日 講　　師

134名

　継続教育方法の見直しとし
て、今年度から開始した補完
研修についてご紹介します。
補完研修は、就業する施設や
場に関係なく、各クリニカルラ
ダーの習得に必要な学習内容
を体系化し計画的な受講によ
り、必要な知識の習得を協会
が認証するシステムです。
　6月から10月までの補完研
修に約230名の方が受講され
ています。
　補完研修の習得期間は最大2年間となっており、今
年度はラダーⅠとⅡの補完研修を企画しています。補
完研修を受講される方は、同時にオンデマンド（録画
した講義の配信）も聴講できるので、繰り返しの学習

が可能になっています。年度末に、研修担当者から、受
講者のご施設の教育担当の方へアンケートを実施し、
研修の満足度などお聞かせいただきたいと思ってい
ます。
　コロナの感染拡大を受け、今年もオンライン
【Zoom】主体の研修になっています。そのため、昨年
度よりも1研修ごとの受講者数を増加し対応しており
ます。また、今年度は受講機会の拡大に向け、より多
くの皆様に受講していただ
けるよう配信期間を２週間
に設定したオンデマンド研
修を順次ご案内しています。
コロナ禍で大変な毎日です
が、ぜひ、多くの皆様に受講
していただければうれしい
です。

令和３年度５つの重点事業を
掲げスタートしました。一部を
紹介します。
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［研修会］ACP（アドバンス・ケア・プランニング）を看護職もチームの一員として
　　　地域へひろげよう!! 地域包括ケア推進委員会　竹下真由美

［公開講座］ACPを知っていますか？～自分らしい生き方を選択しましょう～
東三河地区支部長　間瀬有奈

令和3年5月29日（土） 国立長寿医療研究センター　地域医療連携室長・医師　西川満則氏
居宅介護支援事業所 快護相談所和び咲び　副所長・介護支援専門員　大城京子氏参加者数

開 催 日 講　　師

331名

　地域包括ケアを支える看護提供体制の構築を進め
る一環として、医療機関と在宅領域とでACP（アドバ
ンス・ケア・プランニング）を推進するためのスタート
の研修会が開催されました。
　ACPの４つのステップ（意思形成、意志表明、意思決
定、意思実現）をわかりやすく伝えていただくととも
に、ACPとは生活の中にちりばめられた思い（ピース）
を大切にする、その思いを繋げる、という「繋げる事」
の大切さを事例を交えながらお話しいただきました。
　オンライン上での開催でしたが、受講者からはワー
ク後に自発的な発言や質問もあり、受講者の意識の高

さを感じました。チャットによる質問も多く、先生方も
質問に適宜答えて頂き、学びを深めることができまし
た。活発な意見交換の中には、ACPを進めていく強い
思いと患者家族や医師の理解が難しい日頃のもどか
しさが伝わってきました。
　今年度最初の研修会のため準備期間が短く、受講
者が定員を大幅に超えていたため、運営に不安もあり
ましたが、教育センターと地域包括ケア推進委員会で
無事に研修会を終えることができました。研修会での
学びを、病院と地域の看護現場でのACPの実践に活
かしていきましょう。

　まずはコロナ禍でしたが、開催できたことに感謝し
ます。事前申し込み制で行い、受付での健康チェック
も混乱なくできました。
　会場は豊橋市内有数の本格劇場であったため、ステ
ージがライトアップ（演出）され、認定看護師らは俳優
さながらその役になりきり、臨場感あふれたものとな
りました。このため、観客は当事者感を持ち、「これは
身近な問題だ！」と感じている様子がありました。医
療現場でよくある事例で、ご家族の意見の食い違いか
ら話し合いを行いそのやり取りの中から、おじいさん
の気持ちを汲んだ結果を導き出していく事例とおじい
さんの気持ちを汲み取らずに進めていく事例を寸劇に
て紹介しました。参加者から「理解しやすかった」との
意見が多数ありました。稲垣医師の講演は、診察室に
なぞらえ、難しいことをわかりやすい内容にしたACP
の基本的な講演でした。

　一般の方の参加が2割あり、「今のうちから自分を含
め家族の終末についての意向を確認しておこうと思
う」、「公開講座をまた聞きに来たい」との意見があり
ました。医療関係の参加者からは「身近な人と話す機
会を設ける必要性がある」、「ACPを医療と介護の関
係でお互いに共有していくことが重要である」、「自分
自身のことを考えていきたい」との意見があり、参加
者の今後の行動に期待したいと思います。また介護関
係や看護学校、行政の方々の参加がありACPをつなぐ
ことの大切さを実感してい
ただけたことはあらゆる場
面でのACPの周知に繋がり
ました。これを皮切りに東
三河地区でACPについて知
っていただく機会を設けた
いと考えています。

開 催 日 参加者数

内　　容

令和3年5月22日（土）
会　　場 穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペース

40名

【1部】 寸劇：おじいさんの気持ち　担当：認定看護師他(がん性疼痛、緩和ケア、訪問看護、認知症、感染) 
【2部】 講演：ACPを知っていますか？　講師：豊橋市民病院　総合内科部長　稲垣大輔氏 

重点事業  進んでいます!!が

地区支部による地域に密着した活動の推進
病院と訪問看護ステーション間におけるACPの推進

［研修会］災害時における地域の医療救護体制～看護職の協働で命を護る～
災害看護委員会　藤村礼美

　自然災害発生時、地域の看護師として災害発生直
後から医療救護に貢献するために、看護協会、行政、
地域の医療機関等の連携について、講義をしていた
だきました。
　自然災害のリスクは地形により違いがあります。
例えば、河川の近くでは水害、山間部や丘陵部では土
砂災害、沿岸部では津波・高潮被害、そして県内全域
では地震災害です。地域で起こりうる災害について
は、過去の災害をもとに作成されているハザードマッ
プを活用することにより把握できます。災害時は「自
らの命は自らが守る」という意識を持ち、適切な情報
収集と避難行動をとることが重要です。
　また、医療者として県の災害医療体制についても
理解しておく必要があります。災害発生時には県災
害対策本部が設置され、災害に関する情報収集、災
害予防、災害応急対策の実施方針が作成されます。
災害対策本部として、医療チーム・看護師・医薬品等
の調整を行う関係団体（愛知県看護協会、愛知県医
師会、日本赤十字社愛知県支部、愛知県歯科医師

会、愛知県病院協会、
周産期・透析リエゾン、
愛知県薬剤師会）及び
災害関係本部（DMAT
調整本部、医療調整本
部など）が災害医療の
調整に関わっているこ
とを学びました。
　そして、いざ、大規模
災害が発生すると「医
療者も被災者になる」ということです。支援を受ける
こと＝受援について、物資、能力、指揮者、支援期間
など自施設の体制や能力だけでは実施が困難な内
容を明確にしておく必要があることを学びました。災
害支援には被災者のニーズの把握が重要ですが、平
常時から「災害時の自施設の受援体制」について検
討することにより、被災者にとっての真のニーズが見
えてくるのではないかと講義を通して考えることが
できました。

継続教育方法の見直しと受講機会の拡大 教育センター　亀島里美

地域と連携した災害時応援体制の構築
地域災害応援ナースの体制整備

この研修会の学びから、各地区支部では、医療機関と訪問看護ステーション間で患者さんの想いをつなぐため
ACPの取り組みを進めています。

災害応援ナースの体制のためのマニュアル作成を進めています。９月にマニュアルにそって情報を伝える実働
訓練を実施します。
秋には各地区支部で災害応援ナースについての学習会を順次開催します。

東三河地区支部からACP公開講座がはじまりました。その後各地区支部でオンライン等工夫して県民の皆様
へとの講座が進められています。

重点事業：地域包括ケアを支える看護提供体制の構築

重点事業：看護職の役割拡大の推進と人材育成

令和3年6月18日（金） 愛知県防災安全局災害対策課　課長補佐　原雅有氏
保健医療局医務課　課長補佐　関谷博之氏
社会医療法人大雄会　災害看護専門看護師　大久保貴仁氏

参加者数
開 催 日 講　　師

134名

　継続教育方法の見直しとし
て、今年度から開始した補完
研修についてご紹介します。
補完研修は、就業する施設や
場に関係なく、各クリニカルラ
ダーの習得に必要な学習内容
を体系化し計画的な受講によ
り、必要な知識の習得を協会
が認証するシステムです。
　6月から10月までの補完研
修に約230名の方が受講され
ています。
　補完研修の習得期間は最大2年間となっており、今
年度はラダーⅠとⅡの補完研修を企画しています。補
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講者のご施設の教育担当の方へアンケートを実施し、
研修の満足度などお聞かせいただきたいと思ってい
ます。
　コロナの感染拡大を受け、今年もオンライン
【Zoom】主体の研修になっています。そのため、昨年
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けるよう配信期間を２週間
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修を順次ご案内しています。
コロナ禍で大変な毎日です
が、ぜひ、多くの皆様に受講
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です。

令和３年度５つの重点事業を
掲げスタートしました。一部を
紹介します。

5 6



医療安全・感染管理への
取り組み

SAFTY

◆委員会より◆

医療安全対策委員会です。医療機関では、医療安全向上の
ために、様々な取り組みをしています。
2病院の、昨年から今年の取り組みを紹介します。

各委員会からの活動内容を
発信しませんか？

詳しくは広報委員会まで！！
☎052-871-0711
〈看護協会事務局〉広報委員

　令和2年の医療安全週間は11月22日～11
月28日でしたが、当院は11月1日から目標を
決め取り組みを行いました。
　患者認証で禁止されている事項として１．
患者の部屋番号やベッドで患者確認のための
認証項目として用いてはいけない。２．患者さ
んに対して「〇〇さんですか」と確認してはい
けない。この2点を徹底するために『患者さん
に名前を名乗っていただく』ことと、『指差し
呼称の効果』を再周知しました。部署での取り
組み内容としては、「毎朝目標を唱和する」「ポ
スターを掲示する」「医療安全バッジをつけて
意識付けをする」等、セーフティマネージャー
が中心となり部署内で計画し取り組みを行い
ました。取り組み評価としてインシデントレ
ポート内容からグッドなレポート提出のあっ
た部署と取り組みを頑張った方を部署長が推
薦し「頑張ったで賞」を贈りました。　

（医療安全統括管理者　小田真由美）

　「安心と信頼の医療」の理念のもと、地域包括ケア病棟、回復期リハビリ病
棟、療養病棟を備え地域医療を支える開設2年のまだ若い病院です。
　医療安全対策・感染対策では、医療安全管理者や感染管理認定看護師が、
連携するグループホームや特別養護老人ホームの相談にも応じています。

　理事長、院長、事務長、薬剤科、リハビリ科、放射線科、
医療安全管理者（看護師）で、毎週木曜にインシデント
事例検討会を設けています。感染対策を重視し、窓を開
放し風通しよく、自作ビニールカーテンが吊るされた職
員食堂で行っています。
　事例検討会では、高齢者、回復期リハビリテーション
期の患者さんの食事介助、排泄介助、見守りに関連した
転倒事例を取り扱うことが多く、要因分析と対策立案を
しています。
　一例では、看護師の昼休憩時間に見守りが不足する
ことで発生するインシデント対策として、看護師の休憩
時間を11:30～、12:30～の2分割から、11:00～、
12:00～、13:00～の3分割に変更しました。また昼休憩
時間帯11時～14時は看護職員が少ない時間帯であるこ
とを全職員で共
有し、他職種が代
行可能な業務は
サポートしていま
す。これらのこと
で昼食前後のイ
ンシデントは減っ
ています。

　入院患者さんの平均年齢が80歳超と高齢のため、最期の時
を除き面会はWebのみで行っています。認定調査などで対面
での面談が必要な時には、窓を開けビニールカーテンを施し
た相談室で行います。
　長引く面会制限の中、患者さんが
頑張っている姿をWeb面会やビデ
オレターでお届けしています。ご家
族の方は楽しみにされ、「安心しま
した」「頑張ってね」など声かけされ
ています。 また、会えないご家族か
ら本人への差し入れは、事務職員が
受付でお預かりし病棟に届けるな
ど、ご家族との繋がりを支援してい
ます。

　令和2年は新型コロナウイルス感染症と戦うために…「手洗
い宣言」～入室時と退室時の手洗いが、患者さんや職員を感染
症から守ります！～を打ち出しました。手洗い宣言をした方は
バッジをつけ、正しい手指衛生を行い、ICT（感染制御チーム）
メンバーが認めた方は「手洗いマイスター」としてスタッフの
見本となっていただきます。「目指せ、手洗いマイスター」とい
うメッセージと合わせて、マイスターになることのご褒美を伝
えています（認定バッジと景品）。ちなみに景品は、経営陣より
供出していただいた有名ブランドのハンドクリームです。令和
2年2月から取り組み、現在も継続して行っています。令和3年5
月現在で32名の手洗いマイスターが誕生しました。

～別添～

　限られた外来スペースを工夫し、ワ
クチン接種後の待合スペースを設営し
ました。こうした設営や患者さんへの
説明場面においては、事務職員が活躍
し皆で当たっています。

　全職員が医療安全ステッカーをネームプ
レートにつけて気持ちを一つにしています。リ
ハビリなどで患者さんを抱えた時でも怪我を
させない形状を皆で考えました。
　ステッカーは自分の好きな色を選べます。
「柔らかい素材で患者さんを抱えても傷つける
事がないのでいい」と好評です。自分たちで選
んだ方法ですので、ネームカードを携帯する全
職員が喜んで身につけています。

目標：「患者誤認をしない」 
「指差し呼称の徹底」

新型コロナワクチン接種後
待合スペース

感染対策

医療安全カンファレンス 医療安全週間

（看護部長　鈴木奈緒子）  （感染管理認定看護師　戸澤真由美）
Web面会やビデオレターの様子
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コロナ禍の教育現場の取り組み
新型コロナウイルス感染症

　新型コロナウイルス感染症は、看護教育の
場にも大きな影響を与えました。特に最大の
影響は臨地実習の中止でした。臨地実習で学
生が得るものは非常に大きいです。初めて実
習に行く学生にとってはまず患者とコミュニ
ケーションをとることそれ自体が大きな経験
となります。基礎看護学実習Ⅰで求めること
は、疾患の理解、看護展開よりも対象との関
係性を築き、患者の人間理解ができることを
求めています。臨地実習ができない中で、2年
次の基礎看護学実習Ⅰにおいてできる限り臨
地実習に近い臨場感で患者とのコミュニケー
ションをとる方法を検討し、劇団員模擬患者
およびWeb会議システムを利用した学内実
習を実施しました。
　具体的には、学内に病室を作り、演じるこ
とのプロである地元劇団員の方に患者にな
りきっていただきました。学生はWeb会議シ
ステムを使用し、別室から患者とコミュニ
ケーションをとりました。ICTを利用すること
で対面せずにコミュニケーションができる環

境を作り出すことができました。学生は学生同士で行う学内演習とは全く違った表情で模擬患者と接してい
ました。後から聞いてみると「とても緊張した」とのことでした。
　この方法がどれほどの効果をもたらすかは
今後の学生達の成長を見ないと分かりませ
んが、学生達が得た緊張感は臨地実習で得る
ものに非常に近いものだと感じました。また、
ICTの活用は臨地実習ができない状況下で
あっても患者さんとコミュニケーションをと
る経験ができる新たなひとつの可能性を示し
てくれました。新型コロナウイルス感染症の
影響を制限だけで乗り切るのではなく、新た
な可能性につなげていくことが教員の頑張り
どころだと思っています。
（修文大学看護学部　助教　東山新太郎）

在宅看護論学内実習の一場面

教員によるオリジナル
DVD作成の様子

地元の劇団員による模擬患者

別室からコミュニケーションをと
る学生

修文大学看護学部

新型コロナウイルス感
染症の中での

看護教育について

安城市医師会
安城碧海看護専門学校

　学生、臨地実習施設、教職員を新型コロナウ
イルス感染症から守ることを目的に、2020年4
月に感染対策委員会を立ち上げました。委員会
では感染症対策のガイダンスを作成し、新型コ
ロナウイルスの学内への侵入及びクラスター発
生予防対策を行っています。
　予防対策で教育内容を大きく変えなければ
ならなかったのが校内実習です。
　今までの校内実習は、学生４名、教員１名が
対面で原理原則の技術を繰り返し練習できて
いました。しかし、新型コロナウイルス感染症が
拡大してからは3密を避けるため、校内実習を
分散授業にしたり、実習する援助項目を減らし
たり、校内実習の質が大きく下がる恐れが出て
きました。そこで対策として、教員の演出による
オリジナルの看護技術のＤＶＤを作成し、学生
個々が無理なく技術を習得できるようにしまし
た。DVDは技術の一連の流れと、押さえるべき
ポイントがわかる内容にしました。学生からは
「ベッドサイドでDVDをみながら繰り返し練習
できた」「先生たちの気持ちが伝わった」などの
意見が聞かれました。練習の機会が少なかった技術テストでは、例年と変わらない結果が得られました。
　看護協会の実習補完事業で貸し出しているシミュレーター（シナリオ）を使用して2年生35名が術直後の
看護演習を実施。シミュレーターの顔色、脈拍や心拍数が変化し、臨地に近い緊張感の中での実習に、学生
は真剣に取り組んでいました。
　臨地実習では、新型コロナウイルスから患者を守るため実習ができない施設もありましたが、地域の実習
病院の調整により学生を受け入れて頂き、目標を達成できた実習を行うことができました。
　今後も多様な工夫や地域の実習病院との調整を行い、コロナ禍での効果的な看護教育を行っていきたい
と思います。

（感染対策委員長　太田英子）
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ワクチン接種に関する協会の取り組み
ワクチン接種業務に看護職派遣

　５月ごろよりワクチン接種が進む中、看護協会は、県が設置した大規模接種会場の名古屋空港ターミナルビ
ルと豊橋中央会場へ毎日、名古屋市が設置した市内25か所の集団接種会場へ土・日曜日を中心に看護師を派
遣しています。
　ナースセンターより看護師の応援協力の募集を行い、多くの潜在看護師の方、また就業中の看護師の方に登
録をしていただき、８月現在約2,200名の登録がありました。
　接種会場での業務は、薬剤準備・接種後の経過観察が主でしたが、７月からはワクチン筋肉注射を中心に
行っています。

　各地でCOVID-19の収束に向け猛スピードでワクチン接種が進められています。多くの潜在看護師からワク
チン接種に協力したいと申し出がありました。看護協会は、従事する看護師が安心して住民の皆様に安全に接
種できるよう学習する機会が必要と考え、動画配信と実技研修を開催することとしました。
　オンデマンド研修では、感染症の専門医師や看護師による、
新型コロナウイルス感染症の基礎知識やワクチン接種の基本、
看護師の役割などの講義を収録。いつでもだれでも繰り返し視
聴できるように、ホームページを介して配信しています。
　また筋肉注射の実技研修のニーズが高いことから、週３回、午
前・午後の２クール、現場を想定した会場で、個々のレベルに応じ
たアドバイスを行っています。８月現在約650名が受講。受講者
の年齢や職種は様々ですが、みな真剣に取り組まれています。ブ
ランクがあっても自信をもって勤務できるようにサポートしてい
ます。

ワクチン接種のための研修

設　置　者 会　場 5月 6月 7月 8月
53名 504名

26名 47名

620名 465名
341名 609名

548名 387名

愛知県設置の
大規模接種会場
名古屋市設置の
地区集団接種会場

名古屋空港ターミナルビル（5/24から開設）
豊橋中央会場（7/10開設）

名古屋市内25会場（4/14から順次開設）

接種会場別看護職従事者数（延べ人数）

研修
３講義内容

１ 新型コロナウイルス感染症に関する基礎知識

２ 新型コロナワクチン接種
・COVID-19の特徴、感染状況、感染対策について

・予測されるワクチンの副反応について　・薬剤の取り扱い方法について
・薬液の希釈および接種用針・シリンジへの充填

３ ワクチン接種における看護師の役割、接種の流れと注意点
・筋肉注射による作用機序、注射方法、注射による神経障害について

研修別参加人数

62名 198名

1,834回 1,356回

298名 86名

1,267回 539回

研修名 月 5月 6月 7月 8月

筋肉注射実技研修参加者
新型コロナウイルス感染症についてのオンデマンド研修
視聴回数

研修の様子

スケジュールの工夫やeラーニングの活用により働きながら学べるコースをそろえています。
＊詳しくは愛知県看護協会HP（https://www.aichi-kangokyokai.or.jp/）をご確認ください。

お 知 ら せ

第37回　愛知県看護学会

令和4年度の受講生を募集します

オンライン開催への変更と参加者募集のお知らせ
COVID-19 感染拡大のため、オンライン開催へ変更します。 

令和3年 9月1日（水）～11月12日（金）
令和3年 12月1日（水） 10:00～16:00

＊当日参加はできません。参加申込期間

教育期間

開 催 日 時

テ ー マ 地域包括ケアを支える看護の役割拡大

主 な 内 容 特別講演 ： 「病院（施設）と在宅をつなぐ看護職への期待」

参加申込方法 愛知県看護協会HPをご確認ください。

水野 正明 氏 （名古屋大学医学部先端医療・臨床研究支援センター長）
シンポジウム ：「少子高齢社会を担う看護職者の

  基盤をなすもの」など

講 師

訪問看護
認定看護師教育課程（A課程）

2022年5月～2023年3月

出願期間
2021年11月19日(金)
～11月30日(火)
試 験 日

2021年12月13日(月)

＊週末開講で仕事と両立できます。

定 員
15名

教育期間
2022年5月～2023年3月

出願期間
2021年11月8日(月)
～11月18日(木)
試 験 日

2021年12月5日(日)

定 員
25名

地域医療を支えるキーパーソンとし
て活躍するスペシャリストを育成し
ます。

摂食嚥下障害看護
認定看護師教育課程（B課程）

特定行為研修で医学的知識を学び
嚥下障害看護のスペシャリストを育
成します。

特定行為研修（春期）
高いフィジカルアセスメントと臨床推
論力が身につきます。特定行為は慢性
領域で広く活用される、在宅・慢性期
領域パッケージと、栄養・水分管理＋血
糖コントロールの2コースがあります。
（1）在宅・慢性期コース：10名
（2）慢性疾患管理コース：5名

教育期間
2022年5月から1年間

出願期間
2021年11月8日(月)
～11月30日(火)
試 験 日

2021年12月15日(水)

＊講義はe-ラーニング中心です。

2コースを年2回
（5月・11月）開講

特定行為研修
（栄養・水分管理）が
組み込まれています

受講説明会
9月25日（土）開催

（研修会指導者　中里トモ子）
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都道府県看護協会による無料職業紹介事業 看護師等の届出サイト

求人・求職の
登録は
こちらから

離職届けは
お済みですか？

2021 ナースセンターNEWS!!
愛知県ナースセンターは厚生労働大臣許可の

無料職業紹介所です。

看護職の方の就職活動をサポートします！！

愛知県ナースセンター
〒466-0054 名古屋市昭和区円上町26番15号 愛知県高辻センター1階

TEL.052-871-0600／FAX.052-883-3686
メール：aichi@nurse-center.net

豊橋支所 7月より移転しました

〒440-0888 豊橋市駅前大通2丁目81番地 emCAMPUS EAST4階

TEL.0532-52-1173／FAX.0532-52-1166
メール：toyohashi@nurse-center.net
※TEL/FAX/メールは変更ありません。

名駅支所
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目4-38 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17階

TEL.052-433-1173／FAX.052-433-1175
メール：meieki@nurse-center.net

愛知県ナースセンター 検索

https://www.aichi-nurse.com/

ht tps://www.nurse -center.net/nccs/ https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

看護進路相談会

高校生一日看護体験（オンライン）

〈就業環境改善相談〉 愛看かいぜんサポート

訪問看護職員養成講習会

　看護職員のみなさまが「看護という仕事に充実感」をもち、「専門職としてのキャリア」
を継続できる職場環境整備の取り組みを応援しています。

　「愛看かいぜんサポート」では、医療機関で働く看護職やその家族に対する、新型コロナ
ウイルス感染症に関連した根拠のない差別的な発言や不当な扱いなどの相談にも対応して
います。

コロナ渦で医療に従事する看護職のみなさま

今すぐメール！

令和３年７月４日（日）ウインクあいち

看護師へのメッセージを
いただきました。

参加者 417名（高校生とその保護者、社会人）
●今年度も、事前予約・入場者数を制限したにも
　かかわらず、多くの方に参加いただきました。

例年、受け入れて下
さっていた施設のみ
なさま、次回、看護体
験が再開できた際に
は、ご協力お願いし
ます。

今年度も、Zoomを使用して行っています。 三浦会長（eラーニング開講式にて）

コロナ禍の中、最前線で戦い、患者
様の治療にあたっていただきあり
がとうございます。
命をかけて戦っている姿をみて、看
護の道を志す気持ちがより一層強
くなりました。
とても尊敬しますし、かっこいいで
す。私も看護師になるためにがんば
ります！
将来、私も少しでもお手伝い出来る
ように、看護師になれるよう頑張り
ます。
コロナで大変な事もたくさんある
と思いますが、頑張ってください！
応援しています。

（参加者132名より）

●

●

●

●

●

令和３年８月４日（水）　オンライン（Zoom）にて

●昨年度は中止となりましたが、今年度はコロナ感染予防のため、オンライン（Zoom）で開催しまし
た。各高等学校の教室等から、看護師を目指す、または看護に興味をもつ高校生に参加していただき
ました。動画の視聴のあと、看護系大学・専門学校の学生、病院勤務 2年目の看護師から、目指した理
由や、学生生活、やりがい、楽しさ、苦労等を話していただき、多くの質問に答えていただきました。

●講習会　６月２日（水）～９月30日（木）　受講者34 名
●講習会（eラーニング）　８月２日（月）～翌年２月18日（金）
　受講者24 名

参加者 1,885 名（142校）
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ht tps://www.nurse -center.net/nccs/ https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

看護進路相談会

高校生一日看護体験（オンライン）

〈就業環境改善相談〉 愛看かいぜんサポート

訪問看護職員養成講習会

　看護職員のみなさまが「看護という仕事に充実感」をもち、「専門職としてのキャリア」
を継続できる職場環境整備の取り組みを応援しています。

　「愛看かいぜんサポート」では、医療機関で働く看護職やその家族に対する、新型コロナ
ウイルス感染症に関連した根拠のない差別的な発言や不当な扱いなどの相談にも対応して
います。

コロナ渦で医療に従事する看護職のみなさま

今すぐメール！

令和３年７月４日（日）ウインクあいち

看護師へのメッセージを
いただきました。

参加者 417名（高校生とその保護者、社会人）
●今年度も、事前予約・入場者数を制限したにも
　かかわらず、多くの方に参加いただきました。

例年、受け入れて下
さっていた施設のみ
なさま、次回、看護体
験が再開できた際に
は、ご協力お願いし
ます。

今年度も、Zoomを使用して行っています。 三浦会長（eラーニング開講式にて）

コロナ禍の中、最前線で戦い、患者
様の治療にあたっていただきあり
がとうございます。
命をかけて戦っている姿をみて、看
護の道を志す気持ちがより一層強
くなりました。
とても尊敬しますし、かっこいいで
す。私も看護師になるためにがんば
ります！
将来、私も少しでもお手伝い出来る
ように、看護師になれるよう頑張り
ます。
コロナで大変な事もたくさんある
と思いますが、頑張ってください！
応援しています。

（参加者132名より）

●

●

●

●

●

令和３年８月４日（水）　オンライン（Zoom）にて

●昨年度は中止となりましたが、今年度はコロナ感染予防のため、オンライン（Zoom）で開催しまし
た。各高等学校の教室等から、看護師を目指す、または看護に興味をもつ高校生に参加していただき
ました。動画の視聴のあと、看護系大学・専門学校の学生、病院勤務 2年目の看護師から、目指した理
由や、学生生活、やりがい、楽しさ、苦労等を話していただき、多くの質問に答えていただきました。

●講習会　６月２日（水）～９月30日（木）　受講者34 名
●講習会（eラーニング）　８月２日（月）～翌年２月18日（金）
　受講者24 名

参加者 1,885 名（142校）
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表紙の写真に
ついて

　表紙の写真は、中区にある『久屋大通庭園フラリエ』でのハロウィン飾り。園内のあちこちにあるハロウィン飾りは人気
のフォトスポットで、季節折々の草花を楽しみながらの散策やグルメにショッピングもあわせて楽しめる庭園だそうです
よ♪秋の陽気な日に楽しくお出かけできる、そんな日を心待ちにしてご紹介させていただきます。

会員数 38,138人（令和3年6月30日現在）（保健師574人/助産師1,541人/看護師35,261人/准看護師762人）
発行：公益社団法人愛知県看護協会　名古屋市昭和区円上町26番18号　TEL:052-871-0711　FAX:052-871-0757　E-mail:aikan@aioros.ocn.ne.jp　発行責任者：三浦 昌子

発行日／令和3年9月20日

編 集 後 記
　9月に入り爽やかな季節となりました。この夏には、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、選手のひたむきな姿にた
くさんの感動や勇気をもらいました。
　まだまだ新型コロナウィルス感染症の流行は続いていますが、ワクチン接種も進んできました。この危機を乗り越えるため
に、私たち一人一人が一丸となって取り組むことで、近い将来、安心して生活できる社会が取り戻せることを信じています。

（広報委員　下久保 亮太）

h t t p s : //www.a i c h i - kangokyoka i .o r.j p

久屋大通庭園フラリエ　ハロウィン（名古屋市）
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表彰受賞者の紹介
理事会報告／
看護協会マンスリーニュース
重点事業が進んでいます!!
医療安全・感染管理への取り組み
新型コロナウイルス感染症
コロナ禍の教育現場の取り組み
ワクチン接種に関する協会の取り組み
お知らせ
ナースセンターNEWS!!

1つでも魅力に感じたら
試乗会へＧＯ!

乗馬試乗会
無料ご招待!!

乗馬クラブ クレイン東海
☎0594-45-0850

●桑名駅から送迎あり（湾岸長島ICから約5分 長島ICから約10分）
三重県長島町福吉　長島スポーツランド内

●対象年齢/7～75歳までの方＊未成年の方は親権者同伴
●レンタル装具代・保険料として1,860円が別途必要。
●お一人様のみご招待。（家族1名同伴可能）
●服装/長ズボン・靴下・手袋（軍手可）
●雨天決行（屋根付き練習場完備）

馬の目に癒やされる
乗っているだけなのに運動になる
ストレス解消、リフレッシュ
上達して野外騎乗にチャレンジ
屋外スポーツなので感染リスクも少ない

全く初めての方でも馬に慣れるところから
基本操作まで体験できます。

令和3年11月21日日まで

３０
名様

先
着
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