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本会定時総会・職能集会について

本会定時総会議案

新型コロナウイルス感染症関連記事
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（令和3年3月末現在）
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看護師 ̶
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856名

第85回

北播磨総合医療センター 池田  佳代
　日本最古の温泉として有名な有馬温泉に、私がお勧めする
ランチがあります。「花小宿」というお宿併設の「旬重」です。車
の人は離れた駐車場へ誘導されます。そこでレトロな車がお出
迎え、宿まで送迎です。数分の乗車ですが気分が高まります。
料理はとてもシンプルですが目の前で板前さんの包丁さばきや
丁寧に料理を作る姿を見るのが好きで何度となく訪れていま
す。ごはんは羽釜で、焼物は炭火で、野菜は蒸篭で調理されま
す。あえてカウンターに座り、おくどさんで炊くごはんができるのを
ゆっくり眺めながら料理が出てくるのを待つ時間がたまらなく良
いです。私のお勧めは鰻の蒲焼です。じっくり炭火で焼き上げら
れた鰻はいちど食べたらやみつきになります。1日も早くコロナが
収束し、普通の生活が戻りますように。その折にはぜひ訪れて
みてください。よく頑張った自分へのご褒美にいかがでしょうか。

　私が通勤ウォーキングをはじめて1年3か月がたちました。片
道45分歩くために、毎朝5時半に起床し、6時半に出発すると
決めています。武庫川沿いを歩きながら四季を経験し、その季
節に応じた装備や靴・靴下にも凝るようになりました。歩き始め
た当初は音楽を聴きながら歩いていたので、その時のヒット
チャートにもずいぶん詳しくなりました。その次に教育系You 
Tubeで歴史や現代社会、文学など学生時代に学んでこなかっ

たことがこの年になるととても面白く感じるようになりました。
　気になるウォーキングの効果は・・・体重は全く変わりません。
ダイエット効果を期待して始めたのですが、頭の中がすっきりす
る、前向きな気持ちにな
れる、規則正しい生活
になるといった別の効
果のほうが大きいです。
これからもグッズにこだ
わりながら楽しく続けて
いきたいと思います。

加古川中央市民病院 和田  尚子
　ヨーロッパの街並みが大好きで、看護師になってからはクロ
アチア、ウィーン、バルト三国など2年に1度の海外旅行を楽し
んでいました。コロナ禍でそれが難しくなった今、次に楽しんでい
るものはミュージカルのDVD鑑賞です。もともと、劇団四季など
の舞台を観に行くのが好きでしたが、感染リスクを考えて、現在
は色んなミュージカルのDVDを集めて気軽におうちで楽しんで
います。宝塚歌劇が特にお気に入りで、タカラジェンヌさんの魅
力はもちろん、衣装や舞台美術も華やかで、家に居ながら簡単
にパリやロシアの街並みを旅している気分になれます。フランス
革命やロシア革命などの歴
史を扱った題材も多く、時
空まで超えてその時代に旅
しているようです。このWith
コロナ時代に、皆さんもぜ
ひ宝塚歌劇の魅力を体験
してみませんか？

関西ろうさい病院 田尻  朝子

癒される時間

何気ない毎日が特別な日常へ

Withコロナ時代と宝塚歌劇

和ペンリレーペンリレーつながる
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会場参加は代議員に限定し、一般会員の方はオンラインのみでご参加いただくこととします。また、
感染拡大等に対応できるよう、代議員の「書面による議決権行使」ができるよう準備を進めます。

● 定時総会の留意事項

原則としてオンラインで参加いただくこととします。
なお、オンラインでの参加が難しい方については、会場参加も可能としますが、定員を設ける予定です。

● 職能集会の留意事項

令和3年度本会代議員及び予備代議員の候補者として公示された方は、
令和2年度支部会員会で全員当選されました。

9：00
9：30

10：30

12：00

開　場
開　会
委員長あいさつ

職能委員会令和2年度活動報告および令和3年度活動計画（各10分）
　　・保健師職能委員長
　　・助産師職能委員長
　　・看護師職能Ⅰ委員長
　　・看護師職能Ⅱ委員長
休　憩

特別講演
　　テーマ ： 「バカボンのパパに学ぶ苦悩の人間学」～大事にしたいコミュニケーション～
　　講　師 ： 京都大学大学院人間・環境学研究科　佐藤泰子　氏

閉　会

令和3年度  公益社団法人兵庫県看護協会

令和3年度  公益社団法人兵庫県看護協会
定時総会・職能集会の開催について

公益社団法人兵庫県看護協会

保健師助産師看護師合同職能集会プログラム

令和3年度  公益社団法人兵庫県看護協会

令和3年 6月17日（木） 13：30～16：30日　時 兵庫県看護協会ハーモニーホール場　所

令和3年 6月17日（木） 9：30～12：00日　時 兵庫県看護協会　研修室3場　所

定時総会プログラム

お知らせ

※システムの利用にはマナブルへの登録が必要です。

新オンライン研修システムmanaable　4月導入！！
定時総会・職能集会の申込み・視聴にご利用いただけます。

　令和3年度の本会の定時総会と職能集会は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
え、開催時期（令和3年6月）における感染状況にも的確に対応できるよう、本会会館（ハー
モニーホール、研修室等）で開催します。
　このため、ご参加いただける人数に制約が生じることから、できるだけ多くの会員のご
参加を可能とするため、一般会員の皆様にはオンラインで参加いただけるようにします。
　具体的な参加申込方法等は、4月の定例発送でお知らせするとともに、本会ホームペー
ジに掲載します。
　なお、参加申込等につきましては、令和3年度から導入する新しいオンライン研修シス
テムがご利用いただけるよう、準備を進めています。

13：00
13：30

16：30

開　場
開　会
物故者への黙祷
会長あいさつ
来賓祝辞
来賓紹介
表彰【兵庫県看護協会長表彰、兵庫県看護協会長感謝状、まちの保健室ボランティア表彰】
議長団選出
議事録署名人選出
議決事項及び報告事項
　第1号議案　公益社団法人兵庫県看護協会名誉会員の承認について（案）
　第2号議案　令和3年度兵庫県看護協会改選役員の選出について（案）
　　　　　　　　　　　　選　　　挙
　第3号議案　推薦委員の選出について（案）
　第4号議案　選挙管理委員の選出について（案）
　第5号議案　2022（令和4）年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出について（案）
　報告事項1　令和2年度事業報告
　第6号議案　令和2年度決算報告（案）及び監査報告
　報告事項2　令和3年度重点方策及び事業計画
　報告事項3　令和3年度収支予算
選挙結果発表
議長団退出
表彰者紹介【叙勲、日本看護協会長表彰　他】
退任役員紹介
新役員紹介
日本看護協会歌「光求めて」

閉　会

マナブル

選挙管理委員会からのお知らせ
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　公益社団法人兵庫県看護協会名誉会員は、定款第5条に「看護事業に顕著な功績があ
り、かつ、本会に功労があった看護職で、理事会が推薦し、本人の承諾を得て定時総会（第
19条に規定する総会をいう。以下同じ。）において承認された者」とある。
　兵庫県看護協会の役員等として、本会の発展に長年にわたり多大な貢献をされた下記の
方を推薦する。

会長Ⅲ期目として、今までの経験を活かして、すべての看護
職が連携し、未来に向かって活躍できるよう看護協会活動
を推進します。

事業の円滑な実施に努めるとともに、実践現場と教育現場
の有機的な連携・協働を推進し、看護職の支援・育成のた
めに尽力します。

あらゆる場で働く看護職がキャリアアップでき、看護専門職
として役割が発揮できるよう教育を実践してまいります。

行政・職域等様々な分野で働く保健師の現状把握や課題集
約を行い、保健師間及び看護職間の連携強化に努めます。

地域における「その人らしい暮らし・意思決定支援・感染対
策」等の充実を図るため、職能Ⅱ領域の組織力を強化して
いきます。

この度准看護師理事に推薦頂き初めての事ではあります
が、前理事の意向を引き継ぎ協会活動の発展のために頑
張りたいと思います。

兵庫県看護協会の今年度重点事業をもとに支部活動での
取り組みを推進し、コロナ禍でもできることを会員様と共に
頑張ってまいります。

看護専門職として住民の「新しい生活様式」を支え、看護
職自身も健康で、地域の看護連携が強められるよう皆様と
共に努めて参ります。

コロナ禍だからこそ看護職同士の連携を大切にし、看護を
必要とされる地域の方々に貢献できるような活動をしたい
と思います。

地域の特性を踏まえ、支部の看護職や看護協会とつながり、
役割を果たすよう取り組んでまいります。

4月より関西労災病院へ赴任いたしました。早く環境になれ、
協会と連携し役割を発揮していきたいと思います。

兵庫県看護協会と連携を図り、支部会員の皆様と共に活
動を推進していきます。微力ではありますが、役割が果たせ
るよう努めます。

この度、監事の任を仰せつかりました。不安は大きいですが、会長はじめ
皆様方のご指導をいただきながら頑張る所存です。よろしくお願いします。

定時総会に提案する議題
令和3年度兵庫県看護協会改選役員の選出について（案）

監事候補  ＜任期2年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選1　候補者1）

会　長 成田　康子
なりた やすこ

兵庫県看護協会看

第二
副会長 大 野かおり

おおの
兵庫県立大学保

常　務 北野　　貞
きたの てい

兵庫県看護協会看

保健師
職能 春藤由里子

しゅんどう ゆりこ
中播磨健康福祉事務所 保

看護師
職能Ⅱ 於田　里実

おだ さとみ 聖隷訪問看護
ステーション淡路看

准看護師 貞　小由里
さだ さゆり

順心病院准

神戸東部
地区 柴田美由紀

しばた みゆき 神戸市立医療センター
中央市民病院看

北播
地区 小林　孝代

こばやし たかよ
西脇市立西脇病院看

西播
地区 駒田　香苗

こまだ かなえ
姫路赤十字病院看

但馬
地区 福井あけみ

ふくい
出石医療センター看

阪神南
地区 坪井　幸代

つぼい さちよ
関西労災病院看

東播
地区 清水　直美

しみず なおみ
明石市立市民病院看

清水久美子
しみず くみこ

兵庫県看護連盟看

理事候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選2　候補者2）
区 分 氏　名 所　属 抱　負職種

理事候補  ＜任期2年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選10　候補者10）
区 分 氏　名 所　属 抱　負職種

氏　名 所　属 抱　負職種

様々な分 野で働く看 護 職の発 展のために協 会の適 切な運 営を見 守り、
監事としての役割を果たしていきたいと思います。

監事候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選1　候補者1）

勝間　収子
かつま あつこ 兵庫県健康福祉部

健康局医務課保

氏　名 所　属 抱　負職種

第2号議案

　昭和47年保健師免許取得後、兵庫県に入庁、保健所や保健行政
の様々な分野で勤務し、公衆衛生の向上に尽力した。また、阪神・淡
路大震災後、県の所管課リーダーとして、「まちの保健室」活動を県
下全域へ拡充し、看護ボランティアによる県民の健康サポート活動
の定着に努めた。
　昭和59年から3年間は教育委員として、支部教育や3職能研修会
の企画・実施を行い、一貫性のある教育体制を確立した。また、平成
11年から3年間は保健師職能理事として、健康日本21を実現する
ための住民参加型の健康なまちづくりや精神保健福祉活動の推進
など、会員が直面する問題の調査や研修に取り組み、健康生活の質
の向上を図った。さらに、介護保険制度開始準備として看護職であ
る介護支援専門員の質向上や啓蒙活動に取り組み、円滑な制度の
推進と看護職の活動の場の確立に貢献した。
　平成22年から3年間は第一副会長、平成25年から5年間は会長
を歴任。
　急激に変化する社会情勢の中で常に情報を先取りし、行政や関係
団体と連携を強化して、転換期の看護協会活動を推進した。

教育委員（3年）、西阪神地区理事（1年）、保健師職能理事（3年）、
介護保険推進検討特別委員（2年）、
健康危機対策委員会委員長（1年）、
地域ケア推進に関する検討プロジェクト委員会委員長（1年）、
第一副会長（3年）、会長（代表理事）（5年）

公益社団法人兵庫県看護協会名誉会員の承認について（案）
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　公益社団法人兵庫県看護協会名誉会員は、定款第5条に「看護事業に顕著な功績があ
り、かつ、本会に功労があった看護職で、理事会が推薦し、本人の承諾を得て定時総会（第
19条に規定する総会をいう。以下同じ。）において承認された者」とある。
　兵庫県看護協会の役員等として、本会の発展に長年にわたり多大な貢献をされた下記の
方を推薦する。

会長Ⅲ期目として、今までの経験を活かして、すべての看護
職が連携し、未来に向かって活躍できるよう看護協会活動
を推進します。

事業の円滑な実施に努めるとともに、実践現場と教育現場
の有機的な連携・協働を推進し、看護職の支援・育成のた
めに尽力します。

あらゆる場で働く看護職がキャリアアップでき、看護専門職
として役割が発揮できるよう教育を実践してまいります。

行政・職域等様々な分野で働く保健師の現状把握や課題集
約を行い、保健師間及び看護職間の連携強化に努めます。

地域における「その人らしい暮らし・意思決定支援・感染対
策」等の充実を図るため、職能Ⅱ領域の組織力を強化して
いきます。

この度准看護師理事に推薦頂き初めての事ではあります
が、前理事の意向を引き継ぎ協会活動の発展のために頑
張りたいと思います。

兵庫県看護協会の今年度重点事業をもとに支部活動での
取り組みを推進し、コロナ禍でもできることを会員様と共に
頑張ってまいります。

看護専門職として住民の「新しい生活様式」を支え、看護
職自身も健康で、地域の看護連携が強められるよう皆様と
共に努めて参ります。

コロナ禍だからこそ看護職同士の連携を大切にし、看護を
必要とされる地域の方々に貢献できるような活動をしたい
と思います。

地域の特性を踏まえ、支部の看護職や看護協会とつながり、
役割を果たすよう取り組んでまいります。

4月より関西労災病院へ赴任いたしました。早く環境になれ、
協会と連携し役割を発揮していきたいと思います。

兵庫県看護協会と連携を図り、支部会員の皆様と共に活
動を推進していきます。微力ではありますが、役割が果たせ
るよう努めます。

この度、監事の任を仰せつかりました。不安は大きいですが、会長はじめ
皆様方のご指導をいただきながら頑張る所存です。よろしくお願いします。

定時総会に提案する議題
令和3年度兵庫県看護協会改選役員の選出について（案）

監事候補  ＜任期2年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選1　候補者1）

会　長 成田　康子
なりた やすこ

兵庫県看護協会看

第二
副会長 大 野かおり

おおの
兵庫県立大学保

常　務 北野　　貞
きたの てい

兵庫県看護協会看

保健師
職能 春藤由里子

しゅんどう ゆりこ
中播磨健康福祉事務所 保

看護師
職能Ⅱ 於田　里実

おだ さとみ 聖隷訪問看護
ステーション淡路看

准看護師 貞　小由里
さだ さゆり

順心病院准

神戸東部
地区 柴田美由紀

しばた みゆき 神戸市立医療センター
中央市民病院看

北播
地区 小林　孝代

こばやし たかよ
西脇市立西脇病院看

西播
地区 駒田　香苗

こまだ かなえ
姫路赤十字病院看

但馬
地区 福井あけみ

ふくい
出石医療センター看

阪神南
地区 坪井　幸代

つぼい さちよ
関西労災病院看

東播
地区 清水　直美

しみず なおみ
明石市立市民病院看

清水久美子
しみず くみこ

兵庫県看護連盟看

理事候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選2　候補者2）
区 分 氏　名 所　属 抱　負職種

理事候補  ＜任期2年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選10　候補者10）
区 分 氏　名 所　属 抱　負職種

氏　名 所　属 抱　負職種

様々な分 野で働く看 護 職の発 展のために協 会の適 切な運 営を見 守り、
監事としての役割を果たしていきたいと思います。

監事候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （改選1　候補者1）

勝間　収子
かつま あつこ 兵庫県健康福祉部

健康局医務課保

氏　名 所　属 抱　負職種

第2号議案

　昭和47年保健師免許取得後、兵庫県に入庁、保健所や保健行政
の様々な分野で勤務し、公衆衛生の向上に尽力した。また、阪神・淡
路大震災後、県の所管課リーダーとして、「まちの保健室」活動を県
下全域へ拡充し、看護ボランティアによる県民の健康サポート活動
の定着に努めた。
　昭和59年から3年間は教育委員として、支部教育や3職能研修会
の企画・実施を行い、一貫性のある教育体制を確立した。また、平成
11年から3年間は保健師職能理事として、健康日本21を実現する
ための住民参加型の健康なまちづくりや精神保健福祉活動の推進
など、会員が直面する問題の調査や研修に取り組み、健康生活の質
の向上を図った。さらに、介護保険制度開始準備として看護職であ
る介護支援専門員の質向上や啓蒙活動に取り組み、円滑な制度の
推進と看護職の活動の場の確立に貢献した。
　平成22年から3年間は第一副会長、平成25年から5年間は会長
を歴任。
　急激に変化する社会情勢の中で常に情報を先取りし、行政や関係
団体と連携を強化して、転換期の看護協会活動を推進した。

教育委員（3年）、西阪神地区理事（1年）、保健師職能理事（3年）、
介護保険推進検討特別委員（2年）、
健康危機対策委員会委員長（1年）、
地域ケア推進に関する検討プロジェクト委員会委員長（1年）、
第一副会長（3年）、会長（代表理事）（5年）

公益社団法人兵庫県看護協会名誉会員の承認について（案）
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区  分 代議員 施設名職種

理事

阪神南

阪神北

神戸
東部

神戸
中部

神戸
西部

北播

東播

西播

但馬 福井あけみ

山田　由佳

永良　直子

小谷　ルツ

芝山　富子

坂田みどり

関口　靖枝

福田　哲子

中野　志乃

沼口　幸司

原田奈津江

松浦　裕子

政木　陽子

柳崎　朱美

井上美笑子

園田　慶子

勝田　清美

小西由佳利

水田　雅代

菊山　智美

橋本さゆ理

小林　真理

友清　尚子

山内     良

櫻井　智美

吉川　直子

竹井　米子

於田　里実

末神　純子

春藤由里子

北野     貞

大野かおり

出石医療センター

姫路市中央保健センター

製鉄記念広畑病院   

姫路聖マリア病院

姫路赤十字病院

西脇市立西脇病院

北播磨総合医療センター

いなみ野病院

西江井島病院

高砂西部病院

あさぎり病院

神戸徳洲会病院

佐野病院

神戸中央病院

神戸ほくと病院

真星病院

兵庫県災害医療センター

甲南医療センター

神戸平成病院

兵庫中央病院

大塚病院

協立病院

谷向病院

南芦屋浜病院

関西労災病院

西宮協立リハビリテーション病院

あさひ病院

聖隷訪問看護ステーション淡路

神戸市立医療センター
中央市民病院

中播磨健康福祉事務所

兵庫県看護協会

兵庫県立大学

看

保

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

准

看

助

保

看

保

予備代議員 施設名職種

尾崎　淳子

吉村　信恵

清水　理恵

橘　志津恵

駒田　香苗

長濱     幸

野田　保代

北村     梢

松浦　克美

松本　優子

八木　晶子

大坪　道明

山本千鶴子

酒井　美枝

山田　桃子

吉田ゆう子

西岡　節子

堀口美由紀

大槻　紀子

関口　洋子

長澤　眞弓

前田志眞子

新村　美成

山本佐知子

西澤亜紀子

福澤　聖美

貝川実寿恵

丸山美津子

小塩　恵子

小坂　恵子

大迫しのぶ

山森みどり

公立浜坂病院

龍野健康福祉事務所

姫路聖マリア病院

姫路医療センター

姫路赤十字病院

加東市民病院

服部病院

いなみ野病院

西江井島病院

高砂西部病院

あさぎり病院

神戸徳洲会病院

佐野病院

神戸中央病院

神戸ほくと病院

真星病院

兵庫県災害医療センター

甲南医療センター

神戸平成病院

宝塚市立病院

兵庫医科大学
ささやま医療センター

市立伊丹病院

谷向病院

南芦屋浜病院

関西労災病院

西宮協立リハビリテーション病院

國富胃腸病院

兵庫医科大学病院

姫路赤十字病院

川崎重工（株）播磨工場
健康推進センター

兵庫県看護協会

神戸市健康局地域医療課

看

保

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

助

看

准

看

助

保

看

看

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2022（令和4）年度  日本看護協会代議員及び予備代議員選出について（案）第5号議案

別途冊子でお渡しします。
令和2年度兵庫県看護協会決算報告（案）及び監査報告第6号議案

（所属は令和3年4月1日現在）

※第2号議案から第5号議案の所属・施設名は、設置主体等を省略しています。

選挙が公正且つ適正に行われるよう、選挙管理委員として責務
を果たしていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

選挙管理委員候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （定数9　候補者9）

区　分 氏　名 所　属 抱　負職種

阪神南 松村　安代
まつむら やすよ 尼崎新都心病院看

選挙管理委員として、選挙が公明かつ適正に行われるよう、
責務を果たしていきたいと思います。阪神北 目抜ゆかり

めぬき 市立伊丹病院看

初めてのことで既に緊張しておりますが、活動に少しでも貢献で
きるよう努めたいと思います。ご指導よろしくお願いいたします。神戸東部 辻井美津子

つじい みつこ 金沢病院看

選挙管理委員としての役割が果たせるよう、前向きに取り組ん
でいきたいと考えています。宜しくお願い致します神戸中部 谷口由美子

たにぐち ゆみこ にこにこハウス
医療福祉センター看

選挙管理委員として、選挙が公正且つ適正におこなわれるように
責務を果たしていきたいと思います。よろしくお願いします。神戸西部 西岡　　綾

にしおか あや 神戸掖済会病院看

この度、選挙管理委員の候補者として、初めての事でもあります
が、目的、責任をもち厳正かつ平等に業務を遂行していきます。東　播 中野　保江

なかの やすえ はりま病院看

選挙管理委員として公正な選挙が行われるように、与えられた役割
に責任を持ち丁寧な仕事をモットーに努めていきたいと思います。北　播 大 上ゆかり

おおがみ 吉川病院看

選挙管理委員として、選挙が公正且つ適正に行われるよう
責務を果たしてまいります。宜しくお願い致します。西　播 柴田紀代美

しばた きよみ 介護老人保健施設
ケアホームみつ看

選挙管理委員として、選挙が公正且つ適正に行われるよう
任務を遂行致します。但　馬 則定　清美

のりさだ きよみ 朝来医療センター看

（所属は令和3年4月1日現在）

推薦委員として役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に貢
献できるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。

推薦委員候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （定数9　候補者9）

区　分 氏　名 所　属 抱　負職種

阪神南 今田　優子
いまだ ゆうこ 関西労災病院看

少 子 超 高 齢 多 死 社 会 における看 護 職 の 役 割 が 拡 大し、
「看護の将来ビジョン」の実現に向けて積極的に活動する
人材の推薦に努めます。

阪神北 植木みどり
うえき 大塚病院看

推薦委員として役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に貢献
できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。神戸東部 立部　　巴

たちべ ともえ 六甲アイランド
甲南病院看

推薦委員として役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に貢献
できるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。神戸中部 亀井由香里

かめい ゆかり 神戸リハビリテーション
病院看

今回初めての経験となります。コロナ禍で医療現場は日々大変
ですが、選挙が公正に行われるように務めさせていただきます。神戸西部 有間　千恵

ありま ちえ 神戸掖済会病院看

推薦委員としての活動は初めてですが、看護協会の方針のも
と役割が果たせるよう努めてまいります。東　播 佐々木　愛

ささき あい あさぎり病院看

推薦委員としての役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に
貢献できるよう努めてまいりたいと思います。北　播 長田　瑞穂

ちょうだ みずほ 加東市民病院看

推薦委員としての役割が遂行できるよう努めてまいります。ど
うぞよろしくお願い致します。西　播 芦田真知子

あしだ まちこ 姫路赤十字病院看

初めて推薦委員をさせて頂くことになりました。先輩方々の指
導のもと役割が果たせるよう頑張りたいと思います。但　馬 今西香奈子

いまにし かなこ 公立香住病院看

（所属は令和3年4月1日現在）

選挙管理委員の選出について（案）

推薦委員の選出について（案）

第4号議案

第3号議案
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区  分 代議員 施設名職種

理事

阪神南

阪神北

神戸
東部

神戸
中部

神戸
西部

北播

東播

西播

但馬 福井あけみ

山田　由佳

永良　直子

小谷　ルツ

芝山　富子

坂田みどり

関口　靖枝

福田　哲子

中野　志乃

沼口　幸司

原田奈津江

松浦　裕子

政木　陽子

柳崎　朱美

井上美笑子

園田　慶子

勝田　清美

小西由佳利

水田　雅代

菊山　智美

橋本さゆ理

小林　真理

友清　尚子

山内     良

櫻井　智美

吉川　直子

竹井　米子

於田　里実

末神　純子

春藤由里子

北野     貞

大野かおり

出石医療センター

姫路市中央保健センター

製鉄記念広畑病院   

姫路聖マリア病院

姫路赤十字病院

西脇市立西脇病院

北播磨総合医療センター

いなみ野病院

西江井島病院

高砂西部病院

あさぎり病院

神戸徳洲会病院

佐野病院

神戸中央病院

神戸ほくと病院

真星病院

兵庫県災害医療センター

甲南医療センター

神戸平成病院

兵庫中央病院

大塚病院

協立病院

谷向病院

南芦屋浜病院

関西労災病院

西宮協立リハビリテーション病院

あさひ病院

聖隷訪問看護ステーション淡路

神戸市立医療センター
中央市民病院

中播磨健康福祉事務所

兵庫県看護協会

兵庫県立大学

看

保

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

准

看

助

保

看

保

予備代議員 施設名職種

尾崎　淳子

吉村　信恵

清水　理恵

橘　志津恵

駒田　香苗

長濱     幸

野田　保代

北村     梢

松浦　克美

松本　優子

八木　晶子

大坪　道明

山本千鶴子

酒井　美枝

山田　桃子

吉田ゆう子

西岡　節子

堀口美由紀

大槻　紀子

関口　洋子

長澤　眞弓

前田志眞子

新村　美成

山本佐知子

西澤亜紀子

福澤　聖美

貝川実寿恵

丸山美津子

小塩　恵子

小坂　恵子

大迫しのぶ

山森みどり

公立浜坂病院

龍野健康福祉事務所

姫路聖マリア病院

姫路医療センター

姫路赤十字病院

加東市民病院

服部病院

いなみ野病院

西江井島病院

高砂西部病院

あさぎり病院

神戸徳洲会病院

佐野病院

神戸中央病院

神戸ほくと病院

真星病院

兵庫県災害医療センター

甲南医療センター

神戸平成病院

宝塚市立病院

兵庫医科大学
ささやま医療センター

市立伊丹病院

谷向病院

南芦屋浜病院

関西労災病院

西宮協立リハビリテーション病院

國富胃腸病院

兵庫医科大学病院

姫路赤十字病院

川崎重工（株）播磨工場
健康推進センター

兵庫県看護協会

神戸市健康局地域医療課

看

保

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

助

看

准

看

助

保

看

看
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2022（令和4）年度  日本看護協会代議員及び予備代議員選出について（案）第5号議案

別途冊子でお渡しします。
令和2年度兵庫県看護協会決算報告（案）及び監査報告第6号議案

（所属は令和3年4月1日現在）

※第2号議案から第5号議案の所属・施設名は、設置主体等を省略しています。

選挙が公正且つ適正に行われるよう、選挙管理委員として責務
を果たしていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

選挙管理委員候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （定数9　候補者9）

区　分 氏　名 所　属 抱　負職種

阪神南 松村　安代
まつむら やすよ 尼崎新都心病院看

選挙管理委員として、選挙が公明かつ適正に行われるよう、
責務を果たしていきたいと思います。阪神北 目抜ゆかり

めぬき 市立伊丹病院看

初めてのことで既に緊張しておりますが、活動に少しでも貢献で
きるよう努めたいと思います。ご指導よろしくお願いいたします。神戸東部 辻井美津子

つじい みつこ 金沢病院看

選挙管理委員としての役割が果たせるよう、前向きに取り組ん
でいきたいと考えています。宜しくお願い致します神戸中部 谷口由美子

たにぐち ゆみこ にこにこハウス
医療福祉センター看

選挙管理委員として、選挙が公正且つ適正におこなわれるように
責務を果たしていきたいと思います。よろしくお願いします。神戸西部 西岡　　綾

にしおか あや 神戸掖済会病院看

この度、選挙管理委員の候補者として、初めての事でもあります
が、目的、責任をもち厳正かつ平等に業務を遂行していきます。東　播 中野　保江

なかの やすえ はりま病院看

選挙管理委員として公正な選挙が行われるように、与えられた役割
に責任を持ち丁寧な仕事をモットーに努めていきたいと思います。北　播 大 上ゆかり

おおがみ 吉川病院看

選挙管理委員として、選挙が公正且つ適正に行われるよう
責務を果たしてまいります。宜しくお願い致します。西　播 柴田紀代美

しばた きよみ 介護老人保健施設
ケアホームみつ看

選挙管理委員として、選挙が公正且つ適正に行われるよう
任務を遂行致します。但　馬 則定　清美

のりさだ きよみ 朝来医療センター看

（所属は令和3年4月1日現在）

推薦委員として役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に貢
献できるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。

推薦委員候補  ＜任期1年＞ 〔推薦委員会推薦〕 （定数9　候補者9）

区　分 氏　名 所　属 抱　負職種

阪神南 今田　優子
いまだ ゆうこ 関西労災病院看

少 子 超 高 齢 多 死 社 会 における看 護 職 の 役 割 が 拡 大し、
「看護の将来ビジョン」の実現に向けて積極的に活動する
人材の推薦に努めます。

阪神北 植木みどり
うえき 大塚病院看

推薦委員として役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に貢献
できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。神戸東部 立部　　巴

たちべ ともえ 六甲アイランド
甲南病院看

推薦委員として役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に貢献
できるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。神戸中部 亀井由香里

かめい ゆかり 神戸リハビリテーション
病院看

今回初めての経験となります。コロナ禍で医療現場は日々大変
ですが、選挙が公正に行われるように務めさせていただきます。神戸西部 有間　千恵

ありま ちえ 神戸掖済会病院看

推薦委員としての活動は初めてですが、看護協会の方針のも
と役割が果たせるよう努めてまいります。東　播 佐々木　愛

ささき あい あさぎり病院看

推薦委員としての役割を遂行し、兵庫県看護協会の活動に
貢献できるよう努めてまいりたいと思います。北　播 長田　瑞穂

ちょうだ みずほ 加東市民病院看

推薦委員としての役割が遂行できるよう努めてまいります。ど
うぞよろしくお願い致します。西　播 芦田真知子

あしだ まちこ 姫路赤十字病院看

初めて推薦委員をさせて頂くことになりました。先輩方々の指
導のもと役割が果たせるよう頑張りたいと思います。但　馬 今西香奈子

いまにし かなこ 公立香住病院看

（所属は令和3年4月1日現在）

選挙管理委員の選出について（案）

推薦委員の選出について（案）

第4号議案

第3号議案
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　自宅待機者の健康観察
　兵庫県では新型コロナウイルス感染者の「自宅待機者
ゼロ」を目標に、病院や宿泊療養施設の入院・入所を基本
としています。しかし、クラスターが多発するなど急激な感
染拡大により入院・入所先が見つからない「待機者」が急
増しました。兵庫県は自宅待機者に対するフォローアップ
体制を強化して、自宅待機者の健康観察アプリによる自
己チェックや毎日2回電話による健康観察、随時相談を実施された。
　看護協会が委託を受け、2月から看護協会の専門職が自宅待機者の健康観察を行っています。自宅
待機者に入力いただいた自己チェックを確認し、看護協会から電話をかけて状況を聞き取り、入力しま
す。「キントーン」という観察データオンラインシステムで所管の健康福祉事務所で確認することがで
き、病状の悪化等必要な場合には健康福祉事務所で対応していただきます。電話をとおして、ゆっくり
とお話をお聞きすることを心がけ、感染したことの不安や生活上の困りごとなどをお聞きしています。
最初は「1日に2回も電話で管理されるのか」と言われる方もおられましたが、「話を聞いてもらえて気持
ちが楽になった。」と感謝の言葉をいただきました。

　高齢者施設、福祉施設等の感染対策への支援
　高齢者施設や児童福祉施設、障害者福祉施設等では一旦感染症が発生
すると集団発生につながることもあるため、施設での感染対策が医療現場
のひっ迫防止となると考え、協会では、兵庫県の高齢政策課、障害福祉課等
と連携し、施設職員向けの感染対策電話相談窓口開設、感染対策研修への
講師派遣、クラスター発生時の初動体制支援、感染防止対策動画の作成等
を実施しています。
　医療従事者が不在または少数の看護職等の施設では、感染に対する不安が強く、また、児童や障害者では
マスクの着用も困難なこともあり、生活の場における感染対策の難しさもあります。対象に応じた感染対策
では、臨機応変、工夫が求められ、感染管理認定看護師が、施設に訪問して、現場に応じた感染対策、ゾーニン

グ方法、清掃消毒の方法、防護具の脱着等について支援しています。
　また、協立病院感染管理認定看護師小川順子さんの協力を得て、高齢
者施設向けの感染予防対策の動画DVDを作成し、兵庫県を通じて県下の
施設に配布いたしました。
　3月8日には、福祉施設の職員を対象にオンラインで「福祉施設の感染
症対策」をテーマに研修会を実施。講師の姫路聖マリア病院感染管理認定
看護師今川嘉樹さんに自施設からオンラインでご講義をいただき、参加者
も全員WEBでの参加でしたが、206施設から430人を超える申し込みが
あり、ニーズの高さを実感しました。

新型コロナウイルス感染症の看護協会の取り組み

コロナウイルス感染症クラスターから　　　　
コロナ病棟開設を経験して

　令和2年11月末に入院中の患者さんから陽性者が出ました。もちろ
ん当院でも認定看護師を中心に感染対策を講じており、日々の看護業
務にあたっていました。
　世間でも病院内でのクラスター発生の声が多く聞かれ、「明日は我が

身である」との覚悟はしていましたが、当院で陽性患者さんをこのまま見る事になり、それを聞いた時は
頭が真っ白になりました。すでに次々と当該部署の看護師や介護スタッフに陽性者が判明する中、どうス
タッフを確保していくかの問題がありました。外来や手術室、他の病棟への依頼、在宅看護師までをも要
請し部署をまたがる業務は避けなければならなかった為、ある程度の期間の支援をお願いしました。
　クラスター時は看護師から様々な悲痛の声が上がりました。「ゆっくりと温かいお湯で体を拭いてあ
げたい。」「コロナにかかった不安な患者さんの話をそばでゆっくり聞いてあげたい。」などなど今まで
大事にしてきた、患者さん一人一人の尊厳を大事にし、思いに寄り添うという看護師としての信念が崩
れ去った事が、自らが感染するかもしれないという不安に加えて、一番の精神的苦痛であったように思
います。ケアの充実を図りたい、しかしまずは自分が感染しない事が最優先！この言葉はスタッフにとっ
てどれだけ辛かったことでしょう。
　クラスターが落ち着く頃、私の中ではとても大きな葛藤にぶち当たりました。クラスターによって経
営状況が更に悪化した事や本当に親身になって援助して下さった保健センターの皆様の要望にお応え
したいのもありましたが、当院でも外来を訪れる患者様の中に、神戸市内の専門病床のひっ迫した医療
体制の中で、入院できずに自宅で過ごされるコロナ陽性患者様の辛い状況が日々伝わってきたからで
す。「地域の方々を守りたい」そんな思いと、「スタッフを危険な目にあわせてもいいのだろうか…」と言
う気持ちで揺れ動きましたが、「それでも今やらないと…」という思いは変わりませんでした。院長をは
じめ管理部での議論を短時間で重ね、1週間の準備期間を経て、コロナ病棟開設の運びとなりました。
ハード面の準備と感染対策に対する再度のレクチャー、働くスタッフの選定へのアンケートが急がれま
した。家族の事を考え悩むスタッフもいましたし、もちろんこのような方針に戸惑い怒りをぶつけるス
タッフもいましたが、当然の事として受け止め対話を重ねました。
　現在コロナ病棟のスタッフからは、「学習を重ね、病態の変化や感染対策の知識も増えた。安全に患
者さんと接する事が出来るようになった」という声が聞かれます。介護スタッフやリハビリスタッフも専
任で配置し、洗髪・手浴・足浴などの保清やリハビリの充実も図れるようになりました。スタッフからも

「落ち着いて笑顔で患者さんに対応できるようになりました」、「状態が悪い方も私達が最期まで看る。
生き抜いた事を伝える役目になりたい。」、このコロナ禍で今までに私達に不足していたことや看護が
一気に見えてきたという思いです。まだまだこの状況は続くと思いますが、スタッフの身体面、精神面に
配慮しながら、地域医療に貢献できるよう使命感を持って進んで行きたいと思っています。

コロナ特集

［寄稿］

WEBで講義する今川嘉樹さん

中西　宏美神戸医療生活共同組合　神戸協同病院
総看護師長
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　自宅待機者の健康観察
　兵庫県では新型コロナウイルス感染者の「自宅待機者
ゼロ」を目標に、病院や宿泊療養施設の入院・入所を基本
としています。しかし、クラスターが多発するなど急激な感
染拡大により入院・入所先が見つからない「待機者」が急
増しました。兵庫県は自宅待機者に対するフォローアップ
体制を強化して、自宅待機者の健康観察アプリによる自
己チェックや毎日2回電話による健康観察、随時相談を実施された。
　看護協会が委託を受け、2月から看護協会の専門職が自宅待機者の健康観察を行っています。自宅
待機者に入力いただいた自己チェックを確認し、看護協会から電話をかけて状況を聞き取り、入力しま
す。「キントーン」という観察データオンラインシステムで所管の健康福祉事務所で確認することがで
き、病状の悪化等必要な場合には健康福祉事務所で対応していただきます。電話をとおして、ゆっくり
とお話をお聞きすることを心がけ、感染したことの不安や生活上の困りごとなどをお聞きしています。
最初は「1日に2回も電話で管理されるのか」と言われる方もおられましたが、「話を聞いてもらえて気持
ちが楽になった。」と感謝の言葉をいただきました。

　高齢者施設、福祉施設等の感染対策への支援
　高齢者施設や児童福祉施設、障害者福祉施設等では一旦感染症が発生
すると集団発生につながることもあるため、施設での感染対策が医療現場
のひっ迫防止となると考え、協会では、兵庫県の高齢政策課、障害福祉課等
と連携し、施設職員向けの感染対策電話相談窓口開設、感染対策研修への
講師派遣、クラスター発生時の初動体制支援、感染防止対策動画の作成等
を実施しています。
　医療従事者が不在または少数の看護職等の施設では、感染に対する不安が強く、また、児童や障害者では
マスクの着用も困難なこともあり、生活の場における感染対策の難しさもあります。対象に応じた感染対策
では、臨機応変、工夫が求められ、感染管理認定看護師が、施設に訪問して、現場に応じた感染対策、ゾーニン

グ方法、清掃消毒の方法、防護具の脱着等について支援しています。
　また、協立病院感染管理認定看護師小川順子さんの協力を得て、高齢
者施設向けの感染予防対策の動画DVDを作成し、兵庫県を通じて県下の
施設に配布いたしました。
　3月8日には、福祉施設の職員を対象にオンラインで「福祉施設の感染
症対策」をテーマに研修会を実施。講師の姫路聖マリア病院感染管理認定
看護師今川嘉樹さんに自施設からオンラインでご講義をいただき、参加者
も全員WEBでの参加でしたが、206施設から430人を超える申し込みが
あり、ニーズの高さを実感しました。

新型コロナウイルス感染症の看護協会の取り組み

コロナウイルス感染症クラスターから　　　　
コロナ病棟開設を経験して

　令和2年11月末に入院中の患者さんから陽性者が出ました。もちろ
ん当院でも認定看護師を中心に感染対策を講じており、日々の看護業
務にあたっていました。
　世間でも病院内でのクラスター発生の声が多く聞かれ、「明日は我が

身である」との覚悟はしていましたが、当院で陽性患者さんをこのまま見る事になり、それを聞いた時は
頭が真っ白になりました。すでに次々と当該部署の看護師や介護スタッフに陽性者が判明する中、どうス
タッフを確保していくかの問題がありました。外来や手術室、他の病棟への依頼、在宅看護師までをも要
請し部署をまたがる業務は避けなければならなかった為、ある程度の期間の支援をお願いしました。
　クラスター時は看護師から様々な悲痛の声が上がりました。「ゆっくりと温かいお湯で体を拭いてあ
げたい。」「コロナにかかった不安な患者さんの話をそばでゆっくり聞いてあげたい。」などなど今まで
大事にしてきた、患者さん一人一人の尊厳を大事にし、思いに寄り添うという看護師としての信念が崩
れ去った事が、自らが感染するかもしれないという不安に加えて、一番の精神的苦痛であったように思
います。ケアの充実を図りたい、しかしまずは自分が感染しない事が最優先！この言葉はスタッフにとっ
てどれだけ辛かったことでしょう。
　クラスターが落ち着く頃、私の中ではとても大きな葛藤にぶち当たりました。クラスターによって経
営状況が更に悪化した事や本当に親身になって援助して下さった保健センターの皆様の要望にお応え
したいのもありましたが、当院でも外来を訪れる患者様の中に、神戸市内の専門病床のひっ迫した医療
体制の中で、入院できずに自宅で過ごされるコロナ陽性患者様の辛い状況が日々伝わってきたからで
す。「地域の方々を守りたい」そんな思いと、「スタッフを危険な目にあわせてもいいのだろうか…」と言
う気持ちで揺れ動きましたが、「それでも今やらないと…」という思いは変わりませんでした。院長をは
じめ管理部での議論を短時間で重ね、1週間の準備期間を経て、コロナ病棟開設の運びとなりました。
ハード面の準備と感染対策に対する再度のレクチャー、働くスタッフの選定へのアンケートが急がれま
した。家族の事を考え悩むスタッフもいましたし、もちろんこのような方針に戸惑い怒りをぶつけるス
タッフもいましたが、当然の事として受け止め対話を重ねました。
　現在コロナ病棟のスタッフからは、「学習を重ね、病態の変化や感染対策の知識も増えた。安全に患
者さんと接する事が出来るようになった」という声が聞かれます。介護スタッフやリハビリスタッフも専
任で配置し、洗髪・手浴・足浴などの保清やリハビリの充実も図れるようになりました。スタッフからも

「落ち着いて笑顔で患者さんに対応できるようになりました」、「状態が悪い方も私達が最期まで看る。
生き抜いた事を伝える役目になりたい。」、このコロナ禍で今までに私達に不足していたことや看護が
一気に見えてきたという思いです。まだまだこの状況は続くと思いますが、スタッフの身体面、精神面に
配慮しながら、地域医療に貢献できるよう使命感を持って進んで行きたいと思っています。

コロナ特集

［寄稿］

WEBで講義する今川嘉樹さん

中西　宏美神戸医療生活共同組合　神戸協同病院
総看護師長

看護ひょうご　VOL.1078 看護ひょうご　VOL.107 9



教 育 認 定 部 だより

研修報告「ウィズコロナ社会に対応する新人看護師教育の再建」
初のWEB受講を導入した研修を開催！

看護

　令和3年1月7日・8日に標記を開催し、教育担当者や指導的立場にある方119名（WEB受講者
80名、協会での受講者39名）が受講されました。
　講演では、まず、教育機関の2名の講師がコロナ禍における看護基礎教育の現状と課題について、
お話しされました。
　臨地実習の経験が少ないことから、リアリティ不足やコミュニケーション不足がある一方で、
オンライン授業等一人で学習する時間は十分にあり、学習力や思考力は身についている。こ の
現状をふまえ、臨床現場と教育現場が協働して、コロナ禍で身につけた強みを伸ばしながら、リアル
に対応できる実践者を育てる必要があることを示唆されました。
　次に新人を迎える臨床現場の3名の講師から「コロナ禍における新人教育の実際」について、
昨年と今年度の新人を取り巻く環境の相違や新人教育の変更点など実際の取り組みをお話し
されました。
　同僚や先輩とのコミュニケーションが絶対的に少なく、日常会話から得られる知識や情報量も
少ないことや、表情が見えないマスク下でいかに表情を豊かにするか、研修をいかに行うかより、
先輩とどう交流させるかなど、コロナ禍の新人育成における課題を示唆されました。
　最後にグループ討議では、自施設の新人教育の悩みや課題、次年度の新人教育の方法について
ディスカッションをしました。受講者の3分の2は、WEBによる受講でしたが、グループ討議も
活発に行われ、発表を通してお互いの状況を共有し、次年度の新人教育を考えるヒントが得られる
場となりました。

新規研修企画のご紹介

　令和3年度教育研修の新規研修について、ご紹介します。
　教育企画検討委員会から意見をいただき、質の高い看護を提供するために、技術内容を含んだ実践レベ
ルの研修を新たに計画しています。国民病ともいわれてきている腎臓病、透析に関する研修を2研修、循環
器疾患の心不全患者の看護の研修、COVID－19の治療で注目の人工呼吸器装着中の患者の看護、重症
化を防ぎ急変を予測する臨床判断能力を磨く研修、最新のがん化学療法の看護を学ぶ研修、そして、毎年
多数の応募のあるフットケア研修を診療報酬加算に関係のないフットケア技術に焦点を当てた研修など
です。これらの研修は、基礎的な知識と具体的な看護について学べ、すぐに実践に活用できるような研修に
なっています。また、看護師として日々看護をしている皆様に、自分の行っていることの意味、看護師として
の実績を改めて確認し、今後の進む道を考えるために、キャリアヒストリー法についての研修を企画して
います。学んだ内容を日々の実践にご活用いただき、自身のキャリアアップのためにご参加ください。

令和3年度
特定行為研修を組み込んでいる認知症看護認定看護師教育課程（B課程）

　令和3年4月6日　受講者20名で開講しました。
　この教育課程では、認知症看護認定看護師に期待される能力を高めるために認知症看護のコアと
なる知識と技術を習得します。
　さらに、地域から急性期病院のあらゆる場において、高い臨床推論力と病態判断力に基づいて認知
症者を全人的に捉え、多職種と協働し、チーム医療のキーパーソンとして役割を果たせる認知症看護
認定看護師を目指します。

【特定行為区分】　◆栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連　◆精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

受講者の

コロナ禍での学生の現
状を知ることができま
した。新人は、私たち以
上に不安があるため、
しっかり支えていきた
いと思いました。

今回の研修で、学校側の現状、臨床の工夫されて
いることなど、両方の現状を知ることができました。
またグループ討議で、次年度以降の教育をどうして
いくか多くの気づきがあり、考えることができました。

コロナ禍の中での新人教育
のあり方について検討して
いる時期であり、学校や他
病院の現状を知ることがで
きました。グループ討議で、
他施設の方と具体的に問
題や課題について情報共
有や意見交換ができ、課題
が明確になり、
とても有意義
な場となりま
した。

兵庫県看護協会4階図書室で専任の司書がお待ちしています♪

新着図書

「医療事故」に関わったスタッフを支える

『赤ちゃんを守る医療者の専門誌withNEO』
『透析ケア』『ブレインナーシング』
『みんなの呼吸器Respica』

新規購読雑誌4誌のご紹介！ライブラリーニュース

分類記号 タイトル 著者名 出版社 発行年

N232 福田紀子 日本看護協会出版会 2020
臨床看護師のための授業リフレクションN238 目黒悟 メヂカルフレンド社 2019
大阪市立十三病院がつくった新型コロナ
ウイルス感染症もっと対応BOOKN557 西口幸雄

利
用
の
詳
細

最
新
情
報
は
こ
ち
ら

照林社 2020

文献の検索がしたい
医中誌Webや
最新看護索引Webが
使用できます。

図書を借りたい
看護だけでなく
息抜きの本も
あります。

自習したい
長机の他にキャレル

（区切られた机）も
あります。

声
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教 育 認 定 部 だより

研修報告「ウィズコロナ社会に対応する新人看護師教育の再建」
初のWEB受講を導入した研修を開催！

看護

　令和3年1月7日・8日に標記を開催し、教育担当者や指導的立場にある方119名（WEB受講者
80名、協会での受講者39名）が受講されました。
　講演では、まず、教育機関の2名の講師がコロナ禍における看護基礎教育の現状と課題について、
お話しされました。
　臨地実習の経験が少ないことから、リアリティ不足やコミュニケーション不足がある一方で、
オンライン授業等一人で学習する時間は十分にあり、学習力や思考力は身についている。こ の
現状をふまえ、臨床現場と教育現場が協働して、コロナ禍で身につけた強みを伸ばしながら、リアル
に対応できる実践者を育てる必要があることを示唆されました。
　次に新人を迎える臨床現場の3名の講師から「コロナ禍における新人教育の実際」について、
昨年と今年度の新人を取り巻く環境の相違や新人教育の変更点など実際の取り組みをお話し
されました。
　同僚や先輩とのコミュニケーションが絶対的に少なく、日常会話から得られる知識や情報量も
少ないことや、表情が見えないマスク下でいかに表情を豊かにするか、研修をいかに行うかより、
先輩とどう交流させるかなど、コロナ禍の新人育成における課題を示唆されました。
　最後にグループ討議では、自施設の新人教育の悩みや課題、次年度の新人教育の方法について
ディスカッションをしました。受講者の3分の2は、WEBによる受講でしたが、グループ討議も
活発に行われ、発表を通してお互いの状況を共有し、次年度の新人教育を考えるヒントが得られる
場となりました。

新規研修企画のご紹介

　令和3年度教育研修の新規研修について、ご紹介します。
　教育企画検討委員会から意見をいただき、質の高い看護を提供するために、技術内容を含んだ実践レベ
ルの研修を新たに計画しています。国民病ともいわれてきている腎臓病、透析に関する研修を2研修、循環
器疾患の心不全患者の看護の研修、COVID－19の治療で注目の人工呼吸器装着中の患者の看護、重症
化を防ぎ急変を予測する臨床判断能力を磨く研修、最新のがん化学療法の看護を学ぶ研修、そして、毎年
多数の応募のあるフットケア研修を診療報酬加算に関係のないフットケア技術に焦点を当てた研修など
です。これらの研修は、基礎的な知識と具体的な看護について学べ、すぐに実践に活用できるような研修に
なっています。また、看護師として日々看護をしている皆様に、自分の行っていることの意味、看護師として
の実績を改めて確認し、今後の進む道を考えるために、キャリアヒストリー法についての研修を企画して
います。学んだ内容を日々の実践にご活用いただき、自身のキャリアアップのためにご参加ください。

令和3年度
特定行為研修を組み込んでいる認知症看護認定看護師教育課程（B課程）

　令和3年4月6日　受講者20名で開講しました。
　この教育課程では、認知症看護認定看護師に期待される能力を高めるために認知症看護のコアと
なる知識と技術を習得します。
　さらに、地域から急性期病院のあらゆる場において、高い臨床推論力と病態判断力に基づいて認知
症者を全人的に捉え、多職種と協働し、チーム医療のキーパーソンとして役割を果たせる認知症看護
認定看護師を目指します。

【特定行為区分】　◆栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連　◆精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

受講者の

コロナ禍での学生の現
状を知ることができま
した。新人は、私たち以
上に不安があるため、
しっかり支えていきた
いと思いました。

今回の研修で、学校側の現状、臨床の工夫されて
いることなど、両方の現状を知ることができました。
またグループ討議で、次年度以降の教育をどうして
いくか多くの気づきがあり、考えることができました。

コロナ禍の中での新人教育
のあり方について検討して
いる時期であり、学校や他
病院の現状を知ることがで
きました。グループ討議で、
他施設の方と具体的に問
題や課題について情報共
有や意見交換ができ、課題
が明確になり、
とても有意義
な場となりま
した。

兵庫県看護協会4階図書室で専任の司書がお待ちしています♪

新着図書

「医療事故」に関わったスタッフを支える

『赤ちゃんを守る医療者の専門誌withNEO』
『透析ケア』『ブレインナーシング』
『みんなの呼吸器Respica』
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令和2年度 合同就職説明会  実施報告

第２回合同就職説明会の様子

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため研修会等の開催について変更の可能性があります。
詳細・変更はホームページに掲載予定です。お申し込み・お問い合わせは、兵庫県ナースセンターまで

令和3年度第1回北播磨地域看護職・看護学生のための合同就職説明会

届出制度のご案内

看護師等免許保持者の届出制度「とどけ
るん」のお届けを忘れていませんか？
看 護 師 等 免 許 保 持 者 の 届 出 はスマート
フォンやパソコンで簡単にできます。

（届出は努力義務）

　地域包括ケアシステムの構築により高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けるために、
訪問看護師の需要が高まる中、訪問看護師不足は深刻です。「訪問看護は経験がなく不安」と思ってい
る求職者の方も多い現状です。相談員も訪問看護の理解を深め、求職者の方々へ適切な説明ができる
ように「相談員が知っておきたい訪問看護の実際」について研修会を開催しました。多くの事例を通した
講義の中で「訪問看護師の役割と業務が理解できた」「訪問看護の喜びを知ることができた」等、訪問看
護の良さを理解できた有意義で、今後に活かすことができる内容でした。
　“訪問看護に興味があるが不安”と言う方、是非ナースセンターにご相談ください。

　開催日時：2月6日（土）　場所：兵庫県看護協会
　感染防止対策をしっかり行い、求人施設32ブース

（62事業所）、求職者37名（社会人26名、看護学生11
名）が参加しました。求職者は多数のブースを訪問し

「就業先の選択肢を拡げることができよかった」という
意見が多数ありました。

開催案内

相談室からの風 【相談員資質向上研修】

　5月12日「看護の日」を中心に県内各地で健康生活を応援する
イベントが開催されます。（参加費無料）1日まちの保健室のほか
にも看護を身近に感じていただける内容を企画しています。
　開催場所・日時・内容等は本会ホームページをご覧ください。

2021年　看護週間記念行事のご案内

就職説明会　参加費無料・申込み必要

研修会     研修費無料・申込み必要   詳細はホームページをご参照ください。

兵庫県ナースセンター
本所開催

一次救命処置（BLS）の研修
看護基礎技術研修Ⅰ（初回の方）
看護基礎技術研修Ⅱ（看護基礎技術研修Ⅰ修了の方）

一次救命処置（BLS）の研修
採血・静脈注射技術研修

採血・静脈注射技術研修

兵庫県ナースセンター
姫路支所開催

兵庫県ナースセンター
サテライト北播開催

ナースセンターナースセンターナースセンターナースセンターナースセンター だよりナースセンターナースセンターナースセンターナースセンターナースセンターナースセンター だよりだより
2021 Spring

ぜひ
ご覧ください。

特設サイト Twitter

079-663-0240

サテライト
但 馬

サテライト
但 馬

0795-42-0242

サテライト
北 播

サテライト
北 播

0797-63-5472

宝塚支所宝塚支所

079-281-5006

姫路支所姫路支所

078-341-0240

本  所本  所

兵庫県ナースセンター連絡先一覧

兵庫県ナースセンター公式Twitter・
ナースの応援団特設サイト更新しています！

小野市うるおい交流館エクラ ハートフルサロン会　場 5月29日（土）14：00～16：00日　時

現在、看護師等のお仕事に
就いていない方

令和2年度第２回合同就職説明会

令和2年度看護職合同就職説明会in西播

令和2年度阪神南圏域看護職合同就職説明会

　1月17日（日）に開催予定でしたが、中止となりました。

　開催日時：3月13日（土）　場所：西宮市職員会館1・3階
　2部入替制で感染防止対策を徹底し開催しました。求人施設24ブース、ハローワーク・ナース
センターのブースに求職者101名（潜在看護職員16名、看護学生81名、看護補助者希望4名）
の参加をいただきました。

ポスターリニューアルしました

QRコードから
ご登録できます▶

看護ひょうご　VOL.10712 看護ひょうご　VOL.107 13



令和2年度 合同就職説明会  実施報告

第２回合同就職説明会の様子

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため研修会等の開催について変更の可能性があります。
詳細・変更はホームページに掲載予定です。お申し込み・お問い合わせは、兵庫県ナースセンターまで

令和3年度第1回北播磨地域看護職・看護学生のための合同就職説明会

届出制度のご案内

看護師等免許保持者の届出制度「とどけ
るん」のお届けを忘れていませんか？
看 護 師 等 免 許 保 持 者 の 届 出 はスマート
フォンやパソコンで簡単にできます。

（届出は努力義務）

　地域包括ケアシステムの構築により高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けるために、
訪問看護師の需要が高まる中、訪問看護師不足は深刻です。「訪問看護は経験がなく不安」と思ってい
る求職者の方も多い現状です。相談員も訪問看護の理解を深め、求職者の方々へ適切な説明ができる
ように「相談員が知っておきたい訪問看護の実際」について研修会を開催しました。多くの事例を通した
講義の中で「訪問看護師の役割と業務が理解できた」「訪問看護の喜びを知ることができた」等、訪問看
護の良さを理解できた有意義で、今後に活かすことができる内容でした。
　“訪問看護に興味があるが不安”と言う方、是非ナースセンターにご相談ください。

　開催日時：2月6日（土）　場所：兵庫県看護協会
　感染防止対策をしっかり行い、求人施設32ブース

（62事業所）、求職者37名（社会人26名、看護学生11
名）が参加しました。求職者は多数のブースを訪問し

「就業先の選択肢を拡げることができよかった」という
意見が多数ありました。

開催案内

相談室からの風 【相談員資質向上研修】

　5月12日「看護の日」を中心に県内各地で健康生活を応援する
イベントが開催されます。（参加費無料）1日まちの保健室のほか
にも看護を身近に感じていただける内容を企画しています。
　開催場所・日時・内容等は本会ホームページをご覧ください。

2021年　看護週間記念行事のご案内

就職説明会　参加費無料・申込み必要

研修会     研修費無料・申込み必要   詳細はホームページをご参照ください。

兵庫県ナースセンター
本所開催

一次救命処置（BLS）の研修
看護基礎技術研修Ⅰ（初回の方）
看護基礎技術研修Ⅱ（看護基礎技術研修Ⅰ修了の方）

一次救命処置（BLS）の研修
採血・静脈注射技術研修

採血・静脈注射技術研修

兵庫県ナースセンター
姫路支所開催

兵庫県ナースセンター
サテライト北播開催

ナースセンターナースセンター だより
2021 Spring

ぜひ
ご覧ください。

特設サイト Twitter

079-663-0240

サテライト
但 馬

サテライト
但 馬

0795-42-0242

サテライト
北 播

サテライト
北 播

0797-63-5472

宝塚支所宝塚支所

079-281-5006

姫路支所姫路支所

078-341-0240

本  所本  所

兵庫県ナースセンター連絡先一覧

兵庫県ナースセンター公式Twitter・
ナースの応援団特設サイト更新しています！

小野市うるおい交流館エクラ ハートフルサロン会　場 5月29日（土）14：00～16：00日　時

現在、看護師等のお仕事に
就いていない方

令和2年度第２回合同就職説明会

令和2年度看護職合同就職説明会in西播

令和2年度阪神南圏域看護職合同就職説明会

　1月17日（日）に開催予定でしたが、中止となりました。

　開催日時：3月13日（土）　場所：西宮市職員会館1・3階
　2部入替制で感染防止対策を徹底し開催しました。求人施設24ブース、ハローワーク・ナース
センターのブースに求職者101名（潜在看護職員16名、看護学生81名、看護補助者希望4名）
の参加をいただきました。

ポスターリニューアルしました

QRコードから
ご登録できます▶

看護ひょうご　VOL.10712 看護ひょうご　VOL.107 13



兵庫県看護協会の動き （令和3年4月16日～7月15日）

理事会の報告

5月15日（土）
5月22日(土) 

6月5日(土)  
6月17日(木)

7月3日（土）

7月15日（木）

看護の日記念事業 
午前：理事会
午後：日本看護協会代議員研修会
午後：本会代議員・予備代議員会
令和3年度 兵庫県看護協会定時総会・各職能集会
理事会
午前：理事会
午後：理事・支部・委員会合同会議
看護大会

1） 令和3年度支部活動計画について
2） 令和3年度委員会活動計画について
3） 2022年（令和4年）度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出（案）について
4） 令和3年度定時総会議長団候補者の選出について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

第8回理事会　令和3年1月23日（土） 10：00～12：30　出席理事20名より、定足数を満たしていることを確認。 出席監事 3名

出席監事 3名

出席監事 3名

協
議
事
項

1） 令和3年度事業計画（案）について
2） 令和3年度予算（案）について
3） 令和2年度補正予算（案）について 
4） 2022（令和4）年度日本看護協会代議員・予備代議員の理事会推薦（案）について
5） 兵庫県看護協会「まちの保健室」ボランティア表彰候補者の推薦（案）について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

第9回理事会　令和3年3月4日（木） 10：00～11：50　出席理事19名より、定足数を満たしていることを確認。

協
議
事
項

1） 令和2年度重点方策及び重点事業報告
2） 令和2年度支部活動報告
3） 令和2年度委員会活動報告
4） 令和3年度支部代表補佐の選任（案）について
5） 令和3年度定時総会における書面による議決権行使について
6） 令和3年度定時総会における役員等の選出にかかる選挙管理委員会規則の特例の制定について
7） 兵庫県看護協会名誉会員候補者の推薦（案）について
8） 兵庫県看護協会会長表彰候補者の推薦（案）について
9） 兵庫県看護協会会長感謝候補者の推薦（案）について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

第10回理事会　令和3年3月20日（土） 10：00～11：50　出席理事19名より、定足数を満たしていることを確認。

協
議
事
項

6月9日(水)～10日（木）
〈千葉県（幕張メッセ）〉

令和3年度
日本看護協会通常総会・全国職能別交流会

6月17日(木)
〈兵庫県看護協会ハーモニーホール〉

令和3年度
兵庫県看護協会定時総会・職能集会

募募
写写真真

訪問看護総合支援センター  4月スタート！！　協会の訪問看護支援事業がさらに充実！

　訪問看護総合支援センターは、県民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるために、県内
の訪問看護事業所が、地域のニーズに応じた良質な訪問看護サービスを継続して提供できるようにすることを目
的としています。具体的には、『訪問看護師の人材確保と育成、経営の安定化』を支援します。また運営においては、
訪問看護ステーション連絡協議会やナースセンターと協働し、さまざまな外部リソースも活用していきます。

あなたのとっておきの写真で
看護ひょうごの表紙を

飾りませんか？

あなたのとっておきの写真で
看護ひょうごの表紙を

飾りませんか？
本会では「看護ひょうご」の表紙を飾る写真を募集します。

採用者には［図書カード］1,000円　進呈！

所属施設名、お名前、作品名を明記の上
ご応募ください。（データ添付）

本会にて厳選な審査の上決定します。

● 兵庫県看護協会会員。
● 兵庫県に関する内容で、風景、季節感のあるもの。
   （四季を問いません）
● 未発表で、かつ、応募者が一切の著作権を有している
   オリジナル作品に限ります。
● お一人につき1点。
   組写真、加工・編集された画像のものは不可とします。
● 写真はデジタルのみ（JPEG推奨）。
● サイズ 1MB以上。
● カラー、モノクロいずれも応募可能です。
● 応募作品は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
● 紙面に作品名と応募者の所属施設名、氏名を掲載します。登録は本会ホームページより

簡単に行えます

保健師資格を

お持ちの

全ての方が

対象です！

https://www.hna.or.jp
または QRコード より入力
してください。

集集
※イメージ

清水　静代神戸長者町白寿苑「 喜 び 」
　日赤で一緒に働いていた医師の紹介で、定年後新たに介護施設で働き
始め9年近くになります。施設では看護師として今まで培った医療知識や
経験を基に、利用者さまの声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら接する
ことを心掛けています。自然豊かな施設の裏庭では趣味である花を育て、
利 用 者さまと一緒に季節の移り変わりを楽しみながら仕事をしています。
私が9年という長い間、そして70歳を超えた今でも、現役看護師として
働けるのは趣味の山登りでの体力作りや園芸で、プライベートで楽しみを持ちながら働いていることと、
職場の理解と人間関係があってのことだと感じています。職場からは「その年齢だからこそできる看護
がある」とも言ってもらい、無理なく勤めができる喜びと生きがいを感じる前期高齢者です。

兵 庫 県
保 健 師 バ ン ク

に登録してください
応募資格・方法 応募期間 ： 令和3年5月1日～8月31日

申し込み先メールアドレス ： koho@hna.or.jp

広告

プラチナナースの活躍 Vol.1

広告

看護ひょうご　VOL.10714 看護ひょうご　VOL.107 15



兵庫県看護協会の動き （令和3年4月16日～7月15日）

理事会の報告

5月15日（土）
5月22日(土) 

6月5日(土)  
6月17日(木)

7月3日（土）

7月15日（木）

看護の日記念事業 
午前：理事会
午後：日本看護協会代議員研修会
午後：本会代議員・予備代議員会
令和3年度 兵庫県看護協会定時総会・各職能集会
理事会
午前：理事会
午後：理事・支部・委員会合同会議
看護大会

1） 令和3年度支部活動計画について
2） 令和3年度委員会活動計画について
3） 2022年（令和4年）度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出（案）について
4） 令和3年度定時総会議長団候補者の選出について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

第8回理事会　令和3年1月23日（土） 10：00～12：30　出席理事20名より、定足数を満たしていることを確認。 出席監事 3名

出席監事 3名

出席監事 3名

協
議
事
項

1） 令和3年度事業計画（案）について
2） 令和3年度予算（案）について
3） 令和2年度補正予算（案）について 
4） 2022（令和4）年度日本看護協会代議員・予備代議員の理事会推薦（案）について
5） 兵庫県看護協会「まちの保健室」ボランティア表彰候補者の推薦（案）について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

第9回理事会　令和3年3月4日（木） 10：00～11：50　出席理事19名より、定足数を満たしていることを確認。

協
議
事
項

1） 令和2年度重点方策及び重点事業報告
2） 令和2年度支部活動報告
3） 令和2年度委員会活動報告
4） 令和3年度支部代表補佐の選任（案）について
5） 令和3年度定時総会における書面による議決権行使について
6） 令和3年度定時総会における役員等の選出にかかる選挙管理委員会規則の特例の制定について
7） 兵庫県看護協会名誉会員候補者の推薦（案）について
8） 兵庫県看護協会会長表彰候補者の推薦（案）について
9） 兵庫県看護協会会長感謝候補者の推薦（案）について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  承認

第10回理事会　令和3年3月20日（土） 10：00～11：50　出席理事19名より、定足数を満たしていることを確認。
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6月9日(水)～10日（木）
〈千葉県（幕張メッセ）〉

令和3年度
日本看護協会通常総会・全国職能別交流会

6月17日(木)
〈兵庫県看護協会ハーモニーホール〉

令和3年度
兵庫県看護協会定時総会・職能集会

募募
写写真真

訪問看護総合支援センター  4月スタート！！　協会の訪問看護支援事業がさらに充実！

　訪問看護総合支援センターは、県民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるために、県内
の訪問看護事業所が、地域のニーズに応じた良質な訪問看護サービスを継続して提供できるようにすることを目
的としています。具体的には、『訪問看護師の人材確保と育成、経営の安定化』を支援します。また運営においては、
訪問看護ステーション連絡協議会やナースセンターと協働し、さまざまな外部リソースも活用していきます。

あなたのとっておきの写真で
看護ひょうごの表紙を

飾りませんか？

あなたのとっておきの写真で
看護ひょうごの表紙を

飾りませんか？
本会では「看護ひょうご」の表紙を飾る写真を募集します。

採用者には［図書カード］1,000円　進呈！

所属施設名、お名前、作品名を明記の上
ご応募ください。（データ添付）

本会にて厳選な審査の上決定します。

● 兵庫県看護協会会員。
● 兵庫県に関する内容で、風景、季節感のあるもの。
   （四季を問いません）
● 未発表で、かつ、応募者が一切の著作権を有している
   オリジナル作品に限ります。
● お一人につき1点。
   組写真、加工・編集された画像のものは不可とします。
● 写真はデジタルのみ（JPEG推奨）。
● サイズ 1MB以上。
● カラー、モノクロいずれも応募可能です。
● 応募作品は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
● 紙面に作品名と応募者の所属施設名、氏名を掲載します。登録は本会ホームページより

簡単に行えます

保健師資格を

お持ちの

全ての方が

対象です！

https://www.hna.or.jp
または QRコード より入力
してください。

あなたのとっておきの写真で

本会では「看護ひょうご」の表紙を飾る写真を募集します。本会では「看護ひょうご」の表紙を飾る写真を募集します。本会では「看護ひょうご」の表紙を飾る写真を募集します。本会では「看護ひょうご」の表紙を飾る写真を募集します。
集集

※イメージ

清水　静代神戸長者町白寿苑「 喜 び 」
　日赤で一緒に働いていた医師の紹介で、定年後新たに介護施設で働き
始め9年近くになります。施設では看護師として今まで培った医療知識や
経験を基に、利用者さまの声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら接する
ことを心掛けています。自然豊かな施設の裏庭では趣味である花を育て、
利 用 者さまと一緒に季節の移り変わりを楽しみながら仕事をしています。
私が9年という長い間、そして70歳を超えた今でも、現役看護師として
働けるのは趣味の山登りでの体力作りや園芸で、プライベートで楽しみを持ちながら働いていることと、
職場の理解と人間関係があってのことだと感じています。職場からは「その年齢だからこそできる看護
がある」とも言ってもらい、無理なく勤めができる喜びと生きがいを感じる前期高齢者です。

兵 庫 県
保 健 師 バ ン ク

に登録してください
応募資格・方法 応募期間 ： 令和3年5月1日～8月31日

申し込み先メールアドレス ： koho@hna.or.jp
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プラチナナースの活躍 Vol.1
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本会定時総会・職能集会について

本会定時総会議案

新型コロナウイルス感染症関連記事

教育認定部だより

ナースセンターだより
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第85回

北播磨総合医療センター 池田  佳代
　日本最古の温泉として有名な有馬温泉に、私がお勧めする
ランチがあります。「花小宿」というお宿併設の「旬重」です。車
の人は離れた駐車場へ誘導されます。そこでレトロな車がお出
迎え、宿まで送迎です。数分の乗車ですが気分が高まります。
料理はとてもシンプルですが目の前で板前さんの包丁さばきや
丁寧に料理を作る姿を見るのが好きで何度となく訪れていま
す。ごはんは羽釜で、焼物は炭火で、野菜は蒸篭で調理されま
す。あえてカウンターに座り、おくどさんで炊くごはんができるのを
ゆっくり眺めながら料理が出てくるのを待つ時間がたまらなく良
いです。私のお勧めは鰻の蒲焼です。じっくり炭火で焼き上げら
れた鰻はいちど食べたらやみつきになります。1日も早くコロナが
収束し、普通の生活が戻りますように。その折にはぜひ訪れて
みてください。よく頑張った自分へのご褒美にいかがでしょうか。

　私が通勤ウォーキングをはじめて1年3か月がたちました。片
道45分歩くために、毎朝5時半に起床し、6時半に出発すると
決めています。武庫川沿いを歩きながら四季を経験し、その季
節に応じた装備や靴・靴下にも凝るようになりました。歩き始め
た当初は音楽を聴きながら歩いていたので、その時のヒット
チャートにもずいぶん詳しくなりました。その次に教育系You 
Tubeで歴史や現代社会、文学など学生時代に学んでこなかっ

たことがこの年になるととても面白く感じるようになりました。
　気になるウォーキングの効果は・・・体重は全く変わりません。
ダイエット効果を期待して始めたのですが、頭の中がすっきりす
る、前向きな気持ちにな
れる、規則正しい生活
になるといった別の効
果のほうが大きいです。
これからもグッズにこだ
わりながら楽しく続けて
いきたいと思います。

加古川中央市民病院 和田  尚子
　ヨーロッパの街並みが大好きで、看護師になってからはクロ
アチア、ウィーン、バルト三国など2年に1度の海外旅行を楽し
んでいました。コロナ禍でそれが難しくなった今、次に楽しんでい
るものはミュージカルのDVD鑑賞です。もともと、劇団四季など
の舞台を観に行くのが好きでしたが、感染リスクを考えて、現在
は色んなミュージカルのDVDを集めて気軽におうちで楽しんで
います。宝塚歌劇が特にお気に入りで、タカラジェンヌさんの魅
力はもちろん、衣装や舞台美術も華やかで、家に居ながら簡単
にパリやロシアの街並みを旅している気分になれます。フランス
革命やロシア革命などの歴
史を扱った題材も多く、時
空まで超えてその時代に旅
しているようです。このWith
コロナ時代に、皆さんもぜ
ひ宝塚歌劇の魅力を体験
してみませんか？

関西ろうさい病院 田尻  朝子

癒される時間

何気ない毎日が特別な日常へ

Withコロナ時代と宝塚歌劇

和ペンリレーペンリレーつながる
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