
▼おおいそ訪問看護ＳＴの
　スタッフ一同

あかしあ訪問看護ＳＴ（茅ヶ崎）朝のカンファレンス
▲かがやき訪問看護ST（藤沢）のスタッフ一同

おおいそ訪問看護 ST（大磯）訪問看護に出発！

▲訪問看護記録を書きながら、スタッフ同士の
情報交換（かがやき訪問看護 ST）

洋光台訪問看護 ST（磯子区）訪問看護の実際

利用者さん宅で
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公益社団法人神奈川県看護協会　訪問看護ステーション 

かがやき・あかしあ・おおいそ・洋光台
【 今月の表紙 】

➡施設の紹介は24ページに掲載しています



　認知症は一つの疾患ではなく、70以上の基礎疾患を原因として引き起こされるといわれています。１） 
そして、その基礎疾患によって、経過は異なります。50％以上をアルツハイマー型認知症が占め、つ
いでレビー小体型認知症が15～ 20％を占めるといわれています。２）

　「ＫＡＮＡＧＡＷＡ看護だより」165号では、最近注目されてきた「レビー小体型認知症」の原因と病
態について説明しましたが、今回は、この病気の患者さんのケアの仕方についてお伝えいたします。

特定医療法人社団 鵬友会
横浜ほうゆう病院 老人看護専門看護師

村 山  由 子

健 康 ひ ろ ば

認知症高齢者の看護ケアの
原則 3）

原則１「その人らしさ」を尊重する。
原則２「できること」に働きかける。
原則３  身体疾患や不調を見のがさない。

　とても大切な考え方なのですが、意外とできていない

ということがありませんか？「認知症の人だから、話を

するのは家族に」「言っても返事がないし」などと考えて

患者さんへの説明がないがしろにされていませんか？言

葉にできないことや反応として返ってこないことで省略

しないで、ご本人の分かる範囲でよいので説明してほし

いのです。車椅子の後ろからいきなり声をかけてしまう、

嫌がるからとお風呂に無理やり連れて行ってしまうこと

など、自分だったらどう思うのかを考えていただけたら

と思います。

レビー小体型認知症の方の
ケアについて 4）、 5）

　レビー小体型認知症のことについてだいぶ知られるよ

うになってきています。一般にＢＰＳＤ（行動・心理症状）

の症状といわれる幻視や妄想、抑うつ症状が中核症状と

なるのです。周囲の者は突然、幻視を訴えられたりしま

すので、びっくりしてしまいますが、この認知症の特徴

なのです。そのため、うつ病や統合失調症に誤診される

ことも多くあります。

　ここでは代表的ないくつかの症状と対応について書い

てみたいと思います。

記憶障害は目立たない
　レビー小体型認知症の方は意外としっかりしている事

が多いです。　

　対人関係には注意が必要であり、きちんと説明し、了

解を得ることが大事になります。一日の中で、調子のよ

いときと悪いときがありますので、調子のよいときに話

をすると理解されることが多いようです。

　自分自身の意思の確認ができる人もいます。例えば、“胃

ろうの造設に対する気持ち”も表現できるというような

ことです。そのため、あなたは分からないではなく、一

個人としてきちんと対応していくことが必要と考えます。

幻視・視覚の異常
　『ありありとした幻視』が見えるといわれます。実際、

窓の外には誰もいないのに警察が来ているとか、カーテ

ンレールが落ちてきそうだからベッドの上にいすを置い

て押さえたなどさまざまなエピソードがあります。

　いろいろなものや人がリアルに見えることがあります。

またゆがんで見えることもあるようです。そのため、廊

下に光が当たっている部分を見て、水があるように見え

たり、コップの水が、光の屈折で魚が泳いで見えたりも

するようです。

　このような時は、基本は否定も肯定もせずということ

が教科書的な答えですが、相手との信頼関係ができてい

るときは、「私には見えないのですが、○○さんには見え

ているのですね」と答えるときもあります。また、おま

じないも時には利きますし、夜であったら電気をつけて

明るくするということも有効となります。コップの中に

魚が見えたときには、視覚を遮断して、蓋付きのコップ

を使用し、ストローで飲んでいただくことで解決できま

した。

レム睡眠行動障害
　寝入りばなに大きな声で叫ぶ、寝言を言う、手足をば

たつかせるということが症状として現れます。自傷等の

危険性が高く長引くようであれば、明るくしてしっかり

目を覚ましてもらうことが対応としては必要となります。

パーキンソン様歩行
　足の運びがぎこちなくなります。また、一日のうちで

動き方に変動があります。そのため、環境を整えていき

転倒を防ぐことが大事になります。履物も脱げにくいも

のにすることや、カーペットやマットなど敷物は使用し

ない。床からの立ち上がりよりは、いすやベッドからの

立ち上がりのほうが簡単になってきます。

レビー小体型認知 症患者のケアの仕方
～病態によって違う 症状とかかわり方～

１）平原佐斗司編著：認知症ステージアプローチ入門、
ｐ9、中央法規

２）小阪憲司：認知症の防ぎ方と介護のコツ、ｐ47、角川
マーケティング

３）北川公子他：系統看護学講座老年看護学、ｐ317、
医学書院

４）前掲書２）
５）イーローゴネット：http://www.e-65.net/

「ＫＡＮＡＧＡＷＡ看護だより」は、神奈川県看護協会ホームページからもご覧いただけます。
アドレス： http://www.kana-kango.or.jp/magazine/

薬剤過敏性
　お薬に対して非常に過敏な方がいます。通常の服用量

でもお薬が効きすぎたり、症状が悪化することがありま

す。抗精神病薬で症状が悪化することや副作用が出るこ

とがあるため、お薬を変更したときなどは特に注意が必

要になります。

自律神経障害
　突然血圧が上がったり、下がったりすることがありま

す。そのために、立ち上がり時に立ちくらみを起こして

転倒につながります。血圧の状態にあわせた対応が必要

となります。また下痢や便秘にもなりますし食欲不振や

手足の冷えなど、身体的な症状にも気を使っていくこと

が必要となってきます。
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I N T E R V I E W 　イン タビュー に 答 えて

今月の表紙で公益社団法人神奈川県看護協会が運営する4か所の訪問看護ステーションを紹介いたしました。
ここでは、それぞれのステーションで活躍するスタッフの方々にインタビューに答えていただきました。

訪問看護は楽しい！
❶ 看護協会に就職する前は？
❷ 訪問看護師を目指したきっかけは？
❸ 訪問看護師として働いてみて嬉しかったこと、魅力、楽しさなどについて教えて下さい。
❹ これから訪問看護師を目指す方に一言PR

❶ 公立病院に勤務していました。
❷ 以前から興味がありましたが、知り合いの訪問看護師の方に勧めていただいた
のがきっかけです。

❸ 訪問先で工夫しながらケアを行っていくので看護技術を磨くことができたと思
います。利用者さんが生き生きとされていて、自宅で過ごす大切さを再認識し
ました。このような経験は訪問看護ならではと実感しています。

❹ 利用者さん一人だけに、ゆったりとした時間の中で、その人らしさを大切にし
ていく訪問看護は、看護の魅力がたくさんつまっています。

かがやき訪問看護ステーション（藤沢市）　臼
うす

井
い

 晃
あき

子
こ

さん

❶ 大学病院のＩＣＵ病棟に勤務していました。
❷ 働く曜日や時間、日数等を考慮してもらえるため。
❸ 自分の働けるペースで勤務ができるので、仕事と家事・育児などを両立出来るこ
とが嬉しいです。ステーションはアットホームで働きやすい環境です。短時間
の中で利用者さんについて皆で意見を交わしケアを考えることも素晴らしく思
います。

❹ 病院では見られなかった患者様の在宅での生活が分かり､ 看護の視野が広がる
と思います｡

郷
ごう

津
づ

 亜
あ

起
き

さん　洋光台訪問看護ステーション（横浜市磯子区洋光台）

❶ 内科クリニックに勤務していました。
❷ 自宅での医療行為に興味があったためです。
❸ 利用者さんの症状が軽快して元気になった時や、｢安心します」と言ってくださ
る時が一番嬉しいです。入浴介助はとても体力を使いますが、利用者さんに「サッ
パリした」と言っていただけると疲れが吹き飛びます。色々な方に出会います。
一人ひとりのドラマがあって、その方の話を聞くのが楽しいです。

❹ 人生の喜怒哀楽に触れ、看護の奥深さが味わえますよ。

おおいそ訪問看護ステーション（大磯町）　丹
に

羽
わ

 いずみさん

❶ 病院の幼児外科病棟に勤務していました。
❷ 同窓会で会った同級生の看護師が訪問看護をしており興味を持ちました。
❸ 利用者さんと長くお付き合いでき、経過がゆっくりみられること。利用者さん
やご家族とゆっくりコミュニケーションがとれる時間があることが嬉しいです。

❹ さまざまな疾患の利用者さんがいて看護の幅が広がると期待しています。ブラ
ンクが７年程ありましたが楽しく働けています。ぜひ飛び込んでみてください。

遠
えん

藤
どう

 量
りょう

子
こ

さん　あかしあ訪問看護ステーション（茅ヶ崎市）

質問
内容

目からウロコの
お役立ち情報

今回のテーマは…

東洋医学（鍼灸編）

このコーナーでは、皆さんの生活に役立つ、とっ
ておきの情報を提供します。今回は、「東洋医学（鍼
灸編）」について、東海大学医学部付属大磯病院　
薬剤師・鍼灸師高士将典先生にお聞きしました。

吐き気や痛みの
緩和に効果

鍼灸の歴史
　鍼灸というと「痛い・怖い」などのイメージがあります。

これは藤枝梅安（池波正太郎の娯楽小説）の影響です。

　鍼灸は、1500年以上前に中国から伝来した医学です。

そのため大宝律令（701年）に鍼医師の教育は7年間と

記載されています。その後、鍼灸は我々ご先祖様の健康

に関与してきました。江戸時代に入り、徳川綱吉の命で

鍼灸講習所（国立の鍼灸学校）が造られました。明治維

新後は医療から外れ、細々と行われていました。そして

1992年に鍼灸師は国家資格となりました。

どんな疾患に効果があるの？
　近年では、WHOやNIH（米国国立衛生研究所）など

が適応疾患リストや有用な疾患の声明がされました。

　そのNIH 声明では、「Clear Evidence（明確な証拠）」

として評価されたものは、成人の手術後と化学療法時の

吐き気と嘔吐、および妊娠中の悪阻（つわり）があります。

　「Evidence of Effi  cacy（効果的な）」として評価され

たものには、歯科手術後の歯痛があります。

　「Reasonable Studies（適度な）」として評価された

ものには、月経痛、テニス肘、結合組織炎（線維性筋炎）、

のような種々の疼痛等があります。

よく質問されること
１. 鍼はなぜ効くの？
　鍼治療は疼痛の緩和によく効くといわれています。

　そのメカニズムとしては、鍼刺激により脳内モルヒネ

のような痛みを緩和する物質が産生され、痛みを伝える

神経に働いて感じにくくすると言われています。

２. 鍼治療の副作用について
　鍼治療の副作用には、治療後の疲労感や倦怠感、内出

血などがあります。疲労感や倦怠感は、体が刺激に対し

て過敏な場合や刺激量が多すぎる時に起こります。これ

は一時的なもので、休んでいれば取れます。

　また血が止まりにくい方や年齢的に血管がもろくなっ

ている方では、まれに小さな内出血を起こす場合があり

ます。実際の治療では、目で見える血管を避けて刺鍼し

細心の注意を払いますが、避けられない場合もあります。 

そのような場合は1週間くらいで自然に吸収されますと

説明をします。

３. 鍼治療は痛いですか？
　チクッとした感覚はあります。治療用の鍼はとても細

く、針先が痛みを起こしにくい形になっています。注射

の時のような痛みはありません。しかし、感じる痛みに

は個人差がありますので、痛い時には遠慮なく鍼灸師に

伝えてください。

鍼治療

鍼治療に使われる鍼
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「動物介在療法」（AAT）とは
　「AAT」（Animal Assisted  Therapy） は「AAA」

（Animal Assisted  Activity）が癒しなどの情緒面の安

定を求めるのに対し、セラピー=癒しではなくあくまで

治療上にある補助療法です。医師の指示で、触れ合いや

交流を治療に取り入れることによって情緒的安定を図り、

QOLを高めていきます。

　闘病意欲の低下から自分で動けなかった患者さんや、不

安や治療拒否のある患者さんなど、情緒的安定を求めるも

のが多くありました。どの場合でも治療であるため、看護

計画に沿って「AAT」を行い、記録に残し“ミカ”との

かかわりを通しての変化を評価することを続けています。

　「看護師がハンドラーを担うメリットは、病棟看護師と

連携が取りやすいことです。動物介在療法を行う上で環境

調整はとても重要で、コミュニケーション力や医療チーム

の調整役として看護の役割が期待されています。ミカと一

緒に医療チームの一員として動物介在看護を実践していき

たいと思います」と佐野さんは話されていました。

　　　　　　　　　　　　　　　

勤務犬ミカのプロフィール
　スウェーデン育ちのスタンダード・プードル（オス）で「社

会福祉法人日本介助犬協会」から貸与されています。もと

もとは、日本介助犬協会のPR犬として活躍していました。

普段はハンドラーである佐野さんの家で暮らし、週2回勤

務犬をしています。ミカのお世話はご家族も協力してくだ

さるそうです。

　聖マリアンナ医科大学病院では、2015年4月から本格的に「勤務犬」を導入、
触れ合いを目的とした動物介在活動（AAA）と、治療上の補助療法である動物
介在療法（AAT）の2つを実施しています。
　広報出版委員会では、実際に勤務犬の勤務の様子を見せていただくと同時に、
この活動でハンドラー※1をされている看護師長の佐野さんとスタッフの方々に
お会いし、熱い思いを聞くことができましたのでお届けいたします。

導入までの準備と勤務犬の誕生
　はじめは、院内に犬を迎えることが本当にできるのか不安が

あったそうですが、もともとトップダウンではなくボトムアッ

プで、職員の提言を検討していただける病院の風土が後押しし

てくれたそうです。

　賛同する小児科・小児外科の医師らと共に、計画的に活動を

始め、日本盲導犬協会、日本介助犬協会の協力を得て、訪問活

動をスタートしました。実際に毎月1回、2年間で53病棟を回

ることで、病院に犬がいることが当たり前になるように働きか

け、職員・家族合わせて2,024名の賛同を集めたとのことでした。

　佐野さんはハンドラーとなるため、介助犬総合訓練センター

で研修を行い、院内でのプレテストを含め約4か月の研修を受

けたそうです。そして、ミカの活動が受け入れられ、いよいよ

勤務犬の誕生となりました。

ミカと子どもたちのふれあい
　小児病棟の動物介在活動（AAA）におじゃましました。ミ

カがプレイルームにいると子どもたちが集まってきました。初

めは遠巻きに眺め、少しずつ距離を縮め、ミカに触れると笑顔

が見られました。レクリエーションとして触れ合いを楽しむ時

間だとあらためて感じることができました。別れを惜しみ、「ま

た来週」と手を振っている姿が印象的でした。

ミカと患者さんの印象的なかかわり
　病棟でのミカと患者さんとの関わりで印象的な場面につい

て、スタッフの方々にお聞きしました。

新口さん：犬好きの人にとって、愛犬に会えないストレスは大

きいようです。人は面会できますが犬は来ることができないの

で、何がしたいかを聞くと犬に会いたいと一番に言います。そ

んな時、ミカに触れることで前向きになっていると感じること

もあります。すべての人に効果があるかといったらわかりませ

ん。しかし、実際に関節の可動域が広がったケースもあり導入

は良かったと感じています。

壱岐さん：私が受け持った患者さんは、首から下がほとん

ど動きませんでした。ミカに会って笑顔が見られるように

なり、ミカと車いすで散歩に行くことを目標にしました。

そして、ミカと車いすで散歩に行ったときは「生きていて

よかった」と言いました。その後に、ミカと遊ぶためにボー

ルを投げる練習をし、ミカのリードを握って散歩するまで

に回復した患者さんを見て、犬の力ってすごいなと思いま

した。

インタビューを終えて
　人では果たせないこと。ミカだからできる、自然に人の

心に入り込み、悲しみやつらさを癒し、元気をくれます。

取材中、廊下ですれ違うスタッフも「ミカ！」と声をかけ、

「ありがとう」という医師もいました。病院全体で理解され、

またとても愛されていると感じました。

　どの病院でもできる事ではないかもしれませんが、佐野

さんがおっしゃるように、少しでもこの活動が広がってい

けばと思いました。

（広報出版委員会　神保京美　井出弥生）

動物介在療法を始めようと
思ったきっかけ
　佐野さんは、小児病棟で働いていた時に出会った中学生の女

の子がきっかけであると話されていました。女の子はパピー

ウォーカー※2を引き受けて間もなく入院となってしまい、「犬

に会いたい」とよく話していました。

　テレビでファシリティドッグ（施設犬）の事を知った女の子

が小児医療施設に手紙を出したところ、特別に出張で会いに来

てくれたのです。犬に会えた女の子は泣いて喜びました。その

姿に、周囲の方たちに笑顔が戻りました。

　その時、犬の力のすごさをあらためて感じ、やはり病院には

動物とのかかわりが必要だと考えたことがきっかけと

なったそうです。

勤務犬ミカの活躍
動物介在療法ってご存知ですか？

聖マリアンナ医科大学附属研究所
ブレスト&イメージング
先端医療センター附属クリニック

看護師長　佐野政子さんとミカ

勤務犬ミカです。
よろしく！

「動物介在療法」（AAT）

勤

▶
小児病棟のプレイルー
ムで行われる動物介
在活動（AAA）に子
どもたちがやってくる
のを待っているミカ

※1 ハンドラー：犬が任務を遂行するよう訓練する人
※2 パピーウォーカー：盲導犬の候補を育てるボランティア

▲病棟の看護師（左から新口さん、壱岐さん、
　神山さん）とも仲良しです
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　平成28年5月5日（木
）、発災21日目、熊本県

上益城郡嘉島町 町民体
育館に

入りました。そこでは生後
8ヵ月の乳児から90歳以上

の高齢者約420名が、1人
につ

き畳1畳余りのスペースに身
を寄せ合いながら生活して

いました。また自らも被災し
たに

もかかわらず、避難者生活
を支える為に昼夜を問わず

活動する職員が頑張って
い

ました。

　ライフラインの復旧や支援
物資で、最低限の生活を

営む環境は確保されていま
したが、

夜間の咳の訴えや清潔意
識の低下が招く肺炎の怖

れ、活動量が低下した避
難生活で支援物資の

高カロリーな食事摂取が招
く糖尿病、高血圧症等の

悪化、プライバシーに配慮
される反面、段ボールで仕

切られた空

間で孤立しかねない高齢
者、昼夜を問わずゲームに

没頭する子供たち等、健
康状態悪化に対する懸念

は日を追う

毎に増加していました。常
備されていた市販薬や血圧

計体温計等では、避難者
ニードの充足は図りにくい現

状でした。

このような状況下で自分達
に何が出来るのかを考え、

意図的に声をかけ体調変
化を察知し、医療受診に

繋げたり、

震災の話に耳を傾けること
で精神的安寧を図ったりと

、寄り添う看護活動が主と
なっていきました。

　4日間の活動を終え、
避難者の生活の礎にな

れたのか不安を募らせなが
ら、後ろ髪を引かれる思

いで熊本を離れました。後
日被災者より「居てくれ

るだけで安心でした」と、
声をかけられた後発ナー

スの話を聞き、無事支援の
たすきが繋げられたのだ

と安堵の気持ちで胸がいっ
ぱいになりました。

　熊本の皆さんが1日も早
く元の生活に戻られるよう、

お祈りいたします。

平成28年熊本地震 支援活動を終えて

災害支援ナース 小田原市
立病院　長瀬 聖悟

神奈川県看護協会平成28年熊本地震災害支援ナース活動実績活動期間／平成28年　　　　　5月5日～ 6月1日
派遣者数／ 28名活動場所／西原村立山西小学校
　　　　　嘉島町町民体育館
　　　　　益城町公民館　飯野分館
　　　　　特養シルバーピアさくら樹

意図

、寄り添う看護活動が主と
なっていきました。

だ

、

避難所となった嘉島町 町民体育館
▶

画像提供：熊本県上益城郡嘉島
町役場総務課

•災害支援ナース活動の共有と今後の課題を明確にする
•支援活動終了後の支援ナースの心の負担を軽減する

①本会災害支援ナース派遣調整報告
②グループワーク　テーマ「災害支援活動の実際と今後の改善点」
③グループ発表、質疑応答
④まとめ

災害支援ナースとしての活動が初めての方から３回目以上の方まで
が集まり、活動中の困ったことや、限界を感じたことなどを発表して
いただきました。終了後のアンケートには、「もっと話したかった」「実
際にあった事例を細かく検討したかった」などの意見がありましたの
で、今後の企画に反映していきたいと思います。災害支援ナースの
皆様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

会場／神奈川県看護協会第1研修室　時間／ 13:30～ 16:30　参加者数／ 16名

目 的

内 容

担当者
から

◀ご自身の体験を熱く語る
「支援活動を終えて」 
執筆者の長瀬さん

▲参加した災害支援ナース

6/22（木）平成28年熊本地震 災害支援ナース活動終了後フォローアップ

私のヒーリングタイム

　私は月に1～2回、料理に興味がある仲間と料理
づくりをしています。
　早くておいしいをモットーに主食、お惣菜からデ
ザートまで2時間程度で料理を作り、そのあと食べな
がらおしゃべりをし、楽しい時間を過ごしています。
　参加者は、職場の仲間をはじめ医療関係ではない
人や専業主婦など、年齢も20代から70代と幅広く、
たまに未就学のお子さんや小学生の参加もあります。
　目的は料理を習いたい、あるいはおしゃべりをし
たい、食べるのを楽しみたいといろいろです。人生
の先輩の知恵やアドバイスを聞いたり、悩みを相談
したり、また、時には職場の愚痴を聞いたりもしま
すが、いつも美味しいものを食べ笑顔になれます。

”クッキングでリフレッシュ！”
平塚市民病院

看護師　深山 千鶴子

参加者の方々と料理を

囲んでにぎやかに！

（前列中央が深山さん）

自慢の料理：

上段左から右へ /梅干しケー

キ、 白玉饅頭、 おにぎらず、

中段左 / お好みコロッケ、

下段左から /豆腐の揚げワ

ンタン、 新じゃがホットサラダ、

お好み焼き風コロッケ

理事会報告

審議事項
1 . 平成29年度神奈川県への行政要望について 承認
2 . 平成28年度総会運営について　　承認
3 . 平成28年度役員改選候補者（案）について　承認
4 . 平成27年度事業報告（案）について　承認

協議事項
1 . 平成27年度収支決算報告（案）及び監査報告
2 . 会員入会の承認について

報告・連絡事項
1 . 日本看護協会理事会（5/13）
2 . 平成28年度日本看護協会通常総会代議員研修会について
3 . 認定教育課程、学会、研修等について
4 . 「かながわ看護フェスティバル2016」実施結果
5 . 看護師等の離職時等の届出制度　神奈川県届出状況
6 . 平成28年度看護協会職員体制について
7 . 「平成28年熊本地震」に関する当看護協会の対応に
ついて

その他
1 . 第18回神奈川看護学会への協力委員のご推薦について

報告事項
1 . 10月の理事会（29年度事業計画案）について
2 . 6月総会　実施報告について
3 . 平成28年度　事業説明会について
4 . 日本看護協会総会の出席状況について
5 . 平成27年度神奈川県看護協会会員　支部別、施設別
入会状況

6 . 認定教育課程・研修・学会等について
7 . 日本看護協会の見学について
8 . 看護フェスティバル2016協賛金について
9 . 平成28年度かながわ訪問看護ステーション一覧につ
いて

10 . 財務三基準及び公益目的取得財産額ならびに平成27年
度決算確定に伴う平成28年度収支予算の変更について

11 . 他団体関係報告
 1）神奈川県病院学会について

その他
1 . 事務局からの連絡事項
 1）県民のための講演会
 2）会員交流会
 3）洋光台訪問看護ステーション移転について
2 . 神奈川県看護協会事業案内パンフレット作成について
3 . 理事会緊急連絡網

第1回 平成28年5月21日㈯ 第2回 平成28年7月2日㈯

自自

上上

キキ

中中

下下

ン

おお
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　去る6月17日（金）県総合医療会館7階
講堂において、平成28年度通常総会が開
催されました。
　篠原会長挨拶の後、県看護協会長表彰・
授与式、続いて、看護研究奨励賞表彰・授
与式が行われ、それぞれ14名と5名の方々
が表彰されました。

　平成27年度事業報告、28年度重点事業及び事業計画、28年
度資金収支予算及び収支予算の報告に続いて、第一号議案、平
成27年度決算報告及び監査報告の審議が行われました。
　第二号議案では、平成28年10月より運用開始となる日本看
護協会の新「会員情報管理体制」への移行にあたり、定款、入
会及び退会に関する規則の改正について、審議が行われまし
た。会員からは、5月に看護協会が行った入会取りまとめに関
するアンケート調査の結果と今後の動きについての質問があ

り、執行部より説明が行われました。
　第三号議案では、理事の報酬等の総額の上限に関する審議が
行われました。
　いずれも賛否を図った結果、賛成多数で原案通り可決されま
した。
　第四号議案で平成28年度役員の選出が行われ、投票の結果、
候補者8名全員が選出されました。臨時理事会を経て佐藤助産
師職能理事、原横浜北支部理事、吉澤横浜西支部理事、杉浦横
浜南支部理事、嘉山横須賀支部理事、加藤小田原支部理事、木
村県央支部理事、森本監事が選定されました。また、同時に、
29年度日本看護協会代議員の選挙も実施しました。
　なお、平成28年度役員・委員の紹介は本誌Ｐ11に、平成27
年度事業報告・決算報告はP12～ 23に掲載しておりますので、
ご参照ください。

平成28年度通常総会開催

　オカリナ奏者 舞歌さんによる演奏会が行われました。

「レット イット ゴー」や「小鳥」、映画 汚れなき悪戯より「マ

ルセリーノの歌」など、計5曲が披露され、オカリナの透き

通った音色が会場中に響き渡りました。

　オカリナは、「OCA：ガチョウ」と「RINA：小さい」を組

み合わせたイタリア語で、小さなガチョウを意味するそうで

す。オカリナの形状がガチョウに似ていることに由来してい

ます。

　会場では、小鳥の鳴き

声のような軽やかなオカ

リナの音にリズムをとっ

たり、切ない曲調に涙ぐ

む参加者の姿が見受けら

れました。充実した癒し

のひとときを過ごすこと

ができました。

講師：JT生命誌研究館館長　中村 桂子氏
　理学博士である中村氏は、「生きもののし
くみ」「ゲノムが語る生命―新しい知の創
出」など多数の書物を執筆されています。そして、現在、さま
ざまな生き物たちの生きている様子をみつめ、そこから「どう
生きるか」を探す新しい知：『生命誌』の研究をされています。
中村氏は、蟻や蝶などの小さな生き物たちと日々過ごしながら
遺伝子に含まれる壮大な年月に思いをはせているそうです。
　今、存在している全ての生命は、元を辿ると38億年前に海
に存在した一つの細胞に行き着くということ、38億年という
気が遠くなるような長い年月を費やして「今」があるのだとい
うこと、「生まれてくる」ということを考える重要性について熱
く語ってくださいました。そして、さまざまな生き物の性質を
残しながら進化していく絶妙な仕組みを知り、そこに存在する
ことそのものが大事であることを知ってほしいとのことでした。
生きているということをよく考えたうえで素晴らしいと思う気
持ちを表現した言葉：「愛づる（めづる）」。中村氏が一番大事
にしている言葉だそうです。さまざまな命のつながりの中に、
今自分が存在する奇跡を感じ、「生きる」とは何かを改めて考え
る一日となりました。　　　　（広報出版委員会　井上美奈子）

  演奏会   講演会

プロムナードコンサート　プロムナードコンサート　
「オカリーナのひととき」「オカリーナのひととき」

6月17日㈮ 県総合医療会館7階講堂
参加者252名　 委任状27,928名

オカリナを演奏する舞歌さん

平成28年度　役員紹介

職能委員会
●保健師職能委員会
堀　　　弘　子 （保）
小　鈴　康　子 （保）
鈴　木　豊　子 （保）
谷　野　まどか （保）
長谷川　由希子 （保）
原　　　和　子 （保）
原　　　真　弓 （保）
山　根　千　穂 （保）
由　良　里　和 （保）

●助産師職能委員会
佐　藤　良　枝 （助）
石　井　英利子 （助）
小　川　喜美子 （助）
雜　花　恵美子 （助）
関　口　保　子 （助）
中　島　久　枝 （助）
舛　谷　寛　子 （助）
三　澤　蒔　絵 （助）
光　武　智　子 （助）
茂　山　浩　美 （助）

●看護師職能委員会Ⅰ
髙　橋　　　恵 （看）
井　崎　理　麻 （看）
石　橋　成　子 （看）
甲　斐　千　秋 （看）
小　林　希　和 （看）
小　林　貞　子 （看）
阪　本　まり子 （看）
高　澤　智桂子 （看）
髙　野　春　美 （看）
灰　原　瑞　江 （准）
前　田　幸　恵 （看）

●看護師職能委員会Ⅱ
鈴　木　恵美子 （看）
青　木　幸　代 （看）
青　木　悠紀子 （看）
沖　田　康　子 （看）
片　山　久　王 （看）
小　園　千　夏 （看）
滝　澤　裕紀子 （看）
土　屋　きみ子 （看）
徳　永　なおみ （看）
前　田　啓　子 （保）
松　本　美由紀 （保）

常任委員会
●推薦委員会
横　田　千　恵 （看）
石　川　和　枝 （助）
大　川　由美子 （看）

北　村　結　花 （保）
清　水　友　見 （看）
住　吉　由　美 （看）
中　村　圭　子 （看）
三　好　礼　子 （看）

●社会経済福祉委員会
藤　村　恵　子 （看）
池　田　久美子 （看）
伊　藤　美登利 （看）
今　井　重　成 （看）
澁　谷　　　勲 （看）
髙　橋　康　介 （看）
南　都　直　美 （看）
山　田　淳　子 （保）

●教育研修委員会
加　藤　弘　美 （看）
秋　山　晶　子 （看）
石　井　由　紀 （看）
小　田　しおり （助）
金　嶋　祐　加 （看）
上　嶋　絹　恵 （看）
菊　池　美　雪 （看）
岸　　　ひろみ （看）
國　原　いづみ （看）
佐　藤　里　美 （看）
鈴　木　安　代 （看）
高　橋　隆　子 （看）
武　内　久美子 （保）
角　井　ゆかり （看）
成　田　小百合 （看）
西　﨑　恵利子 （看）
野　田　浩　美 （看）
信　田　美　幸 （看）
野　村　喜葉子 （保）
村　上　美　恵 （看）
吉　岡　千恵子 （看）

●広報出版委員会
舘　脇　美由紀 （助）
池　上　洋　未 （保）
井　出　弥　生 （看）
伊　藤　美　保 （看）
柿　澤　文　子 （看）
坂　本　宏　子 （看）
島　村　まゆみ （看）
神　保　京　美 （看）
清　田　光　子 （保）
竹　埜　格　子 （助）

●業務委員会
豊　村　　　豪 （看）
加　藤　理賀子 （看）
熊　倉　惠　子 （看）
十枝内　綾　乃 （看）
原　林　千　恵 （看）

宮　野　良　子 （看）
森　　　千惠子 （保）
渡　辺　美恵子 （看）

●会員委員会
坂　田　直　美 （看）
伊　藤　弘　子 （保）
北　坊　英　子 （看）
平　松　智　子 （看）
本　　　代志子 （看）
山　崎　いづみ （看）
若　木　新　子 （看）
和　田　　　恵 （看）

●災害救護対策委員会
原　　　美智子 （看）
馬　野　由　紀 （看）
小　林　典　子 （保）
佐　藤　裕季子 （助）
西　藤　弘　子 （看）
平　沼　道　子 （看）
八　巻　賢　一 （看）

●神奈川看護学会運営委員会
石　井　美　里 （助）
大　場　久美子 （看）
佐々木　菜名代 （保）
島　袋　香　子 （助）
十文字　美代子 （看）
横　山　亜　矢 （看）
髙　橋　ゆきえ （保）

●准看護師教育検討委員会
大　橋　勝　代 （看）
上　田　光　枝 （看）
榑　谷　雅　子 （准）
前　田　幹　香 （看）
山野邉　こずえ （准）

その他の会議等
●財政会議
天　野　三紀子 （看）
島　袋　香　子 （助）
近　藤　美知子 （看）
矢　野　敏　行 （看護協会）事務局長

●認定看護管理者教育運営会議
長　野　広　敬 （看）
上　田　規　子 （看）
大　枝　紀　子 （看）
大　坪　まゆ美 （看）
原　　　礼　子 （保）
藤　波　富美子 （助）
髙　橋　ゆきえ （保）
尾　花　由美子 （看）
田　中　順　子 （看）
齊　田　和　子 （看）

●緩和ケア認定看護師教育課程運営会議
篠　原　弘　子 （看）
春　日　慶　子 （看）
矢　野　久美子 （看）
中　川　美　和 （看）
天　野　三紀子 （看）
渡　邉　二治子 （看）
髙　橋　ゆきえ （保）
矢　野　敏　行 （看護協会）事務局長

●医療安全情報検討WG
新　村　美佐香 （看）
大　原　志　歩 （看）
小見山　かおり （看）
野　澤　かほる （看）
堀　田　まゆみ （助）
三　上　久美子 （看）

支部委員
●川崎支部
小　林　信　子 （保）
秋　山　聖　子 （看）
上　田　今日子 （看）
長　田　誠　子 （看）
小　柳　正　子 （助）
菅　　　智　子 （看）
原　田　美根子 （保）
三　富　京　子 （保）

●横浜北支部
原　　　久　美 （看）
江　川　麗　子 （看）
大　沼　千鶴子 （看）
氣　田　ゆかり （看）
水　野　伊津子 （看）
林　田　香　代 （看）
横　尾　志おり （看）
横　山　久　子 （看）

●横浜西支部
吉　澤　壽　子 （看）
淺　田　美津子 （看）
岸　　　小　春 （看）
佐　藤　久美子 （看）
島　守　可奈恵 （看）
鈴　木　治　美 （看）
三　堀　いずみ （看）
脇　　　由　香 （看）

●横浜南支部
杉　浦　由美子 （看）
井　出　ひとみ （看）
佐　藤　一　代 （助）
関　根　美　保 （看）
高　橋　宏　子 （看）
戸　田　法　子 （看）

福　家　修　子 （看）
向　出　哉　美 （看）

●横須賀支部
嘉　山　静　子 （看）
大　川　由美子 （看）
佐　藤　信　子 （看）
鈴　木　由美子 （看）
中　川　美　和 （看）
新　倉　由利香 （看）
二本木　栄　子 （看）
濱　﨑　久美子 （保）
森　岡　深　雪 （看）

●相模原支部
佐　藤　美　樹 （助）
井　科　なおみ （看）
伊　藤　佐　代 （看）
伊　藤　道　子 （看）
北　川　和　子 （看）
酒　井　美　枝 （看）
佐　藤　真紀子 （看）
髙　田　紀　子 （看）
頼　本　鏡　子 （保）

●小田原支部
加　藤　節　子 （看）
池　田　幸　枝 （保）
稲　葉　珠　実 （看）
大　村　里　枝 （看）
櫻　田　　　薫 （看）
廣　永　　　愛 （保）
真　壁　泰　子 （助）
宮　河　いづみ （看）
横　井　弥　生 （看）

●湘南支部
大　野　孝　子 （助）
稲　村　ほづみ （看）
梅　澤　晴　子 （看）
岡　田　美　玲 （保）
近　藤　恵　子 （看）
坂　本　みどり （看）
菅　野　里　美 （看）
藤　村　美　佐 （助）
山　田　志　乃 （看）

●県央支部
木　村　みさ子 （看）
飯　塚　真　弓 （看）
植　松　高　寧 （看）
大　西　早　苗 （看）
徳　　　智　史 （看）
沼　倉　ひろ子 （看）
栁　川　千　晶 （看）
山　口　恵美子 （看）
山　田　佳　江 （保）

（五十音順）

平成28年度  委員名簿

“ 地域包括ケアシステムの構築と“地域包括ケアシステムの構築と
充実に向け連携を強化 ”充実に向け連携を強化 ”

挨拶する篠原会長

（新）：新任、（再）：再任

講師の中村桂子氏

「生きている」を見つめ「生きている」を見つめ
　　「生きる」を考える　　「生きる」を考える  
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こんにちは事務局です

編 集 後 記
　ここ数年、暑さが厳しく感じます。夏の疲れは残っていません
か？夏野菜には水分やカリウムを豊富に含んでいるものが多く、
からだにこもった熱をクールダウンしてくれるそうです。トマトや
キュウリなど手軽に食べられる野菜を食べて、夏の疲れを吹き飛
ばしましょう！看護だよりも旬の話題を提供できるよう頑張ります！
 （Ｋ .Ｊ）

　神奈川県看護協会は、県内4カ所（藤沢、茅ヶ崎、大磯、洋
光台）に訪問看護ステーションを有します。「生命・自律・情熱」
看護協会の理念のもと、病気や障がいがあっても安心して住み慣
れた地域で暮らせるよう地域連携と多職種協働に主眼をおいた活
動をしています。訪問看護に関心はあっても一人での訪問に不安
がある人も多いと思います。当協会では、「訪問看護師育成」方
針や「訪問看護ケア手順書」を作成し、職員一人ひとりをサポー
トした教育に力を入れています。また、ワークライフバランスを考
え、短時間雇用等の職場環境作りにも取り組んでいます。
　現在2名の緩和ケア認定看護師が活動しており、より質の高い
看護が提供できる訪問看護ステーションを目指しています。　

表紙の
写真

地域に根差した
訪問看護ステーション
―公益社団法人神奈川県看護協会

（かがやき・あかしあ・おおいそ・洋光台）
訪問看護ステーション

公益社団法人神奈川県看護協会　地域看護課
地域看護班長　望月　洋子

出願期間／ 11月10日（木）～11月17日（木）
試 験 日／ 12月3日（土）
※ご希望の方には大学の事前面談があります。
※協会の会員で推薦を希望する方は、11月2日（水）まで
に県看護協会へお申し込みください。
問 合 せ／総務課企画・会員班 坂本
 　☎045‒263‒2918

2017年度フェリス女学院大学
国際交流学部
3年次編入学制度特別選抜〈推薦制度〉

※28年度会員の方に、8月より新会員証及び29年度申
請書を順次お送りしています。ご不明な点などございま
したら下記問合せ迄ご連絡をお願いします。
※29年度の入会よりナースシップの導入により、申込み
方法が変わりますが、28年度は従来通りです。

※賠償責任保険の更新日は11月1日ですので、28年度
入会手続きがお済でない方はお急ぎください

問合せ／総務課 企画・会員班　☎045‒263‒2918

平成28年度入会・継続手続き受付中！

申込受付期間／ 11月1日（火）～7日（月）消印有効
※10月1日（土）までに神奈川県看護協会の入会手続き
が完了している方は、D群を会員料金で受講できます。
※詳細は「平成28年度教育計画」、または別途施設あて
に送付する「D群日程表」をご確認ください。
問 合 せ／研修課　教育研修班 ☎045‒263‒2926

平成28年度教育研修Ｄ群申し込み受付

日　時／ 11月12日（土）　14時～16時
場　所／神奈川県ナースセンター研修室
テーマ／利用者中心の保健医療福祉連携～ IPW（イン

タープロフェッショナルワーク）を知る～
講　師／神奈川県立保健福祉大学 教授  織井優貴子氏

看護師職能委員会Ⅱ研修会

日　時／平成29年2月4日（土）
場　所／県看護協会第1研修室（総合医療会館6階）
内　容／「ハラスメント相談対応研修」
講　師／株式会社ハートセラピー

　代表取締役　柳原里枝子氏
　（各省庁相談員育成担当講師）

対　象／管理職および管理に準ずる役割を担う看護職
定員60名

参加費／ 1,000円（会員無料）
問合せ／ 総務課 総務班　水村　☎045‒263‒2914

社会経済福祉委員会研修案内

日　程／講義 平成29年1月12日･2月7日 10時～16時30分
実習 平成29年1月16日～2月3日のうち1日間

会　場／川崎市ナーシングセンター研修室
締　切／ 11月11日必着
対　象／医療機関、訪問看護ステーション、介護保険施

設等に勤務する看護職40名
資料代／ 2,000円　
詳細は地域看護課までお問い合わせください。

問合せ／地域看護課　☎045‒263‒2933

地域連携のための相互研修会

日　程／平成29年1月の3日間
時　間／ 9時30分～16時30分
会　場／県ナースセンター研修室、県看護協会研修室
内　容／施設看護管理者に必要な対人援助力、エンド・

オブ ･ライフ・ケアを意識した看取りケア体制の
構築、施設におけるセーフティマネジメント等

受講料／ 3日間で4,500円

介護保険施設等看護研修Ⅲ

講義や実習を通して訪問看護の基礎を学びます。訪問
看護に関心のある方は、ぜひご参加ください。
〈横浜地区〉　
会　場／神奈川県看護協会
日　程／ 11月8日・15日
締　切／ 10月6日
受講料／無料

〈川崎地区〉
会　場／川崎市ナーシングセンター研修室　
日　程／ 12月6日・14日
締　切／ 11月2日
受講料／ 2,000円

訪問看護見学体験研修
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