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　「KANAGAWA 看護だより」200号発刊おめでとうござ
います。記念すべき200号の発刊に携われたことを、とて
も光栄に感じています。
　広報委員会の活動は「KANAGAWA 看護だより」の創
刊に関する活動をしています。昨年、新型コロナウイルス
の感染拡大により、多くのイベントや研修、会議が中止せ
ざるを得なくなりました。同じく、委員会の開催もできなく
なる状況がありました。そのような時も、楽しみにしている
方がいる、こんな時にこそ楽しい話題を提供したい、新型
コロナウイルス感染に関する情報を共有する機会になる等
の理由から「KANAGAWA 看護だより」の発行は継続す
ることになりました。集合する委員会は開催できなくても、
インターネットを活用して委員仲間とやり取りをして、さま
ざまな方の協力があって、発行を続けることができました。
　今後も、役立つ、楽しい情報を発信し続けてください。
楽しみにしています。

独立行政法人労働者健康安全機構
医療企画部看護課
看護課長

坂 本  宏 子
（就任期間：2020 ～ 2021）

　看護協会が公益社団法人に移行する前年に広報委員を
拝命し、3期6年間委員を務めさせていただきました。月
に1度の委員会では、看護職に向けた記事だけではなく、
県民の皆様にも役立つ情報を探して、熱く意見を交わし
ていたことを思い出します。様々な分野で活躍されてい
る看護職から直接話を伺おうと、現地取材を企画したこ
ともありました。会員の皆様に情報を伝えるだけではな
く、何か還元できることはないかと考え、始まったのが
お年玉プレゼント企画でした。応募の際に「看護だより
を通じて同級生の活躍を知った」 「かつての同僚を見つけ
連絡を取り合った」などのコメントをいただき、看護だ
よりが看護職間の交流にも役立っていることを知り、励
みになりました。看護だよりが、これからも看護職の皆
様のお役に立ち300号を迎えられますよう、私も一読者と
して応援しております。

公立大学法人
横浜市立大学附属病院
副看護部長

舘脇  美由紀
（就任期間：2016 ～ 2017）

　「KANAGAWA 看護だより」200号発刊おめでとうご
ざいます！
　わたしは、2015年6月から広報委員として、2018年か
らは、ひょんなことから委員長を拝命し2年間、看護だ
よりに携わらせていただきました。
　毎号、記事をなににしようかと検討している間にも、
仕事の悩みやグチ、世間の話題やプライベートのこと（笑）
を語り合い、楽しかったことを思い出します。様々な医
療現場を取材しながら、第2・第3の人生を夢に描き、浮
足立って記事を書いていました。
　新型コロナウイルスにより1回目の緊急事態宣言が発
令され、委員会活動ができなくなりましたが、看護協会
の皆様のお力で無事に休刊することなく発行できたこと
に感動しました。
　これからも一読者として看護だよりのファンです。わ
たしも300号まで頑張ります。

独立行政法人神奈川県立病院機構
神奈川県立こども医療センター
看護科長

柿 澤  文 子
（就任期間：2018 ～ 2019）

　広報委員会の活動はとても楽しかったです。その思い出
や広報への想いを短歌にしてみました。

〔広報短歌〕

「師長とは…知らずタメ口…きいていた…みんなおんなじ…広報委員」
「保助看の…仲間で作る…広報誌…練れば出る出る…保助看あるある」
「もらったら…まずは知人の…名と写真…探して読むと…思いませんか」
「何ごとも…すぐにググれる…この時代…何を選んで…どう伝えるか」
「次号には…何を載せるか…載せないか…その選択が…歴史を創る」
「ガリ版の…手書き時代の…温もりを…知らぬ世代に…伝えたきこと」

　ガリ版で広報誌を作った訳ではありません。あくまでイ
メージです。え、ガリ版を知らない？……ググってみてくだ
さい（笑）。昭和は遠くなりにけり。

神奈川県小田原保健福祉事務所
足柄上センター
保健予防課長

内 山  純 子
（就任期間：2008 ～ 2009）

歴代委員長よりご挨拶
Greetings from successive chairpersons
歴代委員長よりご挨拶

Greetings from successive chairpersons

200号
記念

200号
記念

公益社団法人神奈川県看護協会会長　長 野  広 敬

KANAGAWA看護だより
発刊200号に寄せて

Greetings from the chairman

　200号記念という節目の年を皆様と一緒に迎えることが出来ましたことを大変嬉しく思って

おります。これもひとえに広報委員会はもとより記事掲載にご協力いただいた皆様、そして

関心をもって読んでいただいている会員の皆様のおかげによるものと深く感謝申し上げます。

「KANAGAWA看護だより」の歴史は昭和57年に遡ります。当時の大谷昌美支部長が職能団

体の組織化と機関誌の発行に取り組まれ「支部だより」として産声を上げたと記録に残ってお

ります。その後、昭和60年に社団法人神奈川県看護協会として認可されたことで、広報誌の名

称も「支部だより」から「かながわ看護だより」にリニューアルし年6回へと増刊されました。

さらに平成10年度には「KANAGAWA看護だより」と名称を変え現在に至ります。このよう

な歴史を経て広報出版委員会は、会員のみなさまに神奈川県看護協会の事業をタイムリーに伝

える場として、また会員相互の情報共有の場として会員のみなさまに役立つ紙面づくりに心が

けて参りました。年6回発行される掲載内容は、読者

モニターアンケート結果などを参考に月1回の定例

会において、企画、執筆交渉、取材、原稿執筆、校

正などを10名の委員が熟考の上で編集しております。

　最後になりましたが、この場をお借りしまして、

広報出版委員活動に参加されている委員の皆様方と

所属される施設のご理解とご支援を心から感謝申し

上げます。
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     N      A
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「問題を対話で解決する医療コンフリクトマネジメント」
北里大学病院　医療安全管理室　取材

2009年5月（第126号）

「看多機」の取り組み
訪問看護ステーションゆらりん　取材

2019年7月（第187号）

「動物介在療法ってご存じですか？勤務犬ミカの活躍」
聖マリアンナ医科大学附属研究所　取材

2016年9月（第170号）

「災害支援ナースに訊く！」
災害支援ナース座談会　取材

2020年7・9月（第193・194号）

広報委員の活動

「住み慣れた地域での暮らしを支える」
複合型サービスふくふく寺前　取材
2015年3月（第161号）

「テルモメディカルプラネックス」
テルモメディカルプラネックス　取材

2020年7月（第193号）

「認知症疾患専門病院」
かわさき記念病院　取材
2018年7月（第181号）

「災害を知る、感じる、行動する！」
神奈川県総合防災センター　取材
2021年5月（第198号）
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広報委員会 取材のあゆみ
History of Public Relations  Committee coverage

広報出版委員会研修

「魅力的な広報誌を作ろ
う」

（2019年11月）

毎月企画会議と
原稿・初稿のチェック

神奈川県総合
防災センター取材

2020年度
広報委員会メンバー

会員数の推移
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はじめに
　総務省2019年の報告では、2010年に約4%であったス

マートフォンの保有率が、2019年には世帯において80%

を超えました。新たな技術がさらに技術を進化させると言

われており、驚くほどのスピードで環境が変化しています。

　内閣府では、目指すべき未来社会の姿として、…「経済

発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会

（Society）」Society5.0が提唱されています。医療・ヘル

スケア領域では、AI（Artificial… Intelligence）やロボッ

トを活用し、快適な生活、健康促進、病気の早期発見、医

療費・社会的コストの削減、医療現場での負担軽減をめざ

しています。

聖マリアンナ医科大学病院の取り組み
　当院では創立50周年事業として、病院・大学全体のリ

ニューアルに向け ICT（Information…and…Communication…

Technology）活用を進めています。全データ電子化ペーパー

レス（フルデジタルホスピス）を目指す医療情報システムの

導入を決定し、5G・遠隔医療・ロボットの実証実験など様々

な ICTプロジェクトが進行中です。

　その中で、新たな価値創造を目指した企業との共創をす

るDHCC（デジタルヘルス共創センター）が設置されま

した。DHCCでは院内外のデータを統合し、ヘルスケア

プラットフォーム※1を構築し、正確な医療情報に基づき患

者、住民に対して個別に質の高いフィードバックする個別

化医療の展開を目標としています。

　当院では「ICTをフル活用し、常にしっかり見守ってく

れる『馴染の病院・医科大学』」を掲げ、AI、ICT 技術を

駆使しながら、地域医療や対象者の気持ちにしっかり寄り

添う病院を目指しています。（図1）

アプリの導入
　私は今年度よりDHCCの一員となりました。看護師の

視点、患者の立場から必要な機能を検討し、院内外の情報・

機能を活用し、対象者の個別性を意識したフィードバック

ができるマリアンナアプリ（仮称）の開発支援に関わって

います。病院には病気治療に関してだけでなく、食事、運

動、各種保険などさまざまな情報があります。

　マリアンナアプリでは、それら情報を地域に還元し、疾

病予防、疾病の早期発見を目指し、医療費や介護費用など

社会的コストの削減につなげたいと考えています。マリア

ンナアプリの利用者は、日々の自己健康管理、最適な生活

支援情報が得られ、治療促進、症状悪化予防、健康寿命の

延長をめざします。また病院を受診する際にもスマート

フォン一つで予約、受付、効率的な検査案内、診察案内、

会計など自動で行えるように開発しています。また、個別

支援だけでなく、当院と地域の連携においても、相互に情

報をフル活用し、入転院の促進、予防・治療の相互支援な

ど、地域住民が自分らしく人生を全うできるヘルスプロ

モーション※2する事を目標としています。

AI 活用と看護職の役割
　医療分野でのAI 開発は世界各国で進んでいます。国内

でも不穏予測、転倒予測など医療安全に関するAI や、看

護師と患者の会話から、看護記録や看護必要度が入力され

るなど、看護師の業務負担を軽減するAI も開発されてい

ます。当院でも、看護記録の音声入力、AI 問診システム

の導入、ロボット介在療法の研究などが始まっています。

　その中で看護の役割はどうでしょう。AI やロボットが

あれば看護はできるのでしょうか。現在のAIでは、異なっ

た分野を新たに統合させて考えることが不可能であると言

われています。

　しかし、看護は対象者との相互作用であり、刻々と状況

は変化し、その変化をさまざまな情報、知識を統合判断

し、多職種と協働のもと看護を提供しています。AI やロ

ボットは、ニーズの把握、意思決定支援の情報提供などの

一部は可能ですが、統合して質の高いケアが期待されてい

ます。AI やロボットをツールとして、看護の専門性に価

値をおき、患者に提供されるケアサービスの効果を最大限

にすることが必要になります。

　今後、進化したヘルスプロモーション※2により、人々の

疾病構造が変わることで病院のみではなく、地域社会にお

いて治療に臨む人の増加が予測されます。看護職は対象者

の理解者となり、望む生活実現のために支援していくこと

に変わりはありません。そして、さらなる技術開発が進む

中で技術進化の一歩先行く看護を提供するために、医療だ

けでなく広い視野とアンテナを持ち、柔軟な思考で対象者

に寄り添い、必要な支援を常に創造していくことが求めら

れています。対象者に合わせ創造された尊厳あるケアや言

葉がけはAI には困難で、対象者だけでなく看護職も幸せ

になる、そして地域、さらには社会を元気にしていくこと

につながると考えます。

看護の本質
　2020年には、ナイチンゲール生誕200年を迎えました。

『看護覚え書』が出版され約170年が経過しましたが、現

在でも日々の看護実践につながる視点・内容が古びること

なく記載されています。医療の高度化、地球温暖化、AI

の進化など、看護を取り巻く環境は大きく変化し、対象も

役割も広がっていますが、看護の本質は変わっていないと

感じています。ナイチンゲールは「看護がなすべきことは、

自然が患者に働きかけるのにもっともよい状態に患者をお

くこと」と述べています。変化している環境に合わせ、対

象者が自分らしく人生を全うできる状態におけるよう支援

することが看護であり、社会貢献につながると考えます。

※1：ヘルスケアプラットフォーム
健康増進、疾病予防、治療促進を目的とし、聖マリアンナ病院および企
業の持つ医療・健康に関する知識・情報を集約し、地域住民に還元する
ための技術を駆使したプラットフォーム（ヘルスプロモーションの土台）

※2：へルスプロモーション
人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することがで
きるようにするプロセス『オタワ憲章』

聖マリアンナ医科大学病院

看護師長　神 山  明 子
（勤務犬モリスと共に）

「これからの時代の看護」

図１　マリアンナ総合ヘルスケア・デジタル・プラットホーム（仮称）
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　去る6月18日（金）県総合医療

会館7階講堂において、令和3年

度通常総会が開催されました。

　令和3年6月1日現在の総会員

数は35,636名、委任状27,532名

で参加者数は50名でした。

　花井会長の挨拶の後、報告事項

に続き第1号議案…令和2年度決算

（案）及び監査報告、第2号議案…

令和3年度役員の選出が行われ、投票の結果候補者13名が選

出され、臨時理事会を経て長野新会長が誕生しました。

　この他、勝山副会長、渡邊副会長、門根常務理事、杉浦常務

理事、小田保健師職能理事、布施助産師職能理事、横田看護師

職能理事Ⅰ、平田看護師

職能理事Ⅱ、本舘川崎支

部理事、渡辺相模原支部

理事、山岡湘南支部理事、

高橋准看護師職能理事が

選定されました。

　また、長場常務理事は、

専務理事となりました。

　令和3年度の総会並びに理事会

において会長を拝命しました長野

でございます。

　会員の皆様におかれましては、

平素より神奈川県看護協会の事業

にご理解とご協力いただきまし

て、厚く御礼申し上げます。私ど

もは新体制のもと、引き続き他の

都道府県看護協会に先駆けるフロ

ントランナーを目指し事業展開を行って参ります。現在、外部

から有識者の方々をお招きし、神奈川県看護協会の将来の在り

方について検討するなど、精力的に取り組んでおります。

　また、国難とも称される今日のコロナ禍においては、看護に

求められる社会的使命

を果たそうと最前線で

懸命に戦っておられる

皆様に敬意を表すると

ともに、神奈川県看護

協会として看護職への

更なる支援を県・国に要

望して参ります。

令和3年度通常総会開催および新会長挨拶

花井会長から長野会長へ花井会長から長野会長へ 長野新会長就任挨拶長野新会長就任挨拶

退任される旧役員の方々

令和3年度　役員紹介

　職能委員会
●保健師職能委員会
小　田　真智子 （保）
川　田　貴久江 （保）
岩　井　裕　子 （保）
大　林　八重子 （保）
磯　崎　夫美子 （保）
中　野　祐　子 （保）
松　坂　由香里 （保）
小比田　協　子 （保）
舟久保　麻理子 （保）

●助産師職能委員会
布　施　明　美 （助）
平　林　奈　苗 （助）
熊　丸　真奈美 （助）
諏　訪　和　美 （助）
土　井　秀　子 （助）
中　村　綾　美 （助）
関　口　保　子 （助）
藤　谷　直　子 （助）
松　原　里　美 （助）
岩　田　光　代 （助）

●看護師職能委員会Ⅰ
横　田　弘　子 （看）
西　野　隆　一 （看）
浅　井　由紀子 （看）
大　久　保　尚 （看）
千　葉　多恵子 （看）
吉　濱　桂　子 （看）
甘　粕　里　美 （看）
亀　石　礼　子 （看）
山　田　乃理子 （看）
駒　野　美　子 （看）
中野目　亜沙美 （看）

●看護師職能委員会Ⅱ
平　田　祐　子 （看）
河　村　朋　子 （看）
森　川　真　理 （看）
池　田　恵　理 （看）
山　口　伊　鈴 （看）
大　森　基　美 （看）
田　中　智　子 （保）
丹　下　純　子 （看）
荒　川　雅　子 （看）
加　藤　佳代子 （看）
志　茂　豊　子 （看）

　支部委員
●川崎支部
本　舘　教　子 （看）
坂　下　聖加子 （看）
小　林　聡　美 （保）
佐　藤　愼　子 （保）
宗　像　弘　美 （看）

出　水　要　子 （看）
田　嶋　まさ子 （看）
杉　山　ゆみ子 （看）

●横浜北支部
原　　　久　美 （看）
大　平　久　子 （看）
富　山　絢　子 （看）
野　村　　　誠 （看）
山　本　千　佳 （看）
江　川　麗　子 （看）
早　田　里　奈 （看）
長　野　瑠美子 （看）

●横浜西支部
吉　澤　壽　子 （看）
川　上　純　子 （看）
大　塚　明　子 （看）
新　　　陽　子 （看）
片　山　美　帆 （看）
松　田　ルリ子 （看）
雫　　　伸　幸 （看）
田　口　佳寿美 （看）

●横浜南支部
濱　崎　登代子 （看）
小　山　　　猛 （看）
川　西　美　穂 （看）
牧　　　小百合 （看）
山　中　みゆき （看）
山　本　佐枝子 （看）
植　田　幸　子 （看）
関　根　貴　子 （看）

●横須賀支部
小　池　美智子 （看）
伊　藤　佳　子 （看）
楠　　　歌　織 （看）
吉　村　佳奈美 （看）
葛　巻　一　美 （看）
鈴　木　三恵子 （看）
石　江　美　佐 （看）
藤　田　悦　子 （看）
加　籐　貴美子 （保）

●相模原支部
渡　辺　加代子 （看）
梶　山　和　美 （看）
浦　部　裕　子 （看）
福　増　美智代 （看）
熊　川　晶　子 （看）
谷　嶋　寿々子 （看）
加　藤　妙　子 （看）
小　林　香　里 （保）
中　島　法　子 （看）

●小田原支部
藤　澤　なお子 （看）
引　地　ゆかり （看）
星　野　真　紀 （看）

酒　井　てる子 （看）
長谷川　妙　子 （保）
齋　藤　裕　子 （看）
野　田　裕　美 （看）
米　谷　治　子 （看）
岩　本　雅　子 （保）

●湘南支部
山　岡　澄　代 （看）
江　崎　恵　美 （看）
尾　上　幸　子 （看）
西　島　由　美 （看）
佐　藤　文　子 （看）
本　城　里　美 （看）
後　藤　成　子 （看）
牛　丸　純　子 （看）
檜　山　知　世 （保）

●県央支部
渡　辺　美加子 （看）
加　藤　恵　美 （看）
吉　村　由　紀 （看）
小　倉　里　美 （看）
高津戸　敏　子 （看）
梅　津　裕　子 （看）
壷　井　由美子 （看）
小　西　美　和 （看）
田　倉　悦　子 （保）

　常任委員会
●推薦委員会
東海林　ちえみ （看）
阿　部　愉貴子 （看）
笠　嶋　晴　子 （看）
三　島　英　雄 （保）
岩　崎　　　薫 （看）
程　川　郁　子 （看）
山　本　雪　子 （看）
中　川　美　和 （看）

●社会経済福祉委員会
田　中　真　琴 （看）
奥　山　洋　子 （看）
鈴　木　千　絵 （保）
中　根　涼　子 （看）
内　田　敏　江 （看）
栗　尾　邦　子 （看）
石　原　佳代子 （看）
後　藤　しのぶ （看）

●教育研修委員会
吉　岡　千恵子 （看）
折　内　奈津江 （看）
川　口　真　澄 （看）
東　　　由紀子 （看）
石　塚　久美子 （看）
乾　　　久　枝 （助）
岩　本　基　実 （看）

牛　田　多恵子 （看）
大　舘　　　忍 （看）
貝　塚　聖　子 （看）
清　田　久美子 （看）
毛　塚　由美子 （看）
五　藤　美　和 （看）
小　林　妙　子 （看）
坂　元　千　佳 （看）
鈴　木　美　紀 （看）
高　橋　理　英 （看）
名　波　会里子 （看）
星　山　美　穂 （看）
前　田　佳　美 （看）
三　田　亜希子 （看）

●広報出版委員会
箕　輪　有美子 （看）
矢　後　さとみ （看）
竹　田　英　子 （看）
長谷川　由　貴 （看）
山　口　　　哲 （看）
宇賀神　純　子 （看）
関　根　由美子 （看）
中　村　すみ子 （保）
森　脇　佳　子 （看）
細　山　和　美 （看）

●業務委員会
井　口　絹　枝 （看）
小　出　真　紀 （看）
髙　木　睦　子 （助）
熊　倉　恵　子 （看）
清　水　裕　子 （保）
袖　山　亜擁美 （看）
堀　尾　美　穂 （助）
山　口　友　子 （看）

●会員委員会
大　木　容　子 （看）
野　村　智　子 （看）
高　橋　由美子 （看）
小　島　恵理子 （看）
蒲　谷　朱希子 （看）
下　郡　美　香 （看）
高　山　　　希 （看）
西　川　雪　子 （看）

●医療安全対策委員会
三　上　久美子 （看）
新　村　美佐香 （看）
安　齋　英　恵 （看）
大　原　志　歩 （看）
木　村　光　代 （看）
鹿　内　由　佳 （看）
柴　田　淑　子 （看）
吉　井　涼　子 （看）

●災害救護対策委員会
原　　　美智子 （看）

岡　田　智　子 （助）
長　島　良　江 （看）
源　平　雄　大 （看）
實　方　千　帆 （保）
西　坂　利奈子 （看）
樋　口　珠　江 （看）
三　澤　悠　史 （看）

●神奈川看護学会運営委員会
門　根　道　枝 （看）
渡　部　節　子 （助）
上　田　邦　枝 （助）
香　取　洋　子 （助）
金井　Pak雅子 （看）
杉　山　恵　子 （看）
辻　本　真由美 （看）
新　田　一　美 （看）
八ッ橋　のぞみ （看）
横　山　亜　矢 （看）
和　田　由　樹 （看）

●准看護師教育検討委員会
津　江　優　紀 （看）
櫻　田　　　薫 （看）
藤　掛　　　香 （看）
セ　ホ　佳　子 （看）
高　梨　明　子 （看）
二　宮　昭　子 （准）
高　橋　ひさよ （准）

　その他の会議等
●財政会議
長　場　直　子 （看）
勝　山　貴美子 （看）
高　橋　　　恵 （看）
髙　橋　創　一（事務）

●看護研究倫理審査会
長　野　広　敬 （看）
長　場　直　子 （看）
門　根　道　枝 （看）
杉　浦　由美子 （看）
白　水　眞理子 （看）
宮　脇　美保子 （看）

●認定看護管理者教育運営会議
高　橋　　　恵 （看）
澤　邉　綾　子 （看）
小　池　智　子 （看）
山　岡　澄　代 （看）
平　野　美　幸 （看）
樋　口　美　佳 （看）
門　根　道　枝 （看）
藤　波　富美子 （助）
井手尾　千代美 （看）
大　森　喜美江 （看）

（令和3年7月現在）

令和3年度　委員会名簿

※（再）＝再任　（新）＝新任

副会長（新）

渡
わた

邊
なべ

　輝
てる

子
こ

済生会横浜市東部病院

常務理事（新）

門
かど

根
ね

　道
みち

枝
え

神奈川県看護協会

相模原支部理事（再）

渡
わた

辺
なべ

　加
か

代
よ

子
こ

渕野辺総合病院

小田原支部理事

藤
ふじさわ

澤　なお子
こ

神奈川県立足柄上病院

湘南支部理事（新）

山
やま

岡
おか

　澄
すみ

代
よ

茅ヶ崎市立病院

県央支部理事

渡
わたなべ

辺　美
み か こ

加子
神奈川リハビリテーション病院

監事

青
あおやま

山　裕
ゆう

治
じ

青山会計事務所

横須賀支部理事

小
こいけ

池　美
み ち こ

智子
横須賀共済病院

監事

鈴
すず

木
き

　恵
え

美
み

子
こ

横浜メディカルグループ本部

看護師職能理事Ⅰ（再）

横
よこ

田
た

　弘
ひろ

子
こ

東海大学医学部付属病院

横浜北支部理事

原
はら

　久
く

美
み

平和会平和病院

看護師職能理事Ⅱ（再）

平
ひら

田
た

　祐
ゆう

子
こ

介護老人保健施設
都筑ハートフルステーション

横浜西支部理事

吉
よし

澤
ざわ

　壽
とし

子
こ

育生会横浜病院

横浜南支部理事

濱
はま

崎
さき

　登
と

代
よ

子
こ

横浜市立大学附属病院

挨拶する花井会長 長野新会長

川崎支部理事（再）

本
もと

舘
だて

　教
のり

子
こ

聖マリアンナ医科大学病院

常務理事（新）

杉
すぎ

浦
うら

　由
ゆ

美
み

子
こ

神奈川県看護協会

副会長（新）

勝
かつ

山
やま

　貴
き

美
み

子
こ

横浜市立大学
大学院医学研究科

助産師職能理事（新）

布
ふ

施
せ

　明
あけ

美
み

医療法人産育会
堀病院

専務理事

長
なが

場
ば

　直
なお

子
こ

神奈川県看護協会

会長（新）

長
なが

野
の

　広
ひろ

敬
ただ

神奈川県看護協会

保健師職能理事（新）

小
お

田
だ

　真
ま

智
ち

子
こ

川崎市多摩区役所
地域みまもり支援センター

准看護師理事（新）

高
たか

橋
はし

　ひさよ
総合新川橋病院
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神奈川県看護協会ホームページリニューアル＆神奈川県看護協会ホームページリニューアル＆
研修申込サイトをオープンしました！研修申込サイトをオープンしました！

「入会案内・変更手続」
「研修案内・検索」

ワンクリックで該当の
ページを表示

「目的で探す」
「クイックリンク」
のバナーを設置

知りたい情報のページ
へ素早く移動！

「新着情報」を
カテゴリー別に色分け

トップページに
「アクセス」

「よくあるご質問」
「お問合せ」フォーム

を設置

目的のページが
探しやすい

グローバルメニュー
クリックで、
詳細メニューが
プルダウン表示

「会員数」を掲載
（毎月更新）

令和3（2021）年4月からホームページが新しくなりました。

質問が
しやすい！

探し
やすい！

見やすい！

Renewal & Open

ジョーさんりつくん めいちゃん新人ジョーさん

神奈川県看護協会の理念より一文字ずつとりました。
めいちゃん（生命）、りつくん（自律）、ジョーさん（情熱）

名前の由来

新人ジョーさんは、先輩看護師のめいちゃん、りつくんがサポートして一人前の
カモメになるよう、ナースの育成をテーマにしたキャラクターです。

公益社団法人 神奈川県看護協会公益社団法人 神奈川県看護協会キャラクターキャラクター

「研修申込」はこちら！
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日　時／	10月23日（土）　13：00～16：00
場　所／	神奈川県総合医療会館7階　講堂
内　容／①講演会
 テーマ：「住み慣れた地域でよりよく生きる」
 講　師：佐々 涼子氏（ノンフィクション作家）
　　　　②訪問看護師による健康チェック・介護相談 等
参加費／	無料

かながわ訪問看護フェスティバル

■変更手続きについて
所属施設・自宅住所等の変更がある方は必ず県協会
までご連絡ください。変更の届けがないと、次年度の
継続のお知らせが届かない場合があります。
■コンビニ・銀行の払込用紙をお持ちの方

早急にご納入ください。用紙を紛失された方は県協
会までご連絡ください。
■納入方法の変更について

令和4（2022）年度分より会費納入方法の変更をする場
合は、早急に県協会までご連絡ください。また、現在の納
入方法から口座振替に変更される方は手続き完了まで1
か月以上かかりますので、余裕をもって手続きください。
■キャリナースについて

研修受講履歴の管理ができるようになりました。会員
情報の確認・変更もできますので、ぜひご登録ください。
問合せ／総務課 企画・会員班　☎045‒263‒2918

令和３（2021）年度入会・継続手続き受付中！

日　時／ 11月19日（金）
場　所／	神奈川県看護協会　第１研修室
テーマ／	「思春期の性教育」（仮）
講　師／ 子育てサポートハウス marimo 助産院
 代表理事　中島 清美氏
対　象／	看護職
参加費／	1，000円（会員：無料）
応募期間／ 8月末～ 9月末
問合せ／	助産師職能委員会担当　☎045‒263‒2918

助産師職能委員会

日　時／	11月6日（土）・13日（土）・12月4日（土）　
 全3日間　9：20 ～ 17：00
対　象／	県内で訪問看護に従事している方、看護職、
 会員優先
定　員／	50名
応募期間／	8月末～ 9月9日（木）
受講料／	24,000円 （会員 12,000円）（3日間）

精神科訪問看護基本療養費算定要件研修

訪問看護に興味のある看護職を対象に、講義や実習を通
して訪問看護の基礎を学びます。
日　程／	①11月10日（水）・11日（木） 
 ②12月1日（水）・2日（木） 
場　所／	神奈川県看護協会 第1研修室（各回）
実習先／	県内の訪問看護ステーション
定　員／	各回30名
受講料／	無料

訪問看護入門研修

日　時／	11月20日（土）
場　所／	県ナースセンター研修室
定　員／	60名（午前30名　午後30名）
応募期間／	8月末から9月中旬
受講料／	無料

重度重複障がい児者看護研修

日　時／	12月2日（木）・9日（木）・18日（土）
 全3日間　9：30 ～ 16：30
対　象／	県内の介護保険施設に勤務する管理的立場の

看護職
内　容／	介護保険施設の看護管理者の役割と責務　等
定　員／	50名
応募期間／	9月末～ 11月中旬
受講料／	4,500円（3日間）

問合せ／ 地域看護課　☎045‒263‒2933

介護保険施設等看護研修Ⅲ
（管理者レベル） 【オンライン研修】

表紙の
写真

開かれた看護協会を
目指して
−公益社団法人神奈川県看護協会

（横浜市中区）

前専務理事　渡邊  二治子

　1985年10月に日本看護協会神奈川県支部から社団法人神奈
川県看護協会となり、2012年には公益社団法人を取得し名実と
もに自立した組織になりました。当初13,000人であった会員も
38,000人と大きな成長を遂げています。協会運営には会員の皆
さま一人ひとりの力が結集し現在の力強い看護協会が形づくられ
ています。看護だよりは36年の時を刻み200号の発刊に至りま
した。看護だよりが唯一の広報手段であった時代から今日まで休
むことなく発刊し続けてきました。広報・出版委員会を中心に会
員、医療関係職種の皆さまの協力によって看護だよりは成り立っ
ています。看護協会はこれからも会員と共に歩むオープンでフラッ
トな組織を目ざして取り組んでまいります。

編 集
後 記

　今回の表紙は、200号を記念して神奈川県看護協会を掲載
しました。今後も様々な病院・施設を紹介していきます。「私
の職場を紹介して！！」 「まだ紹介されてないよ」 という病院・
施設の方々、自薦・他薦は問いませんので、是非お知らせくだ
さい！！ （Y.M）

問合せ／総務課　企画・会員班　☎045‒263‒2918

日　時／	①10月1日（金）  ②12月17日（金）  各14時～
場　所／	神奈川県総合医療会館7階講堂
内　容／	①ひきこもりの理解～「こもりびと」の気持ち・親の気持ち～
　　　　 ②ひきこもりの支援～「こもりびと」を支える支援者の役割～
講　師／白梅学園大学 子ども学部子ども学科
　　　　教授  長谷川 俊雄 氏 （社会福祉士、精神保健福祉士）
対　象／	保健師・看護職等
受講料／	1,000円（当該年度会員：無料）
問合せ／総務課総務班　☎045‒263‒2914

保健師職能委員会
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