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新潟県看護協会会員数（令和３年２月３日現在）
保健師 830 名 / 助産師 611 名 / 看護師 14,286 名 / 准看護師 602 名

八海山と魚沼地区の街並み

◇ 会員総数 16,329 名
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۟ٛͬϋρͼΰٳट̱Ȃ࡛ે͈৾ͤழ͙͈ވခ͞

ಎগȂၖͤ͞ܦຳၛ̻ࣣ̞༔̦ြ̞̈́̈́̓ે̦ޙ՛

੩ॲ̱̦͂̀ةြ̥ͥͬࣉ̢ͥܥ̱̱̹ٛ͂͘ȃ̷

̳̞̱̀͘اȃ̷͈ևළૡ̥ͣܢঊ̫̤֗̀ͥͅܢ୨ͦ

̱̀ষාഽ̫࢜̀ͅȂུۭࢌފ̦ٛଔૺ̳ͥȶ༗࠲Ȇ

࿒͈̞̈́׳ఘଷ̦̳̞̀̽̈́͂͘ྩݢȃ̱̥̱႓გ ĳ

֓ၷȆছ͈Ⴒࠈاޑȝ༦ঊ͈̹͈͛౷֖༫گΏΑΞθȷ

ාഽ͉Ȃ੩ॲෝտْ֥͈͉͕ٛࠗ͂ͭ̓ಎগ͂̈́ͤ

ͬ৾ͤழ̧̞̹̞ͭ́͂এ̞̳͘ȃ

看護師職能Ⅰ委員会

ۭࢌෝԅտ֥ٛտ֥ಿȁ࿐ġဢঊ

ȁ႓გˎාഽ͈փࡉ͉۟ٛȂȶພ࡛֭ા̤̫ͥͅဲଷͬࣉ̢ͥȷͬΞȜζ
ͅٳट̱̱̹͘ȃ࣒ͅ૧࢚ࡇګުފ൳ழࣣႲࣣٛ૧֓ګၷΓϋΗȜ
͈ୈ૰شۭࢌ༌١ࢤအ̤ͬઉ̧̧̱̮࣒̹̱̺̹̞̀͘ȃ༡ਬ
֥ Ķı ྴ͈̭͂ͧ Ĳıı ྴոષ͈ܛབ̦̜̱̹ͤ͘ȃဲଷͅచ̳ͥ۾͈ࣞ
̯̲ͬۜȂࡿஜȆࡿࢃˎ͈࣒ٝͅ་ࢵ̱࣒৪֥ͅ४̧̹̱̺̹̞͘حȃ
࡛ા̵̥ͥͅڰඤယ̜́ͤྖ௷ഽ͈̞ࣞࡄਘ̱̹͂̈́ͤ͘ȃ

看護師職能Ⅱ委員会

ۭࢌෝԆտ֥ٛտ֥ಿȁعඤġȁڠ

ȁĹ ͅ໐ෝయນ৪݈̦̥ٛͦٳȂڎ໐͈͂ૂ༭࣐̞̱̹۟ͬ͘ȃ
૧߿υ;ͼσΑచ؊͞૽ऺږ༗଼̞̤̀֗ͅऺ૽͍ݞෝԆႀ֖අခ
͈ඳ̱̯̦̜̭̦ͥ͂ވခ̯̱̹ͦ͘ȃ
ȁĲĲ ͉ͅȂփএࠨ̱̀͂׳Ȃłńő ͬக̳ͥ֓Ȃह֓ၷȆݢݣ
Ⴒࠈ̞̾̀ͅȂ૧ګঌ͈൚৪ݢݣ͍ݞబ֥͈ࢄ२ྴͬઉ̞̀ࡄਘ࣐ٛͬ
̞̱̹͘ȃఉਅ̦४̱حȂڰอ̈́ৗ݃؊൞̦ജ۾̯ͦٳ͈̯̦ࣞॿ̢
̱̹͘ȃ
ȁࣽࢃ͉Ȃၷਫ਼ۭࢌ͈͒ͺϋΉȜΠऔͬထ̱̤̳͈̀ͤ́͘Ȃ̮
ފႁ̤̞ܐ౿̱̳͘ȃ
3

スペシャリスト
たちの挑戦

【特集】
新型コロナ感染症対策の取り組み

Part1

新型コロナウイルス感染症患者を
受け入れて見えてきた看護
ＪＡ新潟厚生連

新潟医療センター

看護師長

上倉

雅子

当院は新型コロナウイルス感染症の重点医療機
関としてこれまで約 40 名の患者の受け入れを行っ
てきました。（令和２年 12 月末現在）コロナ対応
の病棟としてまず行ったことは看護師の感染対策
の教育でした。今まで指定感染症などの感染症を
対応したことがなかったため、個人防護具の着脱、
手洗い、そして病棟内のゾーニングを徹底しまし
た。個人防護具の着脱方法については、ICN の作

そして、患者自身も看護師と会話する際、真正面

成した DVD を見ながら繰り返し練習し、看護師同

ではなく、顔をずらすなどの配慮をする方や逆に

士で確認し合いながら行いました。また、病棟内

医療者側に温かい励ましの言葉をかけてくれる方

のゾーニングは病棟のスタッフ全員で行いました。

がいました。そうした患者の言葉は私達のやりが

安全な動線を考えながら清潔区域と汚染区域を

いにもつながったと思います。11 月には高齢者施

テープで仕切り、汚染区域の物品は持ち出さない

設でのクラスターが発生し、介護を要する方の受

ように赤色のテープを貼るなど誰が見てもわかる

け入れも経験しました。ADL が自立している患者

ようにしました。

の看護とは大きく異なり、吸引や食事介助、体位

看護業務に関しても様々な手順の作成を行いま

変換、おむつ交換など、患者と接する時間も増え、

した。患者には、「入院のしおり」や「入院準備の

感染リスクの不安や疲労も生じ、病棟全体が少し

ご案内」など作成しました。また、隔離する個室

ネガティブな雰囲気となった時期もありました。

には WIFI 環境を整備しました。病棟の業務では、

しかし、そうした中でも面会ができない患者家族

患者受け入れ手順や、各勤務業務手順、清掃手順

のために、患者の様子を見て少しでも安心して入

などを中心に作成しました。この手順の周知を図

院生活が送れるように積極的にタブレットを持っ

るために、汚染区域で行う業務では手順をラミネー

て病室に行き、リモート面会を行いました。リモー

ト加工し、いつでも見て確認できるよう工夫しま

ト面会を行うことで患者や家族の安心した表情を

した。様々な準備を計画的に行っていても、実際

見て少し達成感も得られたと思います。

に患者を受け入れて気づくこともあり、その都度、

新型コロナウイルス感染症の看護は、精神的に

病棟内で繰り返し話し合いを行いながら手順の修

も身体的にも負担が大きいです。個人防護具を着

正や作成を行ってきました。

て、Ｎ95 マスクをつけて、ゴーグルをつけて完全

しかし、正しい個人防護具の使用や手順の整備
を行っていても、対応する看護師には常に不安や

防備しながらの看護を行い、業務が終わった後も、
「自分が感染してはいけない」「職場の仲間や家族

緊張があり、少しでも迷いや不安を感じたときは

にうつしてはいけない」と不安は続きます。しかし、

自己判断せずに、ICN か病棟師長である私に相談

コロナ病棟を立ち上げてから繰り返し行ってきた

するように伝えてきました。また、感染に対する

個人防護具の着脱訓練や病棟スタッフ全員で行っ

不安や先の見えない不安など様々な不安を抱える

たゾーニングの徹底により、今日まで安全に業務

スタッフには面談も行ってきました。受け入れ当

を行うことができました。不安と緊張は続きます

初は感染に対する不安が強く、とにかく院内感染

が、今までやってきた感染対策を継続していきた

を起こさない、自分が感染しないということだけ

いと思います。そして、本来の看護である「隔離

を考えて業務にあたっていましたが、受け入れを

されている状況で患者や家族にできる援助は何か」

行っていくうちに、患者の不安に寄り添えるという

を考えることを大切にしながら、日々の看護を行っ

本来の看護が行えるようになってきたと思います。

ていきたいと思います。
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【特集】新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

新型コロナウイルス感染症に対する当病院の活動
ＪＡ新潟厚生連 新潟医療センター
感染管理認定看護師

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる
ための体制づくり
受け入れるまで
当院で体制整備を開始した当初は、私は何から手を
付ければよいかわからない状況でした。体制整備に取
り組む中で、私はまず自分自身で実施してみることを
意識しました。定めたマニュアルや体制が実際行える
のかどうか、まず自分自身で経験し、確認する必要が
あるとの考えからです。今では一つの点が、球のよう
にうまく機能する体制に発展した印象があります。

物品の確保

桑原

正祐

標準予防策の推進
現在当院では個人防護具について図のような一覧表
を作成し、だれもが適切に個人防護具を使用できるよ
う啓発しています。場面に応じてどのような個人防護
具が必要か提示しています。

状況に合わせた看護
クラスター対応での患者は、今まで受け入れをして
きた患者と自立度が全く異なり、清潔ケアの必要な方が
多くいました。そこで現場のスタッフと一緒に考え、入
院日数に応じたケアを実施していく事としました。それ
により、必要なケアの提供とリスクの回避について『落
としどころ』を設けることができたと考えています。

当院では代替品等の調整がなかなかうま
くいかない中、医療材料の使用を可能な範
囲で制限、過剰在庫の防止を行いました。
代替品については医療材料にこだわらず、
食品関連からも調達しました。具体的には、
おむつ交換などの生活援助の場面では手袋
は必ず医療材料でなくてもよいのです。し
かし、薬剤が関与する場合は、手袋の薬剤
透過性の問題があるため、医療材料を用い
る必要があります。そのように用途に合わ
せての払い出しを行いました。

新型コロナウイルス感染症患者
受け入れ後の実際
行政とのかかわり
今回の新型コロナウイルス感染症対応で
は院内と同様に保健所をはじめとした行政
も様々な対応に追われていたのではないか
と推察します。その中で、窓口がシンプル
であることは効率的に話を進めるにあたり
重要なことと考えます。一方で、負担過多
が生じない対策も必要となっています。交
代制であっても変わらず対応できることが
今後の課題です。

おわりに
私は、感染管理・感染対策では『100－１＝０』の
計算式が成り立つと考えています。感染対策で考えた
際、100 ある対策のうち１でも手を抜くと、何もして
いないような結果になる場合があります。また、100
人で感染対策を行う場合、１人でも対策を損なうとそ
こから感染は伝播していきます。当院における新型コ
ロナウイルス感染症患者の対応報告が少しでも−1 を
生ませない一助になればと願います。
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【特集】新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

新型コロナウイルス感染症に係る対応マネジメント研修を実践して
社会医療法人仁愛会

新潟中央病院

感染管理認定看護師

樋口

奈津子

新型コロナウイルスは発症前から感染性があり、日常
的な正しい感染予防対策の実践が必要です。中でも高齢
者の死亡リスクは高く、高齢者の多い介護施設の感染防
止対策は非常に重要です。しかし、マスク着用などの標
準予防策の実施が困難な高齢者もおり、感染管理が困難
な背景もあります。
今回、研修を行うにあたり、現状を把握し実践に活か
せる研修を行うため、事前に看護部長から現状をお聞き
し、施設を見学させていただきました。高齢者が多いた
め日常生活援助も多く、標準予防策の徹底の困難な状況
が実感できました。しかし、栞の里の皆様が諦めず、知
恵を出し合い検討を重ねてきたことを随所に感じまし
た。例えば食事の際の座席の配置、喀痰吸引時のゴーグ
ル活用、疑い患者外来対応、隔離スペースでのゾーンニ
ングや人員配置について等です。
現状を把握した上で、行えていなかった利用者のマス
ク着用の必要性と職員の眼の保護について説明しまし
た。また環境感染学会ガイドラインにある、患者がマス
クを着用していない場合、医療従事者がサージカルマス

図１．新潟中央病院年度別
一患者一日当たり手指消毒回数

クを着用していても眼の防護なしでは中リスクになると
の部分を、食事介助や口腔ケア時に眼の保護を追加いた
だくよう具体例と共に説明させて頂きました。また、手
指衛生の重要性については、自施設の手指衛生が向上す
るとともに低下した耐性菌分離率データを提示し、基本
的な感染対策がどのように効果があるかをご説明しまし
た。（図１、表１参照）研修を通して標準予防策の重要
性を共に再確認できましたことを大変嬉しく思います。
私自身、感染管理認定看護師として第一波、第二波を
悩みながら対応してきました。個室の数には限りがあり、
骨折した高齢者の多くは入院時から発熱しマスク着用も
困難です。そのような中での現
表１．新潟中央病院 ＭＲＳＡ分離率 場の看護師の努力は並々ならな
いものがあり、協力なしには感
当
院
染対策は成り立ちませんでした。
平成 28 年
19/39 人 48.70％
そして多職種で話し合い取り
組む中で、感染防止対策はチー
平成 29 年
10/34 人 29.40％
ムで行うことを再認識しました。
一人では何も成し遂げることは
平成 30 年
10/44 人 22.70％
出来ません。今後も多職種と連
令和 １ 年
16/50 人 32.00％
携し支えあい、それぞれの専門
ＭＲＳＡ分離率＝
性を発揮し、困難を乗り越えて
ＭＲＳＡ患者数 /S.aureus 患者数 ×100
いけたらと考えております。

***

新型コロナウイルス感染症に係る対応マネジメント研修を受講して、今後施設で取り組むこと
医療法人健周会

介護医療院

４階看護師長
2020 年は、新型コロナウイルス感染症対策に追われ
る日々でした。当施設の利用者の多くは認知症を伴う要
介護者の方であり、職員は利用者と至近距離で看護、介
護をしている状況にあります。陽性者が一人でもでれば、
クラスターとなる可能性は高く、危機感と緊張感の中で
勤務をしています。感染拡大防止対策として「３蜜」を
避ける、手指衛生の徹底、頻回な換気の実施、環境衛生、
スタンダードプリコーションの遵守などの対応を行って
きました。
2020 年 11 月 18 日新潟県看護協会の出前研修として、
新潟中央病院 感染認定看護師の樋口奈津子様を講師に
迎え「認定看護師から学ぶ新型コロナウイルス感染対策」
と題して、他職種合同の研修を開催しました。新型コロ
ナウイルスに関する感染予防の基本、感染状況下での対
応、マニュアル作成について分かりやすい講義を受けま
した。また、個人防護具の着脱方法について実技指導を
していただきました。研修前には新型コロナウイルス感
染患者受け入れ病棟の環境や人員配置、患者や職員に対
する精神的ケアについての配慮、発熱外来における対応
や導線のアドバイスを受けました。受講で学んだことを
参考に、利用者のマスク着用の実施を開始しました。高
齢で認知症の方の常時マスク着用は難しいと思われまし
たが、検査時の移動、離床時、他者との接する場合など

須貝

栞の郷

和美

に着用することで装着への抵抗が少なく実施することが
できています。ホールでの食事場面では、対面を避け、
一方向で食事ができるようにテーブルの位置の変更、利
用者の手指衛生の徹底を行いました。さらに他職種が
with コロナのスタンダードプリコーションとして診療
やケア介入の際はゴーグルを着用し、粘膜保護による感
染予防を行っています。今後は、研修やアドバイスを含
め、ガイドラインを参考に多職種が分かりやすい新型コ
ロナウイルス感染症予防対策の周知と発生時における対
応マニュアルの作成、個人防護具の着脱方法の実践を周
知していくことで、施設における院内感染防止に努めて
いきたいと考えています。今回の研修を通し、感染対策
を見直すこと
ができ、多職
種で防護服の
着脱訓練がで
きたことは感
染対策に対す
る共通認識に
も繋がり、有
意義な研修と
なりました。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた新潟県看護協会の取り組み

〜 軽症者宿泊療養施設健康管理業務について 〜

宿泊療養施設を利用される方々の
安心を支える看護の力
厚生労働省では、４月に新型コロナウイルス感
染症の軽症者等について宿泊療養を実施する旨の
方針を示しました。新型コロナウイルス感染症の

戸惑いながらも対応しなければならない場面が多
くあります。
また、夜間対応の訪問看護ステーションは、通

感染拡大が進み、入院患者の増加が見られた場合、

常の業務を行いながら、待機をしているため、そ

より重症者に対する医療資源の確保が重要となり、

の負担は大きいものです。

新潟県の医療調整本部から新潟県看護協会に軽症

しかし、そのような中でも看護職が行う健康観

者宿泊療養施設についての協力要請が入りました。

察は、発症の経過を考え今日の症状の変化はどう

県からの委託を受け、準備を進め令和２年９月よ

か。睡眠や食欲の様子はどうかと観察をすすめ、

り、新型コロナウイルス感染症軽症者宿泊療養施

身体状況を冷静に判断しています。「検査はどうな

設の健康管理業務を行っています。

るの？」「家族や職場のことが心配だよ。」という療

現在、新潟県では県内４エリアに軽症者宿泊療
養施設を準備しています。看護協会では、４つの

養者の訴えに耳を傾け穏やかに対応し、相談された
方が安心していく様子がわかります。

エリア軽症者宿泊療養施設ごとに日中３人の看護

今までの経験と知識をもって、誠実に寄り添う姿

職を配置し、稼働した施設で、健康管理業務にあ

勢は、それが新型コロナウイルス感染の状況下でも

たっています。

変わらないものでしょう。それが看護の力だと思い

また、夜間の電話相談等対応業務は、エリア毎
に２施設の訪問看護ステーションが対応しており
ます。

ます。
まだまだ厳しい状況が続くことが想定されます。
看護協会は、それぞれの施設で看護の力を発揮して

軽症者宿泊療養施設を利用される方は 65 歳未

いる皆様の頑張りにエールを送るとともに状況把握

満、基礎疾患がなく、症状から必ずしも入院の必

に努め、看護の力を県民の皆様に適切に提供してい

要がないと判断された方々です。

きます。

看護師が行う主な健
康管理業務は、電話を
介しての健康管理及び、
健康面での相談対応と
生活支援員等に対する
感染防護対策指導です。
看護職だけでなく他の
スタッフも初めての環
境、初めての業務であ
り、社会情勢によって
日々変化する出来事に
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【上越エリアの宿泊施設】

知事への「令和 3 年度予算に対する要望書」提出について
ȁ႓გ Ĵ ා Ĳ  Ĺ Ȃυ͈ؼಎȂܲਹ̈́শږͬۼ༗̧̱̞̹̺̀Ȃ႓გ Ĵ ාഽ͈૧ࡇګထॳͅచ̳ͥ
ါབͬलٛಿ̥ͣڙـম̱̱̹͘ͅȃါབম͉ࣜ૧߿υ;ͼσΑۜஅછచ؊ͬ൩̢͘ոئ
͈̤̳͂ͤ́ȃ

ˍȁۭࢌ֥ږ༗చॐ
ȁȪĲȫ͈̞ۭࣞࢌ଼͈֗Ȇ׳
ȁȪĳȫۭࢌܖய͈֗ޗਰاޑ
ˎȁȜΑΓϋΗȜ͈ܥෝاޑ
ȁȪĲȫȜΑΓϋΗȜܥෝاޑȆڐఱ
ȁȪĳȫȜΑΓϋΗȜ͈၌ဥ௯ૺȆඑଷഽ௯ૺ
ˏȁह֓ၷ͈ଔૺ
ȁȪĲȫང࿚ۭࢌ͈ږ༗Ȇచॐ
ȁȪĳȫࣞႢ৪ঔ୭൝͈ۭࢌȆٚࢌȜΫΑ͈ਰ

教育研修課・学会委員会

新潟県看護協会看護学会のお知らせ
ȁࣽාഽ͉Ȃ૧߿υ;ͻσΑۜஅཡগ͈۷ത̥ͣȂڠ͈ٛٳटͬধષอນ͈͙͈ࠁ̞̹̱͂͘
̱̹ȃॼැ̦̈́ͣڠ͈ٛ͒؊༡ତ͉Ȃ႕ාͤ͢ତ߃̩ࡘઁ̱Ȃ૧߿υ;ͻσΑۜஅછ͈చ؊
̢͈̳̤ͤ̀͘ࣉ͈̹̦͂͜ޣגȃ
ȁĳıĳĲාഽ͉Ȃུۭࢌފٛڠਬ̦ٛਁेιΛΓ́ٳट̯ͦͥထ́૧ڠࢌۭࡇګ͉ٛݝগ͂̈́ͤ͘
̳ȃ̷͈̹ۭ͛ࢌڠ͉ٛĳıĳĳ ාഽ̥͈ͣٳट̳͂̈́ͤ͘ȃٳट̜̹ͤͅ২ٛે̦͙ͣ̈́ۻͬޙ֥͈ٛٯ
အ͈၌ࠁ̠̳̦ͤ͘͢ͅࠒͅף൝ͬ൦̱̞̳̀ͤ͘͘ȃમळ͉γȜθβȜΐ̵̤̞̹̱̳́ͣ͘ȃ
ȁંȂĳıĳı ාഽ͈ڠٛਬ͈૭̱ࣺ͙͉ਞၭ̱̱̹̦͘Ȃ̮ܛབ̯༷̦̞̱̹ͦͥͣ͘ފ̮ٛͅႲ၁
̤̳̱̞͘ܐȃ

訪問看護推進課

「訪問看護研修」の取り組み
ȁ႓გˎාഽ͉૧߿υۜஅછڐఱͤ͢ͅȂْܑ̱̞̹̀ང࿚ۭࢌਲম৪ࡄਘ͈ٛக༎Ȫːȡ
Ĳı ́͘ Ĳĳ ٝ́ٳटْࠗȫ͉Ȃː̥ͣ ķ ͈́͘ˑٝͬಎগ̱̱̹͘ȃ૧߿υۜஅછထཡ͈ఘ
ଷͬା̢Ȃ˓̥ͣٳट̱̱̹͘ȃࡇ࣒ٸ͈࣒͉݅ śŰŰŮ ࡄਘͅ୨ͤఢ̢ˎٝঔ̱Ȃࡄਘ͈ٛۜே
͉́ȶυచॐ̱̥̞̜̦̹̥̹̳ͬ̽ͤ͂ͣͦ̀̀ͤ̽́ȷ
ȶυ͈ؼಎ̞̞́ͧͧࢥຳ̱̞̀
̹̺̞࣒̦̫̹̭̠̱̩̀݅ͣͦ͂ͬͦএ̞̳͘ȷ͈̜̈́̓ͤ͜Ȃ࣒৪̥ͣۜ͜அచॐ̮ͅފ
ႁ̧̞̹̺Ȃࡄਘ̦ٛਞၭ̧̹̭́͂ۜͅ৫̱̞̳̀͘ȃȶང࿚ۭ
ࢌਲম৪ࡄਘٛக༎ȷ͉ང࿚ۭࢌ૧හ৪̦చય̳̦͂̈́ͤ͘Ȃ
࣒ٳजྀ̜̭̥ͥ͂ͣ͜ා࣒̤༷̞̱͙̱݅ͬͤͥ̀͜ͅڢȂ४ح
̯̹ͦٯအ͈̮փࡉْܑ̳̞̱̱ͬ̀̀͘דȃ
ȁ႓გˎාഽ͉ύؼ४૽حତ͜ઁ̞̈́ે̦̹̱́ޙ႓გˏා
ഽ͜൳အͅٳट̧̱̞̳͈̀́͘Ȃఉ̩͈ٯအ̥͈̮ͣ४ܐ̤ͬح
̞̱̳͘ȃ

在宅看護研修会での
訪問看護ステーション実習風景
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災害支援ナース養成研修 in Zoom で新たなカタチを
૧ފࢌۭࡇګٛबࢌۭٺտ֥ٛȁտ֥ಿȁġġ५ġġڡġġঃ
Ȫ૧ࡇګၛୈ૰֓ၷΓϋΗȜȫ

ȁौා͈ࣽࣼĄ̑͞لই͛ͥܬ୯͂ၔໜͅজో͉ճட

ႁࣆͤȂ࣒݅শͬۼౣੀ̱̱̹͘ȃ̹͘ૂ༭ၾ͈ఉ̞

̹ͥএ̞́Ȃࡉ̢̞̈́ޞր͂చፗ̱ই̞̹͛̀͂এ̞

൲ْ͉ऺޗȂఘࡑͬே̵̯ܳਬಎႁ͈͜ͅခ࢘

̳͘ȃńŐŗŊŅĮĲĺ ۜஅછ͈͉ޣגȂ̜ͣͥ͠࿂́૽͈

̱̹́ȃΈσȜίχȜ·͉́Ȃਬࣣࡄਘ̥ͤ͢͞ͅؤ

ਬࣣ͂֊൲̳ͥমͬඳ̵̱̩̯̱̹͘ȃ

փࡉ̢̦࣐̹̞̠̦۟͂ఉ̩Ȃచ࿂ْ͉̞̈́ͅ࿂

ȁबٺ׳ȜΑူ଼ࡄਘ͜ఈസൽຸࡇ͉́ٳटݝগ

ષ͈́ݻၗ̢͈̳ۜ࢘͘ࣉ̺͂ضȃͺϋΉȜΠ͈ࠫض

͞ྚ̦ఉ̩Ȃ൚ࡇ́͜ݝগ̳༷̱̹ͥ࢜́ȃ̱̥̱Ȃ

̥࣒ͣ͜৪͈ྖ௷ഽ͉̩ࣞȂ̹ͦͣ͛ݥඤယ͓ͬڠ

̭͈̠̈́͢শ̷̭ͅȂबٺ׳ȜΑ͈ࠑ͍ͬڠ̳

̹͈͂͜এ̞̳͘ȃ

ͥփ̦̜̞̠݅ͥ͂ম͂ȂŘŦţ ު݈ٛͬ͞ڰဥ̱̀

ȁ༷֚́ઁ̴̥̈́ͣਬࣣࡄਘ͈༷̦ၻ̞̞̠͂փࡉȂ

̞̹տ֥ో͈ంह̦Ȃຈடഎͅबٺ׳ȜΑူ଼ࡄ

ၳັ͞ιȜσȂΞΑΠ൝͈ະ௷

ਘ;Ϳήٳट͈ࠨ̱̹͛͂̈́ͤ͘ȃ

͈هఴ̜̱̹ͤ͘͜ȃࣽࢃȂ࣒৪έȜΑΠ̦ͬ

ȁུ͈࣒ٛ৪͂৽ट௰Ȃ༷͈࢜ ŘŦţ ࡄਘ̀ͅ૭

ུ̫ٛ͂هͅވఴٜࠨ৾ͤͅழ̧̞̳ͭ́͘ȃ

ࣺȆഴ༹༷࣒݅͞ඤယ͂ΈσȜίχȜ·ȂͺϋΉȜ

ȁࣽාഽ͉ഴࢵ૧༊͈͙̱̹̦́ȂŘŦţ ࡄਘ̱͂̀

Πͅঢͥࢹ଼ͬ་ࢵ̱̀Ȃඊু́൲ْ ͞ऺޗśŰŰŮ ୰

͈૧̹̈́ίρΛΠέȜθ̧̦̹́͂এ̞̳͘ȃষා

ྶ͜ै଼̱̱̹͘ȃུြȂশࡄ̭̥̥̦ͬͧ͂ͥۼ

ഽ͉ܖய༎Ȃக༎ͬ͛܄ ŘŦţ ࢹ଼͞ήτϋΟͻΛ

ਘུ࣒͈ٛ͞ၰ࿂̹̜ͩͥͤ͜ͅ׳Ȃ௸̥͞

ΠρȜΣϋΈ൝૧̱̞ࠁ͈́ٳटͬ൦̱̞̳̀͘ȃ

ͅ૧̹̈́ࡄਘ͈ࢹ଼̧̦̱̹́͘ȃ

̴ͣ͜ࡄਘٛા͈༊ह̦ٜક̯ͦȂఉအ̈́ࡄਘࢹ଼

ȁ൚́͘Ȃવ͂ٺ࣒৪͈࿒ດో଼̧̦͈́ͥ

͉Ȃհ̈́ڠਠܥ͈ٛࠑ࣒͂৪͈ুၙͬࣞ͛ͥ

̥Ȃ̞̠͂ະհ̦̜̱̹ͤ͘ȃ୶࣐̱̀ΞΑΠ͂

͈͂͜ܢఞ̱̞̳̀͘ȃ

ڎ࣒ાਫ਼͈̱ͬږȂŘŦţ ࡄਘ̦͈༷͛̀ș͉ͅȂ

ȁυޫ̠̞͂ؼ࿂́͜ఉอ̳ͥুடबٺȃ̦ةȶୃ

εȜΗȜ̦ુಛ̳ͥۜஅచॐͬঔ̱̹ٛાͬ୭̱א

ٜȷ͈̥̈́ࡉ̢̞̈́ે͉́ޙȂٜͬࣉ̢ȶ଼ٜȷͬ̾

̱̹͘ȃ֚শഛະਜ਼̦ͤ͢ͅతͥા࿂̜ͤ͘͜

̩̜̬̞̩ͤ̀૽ऺ̦̳ͦͣ͛͘ݥȃ̹͘Ȃུۭࢌ

̱̹̦Ȃ̻͉ͭͧ͜קئȂ͈༷ऎള͞ષȆಎ͈קఉ

ފ͉ٛȶ౷֖̤̫ͥͅۯܥܓၑఘଷ͈اޑȷͬਹതଽ

̩͈࣒৪͂ၻࢡ̈́ηνΣΉȜΏοῧ̦̱ͦ͘

ॐ̱͂̀ࠇ̬̱̹͘ȃজ͉Ȃۭࢌࡢș૽̦ܥܓփে

̹ȃ

͈ۜͬࣞ͛ͥশయ͈̺̈́͂এ̞̳͘ȃুͣȶ଼ٜȷ

ȁŘŦţ ࡄਘ͉́Ȃਬಎႁ͈࿚ఴ̧̦͈̳̾́͜ȃबٺ

ͬౝ̵ͥ૽ऺ̱͈͂̀बٺ׳ȜΑ̦ࣽȂͦͣ͛ݥ

׳ȜΑူ଼ࡄਘ͈ΏρΨΑͬȂŘŦţ ષ́ࡄਘΟΎ

̞̳̀͘ȃ

ͼϋ̳ͥष͉ͅȂυه̞ͥ̀ͦͣ͛ݥ́ؼఴͬޭ

Web 研修のサポーターが常駐する協会内会場に参加した受講者の様子
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ワーク･ライフ･バランスの推進･魅力ある職場づくり
多様な勤務形態の導入：看護職の夜勤専従！
労働環境改善推進委員会からの報告
新潟県看護協会労働環境改善推進委員会 委員長 関井
（医療法人 恵松会

愛紀子
河渡病院）

看護職を安定的に確保する目的で導入され「夜
勤専従看護師」の現状把握から、県内の看護職の
夜勤負担軽減の一助にするため導入している病院
の実態の一部を報告します。
夜勤専従者とは夜勤勤務のみを行う看護職であ
り、入院基本料の算定要件では、夜勤を行う看護職
員の月（または４週）の平均夜勤時間数「72 時間
以内」
。日本看護協会は「72 時間」の 2 倍の「144
時間以内」を夜勤専従者の勤務時間としています。

きめ細やかな健康管理に留意し、夜勤専従看護師
を気遣う状況がありました。

日本の夜勤専従看護師のはじまり

④休憩時間

過去 1990 年前後には深刻な看護師不足・確保
困難の時代があり、この解決策として、厚生省「看
護業務検討会」の報告書には、
「夜勤専従看護婦に
ついては、夜勤業務の厳しさと、夜勤要員として
の貴重さを勘案した上で、労働の条件を労働衛生
上の観点からも検討して導入のあり方についての
基準を作成し、それに沿って希望者の受け入れを
進めるべきである」と述べられています。

新潟県における夜勤専従の実態調査の結果
新潟県で夜勤専従を導入している設置主体・病
床数の異なる 3 病院の実態を報告します。尚、病
院規模は 199 床未満：１病院、400 床未満：１病院、
400 床以上１病院であり、11 月現在 3 病院で合計
10 名の看護師が夜勤専従看護師として勤務してい
ました。
図１

夜勤専従の導入理由 ( 複数回答 )
①夜勤可能な看護職が少な
くなった
②産休・育休の看護職が増
えた
③育児や病気等で夜勤免除
の看護職が増えた
④その他

夜勤専従を導入した理由は、育児や病気等で夜
勤免除の看護師の増加、再雇用職員の増加（５年以
内に 10 人以上になる可能性）など、月平均夜勤時
間の削減と看護職員の夜勤負担軽減でした。
（図１）
夜勤専従の勤務時間では、３病院とも勤務時間数
は 144 時間以内を遵守していましたが、勤務開始と
夜勤専従総時間数には違いがありました。
（表１）
最も苦労した点では、夜勤専従が使用する仮眠
室整備で、病棟から離れ静かに休める部屋の確保、
職員検診以外でも血圧値を産業医に提出するなど、

表１

夜勤専従の勤務時間について
項

Ａ病院

Ｂ病院

Ｃ病院

①開始時間

15時30分

15時30分

16時30分

②終了時間

9時

9時

9時

③勤務時間

15時間30分

16時

16時

2時間 60分を2回

2時間

⑤夜勤専従総時間数 136.17時間 124時間4週

144時間

表２

目

夜勤専従を導入して良かった点

職員の中で、夜勤専従業務に身体が合う者は、満
足度が高く、希望頻度も高いので、人数が３～４
人と安定していきます。
病院としては、施設基準基本料７対１の夜勤時間
72 時間以内に貢献して頂いています。
７：１看護体制の要件である月平均夜勤時間数の削
減につながる、大学院通学者への支援に活用できる
施設基準の 72 時間がクリアできる

表２は夜勤専従を導入して良かった点の自由記
載内容です。この結果が示すように、安定した夜
勤者の確保・72 時間の施設基準を満たすなど導入
目的が達成されていました。

結論
夜勤専従の導入理由が異なる３病院であっても、
導入で夜勤への負担が軽減し 72 時間を遵守できて
いました。更に、導入後は特に大きな問題もなく経
過している状況から、夜勤者を安定的に確保するた
めの解決策として、課題は達成されていました。
夜勤専従看護師の導入状況は、日本看護協会の病
院看護実態調査（2019 年）では 1,556 病院（46％）
、
近隣の長野県看護協会の夜勤実態調査（2016 年）
では、30 病院（37.5％）です。この数字から、本
県での導入はまだ少ない状況です。夜勤者の不足を
嘆きつつ、月毎に 72 時間以上勤務する看護職を交
代で凌いでいる状況では、看護職の離職や健康面に
関する問題の顕在化が危惧されます。
本県の実態の一部と全国の導入を踏まえ次のこと
が言えると思います。新たな勤務体制として、夜勤
専従看護師を導入する場合、様々な障壁があります。
しかし、その障壁を超え、安定した夜勤者の確保と
夜勤時間の削減を目標に、夜勤専従看護師の導入に
ついて本格的に検討する段階・時期に来ているので
はないでしょうか。皆様、是非一緒に考えていきま
しょう。
9

ナースセンターからのお知らせ
WEB 予約・WEB 広告始めました
より使いやすく、ご利用しやすいナースセンターを目指し、WEB からの相談予約ができるようになりました。
求人・求職についての相談をご希望の方はぜひご利用ください。WEB 広告も 2020 年 12 月から開始しています。
WEB 広告をクリックしていただくと、新潟県ナースセンターのホームページへアクセスできます。

相談のご予約は新潟県ナース
センターのホームページから
こちらをクリック。最寄りの
各ナースセンターをご利用く
ださい。

 看護師等の離職時の届出制度

〜離職される看護職の皆様へ届出のお願い〜

「看護師等人材確保の促進に関する法律」の改正により、平成 27 年度より離職時等に保健師・助産師・看護師・
准看護師の免許保持者の方はナースセンターへ自身の情報を届出することが努力義務となっております。

届 出 対 象 者
◇病院等を離職する看護職
（病院等とは、病院、診療所、助産所、訪問看護事業所、介護老
人保健施設）
※再就業先が決まっている、定年退職、進学される方も対象
◇保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
◇免許取得後、ただちに就業しない場合
◇看護職の資格をおもちで看護職以外の仕事に就いている方

「とどけるん」は、個人でインターネット経由した届出をす
ることを原則としています。届出したあとは、離職した看護
職が「またいつか働きたい！」をナースセンターがサポート
します。届け出た内容はあなたの情報です。届出内容に変
更があるときは、ナースセンターに連絡をお願いします。
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新 潟 県 ナ ー ス セ ン タ ー は、
就職相談や再就職支援セミ
ナーなど、届出された看護職
の方のライフサイクルにあわ
せて、きめ細やかな支援を行
います。
登録は「とどけるん」で検索
または下記ＱＲコードから↓

新潟県看護協会からの

お知らせコーナー Part 1

「ナースシップ」より
✿2021年度の入会の手続きはお済みですか？
新年度の研修受講をご希望の方は、申込締め切り時点で入会手続きを完了していない場合は非会員
の受講料となります。登録には入会申込書の提出後２か月程かかりますので、早めの手続きをお願い
いたします。会費納入の状況は会員専用ページ「キャリナース」ならびに「施設 WEB」で出来ます。

※2021 年度より会費が変更になります。
入会金 10,000 円（初めて入会する方のみ）
新潟県看護協会費 7,500 円（支部会費含む）

日本看護協会費

5,000 円

✿キャリナースにご登録ください！
キャリナースに登録すると、
①

登録内容の確認や変更ができます。

②

資料室がご利用いただけます。

③

研修会受講履歴の確認や証明書の発行も可能です。

④

スマートフォンで電子会員証を表示できます。

登録は日本看護協会・新潟県看護協会
ＨＰのここをクリック

キャリナース
QR コード

✿登録内容に変更はありませんか？

届出がないと大切なお知らせや情報が届かなくなってしまうことがあります。
登録内容に変更があった場合は、下記のいずれかの方法で届出をお願いします。
①

キャリナースから変更する。

② 「会員データ変更届」（新潟県看護協会ＨＰよりダウンロード可）を新潟県看護協会へ郵送
またはメール、ＦＡＸする。
③

所属変更により会費納入方法が口座振替になる方は、「都道府県看護協会・日本看護協会入会申込
書 / 会員情報変更届」または「キャリナース」より口座情報の登録をお願いします。

入会に関するお問い合わせ先：公益社団法人新潟県看護協会

総務課

会員登録係

訪問看護関係研修
① 【訪問看護従事者研修会（実践編）スキルアップコース】
ȁȁܢȁۼȇĵ ȡ Ĳı ȁĲĳ ٝȜΑȪहसۯၑȂۯူוၑȂहۭࢌ൝ȫ
ȁȁచય৪ȇ૧ࡇګඤ́ང࿚ۭࢌͅਲম̳ۭͥࢌȁ
② 【訪問看護従事者研修会（管理編）キャリアアップコース】
ܢȁۼȇĹ ȡ Ĳĳ ȁķ ٝȜΑȪࠐۯאၑȂ૽എ࡙ڰဥაȂςȜΘȜΏΛίა൝ȫ
ȁȁచય৪ȇ૧ࡇګඤ́ང࿚ۭࢌۯၑ৪ͅࠈ༷ͩͥȂ̭̥ͦͣਲম̳༷ͥ
③ 【在宅看護（退院支援）研修会】
ȁȁܢȁۼȇĲı ȡ Ĳĳ ȁĵ ٝ Ĭ ང࿚ۭࢌΑΞȜΏοϋਠ ĳ ۼȜΑ
ȁȁȁȁȁȁȪప֭׳Ȃह֓ၷ͈षȂहၷူ׳൝ȫ
ȁȁచય৪ȇࡇඤ́ప֭ࢌۭͥͩ۾ͅ׳͈༷Ȃང࿚ۭࢌ͈ष༷̞̹͍ͬڠ
ɖӱȡӳ͈࣒ٳज͉ఈਅ̧͈༷࣒̳́͘͜ȃɖࡄڎਘ͈મळ̞͉̾̀ͅˤˬ̮ͬ။̩̺̯̞ȃ
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新潟県看護協会からの

お知らせコーナー Part 2
教育研修

○
「看護の将来ビジョンと医療政策」
ȁȁˑˍȪാȫĲĴȇĴı ȡ ĲķȇĴıȁੳྌġġຩঊȁུۭࢌފٛྩၑম
○
（新）「新型コロナウイルス感染予防対策」
ȁȁ˒ˑȪാȫĲıȇıı ȡ Ĳķȇııȁɦમळ̞͉̾̀ͅˤˬͬ४ચ

2021年度認定看護管理者教育課程 ファーストレベル・セカンドレベル
Ķĳı
Ȫ࿐ȫġȡġġġĸĳĲ
Ȫକȫȁġ༡ਬۼܢġȇġĳĲķ
ȪغȫȡĴĲĶ
Ȫȫ
○セカンドレベル
ĸĳķ
ȪȫġȡġĲıĲĶ
Ȫ߄ȫȁġ༡ਬۼܢġȇġĴĲı
Ȫକȫȡĵġġķ
Ȫغȫ
○ファーストレベル
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġȁɦમळ̧̱͉̾̀͘ͅ ŉő ४ચ

看護協会研修時の新型コロナウィルス感染症対策について
研修会場の人数
受

付

2 階、3 階研修会場とも収容人数の 1/2 程度とします。
1 階で間隔を空けて受付を行います。
受付時非接触型デジタル温度計で体温測定を行います。
長期にわたる研修（ファーストレベル、セカンドレベル、臨施実習
研修、訪問看護研習等）では、2 週間前から終了までの期間、体温
測定表に記載し毎日提出していただきます。

入館時体温測定の実施

研修形式

原則対面形式ですが、Zoom によるオンライン研修も導入します。

机の配置

1 つの机に 1 人がけとし隣の方との間隔を 2.2ｍ空け、ソーシャル
ディスタンスを保ちます。机は研修前に拭いています。

飛沫対策
看護協会ホームページ
お知らせ 2020年7月30日
教育研修をご参照ください。

講師席アクリル板使用

換

気

ĳıĳıාĲıȡĳıĳĲාĲ

Ĳ
ĳ
Ĵ
ĵ

グループワーク時アクリル板、マスク使用

1 時間おきに部屋の換気を行います。

૧܁ Ķ

ȶ̧̢ͥͬͥȷςΧΫςΞȜΏοϋ
ષനġຮġࢊͥİ२֔ġ̯͢ġଆ̩ȁུۭࢌފٛๅٛ

ఉਅ́υ̧͈̠ࣣ࢜͂ܥܓ
ࡔکġժঊġ༎ਬȁུۭࢌފٛๅٛ

ȶ̫̦ͥੳ̻ȷ͈ۭࢌ͂૽
ݠঊġ̴̜̯ġಠȁུۭࢌފٛๅٛ

છű ŭ ŶŴ ġఘۛ
ࣞ५଼ঊġఱೋࣝġݛༀ૯యġ༎ಠȁུۭࢌފٛๅٛ

ķ
ĸ
Ĺ
ĺ

႓გĳාഽ٨చ؊ġၷ༭ਫȆٚࢌ༭ਫ͈̱̩͙͂ࣉ̢༷ȮలĶๅȯ
֔ΠΏঊȆ߱ঊġ༎ਬȁུۭࢌފٛๅٛ

ಎۭ֓ࢌ͈ুடྵၑა
ࢀġޮġಠġհోġİޮġઽġ֓۬ڠਘȁུۭࢌފٛๅٛ

႓გˎාๅġۭࢌฒ
ף২౬༹૽ུۭࢌފٛġ༎ȁུۭࢌފٛๅٛ

൫ଢ଼হၷ͂փএࠨ
ŏŶųŴŪůŨġŕŰťŢźġήΛ·τΛΠ༎ਬ໐ġ༎ȁུۭࢌފٛๅٛ

ۭࢌͅܖ̳̥ڰȆঐૻȆ΄ͼΡρͼϋਬĳıĳı
ף২౬༹૽ུۭࢌފٛġ༎ȁུۭࢌފٛๅٛ

編集
後記

Ĳıȶ֓ၷমȷ̹̽ͩͅ۾ΑΗΛέ̢ͬͥ
ܨ̻̩̳͢ෳ༒Ήͺ
ĲĲ
ϋΡρġόͻ·Πςͺಱ͈ၑேഎ੫௨͈͒ݙ
Ĳĳ
ͼΙϋΊȜσ͂ȶ२ਹ͈۾ȷġພ̞̳ۭͬ͞ࢌȂ࠲ࢫۭͬͥ͘͜ࢌ
ĲĴ
ͼΙϋΊȜσ͈ޏקġĳȆۜஅછġͼΙϋΊȜσ̶͉̈́ȶ۟ܨȷ̭̺̹͈̥ͩ̽ͅ
Ĳĵ
നܮঊġಠȁུۭࢌފٛๅٛ

ुࡔ୷ਝġ༎ȁུۭࢌފٛๅٛ

έυȜτϋΑȆͼΙϋΊȜσġಠġ࿐ఆġୃঊġȁུۭࢌފٛๅٛ

έυȜτϋΑȆͼΙϋΊȜσġಠġ்śŊŕŐ૯ऎঊġȁུۭࢌފٛๅٛ

܊ന࠲ఊġඃזġഓġ૯౺ঊġ܃५࠲ຳġ֚ࣽࢼؖġ܊നࠃၖঊġຐോဈܲġಠȁུۭࢌފٛๅٛ

ࣽාഽ͜ఉ̩͈ٯအ̮ͅފႁ̧̞̹̺̱ͬ̀͘Ȃఱ་
̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ
ࣽࢃ͜ٯအ͈̤ͅၛ̠̀ͥ͢ͅૂ༭̤ͬഥ̢̱̞̀
̫̠ͥ͢Ȃտ֥֚ٛ൳഼ႁ̱̀४̳ͤ͘ȃ

ࢩ༭տ֥ȇ૰നȟحȟ५ȟչȟୌګȟ࢛ȁŬŰũŰŁůŪŪŨŢŵŢĮŬŢůůŨŰįŤŰŮ
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