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福祉の杜（輪島市）

2020年６月１日よりパワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となりました！　
事業主の義務事業主の義務 こんなケースも見過ごさないで！こんなケースも見過ごさないで！

労働者の皆さんも、上記措置に協力し、他の労働者への言動に注意する責務があります。

※中小事業主は2022年4月1日から義務化されます

パワハラ防止の方針を
明確化
行為者への対処方法を
就業規則等に規定
相談窓口を定める  など

勤務先の病院にコロナ患者が
入院していることを理由に、
家族が出勤停止となった。

感染症病棟配属だが、
他部署へ応援に行くと
「汚い」と言われる。

Withコロナでの
就職を応援します!

COVID-19の真の姿が少しずつ明らかになり、医療・福祉それぞれの現場では、その根拠に基づいた感
染対策が策定され実施されています。皆さまの懸命な取り組みにより、看護職が安心して安全に働き続
けられる環境が整えられてきました。今、新しい仲間を待っています！
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た き しも

石川県看護協会は７月から１１月までの間、県内３１の高齢者施設や障害者施設を対象に
専門家を派遣し、施設内感染を適切に制御できる体制を整えました。

医療・福祉の現場では感染対策を進め、安全・安心な環境を整えています

お問い合わせ先
公益社団法人  石川県看護協会
（石川県ナースセンター）
電　　話：076（225）7771
メ ー ル：kansenboushi@nr-kr.or.jp
受付時間：9:00~17:00
　　　　   （土・日・祝日、年末年始は除く）

石川労働局 雇用環境・均等室
電　　話：076（265）4429
受付時間：8:30~17:15
　　　　（土・日・祝日、年末年始は除く）

日常清掃時の
消毒液の濃度は？

アルコールが手に入らないが、
どうしたらいい？

ゾーニングの仕方が
わからない

マスクは布マスクでも
いいですか？

● 富樫苑（野々市市）

● 星が岡牧場（能美市）

● 金沢湖南苑（金沢市）

● 田中町温泉ケア・センター
　（金沢市）

● 加賀のぞみ園（加賀市）

手洗いの演習風景

ポシェットによるアルコールの携帯
施設における水際での
感染防止対策

認定看護師による
感染防止対策の演習風景ビニールシートによるゾーニングの一例

● 夢ようよう（加賀市）

車椅子利用者の
ソーシャルディスタンス

● 中田内科病院（かほく市）

感染疑い者の居室のゾーニング

工夫された
ハンドペーパー

ラック

ご相談をお待ちしています！

● あっとほーむ若葉
（七尾市）

ハラスメントをなくしてあたたかい職場で復職者を迎えましょう！

石川県看護協会では、就業
について、ビデオ通話アプリ
を使用し、個別のWEB相談
を開始しました。

※インターネットに繋がっている「パソコン」
「タブレット」「スマートフォン」が必要です。

相談には、ビデオ通話アプリ（Zoom）を
使用します。

高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設の皆さまへ

感染防止対策は、病院だけではなく、地域や高齢者施設等全体で行う必要があります。

ナースセンターやハローワークの相談窓口に加えて、どこからでも相談することができます。

WEB 就業相談も開始！

石川県看護協会では、高齢者施設等における感染防止対策事業の一環として、
高齢者及び障害者施設等の新型コロナウイルス感染防止の取り組みに対する
相談窓口を開設しました。

下記URLの「お申込みフォーム」よりお申込みください。
http://www.nr-kr.or.jp/nursecenter/nursecenter03.html

※お申し込み後、連絡いただいたアドレスへZoomへの招待メールをお送りいたします。
※相談日当日は、招待メールのURLをクリックすると参加できます。

相  談  日：月～金曜日（祝日を除く）
受付時間：9:00～11:00、13:00～15:00（相談時間：30分程度）

申込方法

スマホ・タブレットの方はこちら ▶

お仕事に関することなら
どんなことでも相談できます。

パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に
関するハラスメントについてのご相談はこちら



WEB就職情報交換会［8月12日（水）開催］〈アンケート集計結果〉

Q1 今後もWEBでの参加を希望するか？Q1 今後もWEBでの参加を希望するか？

　美しい紅葉、薫り高い菊、落葉のじゅうたんの季節から、本格的な
冬を迎えますが、いつも心にほのかな灯りをともしてくれる折々の
景色が見えます。皆様お元気にお過ごしでしょうか。
　COVID-19との共生模索の中、委員会や会議、研修・学会他看護協
会各活動も新スタイルで始まっております。就業相談についてオン
ラインでできるようになりました。皆様の一助になればと思います。

　そして、今も多くの看護が必要な状況です。看護職の資格を有する皆様には、一刻も早
く、患者・利用者が待つ場へ復帰し、経験・学習を得ていただきますように願います。With
コロナでしっかりと看護できるための大切な一歩となります。ご心配なことがあれば、ご
相談ください。一緒に考えましょう。看護協会が支援いたします。
　思いもよらない1年が過ぎようとしていますが、考えを深め行動するための試金石とし
ていけることに意味があるのかもしれません。一緒に進みましょう。

会長
ご挨拶
TOP MESSAGE

（公社）石川県看護協会
会長 小藤 幹恵

感染管理
〈知っておきたい感染管理／感染の予防と対策〉

日時 9月10日（木） 14：00～16：00 会場 石川県看護研修センター

再就業支援セミナー報告と参加者の感想

第5回 呼吸ケア
〈呼吸の基礎知識／喀痰吸引・体位廃痰法〉

日時 9月24日（木） 13：30～16：00 会場 国立病院機構 医王病院

第6回 心電図
〈心電図の基礎知識／心電図・モニターの装着〉

日時 10月1日（木） 14：00～16：00 会場 金沢医科大学病院

第7回 採血・注射・点滴
〈正しい知識と看護のポイント〉

日時 10月22日（木） 14：00～16：00 会場 小松市民病院

第8回

希望する
86.8%
希望する
86.8%

参加したい
81.5%
参加したい
81.5%

どちらともいえない
5.3%

対面での
実施を希望
13.6%

未回答 7.9% どちらでもない 4.9%

Q2 開催時期（8月中旬）についてQ2 開催時期（8月中旬）について

Q3 質問時間（3分）についてQ3 質問時間（3分）について

参加者
（81人）

適切
59.3%
適切
59.3%

いずれともいえない
15.8%

どちらとも
言えない
12.3%

早い 2.6% 未回答 5.3% 早い 2.5%

長かった 7.9%

短かった 5.3% 未回答 5.2% 長かった 1.2%短かった 8.6%

遅い
47.4%
遅い
47.4%

適切
57.9%
適切
57.9%

適切
28.9%
適切

28.9%

いずれともいえない
23.7%

いずれともいえない
23.7%

遅い
25.9%
遅い

25.9%

どちらとも
言えない
30.9%

どちらとも
言えない
30.9%

適切
59.3%
適切
59.3%

※参加学生の約65％が
　翌々年度卒業予定

移動や準備などの

時間的制約が

少なくて良かった

一定期間
YouTubeで繰り返し
配信されるのがよい

他施設の説明を

参考にできた

「根拠がはっきりしないまま
行っていることが多かったの
で、今回学んだことを活かし
て、正しい感染予防を実施して
いきたいです」

「これまでは患者さんの喀痰に対
して、自分の技術レベルでは不安
なこともありましたが、今回学ん
だことで一歩踏み出せる気がし
ます」

「元々苦手な分野を講義で教えて
もらい、不安が少なくなりました」
「心電図の異常波形について実技
で振り返ることができて良かった
です」

「これまでは採血に不安があっ
たため、再就職先が限られてい
ましたが、本日のセミナー参加
を機に将来の選択肢が増えま
した」

デメリット

学生の反応が

見えない…

施 設
（38施設）

前回と比較しての感想
前回と比較しての感想

興味のある施設に
限らず、幅広く

視聴できるのがよい

リモートで病院見学が

できるといい

役立った情報

1 教育体制（67%）

2 募集状況（63%）

3 待遇面（51%）

就職情報交換会 データ比
較

昨年度
参加施設 53施設
来場者延数
1,721人

1施設平均来場者数
32.5人

平均訪問数（1人）
3.8ブース

今年度
参加施設 38施設
アクセス延数
3,141人

1施設平均アクセス数
80.5人

平均視聴数（1人）
15施設

県内８会場をリモートで繋いで実施

訪問看護
ステーションの
取り組み

医療勤務環境
改善支援事業
（報告）

訪問看護の現場に合わせた
独自の感染対策を策定

コロナ禍でも安心して働ける
職場環境づくりに理解

石川県看護協会の医療勤務環境改善支援事業は9月12
日（土）、金沢大学CPDセンターで行われ、コロナウイルスの
最新情報や医療従事者のこころの健康についての講演、病
院の報告などを通し、参加者は自身が勤務する施設でも有
効な取り組みを学びました。
　石川県こころの健康センターの角田雅彦所長は、医療従
事者の心の健康を保つためには、職場の上司・管理者による
ケアも欠かせないことを強調しました。その上でスタッフが
意見を出し合ってストレスを軽減する職場環境をつくること

や、上司は日頃から労い
や感謝の言葉を伝えるこ
と、辛い体験や悩みを傾聴することなどを勧めました。
　金沢市立病院の中西容子看護部長は、発生から流行、拡
大と各期の取り組みを解説。スタッフが安心して勤務できる
体制整備を第一に掲げ、防護具着脱訓練をいち早く実施し、
患者を受け入れた後は、必要な物品の確保や特別手当ての
交渉などを通してスタッフのモチベーションを維持し、看護
の質を守った各種事例を紹介しました。

　医療・福祉施設以外の現場でもコロナウイルスの感染対
策は着実に進んでいます。加賀市の訪問看護ステーションえ
がお（以下、えがお）ではこのたび、スタッフ主導で独自の感
染対策マニュアルを作成しました。
　えがおでは本年度、石川県看護協会主催の「在宅医療・介
護施設等で働く看護職員の支援事業」に参加。この事業を通
して石川病院の立花感染管理認定看護師から学んだ内容
を、地域の訪問看護で活かすためにスタッフで話し合い、こ
れまで個人差のあった手洗いや換気のタイミングなどを統

一しました。
　マニュアル作成において訪問
時の物品を再検討、訪問先の床
に直置きする恐れのあるカバン
の使用を避けるため、ウエスト
ポーチに入る分だけのアイテム
に絞りました。スタッフには直行

直帰を勧めるため、看護記録の
作成はタブレットに切り替えたほ
か、マスクやゴーグルなど防護具
を着脱するタイミングと場所、手洗い時の流水と
アルコールの使い分けなどについてもルールを定めました。
　11月4日（木）は支援事業の実施報告会が行われ、えがお
で管理者を務める丸山麻美子さんがマニュアルについて説
明したほか、訪問先でのゾーニングや濃厚接触者がいる場
合のシミュレーションなどについても意見交換をしました。
マニュアルについては今後、立花氏の協力を得て、より実践
的な内容に仕上げる方針も固めました。
　丸山さんは「看護協会の事業に参加したおかげで、スタッ
フの感染対策への意識が高まったほか、認定看護師さんと
つながりができ、疑問や不安を相談できるようになりました。
地域の他施設や関係者の皆さんにも学んだ内容を伝えたい
です」と話しました。
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効な取り組みを学びました。
　石川県こころの健康センターの角田雅彦所長は、医療従
事者の心の健康を保つためには、職場の上司・管理者による
ケアも欠かせないことを強調しました。その上でスタッフが
意見を出し合ってストレスを軽減する職場環境をつくること

や、上司は日頃から労い
や感謝の言葉を伝えるこ
と、辛い体験や悩みを傾聴することなどを勧めました。
　金沢市立病院の中西容子看護部長は、発生から流行、拡
大と各期の取り組みを解説。スタッフが安心して勤務できる
体制整備を第一に掲げ、防護具着脱訓練をいち早く実施し、
患者を受け入れた後は、必要な物品の確保や特別手当ての
交渉などを通してスタッフのモチベーションを維持し、看護
の質を守った各種事例を紹介しました。

　医療・福祉施設以外の現場でもコロナウイルスの感染対
策は着実に進んでいます。加賀市の訪問看護ステーションえ
がお（以下、えがお）ではこのたび、スタッフ主導で独自の感
染対策マニュアルを作成しました。
　えがおでは本年度、石川県看護協会主催の「在宅医療・介
護施設等で働く看護職員の支援事業」に参加。この事業を通
して石川病院の立花感染管理認定看護師から学んだ内容
を、地域の訪問看護で活かすためにスタッフで話し合い、こ
れまで個人差のあった手洗いや換気のタイミングなどを統

一しました。
　マニュアル作成において訪問
時の物品を再検討、訪問先の床
に直置きする恐れのあるカバン
の使用を避けるため、ウエスト
ポーチに入る分だけのアイテム
に絞りました。スタッフには直行

直帰を勧めるため、看護記録の
作成はタブレットに切り替えたほ
か、マスクやゴーグルなど防護具
を着脱するタイミングと場所、手洗い時の流水と
アルコールの使い分けなどについてもルールを定めました。
　11月4日（木）は支援事業の実施報告会が行われ、えがお
で管理者を務める丸山麻美子さんがマニュアルについて説
明したほか、訪問先でのゾーニングや濃厚接触者がいる場
合のシミュレーションなどについても意見交換をしました。
マニュアルについては今後、立花氏の協力を得て、より実践
的な内容に仕上げる方針も固めました。
　丸山さんは「看護協会の事業に参加したおかげで、スタッ
フの感染対策への意識が高まったほか、認定看護師さんと
つながりができ、疑問や不安を相談できるようになりました。
地域の他施設や関係者の皆さんにも学んだ内容を伝えたい
です」と話しました。
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福祉の杜（輪島市）

2020年６月１日よりパワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となりました！　
事業主の義務事業主の義務 こんなケースも見過ごさないで！こんなケースも見過ごさないで！

労働者の皆さんも、上記措置に協力し、他の労働者への言動に注意する責務があります。

※中小事業主は2022年4月1日から義務化されます

パワハラ防止の方針を
明確化
行為者への対処方法を
就業規則等に規定
相談窓口を定める  など

勤務先の病院にコロナ患者が
入院していることを理由に、
家族が出勤停止となった。

感染症病棟配属だが、
他部署へ応援に行くと
「汚い」と言われる。

Withコロナでの
就職を応援します!

COVID-19の真の姿が少しずつ明らかになり、医療・福祉それぞれの現場では、その根拠に基づいた感
染対策が策定され実施されています。皆さまの懸命な取り組みにより、看護職が安心して安全に働き続
けられる環境が整えられてきました。今、新しい仲間を待っています！
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た き しも

石川県看護協会は７月から１１月までの間、県内３１の高齢者施設や障害者施設を対象に
専門家を派遣し、施設内感染を適切に制御できる体制を整えました。

医療・福祉の現場では感染対策を進め、安全・安心な環境を整えています

お問い合わせ先
公益社団法人  石川県看護協会
（石川県ナースセンター）
電　　話：076（225）7771
メ ー ル：kansenboushi@nr-kr.or.jp
受付時間：9:00~17:00
　　　　   （土・日・祝日、年末年始は除く）

石川労働局 雇用環境・均等室
電　　話：076（265）4429
受付時間：8:30~17:15
　　　　（土・日・祝日、年末年始は除く）

日常清掃時の
消毒液の濃度は？

アルコールが手に入らないが、
どうしたらいい？

ゾーニングの仕方が
わからない

マスクは布マスクでも
いいですか？

● 富樫苑（野々市市）

● 星が岡牧場（能美市）

● 金沢湖南苑（金沢市）

● 田中町温泉ケア・センター
　（金沢市）

● 加賀のぞみ園（加賀市）

手洗いの演習風景

ポシェットによるアルコールの携帯
施設における水際での
感染防止対策

認定看護師による
感染防止対策の演習風景ビニールシートによるゾーニングの一例

● 夢ようよう（加賀市）

車椅子利用者の
ソーシャルディスタンス

● 中田内科病院（かほく市）

感染疑い者の居室のゾーニング

工夫された
ハンドペーパー

ラック

ご相談をお待ちしています！

● あっとほーむ若葉
（七尾市）

ハラスメントをなくしてあたたかい職場で復職者を迎えましょう！

石川県看護協会では、就業
について、ビデオ通話アプリ
を使用し、個別のWEB相談
を開始しました。

※インターネットに繋がっている「パソコン」
「タブレット」「スマートフォン」が必要です。

相談には、ビデオ通話アプリ（Zoom）を
使用します。

高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設の皆さまへ

感染防止対策は、病院だけではなく、地域や高齢者施設等全体で行う必要があります。

ナースセンターやハローワークの相談窓口に加えて、どこからでも相談することができます。

WEB 就業相談も開始！

石川県看護協会では、高齢者施設等における感染防止対策事業の一環として、
高齢者及び障害者施設等の新型コロナウイルス感染防止の取り組みに対する
相談窓口を開設しました。

下記URLの「お申込みフォーム」よりお申込みください。
http://www.nr-kr.or.jp/nursecenter/nursecenter03.html

※お申し込み後、連絡いただいたアドレスへZoomへの招待メールをお送りいたします。
※相談日当日は、招待メールのURLをクリックすると参加できます。

相  談  日：月～金曜日（祝日を除く）
受付時間：9:00～11:00、13:00～15:00（相談時間：30分程度）

申込方法

スマホ・タブレットの方はこちら ▶

お仕事に関することなら
どんなことでも相談できます。

パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に
関するハラスメントについてのご相談はこちら


