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月曜日～金曜日
相談時間：30分程度 | 祝日・年末年始を除く
WEB就業相談 ▶ 9：00‐11：00 | 13：00‐15：00
WEB進路相談 ▶ 9：00‐16：30
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WEB就業相談 ▶ 右記QRコードからアクセス、または石川県看護協会HP
[就業相談申込フォーム]からお申込みください。
WEB進路相談 ▶ メール本文に❶質問・相談内容、❷ご希望の相談日時
を書いてkoho@nr-kr.or.jp（担当：中川）宛に送信してください｡
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　石川県看護協会は本年度、新型コロナウイルス感染症の重症患者に対応する看護
職を育成する研修プログラムを実施し、現場で求められる技術や考え方、チームワー
クについて研修を受けた看護職49名が修了しました。
　受講者は研修会場となった金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、石川県立中央
病院のほか、公立松任石川中央病院からも看護師が参加しました。オンデマンド方式
の講義を修了した参加者は、演習ではECMOの仕組みや観察ポイント、人工呼吸器装
着者の体位変換やケアの実施、気管挿入の介助技術の習得のほか、人工呼吸器装着
者のトラブル対応など幅広い内容を学びました。

重症患者に対応するために知識と技術を研鑽

● 穴水、輪島、能登、加賀地区でご相談をご希望の
方は、オンラインでご対応します。

● 石川県ナースセンターでも平日午前9時から午後
4時まで、就業相談を実施しています。
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お好きな場所から
相談可能!

どこでも！

県外にお住まいの方
学生さんもOK!

どなたでも！

相談後、内容に応じて
必要な書類を送付するなど
サポートも万全です！

アフターフォロー
WEB相談なので
顔出しNGの方も
大丈夫!

秘密厳守！

Zoom
ビデオ通話アプリ（Ｚｏｏｍ）を使用します
※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。
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　師走に入り、今年も残すところあと僅かとなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。香林
坊ツリーファンタジーは、冬のクリスマスや年末年始にかけて金沢市の繁華街を盛り上げよう
と1986（昭和61）年から始まったそうです。街中を彩るイルミネーションの様に皆さまも輝い
て働けるよう、これからもお役に立てる情報をお届けしてまいります。　 竹村

編集後記

令和4年度 新型コロナウイルス感染症患者（重症患者）対応の
看護職従事者育成研修プログラム
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　約2年前からコロナ病棟で勤務しています。
今回指導を受けた腹臥位なども行なっていま
すが、技術の再確認ができて大変有意義な時
間となりました。慣れが生じている部分もあり
ますので、これからも学び続けて自身はもちろ
ん、周囲の技術向上にも貢献したいです。

Com
m
ent 01

　コロナ病棟の看護経験はなく、新鮮な気持
ちで研修に臨むことができました。事前準備の
大切さにあらためて気づくことができました｡
経験や知識があれば、提供するケアの質を大
きく上げることが実感できたので、本日の学び
をコロナ病棟で勤務する際は役立てたいです｡

Com
m
ent 02

た   き

10/6
実施

　高校2年生の皆さんに将来の進路を決める上での参考になれば
と、経験を交えながら、授業を進めました。せっかくの機会なので
事前に質問も募り、それに答える形で一人ひとりと対話できたのも
良かったです。同じ高校2年生の時に看護の道を志したことを思い
出し、夢を持つ皆さんを応援したい気持ちが強くなりました。
　授業では仕事の内容や職場の雰囲気なども伝えたほか、私自身

の忘れられない経験も紹介し
ました。それは難病で入院して
いた女性患者さんとの思い出です｡娘さんの誕生日をお祝いできる
ようにチームで外泊をサポートをしました。その後、その方は緩和
ケアが主となり、最期の時に「あの時はありがとう｣と伝えてくれま
した。大切な思い出の一つに､生徒の皆さんも共感してくれたこと
がうれしかったです。また、多くの質問もいただき「コミュニケー
ションスキルを伸ばすために、多くの人と話して多様な価値観があ
ることを理解してほしい」などの言葉を送りました。
｢看護師になりたい!｣｢一人ひとりが輝ける職場だと分かりました｣

などの感想もいただきました｡私も看護の魅力を伝える意義や難し
さが分かりました｡今後もさまざまな機会で魅力を伝えたいですね｡

参加した
男性看護師

参加した
女性看護師

9/15.21.24.29
  計4回開催

　石川県看護協会は、県内の中学生・高校生を対象に看護の
魅力を伝える「看護の出前授業」を実施しています｡本年度､
石川県立錦丘高校の出前授業で講師を務めた和泉美里さん
（金沢大学附属病院 看護師長）にお話をうかがいました。

自身の経験も交えて看護の魅力を生徒に伝える
看護の出前授業

Interview



能登北部でプラチナナースとして活動中

　珠洲市のグループホームで看護師とケアマネ
ジャーを務めています。それまでは総合病院に長く
勤めていましたが、数年前に退職した際、いかに自
分は地域のことを何も知らなかったかを痛感しまし
た。以来、この地で暮らすプラチナナースの一人とし
て頑張っています。
　奥能登は看護師不足が深刻で、この問題を避け
て通ることはできません。そこで潜在看護師や退職
予定者の情報を医療・福祉施設が共有する珠洲市
限定のシステムがあれば、施設と人材をつなげるこ
とができると考えて奔走しています。実現に向けて

課題は山積みですが、年齢関係なく看護職とし
ていきいきと働く人が一人でも増えることを願っ
ています。
　また、機会があれば、地域のスポーツイベントや研
修旅行に看護職として参加して緊急時に備えるな
ど、病院以外でもナースが活躍できる場を広げてい
ます。自身のキャリアを振り返ると、奥能登初の訪問
看護に挑戦した時もそうでした。手探り状態で周囲
の理解をすぐには得られませんが、行動を続けること
で課題やニーズが見えてくると思います。これからも
地域のために、何かできることを探して頑張ります。

　平成27年1月より就業相談員
として石川県ナースセンターで
勤務しております高城（たき）と申

します。看護職のための無料職業紹
介サイト「eナースセンター」に登録された石川
県内の施設と求職者の方の就業支援業務を担
当しています。石川県看護協会内・ハローワー
クでの就業相談やWEB相談・電話相談など多
岐にわたって実施しており、多くの方にご利用い
ただいています。私が入職当初から変化したと
感じることは、病院では夜勤可能な看護師とと
もにパートの求人募集もありましたが、現在は

短時間正職員が増加しておりパートの求人が
減少している事です。50代以上の求職者の方
は、65歳定年で長く働ける施設・パートで数日
就業希望など、個人の要望に沿った働き方を求
めています。このような様々な進路相談から
キャリアアップに関することなどご要望を伺い
ながら、施設へ求職者の就業希望内容をお伝え
し、見学から面接へ移行できるよう支援させて
いただいています。ブランクの長い方や経験の
少ない方などもご相談ください。未来に繋がる
働き方のご支援が少しでもできるよう今後とも
努力してまいります。

します。看護職のための無料職業紹します。看護職のための無料職業紹します。看護職のための無料職業紹します。看護職のための無料職業紹

　長く准看護師として老人ホームやデイサービス、
病院などで勤務していました。日々の忙しさなども
あり、長い間、看護師になることは考えもしません
でしたが、数年前に周囲の勧めもあり、国家試験に
向けての勉強を再開しました。看護学校に通って
いた頃と比べ、内容が変わっている部分などもあり
ましたが、勤務の空き時間にスマホを利用して問
題を解くなど努力を続けた結果、3回目の挑戦で合
格することができました。
　看護師となり仕事の幅を広げようと､現在は能登
町の訪問看護ステーションで勤務しています。まだ

訪問を始めて数カ月ですが、利用者さんのお宅で
一人看護をすることに責任を感じています。施設
で勤務していた頃と比べ、訪問看護では利用者さ
ん一人ひとりと関わることができるので、自分に
合っていると思います。また、仕事の合間に会話が
弾むことも多く、地元のお祭りのことや若かった頃
の話など人生についてうかがうのは勉強になるこ
とですし、貴重なことだと感じています。
　これからも看護の勉強を続けて利用者さんやご
家族、そして勤務先の先輩方に頼られる存在とな
るように訪問看護の仕事を続けたいです。

voice02准看護師から看護師となり訪問看護に挑戦

ご挨拶

Interview 石川県内で新たなチャレンジでキャリアを紡いでいる
　看護職の皆さんにお話をうかがいました！
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石川県ナースセンター
（就業相談員）

高城 厚子

趣味は旅行。現在
は

コロナ禍で中断し
て

いるが、一番行き
た

い場所はバリ島。

   能登町

石川県医療在宅ケ
ア

事業団 能登中央訪
問

看護ステーション 勤
務

楠 美香さん
Profile

防災士の資格を取得し、地域の避難場所や備品の確認、啓蒙活動の実施なども今後考えている。

   珠洲市
グループホームとうほうの里 ホーム長

作田 佳代さん

Profile

voice

03 男性看護師の強みを活かして起業

　キャリアを重ねるうちに、男性看護師が活躍でき
る場について考えるようになりました。そこで今年7
月、仲間と訪問看護ステーションを立ち上げまし
た。経営に必要な財務や人事労務について学ぶ一
方、病院やクリニックなどを精力的に回るなど慌た
だしい日々を送っています。開設当初は苦労しまし
たが、男性看護師が在籍していることもあってか、
現在は精神科を中心に利用のお問い合わせをいた
だいています。
　訪問看護の良さは、訪問中の限られた時間の中で
全力を出せることだと思っています。訪問先では、

相手に安心してもらうことを第一に考えていま
す。現場で働く男性看護師の数は決して多くはあ
りません。私自身も若い頃は、キャリアアップのイ
メージをうまく描くことができませんでした。だから
こそ、私たちがこれから頑張ることで、男性看護師の
モデルケースになることができればと考えています。
　あとは、せっかく会社を立ち上げたので、利用者さ
んやご家族にもっとメリットがある情報共有の進め方
を検討したり、自分たちのできることや興味のあるこ
とを新事業につなげてみたりと、相手のことを思いな
がら、個性を活かした挑戦を楽しみたいと思います。

アスリートフードマイスターの資格を持つなど、食を通した健康づくりについても興味を持つ。

   金沢市
訪問看護ステーションたいむ24 代表

加藤 啓太さん

Profile
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・
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ケアマネージャーが実例を通して意見交換

医療従事者対象
「人生会議」出前講座

医療従事者対象
「人生会議」出前講座

　石川県訪問看護ステーション連絡会は、金沢市地域包括支援セ
ンターもろえ管内のケアマネージャーを対象とした「人生会議」出
前講座を地域医療機構金沢病院で開催しました。
　この日は、石川県訪問看護ステーション連絡会の池川淳子さん
（訪問看護ステーションリベルタ金沢）が「ACP（Advance Care 
Planning）における多職種連携（コロナ編）」をテーマに講師を務め
ました。研修会では、WEB参加も含む12名が4組のグループに分か
れ、訪問看護の利用者（80代女性）の同居者（ストーマケアを担っ
ていた長男）がコロナ陽性になった実例を課題に専門職としての対
応を話し合いました。

　参加者からは「専門的なケアは感染防護具を装
着した訪問看護師に任せ、通院については近くに

住んでいる家族の協力を取り付ける」「状態が落ち着いた
ら、今後も同じようなことが起きることを想定して話し合う

機会をつくる」などの意見が出されました。グループワーク後、講師
の池川さんは「専門職の日々の行動が利用者さんとご家族の意思
決定支援に関わっています。平常時から、もしもの時の予防的視点
で訪問看護などのサー
ビス導入を検討し、専門
職や地域との繋がりを
つくってほしい」と話しま
した。石川県訪問看護ス
テーション連絡会では
各地区で出前講座を継
続して行っていきます。

　石川県看護協会の医療勤務環境改善研修事業 公開講座は、今
年もオンラインを活用して開催されました。参加者は事例紹介と講
演を通し、自施設のことを思い浮かべながら、より良く働き続ける
ための職場環境づくりにつながるヒントや気づきを得ました。
　事例紹介では、訪問看護ステーションみなぎの中村悦子管理
者、金沢医科大学病院の東和美看護部副部長、公立つるぎ病院の
東藤昌子看護師長が、「ICT活用による業務効率化」「ユニフォー
ム2色制による時間外労働の縮減」「看護チームのタスクシェア」
への取り組みをそれぞれ発表しました。参加者からは「勤務先でも
同じような課題を抱えているので本日の学んだ内容を参考に考え
たい」「取り組んだことに満足せず、常に効果を意識することの大
切さが分かりました」などの感想が上がりました。
　事例紹介に続き､日本看護協会の森内みね子常任理事が「看護
職の就業継続が可能な働き方の実現をめざして｣、(株）Seeds 医業

経営コンサルタントの笠田圭介さんが「安心安全な職
場づくりを再考する」と題して講演しました。森内常任
理事はスタッフのストレス軽減やエンゲージメントの向
上、やりがいの実感のために、仕事の段取りや進め方

については自分で決めて工夫する「仕事のコントロール感」を持つ
ことを提案し､参加者の関心を集めました。また、笠田さんは心理
的安全性をキーワードに、丁寧なコミュニケーションを中心とした
職場づくりを勧めました。

改善に向けて取り組み方を考える

医療勤務環境改善研修事業
公開講座

医療勤務環境改善研修事業
公開講座

Report

01

やわたメディカルセンター、金沢脳神経外科病院、金沢赤
十字病院、恵寿総合病院の4病院が参加し、2回のワーク
ショップを経て、本年度の成果をWEB配信で発表しま
す。詳細は後日、HPや文書でご案内します｡管理者はもち
ろん、若いスタッフの皆様の参加も大
歓迎です。ともに働き続けるための環
境づくりについて考えましょう！

令和5年2月11日(土)に報告会を開催します

▶  ▶l ■■ ■■▶  ▶l ■■ ■■
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能登北部でプラチナナースとして活動中

　珠洲市のグループホームで看護師とケアマネ
ジャーを務めています。それまでは総合病院に長く
勤めていましたが、数年前に退職した際、いかに自
分は地域のことを何も知らなかったかを痛感しまし
た。以来、この地で暮らすプラチナナースの一人とし
て頑張っています。
　奥能登は看護師不足が深刻で、この問題を避け
て通ることはできません。そこで潜在看護師や退職
予定者の情報を医療・福祉施設が共有する珠洲市
限定のシステムがあれば、施設と人材をつなげるこ
とができると考えて奔走しています。実現に向けて

課題は山積みですが、年齢関係なく看護職とし
ていきいきと働く人が一人でも増えることを願っ
ています。
　また、機会があれば、地域のスポーツイベントや研
修旅行に看護職として参加して緊急時に備えるな
ど、病院以外でもナースが活躍できる場を広げてい
ます。自身のキャリアを振り返ると、奥能登初の訪問
看護に挑戦した時もそうでした。手探り状態で周囲
の理解をすぐには得られませんが、行動を続けること
で課題やニーズが見えてくると思います。これからも
地域のために、何かできることを探して頑張ります。

　平成27年1月より就業相談員
として石川県ナースセンターで
勤務しております高城（たき）と申

します。看護職のための無料職業紹
介サイト「eナースセンター」に登録された石川
県内の施設と求職者の方の就業支援業務を担
当しています。石川県看護協会内・ハローワー
クでの就業相談やWEB相談・電話相談など多
岐にわたって実施しており、多くの方にご利用い
ただいています。私が入職当初から変化したと
感じることは、病院では夜勤可能な看護師とと
もにパートの求人募集もありましたが、現在は

短時間正職員が増加しておりパートの求人が
減少している事です。50代以上の求職者の方
は、65歳定年で長く働ける施設・パートで数日
就業希望など、個人の要望に沿った働き方を求
めています。このような様々な進路相談から
キャリアアップに関することなどご要望を伺い
ながら、施設へ求職者の就業希望内容をお伝え
し、見学から面接へ移行できるよう支援させて
いただいています。ブランクの長い方や経験の
少ない方などもご相談ください。未来に繋がる
働き方のご支援が少しでもできるよう今後とも
努力してまいります。

　長く准看護師として老人ホームやデイサービス、
病院などで勤務していました。日々の忙しさなども
あり、長い間、看護師になることは考えもしません
でしたが、数年前に周囲の勧めもあり、国家試験に
向けての勉強を再開しました。看護学校に通って
いた頃と比べ、内容が変わっている部分などもあり
ましたが、勤務の空き時間にスマホを利用して問
題を解くなど努力を続けた結果、3回目の挑戦で合
格することができました。
　看護師となり仕事の幅を広げようと､現在は能登
町の訪問看護ステーションで勤務しています。まだ

訪問を始めて数カ月ですが、利用者さんのお宅で
一人看護をすることに責任を感じています。施設
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　これからも看護の勉強を続けて利用者さんやご
家族、そして勤務先の先輩方に頼られる存在とな
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訪問を始めて数カ月ですが、利用者さんのお宅で
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石川県ナースセンター
（就業相談員）
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防災士の資格を取得し、地域の避難場所や備品の確認、啓蒙活動の実施なども今後考えている。
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0303 男性看護師の強みを活かして起業

　キャリアを重ねるうちに、男性看護師が活躍でき
る場について考えるようになりました。そこで今年7
月、仲間と訪問看護ステーションを立ち上げまし
た。経営に必要な財務や人事労務について学ぶ一
方、病院やクリニックなどを精力的に回るなど慌た
だしい日々を送っています。開設当初は苦労しまし
たが、男性看護師が在籍していることもあってか、
現在は精神科を中心に利用のお問い合わせをいた
だいています。
　訪問看護の良さは、訪問中の限られた時間の中で
全力を出せることだと思っています。訪問先では、

相手に安心してもらうことを第一に考えていま
す。現場で働く男性看護師の数は決して多くはあ
りません。私自身も若い頃は、キャリアアップのイ
メージをうまく描くことができませんでした。だから
こそ、私たちがこれから頑張ることで、男性看護師の
モデルケースになることができればと考えています。
　あとは、せっかく会社を立ち上げたので、利用者さ
んやご家族にもっとメリットがある情報共有の進め方
を検討したり、自分たちのできることや興味のあるこ
とを新事業につなげてみたりと、相手のことを思いな
がら、個性を活かした挑戦を楽しみたいと思います。

アスリートフードマイスターの資格を持つなど、食を通した健康づくりについても興味を持つ。
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ケアマネージャーが実例を通して意見交換
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たい」「取り組んだことに満足せず、常に効果を意識することの大
切さが分かりました」などの感想が上がりました。
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場づくりを再考する」と題して講演しました。森内常任
理事はスタッフのストレス軽減やエンゲージメントの向
上、やりがいの実感のために、仕事の段取りや進め方
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ことを提案し､参加者の関心を集めました。また、笠田さんは心理
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誰もが明るく輝ける
働き方がきっとある

石川県
ナースセンター情報

公益社団法人 石川県看護協会

表紙イメージ 香林坊ツリーファンタジー（金沢市）

2022.12
Vol.24

月曜日～金曜日
相談時間：30分程度 | 祝日・年末年始を除く
WEB就業相談 ▶ 9：00‐11：00 | 13：00‐15：00
WEB進路相談 ▶ 9：00‐16：30

受
付

WEB就業相談 ▶ 右記QRコードからアクセス、または石川県看護協会HP
[就業相談申込フォーム]からお申込みください。
WEB進路相談 ▶ メール本文に❶質問・相談内容、❷ご希望の相談日時
を書いてkoho@nr-kr.or.jp（担当：中川）宛に送信してください｡

申
込

公益社団法人 石川県看護協会 石川県ナースセンター情報 vol.24
公益社団法人 石川県看護協会 石川県ナースセンター 〒920-0931 金沢市兼六元町3番69号 小川・高城・竹村

2022年12月1日発行

発行元 担 当

076（225）7771TEL 076（225）7788FAXishikawa@nurse-center.netMail http://www.nr-kr.or.jpURL

　石川県看護協会は本年度、新型コロナウイルス感染症の重症患者に対応する看護
職を育成する研修プログラムを実施し、現場で求められる技術や考え方、チームワー
クについて研修を受けた看護職49名が修了しました。
　受講者は研修会場となった金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、石川県立中央
病院のほか、公立松任石川中央病院からも看護師が参加しました。オンデマンド方式
の講義を修了した参加者は、演習ではECMOの仕組みや観察ポイント、人工呼吸器装
着者の体位変換やケアの実施、気管挿入の介助技術の習得のほか、人工呼吸器装着
者のトラブル対応など幅広い内容を学びました。

重症患者に対応するために知識と技術を研鑽

● 穴水、輪島、能登、加賀地区でご相談をご希望の
方は、オンラインでご対応します。

● 石川県ナースセンターでも平日午前9時から午後
4時まで、就業相談を実施しています。
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要事前
予約

相談料
無料

就業相談を
活用しませんかWEB

お好きな場所から
相談可能!

どこでも！

県外にお住まいの方
学生さんもOK!

どなたでも！

相談後、内容に応じて
必要な書類を送付するなど
サポートも万全です！

アフターフォロー
WEB相談なので
顔出しNGの方も
大丈夫!

秘密厳守！

Zoom
ビデオ通話アプリ（Ｚｏｏｍ）を使用します
※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。
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金沢市
文化ホール
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　師走に入り、今年も残すところあと僅かとなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。香林
坊ツリーファンタジーは、冬のクリスマスや年末年始にかけて金沢市の繁華街を盛り上げよう
と1986（昭和61）年から始まったそうです。街中を彩るイルミネーションの様に皆さまも輝い
て働けるよう、これからもお役に立てる情報をお届けしてまいります。　 竹村

編集後記

令和4年度 新型コロナウイルス感染症患者（重症患者）対応の
看護職従事者育成研修プログラム

令和4年度 新型コロナウイルス感染症患者（重症患者）対応の
看護職従事者育成研修プログラム
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　約2年前からコロナ病棟で勤務しています。
今回指導を受けた腹臥位なども行なっていま
すが、技術の再確認ができて大変有意義な時
間となりました。慣れが生じている部分もあり
ますので、これからも学び続けて自身はもちろ
ん、周囲の技術向上にも貢献したいです。

Com
m
ent 01

　コロナ病棟の看護経験はなく、新鮮な気持
ちで研修に臨むことができました。事前準備の
大切さにあらためて気づくことができました｡
経験や知識があれば、提供するケアの質を大
きく上げることが実感できたので、本日の学び
をコロナ病棟で勤務する際は役立てたいです｡

Com
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　高校2年生の皆さんに将来の進路を決める上での参考になれば
と、経験を交えながら、授業を進めました。せっかくの機会なので
事前に質問も募り、それに答える形で一人ひとりと対話できたのも
良かったです。同じ高校2年生の時に看護の道を志したことを思い
出し、夢を持つ皆さんを応援したい気持ちが強くなりました。
　授業では仕事の内容や職場の雰囲気なども伝えたほか、私自身

の忘れられない経験も紹介し
ました。それは難病で入院して
いた女性患者さんとの思い出です｡娘さんの誕生日をお祝いできる
ようにチームで外泊をサポートをしました。その後、その方は緩和
ケアが主となり、最期の時に「あの時はありがとう｣と伝えてくれま
した。大切な思い出の一つに､生徒の皆さんも共感してくれたこと
がうれしかったです。また、多くの質問もいただき「コミュニケー
ションスキルを伸ばすために、多くの人と話して多様な価値観があ
ることを理解してほしい」などの言葉を送りました。
｢看護師になりたい!｣｢一人ひとりが輝ける職場だと分かりました｣

などの感想もいただきました｡私も看護の魅力を伝える意義や難し
さが分かりました｡今後もさまざまな機会で魅力を伝えたいですね｡
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　石川県看護協会は、県内の中学生・高校生を対象に看護の
魅力を伝える「看護の出前授業」を実施しています｡本年度､
石川県立錦丘高校の出前授業で講師を務めた和泉美里さん
（金沢大学附属病院 看護師長）にお話をうかがいました。
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自身の経験も交えて看護の魅力を生徒に伝える
看護の出前授業

Interview


