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あいさつ

大分県看護協会

会長

大戸

朋子

平素から会員の皆様のご支援ご協力に感謝申し上げます。
さて、2021 年度大分県看護協会通常総会は、６月 19 日に無事終了いたし
ました。今年度は規模を縮小してハイブリッド形式とし、一般会員の方に
は Web でご参加いただきました。
開会式には、広瀬大分県知事様、佐藤大分市長様のご臨席を賜り、コロナ
禍で就業する看護職に心強いメッセージを頂きました。また、代議員による事前の議決権行使書の提出
で議決事項は承認され、円滑に運営できました。
私も２期目に入り、心新たに新役員と共に重点事業及び通常事業を推進いたします。
2021 年度はコロナ禍での事業運営ですが、看護職の資質の向上を目的に、地域包括ケアに対応でき
る人材育成強化のための研修実施、看護管理者能力開発では、今年度５年目となる中小規模病院等看
護管理者支援事業により地域での人材育成を支援いたします。次に、訪問看護等に関する事業では、
訪問看護総合支援センターの設置に向けて、関係団体及び行政等との協議を進めてまいります。また、
看護職の働き方改革の推進、看護職の確保定着に関して、地域偏在、確保困難な状況の改善策を検討
し取組むと共に、これまで以上に自然災害への対応力の強化、新興感染症への体制整備を進めます。
加えて 2021 年度は日本看護協会の入会促進活動事業に参加いたしました。委員会活動と連携して会員
の確保及び組織強化に努めます。
今年の夏もマスクが外せず暑さが倍増しますが、皆様のご健康を祈念しております。

よろしくお 願 い い た し ま す
役
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2021年度 大分県看護協会 役員新体制紹介
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会長

大戸

朋子

大分県看護協会

地区理事（国東）

第一副会長

玉井

保子

大分県看護協会

地区理事（別府・杵築・日出）

第二副会長

藤本紀代美

大分県看護協会

地区理事（大分中央）

中宗三和子

第三副会長

髙橋久美子

自宅

地区理事（大分東部）

片桐

常務理事

伊南冨士子

大分県看護協会

地区理事（大分西部）

三ヶ尻明美

大分三愛メディカルセンター

常務理事

上野千賀子

大分県看護協会

地区理事（由布）

内田

弘子

大分県中部保健所由布保健部

会計理事

藤内

美保

大分県立看護科学大学

地区理事（臼杵・津久見）

亀井

千佳

臼杵市医師会立コスモス病院

会計理事

疋田

一敏

大分県看護協会

地区理事（佐伯）

伊東

郁子

佐伯中央病院

保健師職能理事

鈴木

由美

大分市保健所

地区理事（豊後大野・竹田）

宇都宮仁美

助産師職能理事

山口

睦子

国立病院機構別府医療センター

地区理事（日田・九重・玖珠）

武原

恵子

日田中央病院

看護師職能Ⅰ理事

甲斐

仁美

大分市医師会立アルメイダ病院 地区理事（中津・宇佐・豊後高田）

熊

智子

中津市民病院

看護師職能Ⅱ理事

安部

寿美 看護小規模多機能型居宅介護そら

監事

田辺美智子

自宅

准看護師理事

和田

大裕

監事

伊藤美津子

別府リハビリテーションセンター

監事

栗林

大分中村病院

役
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氏

名

相部英美子
増田

勝美

光代

栄太

所

属

国東市民病院
大分県厚生連鶴見病院
大分市保健所中央保健センター
大東よつば病院

大分県豊肥保健所

栗林公認会計士事務所

2021年度新役員・理事・監事紹介

第一副会長

玉井

保子

地区理事(由布）

内田

弘子

会計理事

疋田

一敏

地区理事(日田・九重・玖珠）

武原

恵子

＊2021年度通常総会において選任された役員・理事・監事のうち、新任の方を
ご紹介いたします。

保健師職能理事

鈴木

看護師職能Ⅱ理事

由美

安部

准看護師理事

和田

寿美

地区理事（別府・杵築・日出）

増田

勝美

監事

大裕

伊藤美津子

今期にて退任される役員・理事・監事からのご挨拶

第一副会長

寺沢

操

会計理事

村上

敬彰

保健師職能理事

加来

理香

看護師職能Ⅱ理事

宇都宮里美

副会長として５年間、任期中にご支援ご協
力いただきました会員の皆様方に感謝申し上
げます。新型コロナ感染症対策では特に看護
職の役割が注目されました。改めて看護協会
の役割の重要性、看護職の力、ネットワーク
の強さを感じました。これからも協会事業の
さらなる発展を期待し、協力してまいりま
す。

地区理事(由布）

清水久美恵

コロナ禍で地区活動も変更を余儀なくされ
ましたが、由布の皆様の熱意とパワーで活動
できたことをとても嬉しく思っています。１
年間の短い期間でしたが、看護協会の強力な
支えを直に感じ、協会役員や地区関係者の
方々の温かい励ましとご指導、ご協力によっ
て微力ながら務めることができました。心か
ら感謝申し上げます。

この度の総会を持ちまして退任することとなり、10
年11か月の間、大変お世話になりました。平成22年
８月に事務局長に就任時に、不慣れな中日本看護学会
学術集会の開催、新館への移転、公益社団法人への
移行とあわただしく過ぎてしまいました。以後も、
色々な事がありましたが、皆様のご支援とご協力によ
り、大過なく勤めさせていただきましたことを心より
お礼申し上げます。一日も早い新型コロナウイルス感
染症の終息と、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

地区理事を皆様のご協力により4年間務めさせて
頂きましたことを感謝申し上げます。
理事になり初めて看護協会の運営、研修計画立案
に対する思いや大変さを知ることが出来ました。
昨年からコロナウイルス感染のため研修も余儀なく
中止という事態もありましたが、オンラインや必須研
修に対してはご配慮いただき感謝いたしております。
地区理事(日田・九重・玖珠）
今後も、看護協会の熱い思いを伝えていきたい
と思います。ありがとうございました。
小関 良子

２年間という期間でしたが、皆様方のご協
力により保健師職能理事として勤め上げるこ
とができましたことを心より感謝いたしま
す。新たな出会いや体験を通して、看護を取
り巻く現状や課題、看護の力の素晴らしさを
改めて痛感しました。今後はこの経験を自身
の職務に活かすと同時に、協会活動にも微力
ながら協力できればと思います。お世話にな
りました。

准看護師理事を2期4年間にわたり無事に努める
ことができ、感謝いたします。
准看護師制度について学ぶ機会が増え、全国准看
護師理事会議への出席や、コロナ禍ではオンライン
開催への参加等、貴重な経験もさせて頂きました。
活動を通じて得た知識を日々の業務に活かし
て、周囲への発信やガイドラインの活用を進めて
いきたいと思います。
大分県看護協会の今後ますますのご発展を祈念
いたします。

看護師職能Ⅱ理事として、1期2年間、皆様
のご支援を頂きながら活動してまいりまし
た。看護師職能Ⅱは、在宅部門が中心です。
看護職連携強化交流会では、老健やクリニッ
ク等の立場から発表して頂き、立場は違って
も看護職が繋がっていることの「看護の力」
を改めて感じることができました。来年度は
委員として、看護師職能Ⅱの活動に関わって
いきます。今後もよろしくお願い致します。

准看護師理事

金光

昌子

監事

中野

洋子

近年の看護協会員の増加や昨年の新型コ
ロナウイルス感染拡大による医療機関逼迫
の中での軽症者宿泊療養施設への看護師の
派 遣・調整、あるいはワクチン接 種 研 修と
いった時機に応じた重要な役割を果たした
協 会 の「 攻めの姿 勢 」を頼もしくも誇らし
くも感じました。今 後の更なる発展を心か
ら願っています。

皆様のご支援、ご協力をいただき３期６
年、地区理事を務めることができ感謝いたし
ます。理事の活動から、日本看護協会の動き
を知り、公益法人としての協会活動の在り方
など学ぶことができました。看護を取り巻く
環境は厳しくまだまだ大変ですが、先輩方が
地区理事（別府・杵築・日出） 築かれた看護ネットの力を更に強め、難局を
乗り越えていきましょう。

藤川

桂子
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2021年度

大分県看護協会

委員会メンバーのご紹介

大分県看護協会の委員会は、４つの職能委員会、10の常任委員会、推薦委員会、選挙管理委員会の16の委員会で構成されて
います。委員会活動は、大分県看護協会の事業運営を支える大きな柱になっています。
７月10日（土）に「合同委員会」を開催し、2021年度の活動計画を話し合いました。
各委員会の役割と、メンバーを紹介いたします。
【職能委員会】任務：それぞれ職能上の問題を審議し、会長に助言する
【保健師職能委員会】10名

【助産師職能委員会】8名

【看護師職能委員会Ⅰ】11名

【看護師職能委員会Ⅱ】８名

鈴木 由美 （大分市保健所）

山口 睦子

（別府医療センター）

甲斐 仁美

（大分市医師会立アルメイダ病院）

安部 寿美

（看護小規模多機能型居宅介護そら）

大塚亜由美

横山恵吏香

（中津市民病院）

厚田 弘美

（国東市民病院）

甲斐万予思

（デイサービス椋の樹）

（大分県北部保健所）

織田 晃子

（大分県厚生連健康管理センター）

河野 有子 （大分県立病院）

小河

（日田リハビリテーション病院）

佐々木真理子

（けいわ訪問看護ステーション大分）

竹内智恵美

（臼杵市役所 子ども子育て課）

時松 美香

（大分市医師会立アルメイダ病院）

松田 英子

（大分赤十字病院）

姫野かおり

（大分赤十字病院）

河野 幸代 （佐伯市健康増進課）

永松いずみ

（大分県立看護科学大学）

石川 朱美

（佐藤第一病院）

宇都宮里美

（介護老人保健施設グリーンケアやまが）

長野 友香

（九重町役場健康福祉課）

黒木みゆき

（大川産婦人科病院）

後藤紀代美

（大分県立病院）

庄司 潮香

（介護老人保健施設 親和園）

高田 文子

（由布市地域包括支援センター）

三宅 清美 （大分大学医学部附属病院）

明里ひろみ

（大分大学医学部附属病院）

北谷 玲子 （塩月内科小児科医院）

鉄山 真美

川浪小百合

竹永 祐子 （大分県東部保健所）

泉

甲斐 清美

（みえ病院）

内柳知恵美

（竹田市役所）

石川奈保美

（別府医療センター）

祖田 香織

（大分市東部保健福祉センター）

山田 淳子

（南海医療センター）

田口 佳代

（井野辺病院）

（西田病院）

【常任委員会】
【組織強化委員会】9名
任務：協会活動及び会員確保の
強化に向けた取り組みをする
戸田美穂子

（津久見中央病院）

【教育委員会】6名
任務：教育課程や活動領域に応
じた教育計画の提案及び実施後
の評価を行う

（介護老人保健施設わさだケアセンター）

【学会委員会】8名

【認定看護管理者教育運営委員】6名

任務：「看護研究学会」をと
おして看護職に求められる研
究的態度の育成を図る

任務：認定看護管理者制度教育
の実施に関する企画・運営・審
査などについて協議する

司農ゆかり （長門記念病院）

黒木真由美

（大分県厚生連鶴見病院）

廣田 真里

（大分県立看護科学大学）

辻

森 加苗愛 （大分県立看護科学大学）

幸松美智子

（大分大学医学部看護学科）

冨永志津代

熊谷 利美 （大分循環器病院）

安部 直子 （大分大学医学部附属病院）

山口真由美

（大分県立病院）

吉住 房美 （大分岡病院）

草地真由美

（大分大学医学部附属病院）

平下 理香 （大分県立病院）

後藤ちあき

（大分医療センター）

中尾とよみ

（西別府病院）

仲町美恵子

（福島病院）

堤 奈緒子 （大分赤十字病院）

後藤 啓子

（大分市医師会立アルメイダ病院）

原田 千鶴

（大分大学医学部看護学科）

川井 梨沙 （大分県豊肥保健所）

首藤 佐織 （大分県北部保健所）

福田 広美

（大分県立看護科学大学）

泉

珠美 （宇佐高田医師会病院）

晴美 （国東市民病院）

阿部久美子

古田佳代子

（黒木記念病院）

河津 慈子 （岩尾整形外科病院）

横井 直美 （大分赤十字病院）
（大分大学医学部附属病院）

（大分大学医学部附属病院）

筑紫 幸恵 （臼杵病院）

【実習指導者講習会運営委員会】6名

【広報委員会】6名

任務：実習指導者の育成に関する
企画・運営・評価を行う

任務：看護情報の収集・提供及び協会活動・
ナースセンター情報の周知、PRを図る
剛 （みえ病院）

【働き続けられる
職場づくり推進委員会】6名
任務：看護職の待遇改善及び労働条件の
改善並びに法的保護に関して検討する

【医療安全推進委員会】9名
任務：医療事故の予防に向けて、医
療安全体制を整備するとともに、研
修・相談・支援等対策の充実を図る

大塚

里美 （藤華医療技術専門学校）

羽田野

桑野

紀子 （大分県立看護科学大学）

市原

平本 典子 （畑病院）

大石 美枝 （大分赤十字病院）

平山

珠江 （大分県立病院）

岡野ゆかり （大分大学医学部附属病院）

清末 実枝 （中村病院）

藤松みずほ

（竹田医師会病院）

大道

真理 （大分中央看護学校）

松本

高幸 （川嶌整形外科病院）

大野加代子

（湯布院病院）

三浦あずさ

（新別府病院）

足立佐智子 （大分県東部保健所）

井上

真結 （別府発達医療センター）

髙橋 美香 （大分岡病院）

山崎 真理

（津久見中央病院）

山本麻由美 （大分岡病院）

友成

和子 （あおぞら病院）

村田 博美

（西田病院）

菅原かおる

（みえ病院）

柴田美由記

（天心堂へつぎ病院）

高村美由貴

（大分県済生会日田病院）

宮永みゆき

（国東市民病院）

横山 直美

（村上記念病院）

由衣 （大分中村病院）

首藤 芳美 （大分大学医学部附属病院）
【災害看護委員会】6名

【地域活動推進委員会】6名

【推薦委員会】10名

【選挙管理委員会】13名

任務：災害に対応できる看護職
の育成と体制整備を行う

任務：専門性を活かし、地域への貢献を
目的とした地域活動を展開するととも
に、事業をとおして看護職の周知を図る

任務：保健師・助産師・看護師・准看
護師の職種及び地域別、会員数等を考
慮した役員・委員の選出に努める

任務：「選挙及び選挙管理委員会に関する規
則」に基づき選挙を公明かつ適正に実施する

疋田八千代

（南海医療センター）

野口 寿美

（大分県立病院）

二宮 和雄

（大久保病院）

田邉かおり

羽明 輝史

（大分赤十字病院）

大嶋久美子

（大分リハビリテーション病院）

古庄 康子 （国東保健センター）

山村

愛 （大分岡病院）

野田 礼子

（大分県西部保健所）

松本 幸子 （中津市民病院）

（大分記念病院）

足立 裕子 （有田胃腸病院）
阿部 昭子

（大分岡病院）

米原 愛美 （別府発達医療センター）

谷冨 美穂 （中村病院）

筒井 久美 （高田中央病院）

二宮 美恵

都

松井 康代 （大分県立病院）

林

南 ひとみ

（川嶌整形外科病院）
（大分中村病院）

信子 （大分循環器病院）

綾子

（井野辺病院）
（別府リハビリテーションセンター）

小出留美子

（塚川第一病院）

小島 範子 （大分中村病院）

野中奈津美

（大分市役所保育・幼児教育課）

安西 直子 （村橋病院）

稗田 理恵

新納 和代

藤原 龍市 （大分県厚生連鶴見病院）

（津久見中央病院）

後藤 晴美 （福島病院）

梅尾 綾菜 （大分市役所長寿福祉課）

藤本 和之 （大分大学医学部附属病院）

足立 大作 （衛藤病院）

一ノ宮麻美

城本 莉沙

（五反田病院）

（大分三愛メディカルセンター）

河野 貴子 （大分記念病院）
松下かおる
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（曽根病院）

表彰者紹介

2021年度

日本看護協会名誉会員
大分県看護協会名誉会員

古賀

和枝

おめでとうございます

2021年度
日本看護協会長表彰

甲斐久美子

2021年度
日本看護協会長表彰

宮﨑

2021年度
大分県看護協会永年会員

豊子

古賀

孝子

今後とも一層のご活躍をお祈り申し上げます。
（敬称は略させていただいています。）

理事会審議事項報告（2021年４月～６月）
４月

第１回理事会：2021年４月17日（土） ハイブリッド形式にて開催

・大分県看護協会総会の参集範囲（案）
… …………………………………………………………………… 承認
・第13回（2020年度）理事会議事録（案）
… ……………………………………………………………… 承認
・2020年度地区活動報告（案）
………………………………………………………………………………… 承認
・2021年度地区活動計画（案）
………………………………………………………………………………… 承認
・令和３年度資金運用方針（案）
… …………………………………………………………………………… 承認

５月

第２回理事会：2021年５月15日（土） ハイブリッド形式にて開催

・第1回理事会議事録（案）
……………………………………………………………………………………… 承認
・災害時受援体制の構築に係る実態調査（案）
… …………………………………………………………… 承認
・令和2年度決算報告（案）
……………………………………………………………………………………… 承認

６月①

第３回理事会：2021年６月12日（土） ハイブリッド形式にて開催

・第２回理事会議事録（案）
… ………………………………………………………………………………… 承認
・委員の推薦基準について……………………………………………………………………………………… 承認
・指定居宅介護支援事業所運営規定（案）
… ………………………………………………………………… 承認

６月②

第４回理事会：2021年６月19日（土） 会場にて通常開催

＊総会終了後、選挙で当選した新役員を含む2021年度大分県看護協会新役員体制での最初の理事会開催
・役職の選定（案）
… …………………………………………………………………………………………… 承認
・会長の職務代行について（案）
… …………………………………………………………………………… 承認
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2021年度（令和３年度）大分県看護協会通常総会
昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策のなかでの通常総会
開催となりました。
日

時：2021年６月19日（土）９:30～12：30

場

所：大分県看護研修会館

大研修室

出席者（ハイブリッド形式で開催）
	代議員 ( 会場不参加 )：「議決権行使書」の事前提出に
	
より参加とみなされた者 200名
役員：24名、 監事：２名
一般会員：（会場）21名、（W e b）83名

【開会式】
物故会員（２名）への黙とう
会長挨拶

どんな時代にも、人々のニーズや変化に合わせて看護を変わり

なくおこなっていくことが大切。今できることを精一杯取り組ん
でいきましょう。
来賓紹介

大分県知事
大分県市長

広瀬

会長挨拶

勝貞 氏

佐藤樹一郎 氏

看護職へのねぎらいと感謝の言葉をいただきました
受賞者紹介と表彰

①日本看護協会名誉会員

古賀

③大分県看護協会長表彰

51名

②日本看護協会長表彰

和枝 氏

甲斐久美子 氏、宮﨑

豊子 氏

④令和２年度第43回大分県看護研究学会優秀発表賞

		
【総会】

議長団選出

本田

植田

佳美 氏

純子（保健師：別府市役所）

退任役員・理事・監事

渡邊めぐみ（助産師：大分市医師会立アルメイダ病院）

髙屋智栄実（看護師：大分県立病院）

議長団
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会場風景

【議決事項】
第１号議案

大分県看護協会名誉会員の推薦（案）、名誉会員証贈呈

第３号議案

2021年度改選役員及び推薦委員の選出について

第２号議案

第４号議案

大分県看護協会永年会員の推薦（案）、永年会員証贈呈
2022年度大分県看護協会代議員及び予備代議員の選出について
2022年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出について
2020年度収入支出決算報告（案）及び監査報告

議決事項は、代議員200名による「議決権行使書」の事前提出により審議が行なわれ、

すべての議案が承認されました。また、第３号議案は信任数が過半数を超え、すべて

開票作業中の選挙管理委員

の候補者が当選されました。
【報告事項】
報告事項１

2020年度事業報告

報告事項３

2021年度収支予算

報告事項２

2021年度重点事業及び通常事業並びに事業計画

【その他】

会場風景

その他の事業報告、新役員紹介、退任役員挨拶

2020年度（第43回）大分県看護研究学会優秀発表賞

植田

2020 年度

佳美 （大分県立病院）

選挙管理委員会活動報告

大分県看護協会では、３職能４委員会と、10の常任委員会、推薦委員会、選挙管理委員会が活発に活動すること

により、協会事業運営が支えられています。

各委員会活動は、総会要綱（HPに掲載）によりご報告しておりますが、選挙管理委員会につきましては、通常総

会終了後の委員会で今年度の活動最終評価を行い、この紙面を通じ皆様にご報告させていただきます。
選挙管理委員会の目標

選挙が公明かつ適正に行われるように「選挙及び選挙管理委員会に関する規則」に基づ
いて実施する。

活 動 報 告（ 最 終 評 価 ）
活動内容
1. 選挙に向けての準備
①選挙に関する公示
②立候補または候補者辞退の届出の受理
③推薦委員会から推薦候補者名簿の受理
④立候補者および推薦候補者の公示
２. 選挙の実施
①投票および開票の管理
②当選者の決定
③当選者の総会議長への報告
３. そ の 他
①その他選挙事務の管理に必要と認めた事項
②	選挙管理委員の役割を通しての課題と今後の対策

今年度評価

次年度に向けての課題

・	選 挙に関する一連の活動
は、昨年度の課題が改善
され、予定通りスムーズ
に実施

・	感 染状況により総会の開
催方法、投票方法、開票
作業手順に変更が生じる
可能性がある。委員の交
代も多く、通常選挙実施
の場合、事前打ち合わせ
を充分行う必要がある

・	新 型コロナウイルス感染
症拡大防止対策のため、
今年度も代議員の議決権

事前行使を実施。選挙に
ついても事前投票とな
る。総会開催日に開票作
業を実施
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日

2021年度

時：2021年5月9日（日）9：30～12：00

参加者：会場参加 21名、Web 参加（アクセス数）329名

「看護の日・看護週間」事業

看護フォーラム

今年度も、感染対策の中での開催となりました。そのため、
会場参加は人数制限を行いましたが、ハイブリッド開催により、
たくさんの方と一緒に「看護の心」を感じる時間を過ごしました。
■ オープニング 「元気の歌」動画配信
■ 開会 会長挨拶

来賓挨拶 大分県福祉保健部長 山田 雅文 氏

■ M e m o r i e s ～看護師たちの物語～（動画上映）
・坊主頭とドライヤー ・ハルちゃんのおにぎり ・その声は
■「20世紀のアコースティック楽器」
スティールパンの演奏＆トーク
奏者 宮川 誠二 氏
魅惑の音色に、心穏やかな空間を感じ、癒されました

玉置 妙憂 氏

■ 特別講演（オンライン講演）

宮川 誠二 氏

演題「死にゆく人の心に寄り添う」～生き方と逝き方を考える～
講師 玉置 妙憂 氏（非営利法人一般社団法人 大慈学苑 代表理事）：僧侶、看護師
医学の進歩により、
「生と死」への考え方が多様化そして曖昧化している。
なかでも人生の終焉に起こることには科学では説明のつかないことも多く、対象となる方への揺れる心に寄り添う「看護」
には、創造性が求められ、
「サイエンス（理論と技術）
・クラフト（経験と知識）
・アート（感性と直感）のバランス」が必要。
また、
「自利をもって利他を成す」という言葉は、看護職の一人一人に送られたエールとして受け止めていた。

2021年度

施設代表者会議

大分県内各施設の看護職代表者に、大分県看護協会の事業運
営方針及び重点事項、具体的な事業説明を行い、協会と各施設
の共通理解を深めています。あわせて、大分県の看護行政の現
状と課題についても説明を受け、行政とも連携しています。
また今回は、重点事業の一つである「看護職の役割拡大の推
進と人材育成」に向け、日本看護協会常任理事 荒木暁子氏によ
る特別講演を行い、講師と会場との活発な意見交換となりました。
日 時：2021年４月17日（土）
出席者：121名（うち、Z o o m 参加 32名）
■ 会長挨拶

■ 特別講演（一般公開）
演題 「特定行為に係る看護師の研修制度について」
講師 荒木 暁子 氏（日本看護協会常任理事）

庭瀬 朋美 氏

■ 大分県の看護行政について
講師 庭瀬 朋美 氏（大分県福祉保健部医療政策課看護班 課長補佐）
■ 大分県看護協会
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事業説明

荒木 暁子 理事

2021年度

血圧測定に挑戦（大分リハビリテーション病院）

自分の心臓の音を聞
いて「すごい！」
看護学校の教員による講演（大分県看護協会）

昨年度「ふれあい看護体験（大分市）」は、新
型コロナウイルス感染症拡大により中止しまし
た。今年度は、高校生に「看護」の魅力を伝え、
進路選択の一助となることを願い、開催を試みま

パルスオキシメータを
使ってみて

した。例年とは少し違う企画となりましたが、た
くさんの学生さんが参加しました。

先輩看護師からは、講演
と医療用具のデモンストレーション（大分県看護協会）

体験施設

参加者

天心堂へつぎ病院

６月 ４日（４名）

６月18日（２名）

大分リハビリテーション病院

６月11日（２名）

６月15日（２名）

大分県看護協会

６月16日（51名）

８月24日（42名予定）

計

103名

【参加した学生の感想】
・大変だけど、そのぶんやりがいのある仕事だと思った
・講演で、看護者としての態度は感動する心が大切、素直な心が大切ということ
・今まであまり看護の道は考えていなかったが、選択肢の一つとして考えていきたい
・改めて素敵な職業だと思った。男性も増えているようなので、自分の進路の参考にもしたい
・自
 分を成長させることが出来る、とても素晴らしい、かっこ
いい仕事
・私たちが生活していく上で、すごく大切な仕事
・思っていたより大変そう。でもやりがいがあることも分かった
・仕
 事に誇りを持つことが出来、人と人との関わりの中でしか
味わうことの出来ない感動を得られるということに、改めて
魅力を感じた
・お母さんが看護師で、こんなに大変だとは知りませんでした
ユニフォームを着て（天心堂へつぎ病院）

9

新型コロナウイルス感染症

～大分県看護協会、ナースセンターの取組み～
大分県内既感染者数の推移

（人）
120

第１波

第２波

2020年3月～4月

100

2020年7月～9月

80

60

40

20

８/16県内の感染者数が100人超す

3/20大分市内医療機関で
県内初のクラスター発生
3/22

8/17

8人
注）

0

10人

は最大新規感染者数を表わす

・2019年度第42回大分県看護研究学会（中止：3月7日）

・	2020年度大分県看護協会通常総会（規模縮小：6月20日）
代議員200名（議決権行使書による参加）、一般会員23名、式典中止

・ｅナースセンター求職登録者、とどけるん登録者へcovid-19関連業務への復職情報

看護協会・ナースセンターの取組み

一斉メール送信（中央ナースセンター）
・協会ホームページにcovid-19専用ページ作成。情報発信の強化
・患者受入れ施設の現状把握（看護管理者からの聴取）
・新型コロナウイルス感染症軽症者等の宿泊療養派遣調整事業（県委託）

・社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の管理体制強化事業
（6月～8月：県委託

10月～3月：日本看護協会委託）

新型コロナウイルス感染症管理に関する研修会（Web）・YouTube配信（6月）他、
施設への訪問相談、電話相談等
クラスター発生施設への看護職派遣体制の構築
・	協会初！オンライン（Zoom）による進路相談会（７月11日）

宿泊療養に従事する看護職員調整、勤務表作成
・知事との意見交換・要望活動（4月30日）

・	宿泊療養に従事する看護師の確保・調整・勤務表作成・実績確認等

・看護研修会館における感染防止対策の強化
新型コロナウイルス感染症防止対策マニュアル作成
安心・安全な研修受講環境の整備

・	宿泊療養従事者研修会

●宿泊療養従事者研修会

・#NursingNowいま、私にできることキャンペーン
看護職にエールを送るキャンペーン実施（6月）

・潜在看護職員の掘り起こし~宿泊療養に従事する看護師の確保（10月～）
	15人雇用（2021年6月現在）

・ＮＨＫに出演（会長）~医療従事者への差別を食い止めるには！

県の対応等

・大分県新型コロナ対策本部会設置（2月25日）

・大分県新型コロナウイルス感染症医療体制検討会議設置

・県内ほとんどの小中高が臨時休校（3月2日～5月）

・令和2年7月豪雨~避難所は「密」を避けて運営

・大分県において感染者1例目確認（3月3日）

・宿泊療養施設（1棟目）開設（コモドホテル大分：8月8日）190室

・医療提供体制整備に係る意見交換（4月10日）
・県内が「緊急事態宣言対象区域」に（4月16日）
・宿泊療養施設開設（杜の湯リゾートホテル：4月28日）
・県から宿泊療養施設での看護職確保・調整の協力依頼あり
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大分県看護協会では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を鑑

み、県行政や関係団体と連携を図りつつ医療や地域保健、社会福祉施設
等の最前線で未知のウイルスと向き合う看護職の声に耳を傾け、新規事
業や県への要望活動等に積極的に取り組みました。
特に軽症者等宿泊療養施設での入所者の健康管理、社会福祉施設等に
おけるクラスター発生予防及び発生時の訪問指導等にご協力いただいた
看護職のみなさんには、自施設での業務もある中、大いに貢献していた
だきました。
また、看護研修会館入館時の健康チェック、3密を防ぐための研修受
講者数の制限、消毒の徹底等を図り、安心、安全な研修受講環境の整備
に取り組みました。

さらに、ナースセンターでは、潜在看護職へタイムリーな情報提供を
行うとともに相談業務やＰＣＲ検査補助業務、ワクチン接種業務等への
斡旋・調整を行い、100人近くの潜在看護職員の掘り起こしにつながり
ました。
コロナ禍でまちの保健室等県民とふれあうイベントの中止等で協会事
業は一変しましたが、『今、できることに精一杯取り組む』を方針とし
て活動してきました。未だ、収束の道筋が見えない状況ですが、今後も
会員のみなさんと力を合わせて県民の健康につながる活動を推進してま
いります。更なるご協力をお願いいたします。

第４波

（2021年6月24日現在）

2021年4月～6月

第３波

3/19県内の感染者数が3,000人超す
人口10万対新規感染者数 47.93
医療ひっ迫、宿泊療養施設入所者急増

2020年11月～2021年3月

5/12

5月中に宿泊療養に
従事した看護師は

1/22県内の感染者数が1,000人超す
社会福祉施設等で相次ぐクラスター発生
1/21

285人
33人

・2020年度第43回大分県看護研究学会（Ｗｅｂ開催：3月6日）
参加者：336人（会場86人

102人

Web250人）

・2021年度大分県看護協会通常総会（ハイブリッド：6月19日）
代議員200名（議決権行使書による参加）、一般会員21名
県知事、大分市長ご臨席、式典縮小開催

・訪問看護ステーション看護職員のワクチン接種希望調査、
接種日程マッチング

75事業所

750人

・新型コロナウイルス感染症における患者クラスターが発生した医療機関等において医療
提供体制の維持を図るために派遣される看護師等の確保・配置に係る事業（県委託）

●社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症管理体制強化事業
感染管理認定看護師による訪問指導53件・電話相談12件

●宿泊療養看護師派遣協力施設

医療機関28施設、訪問看護ステーション
2020年８月～2021年６月まで宿泊療養に従事した看護師は延1,000人超え

8事業所（2021年6月末現在）

・知事と面談（５月24日）
	逼迫する医療の現状を知事に説明（会長）

開催回数８回

延受講者数

105名（2021年6月末現在）
・新型コロナワクチン接種体制の整備（4月～）
潜在看護職員等の掘り起こし

171人登録

ワクチン接種研修会

8回

●新型コロナウイルス感染症対応のための看護職員の応援派遣
・宿泊療養施設の看護業務改善！
①清掃業務・感染性廃棄物処理を業者委託
②支援ナース配置（入所時アナムネ聴取等）

看護業務支援（延15名）

・宿泊療養施設（２棟目）開設（フォルツアホテル：5月1日）175室
・宿泊療養施設（３棟目）開設（ホテルボストン：5月16日）79室
・宿泊療養施設に従事する看護職の確保

・医療従事者ワクチン接種開始（2月~）
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コロナ禍での看護
コロナ禍における「新人看護職員研修の試み」
大分大学医学部附属病院

看護部

教育支援室

今年度の新人看護職員は、卒業年度に新型コロナウイルス感染症が流行し、計画通りに臨地実習を行うことが困難となり、
例年以上に就職後の看護実践に不安を感じていると推測されました。そこで、入職直後の早期研修を見直し、感染対策を行
いながら、新人看護職員の学習効果を高めるため、観察、経験、リフレクションを意識して研修を企画しました。
研修のポイント
1.	新人看護職員は、午後の集合研修のテーマを意識して、シャドウイング
で先輩看護職員の看護実践を観察する
2.	先輩看護職員は、自己の看護実践における臨床判断をできるだけ新人看
護職員へ言葉で伝える（リフレクションして思考を発話する）
3.	新人看護職員は、見学した看護実践を想起して、集合研修のディスカッ
ションに活かす
4.	臨床実践能力の構造である「看護職員として必要な基本姿勢と態度」「技
術的側面」「管理的側面」を統合して学べるよう支援する

技術演習の場面

研修後の反応（新人看護職員）
◦シャドウイングを行いながら研修を受けたことで、病棟で働いていく心構え
が少しずつでき、環境に慣れていくことができた
◦	先輩看護師の患者さんとの関わりや、どのような根拠を持ちながら看護を実
践しているかを知ることができ、学びが深まった
◦	グループワークが充分にあったので、他者の様々な異見を聞くことができ、
視野が広がった
教育担当者の感想
◦	思考発話を意識したことにより、新人だけでなく自分たちも成長し学ぶことが
できた
◦	自己の臨床判断を言語化することは難しかったが、新人の思考発話から相手

思考発話の場面

参考

に伝わったことがフィードバックされ嬉しく感じた

プログラムの一例
AM
1日目

PM

入職時フォローアップ研修
コミュニケーションⅠ研修

2日目
3日目
4日目

サービスマナー・職業倫理研修
部署でのシャドウイング

5日目
6日目
7日目
8～9日目
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部署でのオリエンテーション

情報管理・看護過程（情報収集）研修
技術演習・評価
コミュニケーションⅡ研修

部署での1日シャドウイング（業務の組み立てを学ぶ）
部署でのシャドウイング

看護過程（アセスメント）研修

部署での1日シャドウイング

オンライン面会への取り組み
別府発達医療センター

別府発達医療センターは、障がい児 ( 者 ) を対象とする施設で、長期間単独入所を
される方が多くいます。
昨年４月の大分県緊急事態宣言発令後、感染すれば重症化しやすい方々への感染対策
として外出・外泊・面会制限を余儀なくされました。家族との絆が、日々の生活の大き
な支えとなっている入所児( 者 )にとって、大切なご家族と会うことができない状況がど
れほど辛く不安なことか察することが出来ました。そこで、当センターの理念でもある
「和
顔愛語（和やかな笑顔や、愛しい言葉を交わす）
」に鑑み、家族との面会を継続できる方
法はないかと考え、昨年４月末からLINEを使った
『オンライン面会』の準備を進めました。
担当者が個室などで対応し、短い時間ではありますが、家族だけの時間を持てるようにし
ています。
ご家族からの手紙をいただきましたので一部をご紹介します。
『本人の「顔を見て、呼びかけることができて、声が聞けること」は、格

オンラインで
家族と面会する
入所者

段に嬉しかったです！いい笑顔でこちらを向いて笑ってくれて、とても安
心しました。スマートフォンの扱いに不慣れでしたが、スタッフさんが家
の電話でやり方を説明してくださり、それを聞きながらスマートフォンを
操作して、できるようになりました。 面会は5分ですが、
「会える」ことで、
本人もこちらも、心がキラキラ♥元気になります。』
高齢のご家族も多いため、当初は機器の操作に戸惑っていましたが、最愛の家族に画面越しでも会いたい一心で、利用も
上手になっていきました。入所者たちは、はじめ「どこから声が聞こえてるの？」と言わんばかりに、iPad以外を見回したり、
画面に映る家族の姿を手で触れようとする場面もありました。立ち会った職員も家族の強い絆を感じることができ、コロナ禍
においても、ほっとできるひと時を味わうことができています。
利用者の生活に寄り添う施設看護師として、このピンチを「I T を利用した支援の提供」のチャンスとしながらも、一
日も早く通常の外出・面会・外泊ができるようになることを願っています。

（看護部長 安部美千代）

※画像、手紙文の提供に関しては利用者・ご家族の了承を得ております。

寄附をありがとうございました
保健医療福祉等の最前線で新型コロナウイルス感染症と向きあい、日夜、頑張っている看護職に各方
面からご支援をいただいております。心よりお礼申し上げます。ご支援品等は会員施設で大切に使わせ
ていただきます。
月日

ご支援いただいた方

物品

2020年10月１日

池田模範堂

ハンドクリーム

2021年３月３日

日本看護協会

医療従事者向け防護具等

2021年３月26日

東洋羽毛工業株式会社

寄附金

2021年３月31日

公益財団法人地域創造基金さなぶり

ニトリルグローブ

2021年３月31日

株式会社資生堂（日本看護協会）

ハンドクリーム

2021年５月12日

大分朝日放送

寄附金

2021年７月13日

生命保険協会大分県協会

寄附金

2021年７月16日

大分県読売会

寄附金

2021年７月

日本看護協会

クールベスト・経口補水液・サーモカメラ

注）2020年10月～2021年７月現在の状況です。敬称は略させていただきます。

生命保険協会贈呈式
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研 修 部 だ よ り
2021年度

認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修

2021年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル
は、全19日間の日程で５月13日に開講しました。
受講生は、県内全域から50施設、78名が参加してい
ます。原則、集合研修ですが、新型コロナウイルスの第
４波の影響で各施設からの要望により、５月、６月は41
名が各施設からオンライン受講となりました。また、県
外講師にはオンライン講義で対応いただいています。研
修は中盤を迎え、会場受講者とオンライン受講者へ研修
に関する感想を尋ねてみました。
開講式：会長挨拶

＜オンライン参加の受講生の感想＞
・対面と変わらないレベルで参加できている。
・質問もリモートの方が緊張なく、発言できる。
・	ブ レイクアウトセッションで、限られた施設の方々
と対面よりは緊張感も少なく話し合えた。
・	県 南、県北と遠方からの参加の研修生は、交通費や
通勤時間が省けると好評だ。

開講式：受講生代表宣誓

＜会場参加の受講生の感想＞
・	他 施設の研修生と直接に意見交換する中で、自施設
を客観的に知る機会になった。
・	講 義内容を踏まえて、実践にどう活かすかを考える
ことができている。
・	知 らないことは、知る事から始めればよい。まずは
仲間作りから。知らないことを恥ずかしいと思うの
ではなく、知らなかったことを学べたことに感謝し

受講風景：オンラインで互いに発表・意見交換

たい。
コロナ禍でそれぞれ違った学習環境からの受講となっ
てしまいましたが、新しい知に出会う面白さを感じてい
るようでした。今後は支援者の指導を受けながら、看護
管理実践計画書作成に向けて取り組む予定です。

グループワーク：ipadを通して講師から個別指導
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ナースセンターからのおたより

Vol.39

◆ ナースセンターは大分県の委託を受けた無料職業紹介所です。
転職・復職・届出のご相談は

大分県ナースセンターへ

◆ 努力義務となった離職時の届出「とどけるん」への提出はお済みですか？
◆「e ナースセンター」への届出でインターネット上で登録・検索などができます。

https://www.nurse-center.net/nccs/

ぜひ活用してください。

Web就職ガイダンスを開催しました
これまで就職ガイダンスは、大分合同新聞との共催により対面
式で行われてきましたが、令和３年５月９日（日）
、初めて W e b
開催され、参加した15病院の皆さんによる熱いメッセージが、看
護学生さんに届けられました。参加者の皆さんからは、
「わかりや
すかった」
「とても役立った」と大変好評でした。
その様子は病院ごとに DVD に収録し、
各施設に配布され、就職活動に活用され
ています。また、看護協会のホームペー
ジにも Y o u T u b e で２ケ月間アップさ
れました。
今年参加されなかった施設も来年はぜ
ひ参加を検討してくださいね！

新型コロナワクチン接種研修会を開催しました
新型コロナ感染症が蔓延
するなか、ワクチン接種が
拡大防止のカギとなります。
現在就業していない看護職が安心・安
全にワクチン接種にご協力いただけるよ
うにと、実技を交えての研修会が、5月21
日、6月3日、6月4日、6月29日、6月30日、
7月16日と計６日間にわたって8
回 開 催 さ れ、 計117名 の 方 が 受
講されました。
研修後は、自治体や職域接種
の派遣に対応していただきまし
た。本当にありがとうございま
した。

大分県ナースセンターへの問い合わせは、 TEL

097-574-7136(日・月を除く9時〜17時)
Email:oita@nurse-center.net
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Information

（開催場所は、全て
大分県看護研修会館です）

（8月～10月）

災害支援ナース交流会
日
内

時：2021年８月18日（水） ９：30～12：00
容：①「令和２年７月豪雨災害」における大分県看護協会の取組み
②	実践報告

災害支援ナースとして活動した２名の実践報告

③	講話 「もう一度確認しよう！派遣要請から出発、そして現地での活動の基本」
		

講師

江藤美妙（国東市民病院）

2021 年度 専門看護師・認定看護師・特定行為研修を修了した
看護師・認定看護管理者交流会
日

時：2021年８月28日（土） 13：30～16：00

対

象：2020年度に新規に標記資格を取得した者

内

容：実践活動報告、交流会、情報提供

等

大分県職能別交流集会 (ハイブリッド開催）
日

時： 2021年９月４日（土） ９：30～12：30
テーマ：「新型コロナウイルス感染症対応下の看護職のメンタルヘルス対策」

内

容：特別講演

講師

宇佐美しおり氏（四天王寺大学看護学部教授）

実践報告（4職能）、各職能別報告

リスクマネジャー交流会

日

時：2021年10月３日（日） 9：30～12：30

内

容： 講演

講師

友納理緒氏（日本看護協会参与）

実践報告等
※新型コロナウイルス感染症の状況により、予定が変更される場合があることをご了承ください。

すか？

更はお済みで

会員情報の変

災害お見舞い
令和３年７月３日に発生した、静岡県熱海市の
土砂災害による犠牲者にご冥福を、そして、被災
された皆様にお見舞いを申し上げます。一日も早
い日常への復興をお祈りいたしております。

会員情報の変更
会員専用ページ『キャリナース』
にご登録いただくと、パソコン・
スマホから会員情報等の変更を行
うことが可能です。
または、大分県看
護協会ホームペー
ジから会員情報変
更届をダウンロー
ドし、ご提出をお
願いいたします。

自宅住所や勤務先変更、改姓の方等、会員情
報に変更がある方は変更手続きをお願いいた
します。

登録は
こちら

『新規登録』をクリック

予告

日本看護協会連携
災害支援ナース派遣調整合同訓練

実施日：2021年11月9日
（火）
～11日
（木）
派遣調整訓練ですので、災害支援ナースの方は、実際
に来館の必要はありません。

大分県看護協会事業部

TEL：097-574-7117

広報委員

羽田野 剛（みえ病院）、井上真結（別府発達医
療センター）、友成和子（あおぞら病院）、平山
真由美（大分大学医学部附属病院）、松本高幸（川
嶌整形外科病院）、市原由衣（大分中村病院）、
伊南冨士子・藤井智恵子（大分県看護協会）

FAX：097-545-3751

会員特典は、別冊で配布しています
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：jigyou@oita-kango.com

