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南海医療センター

に聞く
プ
トッ

住所／〒876-0857 佐伯市常盤西町7-8
TEL／0972-22-0547

施設の看護代表者の方にスポットを当て、ご自分の経験から生まれた看護観や、看護に対する思い、日頃大事にし

ている事や後輩に伝えたいことなど、施設の紹介と共に記事を掲載しています。

南海医療センター
看護部長

奥野

美穂

当院は、平成26年４月、独立行政法人地域医療
機能推進機構

南海医療センター

外観

南海医療センターとして設立され

ました。南部医療圏における急性期医療を担う中核
病院としての機能を果たすべく、救急機能の強化
と、災害拠点病院しての役割を担うことを目的に、
耐震機能を備えた新病院の建設に至りました。令和
２年１月にオープンし、同年、救急診療科が新設さ
れました。また、９階屋上にはヘリポートを設置し、
地域住民が必要とする医療を、広義に提供できる
環境が整いました。
病院の理念は「地域住民の健康と生命の尊厳を

附属介護老人保健施設

外観

守るため、質の高い心温まる医療を実践し、地域社
会に貢献します」です。この理念のもと、看護部の
理念は「看護の質を向上させ患者さん中心の看護
を提供します」と掲げています。看護部の役割は、
この理念に基づき、患者さんの尊厳を尊重し、優し
い看護・心温まる看護を実践することです。患者さ

９階屋上ヘリポートから
の出動

んの安全を守りつつ、安心して過ごしていただける
安らぎの場を提供したいと思っています。
看護の質の向上は、患者サービスの向上に繋がり
ます。看護師は、院内外の研修に参加し、自己学習
する機会を持ち、知識や技術のスキルアップに励ん
でいます。急性期から在宅支援まで医療・

透析センター

60床

看護は幅広く続きます。患者さんが笑顔で
看護師と話している姿を見ると、とても嬉
しく感じます。これからも常に患者さんに
寄り添い、その人らしい人生を支えていけ
るよう多職種と協働の上、南海医療センター
医療チーム一丸となり、努力して参ります。
院内研修会の様子
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多職種カンファレンス・チーム医療の実践

看護の現場から
教育現場は、「看護」のスタートラインに立つ人たちの
学びの場となり、看護の心を育みます。「継承」と「変化」。
時代やニーズの変化に合わせ、先を見据えた教育に取組ん
でいます。

別府市医師会看護専門学校

３年課程開設
「別府市医師会立別府青山看護学校」
に改名
「別府市医師会看護専門学
校」は、令和４年４月１日よ

住所／〒 874-0908 大分県別府市上田の湯町 10 番 21 号
TEL ／ 0977-21-7611

り「別府市医師会立別府青山

FAX ／ 0977-21-7613

看護学校」に改名し、３年課
程 ( 全日制 ) の看護師学校養
成所を開設いたします。当校
は、准看護学科と昼間定時制
別府市医師会看護専門学校
副学校長

岡本

英子

２年課程を併設しておりまし
たが、少子化による18歳人
口の減少や、学ぶ人たちの
ニーズの変化に伴い、この度

の課程変更に至りました。
「別府青山」という校名には、

校舎

別府湾の豊かな海と空の「青」と、堂々たるたたずまい
で人々の生活を包み込む「山」に思いを馳せ、心豊かで
凛とした品格を備え、安心感を与える看護師を育てたい
という願いを込めています。
３年課程開設とともに第５次カリキュラム改正が行わ
れます。今回の改正では、コミュニケーション能力の獲
得、臨床判断能力・多職種連携能力の向上などが求めら

教職員集合写真

れています。当校では、
「気づきの看護」をコンセプトに、
対象やその場の状況から気づいたことに基づいて必要な
看護を判断し、対象一人ひとりの健康と暮らしを護る看
護実践力が習得できるように教育課程を編成しました。
また、昨今の GIG A スクール構想のもと、タブレット端
末による学習がより身近な
ものになっていることから、
電子テキストの使用を開始
します。

教員学習会

学生の個性を尊重しその
可能性を信じながら、とも
に学び、人として看護師と
して成長し続ける看護教育
でありたいと思います。そし
て、地域に愛され、地域に
貢献できる看護学校を目指
し、看護の心と使命感をもっ
た看護師を育てていきます。
今後とも、当校の学校運
営にご支援ご協力をいただ
きますようよろしくお願い申

看護技術動画作成

募集要項表紙

し上げます。
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地区活動紹介

№3

豊後大野・竹田地区

大分県看護協会では県内を９地区に分け、それぞれの地域で「地区活動」を展開しています。地域の特徴
を活かした企画や看護の課題に、地域のいろんな場面で働く看護職が一緒になって取り組んでいます。
わかりやすく話してくれました。対応してくれた若い看護職が

非常に頼もしく感じられたことや、高校生の反応が従来の方

法と遜色ないものだったことは大きな収穫でした。手探りの

取組みでしたが、手応えも十分感じられるものとなりました。
このほか、平成29・30年度の中小規模病院等看護管理

者支援事業終了後も、
「看護管理向上検討会」と称して、毎

年テーマを決め、自施設の課題解決の取組みや工夫を情報

看護研究会

座長、発表者

交換し連携強化をはかっています。

打合せ

（豊後大野・竹田地区理事

豊後大野・竹田地区は高齢化率が46.1％で、近い未来の

宇都宮仁美）

日本を少し先取りした地域です。看護職の人材確保には苦

慮しており、竹田地域では准看護師がほぼ半数を占めてい

ることも大きな特徴です。

当地区では、看護の地域ネットワーク推進会議を母体に、

昨年度来のコロナ禍で、オンラインを駆使して試行錯誤しな

がら活動しています。今まで地域ごとに実施していた看護研

究会は、合同でオンライン実施し、11題の演題が寄せられ

100名を超える参加がありました。地元の看護学生の参加

もあり、人材確保に繋がればと淡い期待を抱いているところ
です。また、ふれあい看護体験では、オンラインでの「ふれ

あい看護セミナー」に衣替えし、就職して間もない看護師や
保健師が画面越しに高校生の質問に答えながら、体験談を

発表会場

講評

藤内美保先生

知っていますか？「いいお産の日」
11月３日は「いいお産の日」です。
とは
「いいお産の日」
1994年からイベントを開始。
その後、語呂合わせで、毎年11月３
日を「いいお産（1103）」の日とし
てイベントを開催しています。
子どもを産む立場の女性と、それ
をサポートする助産師が中心の日
本での活動。
大分県看護協会も、大分県助産師会
と協力して、毎年、いろいろな企画
を行っています。
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助産師のシゴト
助産師は、
「人の命」に真摯に向き合う仕事
です。
生命の誕生という感動的な瞬間に立ち会え
る。…だけでなく、思春期、
妊娠から出産、子育て、産後
うつ、不妊の悩み、更年期な
ど、生涯にわたり女性の保健
に関する問題に広くかかわり
相談に応じています。

専門看護師・認定看護師・特定行為研修を修了した
看護師及び認定看護管理者交流会

2021年度

日

時

2021年８月28日（土）13：30～16：00

参加者

会場参加

目

１年以内に新規登録した標記看護師が、関

的

４人、Zoom参加

17人

係情報を共有し今後のネットワークづくり
を行う。また、大分県看護協会人材バンク
における役割と活動内容を理解する
大分県看護協会人材バンクへの登録者数
(2021.8.1現在)
専門看護師８施設

12人、認定看護師54施設

特定行為研修修了看護師９施設
認定看護管理者20施設

209人

10人、

33人

はじめに、大分県看護協会より人材バンク登録状況と登録者の活動状況等を説明した。あわせて、各分野の県内
認定看護師のネットワークの現状も報告され、コロナ禍により活動に制限はあるものの、メールでの情報交換や研
究会の開催など、出来ることを工夫しながら実施し、「つながる」ことを大事にしている姿勢がうかがえた。
次に、４名の方から実践活動報告があり、その後、Zoomによる交流会が行われた。コロナ禍での活動の悩み、
専従ではない中での活動の悩み、さらには、自分が実践するだけでなく、育成の視点から人に任せ、自分は見守り
ながらスタッフが成功体験を重ねることの大切さや、無理をせず実践可能なスケジュールを立てて一歩一歩進んで
いく寛容さなど、スペシャリストとしての姿勢や活動方法のポイントを互いに意見交換した。
最後に、報告者からアドバイスを受け、新たな資格取得者たちは、今後の活動にヒントを得ていた。

活動報告者 ・三股阿沙美 氏（感染管理認定看護師・南海医療センター）
・松本

幸子 氏（認知症看護認定看護師・中津市民病院）

・清原小百合 氏（特定行為研修を修了した看護師・訪問看護ステーションくにさき）
・辻

珠美 氏（認定看護管理者・宇佐高田医師会病院）

情 報 提 供 ・末弘 理惠 氏（大分大学医学部看護学科 教授）
・藤内

美保 氏（大分県立看護科学大学

教授）

登 録 に つ い て の 案 内
「認定資格」取得後は、「大分県看護協会人材バンク」に登録し、看護職の資質向上や県民の健康づく
りに貢献しましょう。
対

象

看護協会会員で、日本看護協会認定の認定看護師・専門看護師・認定看護管理者、特定行為研修を修
了した看護師。及び、日本重症心身障害福祉協会認定の重症心身障害看護師

活動内容

看護職や県民対象の研修における講師、および相談への対応

登録方法

登録票（大分県看護協会HPよりダウンロード）に記入し、大分県看護協会研修部に提出してください

登録者名簿

大分県看護協会「施設代表者専用ページ」に登録者一覧を公開しています。
（「日本重症心身障害福祉協会認定の重症心身障害看護師」は除く）
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2021年度

大分県職能別交流集会

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」
日

時：2021年９月４日（土）９：30～12：30

参加人数：会場参加
主

保健師：10人

催：大分県看護協会

助産師：８人

看護師Ⅰ：18人

看護師Ⅱ：９人

W e b 参加

95人

３職能４委員会

2020年の年明け頃から、新型コロナウイルス感染
症との闘いが始まった。「未知の感染症」として対応に
戸惑いながらも、過度に恐れることなく感染対策の基
本をきちんと守ることから始まった。しかし、一つの
波が去っても、また次の波がやってくる。日々の業務
量も増加。それでも医療従事者ということに誇りと使
命感を持ち、昼夜を問わず人々と向き合う日々。時に
は、医療従事者ゆえに心無い言葉に心が傷ついたこと
も…。でも、家族の協力やたくさんの励ましの言葉に、
また元気をもらい感謝する。
今回の交流集会では、テーマに多くの方が関心を寄
せ、いろんな看護の場面で抱えるストレスとその対応、
コロナ禍で気づいたことや新しい取組みなどを共有し
た。
まだまだ終息の兆しは見えないが、まずは、看護職
が元気でいることが大事です！

【プログラム】
９：30

開会

挨拶

９：35

趣旨説明

９：40

実践報告

大戸

朋子（大分県看護協会会長）

甲斐

仁美（看護師職能Ⅰ委員会委員長）

①和田喜久子 氏（保健師：大分市保健所健康課 政策監）
「新型コロナウイルス感染症対応下における大分市保健師の活動の現状と思い～応援保健師の活動

と思いを中心に～」
・大分市保健師の活動の現状
②河野

・市民や陽性者への対応から生じる思いとストレス

有子 氏（助産師：大分県立病院総合周産期母子医療センター副師長）

「医療現場における看護職のメンタルヘルス対策の現状と課題」
・コロナ禍での助産師が置かれている現状と産科病棟の現状・取組みの実際
③松田

英子 氏（看護師Ⅰ：大分赤十字病院

看護師長）

「医療現場における看護職のメンタルヘルス対策の現状と課題」
・コロナ病棟立ち上げ時の師長としての取組み
・C O V I D -19に対応する看護職を対象としたメンタルヘルスへの取組みの現状と課題
④古長智美子 氏（看護師Ⅱ：介護老人保健施設小野鶴養生院

保健部長）

「クラスターを経験した施設のストレス報告」
・クラスターを経験した施設職員の身体的・心理的ストレスについて
・具体的な対処とモチベーションを維持した要素について
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会長

和田 喜久子 氏

松田 英子 氏

河野 有子 氏

10：40

古長 智美子 氏

講演
「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」
宇佐美しおり 氏（四天王寺大学看護学部教授・看護実践開発研究センター長）
・ソ
 ーシャルディスタンスやアウトブレイクによって影響を受けた看護職の精神状態やセルフケアの実態
・看護職の意図的セルフケアを推進するための対処法と課題について
宇佐美しおり先生より
大分県の看護職の皆さんは、いろいろと頑張っている。
メンタルの問題は、後から徐々に反応が出てくる。
C O V I D -19の問題はまだまだ続くので、少しずつ無理
することなく自分を大事にすることが大切です。

11：50

職能別交流会
会場参加者のみの交流会となりましたが、職能別に分かれ、活動報告や意見交換を行いました。

12：30

閉会
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2021年度 災害支援ナース交流会
9：30～

開会挨拶

大戸

9：35～

『令和2年7月豪雨災害』における大分県看護協会

日 時：2021年８月18日（水）
参加者：災害支援ナース登録者他

９：30～12：00
45人

朋子（大分県看護協会会長）

の取組み

藤本紀代美（大分県看護協会 災害看護委員会担当理事）

＊ 災害派遣までの仕組みと、災害支援ナースの役
割について説明

9：50～

実践報告（2題）

① 「初めての災害支援活動」
林

幸枝 氏（国東市民病院）

＊い
 ざ、災害派遣となった場合の家族への協力依
頼、幼い子どもへの配慮、自分自身の不安への対

処、実際に活動した感想（被災者との関わり、観察

力や柔軟な対応の重要性、他職種との連携など）
②「感染管理認定看護師としての活動」
稲田

志信 氏（新別府病院）

＊初
 めて顔を合わせる人とのチーム活動における、

メモを取りながら熱心に聴講

林 幸枝 氏

コミュニケーションの重要性。避難所における感

染管理の視点からの支援の実際。被災現場の支援

者と関わる時の姿勢（できていることを褒める）
10：20～

講話

「もう一度確認しよう！派遣要請から出発まで」
江藤

美妙 氏（国東市民病院）

・ 災
 害派遣時の持参物品について

～派遣経験者と未経験者の場合を比較～

稲田 志信 氏

「自分ならどうする」を問いかけなが
らの具体的な質問

＊ 派遣要請から派遣まで、これまでの経
験を踏まえた「物」「心」両面の調整
と準備を具体的に説明。現場に行くこ
とだけが災害支援ではない。災害支援
ナースとして活動できるのは同僚の協
力があってこそ。感謝の気持ちを忘れ
ないようにと付け加えた。
12：00～

閉会

江藤 美妙 氏

企画・運営：災害看護委員会
委員会の皆さん

「災害支援ナース育成研修（実践編）」のご案内
日

時

12月１日（水）～２日（木）10：00～15：30（受付９：15～）

講

師

石井美恵子氏（国際医療福祉大学大学院 保健医療学 災害医療分野）

定

員

40人

災害支援ナース育成研修（基礎編）修了者、災害支援ナース登録者は災害支援ナースとし
ての資質を高めるために、ぜひ、ご参加ください。
被災者及び被災地域での支援活動に必要な実践能力を高めることを目的とした研修です。
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2021年度 リスクマネジャー交流会
日

時：2021年10月３日（日） ９：30～12：30

対象者：専
 従・専任リスクマネジャーおよび現場で医療安全を担当している者
参加者：60人

テーマ：「押さえておこう！看護記録」
～医療安全の視点から～
【会長挨拶】 大分県看護協会会長

大戸

朋子
会場の様子

【講演】

「看護記録の重要性」
講師：友納 理緒 氏 （日本看護協会参与、保健師・看護師）

・看護記録の重要性と裁判所が考える看護記録とは！
・看護記録の書き方のポイント
①事実を正確に

②事実を客観的に

④必要な事実を簡潔に
⑥わかりやすい記録

③事実を具体的に

⑤訂正・追記は正しい方法で
⑦不適切な表現に注意

友納 理緒 参与

【意見交換】

「看護記録に関する現状と課題、今後に向けて」

グループ
ワーク

日々の業務で行っている記録。講演を基に日々の記録を見直し、
互いの疑問をグループで意見交換しました。

＊質疑応答

助言者：友納理緒氏

「説明と同意」の過程をどこまで記録するのか、精神科や重症心


身障害者など生活視点での療養場面の記録方法など、身近な疑
問が多く出されました。１つ１つの疑問に友納理緒参与から助
言をいただきました。

【医療安全の連携について地区別活動報告】

アクリル板越しに自己紹介

1．情報提供 「サンドイッチの会の活動」

報告者：末吉 聖二 氏（別府リハビリテーションセンター医療業務サポート室室長）

各施設の医療安全管理者が、独りで抱えず悩まず、何時でも何処でも誰とでも交流できる仕

組み作りを目指し活動をはじめ、地域の枠を超えたネットワークの交流が広がってきていま

す。１年目でも、ベテランでも、職種を問わず医療安全に興味を持つ者なら参加できます。
いろんな企画や展望を、少しずつ現実に結び付けています。

2．意見交換 「各施設の医療安全に係る現状と課題」

末吉 聖二 氏

（医療安全推進委員会）

【お詫びとお知らせ】
今回、「看護記録」への関心の高さから、多くの参加申込をいただきました。しかし、コロナ禍での開催の
ため、やむをえず参加者数を制限させていただきました。人数調整にご協力いただきました皆様に感謝申し上
げます。
日本看護協会ホームページ「友納理緒参与に聞く！」では、「看護職と法律のこと」をわかりやすく解説さ
れた動画が掲載されています。動画は７本（１本20分程度）。その中に「看護記録の重要性と記載のポイント」
がありますので、ぜひ視聴してください。また、他の動画についても看護職として知っておきたいことがわか
りやすくまとめられていますので、看護部の研修等にご活用ください。
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研 修 部 だ よ り
今後の 中堅期保健師能力向上研修
修
「アフターコロナ期の保健師活動について」
注目研
日

時：令和４年１月18日（火） 13：30～15：30（予定）＊

講師：京都看護大学大学院看護学研究科

特任教授

堀井 とよみ 先生

対象者：採用後10～25年の保健師
研修代：会員1,500円、非会員

4,500円

申込み：看護協会ホームページの「研修申込書」にて申し込んでください。
締切り：令和３年12月１日（水）

＊時間は前後に変更することがあります。
詳細は看護協会 H P にて、追ってお知らせします
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で中堅期
保健師のコンサルテーションプログラム研修を中止させ

てのものの考え方の裏付けとなる研修が必要だと考え、
研修を企画しました。
現在、行政、産業保健、福祉の分野等それぞれに、コ

ていただき、皆様にはご迷惑をお掛けしました。
このような状況下においても、これから管理期を迎え

ロナウイルス対応に追われているとは思いますが、アフ

る中堅期保健師には、実践しながら統括保健師を補佐す

ターコロナに向かい、本来の保健師活動を着実に行うた

るプレイングマネージャーとしての役割を担い、新たな

めに、今、静かに考えておくべきこと、大事なことを講

政策課題を提示していくことの大事さや、この時期に実

師にお話しいただきます。

践（活動）したことが、その後の保健師（管理期）とし

どうぞ、たくさんのご参加、お待ちしています。

日本看護協会インターネット配信研修【オンデマンド】のご案内
日本看護協会では、協会事業に関連する基礎知識および時代・社会ニーズに合った内容の普及と浸透を目的に以下の４分
類に分けた研修を配信しております。

分類1 「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ質の高い看護の普及に向けた継続教育
分類2

ラダーと連動した継続教育

分類3

看護管理者が地域包括ケアシステムを推進するための力量形成に向けた継続教育

分類4

専門能力開発を支援する教育体制の充実に向けた継続教育

個人向けや施設向け研修と内容も豊富です。院内学習や個人学習にぜひご活用
ください。
日本看護協会ホームページ：h t t p s : / / w w w . n u r s e . o r . j p
▶生涯学習支援▶研修▶インターネット配信研修【オンデマンド】より申込みできます。

●配信期間：～2022年２月10日
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●申込期間：～2022年１月14日

保健師助産師看護師実習指導者講習会
研修期間：令和３年６月９日～令和４年２月15日（32日間）

コロナ禍でのＫＪ法！二人グループ…工夫しました！

新型コロナウイルス感染対策を講じ、様々な工
夫をしながら講義やグループワークを行いました。
基礎分野および専門分野の講義を経た後、グルー
プ演習で領域別実習指導案の作成に取組み、10月
15日の領域別グループ発表会で、その成果を発表
しました。
今後、それぞれの現場で、個々が作成した実習
指導案を実践し、令和４年２月15日に実践課題発
表会を予定しています。現場で新たな課題にぶつ
かりながらも、指導者としての役割を発揮してい
くことを願っています。

受講生：大分県全域の施設から、44人

フェイスシールド付けて感染予防。グループワーク白熱！

受講者の感想
・実施した指導の評価が重要であることを学んだ
・実習指導者として必要な知識や技術を学ぶことが出来た
・教育心理や教育原理などの学びは有意義で、今後、現場
で活用していきたい
・実習指導案の作成は大変だったが、皆でまとめあげるこ
とが出来た
・一人では困難なことも同じ志を持った仲間と同じ目標に
向かって力を合わせて取組むことで、結果を出すことが
出来た

領域別実習指導計画案作成の演習風景
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ナースセンターからのおたより

Vol.40

離職時の「とどけるん」と
無料職業紹介サイト「eナースセンター」へ登録をお願いします
◆「とどけるん」への登録は努力義務です。
離職時は「とどけるん」への登録をお願いします。インターネットでもできます。
◆ 無料職業紹介サイト「e ナースセンター」にも登録してください。
◆ この２つの登録で、ナースセンターによる求職・求人へのサポートが始まります。
看護職として働き続けるためにも、登録は、求職・求人探しの第一歩です。
無料職業サイト「eナースセンター」に登録していただければ、ナースセンターの相談員が
「e ナースセンター」を活用して、求職者の方へ丁寧な就業支援を行います。どうぞ上手に活用を！

無料職業紹介サイト「eナースセンター」に

登録すると、自分でもお仕事探しができます
◦ お仕事を探している方
◦看
 護職を探している施設の方
登録・検索してみてください

h t t p s : / / w w w .n u r s e - c e n t e r .n e t

看護力再開発講習会(研修Ⅰ)が南部地区で開催されるようになりました
これまで西部地区（日田・玖珠・九重）、北部地区（中津・宇佐・豊後高田）の２地区で開催されてきた再
就業支援研修ですが、今年度から南海医療センター様のご協力で南部地区（佐伯・津久見・臼杵）でも開催さ
れるようになりました。
９月８日（水）、新型コロナ感染症の拡大で急遽、２日間のところ１日間に短縮して開催されました。参加
された皆さんは、熱心に最新の知識や技術を学びました。就業に向けて G o ！
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多くの潜在看護師の方がワクチン接種に就業していただきました
充填作業

接 種

はじめてのことで神経を使いましたが、やって

声

みると充実感がありました。みんなと働くって
いいですよね

久々の現場復帰でしたが、私もやれるって、
自信になりました。ワクチンが終わったら、就
業も考えたいです

特別養護老人ホーム

アイリスおおいた

コロナ禍で医療逼迫の中、センター

重度の入所者が多い中、職員同士が

様からのご紹介で、本年４月から雇

協力し適切なケアと援助を行ってい

用した佐々木看護師は、早朝からの

ます。

勤務が難しかったことから、看護師

法人内では、育児休業対象者の取

間のコンセンサスを得て希望どおり

得率は100％となっており、全ての

の時間帯で従事しています。

年代において、多様な働き方に対応

編

在籍する６名の看護師の中には、 するとともに、プラチナナースの雇
60歳定年後の継続雇用も２名おり、 用にも積極的に取組んでいます。

私は、20～30代は病院や看護学

様の名前と顔を覚え、業務をこなす

校に勤務し、数年のブランク後、夫

ことに不安を覚えましたが、看護師

の転勤先である大分で病院のパート

をはじめ多くのスタッフの皆様から

勤務を10年余り行ってきました。子

親切丁寧な指導を受け、支えられつ

育てが落ち着いた昨年ナースセン

つ勤務しています。

ターからご紹介いただき、自宅から

シニア世代の私ですが、当施設の

近い当施設で、今年４月から正社員

理解と協力に感謝しつつ、介護の現

として勤務しています。

場で再挑戦していきたいと考えます。

高齢者施設で80人を超える入居者

社会福祉法人

虹の会

所在地:〒870-0126

特別養護老人ホーム
大分市大字横尾4451-8

■ 施設長

■ 看護師

山本

隆典

佐々木八治羊

アイリスおおいた

TEL:097-503-1755
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2022年度入会手続きが11月から始まります
継続会員の方

11月から2022年度継続のお知らせが日本看護協会より順次発送されます。内容をご確認のうえ、
会費の納入をお願いいたします。

なし

会員情報・口座情報に変更や不備

書類の提出は不要です

※印字内容は9月初旬の情報です。すでに情報変更のご連絡をいただいている場合は、再度提出の必要は
ありません。最新の情報は「キャリナース」でご確認ください。

あり

会員情報・口座情報に変更や不備

登録・WEB入会は
こちら

変更の手続きが必要です

変更届にご記入のうえ、会員登録事務局へお送りください。

オススメ キャリナースから直接変更することができます！
会費の納入について

口座振替の方

引き落とし日

2022年1月27日（木）

※右記を目安に納入を

勤務先で取りまとめて納入

2022年1月末日までに専用口座へお振込み

お願いいたします。

コンビニ収納・銀行振込の方

2022年2月末日までに専用用紙でお支払い

■ 2022年度会員継続を希望されない場合
2022年度入会取消書を2021年12月21日（火）までに大分県看護協会へ送付してください。
※大分県看護協会ホームページ⇒手続き・申請＞会員関係＞退会について よりダウンロードできます。

理事会審議事項報告（2021年７月～９月）
７月

第５回理事会：2021年７月17日（土） ハイブリッド形式にて開催

・ 第３回理事会議事録（案）………………………………………………………………………………………… 承認
・ 訪問看護ステーション規則（改正案）…………………………………………………………………………… 承認
所在地の住所表示の変更に伴う修正
・居宅介護支援事業所規則（改正案）
……………………………………………………………………………… 承認
所在地の住所表示の変更に伴う修正

８月

第６回理事会：2021年８月21日（土） ハイブリッド形式にて開催

・ 第５回理事・地区長会議事録（案）……………………………………………………………………………… 承認
・ 新型コロナウイルス感染症に係る寄付金の還元について（案）……………………………………………… 承認
寄附団体の意向や過去の物品配布先との重複を避け、今回は89施設に配布。その他、研修受講生への感
染対策物品を購入。
・ 中小規模病院等看護管理者支援事業の継続について（案）…………………………………………………… 承認
現在、県が医療介護総合確保基金を取得し、県立看護科学大学に委託して事業を実施しているが、その
運用は今年度で終了。今後も事業を継続するために、協会が基金を申請し、基金と協会からの支出で運
用し事務局は協会に移る。
・会社役員賠償責任保険の継続について（案）
… ……………………………………………………………… 承認

９月

第７回理事会：2021年９月18日（土） ハイブリッド形式にて開催

・ 第６回理事会議事録（案）………………………………………………………………………………………… 承認
・ 入会促進活動事業について（案）………………………………………………………………………………… 承認
組織強化委員会活動による、チラシの作成と配布
・ 健康寿命延伸普及啓発活動事業について（案）………………………………………………………………… 承認
保健師職能委員会活動による、チラシの作成と配布
・ いのち輝くいいお産の日事業について（案）…………………………………………………………………… 承認
助産師職能委員会による、チラシの作成と配布
・「国民の保護に関する業務計画」の改訂と公表について……………………………………………………… 承認
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Information

（開催場所は、全て
大分県看護研修会館です）

11月～1月

2021 年度災害支援ナ－ス派遣調整合同訓練
実施日：2021年11月９日（火）～11日（木）
災害想定：鹿児島県桜島が大噴火！桜島の南西沖でマグニチュード7.1の地震発生！
鹿児島県の被災地に災害支援ナースを派遣するまでの流れを、
「日本看護協会」
「都道府県看護協会」
「災害支援ナース登録施設」
「災害支援ナース」の４者を連携させた派遣調整訓練を行います。それぞ
れの役割を確認し、
「もしも…」への備えができているか振り返る機会にしましょう。
訓練開始時間は未定です。期間中は、メールで連絡し合いますので、担当者はメールにご注意ください。

ワークライフバランス（WLB）推進交流会
日

時：2021年11月27日（土）９：50～12：00

テーマ：「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」
内

容：講演、実践報告、意見交換

等

2021 年度看護職連携強化交流会

日

時：2021年12月 ４ 日（土）13：00～16：00

専任教員継続研修会

日

時：2021年12月11日（土）10：00～16：00

看護の地域ネットワークサミット

日

時：2022年 １ 月22日（土）10：00～16：00

※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。

「避難指示」で必ず避難を
「 避難勧告」は廃止されました。

令和３年５月20日から

‼

災害時の警戒レベル が 変更 になりました。
新たな避難情報等

警戒レベル

５

き ん きゅう あ ん ぜ ん か くほ

災害発生
又は切迫

緊急安全確保

※１

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４
３
２
１

ひ な ん しじ

災害の
おそれ高い

避難指示

災害の
おそれあり

気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ

高齢者等避難

災害発生情報

（発生を確認したときに発令）

※２

こう れ い しゃとう ひ な ん

これまでの避難情報等

※３

・避難指示（緊急）
・避難勧告
避難準備・
高齢者等避難開始

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、
警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。

※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
提供：内閣府（防災担当）・消防庁

（災害看護委員会）
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パイナップル を切った時の葉っぱ部
分を植木鉢に植えて２～３年……。
ビックリ！ パイナップルの成長観察は
初めての体験です。
大分県看護協会 Ｃ.Ｆ

紫色の花が
ついてます

頭の葉っぱが
伸びてます

花が上の方に移動し、パイ
ナップルがイメージできる
ようになってきました
中心部分が長く
伸びてきました

ある日突然、
中心部が赤く…

秋が深まり、寒さが心配ですが、
どこまで成長できるか楽しみです。

「看護おおいた」に投稿する時は、
どのようにすればできますか？

毎回、「看護おおいた」の最終ページに、大分県看護協会事業部の連絡先を
書いていますが、FAXまたはメールでお送りください。写真がある時は、
メール（jigyou@oita-kango.com）で、写真を記事に貼り付けずお送り
いただく方が、画像を鮮明に掲載することが出来ます。わかりにくい時は、
いつでも事業部までお電話ください。あなたの周りで気づいたことを教えて
ください。お待ちしています。

広報誌「看護おおいた」に、自施設の「看護」を紹介してみませんか？
「トップに聞く」では、看護部長に自施設を紹介し
ながら、ご自分の看護観や、若い看護職へのメッセー

の癒し」。時短料理の紹介も嬉しいな‥♪。「なんでも
メッセージ」では広報委員へのご意見も待ってます。

ジを掲載しています。また、「看護の現場から」で

「看護おおいた」は県内外に、看護以外の関連団体

は、自施設の特徴ある看護や、看護職たちが頑張る

にも配布されます。施設やスタッフの紹介記事を募集

姿、新しい取り組みなどを紹介しています。

しています。手紙、FAXでご連絡ください。

他にも、看護職として頑張りながら趣味を楽しむ「私

編集後記

（広報委員会）

昨年は、COVID-19が未知の感染症とされて

皆が恐怖の中にいました。今年は、マスクの着

用など感染対策の基本と、人流を防ぐ対策で1年を切り抜けてきました。
温暖化、異常気象などで今後も医療・看護界は未知のものと
の闘いが続いていくのでしょうか?

人々が健康な生活を送

ることが出来るようになり、編集後記で秋の深まりをのんび
りと語れる日が1日も早く訪れるといいな…（広報委員）

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)、市原由衣(大分中村病院)、
岡野ゆかり(大分大学医学部附属病院)、井上真
結(別府発達医療センター)、松本高幸(川嶌整形
外科病院)、友成和子(あおぞら病院)、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

