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　ライフブレイス合同会社クローバー訪問看護ステーションは

患者様・ご家族・そして働く職員の幸せを目指す会社です。

患者様に『家で生活するというあたりまえの幸せを届けたい』

との思いで自然にあふれる3つ葉のクローバーをお届けする鳥

をモチーフにしています。
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大分県看護協会　会長　大戸　朋子

新年のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様にはお健やかに新年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が確認され、やがて２年が経とうとしていますが、新たに
オミクロン株の感染拡大が懸念され、未だ収束の見通しがたっておりません。
　2021 年の協会事業を振り返りますと、感染拡大防止を最優先に、会館への参集を制限
して研修や行事をオンラインとの併用で実施しております。理事会をハイブリッド形式
に変更し、地区別施設代表者会議は５地区がWeb 開催でした。大分県職能別交流集会、
看護職連携強化交流会もオンラインを活用し、地域の皆様からも大変好評で、重点事業
である地域包括ケアにおける看護提供体制の構築に向けて、看護の質の向上に繋がって
いると感じております。
　次に委託事業は、軽症者宿泊療養施設への看護職員派遣調整を継続し、会員の皆様の
ご協力で第５波まで何とか乗り越えることができました。様々な運営上の課題が浮き彫
りになりましたが、今後に向けて改善策を検討しております。また、コロナワクチン接
種研修会、職域接種等への看護師派遣調整にも取組みました。潜在看護師の方々のご協
力により成し得ましたが、これを機会に現場復帰者が増え、大分県の深刻な人材不足の
軽減につながることを期待しています。
　さて、2025 年が目前に迫り、病床の機能分化・連携の推進、地域包括ケアシステム構
築の推進、医療従事者の確保・勤務環境の改善等の社会保障制度改革が大詰めの段階に
差し掛かっています。日本看護協会は、2040 年を見据えて、「看護の将来ビジョン」の
実現に向けた取組みの加速化・重点化が必要な事項として、「看護の (価値の ) 可視化、
地域における看護の拠点の創出、専門職としての働き方」の３点をあげました。
　目まぐるしく変化する社会情勢の中で、先を見据え、看護が役割を果たすため、今年
は 2021 年度の重点事業を踏襲しつつ地域の特性を生かした新たな協会運営にも取組んで
まいります。
　今年は寅年であり、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれる年
になるという意味合いがあるようです。コロナ禍の厳しい時期を乗り越え、今年は明る
い兆しが見えることを願っております。
　大分県看護協会は、県民の信頼に応える看護職能団体を目指して、邁進してまいります。
皆さま方には、本年もご理解とご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
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理事会審議事項報告（2021年10月～11月）

10月　　　第８回理事会：2021年10月16日（土）　ハイブリッド形式にて開催

・	第７回理事会議事録(案)	……………………………………………………………………………………………	承認
・	看護研修会館大研修室プロジェクターの更新(案)	………………………………………………………………	承認
	 　経年による老朽化のため更新
・	拠出金からの資金移動(案)	…………………………………………………………………………………………	承認
	 　研修会館建設資金借入金返済に充てる
・	個人情報適正管理規程(案)及び職業紹介事業業務運営規程(案)	………………………………………………	承認
	 	 	無料職業紹介事業が有効期限となるため、延長申請を行う。それに合わせ、個人情報を取り扱う職員の範囲
を定めるため、「職業紹介事業業務運営規程」を一部追加修正する。

11月　　　第９回理事会：2021年11月20日（土）　ハイブリッド形式にて開催

・	選挙に関する管理的事項（案）	 ……………………………………………………………………………………	承認
・	第８回理事会議事録（案）	 …………………………………………………………………………………………	承認
・	2022年度大分県看護協会通常総会日程（案）	……………………………………………………………………	承認
	 　2022年６月18日(土)開催予定

受章（彰）者のご紹介

※お名前の表記・所属については、新聞報道発表または、ご本人の申し出により掲載しております。
今後とも一層のご活躍をお祈り申し上げます。

2021年　春の叙勲
瑞宝単光章

佐保美恵子 様
元大分医療センター

看護部長）

2021年　春の叙勲
瑞宝双光章

永井　妙子 様
（療養介護「めじろ園」

看護係長）

2021年　秋の叙勲
瑞宝単光章

川邊　隆司 様
（元大分大学医学部附属病院

　　看護部看護師長）

2021年度
大分県功労者表彰
大戸　朋子 様

（大分県看護協会 会長）

2021年　春の叙勲
瑞宝双光章

平本　典子 様
（元国東市民病院

 　　副院長兼看護部長）

2021年　秋の叙勲
瑞宝双光章

渡邉加津子 様
（療養介護「めじろ園」

看護師）

2021年　春の叙勲
瑞宝単光章

廣田　真里 様
（元九州医療センター

看護部長）
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住所／〒873-0212	国東市安岐町塩屋345番地1
ハーバーライトⅠ	101号
TEL／0978-97-2475

　クローバー訪問看護ステーションは2018年３月
に国東市安岐町に開業しました。開業当初は総勢
５名でしたが、現在看護師７名・療法士４名・事
務１名の12名で訪問看護事業を展開しています。
　様々な疾患や生活の困難さを抱えながらの在宅
生活は、ご本人やご家族の覚悟や介護力、そして
療養を支援する体制などのマンパワーが必要です。
在宅療養を選択された患者様が笑顔で、安心して
生活できる事を目指し、「私たち一人一人が社会資
源の一つになる事」「社会貢献を通じてみんなが（働
く私たちも）幸せになる事」を理念に掲げ、日々
活動しています。
　患者様は小児から100歳を超えた世代まで幅広
く、疾患も様々で難病や精神疾患などを含め幅広
いニーズへの対応を求められています。世の中の
変化とともに成長できる様、各自積極的な研修参
加や研修後の職場内共有、週１回の定例ミーティ
ングにて、看護の質の向上を目指しています。
　訪問看護における面白さは、患者様のお住いの
環境でじっくり向き合う時間がある事だと思いま
す。その時間の中で、住み慣れた空間に溢れる『あ
たりまえの幸せ』にアンテナを張り巡らし、自身
の持ち合わせた感性や観察力がお役に立てた時、
やりがいを感じられる仕事です。『在宅で、ご自分
らしく、質の高い生活を送れる事』への支援に、
これからも職員一同前進していきます！

看護師　安部　珠子

クローバー訪問看護ステーション
トップ

に聞く

ミーティングの様子

お花見

　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、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。

屋外リハビリ

お誕生お茶会

※写真の掲載につきましては、ご本人の許可を得ております

ライフブレイス合同会社　代表社員
クローバー訪問看護ステーション　管理者
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看護の現場から
宿泊療養施設で、看護の力を結集！
新型コロナウイルス感染症拡大時には、軽症者等療養が必要な方を対象に、ホテルを利用した「宿泊療養施設」が最大８か所開設されま
した。勤務場所や、現職・潜在看護師などの枠を超え、45施設、延べ1,484人の看護師が活動しました。ご協力ありがとうございました。

注）
注）看護師の活動人数はＲ３年４月～９月の実績。協会雇用者、県雇用者（派遣会社・直接雇用）を含む。

　私は、別府市の民間病院に勤めています。宿泊療養施設には、自分の休み
をとり日勤帯や夜勤帯で活動しました。
　私たち看護師と共にホテルの方や行政の方々など、様々な職種の仲間と
連携をとり、それぞれが役割分担をして行動しました。そのため、看護師
単独で活動することはなく、何をするにも多職種と協働し入所者へのケア
に取り組みました。入所・退所以外はほとんど入所者と対面することはあ
りませんが、感染に注意しながら毎日多くの入退所者の案内を行いました。

　また入所者の中には、部屋に隔離となっているためか、精神的に不安
定となる方や副反応の持続で苦痛を訴える方が多くいました。オンライ
ン電話でのコミュニケーションでは限界があり、直接対面によるコミュ
ニケーションの大事さをつくづく実感しました。これらの体験から、今
後も患者さんの声をよく聴き、多職種とうまく役割分担しながら協働し
ケアを充実させていきたいと思います。

医療法人　恵愛会	中村病院　3病棟　主任
がん化学療法看護認定看護師 橋本　裕子

　新型コロナ感染者の急増に伴い、宿泊療養を運営するメ
ンバーの一人として、入所時のアナムネ聴取に携わらせて
頂きました。療養者は治療薬が確立されていないコロナ感
染症の大きな不安を抱え入所されて来られます。その不安
な気持ちをくみ取りながら、正確にかつ効率よく情報を収
集する事に大変苦慮いたしました。時には言葉の壁もあり
ました。韓国語や中国語など通訳を通しての３者聴取や翻

訳機を駆使して情報取集をいたしました。対面でのアナム
ネ聴取ではなく、電話での聴取は療養者の顔色も表情も分
からないため、声のトーンや息づかいなどにも注意が必要
でした。安心して療養を開始していただけることを常に心
掛けましたが、見えない療養者へ言葉での看護が届けられ
たか、反省ばかりでした。今回の経験は、今後のさまざま
な看護の場面で生かしていきたいと思っています。

　私は、第４波と第５波の時に宿泊療養施設の看護に従事させていただ
きました。感染者が増加し医療がひっ迫する中で少しでも役に立てたら
という思いと、普段は精神科という一般科とは異なる環境下で感染対策
に頭を悩ませながら働いておりますが、一般科や急性期病院の看護師と
共に仕事をする経験を通して自院に何か持ち込むことの出来る知識が学
べるのではないかと思い手を上げました。
　従事して一番感じたことは、入所者の方と対面して看護が出来ないこ

との難しさです。入所者のそばで、直接、看護することが出来ず、電話
もしくはSkypeで訴えを聞きながら、限られたデーターの値だけで、
すべてを判断しなければならなりません。そのために、電話での健康観
察にはとても心を配りました。また、不安を抱えている方に対しては傾
聴と受容等精神面へのアプローチを特に心掛けました。
　非日常の中で安全に業務を行うことの難しさを痛感し特殊な看護を学
ぶ良い機会になりました。

　医療職なら馴染みのあるコロナウイルスが未曽有の事態
を起こす前に大分県も看護協会も動き始め、軽症者宿泊療
養施設への支援要請がきました。不安や恐怖を超える使命
感が看護師を突き動かし、当訪問看護ステーションも含め
多くの医療機関から看護師が集まりました。
　宿泊療養施設での看護は、いつもとは異なり『対象者が
見えない』状況で行わなければなりませんでした。さらに
初対面の方と日替わり勤務をしながら、事故や感染拡大を

防ぎつつ、コロナ陽性者の身体面・精神面のシームレスケ
アを行うという難題でした。これを可能にしたのは、スタッ
フのその都度の『工夫と声』でした。県医療政策課看護班
が中心となり、その工夫と声を拾い上げ、日々マニュアル
を更新していくことで、混乱することはありませんでした。
　宿泊療養支援は看護の可能性を改めて考え、さらに日頃
交流のない医療現場や行政機関の方々とのつながりができ
た貴重な体験となりました。

　第３波から宿泊療養施設での勤務を経験する中で、今ま
でとは違う看護師の役割について学ぶことができました。
療養される方はほとんどが短期間で、電話での対応です。
入所支援の数分間での対面対応や電話でのアナムネ聴取は、
療養者の状態把握にとても重要でした。感染者数が急増し
た第５波では、自宅待機期間があるために入所時に状態が
悪化傾向かどうかのアセスメントが必要となります。体調が
すぐれず怒りで表現する人、悪化するかもしれない恐怖か
ら身体症状を頻繁に訴える人、バイタルサインデータが悪

化しても大丈夫と言う人、体調の変化を言葉で表現できな
い乳幼児等、電話で話をしながら様々な情報から療養者の
状態をアセスメントしていきます。言葉だけで状態を聴き
取ることの難しさを感じながら、安心して療養できるよう声
をかけていきました。また感染症に対する知識不足や情報
不足からの不安を訴える人も多く、それぞれに応じた内容
の情報提供も行いました。今回病院以外での看護を経験し
て、自分の未熟さや経験不足を感じるとともに、看護の力
や役割を実感する事ができました。

潜在看護師 後藤　俊江

千嶋病院　認知症治療病棟師長 石堂不二江

訪問看護リハステーション大分駅南管理者 薬師寺里江

潜在看護師 佐藤　真紀

スタッフルーム

ミーティング

大事なことは書いて表示

申し送り



２０２２年度大分県看護協会改選役員及び推薦委員、２０２３年度代議員
及び予備代議員への立候補並びに推薦について

【選挙管理委員会からのお知らせ】
2022年6月18日（土）に開催する通常総会において、2022年度改選役員及び推薦委員、2023年度代議員及び予備代
議員の選挙を実施しますので、立候補及び受付期間等についてお知らせいたします。

改 選 役 員 等
役職名及び人数

2022年度
改選役職名
（任期２年）

第三副会長(助)	 １名
常務理事	 ２名
会計理事	 １名
助産師職能理事(助)	 １名
国東地区理事	 １名	
大分(中央)地区理事	 １名
大分(東部)地区理事	 １名
大分(西部)地区理事	 １名
由布地区理事	 １名
臼杵・津久見地区理事	 １名
佐伯地区理事	 １名
豊後大野・竹田地区理事	 １名
中津・宇佐・豊後高田地区理事	 １名
監	事	 ２名

2022年度推薦委員 推薦委員	 10名(任期１年)	 ※2022.6.19～2023年度選挙当日

2023年度大分県看護協会
代議員・予備代議員

代議員	 200名（任期１年）	 ※2022.6.19～2023年度選挙当日
予備代議員	 50名（任期１年）	 ※同上

2023年度日本看護協会
代議員・予備代議員

代議員	 10名（任期1年）		※2023.4.1～2024.3.31
予備代議員	 10名（任期1年）	 ※同上

立候補の届け出 役員及び推薦委員に立候補する方は、規定により正会員5名以上の推薦を受け届け出てください

届け出の方法 立候補届出用紙に記入の上、下記宛郵送してください
＊立候補届出用紙は、大分県看護協会	HPからダウンロードするか、本会事業部にお問い合せください

宛先・問合せ 〒870-0855	大分市豊饒二丁目７番１号	(公社)大分県看護協会	選挙管理委員会

締 	 切 	 日 2022年3月10日　必着（郵送の場合、当日消印有効）

【推薦委員会からのお知らせ】

2022年度改選役員及び推薦委員、2023年度代議員及び予備代議員の候補者について、次の事項に該当する方をご推薦ください。
なお、推薦していただいた方々につきましては、推薦委員会で協議のうえ候補者として推薦を確定させていただきます。

改 選 役 員 等
役職名及び人数 選挙管理委員会からのお知らせと同様

推 薦 基 準 ①大分県看護協会の目的達成のための活動に積極的に取り組み、任務を遂行できる人
②本協会の定めた会議に出席できる人

推 薦 方 法 所定の推薦書に必要事項を記入の上、推薦委員長宛郵送してください
＊	推薦書は、大分県看護協会	HPからダウンロードするか、本協会事業部にお問合せください

宛 先 ・ 問 合 せ 〒870-0855	大分市豊饒二丁目７番１号		（公社）大分県看護協会	推薦委員会

推 薦 締 切 期 日 2022年２月10日　必着		（郵送の場合、当日消印有効）
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代	議	員	に	つ	い	て

(各地区の代議員・予備代議員数)
前々年度の12月末日会費納入者数により決定。各地区に代議員・予備代議員数を通知し、地区ごとに保健師及び助産師
から１名、看護師及び准看護師から１名は最低選出するものとする。
これを超える代議員の選出については職種を問わないものとする。

2022年６月18日(土)に開催予定の大分県看護協会通常総会において選挙する代議員・予備代議員数です

地　　区 2020.12月末現在 代議員数 代議員
調整数 予備代議員数 予備代議員

調整数
国東地区 192 3.8 4 4 1.0 1 2
別府・杵築・日出地区 2,127 42.3 42 42 10.5 11 10
大分地区 3,649 72.5 73 73 18.3 18 17
由布地区 930 18.5 19 19 4.8 5 5
臼杵・津久見地区 370 7.4 7 7 1.8 2 2
佐伯地区 825 16.4 16 16 4.0 4 4
豊後大野・竹田地区 520 10.3 10 10 2.5 3 3
日田・九重・玖珠地区 519 10.3 10 10 2.5 3 3
中津・宇佐・豊後高田地区 935 18.6 19 19 4.8 5 4

合　　計 10,067 200.1 200 200 50.2 52 50

２０２３年度大分県看護協会代議員数・予備代議員数

（※2023年度大分県看護協会通常総会に出席し選挙投票、審議事項の議決をしていただきます）
＊代議員定数200名　　　　　　　　　＊予備代議員数：代議員数の1/4とし、１地区２名以上
＊地区代議員数＝（地区正会員数÷総正会員数）×200（四捨五入した整数）

姫島村

日田市

中津市 宇佐市 杵築市

別府市

日出町

津久見市

佐伯市

玖珠町

九重町

豊後大野市

豊後高田市

大分市由布市

竹田市 臼杵市

市
東
国

国東地区     192名

別府・杵築・日出地区    2,127名

豊後大野・竹田地区      520名

日田・九重・玖珠地区    519名

中津・宇佐・豊後高田地区    935名

大分地区    3,649名

由布地区     930名

佐伯地区     825名

臼杵・津久見地区    370名

〔地区別会員数〕
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　各地区の「看護の地域ネットワーク会議」に出席させていただき、大分県看護協会の重点事業等運営方針の説明や、
協会活動に関する会員皆様からの要望・意見を広く聴取するため、協会役員が各地区に出向きました。

2021年度　地区別施設代表者会議

時　　期 　2021年９月16日～10月26日
出席状況 　９地区　15会場（うち、５か所はWeb開催）

地区名 開催日 参加者数 場　所
国東地区 10/13 7 国東総合庁舎

別府・杵築・日出地区 10/15 36 Web会議

大分地区(中央) 10/20 29 大分市保健所

大分地区(東部) 9/16 19 鶴崎市民行政センター

大分地区(西部) 10/15 31 稙田市民行政センター

由布地区 10/25 7 由布保健部

臼杵・津久見地区 10/21 13 Web会議

佐伯地区 9/17 16 南部振興局

豊後大野・竹田地区 豊後大野 10/7 13 Web会議

竹田 10/14 9 Web会議

日田・九重・玖珠地区 日田 10/21 20 Web会議

九重・玖珠 10/26 12 玖珠総合庁舎

中津・宇佐・豊後高田地区 中津 10/19 10 中津総合庁舎

宇佐 10/14 14 宇佐総合庁舎

　 豊後髙田 10/15 6 豊後髙田保健部

＊今回、拠出金に関するわかりやすいチラシを作成してくれた。拠出金がなぜ必要か理解できた（国東）
＊拠出金のチラシを活用し、新人職員等に丁寧に説明するようにしている（別府・杵築・日出）
＊拠出金の負担は大きいが、チラシがあると理解を得るための説明がしやすい（由布）

＊研修は人員に余裕がないので受講させられない（九重・玖珠）

＊		Zoomによる研修等が開催されるようになり受講しやすくなった。遠方の人にとっては助かる。Zoom研
修の継続を希望する（大分地区東部、由布、佐伯、豊後大野、竹田、中津、宇佐、豊後高田）

拠出金に関しては、各施設看護管理者、会員の皆様のご理解ご協力に感謝いたします。研修の
継続、会館の維持のために使わせていただいています。会員の皆様に支えられた会員のための
施設です。今後ともご協力よろしくお願いいたします。

会館に来なくても、Web配信で参加できる研修や事業があるので活用してほしい。

今年度の研修評価を基に、座学のみの研修には積極的にオンラインの導入を考えていきます。

意見や
要望

意見や
要望

意見や
要望

協会

協会

協会
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＊研修に参加しないスタッフにとっては会員になるメリットを感じられない。
＊入職後１年かけて職能団体の意義を説明し２年目に入会するよう工夫している（豊後髙田）
＊会費、拠出金の徴収のしかたを工夫している（豊後髙田）

＊		准看護師研修を受講した職員から「受講してよかった」との感想。受講生は少ないよう
だが、継続をお願いしたい（由布地区）

＊准看護師や介護福祉施設に勤務する看護職の研修の機会を増やしてほしい（佐伯）

＊サーバントリーダーシップの研修が大変良かった。継続してほしい（臼杵・津久見）

＊研修受講料を金融機関の業務時間内に振込むのは困難。コンビニやカードでの振込を検討してほしい（臼杵・津久見）

＊		ワクチン接種で雇用した看護師を病院に派遣できないか。ナースセンターを介して何か方法
はないか（豊後大野）

　＊離職者の補充ができない。竹田地域では「人材確保」が解決できない課題（竹田）

＊演習機材の貸出期間を長くしてほしい。また、宅配可能な演習機材があると助かる（豊後髙田）

＊職員の復命書を読むと、学びが多く感謝している。
＊		ファーストレベル研修ではコロナ禍にも関らず工夫して管理者支援や受講生同志の話し合い
の場を設けていただき良かった。

＊在宅分野の研修は、病院勤務者以外の者にとって受けやすい研修だった。

会員増加や拠出金への理解に様々な工夫をしていただき感謝申し上げます。協会
も、皆様の理解が得られるよう丁寧に対応していきます。

要望として承ります。

ご意見持ち帰ります。

継続の方向です。ぜひ活用してください。

潜在看護師の掘りおこしはまさにワクチン接種が１つのチャンスになった。ナースセンター
も、今後検討したいと考えています。

・県内の看護師養成校の減少に伴い、新人看護師の減少が危惧されます。県と打開策を考えていく必要があります。
・准看護師の進学を進めていきたい。協会の研修を活用してほしい（入会することで受講料も安くなるので）

会員のスキルアップ、施設の支援に役立てていただければ嬉しいです。

意見や
要望

意見や
要望

意見や
要望

意見や
要望

意見や
要望

意見や
要望

意見や
要望

意見や
要望

協会

協会

協会

協会

協会

協会

協会

協会

そのほかにも、たくさんの、ご意見、ご要望ありがとうございました。
協会運営の参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

銀行窓口以外での受講料振込について16ページにご案内しています。ご覧ください。
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参加した災害看護委員の感想

参加した災害支援ナース登録施設の看護管理者の感想 ～アンケートより抜粋

・		災害支援ナースに情報が届くまでの「日本看護協会」と「大分県看護協会」と
	 「施設の看護部長」の連携した動きがわかった
・	看護部長のところに、どのような情報が流れているのかがわかった
・		大分県看護協会が第1報受理後、対策本部の立ち上げ、登録施設への情報提供等スピード感をもって対応してい
ることに驚いた。災害支援ナースも、派遣要請にすぐに応えられるよう準備をしておかないといけないと思った

・		第一報受理後、すぐに看護師長を召集し、災害支援ナース派遣に向けた調整に着手した。災害支援ナースには
現地での活動に向け、準備を促した。

・	病院長や事務長に派遣候補者リスト提出を報告する等、より実践的な訓練を心掛けた。
・	派遣に向けての勤務調整が難しかった。災害支援ナース登録者を増やす必要があることを再確認した。

日看協からの情報を掲示

災害対策本部会議

経過を時系列で記録

2021年度 日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓練
期間：2021年11月9日（火）～11日（木）

　毎年１回、３日間にわたり、「日本看護協会」「47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者間の連絡が迅速かつ正確に行われ、災害支援ナースの派遣調整が迅速に行なわれるよう、全国規模での訓練を
行っています。
　今年度は、近隣支援対応力向上のため、全国6地区で自然災害が発生した場合を想定した模擬訓練が行われました。

被害想定（近年発生が予測されている災害の種類を設定）

大分県の訓練状況

九州地区：鹿児島県（桜島大噴火）

《災害名》	鹿児島県桜島大噴火	……	11月９日　９：00　災害発生
■	訓練参加　　41施設
	 災害支援ナース候補者リスト提出　　34施設、84名
■	派遣候補者リストを日本看護協会へ送信し、派遣要請があった数
	 派遣決定　27施設、52名　　　派遣先は鹿児島県内5つの病院
■	大分県看護協会対策本部会議　　６回開催
■	大分県看護協会の災害備蓄品、災害支援ナースの災害リュックの確認

職員全員で情報共有

災害時のリュックを確認



テーマ：「学び、高め合おう看護管理能力」
日　時 	2021年10月23日（土）13：00～16：00
主　催 	大分県、大分県立看護科学大学、大分県看護協会
協　力 	大分大学、大分県病院看護管理者連絡協議会
参加者 	164人（会場：63人、オンライン：101人）

　地域包括ケアシステムの構築が推進されるなか、看護管理者の活
躍がますます期待されています。大分県では「看護の地域ネット
ワーク」を基盤に、病院や訪問看護ステーション、老人保健施設、福
祉施設など、それぞれが違う役割を担う看護の現場で、看護管理者
たちが支援者から助言を受けたり、地域で互いに意見交換しなが
ら、各々の看護管理者が直面する課題解決に向け取り組んでいま
す。今回は、その過程や成果が報告されました。
「スタッフにやりがいを持って働いてほしい」「小さなことでも
成果を感じてほしい」「看護の質を高めたい」「働きやすい環境
をつくりたい」……看護の場面は違っても、看護管理者の願いは
みんな同じです。
　今年度も、大阪府とオンラインで繋がり、互いの取り組みを共
有しました。

会場は大阪府と繋がって…

活発な討論を交わしました

大分県の演者の方々

大分県の座長の方々

2021年度　地域医療介護総合確保基金（医療分）活用事業

大分県中小規模病院等看護管理者支援研修

開会挨拶　　村嶋幸代（大分県立看護科学大学　理事長・学長）
　　　　　　小野　宏（大分県福祉保健部　医療政策課　課長）

第Ⅰ部『看護管理を高める取り組みの現状と今後に向けて』
	 演題１	 「次世代を担う看護管理者の人材育成」
	 	 	 相部英美子氏(国東市民病院　看護部長)
	 演題２	 「国東地域	訪問看護ステーション管理者の取り組み」
	 	 	 安部美保氏（訪問看護ステーションくにさき　管理者）
	 演題３	 「地域の高齢者を支える認知症看護への取り組み」
	 	 	 荒巻昌子氏（玄々堂高田病院　看護部長）
　　第１部　総合討論　　座長：吉住房美（大分岡病院　看護部長）
	 	 	 戸田美穂子（津久見中央病院　看護部長）

第Ⅱ部『看護管理を高める取り組みの継続と発展』
	 演題１	 「看護管理者研修を実践しての現状と課題」
	 	 	 甲斐清美氏（帰巌会みえ病院　看護部長）（オンライン参加）
	 演題２	 「南部地域における看護管理を高める取り組み」
	 	 	 村柗桂子氏（渡町台外科病院　看護師長）
	 	 	 浅井和恵氏（御手洗病院　看護師長）
	 演題３	 「羽曳野市ワクチン接種実績報告」
	 	 	 	辻村真輝氏（大阪府羽曳野市保健福祉部保険健康室
	 	 	 健康増進課	兼	新型コロナウイルスワクチン接種
	 	 	 推進室　課長）
	 演題４	 「COVID-19禍の１年間の活動」
	 	 村井真由美氏（南河内看護管理者会　会長）
　　第２部総合討論　　座長(大阪)：志田京子（大阪府立大学　教授）
　　　　　　　　　　　座長(大分)：	増田勝美（大分県厚生連鶴見病院　看護部長）
	 	 	 佐藤里美（竹田医師会病院　看護部長）

閉会挨拶　　大戸朋子（大分県看護協会　会長）
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日　時：2021年12月４日（土）　13：00～16：00

参加者：205名（会場	51名、Zoom	154名）

テーマ：「全ての人が必要な時に切れ目なく提供される看護を目指して」

2021年度　看護職連携強化交流会

シンポジウム

特別講演

～看護職間連携強化に向けた事例の共有～

⃝		「妊娠から出産までの切れ目ない支援を目指して
～予期せぬ妊娠をした事例への支援から～」

	 本田　純子	氏
	 （	別府市いきいき健幸部健康推進課　課長補佐：保健師職能）

⃝		「在宅移行支援における病棟看護師の役割
　　～地域医療との連携について～」

	 南　ひろみ	氏
	 （中津市民病院小児科病棟　看護師長）

＊発表　出野　昌幸	氏（同病院　看護師：看護師職能Ⅰ）

⃝		「病院と行政の母子連携の現状」

	 鉄山　真美	氏
	 （西田病院　助産師：助産師職能）

⃝		「小児の発達段階に応じた看看連携の実際」

	 首藤　直美	氏
	 （けいわ訪問看護ステーション大分　看護師：看護師職能Ⅱ）

　日本看護協会は2025年に向けた看護の挑戦
「看護の将来ビジョン」を2015年6月に公表し
た。2025年を目前にした今、人口減少時代、高
齢者の質的変化、社会保障制度の改革、所得格
差などの社会の動向から、医療・看護を取り巻
く現状と課題を踏まえ、「看護はどうあるべき
か」を、皆に問いかけた。
　新型コロナウイルス感染症による予期せぬ事
態が生じたが、安心できる社会を次の世代に繋
いでいくことは、我々の世代の責任である。AI
の導入、働き方改革の推進、タスクシフト、他

職種との連携と協働等、医療提供体制改革の中
で、看護界として取り組むべきことを実践し、
安心できる社会づくりのために躊躇なく推進し
ていく必要がある。また今後、外来看護の機能
強化、および地域におけるケアの継続支援体制
構築が強く求められていくなか、更なる看護職
の連携強化の質が求められる。
　最後に、「看護職は専門組織に所属し、看護の
質を高めるための活動に参画し、よりよい社会
づくりに貢献する」という、いつの時代におい
ても変わらぬ看護職の使命を再確認した。

演題：「全ての人に必要な時に切れ目なく提供できる看護を目指して」
講師：福井トシ子	氏（公益社団法人	日本看護協会　会長）

シンポジスト

熱心に聴講

質疑応答

会場参加者

質疑応答も活発に
行われました
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研 修 部 だ よ り

　昨年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止になったこ
の研修ですが、今年度は開催することができました。
　この研修は、グループワークやロールプレイが必須の研修で、な
おかつモジュール1～10まで緻密に組み立てられた教育プログラム

です。また、がん看護専門看護師や緩和ケア認定看護師8名が講師・
ファシリテーターとなって受講生をサポートします。
　今年度は29名の方が10月21,22日の2日間受講し、修了証をお
渡ししました。

日　　時：2022年３月５日（土）９:15～13:05
場　　所：大分県看護研修会館及びWEB参加
特別講演：テーマ「看護の約束―命を守り、暮らしを支える―」
講　　師：甲南女子大学　学部長・教授　秋元　典子	氏

参加申し込みは１月７日（金）～２月４日（金）13時まで
参 加 費：会員	2,000円　　非会員	4,000円　　学生	500円
支払方法：会場参加・WEB参加ともに事前振り込み

　今学会では、今までに経験のない新興感染症の対応のなか、看護の持つ力を看護職
自身に再認識してもらえるよう「看護の力を今！～支え続けよう、いのちと暮らし～」と
題しました。看護職が看護研究をとおして、新たな知見を共有し、お互いの連携を深め
ていける機会になることを期待しています。
　口演発表・示説ともにWEBからの質問もできます！是非ご参加ください！

日本看護協会主催 2021年度医療安全管理者養成研修の集合研修を終えて

エンド・オブ・ライフ・ケア研修（２日間コース）
                   ～ ELNEC－Jコアカリキュラム看護師教育プログラム～

第44回（2021年度）大分県看護研究学会

　今年度から始まったこの研修は日本看護協会主催のeラーニ
ング研修ですが、集合研修5時間は各都道府県開催となってい
ます。
　大分県は10月30日に開催し、eラーニングで35時間の受講
を修了した66名がこの研修に参加しました。
　日看協の意向で急遽オンライン開催に変更となり、受講生と
の連絡や事前配信テスト、ブレイクアウトルームの活用など準

備に追われましたが、大きなトラブルもなく終えることができ、
ほっとしています。
　66名の方には後日、日看協より研修修了証が届く予定になっ
ています。医療安全管理者として、これからのご活躍を期待し
ております。
　2022年度も引き続き開催を予定しています。ぜひご参加下
さい。

テーマ：看護の力を今！～支え続けよう、いのちと暮らし～

第45回2022年度 大分県看護研究学会は
11月開催 に変わります!!

日時：2022年11月26日（土）
場所：大分県看護研修会館及びWEB参加
特別講演	講師：千葉大学大学院教授　ICN理事　手島　恵	氏　
演題申込み期間：2022年５月10日～5月27日

決定‼
現在、看護研究に
取り組んでいる方、
是非お申込み下さい。

詳細は
大分県看護研究学会
QRコードから☞
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ナースセンターからのおたより
Vol.41

◇	開 催 日	 令和３年11月2７日（土）10：00～12：00
◇	会 　 場	 大分県看護研修会館　+Web参加
◇	参加人数	 156名	（会場19名+Web137名）

看護の相談員による就業・進路相談のご案内

WLB推進交流会を開催しました
「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」テーマ

◆	帰巌会みえ病院　	統括看護部長	 小栗　明美　氏
◆	JCHO南海医療センター　看護部長	 奥野　美穂　氏

「働き方改革法改正で何が変わったのか」
医療労務管理相談室（大分労働局委託事業）
医療労務管理アドバイザー　加嶋　慎介 氏

講　演

実践報告

　2021年３月、日本看護協会から「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」
５要因10項目が出されました。５要因は、①夜勤負担　②時間外労働
③暴力・ハラスメント　④仕事のコントロール感　⑤評価と処遇です。
　整備され始めた法的な視点をもち、看護職が働き続けられるための環境整備
についての取り組みが発表され、活発な意見交換が行われました。

場　所 R.3年度　開催日 時　間

大分
OASIS広場21　地下1階

1/14(金)、1/28(金)、2/4(金)、
2/25(金)、3/11(金)、3/25(金)

10時～12時
ハローワーク別府 1/20(木)、2/17(木)、3/17(木)

ハローワーク日田 1/11(火)、2/1(火)、3/1(火)

ハローワーク中津 1/18(火)、2/15(火)、3/15(火)

ハローワーク宇佐 1/12(水)、2/9(水)、3/9(水)

大分県ナースセンター 火曜日～土曜日（祝日を除く）　 ９時～17時　（受付は16時）

⃝	すべて、予約なしで対応しています。ぜひ、ご活用ください。

加嶋 慎介 氏

奥野 美穂 氏

小栗 明美 氏

「とどけるん」と「e-ナースセンター」への登録をお願いします
【届出の必要な方】⃝病院等を離職したとき　⃝現在、業務に従事していない場合
【届出方法】
　⃝大分県ナースセンターホームページ
　　・「とどけるん」ＱＲコードから

　⃝届出票から
　　・大分県ナースセンターのホームページからプリント
　　・必要事項を記入後、大分県ナースセンターに郵送又はＦＡＸしてください。
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　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。

　当地区は、医療機関６・高齢者施設３・訪問看護ステーション４・助産師会１・
市２・保健所１の17施設の代表者で構成されています。
　臼杵市の人口は3.6万人、津久見市は1.6万人で、高齢化率は４割を超えており、
どの施設も地域に密着してそれぞれの専門的役割を発揮しています。
　２か月に一度の看護の地域ネットワーク推進会議は、会場を輪番制として、開催
施設からの情報提供を行ってきました。「ときどき入院、ほぼ在宅」をテーマに、施
設内の状況や困りごとをシェアし、互いに支え合える関係性ができてきました。コ
ロナ禍では、早期に会議をZoomへ変更し、画面上で参加者の様子を確認しなが
ら意見を出し合い活発に会議を進められています。
　地区活動の一つである「ふれあい看護体験」は、昨年度は、感染拡大を懸念し
て中止としましたが、今年度は開催
方法を工夫して５～６月に実施しま
した。学生や関わる職員の姿を見て、
改めてこの事業の意義の大きさを実
感しています。
（臼杵・津久見地区理事　亀井千佳）

ふれあい看護体験（臼杵）

看護の地域ネットワーク推進会議メンバー
（Zoom）

看護職員等研修（排便ケア）

地区活動紹介 №4 臼杵・津久見地区
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InformationInformation

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催方法等に変更が生じる可能性があります。

日　時：2022年1月22日（土）9：30～12：00
テーマ：	「今こそ看護の力で健康な社会を」
内　容：講演・活動報告

日　時：2022年２月21日（月）13：30～15：00
開催方法：	ハイブリッド形式
講　師：	友納理緒氏（日本看護協会参与）
受講料：	会員1,500円　非会員3,000円

日　時：2022年６月18日（土）9：30～12：30

2021 年度
看護の地域ネットワークサミット

日　時：2022年２月16日（水）10：30～11：30
内　容：	・ボランティアナース間の交流
	 ・活動に対する意見交換

大分県看護協会
ボランティアナース交流会

「押さえておこう！看護記録」研修
日　時：2022年４月16日（土）13：30～16：30
内　容：		大分県看護協会2022年度事業についての

説明他

2022年度	施設代表者会議

日　時：2022年５月８日（日）
場所・	内容：企画中

2022年度「看護の日・看護週間」イベント
2022年度	大分県看護協会通常総会

会場開催の場合は、大分県
看護研修会館で開催します１月～６月

受講者多数による追加研修です。



2022 年度看護協会継続手続きのご案内

＊ 2022 年度継続の方で会費納入方法を口座振替にされている方は、
  2022年１月 27日㈭に看護協会費13,000円が引き落とされます。
　ご指定された口座にご準備をお願いします。
＊  2022 年度会費用のコンビニ、銀行の振込票をお持ちの方はお振込みを

お願いします。
＊  勤務先で取りまとめて納入の方は、指定の施設専用口座へお振込みを

お願いします。

下記URLもしくは、QRコードからアクセス！
▼キャリナースURL
https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

研修受講料について
キャリナースへの登録をお願いします。
会員情報の確認や登録内容変更などが自
身でできるため便利です。

　４月から新年度の研修が始まりますが、受講料は会員で

あれば3,000円、非会員ですと9,000円となります。
（別途指定のある研修を除きます）研修申込時点で会費納
入がお済でない方は、非会員価格での受講となります。
　お早目の会費の納入をお願いします。

会員特典は、別冊で配布しています

大分県看護協会事業部					TEL：097-574-7117　FAX：097-545-3751　 ：jigyou@oita-kango.com

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)

編集後記 　昨年も、新型コロナウイルス感染症を気にしなが
らの日常生活となりました。でも、一昨年より工夫

し、上手に付き合いながら過ごしました。大きな波がやってきた時も、冷静に、
みんなで乗り越えました。今年はどんな年になるのでしょうか？マスクや三密回
避からは開放されそうにありませんが、「出来ない」ことを残
念がるより、「出来る」範囲で楽しむ方法を見つけることにア
ンテナを張って、日常を楽しんでいきましょう。こんな時だか
らこその、小さな幸せを見つけられるかも…♬（広報委員）
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★ 夜間や休日でもお振込みが可能な場合があります。詳しくはお取引金融機関にお問い合わせください。

★コンビニ収納はシステムの関係から取り扱っておりません。

★お振り込みの際は、依頼人名の前に「研修番号」を記載してください。
（複数人分のお振り込みは「受講料振込完了届」をFAXしてください）

研修費（受講料）のお振り込みについて
研修費（受講料）のお振り込みは、銀行窓口以外にも便利な以下の方法があります。

ATMでの振込　（現金・キャッシュカード）

インターネットバンキングでの振込（PC・スマートフォン）


