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役　　職 氏　　名 所　　属 役　　職 氏　　名 所　　属

会長 大戸　朋子 大分県看護協会 地区理事（国東） 岩武　　泉 国東市民病院

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） 増田　勝美 大分県厚生連鶴見病院

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） 白石　清美 大分市保健所中央保健センター

第三副会長 髙橋久美子 大分県看護協会 地区理事（大分東部） 片桐　光代 大東よつば病院

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） 濵田　絵里 湯布院病院

会計理事 廣田　真里 大分県立看護科学大学 地区理事（臼杵・津久見） 藤原　清美 大分県中部保健所

会計理事 疋田　一敏 大分県看護協会 地区理事（佐伯） 司農ゆかり 長門記念病院

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） 後藤　幸代 豊後大野市民病院

助産師職能理事 三宅　清美 大分大学医学部附属病院 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） 池田　裕美 大分県北部保健所

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 田邉美智子 個人会員

准看護師理事 和田　大裕 大分中村病院 監事 猪口　典子 新別府病院

監事 栗林　栄太 栗林公認会計士事務所

2022年度 大分県看護協会 役員新体制紹介よ ろ し く お 願 い い た し ま す

大分県看護協会　会長　大戸　朋子あいさつ

　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、2022 年度大分県看護協会通常総会は、６月 18 日に無事終了いた

しました。今年度は一部規模を縮小しましたが、３年ぶりに会場に参集し

て総会を開催することができました。

開会式には、黒田大分県副知事様、佐藤大分市長様のご臨席を賜り、２年以上におよぶコロナ禍

での看護職の活躍に感謝と励ましのメッセージを頂きました。　

2022 年度も新型コロナウイルス感染症の影響が危惧されますが、５項目の重点方針を掲げました

ので、重点事業・通常事業に繋げて推進いたします。今年度６年目になります中小規模病院等看護

管理者支援事業は、看護協会の主催になりました。継続して地域での人材育成を支援いたします。

また、日本看護協会の訪問看護総合支援センター試行事業を受託しました。訪問看護師の確保、人

材育成にも関係団体と協働して取組みます。

今年度も会員及び会員施設の皆様からの声をお聞かせいただくと共に組織強化を図る目的で、施

設訪問を予定しております。ご協力の程、よろしくお願いいたします。
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今期にて退任される役員・理事・監事からのご挨拶

2022年度新役員・理事・監事紹介 ＊�2022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。

会計理事
廣田　真里

助産師職能理事
三宅　清美

地区理事（国東）
岩武　　泉

地区理事（大分中央）
白石　清美

地区理事（由布）
濵田　絵里

地区理事（臼杵・津久見）
藤原　清美

地区理事（佐伯）
司農ゆかり

地区理事（豊後大野・竹田）
後藤　幸代

地区理事（中津・宇佐・豊後高田）
池田　裕美

監事
猪口　典子

　会計理事を6年間務めさせていただき、どうもあ
りがとうございました。大分県看護協会が看護の質
向上に向け、今できる最大限のことを熱心に取り組
んでいること、また大分県の看護職のネットワーク
や協力体制の素晴らしさにも気づくことができまし
た。新型コロナウイルスの感染拡大による影響で大
変な状況でしたが、看護協会のパワーも同時に感じ
ることができました。このような機会をいただき感
謝致します。そしてこれからも応援していきます。

会計理事
藤内　美保

　地区理事を２年間務めさせていただきまし
た。任務の中で大分県看護協会の活動を知る
につれ、様々な角度から私たち看護職を守り
支えてくれていることを実感することができ
ました。
　これからも地域や職場において、看護協会
と各地区の会員がより繋がるよう、微力なが
ら努めてまいります。皆さまご協力ありがと
うございました。

地区理事（佐伯）
伊東　郁子

　助産師職能委員長を２年間勤めさせていた
だきました。
　現場を離れ、いろいろな職種・役割の方々
と違う側面から看護を考えることは、学び多
き経験でした。また、楽しく活動させていた
だきました。大変ありがとうございます。

助産師職能理事
山口　睦子

　１期２年間の短い期間でしたが大変お世話になり
ました。日看協と県協会の組織体制や公益法人とし
ての活動のあり方など理解を深める貴重な機会とな
りました。
　また、コロナ禍で制約が多い中、地区のみなさま
と手法を駆使しながら地区活動を実施できたことは
何にも代えがたい経験でした。
　温かく細やかなご配慮をいただいた協会役員のみ
なさまと地区関係者のみなさまへ心から感謝申し上
げます。

地区理事（豊後大野・竹田）
宇都宮仁美

　皆様方のご協力により、地区理事を２年間
務めることができました。ありがとうござい
ました。活動を通して、日本看護協会や大分
県看護協会の理解を深め、新しい情報もいち
早く学ぶことができました。協会の活動の素
晴らしさを実感しています。今後も微力なが
ら協力させていただくとともに、協会の益々
の発展をご祈念いたします。地区理事（国東）

相部英美子

　中津・宇佐・豊後高田地区理事を５年間勤
めさせていただきました。この５年間、地区
の皆様の代弁者として発言や行動がとれたの
か不安はありますが、今まで理事として務め
てこれたのは地区の皆様のご支援のお陰だと
深く感謝申し上げます。今後もこの地区が活
躍できることを祈っています。本当にありが
とうございました。地区理事（中津・宇佐・豊後高田）

熊　　智子

　皆様のご支援、ご協力により、3年間地区
理事を勤めることができ感謝申し上げます。
コロナ禍での活動は、計画通りにいかないこ
ともありましたが、多くの方と出会いパワー
を頂きました。協会の活動を知り、状況の変
化を的確に捉え対応していく姿に心強く思い
ました。協会の今後ますますのご発展を祈念
致します。地区理事（大分中央）

中宗三和子

地区理事（由布）
内田　弘子

　２期４年間臼杵・津久見地区理事を務めま
した。初めは戸惑いがあり、理事会で交わさ
れている内容を理解することに必死でした。
慣れてきてからは、理事会で得た情報を地区
の施設代表者へ届けることと地区活動の意義
目的を押さえて各活動内容を検討できるよう
に努めてきました。とても貴重な経験をする
機会を頂きました。地区理事（臼杵・津久見）

亀井　千佳

前任者の異動により1年間、由布地区理事を
務めました。所属の保健所(部)で新型コロナ
ウイルス感染症対応に追われる中でしたが、
日看協、県看協の取組･動向･重点方針等の把
握の貴重な機会ともなり、管内の看護職管理
者らと今後の取組方針の検討･共有、看護職の
大切さの再確認等にもつながり、とても感謝
しております。 監事

伊藤美津子

　在任中は事業方針に基づき様々な事業や研修
等への積極的な取組を改めて知ることができま
した。コロナ禍の中、ITを活用しての事業継続や
宿泊療養施設への看護師派遣など、会員や県民
のみな様にとってより良い環境つくりに取り組
んでいることを頼もしく感じた１年でした。
　今後も協会事業の発展に協力していけたらと
思います。
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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９日（土）に「合同委員会」を開催し、2022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。

2022年度　大分県看護協会　委員会メンバーのご紹介

【保健師職能委員会】9名 【助産師職能委員会】7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） 三宅　清美 （大分大学医学部附属病院） 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）

竹永　祐子 （大分県東部保健所） 山口　睦子 （別府医療センター） 厚田　弘美 （国東市民病院） 姫野かおり （大分赤十字病院）

大塚亜由美 （大分県北部保健所） 横山恵吏香 （中津市民病院） 山田　淳子 （南海医療センター） 甲斐万予思 （ケアステーションこかげ）

平木健太郎 （上野丘地域包括支援センター） 河野　有子 （大分県立病院） 秦　　清香 （一ノ宮脳神経外科病院） 川浪小百合 （介護老人保健施設わさだケアセンター）

江藤　有芳 （大分県南部保健所） 工藤美奈子 （藤華医療技術専門学校） 幸野紀美重 （佐賀関病院） 松永季世子 （中村病院訪問看護ステーション）

尾台真理子 （玖珠町役場） 今野　真紀 （堀永産婦人科医院） 石川　朱美 （佐藤第一病院） 工藤　　剛 （介護老人保健施設やまなみ苑）

矢野ゆう子 （由布市役所） 鉄山　真美 （アンジェリック・クリニック浦田） 深田真由美 （大分県立病院） 筑紫　幸恵 （介護老人保健施設　泉の里）

内柳知恵美 （竹田市役所） 明里ひろみ （大分大学医学部附属病院） 石川　邦子 （ごとう医院）

祖田　香織 （大分市東部保健福祉センター） 甲斐　清美 （臼杵病院）

宮本　弥生 （新別府病院）

梶原　美和 （鈴木病院）

【組織強化委員会】9名 【教育委員会】6名 【学会委員会】8名 【認定看護管理者教育運営委員会】6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

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

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戸田美穂子 （津久見中央病院）

村松　桂子 （渡町台外科病院） 黒木真由美 （大分県厚生連鶴見病院） 幸松美智子 （大分大学医学部看護学科） 横井　直美 （大分赤十字病院）

山本　江里 （国東市民病院） 森　加苗愛 （大分県立看護科学大学） 荒木　章裕 （大分県立看護科学大学） 冨永志津代 （大分大学医学部附属病院）

辻　　珠美 （宇佐高田医師会病院） 安部　直子 （大分大学医学部附属病院） 後藤　啓子 （大分市医師会立アルメイダ病院） 吉住　房美 （大分岡病院）

熊谷　利美 （大分循環器病院） 秦　　和美 （大分県立病院） 大城　佳代 （大分県国保医療課） 竹之内須賀子 （西別府病院）
荒金　郁代 （大分大学医学部附属病院） 堤　奈緒子 （大分赤十字病院） 古田佳代子 （大分大学医学部附属病院） 原田　千鶴 （大分大学医学部看護学科）

仲町美恵子 （福島病院） 川井　梨沙 （大分県豊肥保健所） 菅原真由美 （大分県立病院） 福田　広美 （大分県立看護科学大学）

阿部久美子 （黒木記念病院） 今村　英子 （大分医療センター）

河津　慈子 （岩尾整形外科病院） 藤崎　　郁 （佐伯中央病院）

【実習指導者講習会運営委員会】6名 【広報委員会】6名 【働き続けられる
　　職場づくり推進委員会】6名

【医療安全推進委員会】9名
任務：県委託の実習指導者の育成
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

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

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大塚　里美（藤華医療技術専門学校） 松本　高幸（川嶌整形外科病院）

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） 平本　典子（畑病院） 三浦あずさ （新別府病院）

三浦　直美（大分県南部保健所） 小野　　翠（大分市保健所） 清末　実枝（中村病院） 中嶋　綾香 （大分赤十字病院）

山本麻由美（大分岡病院） 小関　良子（大河原病院） 池田　文恵（杵築市立山香病院） 藤松みずほ （竹田医師会病院）

石田佳代子（大分県立看護科学大学） 甲斐　陽一（別府発達医療センター） 大野加代子（湯布院病院） 山崎　真理 （津久見中央病院）

岡本　英子 （別府医師会立別府青山看護学校） 羽田野恵美（みえ病院） 高橋　美香（大分岡病院） 小野　久美 （みえ病院）

村田　博美（西田病院） 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）

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） 南　ひとみ （川嶌整形外科病院）

瑞木　恵美 （大分県立病院） 二宮　和雄 （大久保病院） 藤本　和之 （大分大学医学部附属病院） 阿部　昭子 （大分岡病院）

野田　礼子 （大分県東部保健所） 都　　信子 （大分循環器病院） 田邉かおり （大分記念病院） 米原　愛美 （別府発達医療センター）

羽明　輝史 （大分赤十字病院） 野中奈津美 （大分市役所保育・幼児教育課） 古庄　康子 （国東市役所） 二宮　美恵 （井野辺病院）

加藤　直人 （別府発達医療センター） 大嶋久美子 （大分リハビリテーション病院） 一ノ宮麻美 （五反田病院） 赤山　亜紀 （別府リハビリテーションセンター）

松本　幸子 （中津市民病院） 谷冨　美穂 （中村病院） 出口　和代 （高田中央病院） 稗田　理恵 （大分中村病院）

牧　　美幸 （臼杵市医師会立コスモス病院） 松井　康代 （大分県立病院） 藤原　龍市 （大分県厚生連鶴見病院）

小島　範子 （大分中村病院） 梅尾　綾菜 （大分市役所長寿福祉課）

小野　真琴 （村橋病院） 足立　大作 （衛藤病院）

新納　和代 （津久見中央病院） 城本　莉沙 （大分三愛メディカルセンター）

後藤　晴美 （福島病院） 河野　貴子 （大分記念病院）

松下かおる （曽根病院）

佐藤　真樹 （有田胃腸病院）

【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

【常任委員会】
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４月　　　第１回理事会：2022年４月16日（土）　ハイブリッド形式にて開催
・2022年度大分県看護協会永年会員の推薦（案）……………………………………………………………承認
… …推薦した3名は、大分県看護協会員として看護の発展や協会活動に積極的に協力し、協会への貢献・功績
も多大であり、定款第5条第1項の(3)により推薦を提案し承認された。

・2021年度事業報告（案）………………………………………………………………………………………承認
・2021年度地区活動報告（案）…………………………………………………………………………………承認
・2022年度地区活動計画（案）…………………………………………………………………………………承認
・大分県看護協会定款施行細則改正（案）… …………………………………………………………………承認
…「定款施行細則」の条文において、「定款」との整合性を図るため条文を一部改訂する
・令和4年度資金運用方針（案）…………………………………………………………………………………承認
… 現行の預金取引、令和4年度の運用・取引方針について説明

５月　　　第２回理事会：2022年５月21日（土）　ハイブリッド形式にて開催
・2022年度常任委員会委員の選任… …………………………………………………………………………承認
・2021（令和３）年度収入支出決算報告（案）及び監査報告（案）………………………………………承認

６月①　　　第３回理事会：2022年６月11日（土）ハイブリッド形式にて開催
・看護研修会館の敷地（土地）の合筆について（案）… ……………………………………………………承認

６月②　　　第４回理事会：2022年６月18日（土）
＊通常総会終了後、選挙で当選した新役員を含む2022年度大分県看護協会新役員体制での最初の理事会開催
・役職の選定について（案）… …………………………………………………………………………………承認
・会長の職務代行について（案）… ……………………………………………………………………………承認

理事会審議事項報告（2022年４月～６月）

おめでとうございます表彰者紹介

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

2022年度
大分県看護協会
永年会員表彰

2022年度
大分県看護協会
永年会員表彰

2022年度
大分県看護協会
永年会員表彰

橋本　桂子 髙屋　洋子 糸永　和代

2022年度
日本看護協会長表彰

藤垣　則子

2022年度
日本看護協会長表彰

竹中　愛子
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2022年度　大分県看護協会通常総会

【開会式】
物故会員（２名）への黙とう

会長挨拶
　２年以上におよぶコロナ禍で常に現場の最前線で働く看護職
に心から感謝します。
　2022年度は、５点の重点方針をあげています。
　現場からの声を聴き、状況を共有して共に前進していきたい
と思います。

来賓紹介
　大分県副知事　黒田　秀郎…氏
　大分市市長　　佐藤…樹一郎…氏
　看護職へのねぎらいの言葉をいただきました。

受賞者紹介
　①日本看護協会長表彰… 竹中　愛子…氏、藤垣　則子…氏
　②大分県看護協会永年会員… …橋本　桂子…氏、髙屋　洋子…氏、
… 糸永　和代氏
　③大分県看護協会長表彰… 59名
　④2021年度　第44回大分県看護研究学会優秀賞
… 阿南　裕子氏

【総会】
議長団選出… …下山…貴子氏… …（保健師：大分市戸次・吉野地域包括支

援センター）
… 首藤…美紀氏（助産師：大分大学医学部附属病院）
… 梅木…和美氏（看護師：大分中村病院）
【議決事項】
第１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
第２号議案… …2022年度改選役員及び推薦委員の選出について
… …2023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
… …2023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
第３号議案… 2021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199名による審議が行なわれ、すべての事案
が承認されました。また、第２号議案は信任数が過半数を超え、す
べての候補者が当選しました。

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、規模を縮小した上で、３年ぶりに
代議員の会場参加で開催いたしました。

日　時：2022年6月18日（土）　10：00～12：50
場　所：レンブラントホテル大分　二豊の間
出席者：……代議員　199名
… …（会場参加…134名　「議決権行使書」の事前提出により

参加とみなされた者…65名）　※欠席代議員　1名
… 一般会員…10名、理事…23名、監事…3名、　
… 推薦委員…10名、選挙管理委員…13名、開票立会人…1名

会場風景

佐藤大分市長

議長団

選挙風景

受賞者の方々

受付場面

会長挨拶黒田副知事
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2021年度　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、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、事業運営が支えられています。
　各委員会活動は、総会要綱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

活動報告（最終評価）

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。

活動内容 今年度評価 次年度に向けての課題

 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け出の受理
　③推薦委員会から推薦候補者名簿の受理
　④立候補および推薦候補者の公示

・  会場開催（ホテル）、代議
員全員の事前投票（議決権
行使）としたが、選挙に関
する一連の活動はスムーズ
に実施できた。

・  当日のオリエンテーショ
ンでは、会場参加した代
議員の再投票についての
説明が必要。

・  感染状況により総会の開
催方法、投票・開票方法、
作業手順に変更が生じる
可能性がある。

  状況に応じて臨機応変に
選挙を実施していく。

２. 選挙の実施
　①投票および開票の準備
　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
　②  選挙管理委員の役割を通しての課題と今後の役割

【報告事項】
報告事項１　2021年度事業報告
報告事項２　2022年度重点事業及び通常事業並び事業報告
報告事項３　2022年度収支予算

その他の委員会報告、地区活動報告、2022年度日本看護協
会通常総会報告　等
2022年度選挙管理委員の任命
新役員紹介、退任役員代表者挨拶

阿南　裕子（大分県立病院）

２０２１年度 第４４回 大分県看護研究学会優秀賞

研究テーマ 「A病院手術室新任教育を初めて経験した指導者の捉え
 　　　　　　　　～エルダー制とチーム指導を混合した教育体制の導入～」

※質疑応答
（意見）……人材確保対策として、看護

職の60歳定年延長による離
職防止として、定年後の看
護職の給与等の処遇改善・
役職の継続によるモチベー
ション維持等、雇用継続について県行政・医師会などへの働き
かけをお願いしたい。

（回答）……国は処遇改善に向けて動き出している。協会内で協議しながら、
医師会とも検討の機会をもち、看護職の要望や若年者の人口減
少を見据えた取り組みを進めていきたい。

（質問）……収支報告から、訪問看護ステーションの収支が上がらないよう
だが、経営改善に関してどのような取り組みをしているのか。

（回答）……会長・副会長と訪問看護ステーション管理者が月１回のミー
ティングを行い、実績と収支決算、目標値について検討して
いる。また、医療機関との連携を図りながら継続的に取り組
んでいる。独立採算制を念頭に協会費からの補填とならない
よう運営していきたい。

・……６月８日～17日の間、ホームページで一般会員からのご意見を募集
していましたが、質問・意見等はありませんでした。退任理事
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①…オープニングトークセッション
②…「忘れられない看護エピソード・
… ～いのちをまもり、支えるプロフェッショナル～」　受賞作品発表
… … 優秀賞　　　大山魅香さん　「努力は必ず報われる」
… … 内館牧子賞　隅田優子さん　「祖母の微笑み」
… … 最優秀賞　　内田善也さん　「南の島から」（アニメーション化しました）
… ※2022年「看護の日」イベント「かんごちゃんねる」は、日本看護協会…HPまたは、YouTubeで配信中！
③…「看護の日」キャラクター　「かんごちゃん」、ロゴマーク　発表
④…アニメ主題歌を歌うアーティスト「702号室」　ミニライブ

進路相談会　９：30～11：00
※13ページ「ナースセンターからのおたより」に関連記事掲載

「看護フォーラム」

「かんごちゃんねる」

　現役の看護学生や新人看護師から、学校生活や看護師の仕事の魅力を紹介していただきました。また、闘病経験のあ
る看護師から、患者の立場、看護師の立場の両面を体験した中で、「看護」について感じたことを語っていただきました。

第１部

第２部

第３部

（主催：大分県看護協会）11：00～12：30
テーマ：「中高生のあなたへ」
方　法：オンライン配信
参加者：ウェビナー参加（アクセス数）：324名

（主催：日本看護協会）　14：00～16：30

2022年度　第32回「看護の日・看護週間」事業
5月12日は看護の日　看護の心をみんなの心に

「いのち、暮らしを、守る人。」

発表者

佐藤　未来…氏
（大分県立看護科学大学
３年生）

清水　希美…氏
（藤華医療技術専門学校
３年生）

但馬愛耶乃…氏
（大分大学医学部附属病院
看護師）

宇都宮　遥…氏
（大分県厚生連鶴見病院
看護師）

宮崎　史子…氏
（看護師・看護教育者で患者
体験者からのメッセージ）

今年は、主に中高生を対象に、看護の魅力について伝えました。
大分県ナースセンター、日本看護協会と連携し、３部構成で内容が充実し
た企画になりました。

日時：2022年５月８日（日）

オンラインで協会から発信
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森内　みね子 常任理事

日　時：2022年４月16日（土）13：30～16：30
会　場：大分県看護研修会館　３階　大研修室（ハイブリッド形式）
出席者：221名（会場：41名、　オンライン：180名）

　いよいよ今年度がスタートです！
　県内会員施設の看護職代表者の方々へ、大分県の看護行政や、大分県看護協
会の2022年度の事業方針について説明しました。あわせて、特別講演を行い
ました。
　会員の皆様、今年度も協会活動へのご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

13：30… 開会
… 挨拶　大分県看護協会　会長　大戸　朋子
13：35… 特別講演（一般公開）
… テーマ　「変化する社会と看護
… … ～タスク・シフティングの考え方と看護の役割～」
… … … 講　師　森内みね子氏（日本看護協会常任理事）

　少子高齢化の進展、地域医療構想・地域包括ケアシステムの推進等により、人々
の暮らしや看護・医療を取り巻く環境は変化し続けています。そのような中「タ
スク・シフト/シェア(業務の移管・共同)」が進められています。「他職種と協働
し、他職種がより専門的に関われることは、業務を移管していこう」という考え
方です。この考え方が進んだ時に、「看護」には何が求められ、看護職は何を果
たさなければならないのか、「看護の専門性」とは何なのか…「看護」の原点に
立ち返り、今後の各施設での取組みの参考になる講演でした。

15：10… 大分県の看護行政について
… テーマ　「大分県における、看護職員の現状と課題」
… … 講　師　首藤　佐織…氏
… … … （大分県福祉保健部…医療政策課…看護班…課長補佐(総括）)
15：30… 2022年度…大分県看護協会事業説明
… 大分県看護協会の重点方針・重点事業・通常事業を説明。

　事業部、研修部、ナースセンター、総務部から、今年度の具体的な活動内容について説明しました。

16：30… 閉会

【重点方針】
　1，全世代の健康を支える看護機能の強化
　2，看護職のキャリア構築支援
　3，看護職の働き方改革の推進
　4，看護職の役割拡大の推進と人材育成
　5，災害・新興感染症等の健康危機管理体制の構築

【SDGｓへの取り組み】
　No．3　全ての人に健康と福祉を
　No．5　ジェンダー平等を実現しよう
　No．8　働きがいも経済成長も

2022（令和４）年度施設代表者会議

（「重点方針」は日本看護協会の重点政策・事業と関連しています）。　
また、SDGｓへの取り組みも行います。
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2022年度

多くの看護職の協力で開催することができました。

配膳も患者さんに合わせて気を配っていました。

新生児を抱っこし、命の尊さを
感じる事が出来ました。

初めて聴診器を使って心音を聴きました。

　新型コロナウイルス感染症対策を行ないながら、地域の看護管理者・代表者のご協力により「ふれあい
看護体験」を開催しました。

未来の看護職に熱い想いを込めて（臼杵・津久見地区）

　５月12日の「看護の日」に、管内（臼杵・津久見地区）
の２つの高校から30名が「ふれあい看護体験」に参加し
ました。
　「看護職を目指す人を増やしたい」という現場の熱い想
いと地元高校からの期待、各施設の管理者のご理解・ご
協力により、令和２年度に中止となっていた「ふれあい
看護体験」を昨年度から再開しています。
　「やれる形で開催しよう」と工夫を重ね、今年度は、病
院・介護施設・訪問看護ステーション・市役所等、10施
設が受け入れました。
　参加した学生からは、「訪問した患者さんが、がんの術
後で、お腹の横から管が出ていた。」と在宅闘病の姿への
衝撃や、「自分に足りないものが分かった。改めて考え直
したい。」との内省、「患者さんに気を配り、寄り添う看
護師になりたい。」と将来への決意などを聞くことができ
ました。また、指導者からも学生から看護への思いや体
験の感想を聞き、看護のやりがいを再確認したとの声が
聞かれました。
　「ふれあい看護体験」は、学校行事のスケジュールにも入っ
ており、今回も地元機関紙や新聞などの取材を受けました。
　当保健所では、「生命と看護の授業」を積極的に実施し
ており、昨年度は７つの小中学校で延446名の児童・生
徒が看護の話を聞きました。授業参加後、体験を希望す
る中学生もいました。
　保健所もコロナ対応の中、「生命と看護の授業」と「ふ
れあい看護体験」の実施に向け、学校や施設との調整、
資料準備・物品配布等時間の捻出に苦労しましたが、昨
年度体験者の25名（86.2%）が看護系の大学等に進学し
ており嬉しい限りです。１人でも多くの看護職が誕生し
共に働けることを願っています。

（中部保健所　藤原…清美　佐藤…裕子）
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日　時：…2022年5月28日（土）10：00～15：00
場　所：大分県立図書館　1階　エントランスホール
参加者：77名
内　容：……血圧測定、血管弾力チェック、血中酸素飽和度測定、

骨密度測定、健康相談　など

　来場された方たちは、健康チェックの結果を基に食事や
運動・睡眠など、日頃の生活の改善方法を相談していました。
　「いつまでも、自分のしたいことが出来るように毎日歩い
ている」、「元気で過ごせるようにこういう所に来て色々測
定し、話を聞いてもらっている」という声が聞かれ、自身
の健康や生活について考える機会になったようです。
　私たちにとっても、来場者の健康意識の高さを感じるこ
とが出来ました。

　認知症についてDVDを見ながら、原因となる疾患ごとの症状の違いや認知
症の人の気持ち、認知症の人を介護する家族の思いについて、分かりやすく知
ることが出来ました。
　参加者は、認知症の人が地域で暮らし、その家族を支えていくためには、
周囲の人の理解と思いやりのある行動が大切であることを知りました。

　今回は趣向を変え、合唱団「藍」による合唱を鑑賞しました。
　講師の話を交えながら、合唱団の歌う童謡や昭和の歌を聴き、
きれいな日本語に心落ち着き、情景に心癒されたひと時となりま
した。
　口腔機能や脳トレの要素を組み込みながらリズムに合わせ体を
動かし、歌を口ずさみました。
　早く大きな声を出して皆で歌い笑える時が来るとよいですね。

４月

５月

「認知症を知ろう！」

「うた♪は心と体のビタミン剤！」

講師：中野…洋子…氏
	 	（公益社団法人　認知症の人と家族の会　

大分県支部　世話人代表）

講師：渡辺…洋子…氏
	 （大分県音楽療法研究会）

「県図書１日まちの保健室」

　看護職の資格を活かし、協会が行う事業に
協力し、県民の健康づくりを支援するボラン
ティアナースを募集しています。
　主な活動は、以下の通りです。

•……看護研修会館で開催する「げんき教室」で
の健康相談・計測、および教室への参加

•……協会が参加するイベントで開催する「一日
まちの保健室」での健康相談・計測

•……その他、協会に依頼のある各種事業で、ボ
ランティアナースの活動を必要とするとき

　これまでの豊富な経験と知識を県民の健
康づくりに活かしませんか？
　登録要件や方法、活動時における保障など
については、大分県看護協会のホームページ
をご覧ください。

ボランティアナース
募集しています！

「げんき教室」春の地域活動
大分県看護協会では、県民の心身の健康を守るための健康啓発活動を実施しています。
実施に当たっては、ボランティアナースの協力を得ています。
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研 修 部 だ よ り

DVD研修（診療報酬対応研修）
看護補助者の活用推進のための看護管理者研修

　令和４年度診療報酬改定に伴い新設された「看護補助体制充実加算」の施設基準では、
すべての病棟の看護師長等が所定の研修を修了していることが必須要件となりました。
　早期の加算算定に向けた研修の開催を求める声に応じて、急遽追加開催をしました。
　全国にさきがけての開催であったため、県外からも複数名の受講を受付けました。
　６月８日～10日の３日間オンライン研修を実施し、169名に修了証を交付しました。
　研修修了者の皆さんには、自施設での管理実践に役立てていただければ幸いです。

　2022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（105時間）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84名が参加、勤務
と両立しながら学んでいます。7月1日には
初めての教科目レポートを提出しました。
あと4教科目残っています。皆さん、暑さに
負けず頑張って。

2022年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル

写真は「情報の読み方」に
ついてグループワークをして
いるところです。

JNA収録DVD研修
認知症高齢者の看護実践に必要な知識（2日間コース）

　今年度も日本看護協会主催の標記研修を６月28、29日に開催しました。
　この研修は認知症ケア加算２および３の施設基準における「認知症患者のアセスメン
トや看護方法等に係る適切な研修」に該当し、毎回多くのお申込みをいただいています。
　今回の受講者は80名でした。新型コロナウイルス感染症対策として、演習を個人ワー
クに切り替え、支援には認知症看護認定看護師に入ってもらっています。

　ちなみに２回目の開催は、10月13日（木）、14日（金）を予定しています。
　また、JNA収録DVD研修「災害支援ナースの第一歩～災害看護の基本的知識～
２日間コース」は11月５日（土）、６日（日）に開催予定です。ぜひお申込み下さい。

1回目開催
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ナースセンターからのおたより
Vol.43

　日　時：2022年４月23日（土）13：00～16：00

　昨年に引き続き、オンラインで開催しました。県内の18の医療施設の皆様による病院紹介があり、熱いメッ
セージが、看護学生さんや潜在看護職の皆さんへ届けられました。参加者の皆様から「役に立った」と大変好評
でした。この様子は、参加の病院には各病院の発表をDVDにして届け、当協会ホームページにもアップしました。

　日　時：2022年５月８日（日）　９：30～11：00（オンライン開催）

　今年度は「看護の日・看護週間事業」として開催しました。
　大分県立看護科学大学、大分大学医学部看護学科、藤華医療技術専門学校、今年度開校した別府市医師会立別
府青山看護学校の４校の先生方による学校紹介がありました。県内の高校生・保護者・教員の方々323名もの参
加がありました。
　医療や看護に興味や関心をもっている方、看護を目指している方に看護学生の生活が伝わり、多くの質問があ
りました。現在、動画として当協会ホームページで視聴できますので、ぜひご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症に係る業務への就業を検討している方を対象に研修しています。
また、今後の就業において感染症の知識は重要です。ぜひご活用ください。
　◦日程は2022年5月～2023年2月まで1回/月の開催です。
　◦場　所：大分県看護研修会館
　◦受講料：無料
　◦内　容：新型コロナウイルス感染症に係る知識の講義+実技演習

　もし、悩みやお困りごとがあったら、一人で悩まずに、お話ししてみませんか？秘密は厳守いたします。電話
やメール・対面で対応します。要望に応じて、臨床心理士など専門の方へのご紹介を行っています。
　申込は大分県ナースセンターまで。お気軽にご活用ください。

Web就職ガイダンスを開催しました

進路相談会を実施しましたー看護職をめざす多くの高校生が集まりました

新型コロナウイルス感染症スキルアップ研修を開催しています

新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口を開設しました

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

詳しくは当協会ホームページをご覧下さい
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「大分県看護協会の紹介動画」 新人看護職員研修にご利用ください

「新型コロナ関連情報」から
　研修に使用した研修動画
（手洗い、感染対策の基礎、防護
衣の着脱等）院内の感染対策研修
にご利用ください

他にも…
「看護職のお仕事紹介ビデオ」
大分県保健医療団体協議会(YouTube)
を検索
「ふれあい看護体験」など、看護職を
目指す方々はご利用ください

2022年度「災害支援ナース派遣調整合同訓練」はお休みします

「看護管理者のための災害時受援体制整備研修」のご案内 　～災害看護委員会～

お聞かせください！　皆さんの意見

　毎年、日本看護協会と各都道府県看護協会が合同で、全国規模で行う災害訓練を実施してきました
が、今年度は、新たな災害支援ナース派遣枠組みの整備等検討のため、訓練は休止します。最近は水
害、地震、噴火等、いろいろな災害の報道を聞くことが多くなりました。今年度の合同訓練はありま
せんが、身近な問題として、自施設の災害対策の見直し、支援・受援体制の整備等を各施設で行い、
命を守るための具体的な対策を考えていきましょう。

　受援体制整備の必要性、受援計画策定の考え方等、危機管理に必要な能力を高めることを目的とした研修です

　　　日　時：10月９日（日）10：00～15：30
　　　申込期間：只今受付中　～9月1日（木）まで
　　　講　師：小川　里美 氏（日本赤十字九州国際看護大学　看護学部看護学科　教授）　

今年度も、皆さんの地区で開催される「看護の地域ネットワーク会議」に参
加させていただきます。各地区の特色を生かした協会活動となるよう、皆さ
んから、たくさんのご質問・ご意見・ご要望を伺いたいと思っています。

大分県看護協会のホームページを開いてみてください

https://www.oita-kango.com/
ホームページアドレス

９月～10月に
地区別施設代表者会議

を行います。

お 知 ら せ



日　時：2022年８月６日（土）10：00～12：00

日　時：2022年８月27日（土）13：30～15：30
対　象：2021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

日　時：…2022年９月３日（土）９：30～12：30
テーマ：…災害時、受援体制の構築（仮）

日　時：…2022年10月22日（土）13：00～16：00

日　時：…2022年10月1日（土）9：30～12：30
※多職種参加で行います。多くの方の参加をお待ちしています。

日　時：…11月26日（土）9：15～13：00
テーマ：…看護の創造性…～多様性を支える～
※今年度より、大分県看護研究学会は11月開催となります

専任教員継続研修会

2022 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集会

大分県職能別交流集会

大分県中小規模病院等看護管理者支援研修

リスクマネジャー交流会

第 45回…大分県看護研究学会

InformationInformation （開催場所は、全て
大分県看護研修会館です）

（8月～11月）

※…新型コロナウイルス感染症の状況により、変更される場合があります。ご了承ください。
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　組織強化委員会は公益目的を達成するために必要な事業として、協会活動
及び会員確保の強化に向けた取り組みを目標に活動しています。
　各地域の看護管理者で構成され、年5～6回の会議を開催しています。
　看護協会への入会促進のための紹介動画やリーフレットの作成、会員特典
の検討、看護の出前授業・出張進路相談が主な活動内容です。
　コロナ禍になり、同じ看護職同士が患者さんや地域のために力を合わせ
て、助け合い、支え合い、つながることの大切さを痛感しました。そこで、看護職がつながるために、看護
協会を活用していただきたいという思いで、昨年、リーフレット「コロナ禍の今だからこそ、つながろう看
護職」を作成しました。この取り組みは、今年度も継続します。
　また、看護の道を選んでいただけるよう、出前授業や出張進路相談にもできるだけ出向いてまいりたいと
思います。どうぞよろしくお願い致します。 （組織強化委員会）

～地域のため　県民のために
つながろう 看護職！ 集まろう 協会へ！～

協会活動と会員確保の強化に向けて



広報委員
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）、羽田野剛（みえ病院）、
伊南冨士子・藤井智恵子・伊藤美津子（大分県看
護協会）

編集後記　 長期のマスク生活…使用基準も緩和されてきた
ところで新型コロナウイルス感染症がこれまで

にないスピードで拡大してきました。
様々な制約がある中、看護の現場で日々頑張っている皆さまが体調
管理に気をつけながら元気に過ごされることを願っています。
次号から、新委員で広報誌を作成していきます。
　これからも、読んでくださる皆さまにとって有意義な情報を届けてい
けるよう、委員一同取り組んでいきたいと思います。会員さんからのた
くさんのメッセージも待ってますよ！どうぞよろしく！ （広報委員）

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
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「なんでもメッセージ」を募集しています
　あなたの周りで気づいたことや日常で感じたこと、みんなに発信したいことなどなど……　
気軽にお送りください！
　「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記載しています。
　FAXまたはメールでお送りください。
　写真がある場合は、メール（jigyou@oita-kango.com）で記事に貼り付けず
お送りいただく方が、画像を鮮明に掲載することができます。
　分かりにくい時は、いつでもご連絡ください。お待ちしています。

会員係よりお知らせ

キャリナースのご活用について

研修受講料振込について

【キャリナース】（会員専用ページ）は会員情報の変更ができるほか、会員証として利用することもできます。

 ● 氏名（改姓）、住所、電話番号、勤務先の変更（県移動も可能）
 ● 会費納入方法の変更（口座情報の変更も可能）
＊銀行印は不要。押印不要で銀行印が不明の方も心配なし！
＊  口座情報不備で入会申込書がもどってきた方も再提出せずに、

キャリナースで変更可能です。
 ● 会費納入状況の確認、領収書の発行
 ● 研修の受講履歴の確認、会員履歴や活動履歴の確認
 ● 電子会員証利用可 会員証が手元にない時でもご利用可能です

　研修の受講料をお振込時に「依頼人名」に、「研修番号＋受講者氏名（または施設名）」が
未記入の方がおられます。受講者の特定ができないため、必ず記入をお願いいたします。

　〈例〉  「研修番号 57　人が育つ実習指導」の受講料を振込む場合

問合せ先（総務部）☎ 097-574-7117

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

57　カンゴ　ハナコ

～キャリナースの便利な活用方法～
こんなことまでできちゃいます！


