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　ゆずの木訪問看護ステーションは「いつもあなたのそばに」

をスローガンに、身近なサポーターとして、あなたやご家族の

ライフスタイルの変化に合わせ選択を支援し、望む生き方を支

えていきます
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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
ととお喜び申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は、やがて３年が経とうとしていますが、未だに収束の見
通しはなく、冬期の感染者増加が危惧されます。会員施設、会員の皆様には 2022 年度も
宿泊療養施設への看護職員派遣、クラスター発生施設への感染管理認定看護師の派遣等
にご協力いただきお礼申し上げます。
　さて、大分県看護協会は平成 24 年に公益社団法人へ移行して 11 年目になりました。
2022 年度は 10 年間の事業運営を振り返り、現状を踏まえて、定款の改正、研修会館全
体のハード面の整備等に向けた検討等行っております。理事会で協議の後、2023 年度通
常総会で、会員の皆様からご意見を伺い、以後の協会運営に生かしたいと考えております。
　2022 年度は、コロナ禍で３年ぶりに通常総会を開催することができ、その後の主要な
事業への参加者数は過去最高でした。また、研修受講者も 2021 年度より増加しており、
オンライン配信による効果、さらに関係者の方々が、協会事業に興味・関心をお寄せい
ただいていることの結果であり、感謝申し上げます。
　また、日本看護協会と共に入会促進事業に、組織強化委員会の協力を得て取組みました。
地区別施設代表者会議、施設訪問では、看護管理者の方々に広報の機会をいただきました。
　2022年11月時点で、会員数10,161名になり組織強化を図ることができ、大変嬉しく思っ
ております。
　今、看護職を取り巻く環境は、目まぐるしく変化していますが、2022 年は看護職員等
の処遇改善に関する大きな動きがありました。２月に看護職員等処遇改善事業補助金の
申請が始まり、10 月からは診療報酬に看護職員処遇改善評価料が新設されました。また、
11 月には、国家公務員医療職俸給表 (三 ) 級別標準職務表の見直し内容が明らかになり
ました。
　この内容は、一部の看護職が対象ですが、これを契機に各施設における看護職員の賃
金制度見直しにつながることが期待されています。看護管理者さらには個々の職員が、
賃金の仕組みを理解し、処遇改善の方向性、考え方をよく話し合い、具体的な処遇改善
に向けて一歩ずつ前進する、今がチャンスと捉えることが重要です。
　看護職がやりがいを持ち、働き続けられる職場環境づくりに、一緒に取組みましょう。
　今年は卯年であり、飛躍や成長が期待される年という意味合いがあるようです。皆様
の益々のご活躍とご健勝を祈念して新年のご挨拶といたします。
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理事会審議事項報告（2022年10月～11月）

10月　　　第８回理事会：2022年10月15日（土）　ハイブリッド形式にて開催

・	研修管理システム「manaable」の導入について（案）	 ……………………………………………………	承認

	 　導入目的：会員（施設）の利便性向上、研修管理の効率性、システム信頼性の向上

	 	 　令和5年4月運用開始予定

11月　　　第９回理事会：2022年11月19日（土）　ハイブリッド形式にて開催

・	「定款」及び「定款施行細則」の改訂（案）	………………………………………………………………………	承認

	 　「定款施行細則」は、定款の改正が通常総会で承認されたのち理事会にて改正する

・	2023年度大分県看護協会事業年間予定（案）	……………………………………………………………………	承認

・	2023年度大分県看護協会通常総会日程（案）	……………………………………………………………………	承認

・	2023年度改選役員及び委員への立候補並びに推薦（案）	………………………………………………………	承認

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います。

受章（彰）、おめでとうございます。
永年のご活躍に敬意を表し、心よりお祝い申し上げます。

2022年度 春の叙勲
瑞宝単光章

2022年度 秋の叙勲
瑞宝双光章

2022年度 春の叙勲
瑞宝単光章

2022年度
大分県功労者表彰

安部美千代 様
（元 めじろ園 看護師長）

白根　智代 様
（元 めじろ園 看護師）

平山　由佳 様
（元 大分大学医学部附属病院　

看護部看護師長）

古賀　和枝 様
（元 大分県看護協会 会長）
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住所／〒879-5102　由布市湯布院町川上2730-1番地
TEL／0977-75-8331

　ゆずの木訪問看護ステーションは令和４年６月に湯
布院町に開設、職員は３名でいずれも看護管理を経験
した「プラチナナース」です。
　母体のクリニックが在宅療養支援診療所として歩き
出して６年が経ちました。
　開院当初、活動的だった患者さんが年齢を重ね徐々
に活動量や認知機能が低下してきた、配偶者を亡くし独
居になった、新たな病気で闘病生活に入ったなど、日々、
色々な変化を目の当たりにしています。病気や障害で大
好きな旅行を諦めた方、最期の時を面会も出来ず迎え
た方、「家に帰りたい」を介護力がないために叶えられ
なかった方、ご自身の「意思」で施設入所を選択した方、
患者さんもご家族も満足して在宅で看取りが行えた方
…そんな「さまざまな思い」にも出会ってきました。
　「自分達に何が出来るんだろ
う？」正解はわかりません。でも、
「動きたい。動かなければ何も始
まらない」、そんな気持ちでスター
トを切りました。まだまだ、在宅
部門では新人で学びの連続です
が、今までの長い看護の経験は活
かされていると信じています。
　今後も他の医療・介護・福祉の
方々やご家族と共に悩み、考え、
患者さんの「その人らしく生きる」
を支援できること、また、湯布院
らしさを活かし「病気でも旅行が
できる」を叶えられるように努力
していきたいと思います。

管理者　梅尾	さやか

医療法人　ゆずの木会
ゆずの木訪問看護ステーショントップ

に聞く

民家をDIYした
ステーションの事務室

ステーションのリーフレット

　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。

ゆずの木会全体でのカンファレンスの様子

訪問看護の様子

いつも あなたのそばに
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　『すべてのこどもの健やか
な成長発達を支援します。あ
す（未来）を生きる力を育て
ます』を理念に令和3年4月に
「こどもデイサービスことり」
を開所しました。元リハナー
スと元小児科ナースで立ち上
げ、経験豊富な保育士や作業
療法士等、総勢15名で現在、
2事業所で障害児の通所支援
サービスを行っています。

　こどもデイサービスことりでは、医療的ケア児、視
覚・聴覚の障害、肢体不自由、発達障害……とさまざ
まな特性を持った1歳～小学生のこどもたちが元気に
通所しています。
　午前中は、就学前のこどもたちが絵本の読み聞かせや
リズム体操を通してコミュニケーションや運動といった
個々の課題に取り組んでいます。午後は、小学生のこど
もたちが、アットホームな雰囲気の中で基本的な社会ス
キル等を学んでいます。1日を通して受け入れているこ
どもは約10名。だからこそ、ひとりひとりの個性に寄り
添い丁寧な支援ができると感じております。
　最近では、通所ができないこどもたちのためのオン
ラインサービス、就学に向けてのプレスクールを始め
たり……と新たな挑戦もしています。

看護の現場から

アットホームな雰囲気です

一人ひとりに合わせたケアで学校生活を支えています

目を輝かせながらお話を聞いて
います

※写真掲載につきましては、保護者の許可を得ております。

天気の良い日は公園へ！

株式会社ビレッジ
こどもデイサービスことり
住所／〒 870-0815		大分市南春日町 11番 14号
TEL／097-546-0108

大分県立別府支援学校
住所／〒 874-0833		大分県別府市鶴見 4224
TEL ／0977-24-0108	

株式会社ビレッジ
こどもデイサービスことり
代表　大村　礼子

〈全ての子どもの健やかな成長を地域で支援〉して
いる看護職をご紹介します。

「こどもたちの健やかで朗らかな
成長を願って。」

「医療的ケア児を支える学校看護師」

　平成16年より県内の特別支援学校に吸引や経管栄養
等の医療的ケアを行う看護師が配置され、児童生徒の
ケアを行っています。学校看護師は教職員と連携し、
子どもたちが安心して教育が受けられるよう支えるこ
とが重要です。小学部入学から高等部卒業まで、最長
で12年間ひとりの子どもの成長・発達を見守ることが
でき、やり甲斐を感じています。
　今年度から、学校看護師の代わりにケアを実施する
ための巡回看護師制度が導入されました。巡回看護師
との連携も強化し、子どもの心に寄り添う医療的ケア
を行っていきたいと思います。

大分県立別府支援学校　看護師　岩男　美樹
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２０２３年度大分県看護協会改選役員及び推薦委員、２０２４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】
2023年6月17日(土)に開催する通常総会において、2023年度改選役員及び推薦委員、2024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

2023年度
改選役職名
（任期2年）

会長	 １名
第一副会長(看)	 １名
第二副会長（保）	 １名
第三副会長（助）	 １名
常務理事	 １名
保健師職能理事	 １名
看護師職能Ⅰ理事	 １名
看護師職能Ⅱ理事	 １名
別府・杵築・日出地区理事	 １名	
日田・九重・玖珠地区理事	 １名
准看護師理事	 １名
監事	 ２名

2023年度推薦委員 推薦委員		　　　10名（任期１年）	 ※2023.6.17～2024年度選挙当日

2024年大分県看護協会
代議員・予備代議員

代議員	 200名（任期１年）	 ※2023.6.17～2024年度選挙当日
予備代議員	 	50名（任期１年）		※同上

2024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）		※2024.4.1～2025.3.31
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人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 2023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】

2023年度改選役員及び推薦委員、2024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
＊大分県看護協会の会員であることを必ずご確認ください

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 2023年２月10日　必着　（郵送の場合、当日消印有効）



7

代議員・予備代議員について

2023年６月17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。

2024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。

地　　区 2021.12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 196 3.9 4 4 1 1 2

別府・杵築・日出地区 2,082 41.5 42 41 10.3 10 9

大分地区 3,638 72.5 73 72 18.0 18 17

由布地区 931 18.5 19 19 4.8 5 5

臼杵・津久見地区 358 7.1 7 7 1.8 2 2

佐伯地区 851 17.0 17 17 4.3 4 4

豊後大野・竹田地区 538 10.7 11 11 2.8 3 3

日田・九重・玖珠地区 516 10.3 10 10 2.5 3 3

中津・宇佐・豊後高田地区 928 18.5 19 19 4.8 5 5

合　　計 10,038 200.1 202 200 50.3 51 50

２０２4年度大分県看護協会代議員数・予備代議員数

※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）
（各地区の代議員・予備代議員数について)
　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。

　私たち広報委員会は、広報誌「看護おおいた」を年に
４回発行しています。
　「看護おおいた」は1万人を超える会員の方々はもとよ
り、会員以外の様々な方にも読んでいただいています。
「関心を持って最後まで読んでもらえる」「身近で親し
みやすい」広報誌を目指して、編集会議で悩みながら意
見を出し合っています。看護管理者の想いや看護現場の
紹介、委員会や地区活動の紹介などの原稿依頼を快く引
き受けていただいていることはとても心強いです。
　委員会では皆さまからの広報誌に対する意見・感想や会
員特典への要望の他、自施設のPRを兼ねた記事、皆さま
のお薦め情報など、随時募集しています。是非お気軽にお
寄せ下さい。会員一人ひとりが作る「看護おおいた」を今
後ともよろしくお願いします。

（委員長　松本高幸）
〔宛先：事業部

メールアドレス：jigyou@oita-kango.com〕「次号はどんな内容にしましょうか？」　「う～ん…」
意見を出し合い決めていきます。

委員会活動紹介
“読まれる” “誰かのためになる” 広報誌を
目指して頑張ってます‼

～広報委員会～
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テーマ：「学び、高め合おう看護管理能力」
日　時  2022年10月22日（土）13：00～15：30
主　催  大分県看護協会
協　力  大分県、大分県立看護科学大学、大分大学、大分県看護管理者連絡協議会
参加者  257人（会場：60人、オンライン：197人）

　中小規模病院が全体の約９割を占める大分県では、「看護の地域ネット
ワーク推進事業」を基盤として中小規模病院等の看護管理者支援事業に取組
んでいます。
　研修は、看護管理者支援事業における自施設の取り組みを発表、参加者と
看護管理上の課題等を共有し意見交換を行うなど、多様な施設の看護管理者
の交流の場ともなりました。 事業参加者からの

実践報告

支援者からの報告

質問や意見交換も活発に行われました

発表者・支援者

開会挨拶　　大戸　朋子（大分県看護協会　会長）
　　　　　　小野　　宏 氏（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』
　座長：戸田　美穂子 氏（津久見中央病院　看護部長：大分県看護管理者連絡協議会副会長）

 演題１ 「中小規模病院等看護管理者支援事業に参加して ～姫島村国民健康保険診療所での看護職員確保定着対策～」
   中城　秀子 氏(姫島村国民健康保険診療所　看護師長)

 演題２ 「国東地区における訪問看護ステーションの看護管理者の活動～中小規模病院等看護管理者支援研修を受けて～」
   安部　珠子 氏（クローバー訪問看護ステーション　管理者）

 演題３ 「訪問看護ステーションにおける取り組み　～ICTをつかった情報共有に向けて～」
   多田　美枝子 氏（訪問看護ステーション夢　管理者）

 演題４ 『チームナーシング導入にあたってのアンケート結果からみえてきたもの　～意識改革への取り組み』
   福山　由美子 氏（小野内科病院　看護師長）

 演題５ 『看護部の働く環境を整える　～所属長との協働で行った業務改善と業務改革～』
   池田　しのぶ 氏（中津第一病院　看護部長）
　　第Ⅰ部　総合討論

第Ⅱ部『支援者の立場から、看護管理を高めるための取り組みを考える』
　座長：吉住　房美 氏（大分岡病院　看護部長：大分県看護管理者連絡協議会会長）
 演題１「豊肥地域の経験を通して～北部地域の支援と今後について～」
   副田　明美 氏（天心堂へつぎ病院　副看護部長）

 演題２「看護管理者支援を経験して（豊後高田地域）」
   平本　典子 氏（畑病院　看護部長）

 第Ⅱ部　総合討論　アドバイザー：原田　千鶴 氏（大分大学医学部看護学科　学科長）
   　　　福田　広美 氏（大分県立看護科学大学　学部長）

閉会挨拶　　村嶋　幸代 氏（大分県立看護科学大学　理事長・学長）

　この事業に参加して自身の看護管理を振り返り、学びの場になりました。
　また、支援者から助言や励ましの言葉を頂き、課題が明確になり具体
的な取り組みに繋がりました。
　今後も姫島ならではのワークライフバランスを希求して看護管理を実
践していきたいと思います。
 姫島村国民健康保険診療所　看護師長　中城　秀子

　看護管理者の皆さんの発表が素晴らしかったです。今後も対話を通し
て課題解決に向けて共に考え、実践する過程の支援に取り組んでいきた
いと思います。　　　　　天心堂へつぎ病院　副看護部長　副田　明美

2022年度　地域医療介護総合確保基金活用事業
大分県中小規模病院等看護管理者支援研修

会場

事業に参加して
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看護管理者のための災害時受援体制の整備研修

日　時 	2022年10月９日（日）10:00～15:30
場　所 	大分県看護研修会館　大研修室　　 主　催 	大分県看護協会
参加者 	75人　　 講　師 	日本赤十字九州国際看護大学看護学部　小川　里美	氏

　令和３年度に実施した「災害時の受援体制整備にかかる調査」結果を踏まえ、災
害看護委員会が企画提案した新規研修。看護管理者を中心に75人が参加しました。

【演習の場面】
病棟師長役の参加者が講師から災害支援
ナース受け入れ病棟の被災状況等の説明
を受け、メンバーに伝えている場面「病棟
は40床で満床。電気は復旧。水道は断水し
ており、節水が必要。・・・・」

【グループ発表】
① 災害支援ナース受入れ病棟が準

備するものは？
②病院が事前に準備するものは？
③ 今後、取り組むべき課題と対応

は？

※	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。

日　時：2023年	2月22日（水）10：30～11：30
内　容：ボランティアナース間の交流、活動に関する意見交換　など

大分県看護協会　ボランティアナース交流会

日　時：2023年	5月14日（日）9：30～12：30
内　容：企画中

2023年度「看護の日・看護週間」イベント

日　時：2023年	6月17日（土）9：30～12：30
2023年度大分県看護協会通常総会

日　時：2023年	3月3日（金）14：00～15：00（オンライン開催）
Manaable	マナブル　施設代表者説明会

日　時：2023年	4月15日（土）13：30～16：30
内　容：大分県看護協会2023年度事業についての説明　など

施設代表者会議

※	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。

InformationInformation （開催場所は大分県看護研
修会館です）2月～６月

【大研修室】
予想を上回る参加者。１グループ４人。
18グループ編成。

ねらい ❶�大規模災害発生時に人的応援を受け入れるための、自施設の課
題と受入体制整備について学ぶ

❷�受援体制整備の必要性、応援を受け入れる上での心構えやポイ
ント等について学ぶ

　講師の小川先生も予想を上回る参加者に、
冒頭から「南海トラフ地震が懸念される中、
関心の高さがうかがえる」と意気込みを感じ
られていました。演習、グループワーク中心
の研修は「他施設の取組が参考になった」「自
施設の課題の気づきにつながった」「covid-19
対応で院内の他部署からスタッフを受け入れ
た事が、今後の受援体制づくりのヒントになっ
た」等前向きな感想が多く、終日、看護管理
者の皆様の熱量の高さが感じられる研修でし
た。
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　少子高齢社会を迎え、今後、大分県の在宅療養者を支えるには、1,200人の訪問看護師が必要とい
われています。しかし、現状では訪問看護に従事する看護職数は必要数の半分にも満たず、人材確保
が喫緊の課題となっています。そこで、訪問看護を行う人材の確保や訪問看護師が離職せず、働き続
けられるよう、令和４年度の日本看護協会委託事業として、上記事業の委託を受け実施することにし
ました。この事業では次の４つの事業を展開しています。

　研修を希望した医療機関の看護職が、訪問看護ステーションで訪問看護技術や訪問看護ス
テーションの運営等のノウハウを学び、患者の地域移行支援や、将来の訪問看護ステーショ
ンの開設を視野に入れて研修を受けました。令和４年度は、２か所の
医療機関から４名が訪問看護ステーションの実習に行っています。

　訪問看護ステーションの新規開設、円滑な管理・運営、日々の問題・課題の改善、解決に向
けた取り組み等に対して、具体的な助言や情報提供等を行っています。現在（11月末）までに
35件の相談や面談、メールが寄せられています。訪問看護ステーション開設に関する相談も数
件あり、円滑な開設準備のお手伝いができています。
　また、広く県民の皆様や医療機関の関係者からの相談も受け付けています。

相談受付時間 � 火曜日～土曜日　13時～17時（祝日・年末年始を除く）

対　象 � �県内の訪問看護事業所（みなし事業所も含む）に従事する看護
師等の方、これから訪問看護ステーションの開設を予定してい
る方、医療機関や社会福祉関連施設、一般住民の方

相談方法 � �TEL、FAX、メール、必要に応じて来所による面談も可�
（TEL：097-574-7362　FAX：097-574-7364）

病院から地域へ　～看護職員人材育成支援研修～

訪問看護に関する相談、受付中！【訪問看護総合相談】

今から訪問に
行ってきま～す！

訪問看護総合支援センター試行事業
やってます！！

♥ステーションでの
カンファレンス参加
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		TEL：097-574-7136（日、月、祝日を除く９時～17時）	
Emai l	:o i ta@nurse-center .net

日　時 　2022年10月１日（土）　13時30分～15時
場　所 　大分県看護研修会館　第3研修室からオンライン配信

参加施設 　県内10の訪問看護ステーション

●�１施設８分程度で順に事業所についてプレゼンテーションを行いました。
各訪問看護ステーションの概要や特長、就業条件など写真や動画でわかり
やすく説明がありました。

●�多職種でケア、記録の効率化など業務改善にも取り組み、やりがいのある
職場づくりに努めています。この模様は、当看護協会のホームページ、
You�Tubeに公開中です。３月まで視聴できます。

対象者 ��� 訪問看護ステーションへの就業を希望している者

�� 方　法 � Web就職ガイダンス参加施設でインターンシップを体験�
� １日・２日・３日の３コースあり、選択できます。

●ご希望の方は、大分県ナースセンターまでご相談ください。

在宅療養を支える看護職の確保に向けて
～訪問看護ステーションをもっと知ってほしい

03 Web就職ガイダンス ー訪問看護ステーション版ー が開催されました

04 訪問看護インターンシップ事業を行っています

プレゼンテーション
される当日の様子

大分県ナースセンターへの問い合わせ
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　この届出は、医療従事者の分布及び就業実
態を把握し、医療行政の基礎資料を得ること
を目的として２年毎に行っており、本年度は
当該年度となっています。
　令和４年12月31日現在、標記の免許に関す
る業務に従事している方は届出の義務があり
ます。（育休などで休暇中でも、雇用関係にあ
る場合は届出が必要です）
　届出実施につきましては、別途、就業地を
管轄する保健所から医療機関、施設等へご案

　大分県福祉保健部医療政策課看護班　　電話　097－506－2654

保健師・助産師・看護師・准看護師の業務従事者届のお願い

問い合わせ先

内させていただきますが、指定の期日（令和5
年1月16日）までに届出をお願いします。
　なお、この届出は、従来、主に紙による届
出のみでしたが、今年度から従事先の医療機
関等にとりまとめていただいた上で、インター
ネットによるオンライン届出が可能になりま
す。（引き続き紙による届出も可能です）
　簡便な手続きで実施でき、事務負担の軽減が
可能ですので、オンライン届出を積極的にご活
用ください。
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お薦め図書の紹介

『「ネコひねり問題」を 超一流の
科学者たちが全力で考えてみた』
グレゴリー・J.グバー／著　水谷 淳／訳
ダイヤモンド社　2022.5

『線は、僕を描く』
　砥上 裕將／著　講談社　2019.7

『日本の美しい町並』
森田 敏隆／写真　光村推古書院
2021.2

『旅ごはん』
小川 糸／著　白泉社　2020.3

　テレビ番組などで取り
上げられることも多い動
物の生態については様々

な研究がなされています。
　“猫はなぜ高いところから落ちても
足から着地できるのか？”この本では
数多くの天才が、物理、光学、数学、
神経科学などのアプローチからその
驚くべき謎に迫った、真摯かつ愉快な
研究エピソードを紹介しています。猫
好きの人もそうでない人もぜひ。

　両親を事故で失い、喪失
感の中にあった大学生の主
人公が、バイト先で出逢っ

た水墨画の巨匠・篠田湖山にその場
で内弟子にされてしまう。戸惑いな
がらもはじめての水墨画に惹かれて
いく主人公は線を描くことで回復し
ていく…。昨年秋に映
画化された、水墨画家
で あ る 著 者 に よ る
「線」の芸術が生み出
す青春小説です。

　日本各地の宿場町、
城下町、港町、農村
など、風情ある表情

をみせる町並の美しい風景
を収めた写真集です。大分から
は臼杵市の城下町と日田市豆田
町の商家の鮮やかな町並が掲載
されています。おうちでノスタ
ルジーな旅気分に浸ってみませ
んか。

　ピンク色の冷たい
スープ、じゃがいもの
ツェペリナイにソー

セージの屋台…。バルト
三国などの欧州各地や日本のお
弁当など、著者の旅先での忘れ
られない食と人との出会いを
綴った、エッセイ集です。

本を読んで心が安らいだ経験は誰しもあるはずです。ゆったり過ご
せる時間を確保し、じっくりと本を読んでみませんか？

大分県立図書館では 電子書籍サービス（KinoDen）で本をいつでもどこでも読むことができます。
美麗なイラストで名作が読める「乙女の本棚」シリーズ、図鑑、レシピ本などコンテンツ数も随時拡大中！
是非お試しください。
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ナースセンターからのおたより
Vol.45

「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

ワーク・ライフ・バランス推進交流会を開催しました

◇	開 催 日	 2022年11月12日（土）9：50～12：00
◇	会　　場	 大分県看護研修会館+オンライン
◇	参加人数	 201名	（会場30名+Web171名）

◦	 	就業継続が可能な看護職の働き方の提案
	 ー看護師を取り巻く環境が変化する中で看護師が働き続けるためにー
	 　　公益社団法人　日本看護協会　常任理事　森内　みね子	氏

◦	 	働き続けられるための環境改善の取り組みーセル看護提供方式®を導入して
	 	 社会医療法人	敬和会　大分岡病院　　看護部長　吉住　房美	氏
◦	 	継続して働きたいと思える病院を目指して
	 	 特定医療法人	明徳会　佐藤第一病院　看護部長　石川　朱美	氏

講 	 演

実 践 報 告

　「とどけるん」への届出は努力義務です。

テーマ「看護職が健康で安心して働き続けられる職場づくりをすすめよう！」	

吉住看護部長 石川看護部長

森内常任理事

オンラインでの意見交換

◦	 森内理事からは日本看護協会から提案された「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」
	 	５要因10項目、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
遇について説明がありました。これまでの慣習にとらわれない新しい発想で看護職の働き方を考えていく必
要性が理解できました。

◦	 	働き続けられるための環境改善について２施設の取り組みが発表され、大変参考になりました。森内理事に
も加わっていただき、大変活発な意見交換が行われました。

大変多くの参加ありがとうございました。みんなで一歩ずつ取り組みを進めましょう！

【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
　　携帯電話で簡単にできます。
○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。



研修部からお知らせ

研修検索・申込・支払・受講・
アンケート回答の方法が変わります。

アンケート毎回手書きで
書くのめんどくさいなあ…

コロナの影響で
研修がなかなか受けられない…

毎回申込書をダウンロードして
記入するのが手間だなあ…

サービスキャラクター
ブル先生

マ ナ ブ ル
大分県看護協会は、令和�年度から「研修管理システム　マナブル」
を導入いたします。研修申込みからお支払いまでシステム上で完結
でき、利便性が向上します！ 詳細はHP等でお知らせします。

この悩みを、 がすべて解決します！

看護協会
非会員の方

研 修 検 索
& 申 込

看護協会
会員の方

公益社団法人 大分県看護協会
［住所］ 〒���-���� 大分県大分市豊饒二丁目 � 番 � 号
［電話］ ���-���-����

研修ごとにオンラインで
アンケートの回答が可能

システム上で完結できるフロー

協会会員の方も、非会員の方も、
ご利用いただくことができる

本登録画面で
登録するだけで完了！

会員の方 非会員の方

新規登録

申込みが
できるようになります！

本登録のURL が
メールで届きます。

看護協会会員の方

▶ 登録するメールアドレス

送信

▶ 看護協会会員情報と照合する

生年月日
免許番号

▶ お名前

▶ ご住所

市町村
番地・建物

都道府県

姓 名

看護協会非会員の方

▶ 登録するメールアドレス

送信

パソコンでも
スマホでも
登録可能！

申込

申込

〇〇研修

△△研修

まずは会員登録からスタート！

会場でもオンラインでも受講できる
受講履歴確認、課題提出も可能

問い合わせ先はこちら
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看護協会
非会員の方

研 修 検 索
& 申 込

看護協会
会員の方

公益社団法人 大分県看護協会
［住所］ 〒���-���� 大分県大分市豊饒二丁目 � 番 � 号
［電話］ ���-���-����

研修ごとにオンラインで
アンケートの回答が可能

システム上で完結できるフロー

協会会員の方も、非会員の方も、
ご利用いただくことができる

本登録画面で
登録するだけで完了！

会員の方 非会員の方

新規登録

申込みが
できるようになります！

本登録のURL が
メールで届きます。

看護協会会員の方

▶ 登録するメールアドレス

送信

▶ 看護協会会員情報と照合する

生年月日
免許番号

▶ お名前

▶ ご住所

市町村
番地・建物

都道府県

姓 名

看護協会非会員の方

▶ 登録するメールアドレス

送信

パソコンでも
スマホでも
登録可能！

申込

申込

〇〇研修

△△研修

まずは会員登録からスタート！

会場でもオンラインでも受講できる
受講履歴確認、課題提出も可能

問い合わせ先はこちら
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	 会員係より

＊ 会費納入方法を口座振替にされている方は、
　2023 年 1 月 27 日 ( 金 ) より順次引き落しされます。
＊  コンビニ、銀行振込票をお持ちの方は、2 月末日を目安にお振込をお願いします。

大分県看護協会 総務部までお問合せください。

【お問合せ先】 大分県看護協会　総務部　会員係　ＴＥＬ：097－574－7117

2023年度	看護協会継続手続きのご案内

退職者の「継続のお知らせ」が施設に届きました。

「継続のお知らせ」が届きません。

他県へ移動する場合は、どうすればよいですか？

お手数ですが、大分県看護協会へお早めにご返送ください。

2022 年度の入会手続き完了後、順次送付されます。
ご不明な点は大分県看護協会 会員係までお問合せください。

会員情報の確認・変更は
会員専用ページ「キャリナース」
からもできます！

①他県へ移動し、継続する場合
　　　　　　　→　移動前に、大分県看護協会までご連絡ください。
 その後、移動先の看護協会へご連絡お願いします。
②他県へ移動し、継続しない場合
　　　　　　　→  大分県看護協会へ「退会届」をご提出ください。
 翌年度退会手続きは 2023 年 3 月末受付分で終了します。

Q

Q

Q

A

A

A

よくある質問コーナー

2023年度看護協会費について

「入会申込ご案内カード」の送付希望は

▲ QR コード

広報委員
松本高幸（委員長 川嶌整形外科病院）、岡野ゆかり（副委員
長 大分大学医学部附属病院）、小野翠（副委員長 大分市保健
所）、甲斐陽一（別府発達医療センター）、羽田野恵美（みえ病
院）、小関良子（大河原病院）、伊南冨士子・伊藤美津子（大
分県看護協会）

編集後記 　「やったー甲子園！」、来春の選
抜高校野球大会に母校である大分商

業高校の出場がほぼ確実になりました。
コロナ禍で密な青春が送れなかった高校
生。この冬を越えれば新たなステージが
待っています。がんばれ高校生！
 （委員：甲斐 陽一）

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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