2019.8.15

166

NO.

◆通常総会を終えて・・・・・・・・・・・・・P1
◆島根県看護協会通常総会
特別講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
◆新役員紹介・・・・・・・・・・・・・・・P3
◆理事会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
◆島根県看護協会の動き・・・・・・・・・P4
◆令和元年度
看護の日のつどい

開催・・・・・・・P5

◆「看護の日」のつどい
共催イベント・・・・・・・・・・・・・・・P6
◆ナースセンターだより・・・・・・P7.8
◆事務局からのお知らせ・・・・・・・・・P9

雲南市 / 大東山王寺棚田

看護師として働き続けること
松江市立病院

今年度、看護師長研修に日本看護協会
のインターネット配信研修（オンデマンド）
「日
本看護協会（JNAラダーⅠ～Ⅳ）
を取り入れ
ました。今までの院内ラダーシステムとリンク
させながら変革することが目的です。
当院の教育目標は
「看護職は､自己のライフステージの中
で、専門職業人として継続学習による自己啓発を行う」
と掲

安逹 良子

げています。医療技術の進歩に伴い看護の分野も専門化す
るなか、個々のキャリアをどう考えるのかが問われます。
東京オリンピックが開催される2020年は、
ナイチンゲール生
誕200年です。看護の基本となることは変わりません。
Nursing now 。看護師一人一人働き続けることが、大き
な力となります。

公益社団法人 島根県看護協会

令和元年度島根県看護協会通常総会
令和元年度

通常総会を終えて
島根県看護協会

会長

秦 美惠子

日頃より島根県看護協会の活動に、ご支援・ご協力頂きありがとうございます。
島根県看護協会は、6月1日に会員300名の参集のもと通常総会を開催しました。新しく
役員も選任され、新体制が始動しました。引き続き宜しくお願い致します。
さて、今年度は「平成」から「令和」へと、時代の流れの節目となる年となりました。平成
30年度は島根県における少子・超高齢化社会、人口減少に対応すべく保健・医療・福祉に
関する新たな計画がスタートし、地域包括ケアシステム推進される中で、これまで以上に看護職の役割拡大
や、あらゆるフィールドでの活躍が求められてきました。
本会はこのような社会背景を踏まえて、昨年度は４つの重点事業「地域包括ケアにおける看護提供体制の
構築」
・
「看護職の働き方改革の推進」
・
「看護職の役割拡大の推進と人材育成」
・
「看護基礎教育制度改革
の推進」を掲げて取り組んでまいりました。どの事業におきましても、会員の皆さまや関係者の皆さまのご支
援ご協力により、概ね計画通りを実施するこができました。支部活動の強化においては、
「まちの保健室」活
動において、身近な行政の看護職との協議の場作りを通して、少しずつ理解を深めることができました。今
年度も引き続き昨年同様の４つの重点事業を進めてまいります。
また、昨年度から組織の基盤となる会員増加に向けて「看護政策推進のための組織強化事業」として取
り組みました。支部活動や職能委員会活動、各種研修会を通して入会の案内等を積極的に行い、平成30年
度会員数は5、903名、前年度より130名増加となりました。皆さまのご協力に感謝申し上げます。今年度も更
に会員数の少ない職種や領域の会員を増やして、看護職能団体としての組織力をさらに高めて、一緒に活
動ができるようにしていきたいと思います。
今、ナイチンゲール生誕200年となる2020年に向けて、英国から始まった「Nursing Now キャンペーン」へ
の取り組みが世界中で広がっています。国内においても30団体の参加、13団体の後援により進められていま
す。日本看護協会と日本看護連盟は連携して「看護の力で健康な社会を！」をメインテーマに、わが国の看
護が直面する課題への取り組みを推進し、看護職が一丸となって社会のニーズに応えるため、活動を進めて
いきます。島根県看護協会も会員の皆さまと共に取り組んでいきたいと思います。
島根県看護協会は来年2020年に協会創立40周年の節目の年を迎えます。今年度は特別委員会を発足し
て準備を始めますが、これまでの看護協会の歩みを振り返りつつ、これからの看護について会員の皆さまと
一緒に考えていきたいと思います。
これからも看護協会各支部との連携を図りながら、会員一人ひとりの声を大切にして事業を進めていきた
いと思いますので、ご支援ご協力を宜しくお願い致します。
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島根県看護協会通常総会

特別講演

2019 年 6 月 1 日（土）13:30 ～ 15:00 ビッグハート出雲

白のホール

小川 雅子

広報委員会

「人生100年時代における看護職のキャリアデザイン」

看護職を取り巻く環境や役割が多様化している中、
ワーク

をテーマに特別講演がありました。今回の講演は、今まで

とライフの調和を実現させるべく、柔軟な発想と対応が期

漠然と使い続けてきた
「キャリア」
という言葉の本質を理解

待されています。人生の中で起こる様々な出来事を積み

し、私自身の置かれている境遇とも重ねることで、改めて

重ねていくことでキャリアは作られ、磨いていくことで強み

仕事への責任感を感じると共に、将来像を考える機会と

になる。豊かな人生を送るためにも、
プラス思考で物事に

なりました。

取り組み、仕事やプライベートを充実させていきたいと感

なかでも
「自分のキャリアを振り返り、棚卸しをしていく

じました。福井会長のお話は、わかりやすいだけでなく、

こと。人生100歳を見据えた時70、80でどの様な仕事と

時々笑いや励ましの言葉も頂き、大変有意義な時間を過

生活をするか、生涯を通して考える」
というお話がとても

ごすことができました。

印象に残りました。超少子・高齢社会の到来を迎えて、

2019 年度島根県看護協会役員・推薦委員選挙結果報告

選挙管理委員会

2019年度通常総会における選挙により、
選任された役員及び推薦委員名を公益社団法人島根県看護協会定款施行細則
第23条
（当選）
に基づきお知らせいたします。

【会長候補者】秦

美惠子 当選4,702票 【副会長候補者】 渋川あゆみ 当選4,701票

【理事候補者】原

德子 当選4,702票

天野和子 当選4,702票

南喜代美 当選4,702票

田尻友子 当選4,702票

和田祐子 当選4,702票

水津聖子 当選4,702票

【監事候補】 小森惠子 当選4,702票
【推薦委員候補者】
細田典子 当選4,702票
須山奈穂子 当選4,702票

伊藤恭子 当選4,702票

新田昌子 当選4,702票

田中真美 当選4,702票

安達良子 当選4,702票

齋藤裕子 当選4,702票
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新体制での理事会開催
令和元年6月1日から役員も新体制で協会事業がスタートしました。
7月6日の午前中には、
第3回理事会を開催して
集合写真を撮りました。会員の皆様ご支援・ご協力をお願いいたします。

1列左側～専務理事：徳若光代、副会長：永江尚美、会長：秦美惠子、副会長：渋川あゆみ、常任理事：原德子
2列左側～保健師職能委員長：天野和子、助産師職能委員長：八澤京子、監事：小森惠子、監事：今岡きみ子
看護師職能1委員長：飯塚淳子、看護師職能Ⅱ委員長：大林由美、准看護師理事：岩田明子
3列左側～理事（雲南支部）
：白石淳子、理事（松江支部）
：南喜代美、理事（浜田支部）
：古谷玲奈
理事（益田支部）
：水津聖子
4列左側～理事（隠岐支部）
：田尻友子、理事（大田支部）
：田中成子、理事（出雲支部）
：和田祐子

合同委員会の開催
7月6日午後1時から3時30分まで合同委員会を開催し、委員会担当理事の紹介と理事の役割について、また研修会
必携について説明がされました。その後、各委員会で委員長を決めて、新メンバーにて事業計画の確認等活発な協議
がされました。
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理事会報告
◆第2回理事会

令和元年6月1日（土）15:30～16:30

【協議事項】
1
2

【報告事項】

理事の選定
会長代行及び専務理事代行の優先順位について

◆第3回理事会

特記事項なし

令和元年7月6日（土）10:00～12:00

【協議事項】
1
2
3
4
5
6

島根県看護協会活動方針
職能・常任・特別委員会事業等の活動計画
支部事業計画
業務執行理事の業務分担（案）
委員会担当理事の選定（案）
委員会の運営について（案）

7
8
9

合同委員会の運営について（案）
研修会必携（案）
令和2年度通常総会開催（案）
令和2年6月6日（土）
10 令和元年度看護協会会議等予定（案）
11 事務局会員・旅費管理システム改修（案）

【報告事項】

1 令和元年度日本看護協会 第2回理事会報告
2 島根県看護協会規程集について
3-2 島根県看護協会の動き
3-3 島根県看護協会会員数
3-4 島根県看護協会職員事務分掌について

4-1
4-2
4-3
4-4

看護協会用務出張時の取扱いについて
支部会計の処理について
令和元年度人権・同和問題を考える女性の集いについて
「島根創生計画」に係る地域広域公聴会の開催について

島根県看護協会の動き
（2019年5・6月）
項目

月 日
（曜）

実 施 事 項

出 席 者

場 所

日本看護協会
島根県看護協会

5月10日
（金） 第1回日本看護協会理事会

秦会長

JNAホール

5月20日
（月） 代議員研修

秦会長他

看護研修センター

5月22日
（水） 都道府県看護協会看護労働担当者会議

秦会長、春日参与

JNAホール

5月23日
（木） ナースセンター事業担当者会議

春日参与、栗谷、渡部

JNAホール

5月24日
（金） 都道府県ナースセンター相談員研修

栗谷、渡部

JNAホール

5月30日
（木） 認定看護師委員会

秦会長

JNAホール

6月 6日
（木） ～7日 日本看護協会通常総会・全国職能別交流会

秦会長他

函館アリーナ

5月 8日
（水） 監査会

秦会長他

看護研修センター

5月11日
（土） 看護の日記念のつどい

秦会長他

くにびきメッセ

5月15日
（水） 移動ナースバンク

渡部

ハローワーク松江

5月23日
（木） 第2回八役会議

秦会長、徳若理事、石井理事

看護研修センター

6月 1日
（土） 島根県看護協会通常総会

秦会長他

ビッグハート出雲

6月10日
（月） 施設訪問

秦会長

STせきせい、益田日赤

6月13日
（木） 訪問看護ステーション出向研修事業説明会

秦会長他

出雲市立総合医療センター他

6月15日
（土） ～29日

秦会長、徳若理事、永江副会長・渋川副会長 7支部

島根県看護協会支部総会（7支部）

島根県

6月19日
（水） 移動ナースバンク

渡部

ハローワーク松江

6月27日
（木） 就業相談員連絡会

秦会長、春日参与、栗谷、渡部

看護研修センター

6月28日
（金） 訪問看護ステーション（2箇所）に訪問

秦会長・徳若理事・野津支部長

隠岐の島町

6月28日
（金） 隠岐支部総会

秦会長、徳若理事

隠岐の島町

5月 7日
（火） 人権・同和問題を考える女性の集い第1回実行委委員会

永江副会長

島根県庁

5月22日
（水） 健康長寿しまね推進会議

徳若理事

島根県民会館

5月27日
（月） 島根県障害者介護給付費等不服審査会総会

春日参与

島根県庁

5月30日
（木） しまね働く女性きらめき応援会議第1回ワーキングチーム全体会議

石井理事

松江市民活動センター

6月 5日
（水） 島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会

永江副会長

県市町村振興センター
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看護の日
令和元年度

看護の日のつどい

開催
広報委員会

2019年5月11日
（土）
、
くにびきメッセを会場にして
「看護の日のつどい」
が開催され、
一般県民、
看護関係者、
看護学
生を合わせ411人に参加をしていただくことができました。令和元年という節目の年でもあり、例年の看護の日とは
少し趣が違っているようにも感じました。
高校生の看護エピソード優秀作文発表、
現役看護師の発表は看護の喜び～生きるを、
ともに、
つくる。
～
特別企画はトーク＆ライブ「今日のいのちに、ありがとう」と題し、雲南市在住のミュージシャンの白築純氏をお迎
えしました。トークゲストに、出産時お世話になった助産師と自らの出産・育児について、またガン発症後の体験談を
現在治療中の仲間と語り、会場は感動と熱気に包まれていました。また最愛の夫が口笛担当をしてのオシドリライブ
は、
参加者一人ひとりの心に響き素晴らしいひと時をあたえてもらいました。
その後、
しばらくして白築純氏は天国に
旅立たれました。
白築純氏のご冥福をお祈りしています。

看護の記念式典 協会長挨拶

看護エピソード優秀作文受賞者

参加者の声
★ 白築純さんのゲストとのトーク、すごく感動しました！（20代看護師他多数）
★ 白築さんだから伝えられること、とても感動しました！ありがとうございました。
★ 素敵な会に参加できてよかったです。トーク＆ライブ感動しました。（30代看護師）
★ 音楽はとてもよかったです。涙があふれて大変でした。（40代看護師）
★ 疲れることもいっぱいありますが今日のいのちに感謝です。（40代看護師）
★ トーク＆ライブは、いつものつどいと違いとても新鮮でよかった。命の重さ、人のすばらしさを実感しました。
（50代看護師）
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「看護の日」のつどい

共催イベント

「看護の日」記念式典に先立ち、保健師・助産師・看護師職能委員会等の協力を得て、共催イベントを開設しました。
一日まちの保健室、妊婦体験コーナー、障がい者体験コーナー、未来のナース体験、訪問看護・在宅療養等相談コー
ナー、専門看護師・認定看護師の活動紹介、男性看護師の活動紹介、看護進路相談コーナーを設けました。たくさんの
皆様がにぎやかに参加をしていただき、特に看護学生の皆様は看護教育の一環として参加され、看護のこころにつな
がる体験等に挑戦されていました。

「看護の日」
イベント
会場

参加者アンケート抜粋
★ 高齢者体験をしたことで今後の看護に活かせると思った。
★ 看護師エピソードをきいて、学生の私もこのような看護師になりたいと思った。
★ 改めて自分の理想の看護師像や看護師になるための勉強について励みます。
★ 高校生、看護師エピソードをきいて改めてなりたい看護師像を考える機会になった。
★ エピソードを聞き、助産師としても新たなことに挑戦をしたい気持ちが沸いてきた。
★ 看護師４年目で多々失敗もあるが、明日からまた頑張る活力をいただけた。
★ 高校生のエピソードは、これからの島根を担う心強い内容であり、今の気持ちを大切にしてもらいたい。
★ 患者さんの気持ちを聴くことの大切さを改めて学ぶことができた。
★ いいひと時でした。いろいろの立場で一人ひとりが良い刺激を受けれた。
★ 笑顔と手のぬくもりを大切にした看護をしたいと思いました。
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移動ナースバンク 身近な場所で看護職の「働きたい」をサポートします！
各地
ハローワーク松江

域の就業相談員

第3水曜日 14：00～15：30

ハローワーク石見大田

第4水曜日 13：00～16：00

県立中央病院

第3木曜日 13：00～16：00

パルメイト出雲

ハローワーク浜田

第2木曜日 13：00～16：00

第2水曜日 13：00～16：00

ハローワーク雲南

ハローワーク益田

第2水曜日 13：00～16：00

第3水曜日 13：00～16：00

ハローワーク益田で福祉人材センターと共に相談業務を行っ
ています。
嬉しいことは、
市外・県外から移住して不安の中相談に来られ
た方と、
気になる職場へ一緒に同行訪問したり、
施設の詳しい情
報を提供することによって、
就業につながり喜んでいただける
ことです。
何よりも看護職が担当し、
安心して相談できる無料職業紹介
事業、
移動ナースバンクの存在をもっと知って欲しいです。
ナースセンターを、
ぜひ知人や友人にPRしてください。
益田地区就業相談員：福原さん

求職者の中には、
就業先を探される方ばかりでなく、
子育て
と仕事の悩みやブランクによる技術面の不安についての相談
もあります。
ナースセンターでは交流カフェや、
再就業支援研修などの話
題提供も行っています。
ぜひ、
離職時の届出・eナースセンター
求職登録をしていただき、
就職支援に向けた多くの情報を持た
れることをお勧めします。
大切なお一人おひとりと顔の見えるお付き合いをこれから
も心がけていきたいと思います。
出雲地区
（県中）
就業相談員：曽田さん

再就業へのチャレンジ！講習会＆交流会を開催
初の救護登録看護職員講習会も同時開催
☆ナースセンターでは年間を通じて様々な内容の講習を行っています。
就職への不安がある方、
ブランクの長い方、
まずは講習会にチャレンンジしてみませんか。
☆同時に交流会を設け受講生同士のつながりを大切にしています。
☆また、
初めてスポーツ大会など救護に携わっている方を対象に
「急変時の対応」
講習会も企画し、
大好評でした。

急変時の対応
長年ブランクがあって仕事についていける
だろうかと不安でしたが、
同じような思い
の方がおられ励みになりました。

交流会

再就業チャレンジ講習会
今後の予定

10月10日
（木）
会場：パルメイト出雲
スキンケアと褥瘡の予防ケア

11月6日
（水）
会場：看護研修センター
フィジカルアセスメント
／急変時の対応

2020年1月17日
（金）
これからの救護でうろたえることなく自信
を持って行動します。
とても楽しい講義で
しっかり学ぶことができました。
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会場：看護研修センター
スキンケアと褥瘡の予防ケア
／最近の感染管理と看護の役割
詳しくは島根県看護協会の
ホームページをご覧ください

“安心して働き続けられる環境づくり”をめざして

第12回島根看護学術集会で
「看護職の離職者実態調査」結果をポスター展示しました。
参加された多くの方に見ていただきました
離職理由は「上司との人間関係」
「 自分の健康」が
上位にありヘルシーワークプレイスの実現を目指
したい!!

離 職 時 7 2 ％ が 正 規 職 員 。一 方 で 、再 就 職 時 は
66％が非正規での就業を希望しています。
多様な働き方での人材の確保に向けて考えたい!!

ナースセンターと離職時の届出制度について聞いてみました
平成26年6月看護師等人材確保法が改正され届出が創設！
平成27年10月より離職時等の届出制度が努力義務となりました。
そこで、
来場者にナースセンターへの届出制度の周知度について聞いてみました。

探しや
ー で は 、お 仕 事
ナースセンタ
、案 内
画
の講習会を企
再就業のため
します！
看 護 職 の 皆 様 、離
職時次の仕事先
が決
まっていても届出
登録をしましょう
！

届出制度が努力義務
化されたにもか
かわらず、知らない人
が多かった！

今後の取組み課題
●ナースセンターの知名度アップ
●届出制度の周知

あかね雲166号
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事務局からのお知らせ

災害・慶弔見舞金について
島根県看護協会では会員が罹災、死亡された場合、罹災見舞金又は死亡弔慰金をお贈りしています。
申請手続きはホームページの
「入会のご案内」
から
「災害・慶弔見舞金について」
をご覧ください。
なお、災害・慶弔見舞金の申請は支部長又は施設代表者様の証明を受けて会長へ申請してください。
また、
日本看護協会からの災害・死亡見舞金の手続きは、
申請に基づいて本会で対応します。

見舞金等の種類及び金額
【罹災見舞金】
①全焼又は全壊
20,000円
②半焼又は半壊
10,000円
③傾斜
10,000円
④床上浸水
10,000円
⑤その他（傾斜、床上浸水と同等と認められる場合又は居住する住宅からの
避難指示（屋内退避指示を含む。）
を受けた場合
10,000円
【死亡弔慰金】
①死亡した場合 香料 20,000円
②会務上の事由で死亡した場合 香料 30,000円

（令和元年7月28日現在）

看護師職能Ⅰ
・Ⅱ合同研修会

隠岐

日 時：令和元年10月26日
（土）
会 場：朱鷺会館
（出雲市）
講 師：小山 珠美氏
（NPO法人
「口から食べる幸せを守る会」
理事長）

保22・助8・看94・准1
計125

松江

出雲
保36・助113・看1,910・准43
計2,102

緩和ケアアドバイザーフォローアップ研修会

大田
保19・助17・看262・准16
計314

日 時：令和元年10月5日
（土） 9:15～16:30
会 場：島根県看護研修センター
講 師：吉本 歩氏
（がん看護専門看護師 松江市立病院）
平野 文子氏
（島根県立大学看護栄養学部 教授）

雲南
保41・助11・看271・准23
計346

浜田
保23・助28・看385・准10
計446

益田

災害看護（実務編）研修

保34・助17・看482・准21
計554

日 時：令和元年10月29日
（火）
・30日
（水） 10:00～16:00
会 場：島根県看護研修センター
講 師：酒井 明子氏
（福井大学医学部看護学科教授）

合計
保274・助274・看5,114・准145
計5,837

編 集 後 記

放送大学で資格を取得しませんか！！
～看護職のみなさん 学びたいそれが入学資格です～

赤とんぼが飛び交い秋の気配
も感じますが、
まだまだ残暑の厳
しい日が続いています。
十分な睡眠・休養・栄養に心が
け、
笑顔を忘れず元気でご活躍く
ださい。

①准看護師の看護師国家試験受験資格を得られる方法がある
②学士・修士、博士の学位が取得できる
③入学試験なし
④トップクラスの講師陣とテキスト
⑤1単位5,500円 ⑥テレビ・インターネットで学べる

放送大学の入学は年２回 10月・4月 学生募集中！
島根学習センター 松江市白潟本町43番地スティックビル４F

【発行日】令和元年8月15日 【発行責任者】秦
〒690-0049

松江市袖師町7-11

美惠子 【編
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集】公益社団法人島根県看護協会

TEL.0852-25-0330

https://www.shimane-kango.or.jp
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保99・助80・看1,740・准31
計1,950

FAX.0852-25-3157

E-mail:shimakk@carrot.ocn.ne.jp

