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今回掲載された文章や写真、個人
名・団体名については個人情報保
護法の下、他の目的には一切使用
いたしません。

　1日1日と寒さが強まり、街ではイルミネーションが点灯するなど冬の
訪れを感じられるようになりました。
　育児休暇で少しの間お休みさせていただきましたが、4月からまた広報
委員となり、あらたな気持ちで看護あきたの編集に取り組んでいます。今
後も活発な意見交換をしながら、より良い「看護あきた」をお届けできる
よう取り組んでいきたいと思います。

平成26年度　看護職のＷＬＢ推進フォローアップ
ワークショップの開催について

2月・3月の研修

日　時：平成27年2月4日(水)　13：00-16：00　
　　　  (受付12：30～　オリエンテーション12：55～)

場　所：秋田県看護協会　第一研修室

あ き た看
護
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公益社団法人秋田県看護協会会報

平成26年度会員数　6,995名 （H26.9.30現在会員数）

保健師  263名　　助産師  308名　　看護師  6,168名　　准看護師  256名

 4  地区活動報告

 5 平成26年度 受賞・表彰おめでとうございます

 6 理事会だより

 7 役員の立候補並びに推薦について

 8 リスクマネージャー交流会

 9 平成27年度 入会申込受付/お知らせ

 1 会長あいさつ
　　   魅力ある秋田県看護協会活動の推進に向けて … 髙島　幹子

 2 シリーズ 看護部長が看護の想いを語る

 3 第41回 秋田県看護学会報告

［目次］

平成27年2月  5日（木）10：00～16：00

平成27年2月19日（木） 9：30～16：00

平成27年2月20日（金）10：00～16：30
平成27年2月24日（火）1日（場所：各施設）
平成27年2月27日（金）14：00～16：00

平成27年3月  9日（月）10：00～16：00

【 保 健 師 研 修 】

【 退 院 調 整 看 護 師 育 成 事 業 】

【訪問看護師と病棟看護師の交流事業】

【地域包括ケアシステム保健師養成事業】

※平成27年度新規にワークショップ
事業への参加を検討されている施
設は秋田県看護協会・秋田県ナー
スセンターまでご相談ください。

●開催場所：秋田県看護協会　第一研修室　●受 講 料：無料

【お問合せ先】　秋田県看護協会 事業部　電話：018-831-8020



魅力ある
秋田県看護協会活動の

推進に向けて

公益社団法人 秋田県看護協会 会長      髙島　幹子

　新年あけましておめでとうございます。

　会長に就任し、初めての新年を迎えまし

た。就任以来、私は常に、魅力ある秋田県看護

協会とは何かを模索してきました。現場で働

く看護職の皆さんにとって、これまで以上に

協会を身近に感じ、無くてはならない存在と

なるための具現化が必要と考えています。今

年から、協会事務局の中に、協会活動全般を

検討するグループを作り、多角的に課題解決

に取り組むことを進めます。

　少子高齢化が急速に進む秋田県にあって、

地域包括ケアシステムの構築が急務となっ

ていますが、私たち看護職がその先頭に立っ

て支えるという強い気持ちで関わりたいも

のです。日本看護協会では、平成27年度の重

点政策として、地域包括ケアシステムの構築

と推進を一番目に掲げ、その重点事業の中で

「看護がつなぐ医療と介護」地域包括ケア推

進事業として、日本看護協会と都道府県看護

協会が連携協力し、地域包括ケアシステムの

構築にかかわるプレイヤー（県知事、市町村

首長、医療職関連団体、介護関連団体、患者団

体等）が一堂に会して、「どうする？わが町医

療・介護」をテーマにフォーラム等を開催す

ることを予定しています。また、長期療養の

生活者を支える訪問看護等の強化対策や地

域における重症化予防対策も推し進めるこ

とになっております。当協会でも、地域・在宅

での暮らしを支える訪問看護事業の充実や、

看護職が働き続けられる職場環境改善への

支援、ナースセンター機能の強化等を重点事

項に盛り込んで事業を推進してまいります。

　目まぐるしく変化する医療環境にあって、

看護職は多様な場面で活躍できる時代にな

りました。これまでの病院中心の医療から、

地域・在宅における医療にシフトするなか

で、病院で働く看護職だけではなく、訪問看

護の分野で活躍する看護職の輪が広がって

いくことを願っております。生活を基盤とし

た医療は、看護の原点と考え、より良い医療

提供体制の実現を目指し、県民の皆様に満足

していただけるように努めましょう。

　今年は、羊年です。暖かな体表を持つ羊の

年にあやかり、寒風吹きすさぶ厳しい状況の

なかでも、縮こまることなくご一緒に歩んで

行けることを切に希望しております。

　本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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　看護師を目指し一度は親元を離れたいという

思いで県外の看護専門学校に進学しました。卒

業後に配属された病棟は、現在のように教育体

制は整っておらず、勿論プリセプター制度もな

く、全てが先輩看護師の背中をみて技術や態度

を身につけるという徒弟制度のような世界でし

た。そのような中で、先輩看護師が行うケアの場

面や患者との対話を通して、また、医師や職種と

の連携を通して、「あの先輩看護師のようになり

たい。」という思いと、その先輩看護師に少しで

も近づきたいという思いで、奮闘していました。

さらに、患者に起こる様々な現象や解決に向け

た取組みに対し、結末は別として、「だから看護

はおもしろいのよ。」とその一部始終を話してい

た看護師長の、活き活きとした表情や溌剌とし

た口調に魅せられながら、新人時代を過ごした

ことを思い出します。時には、「また師長さんの

独演会が…。」と思う事もありましたが、その表

情や話術に洗脳されたかのように看護の楽しさ

や、やりがいを感じていたのだと思います。そし

て、ここでも「師長さんのような看護師になりた

い。」という憧れと尊敬の念を抱きながら、目標

とする看護師像を目指して看護師人生を送って

きました。

　患者や家族を取り巻く医療環境や社会情勢

は、私が就職した当時とは比較できない程に目

まぐるしく変化しました。これらの様々な環境

や情勢に翻弄されながらも、患者の心の拠り所

とされている看護師は誠心誠意、献身的に看護

を提供しておりますが、慢性的な看護師不足や

多大な業務を抱えながら看護の楽しさややりが

い感を、そしてその思いを熱く語れる看護師を、

果たして育成できているのだろうかと自問自答

しておりました。幸いにも、当院のクリニカルラ

ダーには、知識や技術の習得ばかりではなく、看

護師にとって最も重要である、「看護とは何か」

をじっくりと時間をかけて考え、レポートにし、

その内容を発表する研修を年間プログラムに組

込んでおり、その効果は日常業務に活かされて

いると実感することが多々あります。

　当院の看護提供方式は固定チームナーシング

で、看護師はそれぞれの役割を意識し、責任ある

看護を提供しようと受持ち看護師を中心に看護

展開をしております。そして教育面では、臨床実

践能力の向上を目指して年間研修計画に則り

様々な研修を行っております。臨床経験や研修

を通し、「看護の喜び」を伝えられる看護師が増

えること、「だから看護はおもしろいのよ。」と言

える、そして熱く語れる看護師が一人でも増え

ることを願いながら、日々精進していきたいと

思います。

看護部長が看護の想いを語る

小柳  孝子

独立行政法人　
労働者健康福祉機構　
秋田労災病院
看護部長

さん

シリーズ
No.14
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秋田県庁正庁にて、平成26年度環境・保健事業功労者知事表彰式が行われました。

 　鹿角地区支部長 伊藤　深雪

大館 地区支部

地区活動報告

「ふれあい看護体験」
　7月22日・23日の二日間、大館市内の高校生を対象に４施設にお
いて「ふれあい看護体験」を開催いたしました。高校生30名の参加が
あり、各施設において白衣に着替え、若さあふれる笑顔で患者様とふ
れあい、たくさんのことを感じ取ってくれました。今回のふれあい看

護 体 験 を 通 じ
て、看護の仕事
に興味を持ち私
たちと一緒に働
く仲間が増える
ことを期待し、
今後も活動を継
続していきたい
と思います。

「まちの保健室」
　9月28日（日）、北部老人福祉総合エリアでの大館ボランティア
フェスティバルにおいて「まちの保健室」を開催致しました。119
名の地域住民の方々が利用してくださり、昨年と同様に、血圧測
定・体脂肪測定・ちびっこナース撮影・健康相談のコーナーに加え、
今年度はじめての試みとして進路相談・就労相談コーナーを設け
ました。今後も地域住民のニードを的確・タイムリーに捉え活動に
活かしていきたいと思います。

由利本荘・にかほ地区支部長 三浦　瑞枝

由利本荘・にかほ 地区支部

「看護研究発表会」
　平成26年10月24日（金）18時より、座長に由利組合総合病院
看護師長の菊地綾子氏、講師に由利本荘医師会立由利本荘看護学
校副学校長の佐々木澄子氏をお迎えし、開会いたしました。投稿い
ただいた6演題の内容は、「感染対策」、「災害対策」、「患者サービ
ス」、「看取り」と多岐にわたり、いずれも日ごろの取り組みがわか

る興味深いものでした。参加
者は発表者を除き66名で、昨
年に続きたくさんの方におい
でいただきました。参加者の
アンケートで、「司会者、座長
の進行がすばらしく聞きやす
い発表会でした」という評価
をいただき、満足のいく時間
を提供できたかなとうれしく

思っております。
　講師の佐々木先生からいただく講評は毎年参加者に好評で、発
表者や共同演者のみならず、その場にいた全員に「研究に取り組
む」元気をいただいた印象です。
　今回の研究発表会は直前まで投稿内容に関して修正するという
アクシデントがありましたが、すべてを学びとすることができ今
後につながる有意義な会であったと思います。

 　大仙・仙北地区支部長 高橋　洋子

大仙・仙北 地区支部

「まちの保健室開催」
　9月13日（金）大仙市の大曲イオンショッピングセンターで、ま
ちの保健室を開催しました。ショッピングセンターでの開催は、今
年で3年目になります。
　昨年までは、血圧測定・健康相談・体脂肪測定・乳癌モデルを使っ
ての自己診断指導・ちびっこナース撮影会を実施していましたが、

今年は糖尿病療養指導士によ
る食品サンプル（飲用水）を
使っての栄養指導を行いまし
た。
小さい赤ちゃんをベビーカー
に乗せた若い女性から年配者
まで乳がんモデルを「親が乳
癌だったので時々チェックし
ています。こんな感じですか」

「マンモグラフィは痛いんでしょ」等質問したり興味深げに触って
いました。
　食品サンプルの前には、学校帰りの少年達も訪れジュースの中
の砂糖の量を見て「ヘェこんなに入っているんだ、びっくりだな」
と賑やかにテーブルを囲んでいました。
　ショッピングセンターのお客様だけではなく、職員の方も休憩
の合間に血圧測定に訪れていました。

平成26年度 環境・保健事業
功労者表彰おめでとうございます。

受賞おめでとうございます。

Meritorious Deeds Commendation Ceremony

澤　木　みわ子
山　岡　ふき子
佐　藤　やよい
大　山　純　子
髙　𣘺　𣘺　子
北　嶋　洋　子
田　中　清　子
佐々木　冷　子
鎌　田　さち子
花ノ木　友　子
宮　野　はるみ

　秋田県成人病医療センター 地域医療連携室長

　秋田赤十字病院 看護副部長

　大曲厚生医療センター 看護副部長

　独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 看護師

　平鹿総合病院  看護師長

　北秋田市民病院　看護主任

　かづの厚生病院  看護副師長

　独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 総看護師長

　秋田厚生医療センター 看護部長

　かづの厚生病院  看護部長

　一般社団法人秋田県助産師会理事

平成26年度 環境・保健事業 功労者知事表彰 受賞者 (順不同)

2014年 秋の叙勲　受章
瑞宝双光章

秋田県看護協会

会 長　髙　島　幹　子

公益社団法人 日本看護協会
名誉会員

元 秋田県看護協会

会 長　志　摩　麗　子

公益財団法人 日本訪問看護財団20周年記念行事
訪問看護貢献者表彰

前 訪問看護ステーションあきた管理者 石　川　セツ子

公益財団法人 日本訪問看護財団20周年記念行事
訪問看護貢献者表彰

NPO法人 ゆいの里理事長 山　崎　京　子
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フェスティバルにおいて「まちの保健室」を開催致しました。119
名の地域住民の方々が利用してくださり、昨年と同様に、血圧測
定・体脂肪測定・ちびっこナース撮影・健康相談のコーナーに加え、
今年度はじめての試みとして進路相談・就労相談コーナーを設け
ました。今後も地域住民のニードを的確・タイムリーに捉え活動に
活かしていきたいと思います。

由利本荘・にかほ地区支部長 三浦　瑞枝

由利本荘・にかほ 地区支部

「看護研究発表会」
　平成26年10月24日（金）18時より、座長に由利組合総合病院
看護師長の菊地綾子氏、講師に由利本荘医師会立由利本荘看護学
校副学校長の佐々木澄子氏をお迎えし、開会いたしました。投稿い
ただいた6演題の内容は、「感染対策」、「災害対策」、「患者サービ
ス」、「看取り」と多岐にわたり、いずれも日ごろの取り組みがわか

る興味深いものでした。参加
者は発表者を除き66名で、昨
年に続きたくさんの方におい
でいただきました。参加者の
アンケートで、「司会者、座長
の進行がすばらしく聞きやす
い発表会でした」という評価
をいただき、満足のいく時間
を提供できたかなとうれしく

思っております。
　講師の佐々木先生からいただく講評は毎年参加者に好評で、発
表者や共同演者のみならず、その場にいた全員に「研究に取り組
む」元気をいただいた印象です。
　今回の研究発表会は直前まで投稿内容に関して修正するという
アクシデントがありましたが、すべてを学びとすることができ今
後につながる有意義な会であったと思います。

 　大仙・仙北地区支部長 高橋　洋子

大仙・仙北 地区支部

「まちの保健室開催」
　9月13日（金）大仙市の大曲イオンショッピングセンターで、ま
ちの保健室を開催しました。ショッピングセンターでの開催は、今
年で3年目になります。
　昨年までは、血圧測定・健康相談・体脂肪測定・乳癌モデルを使っ
ての自己診断指導・ちびっこナース撮影会を実施していましたが、

今年は糖尿病療養指導士によ
る食品サンプル（飲用水）を
使っての栄養指導を行いまし
た。
小さい赤ちゃんをベビーカー
に乗せた若い女性から年配者
まで乳がんモデルを「親が乳
癌だったので時々チェックし
ています。こんな感じですか」

「マンモグラフィは痛いんでしょ」等質問したり興味深げに触って
いました。
　食品サンプルの前には、学校帰りの少年達も訪れジュースの中
の砂糖の量を見て「ヘェこんなに入っているんだ、びっくりだな」
と賑やかにテーブルを囲んでいました。
　ショッピングセンターのお客様だけではなく、職員の方も休憩
の合間に血圧測定に訪れていました。

平成26年度 環境・保健事業
功労者表彰おめでとうございます。

受賞おめでとうございます。

Meritorious Deeds Commendation Ceremony

澤　木　みわ子
山　岡　ふき子
佐　藤　やよい
大　山　純　子
髙　𣘺　𣘺　子
北　嶋　洋　子
田　中　清　子
佐々木　冷　子
鎌　田　さち子
花ノ木　友　子
宮　野　はるみ

　秋田県成人病医療センター 地域医療連携室長

　秋田赤十字病院 看護副部長

　大曲厚生医療センター 看護副部長

　独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 看護師

　平鹿総合病院  看護師長

　北秋田市民病院　看護主任

　かづの厚生病院  看護副師長

　独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 総看護師長

　秋田厚生医療センター 看護部長

　かづの厚生病院  看護部長

　一般社団法人秋田県助産師会理事

平成26年度 環境・保健事業 功労者知事表彰 受賞者 (順不同)

2014年 秋の叙勲　受章
瑞宝双光章

秋田県看護協会

会 長　髙　島　幹　子

公益社団法人 日本看護協会
名誉会員

元 秋田県看護協会

会 長　志　摩　麗　子

公益財団法人 日本訪問看護財団20周年記念行事
訪問看護貢献者表彰

前 訪問看護ステーションあきた管理者 石　川　セツ子

公益財団法人 日本訪問看護財団20周年記念行事
訪問看護貢献者表彰

NPO法人 ゆいの里理事長 山　崎　京　子
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理事会 だより

第５回 理事会 日　時■平成26年9月25日(木)　午前9時50分～午後4時20分

場　所■秋田県看護協会　第一研修室

出席者■理事19名、監事2名　　欠席者：理事1名、監事1名

１．議　事
 1）平成27年度重点事項（案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 2）平成27年度予算編成方針（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 3）平成27年度教育企画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 4）平成26年度補正（修正）収支予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 5）公益社団法人秋田県看護協会事務局規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 6）公益社団法人秋田県看護協会経理規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 7）公益社団法人秋田県看護協会公印取扱規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 8）公益社団法人秋田県看護協会秋田県看護センター管理規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 9）公益社団法人秋田県看護協会訪問看護ステーションあきた管理規程の制定について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 10）常任・特別委員会委員の選任について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 11）販売請負事業の廃止について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 12）訪問看護ステーションあきた運営規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 13）秋田県看護協会立居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

２．協議事項
 1）日本看護協会への要望について
　　2）秋田県看護行政懇談会への提示事項について
　　3）職員給与について
　　4）組織体制について

第６回 理事会 日　時■平成26年11月28日(金)　午前9時50分～午後4時15分

場　所■秋田県看護協会　第一研修室

出席者■理事18名、監事3名　　欠席者：理事2名

３．報告事項
　　1）日本看護協会理事会報告
　　2）事業報告
　　　(1) 業務執行状況報告
　　　(2) 地区支部事業報告
　　　(3) 庶務報告
　　3）会計報告
　　4）第3回財務検討委員会報告
　　5）全国職能委員長会報告について

　　　6）平成26年度環境・保健事業功労知事表彰者について
　　　7）北海道・東北地区看護協会長連絡協議会について
　　　8）地区別法人会員会・職能委員長会について
　　　9）広島市土砂災害被災者義援金について
　　 10）新たな財政支援制度にかかるH26計画の事業（案）について
　　 11）その他
　　　　（1）平成26年度会員数について
　　　　（2）平成26年度秋田県看護協会行事・事業日程の変更について

１．議　事
 1）平成27年度秋田県看護協会重点事項（案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 2）平成27年度秋田県看護協会事業計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 3）平成26年度補正予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 4）平成26年度事業区分体系図の変更について(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 5）公益社団法人秋田県看護協会役員の選任に関する規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 6）平成27年度日本看護協会改選役員・推薦委員候補者の推薦について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 7）平成27年度日本看護協会通常総会議長団候補者の推薦について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 8）平成27年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 9）訪問看護ステーションあきた運営規程の一部改正について(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認

２．協議事項
　　1）日本看護協会への要望について
　　2）平成27年度予算編成方針に関する留意事項について
　　3）ナースセンターの移転について
　　4）職員給与等の改正について
　　5）平成27年度秋田県看護協会改選対象役員について
　　6）委員会・特別委員会のあり方について
　　7）平成27年度日本看護協会名誉会員の推薦について

３．報告事項
 1）日本看護協会理事会報告

　　2）北海道・東北地区看護協会長連絡会議報告
　　3）日本看護協会地区別法人会員会・職能委員長会報告
　　4）秋田県看護行政懇談会報告
　　5）事業報告
　　　(1)業務執行状況報告
　　　(2)地区支部事業報告
　　　(3)庶務報告
　　

　6） 会計報告
　7）平成26年度会員入会状況と平成25年度入会金未納者の状況について
　8）中間監査の報告
　9）第4回財務検討委員会報告
 10）教育研修企画の進捗状況について
 11）その他
　　（1）地区支部集会等留意事項

選挙管理委員会 推薦委員会
からのお知らせ からのお知らせ

日本看護協会代議員 及び 予備代議員
立候補 並びに 推薦 について

改選役員 及び 推薦委員

　平成27年6月18日（木）に開催される通常総会において、

改選役員、推薦委員及び代議員等の選挙を実施いたします

ので、立候補並びに受付期間などについてお知らせいたし

ます。（立候補には正会員５人以上の推薦が必要です。）

１．役員
理事　9名（任期２年）

副会長、保健師職能、助産師職能、教育、鹿角、大

館、北秋田、能代・山本、秋田臨海

監事　1名（任期4年）

２．推薦委員 3名 （任期2年）

３．代議員 8名 （任期1年）

４．予備代議員 8名 （任期1年）

Ⅰ　改選役員数と役職名等

平成26年12月15日(月)
　　　～平成27年2月20日(金)（必着）

Ⅱ　立候補受付期間

本会ホームページからダウンロードして
ご使用ください。

Ⅲ　立候補届出用紙

〒010-0874　秋田市千秋久保田町6－6
公益社団法人 秋田県看護協会内　
選挙管理委員会あて

Ⅳ　立候補届出先

（１）秋田県看護協会の目的に沿って、組織を強化・発展　
　　させるよう実践できる人。

（２）秋田県看護協会事業に熱意を持って、
　　共同できる人。

（３）本会の実情に合わせて、定例会に参加できる人。

　平成27年度改選役員、推薦委員及び平成28年度代議員

等の候補者について、会員各位におかれましては、次の項

目に該当する方を公募いたします。

１．推薦基準

平成26年12月15日（月）
　　　～平成27年2月6日（金）（必着）

２．推薦方法
推薦用紙に記入し、郵送でお願いします。

（本会ホームページからダウンロードしてご使用ください。）

３．受付期間

５．推薦書届出先

１．役員
 理事　9名 （任期2年）

副会長、保健師職能、助産師職能、教育、鹿角、大
館、北秋田、能代・山本、秋田臨海

 監事　1名 （任期4年）

２．推薦委員　　　3名 （任期2年）

３．代議員　　　　8名 （任期1年）

４．予備代議員　　8名 （任期1年）

〒010-0874　秋田市千秋久保田町6－6
公益社団法人 秋田県看護協会内　
推薦委員会あて

４．改選役員数と役職名等

平成
２7年度

平成
２8年度
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理事会 だより

第５回 理事会 日　時■平成26年9月25日(木)　午前9時50分～午後4時20分

場　所■秋田県看護協会　第一研修室

出席者■理事19名、監事2名　　欠席者：理事1名、監事1名

１．議　事
 1）平成27年度重点事項（案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 2）平成27年度予算編成方針（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 3）平成27年度教育企画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 4）平成26年度補正（修正）収支予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 5）公益社団法人秋田県看護協会事務局規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 6）公益社団法人秋田県看護協会経理規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 7）公益社団法人秋田県看護協会公印取扱規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 8）公益社団法人秋田県看護協会秋田県看護センター管理規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
 9）公益社団法人秋田県看護協会訪問看護ステーションあきた管理規程の制定について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 10）常任・特別委員会委員の選任について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 11）販売請負事業の廃止について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 12）訪問看護ステーションあきた運営規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　 13）秋田県看護協会立居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

２．協議事項
 1）日本看護協会への要望について
　　2）秋田県看護行政懇談会への提示事項について
　　3）職員給与について
　　4）組織体制について

第６回 理事会 日　時■平成26年11月28日(金)　午前9時50分～午後4時15分

場　所■秋田県看護協会　第一研修室

出席者■理事18名、監事3名　　欠席者：理事2名

３．報告事項
　　1）日本看護協会理事会報告
　　2）事業報告
　　　(1) 業務執行状況報告
　　　(2) 地区支部事業報告
　　　(3) 庶務報告
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 4）平成26年度事業区分体系図の変更について(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
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選挙管理委員会 推薦委員会
からのお知らせ からのお知らせ
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館、北秋田、能代・山本、秋田臨海
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２．推薦委員 3名 （任期2年）
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Ⅰ　改選役員数と役職名等
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Ⅱ　立候補受付期間

本会ホームページからダウンロードして
ご使用ください。

Ⅲ　立候補届出用紙

〒010-0874　秋田市千秋久保田町6－6
公益社団法人 秋田県看護協会内　
選挙管理委員会あて

Ⅳ　立候補届出先

（１）秋田県看護協会の目的に沿って、組織を強化・発展　
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（本会ホームページからダウンロードしてご使用ください。）

３．受付期間

５．推薦書届出先
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 理事　9名 （任期2年）
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館、北秋田、能代・山本、秋田臨海
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４．予備代議員　　8名 （任期1年）

〒010-0874　秋田市千秋久保田町6－6
公益社団法人 秋田県看護協会内　
推薦委員会あて

４．改選役員数と役職名等

平成
２7年度

平成
２8年度
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リスクマネージャー交流会
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No.5

　今回の安全情報では、先日開催した「リ
スクマネージャー交流会」をご紹介します。
次回も多くのリスクマネージャーの方々の
ご参加、お待ちしております！！
　10月18日、交流会を開催しました。
　6施設による実践報告では各施設の安全
対策や取り組みの紹介があり、今後進める
安全対策へのヒントを得ることができまし
た。また、地区支部毎のグループワークで
は各施設の情報交換や抱えている問題点・
課題を共有し、その中でテーマを絞り対策
まで検討した結果をグループ毎に発表して
いただきました。
　限られた時間でしたが、この交流会が参
加者の方々のスキルアップに少しでも繋
がったら幸いです。

実践報告していただき、
ありがとうございました。

男鹿みなと市民病院　
船木　和子さん

平鹿総合病院　
吉川　智子さん

中通総合病院　
宮野はるみさん

大湯リハビリ病院　
木村　郁充さん

市立大森病院　
佐藤　順子さん

大館市立総合病院　
塩谷由美子さん

大湯リハビリ温泉病院
記・三浦真由美

医道審議会保健師助産師看護師分科会
看護師特定行為・研修部会において看護師の「特定行為」を

38行為21区分に意見を取りまとめた
（平成26年12月25日））

　平成26年6月18日、「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係
法律の整備等に関する法律（医療介護総合確保推進法）」が参議院で可決、成立。平成27年10
月から「特定行為に係る看護師の研修制度」が創立されます。
　平成26年12月25日に開催された医道審議会保健師助産師看護師分科会の看護師特定行
為・研修部会で38行為、21区分とすることが取りまとめられました。
　平成24年度看護師特定能力養成調査試行事業課程を７大学院11課程、2研修期間4課程で
行われていましたが、今回、特定研修の内容に関しても次のように取りまとめられました。

【特定行為研修】
○特定行為研修は、講義、演習および実習で構成される、指定研修機関で行う。（指定研修以外
　で一部を実施可能）。また、講義および演習については通信による方法（e-ラーニング等）に
　より行うことができる。
○受講者が、既に履修した学習内容については、教育内容の履修の一部を免除することがで
　きる。また、既に特定行為の実施に係る知識および技能を有している看護師については、当
　該行為区分科目の履修の一部を免除することができる。
＜科目習得の評価＞
○講義、実習等の受講を確認の上、当該科目ごとに試験等を実施。
＜研修の修了の評価＞
○特定研修管理委員会（仮称）を設置し評価を行う。

　詳しくは日本看護協会HP（http://www.nurse.or.jp/）をご覧ください。

平成27年度入会申込を
平成27年9月末日まで受付しております｡
ご入会をお待ちしております｡

お問い合わせは

保健師

助産師

看護師

准看護師

263名

308名

6,168名

256名

秋田県看護協会
平成26年度会員数

日本看護協会費

秋田県看護協会費

　　合　　計

5,000円

6,000円

11,000円

秋田県看護協会　会員管理担当　　☎018-834-0172 まで

会費
内訳

6,995名
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看護あきた 平成26年度 3号

平成26年度 3号

N u r s i n g  A k i t a

Vol .118

編
集
後
記

今回掲載された文章や写真、個人
名・団体名については個人情報保
護法の下、他の目的には一切使用
いたしません。

　1日1日と寒さが強まり、街ではイルミネーションが点灯するなど冬の
訪れを感じられるようになりました。
　育児休暇で少しの間お休みさせていただきましたが、4月からまた広報
委員となり、あらたな気持ちで看護あきたの編集に取り組んでいます。今
後も活発な意見交換をしながら、より良い「看護あきた」をお届けできる
よう取り組んでいきたいと思います。

平成26年度　看護職のＷＬＢ推進フォローアップ
ワークショップの開催について

2月・3月の研修

日　時：平成27年2月4日(水)　13：00-16：00　
　　　  (受付12：30～　オリエンテーション12：55～)

場　所：秋田県看護協会　第一研修室

あ き た看
護

平成26年度 3号
N u r s i n g  A k i t a

Vol.118
公益社団法人秋田県看護協会会報

平成26年度会員数　6,995名 （H26.9.30現在会員数）

保健師  263名　　助産師  308名　　看護師  6,168名　　准看護師  256名

 4  地区活動報告

 5 平成26年度 受賞・表彰おめでとうございます

 6 理事会だより

 7 役員の立候補並びに推薦について

 8 リスクマネージャー交流会

 9 平成27年度 入会申込受付/お知らせ

 1 会長あいさつ
　　   魅力ある秋田県看護協会活動の推進に向けて … 髙島　幹子

 2 シリーズ 看護部長が看護の想いを語る

 3 第41回 秋田県看護学会報告

［目次］

平成27年2月  5日（木）10：00～16：00

平成27年2月19日（木） 9：30～16：00

平成27年2月20日（金）10：00～16：30
平成27年2月24日（火）1日（場所：各施設）
平成27年2月27日（金）14：00～16：00

平成27年3月  9日（月）10：00～16：00

【 保 健 師 研 修 】

【 退 院 調 整 看 護 師 育 成 事 業 】

【訪問看護師と病棟看護師の交流事業】

【地域包括ケアシステム保健師養成事業】

※平成27年度新規にワークショップ
事業への参加を検討されている施
設は秋田県看護協会・秋田県ナー
スセンターまでご相談ください。

●開催場所：秋田県看護協会　第一研修室　●受 講 料：無料

【お問合せ先】　秋田県看護協会 事業部　電話：018-831-8020


