
 本研修会(全4回)は、平成23年度に開始され、これま
でに75名の方が受講し、県内各地で活躍されています。  
 本年度は７名が受講しています。第１回目の公開講座
は20名が参加。講師の堀井先生から｢保健師活動とは｣
｢保健師としての技術とは何か｣について講義がありまし
た。保健師は住民の健康状態のみでなく、生活全体をみ
て総合的に関連づけてアセスメントする職種であるとい
うことを改めて確認出来ました。また個別のアセスメン
ト能力や地域に潜在する健康課題を分析する能力を高め、
事業展開の中から新たな政策課題を提示する等の保健師
の神髄を学び、中堅期保健師としての力量を強化すると
いう目的を押さえていただきました。 
  

保健師の果たす役割を認識し 保健師職能活動に取り組みます  
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 日時：平成29年8月19日（土）10～16時 
 講師：京都看護大学 教授 堀井 とよみ先生 

H29 中堅期コンサルテーション開始 

 日頃から、大分県看護協会保健師職能委員会の活動に御理解・御協力を 
いただきありがとうございます。お陰様で、昨年の創刊号から早くも第３号
がこのたび発行できる運びとなりました。 
 今年度の保健師職能活動では、「全世代型の地域包括ケアシステムの構築
に向けた看護機能の強化」や「健康寿命の延伸に向けた地域連携推進」、
「キャリアラダーを意識した人材育成・研修」を重点として活動して参りま
す。また、保健師が果たす役割を十分に認識しながら、他の３部門の職能と
手を携え、県民の健康づくりに寄与していきたいと思います。 
                  保健師職能委員長 中西 信代 

大分県職種別交流集会報告 

平成29年度職能委員と担当理事の集合写真 

日時：平成29年9月2日（土）10～16時《参加者》287名 

保健師分科会 
《参加者》100名:行政87名 産業・健診1名 包括7名 大学他5名 

行政機関の現場から 

中部保健所健康安全企画課  江藤 有芳 氏 

・「みる(みせる)」「つなぐ」からこそ「動かせる」！ 

全体会 特別講演｢全世代型地域包括ケアシステムを考えよう｣ 
      講師 三重県名張市役所 健康・子育て支援課 
            保健師 上田 紀子 氏 

各分野からの活動報告（保健師が果たす調整機能） 

     保健指導ミーティングのお知らせ 

新任期＆指導者＆管理期の方をはじめ 

多くのご参加お待ちしています！ 

日時：平成29年1１月25日(土) 
     9:15～12:30 
 場所：大分県看護研修会館 
 内容：＊事前アンケート結果報告 
    ＊実践報告（新任期・指導者） 
    ＊ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ（新任期・指導者・統括者）     
       講師 佐伯市地域包括支援センター 
            高畑 郁代 氏         
         

看護協会への新規入会者を募集しています 

（公社）大分県看護協会 ☎097-574-7117 

                    名張市の小学校区を主な単位とする15地域 
                  で展開されている、地域づくり（健康づくり） 
       の取組についてお話いただきました。 
                     行政の役割として、住民主体の活動ができる 
                     仕組みづくり、継続した活動への支援があり、 
                      具体的には健康課題に気づき自ら取り組める
ような情報提供の工夫、共有の場づくり、活動の困難時（例
えば個人情報保護や損害賠償等）の支援等がありました。 
 「この地域で暮らす」という視点で、地域診断や住民の言
葉を大切にしながら、地域の特性（強み弱み）を知り、柔軟
な発想を持って分野や世代を超えてつながり、活動を展開し
ていくことの大切さを改めて教えていただきました。 

 午前中の講義と各分野からの活動報告を基に、「保健師
の役割」と「マネジメント力」をキーワードに年代別グ
ループワークを実施。新任期・中堅期・管理期からの発表
でお互いさらに学びを深め、保健師活動の振り返りや目指
す方向の共有ができました。また、最後の新人紹介では 
フレッシュな新人さんの言葉にみんな癒やされていました。 

介護予防の現場から 

大分市王子地域包括支援センター  矢幡 明子 氏 

・多職種と住民をつなぐ保健師の調整機能 

子育て支援の現場から 

豊後大野市健康推進室  朝見 由佳 氏 

・発達段階で支援が切れ目なくつながるための調整 

次回の堀井先生の公開講座は2月10日（土）です。 
 保健師活動を見つめ直したい方、ぜひご参加を!! 
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看護協会への新規入会者を募集しています
(公社)大分県看護協会 ☎097-574-7117

午前中の講義と各分野からの活動報告を基に、「保健師
の役割」と「マネジメント力」をキーワードに年代別グ
ループワークを実施。新任期・中堅期・管理期からの発表
でお互いさらに学びを深め、保健師活動の振り返りや目指
す方向の共有ができました。また、最後の新人紹介では
フレッシュな新人さんの言葉にみんな癒やされていました。

Vol.４

内訳
市町
村

県
健診
機関

産業 包括 福祉
その
他

計 397 119 77 52 48 3 28

正規 368 105 67 37 44 3 26

嘱託 29 14 10 15 4 0 2

H28：718人（うち正規642人、嘱託等76人）
H29：724人（うち正規650人、嘱託等74人）

昨年度と比較すると、正規職員が増え、特に
市町村の正規職員が12人増えました。
(参考：12月末現在の看護協会加入者は486人

昨年度より30人以上増加）

県内で働く保健師は何人？

平成29年11月～平成30年1月に大分県内で働く
保健師の状況を保健師職能委員会で把握しました。

「すこやか家族博覧会」で 『１日まちの保健室』を開催

日時：平成29年9月23日（土）10～16時 場所：コンパルホール５階 《参加者》600名

大分県が目指している「健康寿命日本一」「子育て満足度日本一」をスローガンに、
「すこやか家族博覧会」（主催：すこやか家族博覧会実行委員会）が開催されました。

講演会、コンサート、赤ちゃんはいはいレース、健康おうえん企業の出展等、館内は
とても賑わいました。実行委員の大分県看護協会は、「健康寿命日本一おうえん企業」
として『１日まちの保健室』を実施。保健師職能委員会の企画で『健康寿命延伸クイズ
ラリー』『健康チェック・健康相談』『子どもの身長・体重測定』を行いました。

当日は乳幼児や子ども達、親世代の青壮年期、高齢者まで幅広い参加があり、自分の
体について楽しく知り、健康への関心を深めました。

日時：平成29年11月25日（土）9:15～12:30
場所：大分県看護研修会館 《参加者》66名

保健指導ミーティングを終えて 大分県保健師連絡会議

新任期（対象者や先輩からの学び）

大分市東部保健福祉センター 斎藤 蓉子 氏

・必要時にすぐ動く“フットワーク”
・対象者に会えなくても諦めない
・エビデンスに基づいた保健指導
・個別性に合わせた視点・関わりが大切

プリセプター（自身の保健指導及び
新任期への指導で大切にしていること）

大分市東部保健福祉センター 佐古 朋子 氏

・対象者が自らの課題に気づくように
PDCAのプロセスに巻き込むことが大切

・対象者に伝わっているか常に省みること
・何故行う必要があるのかという根拠を

伝えること。常に対象に寄りそう姿勢を

講演 ｢保健指導のスキルアップを目指して｣
講師 佐伯市地域包括支援センター 高畑 郁代 氏

実践報告 この会議は、平成21年9月に設置され、昨年度
から看護協会事業として位置づけられました。

委員は、産業保健、教育機関、行政、介護保険
関係事業所、大分県国民健康保険団体連合会、看
護協会（保健師職能委員含む）の代表者で構成さ
れています。

県内の保健師全体の現状と課題を抽出し、どの
分野に働く保健師も現場で専門性を発揮できるよ
う、現在「保健師のキャリアラダーと実践能力を
高める研修体系の構築」に取組んでおり、平成
30年度中に完成予定です。

日時：①平成29年9月30日(土) 13:30～15:30
②平成30年1月27日(土) 13:30～15:30

場所：大分県看護研修会館《参加者》①②共12名

※グループワークでも多くの学びを共有しました。

講 演

保健師になろうと思った原点・恩師と
の出会いをはじめ、保健師魂を熱くお話
いただきました。中でも、厚労省モデル
事業の取組みでは、多忙の中でも保健師
同士、みんなで考えることで目標が明確
に導き出され、そのプロセスをとおして

団結力や各自の成長につながったそうです。
また、保健師は常に「誰のために、何のために仕事や
業務をするのか」を自身に問いかけること、どの部署に
配属されても自分の立場で何が出来るかを考えて動くこと、
事業をこなすのではなく、事業をとおして地域をみるこ
と、個別の課題を地域全体の健康課題として組織的に展
開すること等、保健師として、人としての生き方を教え
ていただきました。
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●●職能別交流集会（保健師）●●
「災害時に保健師として活動するために」

～保健師活動マニュアルの作成と活用～
発表：豊後高田市

竹田市

大分県職能別交流集会及び

保健師職能分科会が開催されました

平成３０年度保健師職能委員のご紹介と挨拶

日時:１回目：平成30年8月25日(土)＊公開講座
２回目：平成30年1月12日(土)予定

講師:国立保健医療科学院 生涯健康研究部
公衆衛生看護研究領域 奥田 博子氏

中堅保健師のキャリア形成研修が

スタートしました！！

大分県保健師連絡会議、開催される！

県内の保健師全体の現状と課題を抽出し、どの分野に
働く保健師も現場で専門性を発揮できることを目的に、
「保健師のキャリアラダーと実践能力を高める研修体系
の構築」に取組んでおり、今年度完成予定です。

日時：①平成30年8月18日(土) 13:30～15:30
②平成31年1月19日(土) 予定

保健指導ミーティングを開催します

日時：平成30年11月10日(土)
9：15～12：30

講師：国東市福祉課子育て支援係 小笠原玉代氏
実践報告：佐伯市より
対象：行政、産業、健診・医療機関、介護分野等

の新任期（1～３年目）の保健師及び指導
保健師、統括保健師

内容：実践報告、グループミーティング、講演

日時：平成30年10月6日(土) 
全体会 9:30～11:50
メインテーマ「地域の災害看護を考えよう～被災地
から学ぼう」
講 演 :｢大分県の災害医療体制について｣
講 師：大分県福祉保健部医療政策課 小代哲也氏
シンポジスト：「災害対応からの学び」
①津久見中央病院 看護部長 戸田 美穂子氏
②西部保健所 参事兼地域保健課長 遠入 玲子氏
③熊本市立熊本市民病院 産科師長 桑原 美保氏
ランチョンセミナー：12:00～12:45
テーマ:「健康寿命延伸の取組について(仮題)」
講 師:松本悠輝氏（医師・大分市民健康ネット

ワーク協議会会長）・大分県信用組合
分科会 13:00～16:00 ✿保健師職能分科会✿
「災害時に保健師として活動するために

～保健師活動マニュアルの作成と活用～」
・事例発表：豊後高田市 本田倫江氏

竹田市 内川充枝氏
・グループワーク
＊83名の参加があり、充実した交流集会でした

新任期＆指導者＆管理期の方をはじめ

多くのご参加お待ちしています！

講師に国立保健医療科学院の奥田博子氏をお招きし、
中堅期保健師に求められる実践能力を高めるために今
年度開催しています。

研修では、地域ケアシステムの構築に関する事前課
題を各自作成し、当日はグループワーク演習を通じて
理解を深めています。８月２５日には、16名が受講し、
公開講座として20名の聴講がありました。
講義の前半では、「中堅期保健師のあるべき姿」
についてキャリアラダーや保健活動
指針に沿ったお話しがあり、
求められている能力の一つとして
地域ケアシステム構築の重要性を
学びました。後半は、事前課題を
基にグループワークを行い、
解決すべき健康課題に対する具体
的な展開方法について理解を深めることができました。

中堅期保健師のあるべき姿、得ておくべき能力とは

平成30年度保健師職能委員

地域包括ケアの推進は、今や、あらゆる方面にその重要性が認知されており、誰もが
活用できる地域包括ケアの仕組みを地域に根付かせていかねばなりません。そのため、
保健師には対人支援の力や看護職としての医学的視点での判断力、制度理解や制度運
用のための業務遂行力、成果を生み出す企画力と実行力に加えて、多職種連携を推進
するための組織横断力や調整力が必要とされています。
地域包括ケアシステムづくりは、予防活動から、暮らしやすさや生きやすさに繋がる
資源の創出への支援、その活動を互助の力で守り支えあえる地域づくりなど、健康寿
命の延伸と医療費適正化につながる、保健師活動そのものです。保健師職能員会では、
県内の保健師が顔の見える連携を強化し、その推進を加速させていきたいと思います。

今後の活動の
お知らせ

看護協会への新規入会者を募集しています
(公社)大分県看護協会 ☎097-574-7117
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保健師指導ミーティングの開催

日時:平成30年9月6日（日）9:30～15：30
場所：コンパルホール 参加者：800名

すこやか家族博覧会開催

日時：平成30年11月10日（土）9:15～12:30 参加者：87名
実践報告：佐伯市健康増進課 河野 朱音氏 講演『保健師指導のスキルアップを目指して』

大友 淳子氏 講師：国東市 小笠原玉代氏

看護協会への新規入会者を募集しています
(公社)大分県看護協会 ☎097-574-7117

新任期の立場で、佐伯市の河野さんから、集団へのアセ
スメントや保健指導の実際について報告していただきまし
た。さらに、プリセプターであ
る大友さんには、佐伯市保健師
の現状と新任期保健師への指導
の実際を報告していただきました。

長年、国東市で保健活動してきた
小笠原さんを講師としてお招きし、保健
指導のスキルアップをテーマに講演
していただきました。
保健師としてどのように地域で活動を

行っていくかなど、専門職としてのブレ
のない基軸を教えていただきました。

今年は、「災害」をテーマに午前の全体会では各講師
より過去の災害の状況、災害時の対応について講演があ
りました。保健所の保健師としての実際の対応について、
他職とどのように連携を行ったか講演していただきまし
た。
午後の保健師職能分科会では「災害時における保健師

活動マニュアルの作成と活用」をテーマにこれまでに
あった災害の振り返り、災害にあった時の保健師として
の対応、保健師活動マニュアルの作成について講演して
頂きました。

日時:平成30年10月6日（土）
全体会 9:30～11:50
講師：津久見医師会立津久見中央病院 戸田美穂子氏

大分県西部保健所地域保健課 遠入 玲子氏
熊本市立熊本市民病院 桑原 美保氏

保健師職能分科会 13:00～16:00
講師：竹田市萩支所地域振興課市民係 内川 充枝氏

豊後高田市健康推進課 本田 倫江氏
参加者：83名

日時:平成30年12月1日（土） 13:00～16:00
シンポジウム
講師：中津市民病院 河野 弘美氏

国東市地域包括支援センター 平本 尚美氏
井野辺病院 河野 壽壽代氏
燈園訪問看護ステーション 末岡 忍氏

特別講演
講師：大分県東部保健所 内田 勝彦氏

この交流会は、看護職能の連携強化を目的に、今年度
初めて開催しました。
各職能のシンポジストから、「多職能と連携した活

動」をテーマに、普段どのように多職能と連携している
かを報告していただき、フロアと意見交換を行いました。
参加者からは、活発な意見が多く出され、今後の活動
につながる有意義な交流会であったという声が寄せら
れました。

大分県職能別交流集会及び
保健師職能分科会開催

H29：724人（正規650人、嘱託等74人）

H30：734人（正規660人 嘱託等74人）

（協会入会者 492人）

昨年度と比較すると、正規職員が10人増えました。

内訳 市町村 県
健診
機関

産業 包括 福祉 その他

計 402 123 79 46 54 3 27

正規 367 106 70 40 49 3 25

嘱託 35 17 9 6 5 0 2

県内で働く保健師は何人？

平成30年12月末現在、大分県内で働く保健師の状況を

保健師職能委員会で把握しました。

看護職連携強化交流会開催

大分県が目指している「健康寿命日本一」「子育て

満足度日本一」をスローガンに、すこやか家族博覧会

が開催されました。大分県看護協会は、県の健康応援

事業所として、大分県助産師会

と共催し、健康寿命延伸クイズ

ラリー、健康チェック・健康相

談、子どもの身長体重測定を行

いました。
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日時:令和元年7月26日(金)
講師:京都看護大学

特任教授 堀井とよみ氏

中堅保健師の研修会
が開催されました！

保健指導ミーティングを開催します

日時：令和２年1月11日(土)
9：30～12：30

講師：未定
実践報告：未定
対象：行政、産業、健診・医療機関、介護分野等

の新任期（1～5年目）の保健師及び指導
保健師、統括保健師 等

内容：実践報告、グループミーティング、講演

【分科会】 ✿保健師職能分科会✿
「災害をイメージし、動ける保健師に！」
講話：「災害時の保健活動とは」
講師：大分県福祉保健部健康づくり支援課

地域保健推進監 後藤芳子氏
演習：南部保健所地域保健課

主幹（総括）高森洋子氏
主幹 市原恭子氏
大分県福祉保健部健康づくり支援課
主幹 吉田 知可氏

新任期＆指導者＆管理期の方をはじめ
多くのご参加お待ちしています！

京都看護大学の堀井とよみ
先生をお招きして開催した標
記研修会には、３２名の保健
師の参加がありました。
講義では、保健師活動基盤

基礎調査結果から今の中堅期
の現状と課題、これからの統
括保健師に求められる能力、
政策課題に応じた政策提言の
重要性等を学び、改めて中堅
期コンサルテーションプログ
ラムの必要性を認識できまし
た。相変わらずパワフルで大
満足なご講義でした！

テーマ
「地域保健活動の主力となる
中堅期保健師の成長と育成」

大分県職能別交流集会及び保健師職能分科会
が開催されました！

日時：令和元年9月7日(土) 
【全体会】
メインテーマ
｢災害をイメージし､動ける看護職に！｣
基調講演
①｢災害は必ずやってくる！

そのときあなたはどうする？｣
講師：大分県生活環境部防災対策企画課

主幹（総括）山口満氏
②｢熊本地震を振り返って-災害拠点病院

としての対応と看護管理者のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-｣
講師：済生会熊本病院

副院長兼看護部長 宮下恵理氏

6月から保健師職能委員会メンバーが新体制となりました。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。
2019年度の保健師職能委員会は、
「地域包括ケアシステムの構築・推進に関する課題発見・意見集約」
などの活動方針の下、地域共生社会の実現を目指します。
これまでの活動により地域包括ケアの重要性が認知されてきており、
誰もが活用できる仕組みづくりが求められています。
そのため、保健師には対人支援の力や看護職としての医学的視点での判断力、制度理解や制度運用のための業
務遂行力、成果を生み出す企画力と実行力に加えて、多職種連携を推進するための組織横断的な調整力が必要
とされています。保健師職能委員会では、これらの能力発揮と保健師活動の見える化を図ると同時に、保健師
のみならず、看護職同士が顔の見える連携を強化し、地域包括ケア推進を加速させていきたいと思います。

令和元年保健師職能委員

今年は「災害」をテーマに午前の全体会では各講師より過去の災害の状況、
今後の災害発生予測、災害時の対応について講演がありました。
午後の保健師職能分科会は113名の参加があり、避難所における保健活動の
アセスメント力や対応力の向上を目的とした演習が実施されました。実際の
災害を想定し、限られた時間のなかでのアセスメントや報告を実施しました。

【ランチョンセミナー】
テーマ:「がんを知ろう！」講師:大分大学副学長・医学生物学教授 松浦恵子氏

看護職連携強化交流会を開催します

テーマ：看護職の連携による、地域包括ケアの推進
シンポジウム：各職能からの実践報告
講演：未定

看護協会への新規入会者を募集しています
(公社)大分県看護協会 ☎097-574-7117

日時：令和元年12月14日（土）13:00～16:00

～今後の活動のお知らせ～
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