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公益社団法人 高知県看護協会




会長 宮  育子




会員の皆様には､ ますますご健勝でご活躍のことと存じます｡




日ごろから看護協会事業にご支援ご協力をいただきありがとうございます｡



さて､ 皆様もご承知のとおり､ 私ども高知県看護協会は､ この４月１日から公益 


社団法人高知県看護協会として新たにスタートいたしました｡




昭和60年11月に社団法人としてスタートしてから､ 26年４カ月が経過しました｡


 その間､ 看護協会会館の建設やこうち看護協会訪問看護ステーションの開設などがありましたが､ このた 



 びの公益法人化は､ 本会にとって､ それらに匹敵する大きな出来事であります｡


平成20年12月に施行された公益法人制度改革関連三法に伴い､ 本会は､ 公益法人化を目指して､ 平成21 


 年度から公益法人検討プロジェクトを立ち上げ､ 本格検討に入りました｡


平成22年度通常総会において ｢新たな社団法人の理念・骨子について｣ の承認を得て､ さらに､ 平成23 

 年度通常総会では､ ｢公益社団法人高知県看護協会新定款案｣ が承認され､ そのことを受けて､ 本格的に 



 移行認定申請作業に入りました｡


平成23年11月９日には､ 高知県に移行認定申請を行い､ 平成24年２月20日に (全国の都道府県看護協会 

 で20番目)､ 無事､ 認定の答申を受けることができました｡ 公益法人化への取り組みの過程では､ 様々な 


 苦労もありましたが､ 会員の皆様方をはじめ､ 役員､ 事務局職員､ 県当局や日本看護協会など関係各位の 


 ご支援・ご協力をいただき､ 作業を進めて参りました｡ そのことがなければ､ 公益法人化は成し得なかっ 

 たことであり､ 皆様方に深く感謝を申し上げる次第です｡



今後は､ 公益社団法人として､ 新定款に基づき､ 看護職が､ 教育と研鑚に根ざした専門性に基づき看護 


 の質の向上を図るとともに､ 安心して働き続けられる環境づくりを推進し､ あわせて地域のニーズに応え 
 る看護領域の開発・展開を図ることにより､ 県民の健康な生活の実現のために寄与するという使命のもと､ 



 各種の事業を展開して参ります｡


４月14日には､ 第１回の理事会を開催し､ 事業報告､ 重点事業と事業計画､ 収支予算､ また､ 数々の規 


 則・規程等の協議事項を審議いただきすべて承認されました｡


公益法人移行後は､ 事業報告､ 決算・監査報告､ 重点事業及び事業計画､ 収支予算は､ 理事会での決議 



 事項となりましたので､ ６月16日に開催予定の平成24年度通常総会では､ これらを報告させていただきま 

 す｡ このように､ 公益目的事業や理事会・



 総会などの運営も変わります｡


公益社団法人として法令等を遵守し､



 社会的な評価も受けながら､ さらに県民



 に信頼される団体を目指し､ 看護職とし

 ての責任と誇りを持って､ ともに取り組



 んで参りましょう｡


皆様方の一層のご支援とご協力をお願



 いいたしまして､ 公益法人スタートにお


公益社団法人 高知県看護協会 第１回理事会

 けるご挨拶とさせていただきます｡
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本会が公益社団法人高知県看護協会として新たにスタートするにあたり新定款に則り､ 組織の運営
や事業の実施に関し変更事項が生じますので､ 総会に先立ちお知らせいたします｡
変更のポイントは､ 昨年度までの総会の決議事項の一部が報告事項に変更となります｡ (詳細は新
定款13条をご参照ください｡)
総会決議事項は会費等の額､ 定款の変更､ 理事及び監事の報酬等の額､ 理事及び監事の専任又は
解任等となります｡ 収支予算､ 決算､ 事業計画や事業報告は理事会の決議事項になり､ 総会では報告
事項となります｡ また､ 実施する事業は､ 新定款第２章目的及び事業の第４条第１項〜第６項に則り､
公益目的事業を各職能委員会､ 常任委員会､ 特別委員会､ 地区支部活動等で具体的な事業計画を企画
し実施していきます｡ 定款事業内容は以下のとおりとなります｡


１. 県民の健康及び福祉の増進に寄与するため､ 看護職に対して､ 職業倫理と資質の向上を図る
教育・研修事業
２. 訪問看護・健診・相談等の実施により地域活動に参画し､ 県民の健康づくりや地域医療の推
進に貢献する事業
３. 安心・安全な医療環境を推進するため､ 看護職の確保・定着を促進するとともに､ 広く県民
に ｢看護の心｣ の普及に努めるなど､ 次世代を担う人材の育成を図る事業
４. 日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業
５. 施設の貸与に関する事業
６. その他本会の目的を達成するために必要な事業
上記事業に従って活動し､ その上で本年度特に重点的に取り組む事業は以下の３点としました｡



 

１. 南海地震に備え､ 災害看護体制の強化と推進
２. 在宅医療を支える訪問看護の推進とネットワークの構築
３. 働き続けられる労働条件・労働環境の改善
本年度も会員の皆様とともに､ 公益社団法人に相応しい事業活動を行いますので､ ご理解・ご協
力をお願いします｡

４




平成24年４月23日
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開催日

平成24年６月16日 (土) ９：00〜13：00

８：30

開

場

７

職能委員会報告

８：55

オリエンテーション

８

常任委員会報告

９：00

開

９

特別委員会報告

10

地区支部活動報告 (説明､ 質疑)

11

平成23年度決算報告並びに監査報告

会

物故会員への黙祷
会長挨拶

10：40

来賓祝辞

(説明､ 質疑)

来賓紹介

12

平成24年度重点事業及び事業計画

祝電披露

13

平成24年度収支予算 (説明､ 質疑)

受賞者紹介

11：10

花束贈呈

９：30

９：40

２

平成24年度改選役員､ 推薦委員､ 代

議長団選出

議員及び予備代議員の選出について

記録係・議事録署名人任命

(選挙管理委員紹介､ 候補者紹介､

審議事項

投票)

第１号議案

11：40

投

公益社団法人高知県看護協会総会運

12：10

平成23年度オーストラリア ｢看護管理・

営規則 (案) について (説明､ 質疑､
採決)

10：10

第２号議案

受賞者謝辞

１

９：50

審議事項

票

地域看護研修｣ 報告
12：40

改選役員・委員・代議員等当選者発表

報告事項

退任役員への謝辞

１

日本看護協会理事会報告

退任役員代表挨拶

２

日本看護協会法人会員会報告

新役員紹介

３

日本看護協会通常総会報告 (説明､

新役員代表挨拶

質疑)

綱領の宣言

４

高知県看護協会理事会報告

協会歌斉唱

５

高知県看護協会地区支部長会報告

６

平成23年度事業報告

13：00

閉

会
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平成24年３月３日 (土) に平成23年度高知県看
護協会看護研究学会が開催されました｡
｢看護の力｣ をメインテーマに207名の参加者
を迎え､ ｢人材育成｣ ｢看護実践｣ ｢医療安全｣ ｢継
続看護｣ の４群に分かれて､ エキスパート受講生
６グループの発表を含め計21題の発表がありまし
た｡
演題は､ 身近なテーマで看護実践に活かせる内
容が多く､ 会場から質問が集中する群もあり､ 興
味を持って聞いていた様子が伺えました｡
午後は､ ｢今こそ専門能力を共有し､ 高めよう看護実践力｣ をテーマに､ ５つの分野の認定看護師を迎えて､
シンポジウムが行われました｡
認定看護師の役割やこれからの課題などを具体的に発表され､ 活動の実際を知る機会となりました｡ フロ
アからは ｢認定看護師の教育課程に進むにあたって､ 所属している組織からどのような支援が得られたか｣
等の質問が寄せられるなど､ 看護の専門性の向上にむけて､ 意欲を感じさせる質疑応答の場面も見られまし
た｡
今後､ 認定看護師を目指す仲間が増え､ 病院・施設だけでなく地域へつながる活動のきっかけになること
を期待しています｡

(広報出版委員会)

֓ၷႻરર

̤̠̮̰̞̳͛́͂͘Ȋ
平成24年２月７日に､ 永年､ 地域医療に貢献してきた人をたたえる第40回医療功労賞 (読売新聞社主催､
厚生労働省他後援) に､ 県内から秋田美智子さん (｢県在宅保健活動者なでしこの会｣ 会長､ 元高知県看護
協会会長) と田中美保さん (｢訪問看護ステーションのぞみ｣ 所長) が選ばれ受賞されました｡ 今回は､ 看
護職のダブル受賞ということで誠におめでとうございます｡ お二人のますますのご健勝とご活躍をお祈りい
たします｡

５


６




平成24年４月23日
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須崎・窪川地区支部は､ ８名の委員で活動を行っています｡ 毎月第一火曜日､ 須崎福祉保健所に集まり､
研修会の予定を立てたり､ 色々な情報交換を行っています｡
平成23年度の活動としましては､ ９月10日 (土) ｢看護・介護実践発表交流会｣ を須崎市立市民会館で行い
ました｡ 口演８題と講演 ｢医療職として知っておきたい腰痛｣ ｢看護覚え書き｣ 映画上映も行い､ 盛りだくさ
んの内容となりましたが､ 155名の参加がありました｡ また､ その後の交流会にも20名の参加がありました｡
10月29日 (土) には ｢須崎市健康ふくしまつり｣ に協力し､ 骨密度測定を行いました｡
本年度は初めての取り組みとして､ 吾川・佐川地区支部との合同研修を企画､ ２月25日 (土) テーマ ｢災
害に対する備え｣､ 講師を高知赤十字病院

寺尾浩先生にお願いし､ 須崎市総合福祉センター２Ｆで開催しま

した｡ 参加者は103名でした｡

      









昨年好評だった事業に加え､ 土佐山田・本山・南国地区支部や看護制度委員と協同して､ 減少しつつある
高知県東部で働く看護職数の増加を目指し､ 地元で開催されているイベントに参加､ そこで看護職の多方面
に渡る活躍や､ 看護職に就くための学校の紹介といった進路相談などを行いました｡ しかし､ 初めての試み
であった為か､ ターゲットとする中・高校生を集めることに苦慮､ 少ない参加者という結果となりましたが､
次年度に向けてのいい経験となったと思います｡ ぜひ次は､ 室戸・安芸地区でのイベントで再チャレンジし
て成功させたいと考えています｡ また､ 平成23年度という年は､ 未曽有の災害が起きた大変な年となりまし
た｡ 私達は､ 今後､ 必ず起こるといわれている南海地震に備えて､ この教訓を必ずや忘れないよう､ みんな
で共有し､ さらに学びたいと考え ｢災害時のこころのケア｣ 研修会の開催や､ 各市町村で企画・運営されて
いる災害訓練に積極的に協力､ 防災会議等では､ 看護協会の代表として討議の場に参加させていただきまし
た｡ 今後も継続すべき災害支援活動の足がかりとなる年になったと考えます｡ これらの活動にご賛同､ ご支
援していただいた皆様に深く感謝します｡
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５月に ｢よこせと海辺のにぎわい市｣､ 11月に高知市の日曜市で ｢町の保健室｣ を開催しました｡ 例年通り
の血圧測定､ 体脂肪測定､ 健康相談､ 介護相談､ メンタルヘルス相談に加えて､ 今年は東日本大震災を受け
て ｢よこせと海辺のにぎわい市｣ で､ 災害支援ナースに参加していただき､ 活動内容についての紹介やパネ
ル展示を行いました｡ ７月には､ 高知南高校で開催されました ｢ボランティア研修会〜福祉体験スクール〜｣
に参加し､ 30名の高校生に妊婦体験､ 老人体験､ 血圧測定体験､ 看護学校紹介等を行いました｡ また､ 研修
会として10月に ｢看護師の感情労働とメンタルヘルス｣ について､ 海辺の杜ホスピタル精神看護専門看護師
福田

亜紀先生にご講演いただき､ 自分の感情傾向や不調に気づき､ メンタルヘルス対策を自分で行うた

めの方法について楽しく学ぶことができました｡ 日々の業務にお忙しいなか地区支部の皆様のご指導ご協力
のもと平成23年度の活動を終えることができありがとうございました｡ 今後も皆様にご意見やご指導いただ
きながら支部活動の活性化に努めたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします｡

       









11月に､ ｢いの町健康福祉祭り｣､ ｢越知町の健康福祉祭り｣ にそれぞれ２名が参加し､ 地域住民とのふれあ
い活動として､ 血圧測定､ 健康相談コーナーを開設し､ 多数の参加者でにぎわいました｡
12月には､ 伊野商業高校で中学・高校生の福祉活動を目的としたコース別研修会に２名が参加､ 学生100名
のうち､ 看護のコースには30名という一番多い人数が集まり､ 学生､ 講師も真剣に取り組むことができまし
た｡
１､ ２月は研修会を開催｡
１月28日

テーマ ｢地域連携と訪問看護｣

① 在宅療養者と家族の思いを支える地域連携
講 師
②

高知県看護協会常任理事

森下

幸子 氏

高知県の在宅緩和ケアの現状と在宅移行から看とりを支える訪問看護活動
講 師

こうち看護協会訪問看護ステーション がん看護専門看護師

場 所

佐川町

弘末

美佐

氏

高北病院３Ｆ会議室

多数の参加者とともに､ 相手を思いやる心の大切さを､ また自宅での看とりでは､ 対象者の思いを引
き出し､ 家族と共に寄り添い支えていく訪問看護の姿を学ばせていただき､ 感動で心が震えました｡
２月25日

テーマ ｢災害時に備え看護者としての心得｣
講

師

高知赤十字病院救命救急センター 救急看護認定看護師 寺尾

浩

氏

須崎地区との合同で開催｡ 東日本大震災での活動をふまえ､ 実際に訓練をしておくことの必要性､ 真
剣に何度でも繰り返し行うこと､ そして心の準備や皆で行い仲間意識を育てておくことの大切さを実感
しました｡

８
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＊報告事項
１. 職能委員会報告
２. 各委員会報告
３. 委嘱を受けている諸会議の報告
４. 平成24年度高知県看護協会長表彰について
５. 第40回医療功労賞受賞者決定 (読売新聞社) について
６. 公益社団法人移行について進捗状況
７. 第44回 (平成25年度) 日本看護協会学術集会開催に関する意向に
ついて
＊協議事項
１. こうち訪問看護ステーション就業規則 (案)
２. 看護職能委員会 ｢Ⅱ介護・福祉関係施設・在宅等領域｣ について
３. 看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン (案) に関する
意見について
４. 平成24年度全国看護セミナー開催について (日本看護協会出版
会より依頼)
５. ＨＰへのリンク貼り付け作業依頼 (日本看護協会出版会より依頼)
６. 看護師養成所設置について
７. 優良看護職員の厚生大臣表彰受賞候補者の推薦について
８. 平成24年秋の叙勲・褒章受章者の候補者の推薦について
９. 高知県小児医療体制検討会議委員の推薦について


＊報告事項
１. 常務理事会報告
２. 職能委員会報告
３. 各委員会報告
４. 委嘱を受けている諸会議の報告
５. 公益社団法人移行について進捗状況
６. 平成24年度全国看護セミナーの決定について
＊協議事項
１. 公益社団法人高知県看護協会定款 (案) の一部改正について
２. 公益社団法人高知県看護協会細則 (案) の一部改正について
３. 役員の報酬及び費用に関する規程 (案) の一部改正について
４. 高知県看護協会就業規則 (案) について
５. 嘱託職員の賃金について
６. 平成23年事業報告 (案) について
７. 平成24年度事業計画 (案) について
８. 平成24年度収支予算 (案) について
９. 公益社団法人高知県看護協会職務権限規程 (案) について
10. 平成24年度業務執行理事の業務分担 (案) について
11. 事務局体制 (案) について
12. こうち看護協会訪問看護ステーション所長の人事について
13. 第３回地区支部長会議題について
14. 木村看護教育振興財団 平成24年度 ｢イギリス看護管理｣ 研修
の参加推薦について
15. ｢いきいき百歳大交流大会｣ 準備委員会の委員について
16. ｢グリーン市民ネットワーク高知｣ からの依頼事項


＊報告事項
１. 職能委員会報告
２. 各委員会報告
３. 委嘱を受けている諸会議
４. 平成23年度第７回理事会
５. 平成23年度ナースセンター担当者会議
６. 平成23年度第２回全国職能委員長会
７. 平成24年度職能委員の推薦について
８. 公益社団法人高知県看護協会職員担当業務について
９. 日本看護協会表彰の決定について
＊協議事項
１. 公益社団法人高知県看護協会定款 (案) 一部改正について
２. 平成24年度高知県看護協会スローガンの廃止について
３. 平成24年度通常総会プログラム (案) 作成の検討について
４. 平成23年度事業報告 (案)
５. 平成24年度重点事業並びに事業計画 (案)
１) 平成24年度教育計画 (案)
２) 非会員の受講料改定 (案) について
６. 平成24年度収支予算 (案)
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７.
８.
９.
10.
11.
12.
13.
14.

公益社団法人移行後の理事会運営について
平成24年度日本看護協会通常総会の一般参加について
公益社団法人高知県看護協会理事会運営規則 (案) について
公益社団法人高知県看護協会常任理事会運営規則 (案) について
公益社団法人高知県看護協会職能委員会規則 (案) について
木村教育振興財団 ｢平成24年度イギリス看護管理｣ 研修について
公益社団法人高知県看護協会就業規則 (案) について
公益社団法人高知県看護協会講師謝礼規程 (案) について


 
＊報告事項
１. 第８回常務理事会報告
２. 職能委員会報告
１) 保健師職能
２) 助産師職能
３) 看護師職能
３. 各委員会報告
４. 委嘱を受けている諸会議
５. 平成24年度職能委員の推薦状況について
６. 高知県看護協会長表彰推薦状況について
７. 平成24年度日本看護協会通常総会の一般参加
＊協議事項
１. 公益社団法人高知県看護協会定款の一部改正 (案) について
２. 公益社団法人高知県看護協会役員の報酬及び費用に関する規程
(改正案) について
３. 平成24年度高知県看護協会スローガンの廃止について (案)
４. 平成23年度事業報告 (案)
５. 平成24年度重点事業並びに事業計画 (案)
６. 平成24年度教育計画 (案)
７. 平成23年度事業報告書 (案) 作成について
８. 平成24年度収支予算 (案)
９. 平成24年度公益社団法人高知県看護協会通常総会の運営について
１) 総会プログラム (案) について
２) 総会当日役割分担及び当日配置 (案) について
10. 規則・規程等関係
１) 公益社団法人高知県看護協会総会運営規則 (改正案) について
２) 公益社団法人高知県看護協会理事会運営規則 (案) について
３) 公益社団法人高知県看護協会常任理事会運営規則 (案) について
４) 公益社団法人高知県看護協会地区支部運営規則 (案) について
５) 公益社団法人高知県看護協会職能委員会規則 (案) について
６) 公益社団法人高知県看護協会委員会規則 (案) について
７) 公益社団法人高知県看護協会選挙規程 (改正案) について
８) 公益社団法人高知県看護協会代議員及び予備代議員規程 (案)
について
９) 公益社団法人高知県看護協会就業規則 (案) について
10) 公益社団法人高知県看護協会専任役員就業規則 (案) について
11) 公益社団法人高知県看護協会嘱託職員就業規則 (案) について
12) 公益社団法人高知県看護協会こうち看護協会訪問看護ＳＴ就
業規則 (案) について (正規)
13) 公益社団法人高知県看護協会こうち看護協会訪問看護ＳＴ就
業規則 (案) について (臨時・パート)
14) 公益社団法人高知県看護協会給与規程 (案) について
15) 公益社団法人高知県看護協会こうち看護協会訪問看護ＳＴ給
与規程 (案) について
16) 公益社団法人高知県看護協会謝礼規程 (改正案) について
17) 公益社団法人高知県看護協会事務局設置規程 (案) について
18) 公益社団法人高知県看護協会旅費規程 (改正案) について
19) 公益社団法人高知県看護協会会館管理規程 (改正案) について
20) 公益社団法人高知県看護協会駐車場管理規程 (改正案) について
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今年は､ 高知が全国トップで桜の開花を発表し､ 春を告げました｡ 県協会の向かいの桜も綺麗に花
をひろげ､ 空の青さと春風に揺らぐ淡い桜色のコントラストで楽しませてくれています｡ さあ､ 新年
度が始まりました｡ 桜のように良いスタートを切りたいものです｡
(広報出版委員 石元)

