
　　　　　　　　平成25年度　（鹿児島  )地区活動報告　　　　　　　　　　　　
時　期：　　9　月～　10　月

項　　目 内　　容 開催日時 場所
出席者数（看
護協会員）

その他
(住民参加者

数等）

評議員会 1.役員会報告 9月27日（金） 看護研修会館 23人

１）理事会・地区理事会報告

2）新人看護職員合同研修会について

　種子島・屋久島で開催した企画会議報告

　研修企画案報告

3）地区規約の改定について

4）会員加入促進について

　9月20日現在の会員数5,520人

5)傷害保険更新について

2.委員会報告

・教育…第2回リフレッシュ研修評価、第3回研修案内発送作業

・公益…まちの保健室山形屋看護展反省と次年度に向けた検討

・出版規約…地区だより構成

・推薦…推薦依頼の検討

評議員会 1.役員会報告 10月25日（金） 看護研修会館 23人

1)新人看護職員合同研修会について

２）ＣＫＤ会議報告

３）その他

２．委員会報告

・教育…第3回研修会打合せ、第4回研修案内発送作業

・公益…11月3日おはら祭の準備

・出版規約…地区だより構成

・推薦…地区長が決定していない、推薦依頼の検討

教育事業 第2回研修会　リフレッシュ研修 9月14日（土） フォンタの丘かもう22人

・当日欠席が2人でおり、勤務していた 10時～17時 吉田研修センター

・ＯＢの参加が多かった。

公益事業 「まち保健室」第34回山形屋看護展 9月7日（土） 山形屋デパート 56人 264人

・来場者の健康に対する意識が高い 10時～16時 7階社交室

・アピール方法を考える必要がある

・協力員同士の交流の場となり、充実した1日であった

その他 平成25年度新人合同研修会企画会議 9月11日（水） 田上病院 5人

9月12日（木） 屋久島徳集会病院4人

第１回新人職員合同研修会 10月18日（金） 西之表市

「地域包括ケアシステムと在宅医療の実際について」 市民会館 13人+3人

鹿児島市男女共同参画推進懇話会 9月6日（木） サンエール鹿児島1人

ＣＫＤ予防ネットワークプロジェクト会議 10月3日（木） 鹿児島市役所 １人



　　　　　　　　平成25年度　(       南薩        )地区活動報告　　　　　　　　　　　　
時　期：　9月～10月

平成25年11月16日理事会報告資料

項　　目 内　　容 開催日時 場所
出席者数
（看護協会

員）

その他
(住民参加者

数等）
評議員会 理事会報告 10月12日 　　　鴨池中央 7名

新人教育合同研修会開催について 公民館

協議事項 ブロック別研修会について
医療安全対策研修会について（中央研修）

公益事業開催
健康相談等役割担当について

会員加入促進について
Ｈ25～27年度にかけて南薩地区　90名↑を
具体的行動計画

教育事業 中央研修会　医療安全対策 10月26日 県立薩南病院 6名 70名
医療安全・感染対策について開催

ブロック別研修会伊集院　　開催 9月21日 伊集院中央公民館 36名
褥瘡防止対策の基本
～正しいスキンケア・除圧・体位変換
　　　の方法～

公益事業 健康相談・看護協会活動

吹上秋まつり 10月20日 2名 74名
大浦まつり 10月20日 2名 35名

いちき串木野地かえて祭り 10月26・27日 4名 175名

健康と福祉のつどい 10月27日 2名 20名

その他 新人看護職員研修事業
当日役割分担・進行について
地域振興局・教育委員との打ち合わせ



　　　　　　　　平成25 年度　(   川薩   )地区活動報告　　　　　　　　　　　　

時　期：　9月～10月

項　　目 内　　容 開催日時 場所
出席者数
（看護協会

員）

その他
(住民参加者

数等）

評議員会 第4回 9月26日 8名
<報告事項＞
1.理事会報告
2.会員入会状況報告
3.委員会報告
　教育委員会　　公益委員会
4.マニュアル差替え（規約変更分）
5．「かたらん会」報告
＜協議事項＞
1.看護職再就業支援事業について
2.新人看護師出前研修について

教育事業 1.教育委員会 10月8日 済生会川内病院6名
　・第3回教育研修の内容検討
　・川薩ニュース10月号発刊打ち合わせ
2.教育研修
　・第2回教育研修「医療安全KYT」 9月7日 川内市民病院 52名
　　講師：相良病院リスクマネージャー
　　　　　　前田初子先生
　・第3回教育研修　特別講演 10月20日 薩摩川内市国際6名 500名
　　講師：NPOﾛｼﾅﾝﾃｽ理事長川原尚行医師 交流センター

　　　　　　「ｽｰﾀﾞﾝ、東日本大震災の活動」
            川内市男女共同フォーラムに協賛

公益事業 １.公益委員会 9月5日 済生会川内病院6名
　・まち保健室(薩摩川内市）役割分担
　・ハンヤ祭り参加者募集について

2．公益事業
　・薩摩川内市民運動会 10月13日 薩摩川内市総合2名 多数

体育館

　・まちの保健室in薩摩川内市 10月19日 ブラッセだいわ川内 22名 68名

　・つくし園運動会 10月26日 ｻﾝ・ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ川内 2名 多数

その他 新人看護師出前研修について 10月4日 Oクリニック 2名 12名
　川内市Oクリニックに出前研修
　内容：「エンゼルケアについて」
　講師：古川緩和ケア認定看護師

看護職再就業支援事業について
　11／7　川内市民病院で開催予定
　研修生3名参加

薩摩郡医師会
病院



　　　　　　　　平成25年度　(     　 出水          )地区活動報告　　　　　　　　　　　　
時　期：　　10　月～　11　月

項　　目 内　　容 開催日時 場所
出席者数
（看護協会

員）

その他
(住民参加者

数等）
＜事業報告・協議事項＞
１、教育事業報告
       看護研究発表会・・参加数・アン
ケート報告
　　　　　　　４施設の感染対策の取り
組み
　　　 新人看護師研修会「新人かたろ
う会」

２、公益事業
　　　　出水鶴マラソン大会・・・救護活
動

　　　　出水麓祭り　　　　　 ・・・救護班
　　　　出水市保健センター健康祭り・・
健康相談

３、医療安全ネットワークの取り組み
　　出水総合医療センター施設見学・
情報交換会

４、ワークライフバランスネットワーク
　　　　　　　　　　　研修・情報交換会

５、協会会員増に向けての取り組み
　　研修会時に非会員にも声かけ会員
増を図る
　　各施設で新人等の情報を共有し促
進
　　各施設に入会推進依頼

2013/9/21

2013/11/16

2013/10/20

2013/11/4
　　11/16、17

2013/10/26

2013/10/26

出水総合
医療センター
同上

出水市総合
グランド

出水麓神社
中央公民館

出水総合
医療センター
同上

56名

新人9名

2名

2名
2名

25名

16名

（非会員）
15名

その他



　　　　　　　　平成25年度　(    姶良・伊佐    )地区活動報告　　　　　　　　　　　　
時　期： 9月～　10月

項　　目 内　　容 開催日時 場所
出席者数
（看護協会

員）

その他
(住民参加者

数等）

評議員会 1.理事会・地区理事会報告 25年10月5日
2.各ブロック活動報告 13:00～15:00

会議室

　
教育事業 1.25年度教育計画について 25年8月3日

　1)10月30日医療安全研修会について18：30～20：00 120名
　2)11月9日事例検討交流会について 14：00～16：00 99名（13名）

会議室

　　
公益事業 姶良ブロック　　まちの保健室（9月14日） 9月14日 姶良 5名

伊佐ブロック　　明光祭（9月22日） 9月22日 明光学園 2名

姶良ブロック　　まちの保健室（10月12日）10月12日
タイヨー西加
治木

5名

霧島ブロック　　ふれあいレクレーションの集い10月20日 霧島 4名
霧島ブロック　　まちの保健室 11月3日 霧島 7名

その他 地区　交流日帰りバスツアー 39名（３）

霧島市医師
会医療セン
ター

16名

霧島市医師
会医療セン
ター



　　　　　　　　平成25年度　(      大　隅             )地区活動報告　　　　　　　　　　　　
時　期：　9月～  10月

項　　目 内　　容 開催日時 場所
出席者数
（看護協会

員）

その他
(住民参加者

数等）

評議員会 ＜報告事項＞ 10月16日 9名
１　理事会報告（地区理事会含む）
2　教育委員会報告
3　公益委員会報告
4　新人看護職員研修会チーム会報告
5　大隅地区医療安全ネットワーク報告

＜協議事項＞
1　地区だよりについて
2　再就業支援セミナーについて
3　新人看護職員合同研修会について
4　その他

教育事業 1　第3回　教育委員会 9月6日 8名
　1)第1回研修会アンケート報告・反省と課題
　2)第2回研修会の役割分担とタイムスケジュ
　　　－ルの確認
　3)マニュアルの改訂
　4)評議員会の報告

2　第2回　研修会 10月19日 鹿屋体育大学
　　褥瘡ケアの基礎

公益事業 １　第２回　公益委員会　 9月11日 おぐら病院 8名
  1)評議員会報告
　2）イベントの報告（8月3ヶ所参加）
　3）11月から12月のイベントの役割分担
　4）看護工夫展について
　５)まちの保健室について

その他 1　医療安全ネットワーク会議 10月15日

2　地域在宅医療連絡協議会の出席依頼

　

曽於医師会
立病院

曽於医師会
立病院

鹿屋医療セ
ンター



　　　　　　　　平成  ２５年度　( 大島   )地区活動報告　　　　　　　　　　　　
時　期：　　９　月～　１０　月

項　　目 内　　容 開催日時 場所
出席者数
（看護協会

員）

その他
(住民参加者

数等）

評議員会 １．報告 H25.9.3 奄美病院 １０名
　１）理事会報告（９月２１日）
　２）教育委員会報告
　３）公益委員会報告
２．協議事項
　「褥瘡ケアの基礎」研修についての
　打ち合わせ

３．その他
　11月予定の医療安全研修について
　備品破棄について

教育事業 第3回教育委員会 H25.10.9 奄美和光園
　「褥瘡ケアの基礎」研修についての
　打ち合わせ

公益事業 ミニ健康相談 H25.9.28 ＡｉＡｉ広場 ４名 住民２７
「血圧測定・健康相談」
・公益委員会 H25.10.25 県立大島病院

その他 「医療安全ネットワーク」 H25.9.30 県立大島病院 6名
「11月医療安全週間の研修開催について」


