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会員数 17,323人 （令和4年12月31日現在）

保健師     715人　助産師    414人
看護師  15,605人　准看護師 589人

旧閑谷学校　備前
閑谷学校は江戸時代前期の寛文10年（1670）
に岡山藩主池田光政によって創建された、現存
する世界最古の庶民のための公立学校です。
平成27年（2015）4月には「近世日本の教育
遺産群」として特別史跡旧弘道館、史跡足利学
校跡、史跡咸宜園跡などとともに最初の日本遺
産に認定されました。

日生出初式　日生
日生消防団では、紅白に旗をあげ源平に分かれ
た消防団員が相手の舟を狙う、放水合戦が行わ
れます。終盤には、一年の安泰を祈願して五色
の水を天に向けて放水します。

プレゼントチャンス！！ P.11
　　　　Quoカード2,000円分

20名様

新年のごあいさつ
令和5年度の抱負
No.１職場（うち）の自慢【No.９哲西町診療所】

教えて！かんご君・ナースちゃん！！ 【08在宅ケアアドバイザー派遣事業】

国家公務員医療職俸給表（三）級別標準職務表改正に関して
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P.8
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ドイツの森　赤磐市
ドイツの農村をイメージした緑に囲まれた
テーマパーク



岡山県看護協会

会 長　　二宮 一枝

初春のお喜びを申し上げます
　昨年は本会立訪問看護ステーション設立30周年、
公益法人移行10周年を迎えました。開設準備から今
日に至るまでご尽力くださいました先輩諸氏に心より
深謝申し上げます。また、長引くCOVID‐19の最前
線で県民の命と暮らしを守り支えてくださっている看
護職の皆様方に敬意と謝意を表する次第です。
　withコロナのなか皆様方のご協力により、重点事業
に加え、第6回岡山県地域包括ケアシステム学会学
術大会、中四国地区法人連絡会、3年ぶりの「まち
の保健室（中之町商店街）」を開催できましたこと、
厚くお礼申し上げます。
　本年は、跳ねる卯年らしく、来る令和6年度に向け

た変革に対処する実質的な活動の年となります。まず
は、本会50周年記念事業特別委員会（昨年10月設
立）が本格的に動きます。国の動向では、第8次保
健医療計画、第9期介護保険事業計画等の策定、マ
イナンバー制度を活用した看護職の人材活用システ
ム（ナースセンター）運用開始です。
　そして、昨年から動き出した看護職員の処遇改善
は、補助金申請率ワーストワンを返上し、診療報酬
「看護職員処遇改善評価料」を対象病院が確実に
算定し、国家公務員医療職俸給表（三）級別標準
職務表の改正を好機として、すべての看護職員の処
遇改善を目指しましょう。これは日本看護協会のミッシ
ョン「看護職員が安心して働き続けられる環境づくり」
であり、SDGs目標８「働きがいも経済成長も」でも
あります。
　2040年に向けて加速する変革のチャンスを鳶目兎
耳でとらえ、皆様方と共に前進できる年になることを祈
念して年頭のご挨拶といたします。

〇公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰
武田 利惠（岡山県看護協会）

〇健やか親子21全国大会
　（母子保健家族計画全国大会）
厚生労働大臣表彰

皆木 和子
（岡山市保健所健康づくり課東区保健センター）

日本家族計画協会長表彰
安藤 直美（岡山市立市民病院）

〇山内逸郎記念賞
岸本 長代（倉敷成人病センター）

〇岡山県保健衛生功労者表彰
岡山県知事表彰
【地域医療事業功労】

久世 恵美子
（国立病院機構 岡山医療センター附属岡山看護助産学校）
岡本 和恵（玉島中央病院）
池田 悦子（井原市立井原市民病院）
宮長 邦枝（新見中央病院）
西原 美佐子（真庭市国民健康保険湯原温泉病院）
宮本 富士子（高梁中央病院）

〇がん征圧事業功労表彰
【岡山県保健福祉部長感謝状】

大久保 茂美（おおもと病院）

【岡山県健康づくり財団理事長感謝状】
奥野 真由美

（高梁市健康福祉部健康づくり課）

〇岡山県保健福祉部長表彰
【地域医療事業功労】

四宮 美佐恵（新見公立大学）
平松 貴子（川崎医科大学附属病院）
大西 真里子（落合病院）
土井 英子（新見公立大学）
長尾 由美子（金田病院） 
大橋 美由紀（岡山労災病院）
佐竹 睦美（岡山博愛会病院）
仕田原 明珠（訪問看護ステーションくじば）
鳥越 かつ枝（平病院）

【救急医療事業功労】
矢部 美香（岡山済生会総合病院）

〇岡山市公衆衛生功労者表彰
保健所長表彰
【地域医療事業功労】

松尾 淑子（岡山労災病院）
太田 典子（竜操整形外科病院）

※所属は表彰受賞時のもの

令和4年度 表彰受賞者一覧（順不同）

受賞おめでとうございます！

鳶目兎耳で前進しよう
新年のごあいさつ
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Ⅰ．�全世代型地域包括ケアにおける看護提供体制の
構築と推進
⒈ 看護職員確保対策について
⒉   医療的ケア児等に関する体制整備並びに学校配置

の看護師等の処遇について
⒊ 県北の周産期医療の体制整備について
⒋ ナースセンター機能強化について

Ⅱ．看護職の処遇改善について
Ⅲ．�新型コロナウイルス対策等の活動を踏まえた体制
整備について
⒈   withコロナ時代における公衆衛生活動の体制整備

と保健師の人材確保・育成
⒉ 感染管理認定看護師の育成・支援

Ⅳ．看護基礎教育の教育環境の充実
⒈  実習指導者講習会(特定分野　保健師)の受講の

支援

要 望 事 項

　10月21日(金)、岡山県知事あての要望書を二宮会長から徳本保健福祉部長に提出した後、保健福祉部幹部職員
と協会役員等8人で意見交換を行いました。
　徳本保健福祉部長から、看護職は保健医療福祉において重要な存在であり、コロナ禍及び第8波に向けて、現場
の最前線で献身的に日 ご々尽力いただいている看護職の皆様に深謝の意を表されました。
　要望については、要望事項の4項目について意見交換を行い、相互にアイデアを出し合う関係が重要であり、 
2040年に向けて医療に求められる時代の変化に対応していけるよう努めていきたい等のご意見をいただきました。

秋の叙勲秋の叙勲
受章おめでとうございま受章おめでとうございますす！！

瑞宝単光章
岡山県看護協会

三村 瞳
　岡山大学病院に勤務
し、治験コーディネーター
として治験センターの開設、師長として看護
専門外来の開設等に関わってきました。叙
勲は多くの機会を与えてくださり共に歩んで
くださった皆様のお陰と感謝しています。

寄附のご報告（がん征圧運動）

　10月11日（火）岡山
県看護会館で、がん征
圧運動への寄附金の贈
呈式を行いました。会員
の 皆 様 から 集まった
1,900,693円の目録を、
二宮会長から岡山県健康づくり財団の渡邊専務理事
に手渡しました。
　昭和59年から今回までの累計は、52,877,814円と
なりました。会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。

岡山県へ要望書を提出しました
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渡辺病院　石垣 優美子

　8月末、県内外から施設規模の違った
受講生25名が集まりサードレベルが開講
されました。私は当初、組織体制が整っ
た病院の受講生とは次元が違うのではな
いかという憂いがありました。しかし、研
修を重ねるにつれ、病院の中という枠だ
けではなく、地域という全体を見ていく使
命と同時にマネジメントの楽しさを感じま
した。中小病院でも大病院でも目指すも
のは同じだということを学びました。
　この180時間学んだことを活かし、自施

設や地域の問題を見つけ、課題を明確にしていき、解決していく強い決意を受講者全員が持つことができました。
　学習カード、教科目レポート、事業企画書の作成と、目まぐるしく凝縮した貴重な時間を過ごす中で、お互いを励ま
し合い、高め合える仲間ができました。この苦楽をともにした仲間と今後も引き続き、ネットワークを築き、助け合い、
地域を超えて看護を語り合いたいと思います。
　コロナ禍の中、この研修がZoomになるリスクを踏まえ、各講義のパスコードの設定、研修資料を事前に配布して下
さり、周到に準備をしていただきました。また、受講者が、管理者であるがゆえの、自施設での適時調査や、保健所
の立ち入り調査に際しては、ご配慮をいただくなど、最善の研修環境を整えていただきました。私たちを導いてくださ
ったトップレベルの各教科目の講師の先生方、アドバイザーの運営委員の皆様、岡山県看護協会看護研修センター
の赤木さん、和木さんに、心より感謝を申し上げます。

広報委員　江國 千代子／小山 麻由子
　10月30日（日）中之町商店街（表町商店街内）で、「第33回　まちの保健室・岡山の看護展」が開催され、321人の
県民の皆様が参加されました。身体組成、骨密度、血管年齢などの測定コーナーや、健康相談、乳がん自己検診、フレイル
予防、ビデオ視聴、タバコフリー岡山による禁煙啓発コーナーなどがあり、訪れた多くの方に大変ご好評いただきました。
　参加者の方からは、70代男性「知り合いと来ました。これはどこが主催しているの？看護協会はどこにあるの？いいね、こう
いうイベント」、50代女性「今までずっと来ていました。このところ開催がなかったので楽しみにしていました。」、60代女性「孫
に勧められて来ました。日頃測ることがないので、良い機会となりました。また来ます」等の声がありました。
　健康チェックと共に、看護協会の活動を知っていただく良い機会となりました。新型コロナウイルスの影響により実に3年ぶり
の開催でしたが、楽しみに待っていてくださった方もあり、活気にあふれた「まちの保健室」となりました。

骨密度測定フレイル予防 血管年齢測定

認定看護管理者教育課程 サードレベル研修を受講して

3年ぶりに「まちの保健室」開催！！～まちの保健室・岡山の看護展
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学会委員会　委員長　竹田 恵子

　「地域での暮らしを支える看護の役割」をテーマに、令和４年
11月12日、岡山県看護学会を開催しました。本学会の開催にあ
たり、二宮会長、岡山県看護協会の職員、ご参加いただいた
すべての皆様に、学会委員一同、心より御礼申し上げます。
　今年度の学会は、会場参加とZoomによるオンライン参加のハ
イブリット型で開催し、看護学生を含む229名の参加がありまし
た。一般演題発表は26演題（口演16演題、示説10演題）で、
優秀演題賞として、吉備高原医療リハビリテーションセンターの
井田美穂様、岡山県備中保健所の本郷貴士様の2演題を表彰
させていただきました。コロナ禍の第一線で奮闘されている看護
職の皆様から多くの演題発表がありましたことに、感謝と敬意を
表します。ご発表、質疑応答を通して、次の看護研究や看護実
践へと繋がる有意義な意見交換ができ、交流の場を持つことが
できました。また、吉岡佐知子様（松江市立病院看護局長/老
人看護専門看護師）による特別講演では、超高齢社会におけ
る看護職への期待の大きさと看護の力を再確認しました。

　岡山県看護学会は、研究に
関する学習を深め、看護の質の
向上や改善に向けた情報交換
の場です。令和5年度の岡山県
看護学会へのご発表、ご参加
をお待ちしています。

岡山市立市民病院　近藤 温子

最高のご褒美最高のご褒美最高のご褒美
自分へ贈る

次は　渡辺病院　石垣 優美子さんです

　私は広島出身のカープ女子です。カープとは、プロ野球のチーム名です。真っ赤に染まった球場でカン
フーバットを叩いて応援することが一番のストレス発散です。その時食べる広島名物 『広島風お好み焼
き』が自分へのご褒美です。特にこの季節、栄養豊富な海のミルクである牡蠣がのった 『かきおこ』が
お勧めです。ぷりんぷりんの牡蠣と、キャベツとそばのコラボは、最強絶賛の美味しさで病みつきになりま
す。もちろんソースはカープソースがお勧めです。

倉敷成人病センター　看護部長　大澤 美登里

吉岡 佐知子先生表　彰

口　演

示説発表

令和4年度 岡山県看護学会を開催しました

看護おかやま　　5



  玉野市民病院  松井 芳子
　今年は勤続39年となり退職の
年になります。地元で就職し、今日
まで働くことができたのは家族の協
力、上司や同僚の励まし、そして何よ
り患者様の温かい言葉に支え続けられ
たからであり、全ての皆様に感謝しております。今
後も、地域の皆様に貢献できる医療従事者として
頑張りたいと思います。

矢掛町国民健康保険病院
高嶋 さおり

　年女を迎え、改めて初心を忘
れることなく、患者さんと向き合い
看護をしていきたいと思います。
　干支である兎のように飛躍できる1年になるよ
う、新しい趣味を見つけ何事も前向きに取り組ん
でいきたいです。

　倉敷第一病院
山下 法子

　毎年駆け抜けるように1年が過
ぎています。年女も4度目となり、
色 な々意味で、心と身体を「整える」
に重点をおき、周囲の人とのバランスを図りなが
ら、心地よい1年を過ごしたいと思います。

　年男・
年女は、

年神様（
歳神様・

としがみ
さま・毎

年お正月
に各家に

農作や幸
せをもた

らす神様
）のご加

護を多く
受けるこ

とができ
ると考え

られてお
り、縁起

が良いと
言われて

います。
神事に関

わること
で神様の

パワーを
いただき

縁起が良
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られてい
る、そん
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に令和5
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高梁市国民健康保険成羽病院

渡辺 奈美
　昨年4人目を出産し、とてもにぎや
かな毎日を過ごしています。
　今年も家族との時間を大切にし、キャリア
アップのための勉強に取り組んでいきます。

新見市健康医療課
梶原 幸子

　保健師となり３回目の年女を迎
えます。コロナ禍もあり厳しい状況
ですが、市民の皆様がより元気に笑
顔が増えるように、先輩同僚の指導や励
まし、家族の支えに感謝して、一日一日を大切
に業務に邁進できたらと思います。

備前市立備前病院
藤原 三奈

　看護師として12年。母親になっ
て6年になります。毎日、仕事に育
児に追われてあっという間に時間が
過ぎています。私の今年の抱負は、思いやりで
す。皆様に元気いっぱいの笑顔を届け、今日も
頑張ります。

落合病院　　　 森岡 智春
　年女の節目として身の引き締ま
る思いで新年を迎えました。健康
で働けることに感謝し、笑顔を忘れ
ず、困難なことがあってもあきらめず前に進める
ように頑張ります。

津山第一病院
赤堀 志緒里

　今年の新年の抱負は「初心を
忘れずに」に決めました。1年目の
ような初 し々い気持ちを思い出し、
日々勉強していきます。患者様を第一に
考え、根拠のある看護を目指して日々精進してい
きたいです。

　年男・
年女は、

年神様（
歳神様・

としがみ
さま・毎

年お正月
に各家に

農作や幸
せをもた
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社会医療法人哲西会
哲西町診療所データ

在宅療養支援診療所 機能強化型（単独）
岡山県新見市哲西町矢田3604

「患者さまの人生に寄り添う看護」
　哲西町診療所が開所して21年が経ちました。赤ちゃんだった子も大人になったり、高齢の方もさらにお歳を重ね、家
族構成が変わるなど患者さまご自身や取り巻く環境も年月とともに変化しています。その中で変わらず町内唯一の医療機
関として診療所は町の中心にあり、病気があっても一日でも長く大好きな町で生活できるような関わりをしています。

「診療所看護師のやりがい」
　診療所の外来ではレントゲン、CT、上部・下部内視鏡、院内薬局
など、そして訪問診療、往診、訪問看護、終末期在宅看取りなど多岐
にわたる業務を行っています。住み慣れた町で暮らしていきたいと願う
住民のために、医療的側面は元より、生活的側面のニーズ・問題点を
も拾い上げ、その実現に向けて、多職種の方 に々繋ぐ役割を果たしてい
ます。また、患者さまの人生に寄り添っていくことで理解も深まり、患者
さま・家族・住民の皆様に頼りにされることや、感謝をされたりすること
で看護師としてのやりがいを感じるようになり、同時にこの仕事に誇りを
持てるようになりました。

「診療所看護師育成プログラム」
　当診療所では大学の看護実習を受け入れており、学生の中に「ここ
で新卒で働きたい」という声があります。地域看護、へき地看護の育
成プログラムが全国的にもほとんどない状況ですが、診療所看護師が、
その重要性や、やりがい、魅力などを伝え地域看護、へき地看護に携
わる看護師を育成していきたいと考え、プログラムの作成に至りました。
現在1名の看護師が3年間コースのプログラムにて研修中です。

※ホームページをご参照ください。

No.9

皆さんも「職場自慢」してみませんか? ご応募お待ちしております！

哲西町診療所哲西町診療所

職場の自慢職場の自慢
う ちう ち

職場の自慢職場の自慢
うう ちち

職場の自慢職場の自慢
う ちう ち

職場の自慢職場の自慢
う ちう ち

職場の自慢
う ちう ち

職場の自慢職場の自慢
う  ちう  ち 慢職場の自慢

う ちう ち

No.1
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調査報告：08   

療養者の質の高い療養生活をめざした
「在宅ケアアドバイザー派遣事業」の活用

　看護協会では、在宅ケアの課題を解決し在宅療養者
のニーズを実現するために、平成20年度から「在宅ケア
アドバイザー派遣事業」を実施しています。

【事業の概要】
訪問看護ステーションや地域の中小規模病院、診療所、
介護施設等に専門看護師・認定看護師・特定行為研
修修了者をアドバイザーとして派遣します。事例検討会や
研修会等において現場で相談に応じ、課題解決を行うこ
とにより、知識や技術の向上を図り、看護・介護の質の
向上を目指します。

【活用例】
①訪問看護ステーションからイレオストミーのパウチが剥がれ易く便漏れがあり、療養者の不安が大きい、看護師もパ

ウチの貼り方を工夫しているが困っていると相談があった。近隣の病院の皮膚・排泄ケア認定看護師を事業所に派
遣し、訪問看護師に腹壁面に密着して貼付する方法をアドバイスしたことで、パウチが剥がれにくくなり療養者の不
安が軽減された。

②介護施設のゾーニング方法を一緒に考えて欲しいとの依頼に、感染管理認定看護師が事前に平面図を確認したうえ
で施設でアドバイスを行い、基本的な感染予防が実施でき大変喜ばれた。

　
　毎年、10件前後の申し込みがあります。それぞれの現場の課題の解決に役立ったり、最新情報を得たりする機会となり、
事業所・地域のケア技術の標準化や療養者の質の高い療養生活に繋がっています。
　是非、在宅ケアの課題をアドバイザー派遣により解決してみませんか。

◉ 実施方法　　申込み施設で対面またはオンライン研修可

◉ 時間及び利用料金　　１時間以内/１回（会員：5,000円、非会員：7,000円）

◉ 申込み～実施までの流れ

申込書を看護協会へ送信 ➡ アドバイザー決定 ➡ アドバイザーが事例検討会・研修会で
助言 ➡ 実施報告・利用料金支払い

◉ ホームページ　ご案内と申込書掲載

トップページ ＞ 看護職の皆様へ ＞ 在宅ケアアドバイザー派遣事業

◉ 問い合わせ先　　岡山県看護協会 在宅支援推進委員会（地域包括ケア推進室）

在宅ケアアドバイザー派遣事業の申込みについて

教え教えてて！！
かかんごんご君君・・ナナーースちゃスちゃんん！！！！

このコーナーでは、私たちが看護協会に
ついて徹底調査！色んな「そうだったのか！」
を紹介します。

看護おかやま　　9



看護職の処遇改善（賃金アップ）に向けての一歩
～国家公務員医療職俸給表（三）級別標準職務表改正～

　看護職の賃金は、入職当初は他の医療職よりも高いものの、その後経験や知識を積みキャリアアップを重
ねても責任の重さに見合って賃金が上がらないため、その改善が長年の課題となっていました。

　公的価格評価検討委員会の『中間整理』（令和3年12月）において『すべての職場における看護師の
キャリアアップに伴う処遇改善の在り方について検討すべき』とされたことを踏まえ、人事院では国家公務員
の看護師について職務の実態等を踏まえた改善の必要性が検討され、管理的立場にある看護師や特に高
度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師について、キャリアアップに伴い、より高い職務の級に
昇格できる環境整備を図るとし、国家公務員医療職俸給表（三）級別標準職務表が改正されました。

　国家公務員医療職俸給表（三）は、歴史的な経緯から、国のみならず自治体立・公的・民間と、広範
な医療機関の看護職員の賃金制度・賃金水準に一定の影響を及ぼしています。今回の改正により、看護職
のキャリアアップに伴う処遇改善の推進について病院設置者各位のご理解をいただき、より多くの看護現場で
看護の専門性と役割の重要性に見合った賃金体系の導入と処遇改善が進むことを期待しています。

＊高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正（人事院 11月18日発出）による

【改正のポイント】
①  現在の副看護師長の実態（３級に格付け）等を踏まえ、新たに副看護師長を３級に位置

付けるとともに、看護師長の基本的な位置付けを４級に

　※�副看護師長を置かない小規模な医療機関では、３級看護師長を置けるようにするため、４級看護
師長の職責は標準より高い「相当困難」と規定

②  特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師の職務を新たに3級に位置付
ける
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知って！知って！
答えて！答えて！

クイズとアンケート全ての項目に
回答してくださった方から、抽選で
20名様にプレゼント！プレゼントチャンス！！

※ご記入いただいた住所、連絡先などの個人情報は、賞品の抽選・発送の目的以外では使用しません。
※当選者の発表、ご意見ご感想の一部はホームページにニックネームで掲載します。

【応募締切】2月3日（金）当日消印有効

今回の
プレゼントは

こちら！

ホームページの専用フォーム（右記ＱＲコード）からご応募ください。
はがき・封書でのご応募は、以下の全てをご記入の上、岡山県看護協会あてにお送りください。
　① クイズの回答　② 1月号の感想、印象に残った記事　
　③ 岡山県看護協会会員番号　④ 氏名　⑤ 送付先住所、郵便番号
　⑥ 日中連絡が取れる連絡先（電話、メール）　⑦ ニックネーム

応
募
方
法

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

◎今月号のクイズ
Ｑ．�岡山県看護協会ホームページの、TOPページに表示される看護会館
の写真はどれでしょう？　

Quoカード 2,000円分×20名様 
もらってうれしいギフトカード

11月号の回答
Q： キャリナースで間違

っているものは？→
A： ③会員でなくても登

録可能
キャリナースは看護協会
員専用の便利なマイペ
ージです。皆さんもぜひ
ご活用ください♪126名
の皆さん、ご応募ありがと
うございました！

③②①
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令和5年度 公益社団法人岡山県看護協会役員・推薦委員並びに
令和6年度 日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員の公募について

　令和5年度公益社団法人岡山県看護協会役員・推薦委員並びに令和6年度日本看護協会通常総会の代議員及び予備代
議員は、令和5年6月の通常総会において選出されます。
　つきましては、公募を行いますので、立候補される方は次の要領で届け出てください。
　岡山県看護協会の活動を一層推進するために積極的な立候補をお願いいたします。

【申請にあたって】
◉ 届出用紙等については、下記事務局へお問い合わせください
◉ 届出先／〒700-005　岡山市北区兵団4－31　事務局　植田

電話　086－226－3638　／　e-mail　mail@nurse.okayama.okayama.jp
◉ 公募締切／令和5年3月15日
※立候補者、推薦委員からの推薦を受けたものいずれも総会前にホームページ等で公表します。

令和5年度 公益社団法人岡山県看護協会役員・推薦委員  
⃝令和5年度 改選役員・推薦委員および人数
役職名 職　能 公募数

副 会 長
保 健 師 1人
看 護 師 1人

常務理事 1人

理 事
保 健 師 1人
助　産　師 1人
看　護　師 1人

役職名 職　能 公募数

推薦委員
保　健　師 2人
助　産　師 2人
看　護　師 2人

⃝候補者の条件
(1)事前に本人の承諾を得ていること
(2) 岡山県看護協会の会員歴が10年以上

の会員であること
(3) 役員・支部役員及び委員会委員のい

ずれかの経歴があること
(4) 保健師・助産師・看護師（准看護師含

む）各3人の会員の推薦人があること
※ 推薦委員は、役員、支部役員及び委員

会委員を兼ねることはできません。

令和6年度 日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員  
⃝令和6年度 日本看護協会通常総会の代議員および予備代議員の公募人数

役職名 公募数

代　議　員 3人

予備代議員 4人

⃝候補者の条件
(1)岡山県看護協会の会員であること
(2) 役員、支部役員及び委員会委員のいず

れかの経歴があること
(3)会員10人の推薦人があること

編集後記編集後記
　あけましておめでとうございます。令和5年最初の広報誌はいかがでしたか？昨年はサッカーワールドカップで日本中が盛り上が
りました。今年も活気ある一年になるよう願っています。今年も様 な々ご意見をいただきながら、会員の皆様の声を広くお届けでき
るような広報誌づくりを委員一同頑張っていきます。 広報委員一同

　 理 事 会 報 告理 事 会 報 告

1． 令和4年度 岡山県への要望（案）について
２．令和5年度 重点事業方針（案）について
３．岡山県看護協会50周年記念事業について
４．令和5年度 日本看護協会長表彰 候補者について

1． 令和5年度事業計画（案）および当初予算要求書の提出について
２．令和5年度会員目標数（案）について
３．令和5年度研修運営方針について
４．岡山県看護協会研修システムのＩＴ導入について
5． 第2回三職能施設代表者・役員・委員長・支部長・個人会員合

同会議の資料について
6．岡山県看護協会健康危機対策支援基本要領について

審
議
事
項

◆ 令和4年10月15日（土）

審
議
事
項

◆ 令和4年11月19日（土）
審
議
事
項

7． 令和5年度 日本看護協会名誉会員の候補者について
8． 優良看護職員厚生労働大臣表彰の候補者について
9． 令和5年度岡山県保健衛生功労者表彰及び協会長表彰の候

補者数（案）について

1． 令和年度第1次補正予算の概要について
２． 令和5年度 事業計画(案)について
３． 岡山県看護協会 名誉会長の推薦について
４． 令和5年度岡山県看護協会 名誉会員候補者の推薦について
5． 第2回 役員・委員長・支部長・合同会議について
6． 山内逸郎記念賞の候補者について
7． 令和5年度通常総会 全体集会（講師・テーマ）及び令和6年度

通常総会日程について
8． 令和6年度日本看護協会代議員・予備代議員の選出について

◆ 令和4年12月17日（土）


