
　府北支部� 支部理事：田中　五月　

１．支部役員会
回 開催年月日 主な審議事項（項目のみ） 出席者数
1 � 4月21日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
2 � 5月27日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
3 � 7月21日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
4 � 8月26日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
5 � 9月23日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
6 10月20日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
7 11月17日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
8 � 1月19日 理事会報告、施設代表者会議準備 4名
9 � 2月23日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
10 � 3月14日 理事会報告、施設代表者会議準備 4名

２．施設代表者会議
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

1 � 4月26日 報告事項、検討事項、新年度役員及び看護フェスタについて
グループワーク：地域で役立つ看護サマリーについて 38名

2 � 5月31日 報告事項、検討事項、
グループワーク：日本看護協会通常総会への要望事項 39名

3 � 7月26日 報告事項、検討事項、日本看護協会通常総会報告
介護老人保健施設における看護の現状について意見交換 41名

4 � 8月30日 報告事項、検討事項、健康フェア検討
新会員情報管理システム（ナースシップ）説明会 38名

5 � 9月30日 報告事項、検討事項、健康カレンダー検討
グループワーク：ストレスチェック制度の対応 23名

6 10月25日 報告事項、検討事項、第2回准看護師制度に係る懇話会にむけて
の情報収集、事例報告：在宅看護の現場からの事例報告 35名

7 11月22日
報告事項・検討事項・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ　
テーマ：准看護師の進学支援、業務範囲及び指示のあり方、　
入会促進について

28名

8 � 1月27日 報告事項・検討事項・次年度事業計画、新年会 37名

9 � 2月28日

報告事項、検討事項、訪問看護ハイレベル人材養成研修会参加の
報告、グループワーク：各施設におけるクリニカルラダーへの取
り組み
テーマ：地域で繋がるために行動できること

26名

10 � 3月28日 報告事項、検討事項、看護フェスタの検討、
グループワーク：看護協会桃谷会館の廃止に関しての今後の要望 33名

－ 74 －

　支部活動報告

支 部 活 動 報 告



3．教育に関する事項
　研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

生涯学習支援研修
「住み慣れた場所でその人
らしく生活するために」

2月25日 高槻現代劇場会議室

1．精神的・社会的な自
立に向けて～思春期の
やり直し～」
講師：医療法人清風会
訪問看護ステーション
そよかぜ
古本　直己�氏
2．なぜ在宅での療養生
活が叶わなかったのか
講師：医療法人庸愛会
富田町病院　山根真紀
小島美保子とんだ訪問
看護ステーション
長谷川　清美�氏

50名

４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016　開催日時：5月 14 日（土）

場　　所 実　施　内　容 参加者数

イオン茨木ショッピング
モール

・�測定コーナー：血圧測定・体脂肪測定・血糖
測定・骨密度測定
・�体験コーナー：高齢者体験・妊婦体験・白衣
体験・ＡＥＤ体験・
・�相談コーナー：認知症相談・介護相談・看護
相談・進学相談・育児相談
・�その他：いばらっきーちゃん、はにたん記念
撮影

一般参加者
（1200名）
役員等
（97名）

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

市民健康フェア9月4日
44名（役員2名）

　（一般参加者：
2800名）

【実施項目】
まちの保健室、体力測定、介護
用品展示救急蘇生
（消防署との共催）

健康たかつき21　9月22日
8名（役員1名）
シンポジウム
参加者：259名

【実施項目】
手洗いの実演

高槻ハーフマラソン平成29年1月22日
救護班、給水ポイント 29名（役員0名） 看護師ランナー 10名含む

みんなで話そう―看護の出前授業　
　梅花高等学校
　関西大倉中学校
　関西大倉中学校
　大阪青凌中学校
　茨木市立豊川中学校
　高槻市立第一中学校

41名
158名
148名
71名
38名
98名

�7月15日
�7月21日
�7月25日
10月24日
12月�9日
12月16日

－ 75 －

支部活動報告　



６．地域の行政・関連機関等との連携及び会議等出席に関する事項
会　議　名 会議場所 開催年月日 出席者氏名

平成28年度高槻市健康つく
り推進協議会

高槻市立総合保健福祉センター
高槻市役所

�4月21日
� 3月15日

江口博美
江口博美

健康フェア実行委員会 高槻市立総合保健福祉センター
� 6月17日
� 8月� 4日
10月27日

江口博美
江口博美
江口博美

健康たかつき21実行委員会 高槻市保健所 10月� 6日 江口博美

健康だより実行委員会 高槻市立総合保健福祉センター 10月27日
12月� 9日

江口博美
江口博美

第25回高槻ハーフマラソン
実行委員会
総務スタッフ会議
医師会との合同会議

拡大実行委員会

高槻市民会館
高槻市立総合保健福祉センター

高槻市立総合市民交流センター
（クロスパル高槻）

�1月� 7日
� 3月30日

� 3月� 1日

濱田恵美　住良太郎
江口博美　濱田恵美
橋本美香　　　　　
江口博美　濱田恵美
住良太郎　　　　　

７．その他事項
　支部再就業支援講習会
開催月日 8月26日（金）
会場 北摂総合病院

プログラム 看護の現状、感染予防、採血（演習）、一次救命処置（演習）、認知症看護、施設見学、
医療安全、座談会、就業相談

参加者数 5名
協力施設 社会医療法人仙養会北摂総合病院

－ 76 －
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　府北西支部� 支部理事：池田　惠津子　

１．支部役員会
回 開催年月日 主な審議事項（項目のみ） 出席者数
1 � 4月28日 平成27年度会計報告、看護フェスタ開催計画（案） 12名
2 � 5月26日 看護フェスタ実施報告 15名

3 � 7月28日 理事会報告（7月分）、年間計画（案）、府北西支部会計に
係る内規変更 13名

4 � 9月29日 年間計画、各役員より連絡事項及び検討事項 11名
5 10月27日 各役員より連絡事項及び検討事項、次年度役員交替について 12名
6 11月24日 各役員より連絡事項及び検討事項 11名
7 � 1月26日 各役員より連絡事項及び検討事項 12名
8 � 2月23日 各役員より連絡事項及び検討事項 13名

9 � 3月30日 各役員より連絡事項及び検討事項、次年度看護フェスタ開
催（案）並びに行事年間計画（案）について 10名

２．施設代表者会議
回 開催年月日 主な審議事項（項目のみ） 出席者数

1 � 4月28日 理事会報告（4月分）、平成27年度会計報告、看護フェスタ
開催計画（案） 28名

2 � 5月26日 理事会報告（5月分）、看護フェスタ実施報告 32名

3 � 7月28日
理事会報告（7月分）、ナースシップ運用開始、年間計画（案）、
府北西支部会計に係る内規変更、「支部医療安全交流会」
開催報告、各役員からの今年度の活動予定報告

30名

4 � 9月29日 理事会報告（8月分・9月分）、年間計画、各役員より連絡
事項、グループワーク（担当：済生会吹田病院） 25名

5 10月27日
理事会報告（10月分）、各役員より連絡事項、「准看護師制
度等に係る懇話会」について意見交換、グループワーク（担
当：摂津医誠会病院）

24名

6 11月24日 理事会報告（11月分）、各役員より連絡事項、次年度行事
年間計画（案）、グループワーク（担当：済生会千里病院） 21名

7 � 1月26日
理事会報告（12月分・1月分）、各役員より連絡事項、次年
度年間計画（案）、再就業支援、議事録等配付方法、グル
ープワーク（担当：大阪府吹田保健所）

26名

8 � 2月23日
理事会報告（2月分）、各役員より連絡事項、次年度看護フ
ェスタ開催計画（案）、グループワーク（担当：市立豊中
病院）

25名

9 � 3月30日
理事会報告（3月分）、各役員より連絡事項、次年度看護フ
ェスタ開催計画（案）、並びに年間計画（案）、グループワ
ーク（担当：大阪大学医学部附属病院）

23名

－ 77 －
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3．教育に関する事項
　1）研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

重症度、医療・看
護必要度 10月� 8日 さんくすホール

京都大学医学部附属病院
病院長補佐・看護部長
　秋山　智弥�氏

� 82名

アンガーマネジメ
ント �1月21日

済生会吹田病院
センターホール

1・2

独立行政法人国立病院
機構神奈川病院
看護師　光前　麻由美�氏

100名

４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016　開催日時：5月 14 日（土）

場　　所 実　施　内　容 参加者数

万博記念公園駅イベン
ト広場

・測定コーナー：�血 圧 測 定、 骨 密 度 測 定、
COPD肺機能測定

・体験コーナー：�白衣体験、ＡＥＤ体験、高齢
者体験、健康体操

・相談コーナー：�看護相談、介護相談
・その他：�白衣の変遷展示コーナー、看護協会・

各施設持参資料コーナー、「看護への
道」DVD上映

一般参加者（325名）
役員等（73名）

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

吹田市�みんなの健康展：正しい手洗い方法、糖尿病につ
いて等 約300名 � 9月10日（土）

�9月11日（日）
池田市�健康フォーラム：�ハンドマッサージ、身体測定、認
知症相談等 135名 � 9月� 4日（日）

豊中市�とよなか市民健康展：脳年齢測定、認知症チェック、
看護相談等 311名 10月� 2日（日）

みんなで話そう―看護の出前授業
　①　大阪府立豊島高等学校
　②　豊能町立東能勢中学校

61名
49名

� 9月14日（水）
11月21日（月）

６．その他事項
　1）支部再就業支援講習会
開催月日 5月31日（火）
会場 市立池田病院

プログラム 講義　看護技術演習　施設見学　座談会等
参加者数 参加人数　9名（助産師1名・保健師1名・看護師7名）

　2）支部医療安全交流会
開催月日 6月21日（火） 10月18日（火） 12月20日（火） 3月21日（火）
会場 市立豊中病院 市立豊中病院 市立豊中病院 市立豊中病院

参加者数 17名 16名 17名 14名
参加施設 14施設 14施設 15施設 16施設

－ 78 －
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　府北東支部� 支部理事：�畑　幸枝　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数

1 � 4月20日 「看護の日」・研修・再就業支援講習会担当別打ち合わせ、各職能
委員会別報告、その他 13名

2 � 5月25日 看護の日・守口こども祭り活動報告、研修担当報告、その他 11名

3 � 7月20日 理事会報告、守口市花火大会の看護師派遣依頼、研修担当打ち合
わせ、各職能委員会別報告、今後の会議日程の確認、その他 13名

4 � 8月17日 理事会報告、各職能委員会報告、第一回研修会計画、その他 13名

5 � 9月21日 理事会報告、職能委員会の期間変更になっての問題点、出前授業
依頼、その他� 11名

6 10月26日 理事会報告、平成30年度代議員・予備代議員選出について、准看護師制
度等に係る懇話会について、平成29年度支部役員選出について、その他 10名

7 11月16日 理事会報告、平成29年度事業計画について、役員会のあり方につ
いて、各職能委員会報告、平成29年度支部役員について、その他 16名

8 12月21日 理事会報告、平成29年度事業計画について、支部会計報告、平成
31年度代議員選出案、2月のシンポジウムについて、その他 14名

9 � 1月18日 理事会報告、平成29年度支部役員・委員会について、平成29年度
活動計画について、平成30年度代議員について、その他 13名

10 � 2月15日 理事会報告、各職能委員会別報告、各行事担当別会議、その他 16名

11 � 3月15日 理事会報告、各職能委員会別報告、各行事担当別会議、看護の日
について、その他 13名

２．施設代表者会
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

1 � 4月20日 理事会報告、新着任部長紹介、新役員紹介、H27年度会計報告、「看
護の日」イベントについて、支部医療安全交流会について、その他 31名

2 � 5月25日 理事会報告、看護の日・守口こども祭り活動報告、施設間情報交換、その他 20名

3 � 7月20日
理事会報告、日本看護協会通常総会の報告、出前授業依頼、守口
市花火大会の看護師派遣、医療安全より、研修計画について、今
後の会議日程について、再就業支援講習会報告、その他

27名

4 � 8月17日
平成29年度の継続入会の移行手続きの流れについて（看護協会よ
り）、高階議員当選のお礼・看護連盟入会促進について（看護連盟
より）、理事会報告、新着任部長紹介、第一回研修会計画、その他

24名

5 � 9月21日
理事会報告、医療安全委員会より、研修について、中小民間支援委員
会より、支部掲示板の活用について、OP前のHIV検査と同意書調査、
麻疹について、守口市民祭り・守口こども駅伝の看護師派遣、その他

24名

6 10月26日
理事会報告、守口こども駅伝の看護師派遣依頼、平成30年度代議
員・予備代議員選出、第1回研修報告、平成29年度支部役員選出
について、医療安全より、中小民間病院懇親会について、グルー
プワーク（准看護師制度等について）

24名

7 11月16日
理事会報告、中小民間病院懇談会の報告、医療安全より、平成29
年事業計画について、第2回研修会について、その他、精神医療
センター施設見学

27名

8 12月21日
理事会報告、2月シンポジウムについて、平成31年度支部役員・
代議員選出について平成29年度事業計画について、施設間情報交
換、その他

29名

9 � 1月18日
理事会報告、平成29年度役員・委員会について、医療安全より、
平成30年度代議員について、第3回研修アンケート報告、施設間
情報交換、その他

26名

10 � 2月15日 理事会報告、医療安全より、看護の日について、施設間情報交換、その他 23名

11 � 3月15日
理事会報告、看護の日について、守口こども祭りの救護班につい
て、医療安全より、第4回研修アンケート報告、中小民間病院懇
親会について、その他、グループワーク（再就業支援講習会の参
加者を増やすには）

25名

－ 79 －

支部活動報告　



3．教育に関する事項
　研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数
第1回研修会
「患者さんの心を開くマナー」 10月21日 大阪府立精神医

療センタ―
イメージアップアカデミー芦屋
古賀　敦子�氏 105名

第2回研修会
看護師職能委員会Ⅱ出前研修
「自然な死へのアプローチ」

12月� 2日 関西医科大学
総合医療センター

訪問看護ステーション�
ハートフリーやすらぎ
大橋　奈美�氏

� 75名

第3回研修会
「認知症患者へのアプローチ」 �1月� 7日 関西医科大学

総合医療センター
関西福祉科学大学�
社会福祉部
都村　尚子�氏

136名

第4回研修会
「組織をこえて、看護がつながる」 � 2月25日 関西医科大学附

属病院
在宅ケア移行支援研究所
宇都宮　宏子�氏 143名

４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016����開催日時 : 平成 28 年 5 月 14 日（土）　　午前�10�時～午後�2�時

場　　所 実　施　内　容 参加者数

イオンモール大日
高齢者よろず相談コーナー、生活習慣予防・体力測定コー
ナー、乳がんセルフチェックコーナー、がんに関する相談
コーナー、心肺蘇生法コーナー、ちびっこナース体験

一般参加者（341人）
支部役員等（45人）

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

「守口市民まつり」救護所担当 2名 守口生野記念病院より看護師２名派遣

「守口市こども駅伝」救護所担当 2名 摂南総合病院、畷生会脳神経外科病院より看護
師各１名派遣

みんなで話そう―看護の出前授業
　枚方市立第二中学校
　府立牧野高等学校
　枚方市立中宮中学校
　門真市立第四中学校
　枚方市立第三中学校
　枚方市立長尾中学校
　枚方市立長尾西中学校
　枚方市立第一中学校
　府立西寝屋川高等学校
　四条畷市立四条畷南中学校

161名
27名
477名
167名
188名
222名
196名
213名
10名
104名

11月11日（金）
�6月28日（火）
10月25日（火）
11月� 4日（金）
�1月25日（水）
�3月15日（水）
12月12日（月）
12月� 9日（金）
11月22日（火）
�2月23日（水）

６．その他事項
　支部再就業支援講習会
　Ａコース
開催月日 平成28年7月12日（水）
会場 枚方公済病院

プログラム 看護の現状、採血演習、一時救命処置（演習）、座談会など
参加者数 ３名
協力施設 野崎徳洲会病院、大阪府結核予防会病院、萱嶋生野病院、守口生野記念病院、藤本病院

　Ｂコース
開催月日 平成28年8月26日（土）
会場 野崎徳洲会病院

プログラム Ａコースと同じ：看護の現状、採血演習、一時救命処置（演習）、座談会など
参加者数 ２名
協力施設 野崎徳洲会病院、大阪府結核予防会病院、萱嶋生野病院、守口生野記念病院、藤本病院
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　府東支部� 支部理事：高内　美紀　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数
1 � 4月26日 理事会報告、看護フェスタの進捗 13名
2 � 5月14日 看護フェスタ、看護フェスタ結果報告と次年度活動計画 17名
3 � 5月24日 理事会報告、次年度年間計画について、夜間研修 13名

4 � 6月28日 理事会報告、新旧役員会の引継ぎ、支部活動計画および役
割分担 16名

5 � 7月26日 理事会報告、夜間研修、出前研修の役割分担 15名

6 � 9月27日 理事会報告、再就業支援講習会準備
夜間研修「アンガーマネジメント」進捗 14名

7 10月25日 理事会報告、再就業支援講習会・夜間研修報告
看護研究進捗 16名

8 11月22日 理事会報告、看護師職能Ⅱ出前研修「認知症」報告
看護研究進捗 14名

9 12月13日 理事会報告、医療安全研修報告
平成29年度支部活動計画、役員選出と役割について 11名

10 � 1月24日 理事会報告、看護研修発表会の進捗・看護フェスタ経過報告
看護連盟からの報告 13名

11 � 2月28日 理事会報告、看護研究発表会後の評価と振り返り
会計報告、看護フェアについて（会場・ポスターなど） 10名

12 � 3月28日 理事会報告、看護研修発表についてのアンケート結果と今
後について検討、看護フェスタについて 10名

２．施設代表者会
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

1 � 4月26日 理事会報告、年間計画活動内容検討
日本看護協会通常総会に向けて支部からの要望について 16名

2 � 5月24日 理事会報告、看護フェスタ報告
H28年度支部活動計画内容決定 15名

3 � 7月26日 理事会報告、新会員情報管理システムについて（大阪府看
護協会）、通常総会代議員報告、支部事業計画・活動計画 16名

4 � 9月27日 理事会報告、医療安全対策委員会報告、中河内在宅医療に
おける課題及び支部会員増加についてグループワーク 17名

5 10月25日 理事会報告、医療安全対策委員会報告
准看護師制度問題についてグループワーク 16名

6 11月22日 理事会報告、府東中小民間病院施設の今後の問題について
グループワーク 19名

7 � 1月24日 理事会報告、医療安全対策委員会報告
平成29�年度年間計画、役員選出について説明 20名

8 � 3月28日
理事会報告、医療安全対策委員会報告、看護フェスタにつ
いて、平成29年度府東支部年間計画、看護研究発表につい
てのアンケート結果と今後について

17名
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3．教育に関する事項
　研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数
アンガーマネジメ
ント 10月25日 市立柏原病院 日本アンガーマネジメント

井上　泰世　氏 93名

認知症看護 11月� 9日 八尾市立病院 認知症看護認定看護師
西池　靖子　氏 129名

医療安全
講演会 10月25日 八尾徳洲会

総合病院
コンフリクト・マネジメント
水摩　明美　氏 96名

看護研究
発表会 �2月28日 市立柏原病院 70名

４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016　開催日時：5月 14 日（土）

場　　所 実　施　内　容 参加者数

アリオ八尾

①　血圧測定・健康相談
②　乳がん自己検診法
③　認知症の個人相談
④　育児相談・赤ちゃん人形抱っこ体験
⑤　妊婦検診
⑥　白衣体験
⑦　ハンドマッサージ
⑧　看護師PR活動・進学相談

一般参加者（500名）
役員等（15名）

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

市民健康フェア（9月6日） 45名（役員1名）
みんなで話そう―看護の出前授業
　大阪府立八尾翠翔高等学校
　八尾市立高美中学校

�40名
127名

10月21日（金）
�1月27日（金）

６．地域の行政・関連機関等との連携及び会議等出席に関する事項 
会　議　名 会議場所 開催月日 出席者氏名

大阪府八尾保健所運営協議会 八尾保健所 �6月22日（水） 市川和江
准看護師制度に係る懇話会 大阪府看護協会 12月20日（火） 高内美紀

７．その他事項
　支部再就業支援講習会
開催月日 10月5日（水）
会場 市立柏原病院

プログラム

1日目　eラーニング（大阪府看護協会）
2日目
①　看護の現状（ナースセンターより）
②　感染防止対策　（標準予防策と個人防護具の着脱）講義と演習
③　BLS（一次救命処置）（演習）
④　採血と静脈注射（演習）
⑤　座談会（受講者と講師を通して課題や解決法を明瞭にする）

参加者数 3名
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　市北支部� 支部理事：��加藤　綾子　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数

1 � 6月29日
新役員紹介（新旧理事挨拶）
年間事業計画
市北支部の行事計画と報告
平成28年度役割担当の決定
日本看護協会通常総会・大阪府看護協会通常総会　報告

22名

2 � 7月29日
新役員の紹介
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ
北区民カーニバルに関する出し物の検討

17名

3 � 8月26日
各職能委員会報告
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ
再就業支援について
北区民カーニバルに関する打ち合わせ

19名

4 � 9月23日
各職能委員会報告
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ
再就業支援についての報告
北区民カーニバルに関する打ち合わせ

15名

5 10月27日
各職能委員会報告
北区民カーニバル報告
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ

16名

6 11月17日 平成29年度支部役員、平成30年度代議員の候補
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ 12名

7 12月22日
平成29年度支部年間計画および予算案説明
各職能委員会報告
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ

16名

8 � 1月26日 各職能委員会報告
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ 15名

9 � 2月23日 各職能委員会報告
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ 17名

10 � 3月24日
各職能委員会報告
「第2回准看護師制度に係る懇話会」報告
平成29年度支部事業計画提示
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ

15名

２．施設代表者会
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

1 � 6月29日

新役員紹介（新旧理事挨拶）　　
年間事業計画
理事会報告　　
市北支部の行事計画と報告
中小民間病医院看護支援委員会からの提案事項検討
日本看護協会通常総会・大阪府看護協会通常総会　報告
「看護職ネットワーク会」について

40名

2 � 7月29日
看護協会継続入会に向けた移行手続き（大阪府看護協会）
新役員紹介
理事会報告　
支部事業計画と報告
「看護職ネットワーク会」各グループの報告

26名

3 � 8月26日
理事会報告　
支部事業計画と報告
再就業支援について
北区民カーニバルについての報告
「看護職ネットワークの会」各グループ報告

28名

4 � 9月23日

各職能委員会報告
支部事業計画の進捗状況、打ち合わせ
再就業支援についての報告
北区民カーニバルについて
医療安全からの報告
中小民間病院管理者研修会の案内
「看護職ネットワーク会」各グループ報告

19名
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5 10月27日

理事会報告
北区民カーニバル報告
支部事業計画と報告
医療安全からの報告
「看護職ネットワーク会」各グループ報告

20名

6 11月17日
理事会報告
平成29年度支部役員、平成30年度代議員の候補
支部事業計画と報告
「看護職ネットワークの会」

16名

7 12月22日

理事会報告
支部事業計画と報告（平成29年度予算案説明含む）
医療安全対策委員会報告
「看護職ネットワークの会」
第1回中小民間病院交流会の報告

24名

8 � 1月26日
理事会報告
支部事業計画と報告
「看護職ネットワークの会」
第2回中小民間病院交流会の報告

22名

9 � 2月23日
理事会報告
支部事業計画と報告
「看護職ネットワークの会」
各施設の情報交換（造影剤やｼﾝﾁの静脈注射・認定制度など）

23名

10 � 3月24日
各職能委員会報告
「第2回准看護師制度に係る懇話会」報告
平成29年度支部事業計画提示
支部事業計画と報告
平成28年度で交代委員からの挨拶

18名

3．教育に関する事項
　1）研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数
「元気になるメンタルヘルス」
～自分を愛して、人を愛して～ � 9月11日 大阪市立総合医療センター

「さくらホール」 前久保�那昭�氏 � 69名

看護師職能委員会Ⅱ出前研修
「自然な死へのアプローチ」 11月13日 住友病院　14階講堂 大橋�奈美�氏 145名

地域で育てるわがまちナース！
Part １：退院支援、地域連携
促進のための看護師の役割

12月� 8日 大阪市立総合医療センター
「さくらホール」 高澤�洋子�氏 � 63名

地域で育てるわがまちナース！
Part2：大阪市立医療センター
の看護管理者によるパネルディ
スカッション！

� 1月16日 大阪市立総合医療センター
「さくらホール」

四辻�清美�氏
田中�雅重�氏
鍛冶�治子�氏
山田�悦子�氏
高戸�薫�氏
亀井�恭子�氏
吉川�由希子�氏

� 67名

地域で育てるわがまちナース！
Part3：在宅看護者によるパネル
ディスカッション！

� 1月27日 大阪市立総合医療センター
「さくらホール」

塩津�浩美�氏
入口�真紀子�氏
高原�明美�氏
我妻�いづみ�氏
竹内�千亜紀�氏

� 62名

「チームで取り組む医療安全
～人間の注意力とその限界～」 � 1月29日 住友病院　14階講堂 石松�一真�氏 172名

小児救急看護～痙攣の対応～ � 2月� 1日 中野こども病院 井上�幸子�氏 � 14名

　2）研究発表会等�
ポスター展示 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

大阪府看護協会　市北支部
「看護職ネットワークの会」

活動報告
12月17日 グランキューブ大阪 髙丸�賀子�氏 500名
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４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016　開催日時：5月 14 日（土）　　午前 11 時～午後 15 時

場　　所 実　施　内　容 参加者数

ぷららてんま 骨密度測定、血管年齢測定、血圧測定
リーフレット配布、健康相談

一般参加者（301人）
支部役員等（18人）

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項 
活動内容等 参加人数等 備　　　考

北区民カーニバル
骨密度測定、血圧測定、健康相談
認知症についてのリーフレット配布と相談

402人 10月16日
9時00分～ 15時00分

みんなで話そう―看護の出前事業　　
　大阪市立都島中学校
　大阪市立大淀中学校
　大阪市立美津島中学校

136人
241人
193人

�
� 7月� 8日（金）
�7月� 9日（土）
�2月22日（水）

６．地域の行政・関連機関等との連携及び会議等出席に関する事項 
会　議　名 会議場所 開催月日 出席者氏名

第2回准看護師制度に係る懇話会
大阪府看護協

会
桃谷センター

12月20日 加藤　綾子　
名田　美代子

在宅医療の充実に関する懇話会
大阪府看護協会
ナーシングアー
ト大阪

� 2月10日 加藤　綾子

７．その他事項
　支部再就業支援講習会
開催月日 9月16日（金）（Aコース）21日（水）（シャドウィング）
会場 一般財団法人　住友病院

プログラム 看護の現状、ナースセンターからのお知らせ、感染防止、採血演習、一次救命処置、認知症看護、
医療安全、座談会、就職相談

参加者数 10人

協力施設 大阪府健康医療部保険医療室保険医療企画課看護グループ
一般財団法人住友病院　大阪府訪問看護ステーション協会

－ 85 －

支部活動報告　



　市西支部� 支部理事：大崎　和子　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数

1 � 7月22日 新・旧役員交代　新役員の役割について　出前授業について
理事会報告 �9名

2 � 9月30日 理事会報告　職能委員会報告　市西支部研修会開催計画　
出前授業打ち合わせ 12名

3 10月28日 理事会報告、職能委員会報告　出前授業の結果報告 10名

4 11月25日 理事会報告、職能委員会報告　健康フェスタ参加報告
研修会打ち合わせ 11名

5 � 1月27日 理事会報告、職能委員会報告　出前授業打ち合わせ
研修会打ち合わせ 11名

6 � 2月24日 理事会報告、職能委員会報告　出前授業報告　 10名
7 � 3月24日 理事会報告、職能委員会報告　健康フェスタ打ち合わせ 11名

２．施設代表者会議
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

1 7月22日 役員紹介　自己紹介　今年度の計画（案）について意見交換
会長あいさつ　ナースシップについての説明会 15名

2 9月30日 理事会報告　職能委員会報告
「高齢者の尊厳ガイドライン」学習会 14名

3 10月28日 理事会報告　職能委員会報告 12名

4 11月25日 理事会報告　職能委員会報告
医療安全 16名

5 1月27日 理事会報告　職能委員会報告
「意志決定へのアプローチ」学習会の開催 16名

6 2月24日 理事会報告　職能委員会報告　出前授業報告
「災害シミュレーション」研修　厚生局監査準備について 14名

7 3月24日 理事会報告　職能委員会報告
看護師教育についての意見交換 12名

3．教育に関する事項
　研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

意思決定へのアプローチ �1月27日 社会医療法人きつこう会
本部会議室

たつみ訪問看護ステーション
がん性疼痛看護認定
看護師
尾池　真理

31名

大阪市西部地区における
災害時の病院間連携 �2月25日 社会医療法人きつこう会

本部会議室
社会医療法人きつこう会
多根総合病院　
医師　柳　英雄

64名
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４．地域看護活動に関する事項
１）看護フェスタ
開催日時：平成 28 年 5 月 14 日（土）

場　　所 実　施　内　容 参加者数

野田阪神店
・測定コーナー：血圧測定・体脂肪測定・酸素飽和度
・体験コーナー：白衣体験
・相談コーナー：介護相談・看護相談・進学相談・育児
相談

一般参加者　250人
役員等　　　�13人

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

MKBの祭典2016 � � 1名 救護
港区健康フェスタ2016 � � 2名 血管年齢測定
みんなで話そうー看護の出前授業
　①大阪市立淀中学校
　②昇陽高等学校

160名
�53名

12月9日（金）
�2月8日（水）

６．その他事項
１）支部再就業支援講習会
開催月日 2月6日（月）
会場 社会医療法人きつこう会　多根総合病院

プログラム Aコース　看護の現状　感染予防PPE　BLS　座談会
参加者数 11名
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　市東支部� 支部理事：田中　康晴　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数

1 � 4月26日
年間事業計画説明
看護フェスタの打ち合わせ（内容・担当者・人員）
今後の研修計画など検討

11名

2 � 5月24日
看護フェスタの報告
5/20　「医療安全と医療情報」研修会報告
認定看護師教育コース閉鎖について

13名

3 � 6月28日
中小民間病院看護支援委員会の活動について
新役員の紹介・引継ぎ
支部役員会と施設代表者会議の開催日程・研修計画

�14名

4 � 7月26日 支部理事会報告
第2回准看護師制度に係る懇話会の計画について報告 �9名

5 � 9月27日 支部理事会報告
支部研修会　12月、1月の内容検討 13名

6 10月25日 支部理事会報告
施設代表者会議に同じ 10名

7 11月22日
支部理事会報告
12月、1月開催　支部研修会につて検討
平成29年度　支部活動計画　および予算について

�8名

8 � 1月24日
支部理事会報告
支部研修会の報告
代議員、予備代議員、支部役員の選出について

11名

9 � 2月28日 支部理事会報告
看護の日　イベント内容の検討 �7名

10 � 3月28日
支部理事会報告
看護の日　開催場所変更の通知とイベント内容決定
次年度の研修の内容検討

11名

２．施設代表者会
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

１ �4月26日
・定例理事会・各職能委員会の報告
・看護フェスタの開催について
・意見交換会：認知症患者の対応
・再就職支援講習会について

28名

２ �5月24日
・定例理事会・各職能委員会の報告
・看護フェスタおおさか2016の報告　・医療安全研修の報告
・意見交換会：看護師確保対策について

21名

３ �6月28日
・大阪府看護協会　総会の報告
・定例理事会、各職能委員会の報告
・新役員の紹介　・中小民間病院支援委員会開催について

21名

４ �7月26日
・定例理事会・各職能委員会報
・ナースシップ運用について　看護協会より説明
・第２回准看護師制度に係る懇話会について報告
・看護師職能Ⅱ　出前研修について検討

26名

５ �9月27日
・定例理事会・各職能委員会報告
・第2回　准看護師制度に係る懇話会について　知りたい
情報等の意見とりまとめ
・議事録の会員への通知について検討

18名

６ 10月25日
・定例理事会・各職能委員会報告
・第2回　准看護師制度に係る懇話会への出席者の選出
・12月研修会についてのお知らせ

15名
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７ 11月22日
・定例理事会・各職能委員会報告
・大阪府看護学会について　お知らせ
・12月、1月支部主催の研修会についてお知らせ

15名

８ �1月24日
・定例理事会・各職能委員会報告
・次期役員の選出依頼
・看護フェスタ開催について　開催予定場所の検討

23名

９ �2月28日 ・定例理事会・各職能委員会報告
・看護フェスタ準備状況　次期役員選出状況報告 21名

10 � 3月28日
・定例理事会・各職能委員会報告
・看護フェスタ準備状況　次期役員選出状況報告
・5月　支部主催　研修会について検討

15名

3．教育に関する事項
１）研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

看護の出前授業 �2月7日（火） 大阪市立横堤中学 済生会野江病院
中西敬子 42名

医療安全研修
「医療安全と医療情報」他 �5月20日（金） 大阪医療センター 萩　政二　鶴田洋平

岡垣敦彦 105名

看護師職能Ⅱ研修
「認知症に関する研修」 12月24日（土） 大阪医療センター 西池靖子 70名

災害研修
「大地震に備えて何をすべきか」 � 1月17日（火） 大阪医療センター 若井聡智　溝邊真由実

渡邊由紀 130名

２）研究発表会等�
　実績なし

４．地域看護活動に関する事項
１）看護の日イベント　開催日時 :5 月 14 日（土）午後 1時～午後 4時

場　　所 実　施　内　容 参加者数

桃谷センター
認知症サポーターキャラバン・ロコモティブ体操
各種測定（血圧・身長・体重・体脂肪）血管年齢
乳がん自己診断体験、美肌チェック

一般参加者
262名

支部役員等
22名

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
項　　目 参加人数等 備　　考

みんなで話そう―看護の出前授業
　①大阪市立鶴見商業高等学校
　②大阪市立横堤中学校

8名
117名

11月17日（水）
�2月� 7日（火）

６．その他事項
１）支部再就業支援講習会
開催月日 5月27日（金）
会場 医療法人敬仁会　今里胃腸病院

プログラム
看護の現状、ナースセンターからのお知らせ、感染予防（スタンダードプリコーション）
採血演習（シリンジと真空管）、一時救命処置（演習）ＢＬＳ、ＡＥＤ、認知症看護、
医療安全（ヒューマンエラーの視点・個人情報の取扱い）、座談会、ミニ就職フェア
就業相談

参加者数 13名
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　市南支部� 支部理事：大脇　和子　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数
1 � 6月28日 出前授業　支部研修　こころと体の健康フェア 14名
2 � 7月26日 支部研修　教育ステーション研修 14名
3 � 8月23日� 支部研修　出前授業　中小民間病院支援委員会活動について 15名
4 10月25日������ 支部研修　研修担当役割分担 15名
5 11月22日 第1回研修の振り返り　第2回研修　Ｈ29年度役員選出 11名
6 � 1月24日 第2回研修　平成29年度役員・日看協代議員選出 16名
7 � 2月28日 第2回研修の振り返り　看護フェスタ 12名
8 � 3月28日 研修評価　看護フェスタについて 14名

※9月は麻疹発生のため休会とした。

２．施設代表者会
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数
1 ６月28日 理事会報告　教育ステーション事業 28名
2 7月26日 理事会報告　准看護師研修　会員情報管理体制 24名
3 8月�23日� 理事会報告　第2回支部研修 26名

4 10月25日 理事会報告　准看護師制度に係る意見集約　看護協会入会
促進 25名

5 11月22日 理事会報告　看護フェスタ 23名
6 1月24日 理事会報告　支部研修会 24名
7 2月28日 理事会報告　再就業支援講習会 22名

8 ３月28日 理事会報告　再就業支援講習会について　平成28年度施設
代表者会日程 28名

※9月は麻疹発生のため休会とした。
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3．教育に関する事項
　研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

看護師職能委員会Ⅱ出前研修
「自然な死へのアプローチ」 11月11日（金） 阿倍野メディックス

訪問看護ステー
ション�ハートフ
リーやすらぎ
大橋　奈美　氏

94名

大阪府看護協会
市南支部研修会
「暮らしのなかのがん」

�1月28日（土） 阿倍野メディックス NPO法人がん
NET関係者 50名

４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016� 開催日時：5月 14 日（土）　　　午後 1時～午後 3時

場　　所 実　施　内　容 参加者数
近鉄百貨店あべの本店

2階 血管年齢測定、肌年齢測定、健康相談 一般参加者（301人）
�支部役員等（16人）

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

みんなで話そう―看護の出前授業
　大谷中学校　
　大阪市立東我孫子中学校
　大阪市立長吉六反中学校
　大阪市立長吉六反中学校
　大阪市立住之江中学校

�67名
148名
� 49名
� 76名
178名

� 7月11日（月）
�9月� 7日（水）
11月11日（金）
11月11日（金）
�2月16日（木）

６．その他事項
　支部再就業支援講習会
開催月日 12月14日（水）
会場 社会医療法人景岳会　南大阪病院

プログラム 感染予防、採血演習､ BLS演習、座談会
参加者数 3名
協力施設 社会医療法人景岳会　南大阪病院
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　堺支部� 支部理事：笠井　千秋　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数
1 � 4月26日 施設情報交換、次年度年間計画、看護フェスタ 15名
2 � 5月24日 看護フェスタ総括、災害支援報告、次年度年間計画 16名
3 � 6月28日 新役員自己紹介、次年度年間計画、役員引き継ぎ 18名

4 � 7月26日 年間計画（講演会、交流会、出前研修、事例検討会、親睦会、
出前研修の開催企画） 14名

5 � 9月27日 講演会、他職種交流会検討 12名
6 10月25日 講演会、親睦会、出前研修検討 14名

7 11月22日 災害講演会総括、多職種交流会、1月親睦会企画、2月事例
検討会についての検討 14名

8 12月20日 医療安全交流会について、出前研修会企画、 12名
9 � 1月24日 親睦会、出前研修会、多職種交流会、事例検討会について 13名
10 � 2月21日 事例検討会の運営、看護フェスタについて 13名

11 � 3月21日 年間活動計画総括、看護フェスタ機器説明、支部ちらしの
検討、会計報告、次年度計画について 13名

２．施設代表者会
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

1 � 4月26日 理事会報告、交流会（支部活動計画）看護フェスタについ
て 28名

2 � 5月24日 理事会報告、熊本県災害支援報告、災害について交流会 32名

3 � 6月28日 理事会報告、平成28年度支部事業計画立案、通常総会報告、
交流会：「新人教育」「院内教育」について 31名

4 � 7月26日 理事会報告、新会員情報管理体制について、交流会（認定・
専門看護師の支部内活動）再就業講習会報告 26名

5 � 9月27日 理事会報告、羽曳野支援学校訪問教育について、中小民間
病院看護管理者交流会について、ピンクリボン協力依頼 23名

6 10月25日 理事会報告、新会員情報管理体制について、災害研修 69名
7 11月22日 理事会報告、准看護師制度に係る意見交換、講演会 �24名
8 12月20日 理事会報告、会計中間報告、医療安全交流会 28名

9 � 1月24日 理事会報告、交流会（クリ二カルラダーの導入・活用）、
再就業講習会について意見交換 18名

10 � 2月21日 理事会報告、交流会 18名
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3．教育に関する事項
　1）研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

講演会 10月25日 堺市立総合医療
センター 中田　康城�氏 79名

講演会 11月22日 堺市役所本館 野村　宏子�氏 57名
多職種交流会　
看護師職能委員会Ⅱ出前研修
「フィジカルアセスメント」

�1月28日 堺市市役所 三輪　真由美�氏 52名
74名

事例検討会 �2月21日 清恵会病院 太成学院大学
城内　貴代美�氏 40名

４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016　開催日時：5月 14 日（土）

場　　所 実　施　内　容 参加者数

南海堺駅プラットプラット
・測定コーナー：�血圧測定・血管年齢・骨密度

測定
・相談コーナー：�認知症相談・看護、介護相談、

乳がん自己検診

一般参加者　400名
役員等　　　�17名

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

堺市老人倶楽部連合会グランドゴルフ
9月9日（金） 　役員�2名 救護班

堺市老人倶楽部連合会　ゲートボール
10月21日（金） 　役員�2名 救護班

ピンクリボン啓発活動　10月16日（日） 　役員18名 りんくうタウン駅

６．地域の行政・関連機関等との連携及び会議等出席に関する事項
会　議　名 会議場所 開催年月日 出席者氏名

堺市地域包括ケアシステム会議
第1回　医療専門家会議 堺市役所 �7月19日（火） 笠井千秋

第2回　医療専門家会議 堺市役所 �9月27日（火） 笠井千秋
第3回　医療専門家・介護
専門家会議（合同開催）

堺市総合福祉
会館 �2月24日（金） 笠井千秋

７．その他事項
　1）支部再就業支援講習会
開催月日 ６月30日（木）
会場 近畿大学医学部堺病院

プログラム 1．施設見学　2．感染予防対策　3．看護の現状　４．一次救命処置（演習）
5．座談会　6．その他

参加者数 10名
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　府南支部� 支部理事：津田　雅子　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数
1 � 7月22日 年間計画確認 13名
2 � 8月25日 9月研修会打合せ 11名
3 � 9月23日 研修会会場準備・10月研修会打合せ 12名
4 10月27日 研修会介助準備 11名
5 11月25日 看護研究抄録募集準備 13名
6 12月26日 看護研究発表会打合せ 10名
7 � 1月27日 看護研究発表会打合せ 11名
8 � 2月26日 次年度活動内容 13名
9 � 3月24日 次年度グループ別イベント 10名

２．施設代表者会議
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数
1 � 7月22日 総会報告・理事会、各委員会報告 33名
2 � 8月25日 理事会・各委員会報告、看護研究発表会について 24名
3 � 9月23日 理事会・各委員会報告 29名
4 10月27日 理事会・各委員会報告 29名

5 11月25日 理事会・各委員会報告、次年度支部役員・平成30年度代議
員選出について 26名

6 12月26日 理事会・各委員会報告 26名
7 � 1月27日 理事会・各委員会報告 21名
8 � 2月26日 理事会・各委員会報告、藤井寺保健所より教育DVD紹介 24名
9 � 3月24日 理事会・各委員会報告、再就業支援事業報告 21名

3．教育に関する事項
　研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

「スキンテア」 �9月23日（金） PL病院2階講堂
PL病院　皮膚・排泄
ケア認定看護師
山口冨士子�氏

139名

「認知症看護」 10月27日（木） PL病院2階講堂
PL病院　認知症看護
認定看護師
松本比砂美�氏

�57名

「看護研究発表会」 �2月� 4日（土） PL病院2階講堂
講師：大阪府立大学
地域保健学看護学類
教授
志田京子�氏

�76名
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４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ　　開催日時：平成 28 年 5 月 14 日

場　　所 実　施　内　容 参加者数

エコールロゼ
・測定コーナー：血圧測定・体脂肪測定
・体験コーナー：白衣体験・赤ちゃん抱っこ体験
・相談コーナー：認知症相談・介護相談・
　　　　　　　　がん看護相談

一般参加者（285名）
役員等　　（�25名）

７．その他事項
　1）支部再就業支援講習会
開催月日 1月18日
会場 医療法人春秋会�城山病院

プログラム 採血演習・ＡＥＤ・ＢＬＳ・ＰＰＥ・施設見学
参加者数 3名
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　泉南支部 � 支部理事：�藤野　正子　

１．支部役員会
回 開催年月日 主　な　審　議　事　項（項目のみ） 出席者数

1 � 4月26日 役員の交代紹介、看護フェスタ計画、講演会計画の進捗状
況 16名

2 � 5月31日 役員の交代時期について、看護フェスタの報告、看護協会
の支部掲示板の使い方 16名

3 � 6月28日 代表者会議と合同 16名
4 � 7月26日 支部活動の役割分担と年度計画 16名
5 � 9月27日 11月講演会計画、支部へのボランティア要請について 12名
6 10月25日 講演会について、看護フェスタ、交通費の支給について 12名
7 11月22日 施設代表者会議と合同 16名
8 � 1月24日 施設代表者会議と合同 16名
9 � 2月28�日 看護フェスタ、研修について、新年会報告 13名

２．施設代表者会議
回 開催年月日 内容（項目のみ） 出席者数

1 � 4月26日 定例理事会報告、施設代表者交代紹介、年間計画、看護フ
ェスタ・講演会についての検討 31名

2 � 5月31日 定例理事会報告、看護フェスタ報告、代議員研修報告、総
会に向けての意見交換 27名

3 � 6月28日
定例理事会報告、日本看護協会　2016年度通常総会報告、
大阪府看護協会　2016年度通常総会報告、出前研修につい
て

27名

4 � 7月26日 定例理事会報告、6月講演会報告、会議予定について、訪
問看護研修について、新会員システムの説明会 22名

5 � 9月27日
定例理事会報告、11月講演会計画、支部に依頼があったボ
ランティアの協力、准看護師の質向上と入会促進のための
在り方について

18名

6 10月25日 定例理事会報告、交通費について、准看護師問題について
の検討（進学支援・業務範疇等）、研修案内 16名

7 11月22日 定例理事会報告、次期役員について、中小民間病院の研修
について、新年会について 22名

8 � 1月24日 定例理事会報告、研修会報告、再就業支援講習報告 24名

9 � 2月28日 定例理事会報告、意見交換「地域包括ケアシステム構築に
おける、保健師からみた地域の現状と問題」 17名

3．教育に関する事項
　研修会等

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数
地域で取り組むエンド・
オブ・ライフ �6月28日（火） 岸和田市

浪切ホール 白山広人�氏 251名

医療現場における笑いと
コミュニケーション 11月22日（火） マドカホール Ｗまこと�氏 169名
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４．地域看護活動に関する事項
　看護フェスタ 2016　　　開催日時：5月 14 日（土）

場　　所 実　施　内　容 参加者数

トークタウン
イオン東岸和田店

血圧測定、脳年齢測定、血管年齢測定、骨の健
康度チェック、高齢者疑似体験体脂肪測定、
認知症、高齢者介護に関する相談

一般参加者（360人）
支部役員等

（15人、学生15人）

５．地域住民の健康増進ならびに福祉向上への寄与に関する事項
活動内容等 参加人数等 備　　　考

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016 3名 24時間救護所担当
ピンクリボン大阪2016 7名 救護所、相談所、案内等
貝塚市健康まつり 1名 相談
泉州国際市民マラソン 22名 救護班
みんなで話そう―看護の出前事業
　和泉市立南松尾中学校 34名 平成28年12月5日（月）

６．地域の行政・関連機関等との連携及び会議等出席に関する事項
会　議　名 会議場所 開催年月日 出席者氏名

公益財団法人　堺市救急医療事業団　理
事会

堺市こども急病
診療センター � 6月10日（金） 藤野正子

大阪府ユニットセンター地域運営協議会 関西エアポート
ワシントンホテル � 3月� 9日（木） 藤野正子

７．その他事項
　支部再就業支援講習会
開催月日 11月17日（金）
会場 りんくう総合医療センター

プログラム 看護の現状・感染予防　演習（採血）・病院見学・演習（一次救命処置）
座談会・まとめ

参加者数 2名
協力施設 りんくう総合医療センター
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【報　告　事　項　2】
平成 29 年度　重点事業並びに事業計画

　大阪府看護協会は、日本看護協会と連携し「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護」の
実現をめざして、定款に明記した事業を以下のとおり行うこととする。

　平成 29 年度重点事業
　　1．全世代型地域包括ケアシステム構築の推進
　　2．看護職の人材育成及び役割拡大の推進
　　3．看護職の労働環境づくりの推進

　事業計画は、定款第 4条・5条に列挙する事業に沿って掲載する
Ⅰ．看護教育及び学会等学術振興に関する事業
Ⅱ．看護職の労働環境等の改善及び就業促進による人々の健康及び福祉の増進に関する事業
Ⅲ．看護に係る調査及び研究並びに看護業務及び看護制度の改善への提言に関する事業
Ⅳ．地域ケアサービスの実施及び促進等による府民の健康及び福祉の増進に関する事業
Ⅴ．日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業
Ⅵ．施設の貸与に関する事業
Ⅶ．会員等の福利厚生等に関する事業
Ⅷ．看護の国際交流等に関する事業
Ⅸ．組織の運営等に関する事業
Ⅹ．その他本会の目的達成をするために必要な事業

� ・事業項目・内容のゴシック体（太字）は重点事業

Ⅰ．看護教育及び学会等学術振興に関する事業 （公益目的事業・共益事業）
項　　　目 事　業　内　容

１．新人教育� ＜重点 2 ＞ 1）  生涯学習の支援・継続教育の推進
（1）��新人看護職員研修ガイドラインに基づく指導者育成
（2）��新人看護職員研修責任者のフォローアップ研修（年

1回）
（3）��多施設合同研修（8ブロック・4日）<受託 >

２．ジェネラリストを育成する教育
� ＜重点 2 ＞

（1）短期研修　平成 29 年度　108 コース
（2）��日本看護協会インターネット配信研修　（オンデマ

ンド）
（3）医療安全管理者養成研修（ｅ—ラーニング活用）

３．スペシャリストを育成する教育
� ＜重点 2 ＞

1）救急看護認定看護師教育課程
（1）��日程：平成 29 年 6 月～平成 30 年 3 月末� �

週 2 回（火・水）の分散型、但し 6～8月は週 3日（火・
水・木）

（2）オープンキャンパス 3回
2）特定行為研修への準備
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４．管理者を育成する教育� ＜重点 2 ＞ 1）認定看護管理者教育課程
（1）ファーストレベル（年 3回）
（2）セカンドレベル（年 2回）�
（3）サードレベル（年 1回）
2） セカンド・サードレベル修了者のフォローアップ研修

５．教育者 /研究者を育成する研修
� ＜重点 2 ＞

1）看護基礎教育における指導者養成
（1）��大阪府専任教員養成講習会 <受託 >ｅラーニング

一部導入
（2）��大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会（年 3

回）<受託 >
（3）��大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定

分野）<受託 >
2）��講習会の開催とフォローアップ研修
（1）��専任教員養成講習会修了者のフォローアップ研修
（2）��実習指導者講習会修了者のフォローアップ研修
3）��看護研究活動の支援
（1）��第 5 回�大阪府看護学会　：12 月 9 日（土）グラン

キューブ大阪

６．准看護師研修� ＜重点 2 ＞ 1）准看護師を対象とした研修　 
（1）キャリアアップ研修（6コース）
2）看護師 2 年課程（通信）への進学支援
（2）受験対策：論文指導（2コース）

７．その他の研修� ＜重点 2 ＞ 1）社会背景からニーズが高いトピックス研修
（1）��在宅療養を支える在宅看護力の強化及び退院支援の

推進� �
（訪問看護ステーションへの支援・退院支援強化研修）

（2）��看護師のクリニカルラダ―導入を目指して（日本看
護協会版）

（3）医療事故調査制度について
（4）��診療報酬関連（認知症対応力向上研修・看護補助者

活用推進）
（5）��ノーリフトケア～腰痛予防対策を通して考えるケア

の質～
（6）看護職のための教育学
（7）中小規模病院における看護管理
（8）医療・看護場面で使う英会話
（9）看護補助者対象医療安全研修（年 2回）
2）他団体と連携した研修会
（1）��大阪府教育委員会の委託による府内支援学校教員等

の「たん吸引等」の実施のための研修
（2）��大阪府看護学校協議会との共催による専任教員養成

講習会修了者フォローアップ研修

８．地域包括ケアにおけるケア人材の育成
� ＜重点 2 ＞

1）��地域（訪問看護・介護福祉施設等）における看護師
のクリニカルラダ―（案）作成および運用支援

2）��訪問看護中堅看護師向け研修
3）��訪問看護、高齢者ケア施設等で働く看護職・介護職・

ケアマネージャー等を対象とした出前研修  
「フィジカルアセスメント・認知症ケア・看取り」
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９．大阪府受託研修（再掲）� ＜重点 2 ＞ 1）新人
（1）多施設合同研修
2）基礎教育・指導者
（1）大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会（年 3回）
（2）大阪府専任教員養成講習会（年 1回）
3）在宅・地域
（1）病院と在宅医療を担う施設等の相互研修
（2）認知症対応力向上研修

10．図書・雑誌等の充実と図書室の運営 （1）桃谷センター図書室との統合管理
（2）蔵書点検、所蔵目録管理
（3）図書・雑誌・映像資料の収集、受入整備と管理・運営
（4）文献検索サービス

※教育計画の詳細については「2017 年度�教育研修計画」を参照して下さい。

Ⅱ．看護職の労働環境等の改善及び就業促進による人々の健康及び福祉の増進に関する事業
 （公益目的事業・共益事業）

項　　　目 事　業　内　容

１．  勤務環境改善の推進及び働き続けられ
る職場づくりの支援 ＜重点 3 ＞
1）��看護職の労働環境改善支援の推進

（1）大阪府医療勤務環境改善支援センターとの連携
①労働環境改善に関する研修会の開催
②�労働環境に関する情報の共有・情報交換

（2）看護職版・医療職版ワークライフバランス事業の推進
（3）��労働と看護の質向上のための事業の推進
①��日本看護協会の事業の推進を注視した広報・啓発
②��看護管理者のデータマネジメントについての研修会
開催
③��労働環境の現状把握と改善に向けた取り組み
④��多様な勤務施設及び勤務形態等の普及に向けた活動

（4）他職種、看護補助者等との協働連携
（5）男性看護師の就業の推進
①人材育成と定着につながる環境整備の支援
②人材確保活動の支援

（6）��総会・機関紙・学会等での公表、研修等による事業
の普及

2）中小民間病院の看護支援の推進・拡充 （1）��中小民間病院の地域ネットワークによる連携推進の
支援
①��支部活動との連携による活動と支援
②��看護管理者の経営参画、労務マネジメント支援の交流
会開催
③��中間管理職・次世代看護管理者の人材育成への支援

－ 100 －



２．  看護職員の人材確保及び離職者が現場
に復帰できる仕組みづくり ＜重点 3 ＞
1）看護職の就業と定着の促進

（1）��ナースセンターコンピューターシステム（NCCS）
による求人施設と求職者のマッチングの増加
①��看護職及び看護学生へのナースセンター事業内容の
周知
②登録施設訪問による施設状況等の把握、就業支援
③NCCS登録支援
④定着促進のためのリフレッシュ研修の開催（年 2回）
⑤��中央ナースセンターや近畿地区ナースセンターとの
連携

（2）��看護職等、離職者の届出制度の周知と届出者への支援
①��看護だより、チラシ等による周知、広報
②ナースセンターへの登録支援と登録者へ情報提供

（3）潜在看護職の再就業支援講習会による就業促進
① ��1 日講習　Re・フレッシュ café（20 名定員）18 回
② ��2 日講習　（A・B共 eラーニング 1日　講習 1日）��
Aコース（20 名定員）11 支部　病院領域�演習

③ Bコース（10 名定員）11 施設　��介護福祉関係領域�
在宅領域�演習

（4）大阪府、看護協会主催の就職フェア開催（3回）
①��中小病院、訪問看護ステーション等の人材確保

（5）セカンドキャリア、ゴールドナースの活用推進
①定年退職後の求職支援やボランティアへの登録推進

2）��ナースセンター・ハローワーク連携事業
の推進�

（1）��ハローワークでの相談窓口での就職相談とナースセ
ンターへの登録推進：府内 5か所（阿倍野・堺・枚方・
大阪東・布施）
①��ナースセンター登録者への情報提供と就職の斡旋
②��ナースセンター・ハローワーク事業連絡調整会議に
よる情報共有と課題への対応

（2）��ハローワーク求人情報の提供サービスの活用による
就業支援

3）��他機関との連携による人材確保 （1）合同求人・就職説明会（大阪府福祉人材センターと
の共催、マスコミ）
（2）大阪府福祉人材センター等との情報共有及び連携

4）看護職等の進学相談、進路情報の提供 （1）看護職等の進学相談、進路情報の提供等

Ⅲ．看護に係る調査及び研究並びに看護業務及び看護制度の改善への提言に関する事業
 （公益目的事業）

項　　　目 事　業　内　容

１．看護に係る調査及び研究 （1）3職能委員会・各委員会による調査等
（2）機関紙・学会等での発表等による調査結果の公表
（3）報告会及びセミナー等の開催
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２．看護業務改善への提言等
 ＜重点１・３＞
1）��職能委員会活動による看護業務改善等
に係る取組み

　（1）��保健師職能上の意見集約と課題発見

支部職能委員との連携強化を行い各職能におけるタイム
リーな課題発見と情報共有・発信

【保健師職能委員会】
（1）��保健指導ミーティングによる実践能力の向上� �

新任期及び指導保健師の保健指導のスキルアップと
現任教育手法の普及

（2）��保健師の専門性を高める支援� �
講演及び交流会の実施

（3）��保健師職能および他職能との連携推進� �
市町村保健活動連絡協議会・産業保健師会等との連
携等

（3）保健師のネットワークの強化及び他職能との連携
①��行政・医療・福祉・産業・教育分野との連携
②��助産師職能との合同委員会の開催（特定妊婦支援等）

　（2）��助産師職能上の意見集約と課題発見

　（3）��看護師職能上の意見集約と課題発見
看護師職能Ⅰ
①地域における医療・看護の活性化に
向け、病院で働く看護師の取組み課
題について検討する。
②本部及び 11 支部の看護師職能Ⅰ委員
との連携を強化し、看護師職能上の
課題を抽出する。
③看護師職能委員会ⅠⅡの意見交換並
びに相互連携のありの方を検討
看護師職能Ⅱ
①看護師職能Ⅱ領域の看護職が抱えて
いる問題を抽出し、今後、取り組む
べき課題を整理して本協会へ提言す
る。
②本部及び支部職能委員との連携を強
化し、活動を充実する。
③他委員会と交流し、意見交換及び情
報共有を図る。

【助産師職能委員会】
（1）助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）の推進
①助産実践能力習熟段階に応じた研修企画
②平成 30 年度の変更に合わせた研修内容の検討
③教育研修部との研修連携強化

（2）産科管理者交流会の企画
（3）関連団体及び行政との連携
①��近畿地区助産師職能合同研修
②��大阪府助産師会との共同事業（看護未来展・合同研
修）
③��保健師職能委員会との連携（特定妊婦支援）等

（4）周産期における災害対策の強化
①研修の企画
②周産期ネットワークの運用

【看護師職能委員会Ⅰ　病院領域】
（1）��「大阪府内の病院における外来在宅療養支援の実態

調査」の結果を踏まえ、今後の効果的な活動の進め
方を検討する。

（2）��11 支部の施設代表者会に看護師職能委員会Ⅰから議
題を提出し、出席者の意見を集約、本部の委員会で
課題を整理する。

（3）��病院、在宅等の連携を強化するために委員会で定期
的な意見交換・情報共有を図る。

【看護師職能委員会Ⅱ　介護福祉関係施設・在宅領域】
（1）��介護福祉関係施設・在宅領域における看護職の意見

を集約する。
①��地域の訪問看護・介護福祉施設等の看護管理者及び
看護職との交流会（意見交換会）の実施

（2）本部・支部職能委員との合同会議の開催
（3）施設代表者会での意見集約
（4）��看護師職能委員会Ⅰとの定期的な意見交換・情報共

有、連携のあり方検討
（5）看護制度委員会との意見交換会の実施
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３．看護制度改善への取組み・提言等
1）��行政、日本看護協会等と連動した准看
護師制度の課題解決に向けた取組みの
推進

（1）��「第 3 回准看護師制度に係る懇話会」の開催及び内
容の充実
①��行政、日本看護協会担当役員等の参加促進及び課題
共有
②��府内 11 支部での事前課題の意見集約及び課題整理
③��懇話会内容の会員への公表（機関紙、施設代表者会
等）

2）現在就業する准看護師への支援 （1）��安全な看護提供に向けた業務範囲に関する課題への
対応
①��准看護師の教育内容と業務内容に関する理解及び改
善
②��看護師職能委員会との情報交換

（2）2年課程及び通信制課程への進学支援の推進
① ��2 年課程通信制受験者の推薦
②��奨学金等情報の広報
③��看護師資格取得後の処遇改善に向けた働きかけ

3）��准看護師養成所の新設阻止及び既存の
養成所の看護師養成課程への転換に向
けた活動

（1）大阪府及び学校養成所、関係団体等への要望の強化
（2）准看護師養成所との懇話会等の実施

4）��看護の進路・進学に関する情報提供及
び相談等の充実

（1）��大阪府看護学校協議会等との進路・進学相談会の共
同実施
①��高校生向け進学相談会　　1回（7月頃）/年
②��中学生向け進路説明会　　1回（10 月頃）/年

（2）��「みんなで話そう－看護の出前授業」等での PR強化

Ⅳ．地域ケアサービスの実施及び促進等による府民の健康及び福祉の増進に関する事業
 （公益目的事業）

項　　　目 事　業　内　容

１．  全世代型地域包括ケアシステムの構築
に向けた多職種との連携の推進と強化

 ＜重点１＞
1）��多職種及び府民健康講座の実施
　（1）多職種及び府民のための研修

　（2）看護職、介護職等のための研修

（1）��多職種及び府民健康講座
①��子どもの虐待防止研修
②��子育てフェスタ・相談事業（乳幼児編）
③��メンタルサポート研修
④��生活体験館「GOKAN」で体験できる高齢者介護支
援講座

（2）��大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課ホームペ
ージ掲載
①��地域包括ケア事業部主催研修会の周知
②��大阪市「すこやかパートナー」制度を利用し啓発

（1）介護職等医療ケア研修
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2）��保健・福祉・介護関係機関との連絡調
整や情報収集の実施� �
他団体との協働による健康維持増進、
介護予防等の連携会議等

（1）��地域の行政、関係職種・団体等との連携強化（大阪府、
大阪市等地域に密着したネットワーク会議への参画）
①��大阪府保健医療協議会委員・支部理事等との意見交
換会
②��大阪市在宅医療・介護連携推進会議への参画

（2）��大阪府医師会、大阪府歯科医師会、大阪府助産師会、
大阪府訪問看護ステーション協会等との連携と共同
プログラム等の実施

（3）��大阪市社会福祉協議会ボランティア情報センターと
の協働

3）��病院と在宅をつなぐ医療・看護・福祉
等とのネットワーク強化の推進

（1）��地域包括ケアシステムの構築・推進していくために
看護職が必要な考え方の習得及び連携推進するため
の研修会の開催
①��地域包括ケアシステムにおけるリーダーシップを発
揮できる看護職の育成

・病院における現任教育の実態把握
・多職種等の連携推進研修
②��看護・介護等の連携推進のための看取り研修
③��「大阪の小児在宅医療を考える会」との連携

4）��子どもと子育て世代を対象とした地域
包括ケア

（1）��大阪府助産師会等の関係機関やボランティア等と協
力しお互いを理解し信頼を深める関係づくりと子育
て支援のネットワークづくりの参画

２．  府民の健康維持・増進に向けた地域連
携の推進

 ＜重点１＞
1）��まちの保健室事業の推進
　（1）府民への健康相談事業

　（2）地域開催行事での健康相談

（1）��大阪府内 6地域 9ヶ所で実施
　　�（茨木市、寝屋川市、守口市、大阪市、堺市、松原
市「4ヶ所」）
①��出前相談、講座等の活動強化
②��相談員の確保と質の向上

（2）��他団体との協働
①��社会福祉協議会等との連携
②��商業施設、公的施設との連携
③��「まちの保健室」相談員の人材育成
・��年 2 回：相談員同士の情報交換会を含む研修会の開催
・育成研修の開催

（1）��住吉大社「升の市」での健康相談（年１回）
（2）��看護フェスタおおさか 2017 及び子育てフェスタで

の健康相談（年１回）

2）��生活体験館【GOKAN】を活用した住
まいや介護、健康相談事業の充実

（1）��生活体験館「GOKAN」での健康相談事業の充実
・��福祉・介護機器業者との連携（研修協力、展示物の
貸与など）
・��近隣医療機関、大阪府の研修、大阪市区役所等でチ
ラシの配布

Ⅴ．日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業（共益事業）
項　　　目 事　業　内　容

１．看護研究活動の支援
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２．組織運営への協力
1）日本看護協会理事会・法人会員会

（1）��年 6 回程度（決算報告、業務執行理事の選任、次年
度重点事業事業報告、事業計画予算）

（2）��年 1 回の地区別法人会員会（6地区）：大阪府

2）日本看護協会通常総会の代議員出席 6月 7日（千葉県幕張メッセ幕張イベントホール）

3）全国職能交流集会参加

日本看護協会全国職能委員長会出席

6月 8日（�保・助・看Ⅱ；東京ベイ幕張ホール、看Ⅰ；
幕張メッセ幕張イベントホール）

（1）年 2回の全国職能委員長会
（2）年 1回の地区別職能委員長会（6地区）：大阪府

4）��日本看護協会代議員の選出と代議員活
動の支援

（1）��通常総会での日本看護協会の代議員選出
（2）��日本看護協会代議員等への研修実施：5月 18 日
（3）��日本看護協会総会参加報告書による代議員活動の可

視化
（4）��代議員等の支部会員等への報告の周知
（5）��看護政策に関する要望・意見等提言

5）��日本看護協会との事業連携の強化・� �
情報共有と発信

（1）都道府県看護協会看護労働担当者会議
（2）訪問看護連絡協議会全国会議�
（3）会員情報管理担当者会議　
（4）全国准看護師制度担当役員会議
（5）認定看護師教育機関連絡会
（6）都道府県看護協会教育担当者会議　
（7）ナースセンター事業担当者会議
（8）ナースセンター相談員研修会�
（9）都道府県看護協会図書室担当者会議�
（11）医療安全推進会議
（10）都道府県看護協会災害看護担当者会議�
（12）都道府県看護協会事務担当者会議　
（13）都道府県看護協会広報担当役員会議
（14）都道府県看護協会政策責任者会議

6）��会員登録業務の受託� �
新「会員情報管理体制」

（1）日本看護協会会員登録に関する委託業務
　　平成 29年度　新「会員情報管理体制」の手続き

Ⅵ．施設の貸与に関する事業（収益事業等）
項　　　目 事　業　内　容

１．適正化と運営 （1）運用規定の見直し・館外レンタル備品等の見直し
（2）利用者への周知

２．会館等の効率的な利用促進 （1）会館等利用促進のためのＰＲ

Ⅶ．会員等の福利厚生等に関する事業（共益事業）
項　　　目 事　業　内　容

１．会員の福利厚生等の充実
1）新入会員のためのガイダンス

（1）��新入会員への看護協会事業等の情報提供（説明会の
実施）� �
年 6 回（半日コース）実施� �
8 月～11 月　AM・PMでレモンホール（定員 300
名× 6回）

（2）��会員サービスに係るニーズ調査結果の開示、提言
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2）会員及び本会関係者の慶弔見舞制度 慶弔見舞制度

3）会員及び本会関係者の災害見舞制度 災害見舞制度

4）��大阪府看護協会長表彰及びその他団体
の表彰

各種表彰の推薦
（叙勲、秩父宮結核予防功労賞、知事表彰、日本看護協
会長表彰、大阪府看護協会長表彰・名誉会員表彰等）

Ⅷ．看護の国際交流等に関する事業（共益事業）
項　　　目 事　業　内　容

１．国際交流への協力、支援 （1）��ＥＰＡにより来日した外国人看護師・介護福祉士候補
生に対する支援、情報交換会の開催

（2）��海外看護学会・視察及び国際会議等奨励事業（助成金
活用）

（3）��海外からの留学生・看護職との交流（協会事業紹介、
情報交換）

（4）��海外就業看護師の帰国後支援等

Ⅸ．組織の運営等に関する事業（法人事業）
項　　　目 事　業　内　容

１．組織の運営に関する事業
1）公益社団法人としての円滑な組織運営

（1）��理事会の組織体制および機能充実
　・理事会決議事項の会員への報告（ホームページ等）
（2）��委員会活動の充実：理事との共同による協会事業の

推進
（3）��事務局組織の効率的運営 : 情報管理システムの構築

2）通常総会・三職能合同職能集会 （1）6月 15 日（木）　大阪国際交流センター

3）支部の公益目的事業推進への支援 （1）各支部・各施設への支援、助成金の交付

4）運営のための諸会議の開催 （1）��常任（業務執行）理事会（1回／月）
（2）��支部理事会（1回／月）
（3）��定例理事会（1回／月）：事業報告、財務報告の決議
（4）��職能委員会（1回／月）
（5）��各委員会（1回／月）：担当理事との調整
（6）��事業運営委員会（2回／年）：公益社団法人としての

事業評価
（7）��資金管理運用検討委員会（2回／年）
（8）��ナースセンター運営委員会（4回／年）
（9）��会館運営あり方検討委員会

２．組織の強化拡大に向けた事業
1）会員獲得に向けた PR活動

（1）目標会員数：　51,000 名
（2）広報活動の強化（機関紙・広報紙、ホームページ）
（3）看護管理者等への理解及び意識づけの強化
（4）大阪府看護学校協議会等と連携した入会促進
（5）未入会・小規模施設等へのアプローチ方法の検討

３．大阪府・大阪市・その他関係団体、
　　審議会等への委員派遣

（1）関係委員会等への委員派遣、提言
（2）委員からの情報提供（理事会）
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４．関連事業に係る要望の推進 （1）��行政（大阪府・大阪市・堺市等）への関連事業予算
編成に係る要望提案

（2）��地域医療推進協議会に参画しての行政への要望

５．関係他団体との連携 （1）��医師会、病院協会、私立病院協会、歯科医師会、薬
剤師会等

（2）��助産師会、看護大学、学校協議会、訪問看護ステー
ション協会

（3）��各団体（社労士会、介護支援専門員協会、介護福祉
士会、ホームヘルプ協会等）

Ⅹ．その他本会の目的達成をするために必要な事業（公益目的事業・共益事業）
項　　　目 事　業　内　容

１．支部活動
地域住民への保健・医療・福祉に関する
協力 ＜重点 1 ＞
1）「看護の日」記念行事

（1）��「看護フェスタおおさか 2017」府内 11 ケ所で一斉開催�
開催日：5月 13 日（土）
①��健康相談　
②��各種身体測定等
④��認知症の相談、乳がんのセルフチェック、防災・災
害講座他
⑤��その他

（2）��府民への「看護の心」の普及及び啓発活動の推進

2）看護職等のための研修 ＜重点 3 ＞（1）支部の看護職等対象の研修会・講演会等の実施
3）大阪府からの受託研修  ＜重点 3 ＞（1）潜在看護職の再就業支援講習会による就業促進

① 1日講習　Re・フレッシュ cafe（20 名定員）18 回
② 2日講習（A・B共 eラーニング 1日　演習 1日）
Aコース（20 名定員）11 支部　病院領域演習
Bコース（10 名定員）11 施設　�介護福祉関係領域在

宅領域演習

4）会員獲得に向けた PR活動 （1）目標会員数：各支部の目標会員数
（2）保健師、助産師、准看護師への会員加入の促進
（3）広報活動の強化（支部掲示板の利用促進）

5）��次世代（看護の仕事・魅力のアピール）
育成

（1）��ふれあい看護体験の推進・拡充
（2）��中学校・高等学校への「看護の出前授業」の推進・

拡充

6）支部における他団体への派遣活動 （1）��救護活動（大阪マラソン、泉州国際マラソン、スポ
ーツ大会等）

（2）��各イベント（地域の健康展・区民まつり等）への協力

7）支部活動の広報強化 （1）本協会ホームページ【支部掲示板】の活用促進

２．��府民への「看護の心」の普及及び啓発
活動の推進
1）「看護の日」記念行事

（1）��「看護フェスタおおさか 2017」の開催
主催：看護の日�ハートフル大阪 21 実行委員会
開催日：5月 13 日（土）
ナーシングアート大阪でのイベント　11：30～16：30
・映画上映、健康相談、各種測定等

（2）��府内 11 ヶ所（各支部）で開催　（再掲）
（3）��大阪府看護協会オリジナルグッズ等の作成・配布
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３．「看護の未来展 2017」の開催
「看護サービスの新しいステージを目指
す専門展」

開催期間：4月 20日（木）～22日（土）
インテックス大阪
（1）講演会
（2）セミナーの企画・運営
（3）ブース設営の企画（インテックス大阪　展示会場）

４．第３回メディカルジャパン
「介護＆看護EXPO」開催に伴う支援協力

平成 30 年 2 月　　インテックス大阪
（1）講演会企画

５．広報活動に関する事業
1）��公式ホームページの運営

（1）��協会事業活動の周知広報及び適宜更新、看護関連情
報等の発信

（2）��府民向けページの充実
（3）��広報誌「テアテ」の掲載

2）機関誌の発行「おおさか看護だより」 （1）会員及び看護職への情報提供の充実　（年 4回発行）

3）府民向け広報誌の発行「テアテ」 （1）��府民への健康等情報の提供、府民との双方向交流（年
2回発行）

4）マスコミを通じた広報活動 （1）取材依頼への対応等（新聞・テレビ等）
（2）ニュースリリースの随時配信

６．災害看護支援に関する事業
1）��日本看護協会と連携した災害支援ナー
スの派遣

（1）��災害支援ナースの確保、登録の推進（9月：登録更
新月間）

（2）��災害支援ナース派遣の合同訓練（スムーズな派遣要
請、調整）

（3）��災害備蓄品等の検討（保管・管理等の検討）

2）��災害支援ナースの質向上 （1）��災害看護基礎研修（教育研修部の研修・衛星遠隔放
送研修）

（2）��災害支援登録ナース育成研修の実施（防災・災害看
護委員会、近畿ブロックフォローアップ研修）

（3）��災害拠点病院による防災訓練への参加受入れ施設の
拡充� �
災害拠点病院の防災担当者等との連携した訓練参加

3）災害支援ネットワーク構築 （1）��防災・災害看護委員会活動と地域との連携：災害拠
点病院の防災担当者等との連携

（2）��近畿ブロックネットワークの整備

4）大阪府危機管理室との連携 （1）��災害発生時の行政との連携推進：災害支援ナース派
遣訓練実施

5）府民への防災啓発活動 （1）��防災啓発活動：「看護フェスタおおさか 2017」のイ
ベントへの参加

７．医療安全に関する事業
1）��関係団体等への参画及び医療事故調査
制度の動向把握、医療安全情報のタイ
ムリーな発信

（1）��大阪府医療事故調査等支援団体連絡協議会への参画
①��大阪府医師会事故調支援委員会出席

（2）��「おおさか看護だより」記事掲載　（1～2回 /年）
（3）��公式ホームページ「支部掲示板」の有効活用
①��「支部医療安全交流会」の開催案内・活動報告等

2）��大阪府内の医療安全ネットワークの構
築に向けた活動の充実

（1）��「支部医療安全交流会」活動の充実
（2）��支部主催の医療安全研修会の企画・運営への参画
（3）��支部施設代表者会でのタイムリーな報告

3）��医療安全推進のための啓発活動 （1）��「医療安全推進のための標準テキスト」に準拠した
教材活用と普及方法の検討
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８．社会貢献活動等 （1）��大阪対がん協会への支援
①がん撲滅イベント等への看護職者の派遣
②寄付機能付自動販売機の設置（ピンクリボン）

（2）��エイズ対策研究事業の協力・支援
① ��HIV 予防教育リーダー養成研修（2回／年）
②��地域 HIV看護の質向上に関する研究の班会議・HIV
ナースネットワーク会議（各 2回／年）

（3）��ボランティア活動の支援
①ゴールドナース登録・活動推進の支援
②��大阪マラソン、泉州国際マラソン・サンタラン支援
（救護派遣）
③ピンクリボン啓発活動
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