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【報 告 事 項 ２】 
 

2019年度 重点事業・事業計画 
 

 

 

 

重 点 事 業 

１．地域包括ケアにおける看護提供体制の構築 

２．看護職の人材育成及び役割拡大の推進 

３．看護職が働き続けられる労働環境づくりの推進 

４．災害等危機管理体制の構築 

 

 

 

 

 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．施設の貸与等会館運営に関する事業 

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 
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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） 

 

項   目 事 業 内 容 

１．継続教育とキャリア開発支援 ＜重点２＞ 

 １）生活と保健・医療・福祉をつなぐ質の高

い看護の普及に向けた継続教育の実施 

（1）新人研修 

（2）ジェネラリスト育成 

（3）教育者育成 

 ①新人看護職員研修制度に関する研修 

  実地指導者研修、教育担当者研修、責任者研修 

 ②大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会 

                  ３回/年 

（4）診療報酬に関連した研修 

 ①認知症高齢者の看護実践 ４回/年 

 ②フットケア研修     ２回/年 

 ③ストーマ・ろう孔のスキンケア 

 ④医療安全管理者養成研修 

（5）准看護師を対象とした研修 

 ①スキルアップ ５コース 

 ②受験対策   ３コース 

 ２）ラダーと連動した継続教育の推進 （1）看護師のクリニカルラダー ２コース 

（2）助産師のクリニカルラダー（CLoCMiP®対応研修） 

 ３）看護管理者の力量形成に向けた継続教育

の実施 

（1）看護管理者を対象とした研修 ７コース 

（2）これからの看護管理を担う 

   人々を対象とした研修    ５コース 

 ４）専門能力開発を支援する教育体制の充実

に向けた継続教育の実施 

（1）施設内教育におけるJNAラダー活用の推進 

 ①インターネット配信研修の紹介 

 ５）看護研究活動の支援として学術集会の開

催 

（1）第７回大阪府看護学会の開催 

   12月14日(土) 

（2）2020年度日本看護学会学術集会（看護管理等）

開催に向けて準備 

２．認定看護師教育課程の充実と新たな認定看

護師制度の基盤の整備 ＜重点２＞ 

 

 １）集中ケア認定看護師教育課程の運営 （1）集中ケア認定看護師教育課程の新規開講 

（2）運営と評価 

 ２）新たな認定看護師制度に向けた基盤の整

備 

（1）新たな認定看護師制度に向けた準備 

 ①新カリキュラムなどの情報収集 

 ②新カリキュラムに則った設備・授業案の検討 

 ③申請に必要な書類作成 

（2）2020年度開講に向けた準備 

３．新たなカリキュラムでの認定看護管理者教

育課程の実施 ＜重点２＞ 

（1）ファーストレベル ３回/年 

（2）セカンドレベル  ２回/年 

（3）サードレベル   １回/年 

（4）フォローアップ研修 
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４．特定行為に係る看護師の研修の推進と充実 

 ＜重点２＞ 

 

 １）看護師を対象とした特定行為研修の実施 （1）共通科目及び13区分をe-ラーニングで実施 

（2）研修の質を担保 

 ①共通科目は２クラスに分けて集合研修を実施 

 ②ニプロ「iMEP」の活用 

（3）フォローアップ研修 

 ①修了生の実践報告会及び受講生との交流会開催 

５．JNAラダーの普及・啓発 （1）精神科ラダー作成報告会 

（2）JNAラダー導入施設の実践報告会 

（3）中小規模病院でのJNAラダー導入サポート 

 ①出前研修など 

６．社会的背景からニーズが高い研修の実施 

 （再掲含む） ＜重点２＞ 

（1）認知症看護に関する研修 

（2）退院支援強化研修 

（3）大人の発達障害～共に働く～ 

（4）医療・看護場面で使う英会話 

（5）アドバンスケア・プランニング 

（6）禁煙支援者講習会 

（7）2020年度改訂に向けた診療報酬について 

（8）医療安全管理者研修フォローアップ研修 

（9）災害、その時あなたはどう動く 

（10）看護管理者が知っておくべき介護報酬 

（11）笑いがもたらす免疫力効果 

   ～あるクラウンの活動～ 他 

７．地域に貢献できる看護人材の育成 

  ＜重点２＞ 

（1）看護補助者のための研修 

（2）訪問看護師を対象とした研修「訪問看護師の魅

力」 

（3）保健師を対象とした研修「今こそ！地域診断」 

（4）助産師を対象とした研修（再掲） 

 ①助産師のクリニカルラダー（CLoCMiP®対応研

修） 

（5）出前研修（医療施設の看護及び医療に携わる人

を対象） 

（6）他団体と連携した研修 

 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回/年 

 ②大阪府教育委員会の委託による「府内普通学校

に勤務する学校看護師研修」 ２回/年 

 ③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 

  １回/年 

 ④大阪府医師会・訪問看護ステーション協会と共

催「大阪訪問看護シンポジウム」 
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８．大阪府及び大阪市の受託研修（再掲） 

 ＜重点２＞ 

（1）新人看護職員研修 

 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 

  ３回/年 

 ②大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会 

  （特定分野） 

 ③大阪府専任教員養成講習会 １回/年 

（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（大阪府）２回/年 

 ③認知症対応力向上研修（大阪市）２回/年 

９．図書室利用者に対するサービス向上  

 １）貸出サービスの質向上 （1）文献検索サービス 

（2）図書室利用時間の拡大 

（3）利用者の購入希望図書調査 

 ２）利用しやすい環境整備 （1）蔵書点検、所蔵目録管理 

（2）図書・雑誌・映像資料の収集、受入整備と管理・

運営 

（3）桃谷センター図書室との統合管理 

※教育計画の詳細については「2019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.生涯を通じて働く健康づくりと環境づくり

を行う ＜重点３＞ 

 

 １）働き方改革の推進 （1）看護職のワーク・ライフ・バランスについて、

就業場所における取組についての実態把握 

（2）役割についての啓発 

  （組織・看護管理者・看護職・地域、社会、患

者・利用者） 

（3）看護職の賃金モデルの周知・導入支援 

 ２）多様な勤務形態の普及に向けた活動 （1）短時間勤務・夜勤専従勤務・夜勤交代制勤務等

の導入啓発及び支援 

（2）看護職のセカンドステージへ向けた準備への支

援 

（3）ライフサイクルや家庭生活の変化に応じた職場

確保への支援 
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２．ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職

場づくり）の推進 ＜重点３＞ 

 

 １）労働と看護の質の向上のための事業の推

進 

（1）医療安全を含む実態把握 （組織・管理者・個

人・地域） 

（2）労務管理の啓発 

  （時間外勤務、夜勤交代制勤務、勤務間インター

バル等） 

（3）多職種、看護補助者との協働連携の推進 

（4）患者（利用者）・同僚・及び第三者による暴力

やハラスメントへの対策や予防の啓発 

（5）メンタル相談の実施 

（6）日本看護協会DiNQL事業の周知と導入促進 

 ２）大阪府医療勤務環境改善支援センターと

の連携 

（1）労働環境に関する情報共有・情報交換 

（2）労働環境改善に関する研修会の開催・協力 

３.中小民間病院の看護の質向上に向けた支援 

  ＜重点３＞ 

 

 １）中小民間病院の看護管理者への支援 （1）看護管理者の医業経営に関する研修の実施 

（2）中間管理職・次世代の看護管理者の人材育成に

向けた研修の実施 

 ２）各医療圏における中小民間病院の看護の

質の向上への支援 

（1）中小民間病院の地域ネットワーク構築と連携へ

の支援 

（2）支部活動との連携による活動の支援を図る 

４.日本の看護の国際化の推進  

 １）外国人が安全で安心な医療・看護を受け

るための支援 

（1）施設・在宅において日本の医療・看護とのコー

ディネート等を行う日本国際看護師養成研修の

実施 

（2）日本国際看護師への活動支援（フォローアップ、

ネットワーク構築を含む） 

 ２）大阪府内における外国人看護師等への支

援 

（1）外国人看護職の就労についての実態把握 

（2）海外からの留学生・看護職の交流会の開催（年

１回） 

 ３）インバウンドに向けた体制確保への支援 （1）看護職のための医療現場で使える語学力の獲得

のための研修 

 ４）国際交流への協力・支援 （1）外国の看護大学及び看護職等の視察の受け入れ 

（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） 

５.看護職員の人材確保及び離職者が現場復帰

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 の利用促進、届出制度の推進

によるマッチングの強化 

 ①届出制度（とどけるん）・eナースセンターの広
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報・周知の強化 

 ・職場訪問や関連団体との連携 

 ・「おおさか看護だより」など機関誌での広報 

 ・看護師等学校養成施設との連携 

 ②届出制度（とどけるん）・eナースセンター（求

人・求職）登録者への支援強化 

 ・求人、求職者のニーズの把握によるマッチング

強化 

 ③ナースセンター利用による就職者の追跡調査 

（2）復職に向けた再就業支援講習会の実施 

 ①【１日講習】 

 ・Re･フレッシュcafé 看護職の体験談、交流会 

 ・採血演習 

 ②【２日講習】 

  （Ａ・Ｂ共e-ラーニング 講習１日） 

 ・病院コース（15名定員） 

   ７施設 病院領域の講習 

 ・トータルヘルスケアコース（15名定員） 

   ５施設 介護福祉関係領域、在宅領域の講習 

（3）地域に必要な看護職員確保のための事業拡大 

 ①二次医療圏単位での無料就職フェアの開催 

  ７ヶ所で開催 

（4）定着促進のための事業 

 ①リフレッシュ研修会の開催 ２回/年 

 ②就業中看護職員のための採血演習 

（5）セカンドステージの看護職員の活用促進 

 ①就業相談と求人施設への働きかけなど 

 ２）ナースセンター・ハローワーク連携事業

の推進 

（1）ハローワークでの巡回相談によりeナースセン

ターへの登録推進 

  ８か所（阿倍野･堺･枚方･大阪東･布施･池田･茨

木･梅田）で実施 

（2）就職フェアの共催の拡大 

（3）ナースセンター・ハローワーク事業連携連絡調

整会議による情報交換と課題への対応 

 ３）関係団体等との効果的な連携  （1）マスコミ、大阪福祉人材支援センター等との情

報共有及び連携 

 ①進学・就職説明会への参画 

 ②連携会議への参画 

 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 

 ①看護学校協議会との連携による周知活動 
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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）三職能委員会・各委員会による調査等 

（2）機関紙・学会等での発表による調査結果の公表 

（3）報告会及びセミナー等の開催 

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 

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 

（1）保健師職能上の意見集約と課題発見 【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）保健師のネットワーク強化及び他職種との連携

推進 

 ①行政・医療・福祉・産業・教育分野との連携 

  助産師職能委員会との合同会議の開催（特定妊

婦支援等） 

（4）自治体との連携協働 

 ①大阪府市町村保健活動連絡協議会との連携 

 ②大阪府等との人材育成に関する検討 

（5）各職能委員会との情報共有および共通課題への

検討 

（2）助産師職能上の意見集約と課題発見 【助産師職能委員会】 

（1）安全・安心な出産環境の体制整備の推進 

 ①助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）の

推進 

 ・助産実践能力習熟段階に応じた研修企画 

 ②院内助産・助産外来ガイドラインの周知・普及 

 ③周産期看護領域の意見集約、課題発見 

 ・看護管理者交流会の開催 

（2）子育て世代包括ケアシステムにおける看護機能

の強化 

 ①関連団体及び行政との連携 

 ・近畿地区助産師職能委員会 

 ・大阪府助産師会 

 ・保健師職能委員会との連携(特定妊婦支援)等 

 ②小児在宅移行支援のための人材育成 

（3）周産期における災害対策の強化 

（4）助産師出向システム構築に向けた体制整備 
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（5）各職能委員会との情報共有および共通課題への

検討 

（3）看護師職能Ⅰ上の意見集約と課題発見 【看護師職能委員会Ⅰ 病院領域】 

（1）情報収集・ヒアリング 

 「病棟看護師のさらなる専門性の発揮に向けた多

職種連携及び業務分担について」 

（2）「病院で働く看護師が抱える課題抽出」の結果

の分析・課題解決に向けて情報共有 

（3）本部・支部職能委員との合同会議の開催（９月） 

（4）合同シンポジウムの開催「病院、在宅等の連携

強化にむけた取り組み」（仮） 

（4）看護師職能Ⅱ上の意見集約と課題発見 【看護師職能委員会Ⅱ 介護福祉関係施設・在宅領

域】 

（1）地域における看護職員間の情報共有、交流会の

開催  

（2）支部職能委員との合同会議の開催（９月） 

（3）施設代表者会での意見集約 

（4）合同シンポジウムの開催「病院、在宅等の連携

強化にむけた取り組み」（仮） 

３.看護制度改善への取組み・提言等  

 １）認定看護管理者及び認定看護師カリキュ

ラム改正への対応 

（1）日本看護協会との共同事業参画 

 ①認定看護管理者教育機関懇談会、認定看護管理

者カリキュラム基準検討ワーキング、認定看護

師教育機関連絡会議 

 ②カリキュラム改正に伴う準備と周知 

 ２）特定行為研修（再掲） （1）開講運営及び関係施設、団体等との情報共有・

調整 

（2）研修及び運営の評価 

（3）次年度拡充への検討 

 ３）准看護師制度に係る諸課題の解決に向け

た取り組み 

 

（1）准看護師への支援 （1）看護師資格取得に向けた進学支援 

 ①２年課程及び通信制課程への進学支援の理解促

進 

 ②研修機会の拡充と情報提供 

 ③看護管理者に向けた資格取得後の処遇改善への

働きかけ 

（2）新卒准看護師対象講演会 １回（２月）/年 

（3）奨学金制度の活用促進 

（2）看護師と准看護師の業務範囲に関する考え

方の周知 

（1）「看護チームにおける看護師・准看護師及び看

護補助者の業務のあり方に関するガイドライン

活用ガイド」の周知・活用推進 
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（3）准看護師の養成停止及び准看護師 

養成所の看護師養成所への転換促進に向

けた働きかけ 

（1）大阪府及び学校養成所、関係団体等への要望の

強化 

（2）准看護師養成校に関する情報共有 

（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）高校生向け進学相談会 １回（７月頃）/年 

  大阪府看護学校協議会との進路・進学相談会の

共同実施 

（2）中学・高校生向け「看護への道」進路説明会 

  １回（10月頃）/年 

（3）「看護の出前授業」等を通じた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・共益事業） 

 

項   目 事 業 内 容 

１.地域包括ケアシステム構築のための看護の

役割強化 ＜重点１＞ 

 

 １）在宅・施設等の看護の質向上のための研

修開催 

（1）多職種連携研修（多職種対象） 

 ①小児虐待予防研修 

 ②身体拘束ゼロ推進員養成研修（大阪府受託予定） 

 ③地域で看取り（看取り・フィジカルアセスメン

ト）研修 

 ④「GOKAN」で体験できる高齢者介護支援講座 

 ２）訪問看護提供体制拡充のための支援 （1）地域における訪問看護提供体制の促進 

  医療機関併設訪看ステーションの機能強化研修 

（2）訪問看護師支援検討会の開催 

  訪問看護師の勤務労働条件改善や人材育成・定

着に向けた方策を検討し提案 

（3）訪問看護ステーション労働環境等アンケート調

査 

  府内全訪問看護ステーション対象に勤務・労働

環境等についてのアンケート調査実施 

 ３）子どもと子育て世代を対象とした地域包

括ケアの推進 

（1）助産師職能との連携と協働 

  子育て支援に係る研修会の協働実施 

  まちの保健室での育児・子育て相談を充実する 

（2）大阪府助産師会等関係機関や有償ボランティア

と協力し、地域での子育て支援ネットワークへ

参画 

（3）大阪の小児在宅医療を考える会との連携 

 ４）看護の役割強化のための看護職員確保  

（1）看護職の就業と定着の促進（再掲） （1）ナースセンターの利用促進、届出制度の推進に

よるマッチングの強化 
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 ①届出制度（とどけるん）・eナースセンターの広

報・周知の強化 

 ・職場訪問や関連団体との連携 

 ・「おおさか看護だより」など機関誌での広報 

 ・看護師等学校養成施設との連携 

 ②届出制度（とどけるん）・eナースセンター（求

人・求職）登録者への支援強化 

 ・求人、求職者のニーズの把握によるマッチング

強化 

 ③ナースセンター利用による就職者の追跡調査 

（2）復職に向けた再就業支援講習会の実施 

 ①【1日講習】 

 ・Re･フレッシュcafé 看護職の体験談、交流会 

 ・採血演習 

 ②【２日講習】（Ａ・Ｂ共e-ラーニング１日 講習

１日） 

 ・病院コース（15名定員） 

   ７施設 病院領域の講習 

 ・トータルヘルスケアコース（15名定員） 

   ５施設 介護福祉関係領域、在宅領域の講習 

（3）地域に必要な看護職員確保のための事業拡大 

 ①二次医療圏単位での無料就職フェアの開催 

７ヶ所で開催 

（4）定着促進のための事業 

 ①リフレッシュ研修会の開催 ２回/年 

 ②就業中看護職員のための採血演習 

（5）セカンドステージの看護職員の活用促進 

 ①就業相談と求人施設への働きかけなど 

（2）ナースセンター・ハローワーク連携事業の

推進（再掲） 

（1）ハローワークでの巡回相談によりeナースセン

ターへの登録推進 

  ８ヶ所（阿倍野･堺･枚方･大阪東･布施･池田･茨

木･梅田）で実施 

（2）就職フェアの共催の拡大 

（3）ナースセンター・ハローワーク事業連携調整会

議による情報交換と課題への対応 

（3）関係団体等との効果的な連携（再掲） （1）マスコミ、大阪福祉人材支援センター等との情

報共有及び連携 

 ①進学・就職説明会への参画 

 ②連携会議への参画 

（4）看護職等の進学相談、進路情報の提供（再

掲） 

（1）看護職等の進学相談、進路情報の提供等 

 ①看護学校協議会との連携による周知活動 

 

２．行政、関係団体等との地域連携推進  

 １）他団体との協働による連携会議 （1）大阪府の医師会・歯科医師会・薬剤師会、助産
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師会・訪問看護ステーション協会等との連携と

協働 

（2）大阪府、大阪市等地域に密着した関係会議への

参画 

 ①大阪府医療計画会議（８圏域）（保健医療協議会

委員）等 

 ２）地域における看護職・多職種との地域ネッ

トワーク推進 

（1）地域包括ケアシステムにおいてリーダーシップ

を発揮できる看護職の育成研修の開催 

 ①地域包括ケアシステム構築に向けた多職種連携

推進研修 

 ②地域施設実習 

  介護保健施設・グループホーム・看護小規模多

機能施設・地域包括支援センター等 

 ③入退院支援に係る講演とグループワーク研修 

３.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 

（1）大阪府内７市で定例開催  

  （大阪市、寝屋川市、松原市、茨木市、守口市、

堺市、吹田市） 

 ①地域に密着した相談事業の拡充 

 ②相談員の確保と質の向上 

 ・相談員同士の情報交換会を含む研修会の開催 

 ・地域包括ケア事業部開催研修への参加促進 

（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）地域開催行事での健康相談 

  看護フェスタおおさか、あべのハルカス「縁活」

事業、住吉大社「升の市」、地域事業等 

 ２）健康生活維持のための府民公開講座 （1）一般府民向け研修会を開催 
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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 （1）日本看護学会学術集会への参加・協力等協働 

２.組織運営への協力  

 １）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）：滋賀県 

 ２）通常総会の代議員 （1）６月６日（函館アリーナ） 

 ３）全国職能交流集会 （1）６月７日（保･助･看Ⅰ・看Ⅱ；函館アリーナ） 

 ４）日本看護協会全国職能委員長会 （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） 

 ５）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：2019年５

月17日(金） 

（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 

 ６）日本看護協会との事業連携の強化・情報

共有と発信 

（1）訪問看護連絡協議会全国会議 

（2）全国准看護師制度担当役員会議 

（3）認定看護師教育機関連絡会 

（4）医療安全推進会議 

（5）都道府県看護協会看護労働担当者会議 

（6）都道府県看護協会政策責任者会議 

（7）都道府県看護協会広報担当役員会議 

（8）都道府県看護協会教育担当者会議 

（9）都道府県看護協会事務担当者会議 

（10）都道府県看護協会災害看護担当者会議 

（11）都道府県看護協会図書室担当者会議 

（12）会員情報管理担当者会議 

（13）ナースセンター事業担当者会議 

（14）ナースセンター相談員連絡会 

 ７）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 

  新「会員情報管理体制」の手続き 
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Ⅵ．施設の貸与等会館運営に関する事業（収益事業） 

 

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 

 ２）会員及び本会関係者の慶弔見舞制度 （1）慶弔見舞制度 

 ３）会員及び本会関係者の災害見舞制度 （1）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 

（1）各種表彰の推薦 

（2）叙勲、秩父宮結核予防功労賞、大阪府看護事業

功労者表彰、日本看護協会長表彰、大阪府看護

協会長表彰等 

 

 

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．日本の看護の国際化の推進（再掲）  

 １）外国人が安全で安心な医療・看護を受け

るための支援 

（1）施設・在宅において日本の医療・看護とのコー

ディネート等を行う日本国際看護師養成研修の

実施 

（2）日本国際看護師への活動支援 

  （フォローアップ研修、ネットワークの構築を

含む） 

 ２）大阪府内における外国人看護師等への支援 （1）外国人看護職等の就労についての実態把握 
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（2）海外からの留学生・看護職の交流会の開催（年

１回） 

 ３）インバウンドに向けた体制確保への支援 （1）看護職のための医療現場で使える語学力の獲得

のための研修（教育研修部） 

 ４）国際交流への協力、支援 （1）外国の看護大学及び看護職等の視察の受け入れ 

（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） 

 

 

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 

 ①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18日(火) メルパルクOSAKA 

 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（８回以上/年） 

（2）支部理事会（８回以上/年） 

（3）定例理事会（８回以上/年）：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：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） 

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：54,000人（入会金納入者数4,800

人） 

（2）行政への働きかけと保健師との意見交換 

（3）広報活動の強化（機関紙・広報紙、ホームペー

ジ） 

（4）看護管理者等への理解及び意識づけの強化 

（5）大阪府看護学校協議会等と連携した入会促進 

（6）未入会･小規模施設等へのアプローチ方法の検討 
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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） 

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）大阪府医師会、大阪府病院協会、大阪府私立病

院協会、大阪府歯科医師会、大阪府薬剤師会、

大阪精神科病院協会等 

（2）大阪府助産師会、看護系大学、大阪府学校協議

会、日本精神科看護協会大阪府支部、大阪府訪

問看護ステーション協会等 

（3）各団体（社会保険労務士会、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2019」府内11ケ所で一

斉実施 

  開催日：５月11日(土) 

 ①各種健康相談 

 ②各種身体測定・健康チェック等 

 ③防災・災害講座他 

 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

（再掲） 

 ①支部内施設による講義、演習、病院実習 

 ②二次医療圏単位（大型ショッピングモール等）

での「無料就職フェア」の開催、参加者への広

報協力 

 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 

 ５）次世代（看護の仕事・魅力のアピール）

の育成 

（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、KIX泉州国際マラソ
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ン、スポーツ大会等） 

（2）各種イベント（地域の健康展・カーニバル等）

への協力 

 ７）支部活動の広報強化 （1）協会ホームページ【支部新着情報】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2019」の開催 

  主催：「看護の日 ハートフル大阪21実行委員会」 

  日時：５月11日(土) ナーシングアート大阪 

     11：30～16：30 

  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 

３.「看護未来展2019」の開催 開催期間：４月18日(木)～20日(土) インテックス

大阪 

（1）講演会「専門職としてのナラティブ看護の実践

に向けて」 

（2）セミナーの企画・運営 

 ①「家族のための認知症ケア」 

 ②「在宅ケアの場におけるハラスメント、暴力の

予防と対応」 

（3）ブース設営の企画 

４.「第６回メディカルジャパン」への支援 

（「介護＆看護EXPO」開催に伴う支援協力） 

2020年２月19日(水)～21日(金) インテックス大阪 

（1）講演会企画 

（2）ブース設営の企画 

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）ホームページ改修に向けた課題及び体制整備 

 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（年２回発行） 

 ４）協会PR、DVD作成 （1）看護への道第２版制作予定 

（2）ニュースリリースの随時配信 

 ５）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．災害等の看護支援に関する事業 ＜重点４＞  

 １）災害時における運営体制の整備 （1）災害看護支援要綱の改正と周知 

（2）大阪府等危機管理に関する情報共有 



―  ― 60

（3）災害時等危機管理対策会議の開催 

（4）関係機関との連携促進 

（5）支部との情報共有・発信等連携体制の強化 

（6）災害時における通信機器・備品等の充実 

 ２）受援体制の整備 （1）災害受援体制支援の検討と体制整備 

（2）災害看護支援要綱の改正と周知 

（3）災害支援ナースの拡充 

（4）大阪府等との連携強化 

（5）日本看護協会との連携 

（6）災害看護支援要綱に沿った災害訓練 

 ３）災害支援ネットワークの構築 （1）大阪府等行政及び関係団体との連携 

（2）大阪府対策本部要員として参画（訓練含） 

（3）地域における防災訓練、関係機関との連絡会議

の参加 

（4）大阪府との防災協定の見直し 

（5）日本看護協会との連携 

（6）近畿地区看護協会と連携した災害支援活動 

 ４）災害看護研修の充実と災害支援ナースの

育成・登録促進 

（1）災害医療と看護に関する研修及び看護管理者の

危機管理向上への啓発 

（2）災害支援ナースの登録促進（９月登録月間） 

（3）災害支援ナース及び指導者の育成、 

 ①オンデマンド研修（日本看護協会） 

 ②災害支援ナース育成研修（大阪府看護協会） 

（4）災害支援ナース派遣合同訓練 

 （日本看護協会・近畿地区看護協会） 

（5）災害支援フォローアップ研修 

 ５）パンデミックにおける体制 （1）行政等における情報収集 

（2）パンデミックへの対応の検討 

７．医療安全に関する事業  

 １）府内の医療安全管理者のネットワークづ

くりに関すること 

（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への出席 

（2）「支部医療安全交流会」の活動の充実 

 ①委員の支部間交流による活動の活性化 

（3）支部主催の医療安全研修の企画・運営への協力 

（4）支部施設代表者会での活動報告・情報共有 

（5）看護学会等での発表及び参加 

（6）安全管理者の資質向上のための研修実施 

 ２）医療安全情報の提供に関すること （1）「おおさか看護だより」医療安全通信の記事掲

載（１～２回/年） 

（2）医療安全研修の開催（１回/年） 

（3）委員会作成教材（「医療従事者が知っておきた

い基礎知識」PPT）の活用促進 
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（4）医療安全推進会議への出席と報告 

（5）支部理事会、医療安全対策委員会などでの医療

安全情報共有 

 ３）医療安全の相談業務に関すること （1）会員等からの医療安全に係る相談等への対応 

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 

 ①HIVサポートリーダー養成研修（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 

 ③KIX泉州国際マラソン 

 ④大阪グレートサンタラン支援 

 ⑤ピンクリボン啓発活動 

 ⑥生國魂祭 

（4）その他 

 ①後援名義の活用 

 ②各種関係団体 

 

 


