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准看護師問題検討委員会 

委員長 木下 美紀 

 当委員会は、多様な施設から７名、看護専門

学校から３名、理事１名の合計11名で構成され、

令和２年度は８回開催した。活動内容は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及び

活用ガイド（以下ガイドライン）の周知、２．

准看護師の就業、進学に関する実態調査２点に

ついて主に取り組んだ。 

１．ガイドラインの周知について 

 前年度から継続して、認定看護管理者教育課

程（ファースト・セカンド・サード）、新人看護

師教育担当研修・教育研修責任者研修、実習指

導者講習会などの研修参加者にガイドラインの

周知・活用促進について周知を依頼した。また、

11月の機関誌「おおさか看護だより」にも『活

用していますか？ガイドライン』と題して掲載

して周知を図った。次にガイドライン周知の実

態を明らかにするため、看護協会に登録してい

る878施設を対象に、実態調査を行った。453施

設の回答があり回収率は52％であった。内容は

①ガイドラインを活用して実践されていること

②活用時の課題を尋ねた。その結果、ガイドラ

インを活用した施設は業務マニュアルの見直し

に活用できていた。しかし、ガイドラインを活

用できていない施設は57％あり、施設基準の経

営上の問題や、看護管理者の認識の問題、人員

不足で周知できない諸事情が挙げられた。また

勤務経験の長い准看護師は、看護師と同レベル

の業務内容を求められる。長期に勤務すると

リーダー的役割を担うこともあるなど、看護

チームにおける業務実施体制の整備として看護

師、准看護師、看護補助者の役割・責任の明確

化について看護管理者への理解促進が必要であ

る。 

２．准看護師の就業・進学に関する実態調査に

ついて 

 アンケート結果から進学支援をしているは

41.9％、支援内容は勤務形態の調整、奨学金の

活用、研修参加などである。准看護師の採用に

関しては、自由記載から小規模病院やクリニッ

ク、介護型療養施設など准看護師により業務が

遂行されている実情があった。 

 准看護師養成校に関する情報交換では、准看

護師課程10校のうち令和４年度で募集終了する

学校が２校あった。一方、医療現場は急速な高

齢化、医療の高度化・複雑化を背景に、医療安

全やチーム医療の観点が重要視され、看護職に

は自律的に判断し行動できる能力がいっそう求

められている。そのため国民のニーズに合わせ

た看護職の養成が行われるよう、看護師養成へ

の一本化を目指し、看護師資格取得を推進する

ための継続した支援が必要である。当委員会と

しては現在就業している准看護師に対し、より

安全で安心して働きやすい環境の提供と、看護

師への進学を支援できるよう課題を抽出し、課

題解決に努めていきたいと考える。 

 

 

広報委員会 

委員長 新開 裕幸 

 本委員会は、昨年度までの広報出版委員会

から名称が変更され、出版物に限らず、大阪

府看護協会（以下、協会）の広報活動に関し

ても取り組むため、新たな委員を３名迎え、

 

令和２年度 委員会報告 

 



 委員会報告 

―  ― 79

多種多様な施設から看護部長職、副部長職、

看護師長職ら11名で構成された。当初は「看

護の日」記念行事・「Nursing Nowキャンペー

ン」等のイベント、会員向け機関誌『おおさ

か看護だより』、府民と看護をつなぐ広報誌

『テアテ』、ソーシャルネットワークサービス

（協会のFacebook）等を通じて、協会から会

員や府民へより良い情報を届ける方法につい

て企画提案や評価を行う予定であった。しか

し、新型コロナウイルス感染拡大や緊急事態

宣言の影響を受け、当初12回の予定であった

委員会開催は６回（集合開催３回、Web

（Teams）の併用開催３回）となり、全ての

イベントが中止となったため、例年とは非常

に異なる想定外の環境下での委員会活動と

なった。 

 このような未曾有の状況でも、「どのような

情報を発信すれば、看護・保健職員らが困難

な状況に屈せず少しでも前へ向き働くことが

出来るのか」「今、府民が新型コロナウイルス

感染症に関して必要かつ有用な情報は何か」

を考え、様々な提案を行った。それに加え、

自施設及び協会の刻々と変わる状況と対応を

共有しつつ、協会がどのような看護の視点を

持ち新型コロナウイルス感染症対策に関わる

事業に取り組んでいるのかを正確かつ迅速に

会員及び府民に伝えることも重要な検討事項

であり、毎回非常に活発な議論を行い、機関

誌および広報誌に取り入れた。 

 「おおさか看護だより」では、毎号新型コ

ロナウイルス感染症に関する最新情報を掲載。

138号でいち早く協会の取り組み・139号で吉

村知事からのメッセージと第１波における協

会および保健所の取り組み・140号で各施設の

昼休憩時の感染対策の紹介・141号で大阪コロ

ナ重症センターについて取り上げた。また、

「看護補助者の確保と協働」について成果を

上げている施設の事例紹介、協会研修事業に

おける「コロナ禍で変化した新しい研修のカ

タチ」、多職種が委員メンバーとして参加する

「医療安全対策委員会」の座談会等、各号で

最新の協会トピックスを記事にした。 

「テアテ」では、17号で「特集 気持ちをひ

とつにコロナと向き合う」と題し宿泊療養者

の感謝の声と共に宿泊療養対応ナース（協会

派遣）・ホテル・医師の生の声を紹介する他、

感染管理認定看護師による家庭内感染を防ぐ

ポイントや免疫力アップのお手軽レシピを掲

載、18号の「特集 人生会議（ACP）」では「自

分らしく生きるということ」をテーマに元気

なうちから気軽に語り合う「お茶の間de人生

会議」を提唱。府民向けに、生活ですぐ活用

できる内容をわかりやすく届けることを心が

けた。 

 今年度は様々な制約があるなか委員会活動

を行わなければならなかったが、今後、どの

ように広報活動を進めていくのかを改めて考

えるきっかけとし、次年度に活かしていきた

いと考えている。 

 

 

医療安全対策委員会 

委員長 江口 博美 

 当委員会は大阪府下11支部と保健師の計23名

で活動を行ってきたが、支部医療安全交流会（以

後、交流会）で出された意見を、チーム医療と

して更に効果的に検討するため令和元年度から

薬剤師、令和２年度からは臨床工学技士、診療

放射線技師の方々に委員として参加いただき、

交流会及び定例委員会を通して医療安全に係る

情報共有と諸問題への対応の周知を図ってきた。 

 看護職以外の職種が委員として参加すること

で、医療の高度化・複雑化・多様化における安

全確保にむけた情報提供や意見交換が可能とな

り、現場に対してより具体的なメッセージの発

信ができたと考えている。 
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 今年度は新型コロナウイルス感染症緊急事態

宣言を受け、支部交流会や委員会の開催中止を

余儀なくされた月もあったが、オンラインミー

ティングやメールでの審議など開催方法を工夫

し継続した。新型コロナウイルス感染症にかか

る情報交換では、医療安全管理の視点からの環

境整備や面会制限下での病状説明、説明の同意

に関する工夫、緊急時の対応などの情報を共有

すると共に、多職種での意見交換により問題点

を整理し、第２波・第３波に向けた備えを行う

事が出来た。 

 また、令和４年11月に出荷停止を迎える誤接

続防止コネクタ、経管栄養領域の物品変更につ

いては、支部交流会や施設代表者会議等で進捗

状況や周知方法、関連施設への説明文書の共有

などを行うと共に、介護・福祉系の施設への情

報提供が適切に行われるよう、看護師職能委員

会Ⅱでの情報提供を依頼するなど、委員会の枠

を超えた連携を行うことができた。 

 それから、一昨年度に作成した「医療安全従

事者が知っておきたい基礎知識」DVD購入者に

対する活用後のアンケート調査を分析、第13回

日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会に

おいて発表した。このDVDに関しては大阪府以

外の施設や大学の養護教諭などにも教育教材と

して広く活用されている。 

 機関誌「おおさか看護だより」には毎年、医

療安全情報として掲載している。今年は委員で

もある保健所の保健師による新型コロナウイル

ス感染症に関する取り組みや実際の相談業務や

医療機関との連携に関することについての情報

提供と高齢者に増加している介護ベッドと柵や

手すりとの間に首が挟まる事故に関する注意喚

起を行った。さらに座談会として今年度より委

員となった臨床工学技士と診療放射線技師、薬

剤師、看護師とで「多職種で考える医療安全」

として、コロナ禍で変化していく医療安全につ

いての意見交換を行った。新型コロナウイルス

感染症という驚異の中で、働く職員がより安全

安心を意識するとともに、職種の域を超えて連

携しチームとして結束していくことを実感した

１年でもあった。今後の医療安全の体制強化に

向け、この経験を委員会や支部交流会の運営に

活かしていきたい。 

 

 

防災・災害看護委員会 

委員長 杉田 智惠子 

 本委員会では、災害支援ナースに関すること、

府民への災害対策の普及活動に関することなど

を大きな役割とし、３職種、16名の委員で活動

を行った。 

 今年度はコロナ禍のため委員会を３回休会す

ることとなり、計９回の開催となった。また、

そのうち３回はリモートを活用し行った。主な

活動内容は、①災害支援ナースの育成に関する

研修、②府民向け災害支援ナースの啓蒙、③災

害支援要綱の改定と、３つの担当に分かれ企

画・研修実施・検討に取り組んだ。 

 ①災害支援ナースの育成に関する研修は、７

年連続で実施している育成研修に加え、看護管

理者を対象に研修を予定していたが、コロナ感

染拡大状況をみながら検討を繰り返し、今年度

は『災害支援ナース育成研修』のみの開催となっ

た。現在、災害支援ナースの登録者は386人であ

る。 

 コロナ禍での集合研修で、『災害支援ナース育

成研修』の開催も危ぶまれたが、42名の参加が

あり、災害支援ナースに対する関心が高い事こ

とが推察される。今回は、災害支援ナースの登

録者に限定せず募集を行ったことで、未登録者

が多かった。また、例年に比べ災害支援の経験

者が少なかったが、研修後のアンケート結果で

は、約９割の参加者が「役立つ」と答えた。「災

害支援活動について具体的にイメージできた」

との答えも多くあり、効果的な研修であったこ
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とが示唆され、今後の登録につながることが期

待できる。研修プログラムには、コロナ禍の状

況を鑑み、急遽「感染症進行中に自然災害が発

生した場合の対応」の内容を追加したが、次年

度からは、より詳細な内容が必要であると考え

る。また、開催時間も短縮して行うなど、感染

症対策に工夫をこらした。次回も、コロナ禍で

の効果的な研修方法を検討する。 

 ②府民向け災害支援ナースの啓蒙活動は、例

年『看護フェスタおおさか』に委員会ブースを

設け活動してきたが、今年度は開催中止となっ

たため、広報誌『テアテ』に原稿を掲載し啓蒙

することとした。その内容は、災害支援ナース

について府民の理解を促進すること、またコロ

ナ禍での災害発生時の注意点とし、３月発行

Vol.18に掲載した。 

 ③『災害支援要綱』については全体を見直し、

災害支援ナースの活動についての内容を追記し、

年度内に完成させた。また、災害支援ナースの

登録者の増加を期待し、要綱の内容を基に「災

害支援ナースとは」「登録までの流れ」「派遣か

ら出発まで」「支援活動の関するＱ＆Ａ」など、

災害支援ナースについて理解しやすいよう

『リーフレット』を作成した。加えて、看護協

会のホームページにもアクセスできるようＱＲ

コードも掲載した。次年度、災害支援ナースに

ついての広報活動の一助としたい。 

 

 

認定看護管理者教育課程 
運営委員会 

委員長 志田 京子 

 本委員会は規定に基づき認定看護管理者、大

学の看護管理教育者、教育課程の講師、専任教

育担当者、協会役員など14名で構成され、看護

管理者の教育プログラムである認定看護管理者

教育課程の企画運営に携わっている。令和２年

度は定例会を11回開催(うちメール審議４回)した。 

 今年度はCOVID-19感染拡大の影響を受け、

ファーストレベル研修・セカンドレベル研修と

もに第一回は中止となった。ファーストレベル

研修は２回実施、セカンドレベル研修は受講者

数を増やして１回実施、サードレベル研修は１

回実施した。それぞれ対面を中心として、オン

ラインも活用したハイブリッド型研修を行った。 

 各研修のスケジュールは、全課程３～４日/

週で開催した。応募状況はファーストレベル189

名（前年度268名）、セカンドレベル76名（前年

度111名）、サードレベル30名（前年度53名）で

あった。受講決定者はファーストレベル160名

（前年度237名）、セカンドレベル70名（前年度

89名）、サードレベル29名（前年度33名）であった。 

 修了者は、ファーストレベル159名、セカンド

レベル62名、サードレベル28名であった。また、

セカンドレベル・サードレベル合同フォロー

アップ研修を令和３年２月２日に開催した。 

 令和２年度はCOVID-19の感染対策のため、

日本全体においてファーストレベル研修開設教

育機関69施設のうち23施設が休講、セカンドレ

ベル研修開設教育機関62施設のうち30施設が休

講、サードレベル研修開設教育機関32施設のう

ち20施設が休講となった。日本看護協会では、

令和元年度よりファーストレベルの受講者選考

の方法として、セカンドレベルやサードレベル

と同様な小論文による選考はふさわしくないと

されたが、大阪府看護協会では論理的思考や概

念化能力の基礎作りが重要と考え、800～1,000

文字での小論文提出とした。また、令和３年度

よりファーストレベル研修定員を年４回（80名

×４=320名）、セカンドレベル研修定員を年２回

（50名×２=100名）と増員することにした。 

 令和２年度の認定看護管理者認定審査試験は、

全国総受験者691名（前年度635名）、合格者558

名（前年度480名）、合格率80.8％（前年度75.6％）

であった。当協会からは再受験者２名を含め35

名が受験し29名が合格した。合格率は82.9％で
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あった。 

教育委員会 

委員長 林田 裕美 

 令和２年度教育委員会は、教育委員会細則に

基づき任命された26名の委員によって構成され

た。例年、毎月１回、委員会を開催していたが、

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴

う緊急事態宣言発出のため、６月から開催し、

会議方法も集合だけでなくWeb会議システム

を併用して開催した。また、緊急事態宣言下で

は、メール会議も行なった。 

 大阪府看護協会では、あらゆる場で働く看護

職の専門職としての生涯学習を支援し、人権尊

重を基盤とした幅広い看護サービスの維持・向

上に貢献する質の高い看護人材を育成すること

を目的とし、教育研修を行っている。本委員会

ではより有意義な教育研修を協会員に提供でき

るよう、委員がいくつかの教育研修カテゴリー

でグループを編成し、主に今年度短期研修の運

営と評価、次年度短期研修の企画を検討した。 

１．今年度短期研修の運営と評価 

 今年度短期研修は103コースを予定した。新型

コロナ感染症拡大防止のため、対面からオンラ

インに変更したもの、やむを得ず中止となった

もの、密防止のため受講者数を削減した研修も

あった。実施された69コースの研修については

各委員が担当し、予定された研修が円滑に進む

よう講義・演習の支援を行った。また、現場の

ニーズを反映して教育委員会提案により、「コロ

ナ禍での新人教育を考える」のオンライン研修

を追加で企画・実施し、好評を得た。研修終了

時に評価のための調査表を配布・回収して集計

されたデータから、各コース担当委員とグルー

プで研修目標と研修内容、所要時間、講師など

の適切性と次年度継続の可否について検討した。

検討内容は委員会で共有し、次年度の研修の企

画に活用した。 

 協会員からの受講申し込み状況は定員超過す

るものもある一方、受講申し込みが定員に満た

ないものがあった。新型コロナ感染症拡大を懸

念して、受講者本人が受講を回避したり、受講

者の派遣を縮小した施設もあったと考える。受

講者が安全に受講できるよう、行っている感染

予防対策を明示し、安心して受講できる環境整

備を行っていきたい。 

２．次年度研修の企画 

 今年度研修の評価と委員が臨床現場のニーズ

として拾い上げたテーマをもとに、看護管理者

研修の概念化スキルや静脈注射・輸液管理の知

識など、次年度は98コースの研修を企画した。

加えてトピックス研修として、新型コロナ感染

症に関わる看護職の体験の共有やストレス対処

方法をスタッフ、管理者別に企画している。看

護職として適切な時期（年数や職位）に、適切

な研修を受講できるよう、対象者はできるかぎ

りラダーを記載することを検討するなど、次年

度も本年度同様、研修後評価を行い、さらに有

意義な研修を企画できるようにしていきたい。 

 

 

学会委員会 

委員長 中嶋 有加里 

 学会委員会は、会長からの諮問により、本会

主催の「大阪府看護学会」および日本看護協会

と共催する学会の企画・運営・評価に関するこ

と、その他、委員会の目的を達成するために必

要な事項に関することについて審議している。

今年度の委員会メンバーは、教育・学会担当理

事１名、病院看護者（看護管理者・教育担当者・

専門看護師）13名、大学教員３名、本会教育研

修・学会担当の教職員９名の計26名であった。 

 令和２年４月に大阪府で緊急事態宣言が発令

されたため、12月開催を予定していた「第８回

大阪府看護学会」を中止した。令和３年度は、
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ウィズコロナの新たな視点で学会運営を考える

準備期間とし、令和３年12月「第９回大阪府看

護学会」開催を目指して、計７回の委員会

（6/25・7/29・9/30・11/26・12/22・1/28・3/19）

で検討を重ねた。 

 感染拡大に伴い医療・看護の現場や教育機関

では、非常にきびしい状況が続いたが、11月以

降はオンライン会議にて、Web学会の企画・参

加経験をふまえた活発な提案や意見交換を行っ

た。その結果、感染状況の予測と３密回避の会

場確保が難しいこと、Web開催が定着しメリッ

トが大きいことから第９回はWeb学会とし、

テーマは「新型コロナウイルスと共に新たな時

代を創る～多様化する生活を支える看護～」と

した。 

 より多くの看護職者が全ての講演・研究発表

を視聴できるように、オンデマンド配信のみと

し、約１ヶ月の期間で視聴できるように準備を

進めている。 

 特別講演・教育講演については、テーマに関

連した講師候補を選出し現在依頼中である。さ

らに「大阪府コロナ禍の看護実践報告」として、

病院（急性期病院、受け入れ病院、後方支援病

院）、高齢者・介護施設、地域（保健所・在宅）、

潜在看護師、教育機関、職能団体としての本会

活動、行政（大阪府医療対策課）など、様々な

立場から大阪の看護師の実践を情報共有できる

企画を考えた。 

 令和３年度は、講師と実践報告者の決定、ポ

スター案の検討、抄録選考、Web学会対応の検

討などを予定している。今年度の危機を契機と

捉え、「大阪府看護学会」が看護実践の課題解決

に役立つ学会へ発展できるように、委員会メン

バーで協力して内容充実に努めていきたい。 

 

 

倫理審査委員会 

委員長 横田 香世 

 倫理審査委員会は、学識経験者、認定看護管

理者、専門看護師、本会教育研修部職員、担当

理事の計９名で構成されている。９月24日に第

１回の委員会を開催し、委員長、副委員長を選

出した。令和２年度は助産師職能委員会から２

題、倫理審査の申請があった。 

 テーマは「子育て世代包括ケアシステムにお

ける看護機能についての各施設の実態調査」と、

「大阪府の分娩取扱施設における新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）対策の現状と課題」

であった。本委員会の規定に則り委員会を開催

して審査を行った。 

 その結果、両研究に倫理的問題はなかったが、

アンケート実施に使用する申請書類上の不備、

整合性の有無の確認や被験者への提出書類の文

言についての不足など、修正を要する箇所につ

いては訂正、加筆を求め再提出後に11月12日の

第２回倫理審査委員会で承認とした。 

 倫理審査委員会への申請から承認に至るまで

の審査に時間を要することがこれまでの課題で

あると挙がっていた。令和２年度はこれまでの

課題を踏まえ、倫理的配慮についてポイントを

絞り審査したことにより、条件付きではあった

が１回の審査で承認され課題は解決できている。 

 また、研究ではない調査についての計画書が

１題申請されたが、倫理審査委員会では『本会

の事業に関連して実施される研究の審査等に関

すること』と規定があるため、申請者へ内容に

ついて確認したところ申請を取り下げられた。

この件から、書類が審査対象であることを提出

時に教育研修部担当者が確認するという看護協

会の関わり方と役割が明確になった。 

 また次年度からは効率的な委員会運営のため

に申請者（または代理人）は倫理審査当日に委

員会へ出席し、自らプレゼンテーションを行い、
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委員は申請者（または代理人）と直接対話しな

がら、サポーティブに助言していく方針で進め

ていきたい。 

 

 

地域包括ケア委員会 

委員長 小畑 宜寛 

 本委員会は、大阪府看護協会重点事業・事業

計画のうち「地域包括ケアシステム構築にかか

る看護管理者の連携推進」を主な目的として活

動している。これまでも看護職や多職種が、相

互の役割理解を深める為の研修や実習を企画実

践してきた。 

 今年度は更なる活動へ繋ぐことを目標として、

連携における実態把握の為の情報収集活動を実

施した。委員が各自、所属する支部の施設代表

者会議に出席し、施設内や自施設と他施設間で

の連携に関する「困りごと」、困難事例、好事例

への取り組み等、“現場の声”の聞き取りを行っ

た。新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、

施設代表者会の開催自体が難しい中で、各支部

理事をはじめ施設代表者や関係者の皆さんの理

解と協力により貴重な機会が得られた。地域（支

部）の差や特徴等は確認できなかったが、病棟

と退院調整部門の看護師間の認識の差や他職種

との連携の難しさ、サマリーやカンファレンス

のあり方と情報伝達の難しさ等、いくつかの共

通する困り事が抽出された。また感染対策する

うえで、医療機関や施設と家族、施設間で接触

が制限されていることから、連携が取りにくく

なっているとの声も多かった。今年度の委員会

の取り組みにより地域の支部との連携がはから

れ、実態を明らかにできたことは大きな成果と

捉えている。次年度には結果をまとめたうえで、

各支部での報告を予定している。 

 「まちの保健室」について、今年度の活動計

画では従来の相談機能だけでなく、新たに健康

講座などを通して、専門職と地域住民が集える

場づくりとしていたが、新型コロナウイルス感

染症の影響で多くの開催が見送られた。いくつ

か開催された中でも新型コロナウイルス感染症

に関する相談は皆無であった。今一度、相談内

容を精査するとともに開催場所や相談方法など、

感染対策を含めたあり方の見直しを行うことと

した。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、地

域包括ケアシステムを推進するうえで様々な影

響をもたらしている。次年度の活動は、支部活

動や関連する委員会、他団体と共同しながら新

たな課題解決も含めた取り組みを実施していき

たい。 

 

 

訪問看護師支援委員会 

委員長 森谷 和代 

 訪問看護師支援委員会は、地域包括ケア推進

のための人材確保、育成の観点から訪問看護師

がいきいきと働き続けられることを目的とし今

年度より設置された。今年度は訪問看護ステー

ションの労働環境に着目し、訪問場面でのハラ

スメントへの課題を把握、明確化し職能団体と

しての支援を検討するために活動を展開した。

委員会は13名で構成、COVID-19感染予防対策

からZoomを活用し10回の委員会と４回の作業

部会を開催した。 

 本協会の調査から、訪問看護の現場において

多数のハラスメントが発生していることが明ら

かになっている。訪問看護のハラスメントにつ

いては、都道府県単位での取り組みが行われて

おり、主に訪問看護師がハラスメントに遭遇し

た際の対処法について述べられている。本協会

の訪問看護師支援委員会の方向性として、個々

の訪問看護師をハラスメントから守り、利用

者・家族とのパートナーシップを構築し、安心
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して看護を提供するために予防的観点から取り

組みへの検討をおこない、以下の内容を実施し

た。 

１．関西医科大学看護学部 看護学研究科 精神

看護学 教授 三木明子先生による訪問看護師

が知っておくべき暴力・ハラスメントの基本

的な知識の講義 

目的：ハラスメントによる基本的知識や価値

基準について学び、共通認識を持つ。 

パートナーシップに絡む現場の課題について

意見交換を行い、知見を得る。 

２．訪問看護師支援委員であるふぁ訪問看護ス

テーション がん看護専門看護師 長尾充子氏

によるコミュニケ―ション技法の講義、ロー

ルプレイによる演習 

目的：ハラスメントへの対処能力を高める。 

訪問看護場面でのコミュニケーションについ

て気づきを得る。 

３．訪問看護場面のハラスメント事例を各委員

より１事例ずつ挙げ（身体的、精神的、セク

シャル）その後グループごとに事例検討を行

い、ハラスメントについての学びを深め、そ

の後４事例の解説を作成した。事例検討から、

訪問看護導入時の契約およびケアマネジメン

ト、利用者・家族のニーズの共有、訪問看護

師の専門家としての判断を事前に説明するな

どが利用者、家族とのパートナーシップを構

築しハラスメントを予防するために必要な因

子であることが明らかとなった。 

 来年度は事例をもとにフローチャート、リー

フレット作成を行い、利用者・訪問看護師に対

してハラスメントへの啓発活動展開につなげて

いきたい。 

 

 

労働環境支援委員会 

委員長 林 真樹 

 令和２年度の委員会は、大阪府医療勤務環境

改善支援センター、大阪労働局雇用環境、大阪

府健康医療部、社会保険労務士を含めた19名で

計11回開催した。委員会では、平成31年度から

３年間の取り組みにおいて「看護師長の労働環

境」と「看護補助者との協働」について課題を

抽出し、ワークショップの開催や意見交換を行

う等、労働環境改善に取り組むための支援を継

続して行ってきた。令和２年度の活動内容は、

大阪府看護協会の重点目標である「看護職が働

き続けられる労働環境づくりの推進」の中で、

①ヘルシーワークプレス（健康で安全な職場）

を目指した支援及び②他職種、看護補助者との

協働連携を実践し、より良い労働環境を提供す

るための支援について２つのグループで検討を

重ねた。また、令和元年度まで行ったワークラ

イフバランス推進事業（以下WLB事業）の評価

を行った。 

 ①ヘルシーワークプレイスを目指した支援に

対しては、令和２年12月５日(土) に『師長が考

えるより良い職場環境ってなんだろう』をテー

マに、日本看護協会労働政策部奥村元子氏より

「ハラスメントの定義・防止対策、看護現場に

おけるハラスメントの種類と影響について」基

本的な考え方と事例に関する講演があった。講

演後は、担当委員が上司からのハラスメント事

例を実演し、参加者と意見交換を行った。（＊新

型コロナ感染拡大のため、事例提供とフロア参

加者との意見交換に留めた）。参加者は、125名

で看護師長が95％を占めていた。また、アンケー

ト結果から【ハラスメントに関する教育の機会

がない】40％、【部下から相談を受けた】61％で

あった。また、事例はわかりやすかったと回答

があったものの、参加者間でディスカッション

ができず、現場の課題を十分に反映した議論が
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できなかった。 

 ②他職種、看護補助者との協働連携に対して

は、実践現場で業務の指示等対応する機会の多

い主任（副看護師長等）やリーダー看護師を対

象に、令和３年３月６日(土)「いまいちど考え

よう、Oneチームに必要なガイドラインの理解

と活用」ワークショップを行い、87名がZoom

と現地で参加した。ワークショップの内容は、

担当委員より「看護補助者の定着と協働に関す

る課題3年間の取り組みについて」報告後、社会

医療法人愛仁会法人本部井上裕美子氏より「看

護補助者との協働に関する自施設での取り組み

事例とガイドラインについて」の講演があった。

講演後は、個人ワークとグループディスカッ

ションを行い、看護補助者との協働において現

場の看護職がガイドラインについて学ぶ機会が

少ないことやマニュアルの見直し等に課題があ

ることがわかった。 

 令和元年度まで取り組んだWLB事業の評価

については、過去に事業参加した27施設に対し

てアンケートを実施し26施設より回答を得た。

【WLBの取り組みが健康で安全な職場環境に

つながったと感じている】92.3％、【事業終了後

も継続してWLBに取り組んでいる】76.9％で

あった。しかしながら、事業終了後に管理者の

交替等によりWLBの取り組みを中断している

施設もあり、今後継続的な支援の検討を行う必

要があることがわかった。 

 これらの取り組みを基に、今後多様化する看

護職の労働環境を鑑み、さらに労働の質と看護

の質向上をめざし、夜勤時間（16時間勤務）の

短縮や、他職種との協働、キャリアと連動した

賃金モデルなどを課題として、病院や施設の現

状から看護職が働き続けられる環境づくりの推

進を行うための支援を継続して実施する必要が

ある。 

 

 

中小民間病院看護支援委員会 

委員長 村井 真由美 

 令和２年度の委員会は、①中小民間病院の看

護管理者支援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について検討した。

委員会の開催は、新型コロナウイルス感染症拡

大のため、定例会議を９回と拡大版交流会１回

行った。定例会議では、支部ごとの活動報告や

情報交換、拡大交流会に向けた話し合いを行っ

た。また、各支部担当の取組みとして、感染対

策に関する情報共有や中小民間病院の課題の抽

出など支部の特徴にあわせてリモート開催の研

修会や課題のヒアリング、100床未満の病院訪問、

紙面調査などを実施し、情報共有やネットワー

クづくりに向けた支援を行った。また大阪労働

局から看護職の労働環境に関する情報について、

各支部に情報発信を行った。 

 事業計画①中小民間病院の看護管理者支援に

関しては、拡大版交流会を開催し、人材育成に

ついて「目標管理とクリニカルラダー導入」「管

理者の人材育成、マネジメントラダーを活用し

て」と新型コロナにおける感染症対策について

「メンタルサポート」、「中小民間に病院におけ

る認定看護師を活用した取り組み」の４事例に

ついて報告し、交流会を行った。参加者は、59

名で病床数別99床以下10名、100～199床42名、

200床～299床７名であった。交流会後アンケー

ト結果は、【事例報告は参考になる内容であった

か】かなりそう思う・そう思うが９割以上であっ

た。また、交流会（管理者会）について知らな

いは44％であった。一方で交流会などの場は、

悩みや経験を共有でき、他施設の方と交流する

ことで情報交換の場になる等が挙げられ、今後

もネットワークのきっかけづくりのために参加

を呼び掛ける活動を継続する必要があると考え

る。加えて中小民間病院における課題としては、

職員不足、採用と定着、人材育成（特に管理者）
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があった。 

 次に、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に関しては、委員が所属

している支部内で地域ネットワークづくりと連

携強化を図ることを計画した。しかしながらコ

ロナ禍で100床未満の施設訪問数は２件にとど

まり、訪問を変更し、紙面調査や委員による電

話での聞き取りを行った。調査の結果から交流

会参加が困難である理由は、人員不足、参加す

るまでの余裕がないという理由であった。また、

今後情報共有したい内容は「中途採用の教育体

制」「ラダー活用」で困っていることは、看護部

長同士の繋がりがなく、相談相手がいない等で

あった。今回訪問や電話、紙面調査を行った病

院から拡大版交流会に４施設参加があり、情報

共有やネットワークづくりを行うために引き続

き支部ごとに担当者が呼びかけを行うことが有

用である。 

 新型コロナ感染症拡大に際し中小民間病院で

は、感染認定看護師や感染専門医が常駐してい

ない病院が数多くあり、様々なネットワークを

活用しつつ、リモート開催など創意工夫し、体

制やジレンマを共有・共感したことで、自助・

共助する一助となった。今後Withコロナの時代

においては、これまで以上に中小民間病院の看

護職や管理者がネットワークづくりの場を通し

て、様々な方法で課題を検討し情報共有を行え

るよう支援を継続することが必要である。 

 

 

ナースセンター運営委員会 

委員長 西野 万寿子 

 大阪府の中小病院や福祉・介護分野において

は、看護職だけでなくすべての職種で人材確保

に苦慮している。さらに、2025年に向けて訪問

看護事業所、介護保険サービス等での需要は増

加すると見込まれており、その確保にも対策は

急務となっている。また、今年度は新型コロナ

ウイルス感染症による看護師確保が重要課題と

なった。この状況を踏まえ、委員会は年３回、

大阪府私立病院協会、大阪府福祉協議会、大阪

労働局、大阪府訪問看護ステーション協会等の

団体より15名の委員を選出して開催した。 

 事業計画としては、潜在ナースの発掘、復職

支援、プラチナナースの活用、キャリア支援を

課題として看護職確保対策とし、感染症による

影響を最小限にしつつ開催した。 

 潜在ナースの発掘としては、就職フェアや復

職・転職応援セミナー等のイベントやナースセ

ンターの広報を行うため、８月よりFacebook

を開設、看護協会の個人会員にイベントや届出

制度のチラシを郵送した。 

 未就業ナースの復職支援では、二次医療圏

７ヶ所での就職フェアはオンラインでの開催を

含め継続したが、堺は中止となった。復職・転

職セミナーでは講義・演習コース、施設体験コー

スを各５回計画していたが、一部オンラインで

の開催となり、演習や施設訪問ができない回も

あった。結果、講義・演習コース75名、施設体

験コース33名が参加した。 

 プラチナナースの活用では、セカンドステー

ジに備える講座を開催し、訪問看護や福祉・介

護施設の看護について紹介、就職相談会を実施

した。また、ハローワークと連携し、地域別に

60歳以上でも働ける求人施設を開拓するための

情報収集を行った。キャリア支援では学生への

セミナーを予定していたが、４月の開催は中止、

３月のキャリアイベント講座はオンラインで実

施した。 

 ハローワークとの連携事業では、４月～５月

の利用は少なかったが、今年度は８ヶ所から

10ヶ所に巡回相談支所が増え、６月以降の相談

件数は増加した。 

 eナースセンター登録の件数増加のためには、

届出制度の認知度を向上させることが必要であ

るが、コロナ禍の影響もあってか、届出制度の
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個人登録者や新規求職者が増加した。 

 その他として、今年度は新型コロナウイルス

感染症にかかる看護師の確保対策に注力した。

ナースセンター登録ナースに広報・就業のあっ

せんを強化し、104名の就職に繋げた。また、コ

ロナ対応ナースが必要な施設を調査し、求職者

とのマッチングを図り30名の採用に至った。さ

らに、未就業のナースの復職に繋げるための「感

染管理のオンラインセミナー」や「コロナワク

チン接種にかかる講習会」を開催した。 

 次年度も新型コロナウイルス感染症の影響が

継続すると予測され、引き続き関係団体と連携

を図り、看護職人材確保への対策に努めたい。 

 

 

事業運営委員会 

委員長 高橋 弘枝 

 事業運営委員会は20名（内12名は大阪府看護

協会役員）で構成、委員会については、下記の

とおり開催した。 

 第１回 令和２年11月20日(金) 

１．新型コロナウイルス感染症にかかる事業

について 

２．令和２年度上半期事業報告 

３．令和２年度第２四半期までの予算執行状

況について 

４．意見交換 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、大阪

府の要請を受け、看護協会として協力及び支援

の対応について説明し意見交換した。 

 第２回 令和３年３月23日(火) 

１．新型コロナウイルス感染症対応状況につ

いて 

２．令和３年度重点事業・事業計画 

３．令和３年度収支予算（案） 

４．意見交換 

 今年度の事業については、新型コロナ感染症

対応事業が拡大した状況を共有、意見交換がで

きた。又、看護団体代表者懇談会の意見から臨

床実習ガイドライン作成ワーキングを立ち上げ

「コロナ禍において安全で安心して臨地実習を

実施するための基本方針」の冊子作成、「コロナ

禍における看護ケア」のDVDの作成を報告した。

次年度も各委員からの意見を反映しながら、会

員や府民のニーズに応える事業を積極的に進め

ていく。 

 

 

資金管理運用検討委員会 

委員長 千葉 鐘子 

 資金管理運用検討委員会は、２名を公認会計

士、弁護士の外部委員、６名を協会役職員の８

名で構成。 

 今年度は令和２年７月及び令和３年２月に

メールにより次の項目を議題として開催した。 

１．令和元年度決算報告 

２．取引金融機関等の状況報告 

３．今後の資産運用について 

４．取引金融機関の多様化について 

 事務局から各項目について説明・報告し、健

全経営に資することを目的に意見交換した。 

 取引金融機関の状況については、いずれも格

付けその他指標が規定をクリアしていることを

確認し、適正であると承認された。 

 今後の資産運用については、コロナ禍の社

会・経済情勢について意見交換し、定期預金に

よる運用を継続することとした。 

 取引金融機関の多様化については、手数料値

上げや業務廃止による利便性低下に対応するた

め、多様化に理解が示された。 

 


