
看護制度委員会

委員長　藤本　陽子

　平成 27 年度も引き続き看護制度の改善へ
の提言等に関する活動を中心に行った。
１．看護制度問題に関すること
１）��看護制度委員による本制度に関する広報

活動
（1）「平成 27 年版　看護白書」原稿執筆
　大阪府における准看護師のおかれる現状や
進学に対して抱える課題、看護制度委員会の
活動内容や当事者の声を取り上げ、准看護師
の資質向上及び進学に関する取り組みが、少
しでも准看護師養成の停止及び看護師養成一
本化への転換に向けて、また、現在活躍する
准看護師を取り巻く環境を考える一助になる
と考える。

（2）全国准看護師制度担当役員会議への参加
日時：7 月 16 日（水）10：00 ～ 16：00
場所：JNA ホール
参加者：准看護師理事 1名、看護制度委員4 名
内容：日本看護協会からは他団体等による准
看護師関連の動きや 2 年課程（通信制）入学
要件緩和に関する報告があった。また当委員
会の委員が、「大阪府看護協会における准看
護師の資質向上及び進学に関する取り組み」
について講演、その後の意見交換や情報収集
から、いずれの県も苦慮していること、今後
も力を併せて取り組むことの重要性を再認識
した。

（3）准看護師制度に係る懇話会開催
日時：1 月 19 日（火）14：00 ～ 16：00
参加者：看護制度委員 12 名・支部理事 9 名・
看護部長 12 名　オブザーバー 5 名
内容：現在就業している准看護師の現状報告
①看護実践能力の現状と課題について②進学
支援について③制度の存続廃止について等の
項目を事前に支部内で聞き取りまとめたもの

をもとに意見交換を行った。
　看護の管理者からは、看護師と准看護師の
給与格差や実際の業務内容の矛盾等、多くの
問題点が浮き彫りとなった。また、オブザー
バーとして参加した看護 2 年課程校の教員か
らは、教えたくてもカリキュラムの時間数が
少なく、教員数に余裕もなく人手もないとい
ったジレンマ等の説明がなされた。今後、日
本看護協会長に本制度に関する基本方針の明
確化や、入学要件の見直し等の意見要望書を
提出していくとともに、引き続き検討してい
く。
２．准看護師の育成等に関する事業
１）進路・進学に関する情報提供、支援

（1）看護への道
10 月 17 日（土）14：00 ～ 16：00　参加者
156 名（中学教諭 3 名・高校教諭 10 名、高
校1年生78名・高校2年生35名・保護者5名）
　進路説明と講演会「看護のやりがい・魅力」
を実施。看護専門学校の 1 年生のプレゼンテ
ーションの他、日本 DMAT で活躍する先輩
看護師が講演した。アンケート結果では、普
段聞くことのできないリアルな話を聞けてよ
かった、看護師になりたい気持ちが強くなっ
たなど前向きな意見があった。今後は早期に
広報するなどして、もっと多くの生徒に参加
してもらえるよう工夫していきたい。

（2）新卒准看護師研修
2 月 23 日（火）午前・午後 2 回開催　参加
者 388 名（9 校）
　｢卒業おめでとう～明日からのあなたにエ
ールを～｣ のテーマで、看護協会長の講演 ｢
看護の動向と看護協会の活動｣ と、進学課程
で働きながら学び看護師資格を取得した先輩
看護師による経験談（講演）を開催した。参
加した准看護師からは、今後の自分自身のキ
ャリア開発について広く考える機会になった
等の感想が聞かれた。

（3）准看護師への進学支援、キャリアアップ
①「准看護師研修」
11月 7日（土）9：00 ～ 12：30　参加者 41 名
｢『看護師』になるということ～自分で考えて
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看護実践するって楽しい！！｣ をテーマに開
催した。看護協会長による講演 ｢看護の動向
｣ と、進学への動機づけを意識して 2 年課程
通信制卒業者によるプレゼンテーションを行
った。グループごとの意見交換では、①職場
での看護師と准看護師の違いについての悩
み、②進学したくてもなかなか踏み切れない
背景には経済的事情、家族の協力体制や環境
調整・職場の課題があることがあがった。
次年度も、看護師養成課程への転換推進に向
けてのデータ集積、進学支援、看護師資格取
得についての正確な情報提供を継続してい
く。

広報出版委員会

委員長　黒田　順子

　平成 27 年度の活動目標は、（1）公式ホーム
ページをリニューアルし、アクセス手段の多
様化への対応や会員向け（専用）の情報や府
民向けのページを充実する（2）機関誌「おお
さか看護だより」による会員及び看護職への
情報提供の充実を図る（3）広報誌「テアテ」
による府民への健康等情報や看護の魅力を提
供することであった。毎月の定例委員会（11
回開催）では、目標達成に向けて活発な議論
を重ね、協会の活動内容を看護職をはじめ府
民へ普及することを基本に機関誌および広報
誌を編集した。発行回数は、会員向け機関誌

「おおさか看護だより」を年 4 回（5 月、8 月、
11 月、2 月）、府民向け広報誌「テアテ」を
年 2 回（9 月、3 月）発行した。
　ホームページのリニューアルについては、
新しい情報をタイムリーに提供できるような
対応と利用者が活用しやすい改善案を提案し
た。
　「おおさか看護だより」では、会員に必要
な協会活動に関する情報や旬の話題をタイム
リーに発信し、活用できる内容を検討した。
5 月号では平成 27 年度通常総会を特集し、
協会事業の報告を行った。8 月号では、表紙
に各支部理事を起用し支部での活動を PR し

た。11 月号では、「日本看護学会－精神看護
－学術集会報告」を特集、2 月号では、「第 3
回大阪府看護学会報告」や准看護師制度に係
る取り組みを紹介した。
　府民向けの広報誌「テアテ」では、府民の
健康や暮らしに役立つ情報や看護の魅力を伝
える情報を発信した。2025 年問題を念頭に、
看護職として働き続ける、看護職を目指す人
を増やす必要があるため、9 月号では活動フ
ィールド別に、3 月号ではライフステージ別
に紹介し、看護職の関わりや魅力を伝える機
会とした。その他、機関紙や広報誌の充実を
図るためのアンケート調査の実施について検
討した。
　次年度も、会員がより利用しやすいホーム
ページのリニューアル、機関誌や広報誌の内
容の充実や協会活動の広報等に積極的に取り
組んでいきたい。

医療安全対策委員会

委員長　山本　正子

　平成 27 年度の大阪府看護協会事業計画と
して、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）
6．医療安全に関する事業が掲げられた。
それに基づき、医療安全対策委員会では、3
つの項目を掲げ、取り組みを行った。
１．医療安全に関する情報発信
1）「おおさか看護だより医療安全通信」によ
る情報提供について
　2015 年 8 月号№ 119 号の看護だよりで、
支部交流会の開催案内及び交流会マニュアル
について掲載し参加を呼びかけた。11 月号
№ 120 号に、8 月に開催した「医療事故調査
制度研修」について掲載するとともに、研修
内容の要点を掲載し事故調査制度の周知にも
役立てることができた。
2）支部内での医療安全に関する広報について
　各支部掲示板内に医療安全交流会の案内お
よび実績を入力し、会員全員への情報発信を
開始した。
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　施設代表者会議に参加、医療安全対策委員
会の活動報告及び交流会の活動報告を行った。
２．大阪府内の医療安全ネットワークの構築
1）「支部医療安全交流会」を通じた地域の医
療安全活動の推進について
　前年度「支部医療安全交流会」運営マニュ
アルが策定され、今年度は運営マニュアルに
沿い各支部とも交流会を 3 回 / 年以上開催で
きた。
　交流会の参加施設数が支部により、多少差
異はあったが、11 支部の参加施設合計数 163
施設、参加延べ人数 654 名となり、ネットワ
ークの構築ができた。
2）医療安全ネットワークの拡大について
ネットワークの構築・拡大を図る事を目的に、
医療安全対策委員それぞれが、他支部交流会
に順次参加を行った。他支部での活動内容を
参考にし、自支部交流会活動の向上につなが
ると意見を得た。支部間交流会は効果的であ
り、次年度にも継続することとする。
３．医療安全研修の支援
1）支部主催による医療安全研修会の企画・
運営への参画について
　支部主催による医療安全研修会の企画・運
営への参画が各支部ともできた。
2）委員会主催による医療安全に係る研修等
の企画・運営について
　8 月に名古屋大学医学部附属病院　医療の
質・安全管理部教授の長尾能雅先生に「医療
事故調査制度について～具体的内容・今思う
こと」を講演して頂いた。1 月には北浜法律
事務所　弁護士の長谷部圭司先生に「転倒転
落前後のトラブルの対処について」として、
講演をして頂いた。今年度の研修テーマは、
会員や会員以外にも興味が高く、予定人数を
こえての応募となった。応募者全員が研修に
参加できるように研修会場の見直しを行い、
396 名・393 名が参加できた。次年度も、医
療事故調査制度については、制度の見直しが
行われる予定もあり、同様の研修を計画する
予定である。同様に転倒転落については急性
期の施設だけではなく、療養・介護施設等で
も活用できる研修を計画する予定である。

防災・災害看護委員会

委員長　松生　恭子

　防災・災害看護委員会は、現在 3 職能、20
名の委員で活動を行った。今年度の活動とし
て、①防災・災害に関する一般市民向け啓蒙
活動、②看護職対象の災害看護研修、③防災・
災害に関する看護研究に取り組んだ。
①府民に向けては、5 月の看護の日に桃谷セ
ンターで委員が参加して、防災に関する知識
の紹介と、災害支援ナースの活動や防災・災
害委員会の活動の紹介を行った。見学に来ら
れた地域住民の方々も、展示されている “ 身
近で揃えられる防災グッズ ” に興味を示され
ていた。委員の説明を聞き、自宅での備えに
役立てていただけると考えている。数年来同
じ展示物になってきているため、次年度は新
しい災害グッズも発掘し、府民への防災意識
の向上に繋がるように取り組みたい。
②看護職対象の研修としては、「災害支援ナ
ース育成研修」と「周産期における災害看護
研修」を実施した。「災害支援ナース育成研修」
は 10 月 19 日・2 月 19 日の 2 回実施し、合
計 78 名が受講した。今年度は、被災地で災
害支援ナースと協働する、保健師の災害時の
活動についての講義を取り入れた。また、昨
年更新したマニュアルも活用し、活発な意見
交換や情報共有ができた。「周産期における
災害看護研修」は 12 月 18 日に実施し、52
名の助産師・看護師が受講した。この研修は
助産師職能委員会との共催で 2 年目になる。
“ 分娩施設における災害発生時の対応マニュ
アル作成ガイド ” の普及と施設における災害
への備えや訓練実施に繋がる研修となってい
る。2 つの研修については、内容をブラッシ
ュアップしていきながら、今後も継続して取
り組む予定である。他には、委員の所属施設

（4 施設）の災害訓練に、支援ナースが参加
できるように取り組んだ。
③防災・災害に関する災害看護研究について、
現在、一般市民向け災害看護研修に関する調
査研究計画を進めている。また、昨年度の研
究「災害発生時に病院看護部が外部支援看護
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師を受け入れる要因」をまとめているところ
である。学会発表では、8 月の災害看護学会
で 2014 年に初めて実施した「周産期におけ
る災害看護研修」の実践報告を行った。
上記以外の活動としては、近畿地区災害看護
担当者会でまとめた災害支援活動マニュアル
や災害支援ネットワークの紹介、「近畿地区
看護協会の連携による災害支援ナース派遣と
受け入れに関する実態調査」の報告等を委員
会の中で行った。
今後も防災意識の向上と災害支援ナース登録
者を増やすべく、防災・災害看護委員会の活
動を内外へ示していきたい。

認定看護管理者教育課程 
運営委員会　　　　　　

委員長　弘川　摩子

　認定看護管理者教育課程運営委員会は 11
回開催した。
　各研修については、前年度と同じようにフ
ァーストレベル 3 回（金土分散・集中・3 期
分散）セカンドレベル 2 回（木金土分散）サ
ードレベル 1 回（3 期分散）で開催した。応
募状況は、ファーストレベルは 3 回合計 266
名、セカンドレベルは 2 回合計 113 名、サー
ドレベルは 31 名であった。
　委員会では、レポート評価の全体総評を廃
止し、各課程の教科目レポート評価表の「評
価の視点」を細目化し、改善を行った。評価
表は、受講生が教科目の理解を深めるととも
に評価を個別に振り返るため学習要項に掲載
した。また、3 課程全体のカリキュラムにつ
いて、日本看護協会のカリキュラム基準との
照合・見直しを行った。
　昨年と同様にサードレベルの公開講座を 3
回開催し 127 名の参加があった。
　今年度は、セカンドレベル・サードレベル
のフォローアップ研修を実施した。セカンド
レベルは、1998 年から開講し、18 年間で受
講生が 860 名となった。目的を「セカンドレ

ベルで作成した『看護管理実践計画書』で取
り組んだ実践を振り返り、看護管理者として
の実践能力の向上をはかる。」とし、講演と
実践報告を行い参加者 64 名であった。また、
サードレベルは、2015 年度修了者を含め 110
名となり、「社会のさらなる発展のために、
個々の力・ネットワークの力を高める機会」
として、講演・シンポジウム・交流会をプロ
グラムとして企画し開催した。参加者は 38
名であった。両研修を開催することで現状の
課題を共有し、今後の管理実践につながると
考える。
　2015 年度認定看護管理者認定審査受験者
については、全国総受験者 458 名、合格者
364 名で合格率は、79.5％、大阪の合格率は
84.8％であった。

教育委員会

委員長　真継　和子

　委員は 30 名（うち 8 名は看護協会職員）
で構成されている。本委員会の役割は、看護
専門職の生涯学習を支援することであり、場
や立場に応じた看護実践能力の向上と看護の
資質向上に活用できるように継続的な学習支
援の機会を提供することにある。今年度の重
点課題は、魅力ある短期教育研修の企画・運
営、学習機会の確保の 2 点であり、ワーキン
ググループを編成し活動してきた。
以下、取組状況と課題について述べる。
１．魅力ある短期研修の企画・運営
　1 つ目の取り組みは、社会状況や受講者の
ニーズに沿った研修の提供であった。2014
年度にまとめた「継続教育に関するニーズ調
査」（以下、ニーズ調査とする。）をもとに研
修内容の精選や受講条件の検討、また受講希
望の多い研修は受講定員や開催回数を増枠し
た。その結果、昨年より 9 コース増の 113 コ
ースを開講した。全コースとも受講生の評価
は概ね良好であった。しかし、演習やグルー
プワークでは、受講者数に見合った指導体制
の強化、またオムニバス形式での研修の一部
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では、内容の精選や講師間での情報共有の必
要性が課題としてあがった。
　2 つ目に、各コースの学習目標と内容との
整合性を再検討し、円滑な研修運営のために
研修企画書の整備を行った。これは、目標達
成に向けた学習課題の設定と受講生への提示
による主体的参加の促進、企画段階での講師
との調整、研修運営における委員間の共通認
識を高めるために活用していく予定であり、
その評価も含めて次年度につなげていきた
い。
　3 つ目は地域包括ケア推進に向け、在宅、
介護・福祉領域の看護職を対象とした研修や
退院支援・退院調整に関する研修の拡充が必
要であった。これまでの受講実績をみても、
在宅、介護・福祉領域の看護職は時間的な制
約があり研修に参加できないことが課題であ
った。そこで、土曜開講を実施した結果、参
加率の伸びは多少認めたものの、広報活動の
強化が課題となった。次年度開催予定の研修
についてはチラシ配布により研修の周知を図
るとともに、病院と地域との連携強化に向け
た企画立案も必要である。
さらに、看護実践能力に合わせた研修が選択
できるよう受講条件の提示方法を検討してき
たが、次年度以降「看護師のクリニカルラダ
ー（日本看護協会版）」の公表とその活用を
視野に入れながら継続課題としていきたい。
２．学習機会の確保
　施設のマンパワーや個々人のワークライフ
バランスを考慮し、効果的かつ効率的に学習
できる環境整備が望まれるなか、ICT を活
用した学習支援システムの検討を重ねてい
る。今年度は、「インターネットを活用した
学習環境整備」に関するアンケート調査を実
施した。短期研修受講者のうち約 830 名から
回答があり、「あった方がいい」が約 6 割を
占めた。ニーズはあるものの、ICT 学習支
援による費用対効果を考えながら検討を重ね
ていく必要があると考えている。

学会委員会

委員長　瀬戸　奈津子

　学会委員会は、委員長 1 名、副委員長 2 名
を含む委員 20 名と看護協会委員 6 名で活動
した。原則月 1 回の定例会議にて、担当学会
のテーマにはじまり、講演・シンポジウム企
画、講師の選定、プログラムの確定や抄録選
考等、学術集会関連の活動を行った。
　2015 年 9 月 18 日（金）・19 日（土）大阪
国際会議場グランキューブ大阪開催の第 46
回日本看護学会―精神看護―学術集会では、
領域別では史上最高の 1,571 名という多くの
方々に参加いただけた。「精神（こころ）と
向き合う看護～なにわ発、人間やから複雑や
ねん～」という、大阪ならではの普遍的なテ
ーマにチャレンジし、充実したプログラムと
なった。
　特別講演では、水谷修先生、北山修先生、
桂ざこば師匠と朴一先生を迎え、看護に不可
欠な感性を磨くことができた講演となった。
教育講演では、寶田穂先生、田中禎先生、盛
眞知子先生から、ドラッグ問題や自立支援、
そしてユマニチュード等の明日からの看護に
活かせる貴重な講演となった。シンポジウム
では、子どもを守るために、地域へつなぐべ
くシンポジストから、示唆に富んだ発表をい
ただけた。交流集会では、身体合併を伴う精
神疾患患者の看護や職場不適応に対するメン
タルヘルス支援等、臨床現場で課題となって
いるテーマをとりあげ、実践的かつ有意義な
討議が行われた。
　発表会場では、口演 96 題、示説 55 題が発
表され、どの会場も熱い質疑応答が交わされ、
刺激的で実り多い機会となった。また新しい
試みとして、全国の精神科施設および府内の
支援学校に公募したデザインから選んだ優秀
作品をデザイン画として独創的なポスターで
広報活動を行った。そして［展示企画］大阪
府施設の取り組み紹介コーナーを設け、ココ
今ニティ写真展「スタイル～ STYLE ～」と
一般病院における精神科デイケアの活動をご
紹介し参加者が交流をはかることができる癒
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しの空間となった。さらに近畿圏 3 か所の共
同作業所に依頼し、丁寧に作っていただいた
唯一無二のオリジナルコングレスバックを配
布し、文化交流セッションとして、桂文福師
匠から大阪の文化である “ 河内音頭 ” を看護
につなげて紹介いただき、随所に大阪らしい
もてなしの心が行き届いた学会となった。
　「第 3 回大阪府看護学会」は、2015 年 12
月 5 日（土）に「これから未来へ～看護を紡
ぐ～」というテーマのもと、大阪国際会議場
グランキューブ大阪にて開催し、口演 55 題・
示説 39 題の研究発表があり、参加者合計
1,172 名（協力員・職員含めると 1,291 名）
と第 2 回に並ぶ参加者にて、大盛況であった。
若手ナースからベテランナース、そして看護
部門長まで、様々な立場の多くの看護職が参
加し、「世代を超えて看護を考える機会と場」
という本学会のコンセプトを引き継ぐことが
できた。
　教育講演では、紙屋克子先生からエビデン
スを示していく意義とともに、「看護の専門
性とは」、「プロの仕事とは」という根本的な
ところから問いかけられ、看護の力によって
意識障害患者が目を見張る回復を遂げる事例
に惹きこまれた。一人ひとりの患者に学ぶ姿
勢を忘れずに、どんな状況下にあっても諦め
てはいけない、チャレンジし続けるというメ
ッセージにより、未来に向けて働くエネルギ
ーをいただけた。口演・示説会場で活発なデ
ィスカッションを、学会を一本化する前から
引き継ぐ「知恵をしぼってつくりまし展」で
は、賑わいながら日頃の施設での工夫を意見
交換できた。
　特別講演では、石黒浩先生がいくつもの実
証実験を示してくださり、対話型ロボットが
活躍する未来社会を身近に感じる機会となっ
た。人の声や触感の 2 つのモダリティから存
在感が生まれることをもとに開発されたハグ
ビーなど、看護に通ずる話を聴けた。シンポ
ジウムでは、「これからの看護のかたち」に
ついて、地域に『つなぎ・ささえる』、お産
センターの取り組み、せん妄・認知症対応支
援夜勤の観点から、それぞれ先駆的な実践内
容を示していただけた。ディスカッションで
は、多職種を交えたチーム医療の重要性にも

議論が及び、これからの看護につながる有益
な時間であった。
　2016 年 2 月 27 日（日）には、学会委員会
主催研修を企画し、学会委員のみならず、施
設の教育や研究指導担当者を含めて公開し研
鑽の機会を持った。昨年に続いて日本看護学
会委員の東京慈恵会医科大学医学部看護学科
の梶井文子先生をお招きし、「恐れず論文投
稿するために！第 2 弾―論文の作成技法・業
務改善を研究に―」というテーマで講演いた
だいた。166 名の方々に参加いただき、終了
時のアンケートでも高評価が得られた。
　現在、2016 年 12 月 17 日（土）第 4 回大
阪府看護学会開催に向けて「時代をつかむー
今看護の時」というテーマでプログラム企画
等について準備を進めている。新たな試みと
して大阪府の看護職対象にポスターのデザイ
ンを公募していることころである。

倫理審査委員会

委員長　秋原　志穂

　平成 27 年度倫理審査委員会は、規定に基
づき学識経験者 4 名、認定看護管理者 1 名、
専門看護師 1 名、本会教育研修部より 2 名、
担当理事 1 名によって構成された。
　5 月に第 1 回委員会を開催し、年間活動計
画を立て、7 月 27 日、9 月 14 日、11 月 10
日に計３回の委員会を開催することを決定し
た。その他には、倫理審査委員会運営要領の
検討を行い、倫理審査結果を従来の「承認す
る」、「条件付で承認する」、「変更を勧告する」、

「承認しない」に加え「保留」、「非該当」を
追加することにした。また、倫理審査承認後
の変更について、変更届のフォーマットを作
成することとした。
　研究資料の保管期間については、文科省・
厚労省「人を対象とする医学系研究に関する
倫理指針」に基づき資料保管年限に関する検
討を行った。日本看護協会指針の変更が行わ
れた場合、それに合わせた内容を追加するこ
ととし、当面は事業報告または研究発表が終
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了するまでは保管するように勧告することを
決定した。
　平成 27 年度審査実績としては、２件の審
査を行った。申請者は、教育研修部および大
阪府看護協会男性看護師会であった。7 月は
1 件の審査で条件付承認であったため 8 月に
メールでの持ち回り審査を行った。10 月に
新規１件の申請があったが、判定保留のため
11 月の委員会で審査を行った。再度保留と
なったため 1 月に追加で委員会を開催し審議
した。結果、条件付承認となり、２月にメー
ル審査を行った。平成 27 年度の申請件数は
2 件と少なかったものの、結果的に委員会開
催数は多く、メール審査を含めると 6 回にな
った。
　本年度は審査結果が続けて「保留」になる
申請があり、申請書の不備等による継続した
審議案件が見られた。途中に一度申請者への
本委員会への出席を求めたことで、その後の
修正が迅速に行われた。申請者が委員会日程
に合わせて出席することは難しいが、申請者
が直接説明できるメリットも大きい。今後も
必要時には申請者の出席を要請し、より迅速
に審査が終了するように努める。
　倫理審査委員会は開催日時も限られ、特に
再審査になった場合には、大阪府看護協会の
事業を行う各委員会及び事業部の負担が大き
いと考えられる。より迅速な審査が行えるよ
うに、申請書には不備がないように、各申請
者に留意頂けるような働きかけが必要であ
る。また、申請書の作成段階で学識経験者が
各委員会及び事業部に参加協力し、助言する
等のシステムづくりが望まれる。

地域保健福祉委員会

委員長　八尾　英人

　平成 27 年度の地域保健福祉委員会は、3
回の委員会を開催した。活動目的として、当
事業部の事業計画に対する案や意見を提供す
る役割があるとして昨年度確認されている。
　第1回委員会では、平成27年度の研修や「ま

ちの保健室」の活動計画について確認した。
第 2 回以降の委員会で、平成 28 年度事業計
画立案に際して、今年度行われる研修等のア
ンケート結果や、「まちの保健室」から得ら
れた相談内容から府民のニーズを把握し、当
委員会において既存事業の内容の充実を図る
ための諮問機関として活動をすることとし
た。
　第 2 回委員会では、平成 27 年度の研修の
アンケート集計結果（6 ～ 9 月実施分）と、「ま
ちの保健室」での相談件数（4 ～ 9 月実施分）
等の報告より、研修内容と「まちの保健室」
事業について検討を行った。来年度の研修内
容は小児虐待予防と、新しくメンタルヘルス
ケアと、子育てフェスタも盛況で、内容を充
実させるため、子どもの発達段階に応じて、
乳児・幼児に分けて実施するように見直しを
行った。また、受託事業で行っている身体拘
束廃止研修のフォローアップ研修として看護
職と介護職の連携を考える研修の必要性や、
看護職と介護職が連携した看取り、施設・在
宅での看取りの研修などを検討した。「まち
の保健室」事業については、相談内容として
生活習慣病の他、不眠・不安など精神ストレ
スが多く、ストレスチェックの実施希望者が
増えており、府民のニードに応えた研修の必
要性を確認した。
　第 3 回委員会では平成 27 年度の研修のア
ンケート集計結果（10 ～ 1 月実施分）と、「ま
ちの保健室」の事業報告について検討を行っ
た。研修受講者に対するアンケート内容で満
足度・達成度に関する質問は、何を期待して
受講されたか、今後に生かすためにはアンケ
ートの内容を工夫する必要性を検討した。
　平成 28 年度研修（案）の「看取り研修」
については、今年度は家族を支える看取りの
視点か、組織運営に焦点を当てるのか等の意
見が出された。また、非常に奥が深い内容で
あるため、テーマを決めてシリーズで行うこ
とを検討した。「まちの保健室」事業につい
ては、平成 27 年度には当協会のホームペー
ジをみて、新たに 2 か所の開設依頼があった。
①大阪市立中央図書館（５月開催）②フレス
ポしんかな（10 月開催）を、既存の拠点に
加えて計 76 回開催した。相談内容としては、
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高血圧に関するものが多く、次いで食事や運
動、その他の生活習慣病、不眠・不安ストレ
ス等であった。このように「まちの保健室」は、
府民のニードを知る場になっており、今後、
社会福祉協議会等と連携して府民の活動を助
けることも必要ではないかと検討された。

訪問看護研修委員会

委員長　春岡　登志子

　訪問看護研修委員会は、研修の企画・運営・
評価、研修に関する情報の提供、研修受講の
促進に関することなどを審議するために、今
年度設置された。委員は、大阪府訪問看護ス
テーション協会、訪問看護ステーション管理
者、病院・施設看護師、大阪府職員、大阪府
看護協会の地域保健福祉事業部・訪問看護事
業部、など 14 名のメンバーで構成され、今
年度 3 回の会議を行った。
　委員会では、訪問看護研修の募集人員や研
修目的・研修内容などを多角的に評価するた
め、平成 26 年度に行われた教育研修実施録
の結果を基に、実施録に掲載されていないア
ンケートの感想等について、今一度振り返り
をおこなった。また並行して、平成 27 年度
の訪問看護研修の進捗状況の報告や、大阪府
健康医療部保健医療室保健医療企画課看護グ
ループが行った、大阪府訪問看護ステーショ
ン実態調査結果の報告を受けながら、次年度
の訪問看護研修につなげる課題について検討
を行った。
　結果、管理者研修については、新たな訪問
看護ステーションが新設される中で、管理者
経験が浅い管理者も多く、そのような中で、
大阪府の調査では、半分近くのステーション
が今後の事業拡大を望んでおり、今後、訪問
看護ステーションの管理を中心とした基本編
と、経営やリスクマネジメントなどに特化し
た研修と分けて考えていく必要があるのでは
ないか。
　訪問看護階層別研修に於いては、新卒の看
護職員を採用したい訪問看護ステーションが

39％もあり、新人研修にｅランニングを取り
入れるなど、研修の幅をもう少し広げ、就労
前後に計画的に行う工夫や、中堅看護師に対
しては、フィジカルアセスメント力を高めて
いけるような研修内容が必要ではないか。
　病院と訪問看護ステーションとの相互研修
については、病院以外の施設などに勤務する
看護師も訪問看護に興味を持っているので、
対象を病院に限定せず、在宅医療を担う施設
等の看護師としてはどうか。病院からの希望
が多く訪問看護師の参加が少ないので、参加
人数を検討すべきである。また、訪問看護師
の、施設やグループホームなどへの研修も企
画してはどうか。などの意見を得た。

労働環境支援委員会

委員長　崎山　昌代

　大阪府看護協会の重点事業Ⅱ「活き活きと
働き続けられる労働環境づくりの推進」の方
針を受けて、委員 15 名構成で、計 11 回委員
会を開催した。活動目標を『看護職の労働環
境改善に向けた取組の推進』とし、下記の 2
点を中心に活動した。
１．看護補助者と他職種との協働・連携
　2014 年 12 月に開催した「看護職者と看護
補助者の協働のための体制整備」の研修の結
果から、2015 年 12 月 15 日に「チームの一
員として、看護補助者がいきいきとして働き
続けられる仕組みづくり」をテーマに研修会
を開催した。数年来、看護補助者の教育に取
り組まれている府内の看護部長を招いての講
演と、好事例 4 題の発表を行った。参加人数
334 名中、看護職 224 名、看護補助者 110 名
であった。看護師だけでなく、看護補助者も
主体的に取り組まれた演題もあり、具体的に
取り組み、活用できるというアンケート結果
が多かった。好事例報告から自施設での、看
護職と看護補助者の協働について具体的な対
策を考える機会となった。そして、看護管理
者への看護補助者の教育についても役立つ情
報提供となった。
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２．労働と看護の質向上のためのデータベー
ス（DiNQL）事業の普及・啓発のための研修
　2014 年 2 月大阪府内の試行事業参加病院
実践報告を含めた研修を受け、2015 年 10 月
20 日に「労働と看護の質データベース

（DiNQL）事業の普及・啓発」を研修目的に、
日本看護協会から講師を招いて、2 題の実践
報告を行った。参加施設 109 施設、参加人数
269 名、アンケートの結果から、この事業の
普及と啓発は多少なりともできたといえる。
また、事業への参加事前準備としての入力方
法や体制つくりの課題もみえてきた。更に、
労働状況の評価指標 34 項目から自施設の実
態把握だけでなく、ベンチマーク評価を活用
し、自施設での労働環境の改善に役立てるこ
とができる、各論的な取り組みが課題と考え
る。
３．次年度の活動課題
　労働環境支援事業部の活動方針に伴いこの
委員会の活動内容が決まるが、看護補助者の
活用と協働、看護補助者の労働環境の検討も
必要。また、データベース（DiNQL）事業
に参加している施設とそうでない施設の問題
点を明確化することで、次の取り組むべき課
題がみえてくると考える。
　今後も看護実践をデータ化することで、労
働環境の改善や労働の質、看護の質向上に向
けた取り組みを、医療勤務環境改善支援セン
ターと連携し、看護の現場に役立つ支援を続
けていきたい。

看護職の WLB 推進委員会

委員長　福田　峰子

　当委員会は、重点事業 2「活き活きと働き
続けられる労働環境づくりの推進」の方針を
受けて、大阪私立病院協会、大阪府労働局、
大阪府健康医療部、病院事務部などを含めた
委員 19 名で計 10 回委員会を開催した。
　活動目標を「医療勤務環境改善支援センタ
ーとの連携」「WLB ワークショップ参加施
設への支援」「看護職のＷＬＢの推進をはか

る」として活動した。5 月には、第 3 回カン
ゴサウルス賞授与式が執り行われ、大阪府は
5 施設が受賞となった。
　以下、主な活動内容を報告する。
１．WLB ワークショップ参加施設への支援
　今年度は、3 施設がインデックス調査のみ
参加し、新規参加の 2 施設、および参加 2 年
目、3 年目の 6 施設を合わせ計 8 施設が取り
組んだ。
　9 月 10 日、新参加施設を対象にワークシ
ョップを開催した。昨年度の評価から今年度
は現状分析に時間をかけられるように委員が
参加施設に出前研修を行い、インデックス調
査の分析方法について講義を行った。出前研
修により推進メンバーだけではなく、多くの
職員が参加することが可能となり、不明な点
が直接質問でき効果的であった。
　2 月 15 日、「WLB 公開成果報告会」を開
催し、新参加施設、参加 2 年目施設の取り組
み報告と大阪府内病院施設への WLB 推進の
広報の機会とした。参加施設数 28、参加者
62 名と多くの施設からの参加があった。ア
ンケートでは情報交換の場になったとの回答
が 55.7％であった。
２．WLB 推進のための研修会の企画・運営
　11 月 14 日、テーマ「いつでも・どこでも
取り組めるワーク・ライフ・バランス」と題
して、研修「ワーク・ライフ・バランスは人
材確保から」、好事例の発表「WLB 取り組
みの実際」、グループワーク「人材育成のた
めにできること」を実施した。参加者は42名、
病床数 200 床未満 54.7％、看護師長職の参加
が多く、「職場、風土、人を大切にすること
など再認識できた」などの意見が聞かれた。
３．看護職の WLB の推進および浸透
　12 月の大阪看護学会では、2014 年度看護
職のワーク・ライフ・バランス推進委員会活
動報告と WLB 推進状況調査結果のまとめを
ポスター展示し、活動の推進と浸透を図った。
　3 月 4 日、私立病院協会において労働局主
催、大阪府医療勤務環境改善支援センター、
大阪府、大阪府看護協会共催の研修会「医療
従事者の WLB 等にかかる研修会」みんなの
職場をみんなで『KAIZEN』が開催された。

「大阪府看護協会の WLB 推進事業 6 年間の
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取り組み」を労働環境支援事業部部長が講演
し当協会の事業を広報するとともに、ワーク
ショップ参加 3 年目の 4 施設が参加しシンポ
ジウムを行った。組織的な取り組みの重要性
をアピールし、ワーク・ライフ・バランスは
経営戦略であることを示すことができた。
　今後の課題は、継続して 200 床未満の施設
への WLB 推進を行うことと医療勤務改善支
援センターとの連携によって組織的に取り組
み成果を上げることである。

中小民間病院看護支援委員会

委員長　千葉　鐘子

　中小民間病院看護支援委員会は、平成 27
年度の重点事業「活き活きと働き続けられる
労働環境づくりの推進」のもと、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
を各支部とも連携して活動を行った。昨年同
様、看護職能団体の組織力と情報網を活用し
て、「人づくり・組織づくり・ネットワーク
づくり」により大阪府域全体の組織的な活動
の発展へ繋げていきたいと考えている。委員
は 13 名で、計 12 回の委員会を開催した。4
年目となる事業の応募には、府北、市南、堺、
泉南の 4 支部からエントリーがあった。協力
施設は昨年より 8 施設増え 36 施設となった。
エントリー代表者に事業の説明、活動企画の
立案、7 月に活動内容のプレゼンテーション
を開催した。エントリー施設の目標は、看護
管理・運営・教育に係ることを協議し、看護
管理者としてスキルアップに繋がり、自施設
及び地域の医療・看護の質に発展することを
目指し取り組んだ。
　12 月の大阪府看護学会の展示ブースにお
いて、委員会活動、各エントリー施設の取り
組みが PR できるようポスター掲示した。参
加者から自施設でも取り組みの参考になった
と好評であった。
　1 月には、看護管理者を対象に研修会を開
催した。68 施設 72 名の参加であった。「看
護部長として果たすべき役割を遂行するため

に」をテーマにワークを取り入れながら、看
護部長のマネジメントと利害関係者へ行うべ
き行動等、半日研修であったが、自己をみつ
め直す機会となった。又、情報交換の場とな
り日常管理に活かせる等の評価があった。
　2 月には、成果報告会を開催した。市南支
部の活動では、勤務上の風土を見直し、基準
作成を第一歩として取り組み、より公平で勤
務者が納得できる勤務表づくりへ継続した取
り組みが共有されている。堺支部では、施設
間交流を活発化させ、教育や業務に活かせる
機会となり、ネットワークづくりにも相乗効
果が報告された。府北支部では、看護師の定
着と他施設交流研修に取り組み、情報の共有
とネットワークの構築へさらに活性化されて
いた。泉南支部では、看護管理実践計画書を
実行し、経過の中で支援者による具体的サポ
ートを受けてすすめられた。管理者自身が動
機づけられながら実践したことで、マネジメ
ントのスキルアップが図られ、今後の人材育
成に反映できる成果の報告であった。報告会
の目的でもある情報共有を図り、自施設にど
う活かし、役割機能を発揮できる仕組みづく
りを考えられるかの機会となったと感じてい
る。今後も活動が継続され、組織の活性化へ
繋がることを期待したい。
　労働環境支援事業部の事業として、労働環
境支援委員会、看護職の WLB 推進委員会、
男性看護師委員会、中小民間病院看護支援委
員会で合同委員会を開催し、情報交換・共有
を行いながら中小民間病院の支援をさらに拡
大していくために今後の方向性を検討した。
大阪府域全体として、多くの中小民間病院の
支援は重要であり、継続・推進されることを
確認し合った。さらに平成 28 年度は地域の
支部事業の連動が強化され、現場のニーズに
合致した活動へすすめられるよう取り組んで
いきたい。
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ナースセンター運営委員会

委員長　濱野　由美子

　大阪府は中小病院が７割を占めているが、
地域医療の要である多くの施設では職員の人
材不足が続いており、人材確保が非常に深刻
な状況である。平成 27 年 10 月１日施行され
た～看護師等人材確保に基づく届け出義務の
創設～に向けた「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」を重
点目標とした。
　委員会は、大阪府看護学校協議会、大阪労
働局職業安定課、大阪府保健医療課など 17
名で構成され、年 4 回会議を開催した。
　無料職業紹介事業実績は全体の求人数は
6,646 人、求職者数は 2,759 人、求人倍率は
2.49 倍であった。就業者数は 1,175 名で前年
度比 25.4％減。うちナースセンター（以下
NC）利用者は 676 名で前年度比 14.7％増で
あった。就業時期は 7 月と 2 月が多かった。
　看護職就職説明会参加の実績は読売新聞
社、産経新聞社、株式会社 DISCO との共催
や協力含め 16 回参加した。次年度卒業予定
約 43%、既卒約 28% であった。NC 登録者
数は 44 名で相談者は 221 名であった。4 月
と 7 月の説明会での相談者が多く、NC 登録
は 12 月が多かった。
　再就業支援講習会は、支部理事や病院施設
との協働で 5 月から 12 月まで年 10 回開催し
た。受講生 120 名、平均年齢 40.6 歳、平均
経験年数 8 年 1 か月、平均離職期間 7 年 3 か
月、就業者合計 93 名であった。2 日間で大
阪府保健医療企画課看護グループスタッフか
らの「看護の現状」についての座学や、感染
予防や採血演習、一次救命処置などの演習は
最新の知識・技術等、器具や機械に触れるこ
とで現状を知り、演習で自信をつける機会に
もなったという意見があった。次年度は、講
習や演習に加え、e ラーニングや体験実習の
プログラムを検討する。
　このように、就職説明会などの関わりや来
所などでの相談者に対する細やかな対面支援
などによりマッチングが適切に実施できた結

果NC利用や就業実績につながったといえる。
　平成 27 年 10 月１日施行された～看護師等
人材確保に基づく届け出義務の創設～に向け
た看護師等の離職時等の届出制度「とどける
ん」運用状況については（10 月 1 日～ 3 月
31 日現在）登録者数 885 名、ID のみ申請
112 人であった。届出登録手段は PC・スマ
ホ 66.7％施設などによる代行届出 22.1％であ
った。復職意向について、「すぐに」または「い
ずれ」は 28％であった。広報としては読売
新聞を始めとして日本看護協会、都道府県で
の広報がされた。今後は、退職者に対して施
設の届出制度の周知と届出者への支援につい
ての確認、新聞紙上や看護だより、チラシ等
による周知・広報を行い、NC への登録支援
と登録者への情報提供を支援していく。
　NC・ハローワーク連携事業実績は、府内
4 か所のハローワーク（堺、阿倍野、大阪東、
枚方）へ月 1 回ずつ（3 時間）NC 相談員が
出向し看護職の就業相談を受けている。相談
内容は就職だけでなく、進学及びメンタルの
相談なども担当している。求職者数 404 人、
うち就職までつながった件数は 160 件であっ
た。平成 28 年 3 月 22 日よりハローワークに
登録した利用団体（地方自治体・民間職業紹
介事業者）の求職情報サービスが始まること
より、経過を注視していきたい。
次年度に向けて、他機関との連携を強化し看
護職員の就業促進及び離職防止等の業務充実
に努めていきたい。

男性看護師委員会

委員長　大石　努

　男性看護師委員会の活動目的は、昨年に引
き続き①深刻化する看護師不足の解消に向け
て、男性看護師の育成と雇用の促進を働き掛
ける②男性看護師同士の交流を図り、情報共
有と看護基礎教育への働きかけを行う事であ
る。委員会は 17 名で構成され、交流会併せ
14 回 / 年開催した。
　2015 年の活動は、男性看護師雇用の促進
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を目的に 5 月 9 日（土）御堂筋ホール心斎橋
での看護職就職フェアをはじめとし、7 回の
就業相談を行った。2 月 11 日の就職フェア
に於いては、60 名程度の参加者に対し認定
看護師や専門看護師の活動や地域連携につい
て委員が講演を行った。進学支援として、10
月 22 日大阪府立摂津高校、2 月 15 日東香里
中学校に赴き職業講話を行った。聴講者から
は「看護師になるまでの道のりを知れて良か
った」等の評価を頂いた。
　10月24日には、「未来に向かう自分づくり」
と題して男性看護師委員会主催の研修会を開
催した。男女合わせて 57 名の参加を頂き、
講演を行った専門看護師等の様々なゲストと
ワールドカフェを主とした形式とした。参加
者からは「多くの方と交流できた」「自身を
見つめ直す機会となった」等の意見が聞かれ
た。
　昨年までの 4 年間で、男性看護師の就業状
況やキャリアアップに関する実態、看護師等
養成施設における男子学生の就学状況等の独
自調査を積み重ね、更に他の調査研究を参考
とする中で、母性看護学実習と小児看護学実
習についての問題が挙がってきたため、2016
年度の調査研究の主題となった。少子高齢化
の中で、看護学生数と母性実習施設数、小児
実習施設数の不均衡が起こっている点につい
て、6 月 10 日の日本看護協会平成 27 年度通
常総会の場で、質疑を行い日本看護協会とし
ても問題と捉えていると回答を得た。それら
を受け、当委員会で熟考を重ね「学生時に受
けた母性看護学実習における体験と理解度の
実態調査」を 2016 年度に調査開始すること
となった。
　昨年度、広報を目的とし作成した男性看護
師委員会の冊子「活動のあゆみ」を日本看護
協会と都道府県看護協会、大阪府看護協会会
員施設に送付し、大阪府看護協会通常総会会
場で配布した。中高生や社会人対象に作成し
た「めざせ‼ナースマン」と題したリーフレ
ットは、進学相談会場やハローワークに設置
した。また看護の日には府内 11 支部の会場
にも同様に設置した。
次年度の活動は
①研修および交流会の企画と運営

②実態調査の実施と分析
③進学支援としての職業講話へ赴き、さらに
男性看護師雇用促進の支援としての就職フェ
ア参加
　男性看護師数は年々増加傾向にある。今後
も更なる増加を目的に、小中高生に向けての
広報活動を行う。資格を取得している看護師
に対しては、雇用促進と就業継続できるよう
キャリア支援等を行っていく。

事業運営委員会

委員長　伊藤ヒロコ

　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、今年度は２回の委員
会を開催した。
　第 1 回は平成 27 年 11 月 24 日（火）開催、
以下の内容について討議。
１．平成 27 年度上半期（4 月～ 9 月）の事
業執行状況
２．平成 27 年度上半期（4 月～ 9 月）の予
算執行状況
３．ナースセンターへの届出制度について
４．新「会員情報管理体制」について
５．大阪府等に対する平成 28 年度予算要望
報告
　当日は、27 年度の上半期の事業執行状況
と予算執行状況を報告し、下半期の事業運営
に向けての課題、方向性について熱心に討議
を行った。
　併せて、事務局から 27 年 10 月 1 日に施行
された「看護師等人材確保促進法改正」によ
る看護師等の離職時等の「届出」制度につい
ての説明と、28 年 10 月運用開始の新「会員
情報管理体制」の目的等を説明した。
　また、行政（大阪府・大阪市・堺市）に対
する 28 年度予算編成に係る要望活動結果の
報告を行った。
　第２回は、平成 28 年 2 月 29 日（月）開催、
以下の内容について討議。
１．平成 28 年度事業計画（案）について
２．平成 28 年度予算概案について
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　当日は、平成 27 年度第３四半期までの事
業実績を含めて協会担当理事及び事務局の方
から平成 28 年度重点事業（案）及び平成 28
年度事業計画（案）、平成 28 年度予算概案に
ついて説明の後、活発な意見交換を行った。
　出席委員から、看護師の状況（現状及び
2025 年に向けた需要数等）及び 10 月スター
トしている「届出制」の状況等についての質
問の後、看護師の定着についての取組み等に
ついての意見交換を行った。
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労働環境支援委員会
１．《研修》労働と看護の質データベース（DiNQL）事業の普及と啓発のための研修　
　　　　　 ～自施設のマネジメントに活かす DiNQL データ～
� 研修日　2015 年 10 月 20 日
� 参加施設数 109　参加者 269 名
＜データベース（DiNQL）事業についての意見・感想＞
＊��データ収集をどう分析していくか、分析した結果を活用していくかがよく分かった　ぜひ導

入していきたい
＊��看護ができていることの確認ができ、自信に繋がること、弱みが分かり質の向上に繋がるこ

とが分かった
＊��職員のやりがいにも繋がる事業であることを実感しました
＊��部署マネジメントにおけるデータ分析の現状が聞けたことは有意義だった
＊��看護の質評価の視点からであれば看護必要度の項目と統合して考慮してほしい。
＊��データマネジメントの活用事例の紹介を継続的にやってほしい
＊��認知症に関する状況は客観的にデータ化したいと思った

２．《研修》看護補助者との協働・連携に係る研修会
　　　　　 ～チームの一員として看護補助者がいきいきと働き続けられる仕組みづくり～
� 研修日　2015 年 12 月 15�日
� 参加施設数 127　参加者 334 名
　　研修内容の項目ごとの理解度と活用度について

＜看護職者＞　n=196

＜看護補助者＞　n=110
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（概論） （実践報告）
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（概論） （実践報告）
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看護職のワーク・ライフ・バランス推進委員会
１．《研修》いつでもどこでも取り組めるワーク・ライフ・バランス� 研修日　2015 年 11 月 14 日
　〈参加者意見抜粋〉� 参加施設数 29　参加者 42 名

職場風土について
・職場環境、風土。人を大切にすることが大切なことがわかりました。
・持論は「人にやさしく、大切に」。それが再確認できたこと。
・管理者の「こころの報酬」が人間関係をよくすると思いました。
・個々の働く方々の声を経営者に伝えていくのが難しいが、部長職の役割と感じました。
・古い体質が残りマンネリ化している、風土づくりについては人の輪を大切にやりがいを

育てたい。
・職員の面談やきめ細かい気配りを実践していこうと思います。
・アイディアボックスの設置などでスタッフの意見を聞け、何でもいえる環境にしたい。

人材確保・定着について
・病院のブランドだけでなく『人』が大切ということが参考になりました。
・現状に慣れず新しい目を持って環境などを変えることを考えさせられました。
・40 代から 50 代の職員が多い施設では介護休暇の利用が増えています。人材紹介会社を利

用しているが、質の高い NS の確保が難しい。
・WLB は看護部だけでなく病院全体で取り組むことが重要と思いました。
・男性看護師が病棟の雰囲気をよくしてくれ、定着アップに繋がった事がありました。
・入職後の声かけ、フォローは採用した人が責任を持って行うなどの意見がありました。

研修について
・悩みを通じて適切な納得のいくアドバイスがもらえました。
・他施設の方の意見を聞く、討議するということは大きな力になり勉強になりました。
・取り組みには経営者の切り替えが重要で、事務長への促しも賛同してくれないので難し

いと思う。
・当院でも看護師の確保は喫緊の課題ですので、本日の講師の講演内容、グループワーク

での意見を踏まえてできるだけ早期にいろいろな取り組みを実践したい。

２．《ワーク・ライフ・バランス公開成果報告会》� 開催日　2015 年 2 月 15 日
� 参加施設数 28　参加者 62 名

各施設の発表について【複数回答】

44.3%

45.9%

44.3%

55.7%

①取り組みについて理解できた

②WLB取り組みの糸口が分かり参考にしたい

③WLBの取り組みの具体的な内容が分かった

④情報交換の場になった
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中小民間病院看護支援委員会
１．《研修》中小民間病院看護管理者研修会� 研修日　2016 年 1 月 16 日
　　　　　 ～看護部長として果たすべき役割を遂行するために～� 参加施設数 68　参加者 72 名

２．《中小民間病院看護支援事業　活動報告会》� 開催日　2016 年 2 月 17 日
� 参加施設数 44　参加者 56 名

参考になった取り組みについて（参加者意見抜粋）
＊中小民間病院間で認定看護師による研修参加は自施設の弱い部分のアップに繋がると思った
＊他施設に交流を話しかけるきっかけづくりが参考になった
＊労務管理基準。もう一度検討し見えるルール作りをしたいと思う
＊管理者として自己課題の改善法について実践・計画したことが参考になった
＊役職別の研修という着眼点が参考になった
＊施設間交流研修は有意義だと感じた
＊主任・師長が施設の中核となって課題達成への動機付けになっていると思う

32
10
12

7
1

6
1
0 10 20 30 40

1年～3年未満
3年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上15年…
15年以上20年…

20年以上
無回答

図１　研修参加者経験年数（n=69）

設問項目 看護部長 看護副部長 看護師長 職位無回答 合計
専門的な管理知識・技術の習得ができた 12 4 2 1 19 27.5%
自己を見つめ直す機会になった 26 10 3 3 42 60.9%
意欲の向上につながった 16 3 2 1 22 31.9%
問題解決の糸口になった 18 4 2 3 27 39.1%
情報交換の場になった 30 12 4 2 48 69.6%
看護管理に対する�興味が�深まった 11 3 2 2 18 26.1%
リフレッシュになった 18 4 3 0 25 36.2%

表１　研修全体を通しての感想（複数回答）

5

0

8

3
0 0

2

13 13

2
6

1
3

府北
支部

府北
西支
部

府北
東支
部

府東
支部

市北
支部

市西
支部

市東
支部

市南
支部 堺支

部

府南
支部

泉南
支部

支部
不明 無回

答

図１　支部別参加者数（n=56）
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「インターネットを活用した学習環境整備」に関する調査結果
教育委員会

１．調査目的
　効果的かつ効率的な学習機会の確保と整備を検討するための資料を得るために、大阪府内の
看護職のインターネットを活用した学習に関する意識やニーズを把握することである。
２．調査方法
　調査対象は、平成 27 年 10 月 19 日～ 11 月 28 日に大阪府看護協会が主催する短期研修の受
講生 985 名とした。研修終了後に調査票を配布し、回答が得られた 831 名（回収率 84.4％）を
分析対象とした。調査項目は、1）基本情報（年代・看護経験年数・所属施設の種類・病床数）、
2）インターネットの利用状況、3）インターネットを利用した研修受講の状況、4）インター
ネット学習支援システムへの希望とした。
　なお、本調査は無記名とし、得られたデータは学習環境整備のための資料以外には使用しな
いことを口頭と文書で説明し、調査票の回答をもって同意されたものとした。
３．調査結果
　本調査に協力が得られた看護職の 93.7％が看護師であり、年齢は 20 歳代 21.5％、30 歳代
27.5％、40 歳代 35.8％、50 歳代以上 15.2％であった。病院所属が 96.1％であり、100 床未満
11.3％、100 ～ 300 床未満 34.3％、300 ～ 500 床未満 35.5％であった。
　インターネットの利用状況は、「ほぼ毎日」が 74.0％、「週に 2 ～ 3 回」が 15.1％であり、若
い年代ほど利用頻度が高い傾向にあった。使用する通信機器は、「携帯」が全体の 87.3％、「パ
ソコン」が全体の 61.2％であり、パソコンは年齢層が高いものの利用が多かった。看護に関連
したインターネットの利用は、「よく利用する」「利用する」が 87.8％であり、その内容は、「疾
患」「薬剤」「治療」「症状」「検査や処置」「看護ケア」と多岐にわたっていた。年代や臨床経験、
病床数による違いはほとんどなかった。職場内にインターネット学習環境が「ある」としたも
のは約半数であり、利用状況は「よく利用する」「利用する」が全体の約半数であったが、病
床数 100 床未満では 20.0％にとどまっていた。
　インターネットによる学習支援については、「あった方がよい」が 60.0％、「どちらでもよい」
が 35.6％であった。年代では 30 ～ 50 歳代のものが「あった方がよい」とした割合が 60％を
超えていた。病床数では、100 ～ 300 床未満の施設に勤務するものの 60.7％が、300 ～ 500 床
未満の施設に勤務するものの 59.0％が「あった方がよい」とした。調査協力者数は少なかった
が、訪問看護ステーションや診療所に勤務するものは全員が「あった方がよい」であった。短
期研修のインターネット配信については、「研修資料の配信希望」が 66.1％、「動画配信希望」
が 78.1％であった。インターネット配信の利用については、「利用する」が 79.2％であった。
受講料の希望は、「2,000 円未満」が 73.7％であった。
４．まとめ
　ほとんどの看護職者がインターネットにアクセスできる環境にあること、また約 6 割がイン
ターネットを活用した学習支援ニーズをもっていることがわかった。特に、30 ～ 50 歳代とい
った公私とも役割増大する年齢層や中規模病院などマンパワーや研修参加に限界のある施設の
看護職者を念頭におきながら、インターネット学習支援による費用対効果を加味し、その実現
可能性を検討していく必要性がある。
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平成 27 年度　支部医療安全交流会活動実績

担当 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

府北

支部交流会（4回/年） 5月20日 7月15日 9月11日 12月2日 2月17日
開催場所 大阪医科大 大阪医科大 関西医大滝井 大阪医科大 大阪医科大

参加施設数 13施設 13施設 16施設 13施設
参加者数 14名 13名 19名 15名

施設代表者会議 4月28日 5月26日 7月28日 8月25日 9月29日 10月27日 11月24日 休会 1月29日 2月23日 3月29日
開催場所 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場 高槻現代劇場

府北西

支部交流会（1 回 /3 ヵ月・第 3 火） 6月16日 9月30日 9月15日 12月15日 3月15日
開催場所 市立豊中病院 大手前病院 市立豊中病院 市立豊中病院 市立豊中病院

参加施設数 10施設 10施設 16施設 11施設
参加者数 13名 12名 20名 12名

施設代表者会議 4月23日 5月28日 7月24日 休会 9月24日 10月29日 休会 12月3日 1月28日 2月25日 3月24日
開催場所 阪大病院 阪大病院 大阪大学 阪大病院 大阪大学 阪大病院 大阪大学

府北東

支部交流会（4回/年） 6月26日 9月11日 12月2日 12月11日 2月12日
開催場所 星ヶ丘医療センター 関西医大滝井 大阪医科大 星ヶ丘医療センター 関西医大滝井

参加施設数 9施設 11施設 8施設 4施設
参加者数 12名 19名 9名 7名

施設代表者会議 4月15日 5月20日 7月15日 9月16日 10月21日 11月18日 12月16日 1月20日 2月17日 3月16日
開催場所 メセナ枚方 メセナ枚方 なし 関西医大滝井 メセナ枚方 メセナ枚方 メセナ枚方 メセナ枚方

府東

支部交流会�3 ヶ月に 1 回（第 1 木） 6月4日 9月3日 10月2日 12月3日 2月5日 3月11日
開催場所 八尾市立病院 八尾市立病院 富田林市立保健センター 八尾市立病院 富田林市立保健センター 八尾市立病院

参加施設数 15施設 16施設 13施設 13施設
参加者数 15名 16名 13名 13名

施設代表者会議 4月28日 5月26日 7月28日 休会 9月25日 10月27日 11月24日 12月22日 1月26日 未定
開催場所 市立柏原病院 市立柏原病院 八尾市立病院 八尾市立病院 市立柏原病院 八尾こころのホスピタル

市北

支部交流会（4回/年） 5月8日 8月14日 9月30日 11月13日 2月12日
開催場所 住友病院 住友病院 大手前病院 住友病院 住友病院

参加施設数 8施設 14施設 11施設 10施設
参加者数 8名 14名 11名 10名

施設代表者会議 4月17日 5月27日 7月17日 8月21日 9月24日 10月29日 11月27日 12月25日 1月26日 2月26日 3月22日
開催場所 医誠会 大阪市総合 大阪市総合 大阪市総合 大阪市総合 大阪市総合 大阪市総合 大阪市総合 大阪市総合 大阪市総合

市西

支部交流会（3回/年） 7月31日 10月9日 1月20日 1月15日
開催場所 JCHO大阪病院 JCHO大阪病院 府立急性期 JCHO大阪病院

参加施設数 11施設 12施設 10施設
参加者数 12名 12名 10名

施設代表者会議 4月28日 5月28日 7月24日 休会 9月18日 10月23日 休会 1月22日 2月26日 休会
開催場所 千船病院 千船病院 千船病院 千船病院

市東

支部交流会（3～4ヶ月に1回） 6月24日 9月30日 11月13日 11月25日 2月24日
開催場所 大手前病院 大手前病院 住友病院 大手前病院 大手前病院

参加施設数 5施設 8施設 6施設 8施設
参加者数 6名 9名 7名 9名

施設代表者会議 4月24日 5月29日 7月28日 8月25日 9月25日 10月27日 11月24日 12月22日 1月26日 2月23日 3月22日
開催場所 四天王寺 森ノ宮病院 大阪医療センター 大阪医療センター 大阪医療センター 大阪医療センター 大阪医療センター 大阪医療センター 大阪医療センター 大阪医療センター 大阪医療センター

市南

支部交流会（2 ヶ月に 1 回） 5月20日 7月15日 9月16日 10月9日 11月18日 1月20日 3月16日
開催場所 府立急性期 府立急性期 府立急性期 JCHO大阪病院 府立急性期 府立急性期 府立急性期

参加施設数 17施設 15施設 15施設 16施設 11施設 15施設
参加者数 23名 19名 18名 20名 14名 18名

施設代表者会議 4月28日 5月26日 7月28日 8月25日 9月29日 10月27日 11月24日 12月22日 1月26日 2月23日 3月22日
開催場所 東住吉森本病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院 大阪市大附属病院

堺

支部交流会（3回/年） 6月5日 9月4日 11月19日 12月4日 3月4日
開催場所 浅香山病院 浅香山病院 和田病院 浅香山病院 浅香山病院

参加施設数 21施設 17施設 25施設 19施設
参加者数 32名 29名 35名 26名

施設代表者会議 4月28日 5月26日 6月15日 7月28日 休会 9月29日 10月27日 11月24日 12月16日 1月23日 2月23日 休会
開催場所 市立堺 市立堺 堺市役所 堺市立医療センター 堺市立総合医療センター 堺市立総合医療センター 堺市立総合医療センター 堺市立総合医療センター 堺市立総合医療センター 堺市立総合医療センター

府南

支部交流会（3回/年） 6月5日 9月3日 10月2日 2月5日
開催場所 富田林保健センター 八尾市立病院 富田林市立保健センター 富田林市立保健センター

参加施設数 15施設 11施設 16施設
参加者数 18名 13名 17名

施設代表者会議 4月16日 5月21日 7月16日 8月21日 9月17日 10月15日 12月18日 1月22日 2月18日 3月18日
開催場所 PL 病院 PL 病院 PL 病院 PL 病院 PL 病院 PL 病院 PL 病院 PL 病院 PL 病院 PL 病院

泉南

支部交流会（4 回 / 年・第 3木） 6月18日 9月17日 11月19日 12月4日 2月18日
開催場所 府中病院 七山病院 和田病院 浅香山病院 永山病院

参加施設数 11施設 10施設 13施設 10施設
参加者数 13名 11名 15名 11名

施設代表者会議 4月28日 5月26日 7月28日 休会 9月29日 10月29日 11月24日 12月22日 1月26日 2月23日 3月22日
開催場所 浪切ホール 浪切ホール 浪切ホール 浪切ホール 浪切ホール 浪切ホール 浪切ホール 岸和田グランドホール 浪切ホール 浪切ホール

■は支部間交流として、他支部の交流会へ出張参加している。
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