
　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 平成27年� 4月20日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
2 平成27年� 5月22日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
3 平成27年� 7月21日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
4 平成27年� 8月20日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
5 平成27年� 9月24日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
6 平成27年10月19日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
7 平成27年11月17日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
8 平成28年� 1月18日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
9 平成28年� 2月19日 理事会報告、施設代表者会議準備 3名
10 平成28年� 3月25日 理事会報告、施設代表者会議準備 3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 平成27年� 4月28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 40名
2 平成27年� 5月26日 報告事項、検討事項、日本看護協会通常総会について 38名
3 平成27年� 7月28日 報告事項、検討事項、日本看護協会通常総会報告 40名
4 平成27年� 8月25日 報告事項、検討事項、健康フェア検討 38名
5 平成27年� 9月29日 報告事項、検討事項、健康カレンダー検討 38名
6 平成27年10月27日 報告事項、検討事項、 30名

7 平成27年11月24日
報告事項・検討事項・グループワーク
テーマ：准看護師の看護実践能力の現状と課題、准看護師の進学
支援、准看護師制度の存続・廃止等について

34名

8 平成28年� 1月22日 報告事項・検討事項・次年度事業計画・新年会 34名

9 平成28年� 2月23日 報告事項、検討事項、看護フェスタ、グループワーク
テーマ：地域で繋がるために行動できること 37名

10 平成28年� 3月29日 報告事項、検討事項、看護フェスタ、グループワーク
テーマ：人的管理についての課題 38名

3．教育に関する事項　　※研修会開催日の曜日及び研修時間の記入は不要
　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
「看護をつなぎ、共に歩む」
～入院から訪問看護への
バトンタッチ～

平成28年2月13日 高槻現代劇場会議室

大阪医科大学付属病院
糖尿病看護認定看護師：

井上裕美
大阪医科大学訪問看護�

ステーション
管理者：林　佳美

訪問看護ステーション�
愛仁会高槻：
平田由紀

しんあいクリニック：
酒見ゆきの

56名
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４．地域看護活動に関する事項
　開催日時：平成 27 年 5 月 10 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：ゆるきゃら：いばらっきーちゃん、
はにたん記念撮影

一般参加者
（600名）
役員等

（82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）
健康高槻21（10月8日） 6名（役員0名）
高槻ハーフマラソン救護班、給水ポイント

（平成28年1月24日） 19名（役員0名）

看護の出前授業（10月26日） 1名（役員0名） 高槻市立奥坂小学校6年生対象

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27年度高槻市健康つく
り推進協議会 高槻市立総合保険福祉センター 平成27年� 4月20日

平成28年� 3月15日 江口博美

健康フェア実行委員会 高槻市立総合保険福祉センター
平成27年� 6月19日
平成27年� 7月16日
平成27年� 8月� 7日
平成27年10月30日

江口博美

健康たかつき21実行委員会 高槻市保健所 平成27年� 7月16日
平成27年10月27日 江口博美

健康だより実行委員会 高槻市立総合保険福祉センター 平成27年10月30日
平成27年12月11日 江口博美

第23回高槻ハーフマラソン
実行委員会
総務スタッフ会議

拡大実行委員会

高槻市立総合スポーツセンター

クロスパル高槻

平成28年� 1月� 9日

平成28年� 3月� 2日

江口博美　福森優子
住良太郎

江口博美　福森優子
住良太郎

７．その他事項
　1）支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年11月26日（木）～ 27日（金）
会場 社会福祉法人恩賜財団�大阪府済生会茨木病院

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

協力参加者
数施設

社会福祉法人恩賜財団�大阪府済生会茨木病院、一般財団法人大阪府警察協会�北大阪
警察病院、医療法人友紘会�彩都友紘会病院
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　府北西支部� 支部理事：越村　利惠　

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
3 平成27年� 7月23日 支部行事年間計画について 9名
4 平成27年� 9月24日 支部講演会について 12名
5 平成27年10月29日 支部講演会について 11名
6 平成27年12月� 3日 上半期支部活動・会計報告 13名
7 平成28年� 1月28日 平成28年度支部活動計画について 14名
8 平成28年� 2月25日 次年度事業計画・研修案 11名

9 平成28年� 3月24日 次年度行事計画・研修案、
平成27年度活動報告・支部会計報告 9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 平成27年� 7月23日 理事会報告（7月分）、大阪府通常総会報告、行事年間計画
検討 28名

2 平成27年� 9月24日
理事会報告（8・9月分）、講演会について、支部医療安全
交流会報告、グループワーク（担当：介護老人保健施設　
きんもくせい）

26名

3 平成27年10月29日 理事会報告（10月分）看護師等の届出制度説明、再就業支
援講習会報告、グループワーク（担当：吹田徳洲会病院） 19名

4 平成27年12月� 3日
理事会報告（11月分）上半期支部活動・会計報告　次年度
助成金申請方法　
施設におけるメンタルヘルスの取組調査（看護師職能Ⅰ）、
11月講演会報告、グループワーク（担当：市立豊中病院）

27名

5 平成28年� 1月28日 理事会報告（12・1月分）平成28年度支部活動計画　1月講
演会報告、グループワーク（担当：市立吹田市民病院） 26名

6 平成28年� 2月25日 理事会報告（2月分）支部講演会報告　5月看護フェスタに
ついて、グループワーク（担当：大阪大学歯学部附属病院） 22名

7 平成28年� 3月24日
理事会報告（3月分）次年度行事計画案・研修案について
平成27年度活動報告・支部会計報告、5月看護フェスタに
ついて、グループワーク（担当：大阪市立弘済院附属病院）

25名

3．教育に関する事項
　1）研修会

研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数
講演会

施設における
ホスピタリティ

平成27年11月21日
大阪大学

マルチメディア
ホール

梅花女子大学　非常勤講師
蒲池　由雄

参加人数
59名

　2）医療安全研修会
研修会名 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数
講演会

海外から侵入する
感染症への対策

平成28年� 1月16日
大阪大学

マルチメディア
ホール

大阪大学医学部附属病院　ICN
鍋谷　佳子

参加人数
58名
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４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時：平成 27 年 5 月 9 日（土）　午後 1 時～午後 4 時 30 分

場　　所 実　施　内　容 参加者数

千里文化センターコラボ
骨密度測定、骨折発生リスク計算、物忘れ測定、
血圧測定、介護・看護相談、リハビリ体操、高
齢者体験、キッズナース体験、AED・心臓マッ
サージ体験

一般参加者（200名）
支部役員等（35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

吹田市健康展：癒しのハンドマッサージ、ゆびあみ体験 289名 � 9月5日（土）・6日（日）
池田市健康フォーラム：体スキャナー、エコシャンプーなど 250名 � 9月6日（日）
豊中市健康フェスティバル 385名 10月4日（日）

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

大阪府豊能保健医療協議会 池田保健所 �7月� 2日（木） 越村利惠　
豊能地域医療構想懇話会 吹田保健所 11月26日（木） 越村利惠　長濱あかし

７．その他事項
　1）支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年8月17日（月）18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（看護師7名・准看護師2名）
協力施設 市立池田病院

　2）支部医療安全交流会
開催月日 平成27年6月16日（火） 平成27年9月15日（火） 平成27年12月15日（火） 平成28年3月15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 参加人数　13名 参加人数　12名 参加人数　20名 参加人数　12名
参加施設 10施設 10施設 16施設 11施設
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　府北東支部� 支部理事：�辻川　美代子　

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 平成27年� 4月15日 看護協会通常総会提出議題・報告事項・認定看護師教育課
程更新審査、理事会報告 14名

2 平成27年� 5月20日 H26年度決算報告／監査報告　理事会報告・支部活動報告
　看護フェスタ反省 12名

3 平成27年� 6月18日 大阪府看護協会　通常総会
4 平成27年� 7月15日 理事報告、看護の日まとめ 14名
5 平成27年� 8月19日 理事会報告 12名
6 平成27年� 9月16日 理事会報告 12名
7 平成27年10月21日 理事会報告 15名
8 平成27年11月18日 理事会報告、各職能別報告情報共有 13名
9 平成27年12月16日 各職能別グループワーク、各グループ報告、理事会報告 12名

10 平成28年� 1月20日 各職能別グループワーク、各グループ報告、理事会報告、
平成27年度事業報告 15名

11 平成28年� 2月17日 各職能別グループワーク、各グループ報告 13名
12 平成28年� 3月23日 各職能別グループワーク、各グループ報告 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 平成27年� 4月15日 看護協会通常総会提出議題・報告事項・認定看護師教育課
程更新審査、理事会報告・今年度年間計画 28名

2 平成27年� 5月20日 平成26年度決算報告／監査報告　会長・常任理事・支部活
動報告　看護フェスタ反省、グループワーク 25名

3 平成27年� 7月15日 通常総会報告、施設間情報交換、日本看護協会通常総会代
議員報告 32名

4 平成27年� 9月16日 理事会報告、施設間情報交換、グループワーク 28名
5 平成27年10月21日 理事会報告、施設間情報交換、地域医療構想について 25名

6 平成27年11月18日 理事会報告、各職能別報告情報共有、施設間情報交換、グ
ループワーク 25名

7 平成27年12月16日 理事会報告、施設間情報交換、地域医療構想について 25名

8 平成28年� 1月20日 理事会報告、各職能別グループワーク、各グループ報告、
施設間情報交換、グループワーク 28名

9 平成28年� 2月17日 理事会報告、各職能別グループワーク、各グループ報告、
施設間情報交換、グループワーク、准看護師制度について 21名

10 平成28年� 3月23日
理事会報告、各職能別グループワーク、各グループ報告、
施設間情報交換、会計報告、中小民間病院看護支援委員会
より、医療安全対策委員会より

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

第一回　府北東支部研修会
「SNSの怖さ」 平成27年10月1日

関西医科大学附属
滝井病院

南館2階講堂
小倉　純正
（弁護士） 91名

第二回　府北東支部研修会
「医療現場における笑い
とコミュニケーション」

平成27年11月9日
関西医科大学附属

枚方病院
加多乃講堂

Wマコト
（中山　真・中原　誠〉

（放送作家）
135名

第三回　府北東支部研修会
「気がつけば地域包括ケ

アシステム」
～多職種で語り合う、住みやすい

“門真（まち）”づくり～

平成28年� 1月27日
関西医科大学附属

滝井病院
南館2階

谷口　さやか　氏
（門真市訪問看護ST連

絡会代表）
67名

病院と在宅をつなぐ看護連
携シンポジウム

「ひとりひとりの顔が見え
る連携をつくろう～精神科
疾患の基礎を学ぼう～」

平成28年� 2月� 6日
関西医科大学附属
滝井病院　6階

講堂

長尾　喜代冶
（長尾会地域医療連携

室センター長）
森　俊文

（大阪府訪問看護ステ
ーション協会副会長）

79名

４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時 : 平成 26 年 5 月 9 日（土）　午前 10 時～午後 2 時

場　　所 実　施　内　容 参加者数

京阪枚方市駅
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、がんに関する相談コーナー、
乳がんセルフチェックコーナー、キッズコーナ
ー、くらわんこ

一般参加者（632）
支部役員等（49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 ─ 守口敬任会病院より看護師2名派遣
西寝屋川高校　『命の大切さ』について 10名 藤本病院より　看護師1名派遣

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

准看護師制度に係る懇話会 大阪府看護協会 平成28年1月19日 辻川　美代子
山田　育子

７．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年9月11日（金）～ 12日（土）
会場 社会医療法人弘直会�萱島生野病院

プログラム 倫理、医療安全、感染管理、採血などの実技
参加者数 10名

協力施設
関西医科大学附属枚方病院、医療法人徳洲会�野崎徳洲会病院、社会医療法人信愛会�畷生会
脳神経外科病院、社会医療法人美杉会�佐藤病院、国家公務員共済組合連合会�枚方公済会病
院、医療法人彩樹�守口敬任会病院、JCHO星ヶ丘医療センター、医療法人協仁会�小松病院
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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 平成27年� 4月26日 看護フェスタについての進捗状況、年間活動計画（内容検
討）について 15名

2 平成27年� 5月14日 看護フェスタ最終確認（役割分担） 17名

3 平成27年� 5月24日 看護フェスタの結果報告及び評価、次年度年間事業計画に
ついて 12名

4 平成27年� 6月28日 新旧役員引継ぎ、理事会報告、支部活動計画の役割分担 19名

5 平成27年� 7月28日 支部活動計画について、BLS研修の進捗状況、再就業支援
講習会について 15名

6 平成27年� 9月25日 看護師職能委員会Ⅱ報告事項及び検討、BLS研修について
の役割分担、夜間研修及び看護研究の進捗状況について 14名

7 平成27年10月27日 BLS研修最終確認、メンタルヘルス研修についての役割分
担 16名

8 平成27年11月24日 研究発表の進捗状況について、査読研修について、平成28
年度役員について 16名

9 平成27年12月22日 BLS・夜間研修の結果及び評価、特定行為に係る看護師研
修について 15名

10 平成28年� 1月26日 研究発表の役割分担、次年度役員について 13名
11 平成28年� 2月23日 看護研究発表の役割再確認と進行について 16名
12 平成28年� 3月22日 看護フェスタについて、看護研究発表の結果報告及び評価 ���16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 平成27年� 4月26日 理事会報告、看護フェスタについて、平成27年度支部役員
紹介及び看協総会への意見交換（グループワーク） 13名

2 平成27年� 5月26日 理事会報告、看護フェスタの結果報告、情報交換会（労働
環境のWLBの推進について） 24名

3 平成27年� 7月15日 理事会報告、通常総会代議員報告、平成27年度支部事業計
画及び活動計画について、医療安全対策委員会報告 15名

4 平成27年� 9月25日
理事会報告、支部活動報告「再就業支援講習会」について
医療安全管理者交流会報告、地域医療構想に係る検討会議
報告

12名

5 平成27年12月22日
理事会報告、支部活動報告、届け出制度について、地域医
療構想に係る検討会議報告と情報交換会、医療安全対策委
員会報告

12名

6 平成28年� 1月26日 理事会報告、支部活動報告、平成28年度施設代表者会議の
活性化に向けての検討（グループワーク） 13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

BLS研修 平成27年10月27日 八尾市立病院 救急認定看護師他
インストラクター　8名 44名

夜間研修①
対人援助職の

メンタルヘルス
平成27年11月24日 八尾市立病院

大阪樟蔭女子大学
心理学部臨床心理学科

教授　高橋　裕子
90名

看護研究査読 平成27年12月22日 市立柏原病院
大阪医科大学

看護学部看護学科　講師
カルデナス　暁東

80名

夜間研修②
看護師職能1出前

研修
「認知症」

平成28年� 2月� 5日 八尾プリズム
ホール

認知症看護認定看護師
松本　比砂美
笹山　志帆子

100名

医療安全講演会
「チーム医療とコミュ

ニケーション」
平成28年� 3月11日 八尾市立病院

近畿大学医学部付属病院
安全管理部

教授　辰巳　陽一
95名

夜間研修③
アンガーマネジメ

ント
平成28年� 3月22日 東大阪市立総合

病院
日本アンガーマネジメント
協会　関西支部長

井上　泰世
137名

　2）府東支部研究発表
発表演題（数） 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数
演題　14題 平成28年� 2月23日 市立柏原病院 80名

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 : 平成 27 年 5 月 9 日（土）　午前 11 時～午後 2 時

場　　所 実　施　内　容 参加者数

アリオ八尾
血圧測定、健康相談、個別相談（認知症、妊婦
体験）ベビー抱っこ体験、乳がんの自己診断、
子ども白衣体験、ハンドマッサージ、進路指導

一般参加者（253人）
支部役員等（17人）

　2）看護の出前授業
開催年月日 場所 講師名 参加者数

平成28年1月29日 八尾市立高美中学校 市川和江・谷口みどり 35名

５．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

大阪府八尾保健所運営協議会 八尾保健所 平成27年6月19日 山中　トモエ

６．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年10月15日（木）～ 16日（金）
会場 市立柏原病院

プログラム 講義と実技　看護の現状・認知症看護・医療安全対策・感染防止・看護技術演習（採血・注射）など　就業相談
参加者数 13名
協力施設 医療法人清心会�八尾こころのホスピタル、市立柏原病院
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　市北支部� 支部理事：��髙丸　賀子　

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 平成27年� 4月17日 看護の日フェスタ、再就業支援講習会について
日本看護協会通常総会への要望、情報交換 16名

2 平成27年� 5月27日 看護の日フェスタ実施報告、再就業支援講習会について
平成26年度決算報告　平成27年度予算について 16名

3 平成27年� 6月26日 新旧引継ぎ、年間事業計画と役割分担
平成27年度市北支部施設代表者会の運営：地域連携について 13名

4 平成27年� 7月17日 再就業支援講習会報告、看護の出前授業について
「看護協会地区支部等における看護職連携構築モデル事業」 15名

5 平成27年� 8月21日 看護の出前授業、北区民カーニバル、研修会について
ホームページアップの報告 12名

6 平成27年� 9月24日 看護の出前授業、北区民カーニバル、研修会について 14名
7 平成27年10月29日 北区民カーニバルの報告、役員の役割・活動についての検討 12名
8 平成27年11月27日 役員の役割・活動についての検討 16名

9 平成27年12月25日 研修会について　ホームページアップの報告
役員の役割・活動についての検討とマニュアル作成 16名

10 平成28年� 1月26日 研修会について、平成28年度支部役員、平成29年度代議員の候補推薦依頼 16名
11 平成28年� 2月26日 看護の日フェスタについて、2月研修会の報告 16名
12 平成28年� 3月25日 看護の日フェスタについて、3月研修会の報告 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 平成27年� 4月17日 理事会報告、支部事業計画と報告 25名

2 平成27年� 5月27日
理事会、役員会、医療安全対策委員会報告
平成26年度決算報告・平成27年度予算について
平成27年度市北支部施設代表者会の運営：地域連携について

26名

3 平成27年� 6月26日 理事会、医療安全対策委員会報告
日本看護協会通常総会・大阪府看護協会通常総会報告 26名

4 平成27年� 7月17日� 理事会、役員会、医療安全対策委員会報告、看護協会地区支部等
における看護職連携構築モデル事業について検討 24名

5 平成27年� 8月21日 理事会、役員会、医療安全対策委員会報告
「市北支部看護職ネットワークの会」 28名

6 平成27年� 9月24日 理事会、役員会報告、地域医療構想について情報交換
「市北支部看護職ネットワークの会」 33名

7 平成27年10月29日
理事会、役員会報告、届出制度について（大阪府看護協会ナース
センターから説明）

「市北支部看護職ネットワークの会」
21名

8 平成27年11月27日
理事会、役員会、医療安全対策委員会報告、「准看護師制度など
に係る懇話会」について意見交換、地域医療構想について情報交
換、市北支部看護職ネットワークの会」

24名

9 平成27年12月25日 理事会、役員会、医療安全対策委員会報告、地域医療構想につい
て情報交換、「市北支部看護職ネットワークの会」 27名

10 平成28年� 1月26日�

理事会、役員会、医療安全対策委員会報告
「准看護師制度などに係る懇話会」について意見交換
訪問看護ステーション新卒ナースの病院研修について
平成28年度再就業支援講習会について（大阪府看護協会ナースセ
ンターから説明）、「市北支部看護職ネットワークの会」

31名

11 平成28年� 2月26日
理事会、役員会報告
平成28年度支部役員、平成29年度代議員の候補推薦

「市北支部看護職ネットワークの会」
22名

12 平成28年� 3月25日 理事会、役員会報告、診療報酬改訂についての情報交換、看護協
会への要望、「市北支部看護職ネットワークの会」 23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
「急性期における認知症患
者の看護と施設・在宅で
の認知症の方への支援」

27年11月22日 北野病院「きたのホール」 堀　　　治
森本　早苗 81名

「医療安全へのポジティブ
アプローチ

SafetyⅠからSafetyⅡへの誘い」
28年� 2月11日

大阪市立総合医療
センター

「さくらホール」
辰巳　陽一 74名

「職場メンタルヘルス」
「落語の笑いでリフレッシュ～

善人のココロに癒しを～」
28年� 3月13日 北野病院「きたのホール」 前久保　邦昭

林家　竹丸 44名

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 : 平成 27 年 5 月 9 日（土）　午前 10 時～午後 2 時 30 分

場　　所 実　施　内　容 参加者数
天神橋筋商店街
天三おかげ館

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（230人）
支部役員等（18人）

５．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
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

388人 平成27年10月18日
9時00分～ 15時00分

看護の出前授業
「看護職ってどんな仕事」
「こころとからだの話」「男女交際」
「生命の大切さ」「妊婦体験」

大阪市立都島中学校
280人 平成27年� 7月� 3日

大阪市立大淀中学校
105人 平成28年� 7月11日

大阪市立美津島中学校
270人 平成28年� 1月29日

大阪市立友渕中学校
120人 平成28年� 1月15日

６．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年6月29日（月）～ 30日（火）
会場 地方独立行政法人大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター

プログラム 看護の現状、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 19人

協力施設
大阪府済生会中津病院、一般財団法人�住友病院、特定医療法人渡辺医学会�桜橋渡辺
病院、特定医療法人清翠会�牧病院、医療法人医誠会�医誠会病院、医療法人藤仁会�藤
立病院、地方独立行政法人大阪市民病院機構�大阪市立十三市民病院
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　市西支部� 支部理事：井上　裕美子　

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 平成27年� 6月26日 新・旧役員交代　新役員の役割について　再就業支援講座
開催に関して　理事会報告 10名

2 平成27年� 7月24日 理事会報告　市西支部研修会開催計画　看護フェスタの開
催報告　職能委員会報告 11名

3 平成27年� 9月25日 理事会報告　研修会開催1・2・3グループより案内（案）
提示　職能委員会報告 13名

4 平成27年10月21日 研修会の開催　理事会報告　職能委員会報告 9名
5 平成27年11月20日 理事会報告　第1回研修会の開催　職能委員会報告 10名
6 平成28年� 1月20日 理事会報告　第2回研修会の開催　職能委員会報告 10名
7 平成28年� 2月24日 理事会報告　第3回研修会の開催　職能委員会報告 8名
8 平成28年� 3月11日 理事会報告　看護フェスタに関する開催（案） 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 平成27年� 6月26日 役員紹介　今年度の活動について　日本看護協会・大阪府看
護協会通常総会参加後の報告　再就業支援講座開催について 18名

2 平成27年� 7月24日 市西支部の事業報告　再就業支援講座の開催報告
理事会報告、地域包括ケアシステムについて学習会開催 17名

3 平成27年� 9月25日 理事会報告　訪問看護の現状について学習会の開催 13名
4 平成27年10月23日 理事会報告　大阪府地域医療構想について説明と意見交換 12名
5 平成27年11月20日 理事会報告　人材育成について学習会の開催 13名

6 平成28年� 2月26日
理事会報告　大阪府地域医療構想について説明と意見交換
診療報酬改定について意見交換　准看護師制度に係る懇話
会報告

14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
地域包括ケアシステム

～急性期から在宅へのつ
ながり・各施設の役割～

平成27年� 7月24日 千船病院会議室 愛仁会本部
山村　智和 17名

地域包括ケアシステムを
支える訪問看護ステーション 平成27年� 9月25日 千船病院会議室

なごみライフ　訪問
看護ステーション

山本　恵
13名

看護職と看護補助者の連携 平成27年10月21日 千船病院会議室
千船病院　皮膚排泄

認定看護師
木下　真由美

4名

人材育成（師長・主任） 平成27年11月20日 千船病院会議室 関西電力病院
看護部長:伊藤惠子 13名

生涯口から食べる 平成28年� 1月20日 JCHO大阪病院講堂
PL病院　摂食・嚥下

障害認定看護師
深川　喜久子

68名
役員10名

在宅での褥瘡ケアの実際 平成28年� 2月24日 関西電力病院講堂
関西電力病院

皮膚・排泄ケア認定
看護師　濱本　真理子

54名
役員8名
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４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時 : 平成 27 年 5 月９日（土）　午前 10 時～午後 2 時

場　　所 実　施　内　容 参加者数
野田阪神イオン
（ウィステ）1F

体脂肪測定・血圧測定・高齢者体験・認知症防止パネル
タッチ・健康相談・ちびっこ白衣体験

一般参加者（200人）
支部役員等（12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

平成27年11月1日（日）10：00 ～ 15：00
此花区：MKB祭典2015
場所：舞洲アリーナ
活動内容：血圧測定等

450名 暁明館病院
藤原ゆかり

平成27年11月7日（土）13：30 ～ 16：00
港区健康フェスタ　場所：港区区民センター
活動内容：血管年齢測定・足力測定

760名参加
206名測定

大阪みなと病院
前川　てる子
松本　香奈子

平成28年1月15日　看護の出前事業
看護の仕事を通して、命を共に考え、命の大切さを考える
妊婦体験・新生児おむつ交換・新生児の沐浴　
DVD

137名 大阪市立淀中学

平成28年2月22日　場所：昇陽高等学校
看護師の仕事　いのちの大切さ、こころとからだの話
産婦人科医師からの講義
DVD

50名 昇陽高等学校

６．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年7月14日（火）～ 15日（水）
会場 社会医療法人愛仁会�千船病院

プログラム

1．看護の動向
2．医療安全：基礎編
3．看護基礎技術演習：採血・静脈注射
4．感染防御：基礎編
5．安全に留意した看護処置：経管栄養・吸引
6．BLS（一次救急処置）
7．スキンケア（創傷処置の基本的なケア）

参加者数 6人

協力施設 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院、社会医療法人愛仁会�千船病院、社会福
祉法人愛和会
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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 平成27年� 4月25日 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 平成27年� 5月29日 再就業支援講習会の報告　看護フェスタの振り返り 13名

3 平成27年� 6月30日 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 �17名

4 平成27年� 7月28日 支部理事会報告　再就職支援講習会について 9名
5 平成27年� 8月25日 支部理事会報告　職能委員より報告 7名
6 平成27年� 9月29日 支部理事会報告　出前授業の交通費について検討 7名
7 平成27年10月27日 支部理事会報告　意見交換 11名
8 平成27年11月24日 支部理事会報告　平成28年度　支部予算について　詳細検討 7名

9 平成28年� 1月26日 支部理事会報告
代議員、予備代議員、支部役員の選出について 11名

10 平成28年� 2月23日 支部理事会報告　看護の日　イベント内容の検討 7名

11 平成28年� 3月22日 支部理事会報告　看護の日　イベント内容決定
次年度の研修の内容検討 8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 平成27年� 4月24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 20名

２ 平成27年� 5月29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2015の報告　　・再就業支援講習会
報告　意見交換会：看護師確保対策について　　・懇親会

26名

３ 平成27年� 8月25日 定例理事会、各職能委員会の報告　新役員の紹介
地域医療構想検討会議の参加報告（資料配布） 21名

４ 平成27年� 9月29日 定例理事会・各職能委員会報　第46回日本看護学会　報告
地域医療構想の策定に関して報告　意見交換 ���20名

５ 平成27年10月27日 定例理事会・各職能委員会報告　大阪府ナースセンターよ
り看護師等人材確保法施行通知に関する説明 20名

６ 平成27年11月24日 定例理事会・各職能委員会報告
平成28年度　市東支部予算について検討 21名

７ 平成28年� 1月26日 定例理事会・各職能委員会報告
再就職支援セミナーに関する協会からの説明　他 21名

８ 平成28年� 2月23日 定例理事会・各職能委員会報告
次期役員の選出　　・再就職支援セミナー協力病院の選出 18名

９ 平成28年� 3月22日 定例理事会・各職能委員会報告
看護の日　イベント内容の報告　次期役員選出状況報告 ��21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

看護師職能Ⅰ
「急性期病院における認

知症看護」
平成27年12月12日 大阪医療センター

松元比砂美
（PL病院）
笹山志帆子

（訪問看護ハートフリー　やすらぎ）
169名

４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時 : 平成 27 年 5 月９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・脳イキイキ体操
各種測定（血圧・身長・体重・体脂肪）血管年齢

一般参加者
282名

支部役員等
19名

５．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  
項　　目 場　　所 開催年月日 備　　考

「地域医療構想」策定等に関連する会議 大阪府看護協会
研修室

平成27年7月31日
9月11日、11月13日

12月5日
田中　康晴

看護の出前授業

大阪市難波中学校
（64名）

大阪市菫中学校
（269名）

大阪市立横堤中学校
（138名）

平成27年10月22日

平成27年12月� 9日

平成28年� 2月� 5日

中濱智子
（大阪医療センター助産師）

高宮勝子
（大阪警察病院助産師）

中西敬子
（済生会野江病院助産師）

６．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年5月20日～ 21日
会場 医療法人橘会�東住吉森本病院

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）、一次救命処置（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

協力施設
医療法人橘会�東住吉森本病院、大阪鉄道病院、大阪市立大学医学部附属病院、訪問
看護ステーションやすらぎ、国家公務員共済組合�大手前病院、医療法人医誠会�城東
中央病院、社会福祉法人四天王寺福祉事業団�四天王寺病院、一般財団法人大阪府警
察協会�大阪警察病院
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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 平成27年� 4月28日 看護フェスタについて　再就業支援講習会について
出前事業の協力について 15名

2 平成27年� 5月26日 看護フェスタについて　再就業支援講習会について 14名
3 平成27年� 6月23日 役員交代引き継ぎ　日本看護協会通常総会報告　理事会報告 17名

4 平成27年� 7月28日 理事会報告、年間計画について　研修会について　医療安
全委員会活動について 16名

5 平成27年� 8月25日 理事会報告、研修会について 13名
6 平成27年� 9月25日 理事会報告　研修について　医療安全委員会活動について 14名

7 平成27年10月27日 平成28年度役員について　2月研修について　メンタルヘ
ルスについて 15名

8 平成27年11月24日 平成28年度事業計画　平成29年度代議員について　研修の
振返り　2月研修について 13名

9 平成27年12月22日 休会

10 平成28年� 1月26日 2月の研修について　看護フェスタについて　平成28年度
事業計画　平成29年度代議員について 15名

11 平成28年� 2月23日 研修評価　看護フェスタについて 10名
12 平成28年� 3月22日 看護フェスタについて　平成28年度会議日程について 14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 平成27年� 4月28日 看護連盟南支部から　理事会報告　看護フェスタ　排泄ケ
アについて 24名

2 平成27年� 5月26日 理事会報告　看護フェスタについて　再就業支援について 24名
3 平成27年� 7月28日 理事会報告　役員紹介 27名
4 平成27年� 8月25日 理事会報告　地域医療構想に係る検討会議について 26名

5 平成27年� 9月29日 理事会報告　医療安全からの報告　医療事故届け出制度に
ついて 24名

6 平成27年10月27日 理事会報告　看護職の届け出制度について　准看護師問題
懇話会 28名

7 平成27年11月24日 理事会報告　平成28年度事業計画について　医療安全につ
いて 28名

8 平成28年� 1月26日 理事会報告　平成29年度代議員につて　研修評価　医療安
全対策委員会から 27名

9 平成28年� 2月23日 理事会報告　研修評価　中小民間病院看護支援活動報告　
診療報酬改定につて 23名

10 平成28年� 3月22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 26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

病院・地域における認知症看護 平成27年
11月� 7日 阿倍野メディックス6階 森田　由紀子

笹山　志帆子 88名

アンガーマネジメント
怒りの感情コントロールについて学ぶ

平成28年
� 2月� 6日 阿倍野メディクッス6階 井上　　泰世 91名

せん妄予防とケア 平成28年
� 1月20日 大阪市立大学医学部附属病院 鶴田　　理恵

阿部　美佐子 96名

４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時 : 平成 27 年５月 9 日（土）　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

場　　所 実　施　内　容 参加者数
天王寺ミオプラザ館
1階�北エレベーター前 血管年齢測定、骨密度測定、健康相談等 一般参加者（203名）

支部役員等（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

看護の出前授業：私立大谷中学校
みんなで話そう―看護

2年生
80名

講師：公立大学法人
　　　大阪市立大学医学部附属病院
　　　平田　真由美

看護の出前授業：大阪市立住之江中学校
命の大切さ、こころとからだの話他

2年生
175名

講師：地方独立行政法人大阪府立病院機構
　　　大阪府立急性期・総合医療センター
　　　小山田　愛

看護の出前授業：大阪市立大領中学校
いのちの大切さ、こころとからだの話

3年生
110名

講師：地方独立行政法人大阪府立病院機構
　　　大阪府立急性期・総合医療センター
　　　森岡　靖子

６．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年5月20日～ 21日
会場 医療法人橘会�東住吉森本病院

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）、一次救命処置（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

協力施設
医療法人橘会�東住吉森本病院、大阪鉄道病院、大阪市立大学医学部附属病院、訪問
看護ステーションやすらぎ、国家公務員共済組合�大手前病院、医療法人医誠会�城東
中央病院、社会福祉法人四天王寺福祉事業団�四天王寺病院、一般財団法人大阪府警
察協会�大阪警察病院
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　堺支部� 支部理事：千葉　鐘子　

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 平成27年� 7月28日 事業計画について、看護職連携構築モデル事業について、
中小民間看護支援事業 16名

2 平成27年� 9月29日 地域医療構想に係る保健医療協議会、役員交代、モデル事
業計画、大阪国際マラソン救護 17名

3 平成27年10月27日 老人クラブ救護活動・ピンクリボン啓発活動報告、シンポ
ジウムについて（11月） 18名

4 平成27年11月24日 モデル事業、再就業支援講習会報告、他職種交流会（12月）、
親睦会、事例検討会、看護フェスタ 15名

5 平成27年12月16日 モデル事業、再就業支援講習会実施報告、他職種交流会結
果報告、親睦会、看護フェスタ 13名

6 平成28年� 1月26日 理事会報告、医療安全委員会より報告、事例検討会、市民
公開講座、中小民間看護支援事業、次年度役員 14名

7 平成28年� 2月23日 理事会報告、モデル事業報告、会計報告、中小民間看護支
援事業、医療安全委員会、泉州国際マラソン救護 11名

8 平成28年� 3月15日 モデル事業まとめ、新役員（平成28年度代議員）、看護フ
ェスタ、平成28年度事業計画 16名

9 平成28年� 4月28日 平成28年度新役員、会計報告、看護フェスタ、平成28年度
事業計画 16名

10 平成28年� 5月26日 看護フェスタ総括、災害机上訓練、平成28年度事業計画 14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 平成27年� 4月26日 理事会報告、交流会（患者サービス、院内教育、地域連携） 30名
2 平成27年� 6月24日 理事会報告、総会報告、地域における医療安全管理 28名

3 平成27年� 7月28日 理事会報告、通常総会報告、交流会（チーム医療における
他職種との連携） 27名

4 平成27年� 9月29日 理事会報告、中小民間看護支援事業経過報告、羽曳野支援
学校より訪問教育の案内、交流会（在宅ケアの実際） 29名

5 平成27年10月27日 理事会報告、医療安全委員会・中小民間看護支援事業報告、
災害研修企画、交流会（在宅医療・看護の実際） 30名

6 平成27年11月24日 理事会報告、会計報告、メンタルヘルスケア、中小民間看護
支援事業経過報告、交流会（地域包括支援センターの役割） 22名

7 平成27年12月16日 理事会報告、「看護職等の離職時の届出制について」協会
出前説明、意見交換会（災害訓練について） 16名

8 平成28年� 1月26日 理事会報告、医療安全委員会より報告、事例検討会、市民
公開講座、中小民間看護支援事業、次年度役員 21名

9 平成28年� 2月23日 理事会報告、モデル事業報告、会計報告、中小民間看護支
援事業、医療安全交流会、泉州国際マラソン救護 21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 平成28年� 1月26日 堺市立総合医療
センター 井上　裕美子 55名

講演会 平成28年� 2月� 7日 サンスクエア堺 黒田　　健治 131名

　2）研究発表会等
発表演題（数） 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

事例検討会 平成28年� 2月23日 堺市立総合医療
センター

大成学院大学
福岡　珠美 63名

４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時 : 平成 27 年 5 月 9 日（土）　午前 10 時～午後 2 時

場　　所 実　施　内　容 参加者数
「プラットプラット」

（南海堺駅前）
健康相談、進路相談、血圧測定
骨健康測定、健康相談・介護相談

一般参加者（362人）
支部役員等（12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

堺市・堺市老人クラブ連合会
グランドゴルフ決勝大会 140名 平成27年� 9月11日　救護班（2名）

ゲートボール決勝大会 160名 平成27年10月23日　救護班（2名）

ピンクリボン大阪2015 ─ 平成27年10月18日
　　りんくう駅・関空イベント会場（14名）

泉州国際マラソン ─ 平成28年� 2月21日　救護班（22名）

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

大阪府堺市保健医療協議会 堺市役所 平成27年� 7月29日 千葉　鐘子
大阪府堺市保健医療協議会地域構想部会 堺市役所 平成27年12月25日 千葉　鐘子
大阪府堺市保健医療協議会 堺市役所 平成28年� 2月� 9日 千葉　鐘子
堺市医師会地域包括ケアシステム協議会 堺市役所 平成28年� 1月16日 千葉　鐘子

７．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年11月25日（水）～ 26日（木）
会場 堺市立総合医療センター

プログラム 看護の現状、一次救命処置、看護技術演習、感染予防対策、医療安全対策、再就業に
ついて相談、その他

参加者数 22名
協力施設 公益財団法人�浅香山病院、近畿大学医学部堺病院
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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 平成27年� 7月� 6日 各イベントにおけるサポートについて検討 �11名
2 平成27年� 8月21日 役員連絡先確認 11名
3 平成27年� 9月17日 講演会「わかりやすい認知症診療」役割分担 11名

4 平成27年10月15日 会議終了後の看護師職能Ⅱ・出前研修「認知症について」
会場準備 12名

5 平成27年11月20日 役員交代について 10名
6 平成27年12月18日 看護研究発表会準備 9名
7 平成28年� 1月22日 看護研究発表会準備・役割分担 12名
8 平成28年� 2月18日 看護フェア準備 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 平成27年� 7月16日 日本看護協会通常総会報告
理事会・各委員会報告・イベント担当グループ別協議 39名

2 平成27年� 8月21日 理事会・各委員会報告　・情報交換
イベント担当グループ別協議 35名

3 平成27年� 9月17日 理事会・各委員会報告・再就業支援報告・情報交換
イベント担当グループ別協議 34名

4 平成27年10月15日 理事会・各委員会報告・情報交換
講演会報告「わかりやすい認知症診療」 35名

5 平成27年11月20日 理事会・各委員会報告・情報交換
地域医療構想会議関連情報交換 29名

6 平成27年12月18日
勉強会「認知症対策の取り組みと医療の連携」
理事会・委員会報告・情報交換

「認知症サポーター養成講座」報告
26名

7 平成28年� 1月22日 理事会・各委員会報告・平成28年役員、平成29年代議員選出
看護研究発表会最終確認、情報交換 38名

8 平成28年� 2月18日 理事会、委員会報告・看護研究発表会報告
次年度活動計画の検討、情報交換 34名

9 平成28年� 3月� 4日
　　　　�3月12日 平成28年診療報酬改定に関する情報交換・その他の情報交換 28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

「わかりやすい認知症診療」 平成27年10月� 3日 PL病院
医療法人ラポール会
田辺脳神経外科病院

大西　静生
�66名

認知症サポーター養成講座
（医療者対象） 平成27年11月28日 PL病院 富田林キャラバンメイト 32名

　2）研究発表会等
発表演題（数） 開催年月日 場　　　所 講　師　名 参加者数

府南支部看護研究発表会（9） 平成28年2月6日 PL病院
講評者：大阪府立大学
地域保健学域看護学類

教授　志田�京子
136名

４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時 : 平成 27 年 5 月 9 日（土）　午前 10 時～午後 3 時

場　　所 実　施　内　容 参加者数

エコールロゼ金剛東 血圧測定、体脂肪測定、健康相談、訪問看護相談、
介護相談、子どもナース服着用体験、赤ちゃん抱っこ

一般参加者（延べ115人）
支部役員など（20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

認知症サポーター養成講座（一般向け） 30名 羽曳野市認知症キャラバンメイトの協力を得る

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

大阪府南河内保健医療協議会　　1回目 藤井寺市民会館 平成27年� 8月� 5日
津田　雅子
小原　鶴美

南河内地域医療構想懇話会　　1回目 藤井寺保健所 平成27年12月� 1日
南河内地域医療構想懇話会　　2回目 南河内府民センター 平成28年� 1月� 6日
大阪府南河内保健医療協議会　2回目 南河内府民センター 平成28年� 2月� 3日

７．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年9月15日（火）～ 16日（水）
会場 済生会富田林病院

プログラム 1日：看護の動向、感染予防、採血演習、2日：BLS、AED、認知症看護、医療安全
参加者数 8名
協力施設 済生会�富田林病院、医療法人宝生会�PL病院
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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 平成27年� 4月28日 職能委員会および会計報告、看護の日・講演会についての
検討 15名

2 平成27年� 5月26日 職能委員会、看護の日イベント実施報告、講演会について
の検討 13名

3 平成27年� 7日28日 新役員紹介、役割分担、支部企画の出前研修についての検討 18名
4 平成27年� 9月29日 11月講演会の日程変更とテーマ、出前研修について 16名
5 平成27年10月27日 次回6月講演会講師の提案、新年会、看護フェアーについて 14名

6 平成27年11月24日 准看護師の懇談会の出席者、平成28年度活動計画、役員推
薦について 14名

7 平成28年� 1月26日 施設代表者会議と合同開催 16名

8 平成28年� 2月23日 新年会実施報告、6月の講演会について、役員選出、代議
員選出 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 平成27年� 4月28日 職能委員会および理事会報告、支部年度計画、医療安全管
理者交流会の報告 28名

2 平成27年� 5月26日 職能委員会および理事会報告、支部イベントについての検討 27名

3 平成27年� 7月28日 職能委員会および理事会報告、新役員紹介、中小民間病院
看護支援事業についての検討 26名

4 平成27年� 9月29日 大阪府立羽曳野支援学校の紹介、8・9月の職能委員会およ
び定例理事会報告、地域医療構想に関する意見交換 27名

5 平成27年10月27日 職能委員会および理事会報告、准看護師制度についての意
見交換、再就業支援講習会について報告 22名

6 平成27年11月24日
看護師等の届出制度についての説明、職能委員会および理
事会報告各施設でのメンタルヘルスの取り組みについの意
見交換、

24名

7 平成28年� 1月26日 職能委員会および理事会報告、11月の講演会報告、看護フ
ェアについて 25名

8 平成28年� 2月23日
職能委員会および理事会報告、支部理事および代議員の推
薦について、議事録の送付について、特定行為研修につい
ての情報共有

22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
ストップ！！院内感染その

対応でいいですか？ 平成27年� 6月23日 岸和田市
浪切ホール 朝野和典 294名

地域包括ケアを目指して　
群馬県内田病院の取り組み 平成27年11月27日 岸和田市

浪切ホール 田中志子 185名

４．地域看護活動に関する事項
　看護の日イベント　開催日時 : 平成 27 年 5 月９日（土）　午後 1 時～午後 4 時

場　　所 実　施　内　容 参加者数

トークタウン東岸和田
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（290人）
支部役員等

（15人、学生18人）

５．地域住民の健康増進並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2015 ─ 4名派遣
ピンクリボン大阪2015 ─ 15名派遣

６．その他事項
　支部再就業支援講習会

開催月日 平成27年12月9日（水）～ 10日（木）
会場 医療法人大植会�葛城病院

プログラム 1日目 2日目
�9：30 ～ 10：00 オリエンテーション・関係者挨拶 � 9：30 ～ 10：30 一次救命処置（演習）
10：00 ～ 11：00 看護の現状 10：40 ～ 11：10 認知症看護
11：00 ～ 12：00 ナースセンターのお知らせ 11：10 ～ 12：00 開催施設見学
12：00 ～ 13：00 昼食 12：00 ～ 13：00 昼食
13：00 ～ 13：30 感染予防 13：00 ～ 13：30 医療安全
13：40 ～ 14：40 採血（演習） 13：30 ～ 14：15 座談会

14：15 ～ 15：00 就職相談
参加者数 9名
協力施設 市立岸和田市民病院、地方独立行政法人�りんくう総合医療センター
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