看護職のための
ACP支援マニュアルが
できました!!
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mocca〈杢花〉／
らんま職人の花小皿セット

この度、大阪府からの要請により、多団体との協働による「看護職のためのACP支援マニュアル」を
作成しました。

mocca〈杢花〉は、
「大阪欄間」の伝統技術を継承した手彫り
の “器”。杢目や色目がそろい見ても楽しく、手馴染みのよさ

さて、看護職の皆さんは、患者（利用者）と関わる際に、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）について

と手彫り感がほんのり優しい気分に。

どのように考えてこられたでしょうか？
本マニュアルは、今までにない使いやすさを目指し、看護現場のヒアリングやアンケート結果を
反映、具体的な場面に応じたACPアプローチの事例を豊富に掲載していますので、必ず皆さんの職場
で即活用できる内容となっています。
今後は、皆さんの実施事例を当会ホームページ「ACPアプローチある時広場」に投稿していただき、
多くの方にACPアプローチを考える時のヒントとして活用できる場を提供していきたいと考えています。

ACPアプローチある時広場
専用ホームページ開設準備中!

年内開設
予定！

変 わる 看護
変 わらない 看護

事例記入フォーマットから成果を投稿!!
皆さんの投稿をお待ちしております!!

www.osaka-kangokyokai.or.jp/

高橋会長 第5回大阪サクヤヒメ大賞を受賞
大阪商工会議所が企業などで活躍する女性をたたえる第5回大阪サクヤヒメ
表彰の最上位、大阪サクヤヒメ大賞に大阪府看護協会会長 高橋弘枝が選ばれ
ました。
表彰式で高橋会長は、
「この賞は私にではなく、大阪で看護に携わるすべて
のみなさまに対していただいたものと思っています。新型コロナ禍で、見えない
敵と戦う看護職に光を当ててくださったことに感謝申し上げます」とスピーチ
しました。
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コロナ対策にまつわる

よもやま話
看護師さんのお昼休憩 編

A病院勤務
（中規模病院）

B病院勤務
（小規模病院）

C病院勤務
（中規模病院）

D病院勤務
（大規模病院）

病棟スタッフの昼休憩（食事）での

確かに、出勤者の多い平日の昼食時

クラスター発生や、病院職員が感染

などでの感染は特に心配ですよね。

した事例がありました。みなさんの
職場では、どのような対策をしてい

A病院 それいいですね！そんなに広い会議室で

D病 院

はありませんが、今ある設備ですぐにできそう

指 定 医 療 機 関 な の で、

です。早速提案してみます！

とにかく院内感染だけ

当院は感染症

は起こさないようにと、
C病院 ちょっとした工夫で少しでもリスクが

特に気をつけています。

軽減できるといいですよね。

やはり看護師の休憩時

また当院では、シールドの設置や受付職員の

間が１番難関…。

フェイスシールドの使用などは行っていないん

当院の休憩室は窓がなく、換気ができず、あげ

です。

くに狭いときており、結局食事は少人数ずつに

理由として、誰が清掃するのか、どれくらい汚

分割休憩しできるだけ同じ方向で食べ、食事中

染したら交換するのか、いつ解除できるのか、

はしゃべらない。とにかくマスクなしでの会話は

などが決めにくく、管理が困難だからです。受

絶対にしないこととしています。

付のシールドや職員のフェイスシールドの使用

もちろん、これは患者さんやご家族が相手でも

などは基本的には無しとして、マスク・手洗い

同様で、相手がマスクを着用していない時は必

の徹底を推進しています。

ずシールドなどで目も覆うようにしています。

ただし、鼻咽腔検体採取時、エアロゾル発生の

あとは環境整備で休憩室は拭き倒し、手洗いは徹

処置時などや、患者さんにマスクができない

底的にするように励行しています。早く、みんな

ゾーン（口腔外科・

で楽しく休憩できるようになってほしいですね。

耳鼻科・内視鏡セン
ターなど）では職員

A病院 安全な設備を十分に整えられない場合

何か感染防止対策として実施してい

にフェイスシール

はマスク、シールドをする、会話をしない、など

る工夫はありますか？

ド装着を推奨し、配

の対策が必須ですね。今後は感染者が出たとき

布しています。

のダメージをいかに抑えるかも考えながら、対

ますか？

策を徹底していきたいと思います。
B病院 感染管理認定看
A病院

可能な限り休憩時間を分ける、食事の

シンプルにするんだね！無駄にやり

時に座る方向を調整する、フィルムで区切る、

が、現状の対策以上の対

換気をする…といった対策を講じてはいます

応は困難と言われてしま

が、１つの休憩室に複数の職員が入り、食事を

いました…。近日、休憩

看護師さんっていろんなことに気を

するという状況がどうしても発生してしまいま

室にアクリル板を設置予

つけてくれているんだねー！

す。部屋も広くはなく、２メートルの間隔を全

定になっているのと、通

員がとることも不可能です。

勤で使う自家用車の中で

濃厚接触者の定義は、同じ部屋でマスクをせず

休憩時間を過ごすことが許可されていますが、

に、1メートル以内かつ

もっと工夫できないものか、模索中です。

15分以上いることなの
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基本対策を徹底して、日々の管理を

護師にも確認しました

で、スタッフから感染者

C病院 一気に進めるのはなかなか難しいですよ

が出たということにな

ね。当院では、職員の昼食場所として講堂・会議室

ると一気に複数の職員

をおおむね開放しています。また、それらの机や

が自宅待機となること

ドアノブなどは、看護助手さんに清掃してもらっ

を危惧しています。

て、少しでも3密を避けるようにしています。

すぎないことも大切だね。

集
大募

みんないろいろ工夫して
感染を防ぐ努力をしているんだね。

手と手
を
看護の 取り合う
テトテ
ン。

テトテン

!!
看護協会では皆様の施設での新型コロナウイルス
感染症に関する活動記録写真を募集します。
この歴史的事実の記録を残していきましょう。

詳しくはホームページで

ソーシャルディスタンスを
確保した休憩風景
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看護補助者の 確保と協働
成果を上げている2つの事例

公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院

CASE1
218 床
大阪市内

中小病院

看護補助者の視点を取り入れた“業務改善”の事例
看護師からの看護補助者に対する「〇〇しておいて」
「 排せつ物などの汚物処理は
補助者の仕事」など決めつける発言が気になっていました。そこで昨年、看護協会で
開催された「看護補助者との協働連携を推進するためのワークショップ」に参加し業務
改善にあたりました。
看護補助者も朝礼に参加し入退院や部屋替えなどの患者情報や看護師が研修等で
抜ける時間帯を共有することで、補助者同士で臨機応変に休憩時間を調整して、ナース
コール対応や患者の見守りをしています。
また、病棟内の小チームにも補助者の視点を取り入れることで、忙しくしている看護
師には話せない入院生活への不安や家族のことなどの情報共有や部屋替えの時に同
室者の人間関係についての意見ももらえて助かっています（笑）

障害者の採用
雇用にあたり障がい者支援センターに相談し可能な作業
決定をしました。
現在は日勤等で備品の補充やデイルームの清掃などの周
辺業務を中心にしてもらっています。スケジュールと手順書
を作成し、一日をかけて決められた業務を行うようにしてい
ます。

作業が済んだら
“未→済”と変更するので、
作業の進捗をみんなが
把握できます。

育成について
様々な年齢や経験の方々がいるので、一度に研修するのは難しいの
が現状です。できるだけ少人数のグループに分けディスカッション形式
とし、リハビリ科や介護福祉士にも協力してもらって、手洗いや適切な
防護具の使用、トランスファーで気を付けることなど実技を中心に学ん
でもらっています。理念や教育も大切にしているので、病院の成り立ち
や地域から求められていること、実際の地域活動にも参加してもらって
います。

地方独立行政法人 市立東大阪医療センター

CASE2
520 床
大阪東部

急性期病院

多様な勤務形態の導入で

“急性期看護補助体制加算”を取得した事例
2005年に10名を看護補助者として採用し、
その後、
増員し2012年9月に50対１急性期
看護補助体制加算、夜間100対1急性期看護補助体制加算を取得しています。
当時の看護補助者数は46名、勤務形態は早出、日勤、遅出、夜勤の4パターンでした。
採用に難渋し、一時期、派遣を利用していましたが、ここ数年は直接雇用のみで体制
を維持できています。

勤務固定制

看護補助者導入前のヒアリングでは、交代制よりも勤務固定の希望が大多数
でした。本院の看護補助者の大半は、子育て世代かシニア世代。
私生活の計画が立てやすいと今もすべての看護補助者が勤務固定制です。

勤務パターンの種類が多い
病床利用率の急上昇に伴い増員が必要になりま
した。しかし4つの勤務パターンだけでは確保が困
難だったため、勤務パターンを増やして人員を確保
しています。現在、早出５、日勤10、遅出10、夜勤
４の合計29パターンの勤務形態があります。
図は、Ａ病棟の看護補助者の勤務時間を表した
ものです。
勤務回数と勤務時間が異なる29の勤務
パターンを組み合わせることで、切れ目のない安定
した看護補助業務提供体制が可能になりました。

A病棟（例）
勤務帯 週
夜勤

4
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3

早出

5
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3

遅出
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大学生アルバイトの採用
手術棟には平日18時から22時の4時間勤務があり、大学生が複数
人勤務しています。医療・看護に関係しない学部の学生ですが、手術器
具のピッキングや必要物品の整備、パソコン入力作業などを行っていま
す。
ユニフォームが貸与されるので講義が終わったその足で出勤できる
ことや、定められた業務を自分なりに時間配分して取り組むことができ
るのが魅力、
と長く勤務しています。
現在64名の看護補助者が勤務し、院内での配置を有効に行うこ
とで今年度から25対１急性期看護補助体制加算に変更できました。
看護師は365日24時間を一定人数で繋ぎながら、患者の療養生活を
支えて健康回復を支援します。私たちの看護が繋がるように、看護補
助者を必要な時間と場所に適正配置することが必要と考えます。

OK !
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活用していますか！
？ガイドライン
看護師・准看護師・看護補助者

役割と責任 の違い

府 北 支 部

より

やって良かった！オンライン研修
〜第6回 看看連携研修会〜

Point 1 それぞれの法的位置づけの理解
Point 2 役割の違いを踏まえた業務体制の整備
Point 3 安全で効率的に協働するための教育の実施

看護師

役割と責任
● 多様な対象者の看護課題の優先順位を的確に判断
● 対象者や家族の意思決定を支援

免許
業務

厚生労働大臣の免許
傷病者若しくはじよく婦に
対する療養上の世話又は
診療の補助を行うことを業
とする
（保助看法第5条）

准看護師
免許
業務

都道府県知事の免許
医師、歯科医師又は看護師
の指示を受けて、前条（上
記の保助看法第5条）に規
定することを行うことを業
とする
（保助看法第6条）

看護補助者
免許

なし

● 科学的根拠に基づき、
対象者に応じた計画立案、
看護提供
● 他職種と連携・協働

療養上の世話・診療の補助の実施

必要時、療養上の世話は自らの判断で方法等を変更・中止
診療の補助は医師に報告・相談し、改めて指示を受ける

准看護師への適切な指示
看護補助者への適切な指示と指導
→どちらも指示内容を記録に残すことが重要
役割と責任
● 看護師等の指示のもと、対象者の状態や変化を観察、
記録・報告をするとともに、他職種と協働しつつ、
対象者や家族の尊厳や権利、価値観を尊重・擁護し、
安楽に配慮しながら安全に看護を提供

日時：令和2年8月15日（土）14：00〜15：00

第6回看看連携研修会を初めてオンラインで実施。研修に先立ち何度も

●自宅からでも参加できる

練習を重ね、資料を作成、何とか実施した結果、過去最多100名の参加と

●遠方でも参加しやすい

なりました。参加者の満足度もたいへん高く、ほとんどの方が「とても良

●交通費が削減できる

主治医若しくは看護師の指
示を受けて、看護補助を行
う
（厚労省告示）
看護師長及び看護職員の指
導の下に（略）業務を行う
（厚労省通知）

今後も、
「 働き方改革」
「 次世代リモートへの対応力」等のオンライン
研修を企画、新型コロナウイルスに負けないように、自己研鑽の場を提
供していきます。

主催者の声
●QRコードを使って、アンケー
ト集計やグラフ作成が簡単
にできた

他の支部でもＺＯＯＭを取り入れ始めています！

●会場を借りるよりも、より多
くの参加者を募れる

●施設代表者会をWEBで開催したところ、普段参加されない施設の参加
がありました。今後の新しい展開に期待しています。
●当日の急な資料の追加もパソコンで共有できてカンタンでした。

詳しくは、府北支部研修活動報告「きらめき」第2号へ！

必要時、看護師等に報告し、新たな指示を受ける

看 仏 連 携

お寺で「まちの保健室」が
はじまりました
「まちの保健室」活動は、病院に行くほどではない、からだやこころの心配事

●看護師の指示、看護師長及び看護職の指導のもとに
看護の専門的判断を要しない看護補助業務の実施

や不安について看護職が相談を受け、地域の方々が住み慣れた地域で最後まで
自分らしく暮らしたいという思いに応えています。
お寺は昔から地域の人々の「集い場」
「学びの場」
「癒しの場」でした。
今回、地域包括ケアシステムにおける寺院の役割を模索されている1550年創建

看護師の指示や指導を受け、
安全に看護補助業務を実施

「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」
（日本看護協会）より一部改変
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●感染拡大防止に役立つ

い」
「良い」
「今後の業務に活かせそう」との回答でした。

●標準化された手順や指示された手順に則って業務を実施
業務

参加者の声

新型コロナウイルス蔓延の中、情報提供とスムーズな連携を柱とした

看護師等の指示のもと、
安全に療養上の世話・診療の補助の実施

役割と責任

方法：ZOOM（事前登録制）

の伝統寺院「大蓮寺」で、6月から新たな試みとしての「まちの保健室」が始まりま

原則 第4水曜日

時間 13:30〜15:30

場所 大蓮寺塔頭 應典院 １階ロビー

した。興味のある方は、ぜひ一度お立ち寄りください。

大阪市天王寺区下寺町1-1-27

＊必ずマスクを着用・37.5度以上の発熱のある方はご遠慮ください

出入り
自由

無料
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大阪府ナースセンターは

ナースセンター

復職・転職応援セミナー (旧 再就業支援講習会)

「働く」から「働き続ける」へ

TEL.06-6964-5511

看護職のキャリアを支援します。

復職に不安のある方のための講習会

ｅラーニング

求人・求職の登録 は e ナースセンターへ！
看護職

大阪府ナースセンター

求人施設

時間と場所を選ばず、いつでもカンタンに学習可能

講義演習コース（2日/回）

ブランクのある看護職に最新の知識を提供し技術演習を行います

施設体験コース（1日/回）

医療療養・在宅・福祉分野の施設見学や紹介、それぞれの特徴や
看護職の働き方・他職種連携などを学びます

府内
10ヶ所

ナースセンター・ハローワーク連携事業

登録

ナースセンターの相談員が、ハローワークに出向！
ナースセンターに行かなくても、お住まいの地域で就職相談が受けられます。

阿倍野・堺・枚方・大阪東・大阪西・布施・池田・茨木・梅田・淀川

無料

！

ココでの相談は雇用保険受給者の方の

“求職実績” になります！

相談
24時間閲覧・利用が可能！

対面

電話

WEB

全国の詳しい求人情報を
見ることができます

看護職の相談員が採用支援も含めて
対応します

看護職の相談員が一人ひとりに
丁寧に対応します

2020年上半期

大阪市
中河内
終了
終了

求職者の傾向

求職者の約50％が40歳代以上で、
「日勤のみ」
「通勤時間」
「教育・研修制度の充実」
「人間関係」を重視する声が多いです！

堺
12/24
泉州
1/30

南河内
終了

出展施設募集中

中小民間病院、介護・福祉職場、訪問看護、学校など地域で
必要とされる看護職の確保のために府内7か所で開催。
【2020年度就職フェアのスケジュール】
三島・豊能

11月28日(土) 11時から14時

ナーシングアート大阪

堺

12月24日(木) 13時から16時

ハローワーク堺

泉州

１月30日(土) 13時から15時30分

イオンモールりんくう泉南

北河内

２月27日(土) 13時から15時30分

枚方ビオルネ

※求職者の希望する勤務形態(2020上半期)より

離職届けはお済みですか？
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三島・豊能
11/28
北河内
2/27

マッチング

求人施設 ご担当者さまへ

厚生労働省運営

看護職のための就職フェア

条件に合った人材をカンタン検索

離職時に届け出た看護職の方へナースセンターが離職の
状況に合わせた支援を行うことで、看護職としての切れ目
のないキャリアを積むことができるよう支援を行います。

Message
こちらから

ナースセンター所長

髙丸 賀子

いつもナースセンター事業へのご協力ご支援ありがとうございます。
ナースセンター事業も開催時期が延期になっていましたが、感染対策を
行いながら開始していますので、ご利用ください。
Facebookでもイベントの案内を行っていますので一度覗いてみてください。
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研修情報 2-3 月
＊ 申込み時に2020年度の年会費の確認が
できない場合は非会員での受付となります。
＊ 非会員の方は受講料が会員の2倍となります。

短期研修のお知らせ
コース
番号

研修名

※ 新型コロナウイルス感染防止の為、定員を減らしています。

日数 定員

218

レポート（小論文）の書き方

1

100

34

【診療報酬に関連した研修】
ストーマ・瘻孔のスキンケア

3

60 ※

開催中止の
お知らせ

会って話すの、やっぱり楽しい！

日程

受講料

受講条件・その他

受付期間

（税込）

保・助・看
2/10
（水） ※ファースト・セカンド応募予定者の受講推奨
¥3,300 11/2
（月）
〜30（月）
3/17
（水） 実務経験5年以上で急性期看護に従事する
¥17,160 12/1
（火）
〜12（土）
保・助･看
（教材費含む）
〜19
（金）
（人工肛門のケアの経験がある者が望ましい）

コロナ禍で変化した

新しい研修 の カタチ

コース番号236 107【JNAオンデマンド活用研修】高齢者の生活を地域で支える看看連携
コース番号236 108【JNAオンデマンド活用研修】高齢者の生活を地域で支える多職種チームケアマネジメント
コース番号302 大阪府看護職員認知症対応力向上研修 ①

今年の研修は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い開催

2020年度

WEB学会

日本看護学会学術集会

assi

Pride

開催期間

2020年11月1日（日）〜

11月30日（月）

2020年10月1日（木）〜

11月15日（日）

Osaka
Nursing

参加登録費を一度お支払いいただくと、
開催期間中は全てのプログラムを何度
でも見ることができます。

確認や座席の指定等にご協力いただきながら、消毒やソー
シャルディスタンスを考慮した座席配置、窓の開閉等、感染
教壇はパーテーション、
マイクにはカバーを装着。

開催期間中は、４開催地全てのプログラムを同時配信します。

参加受付期間

方法を工夫して運営しています。受講される方には体調の

申込み
期限間近

特定行為研修
3期生46名で4月に開講、その後約２ヶ月間、eラーニングで
7月から集合研修を開始し8月末に初顔合わせ。
11月からの臨地実習に向けて取り組んでいます！

参加登録料

認定看護管理者教育課程

非会員：14,850円（税込）

関係性による学びを重視するため、濃厚接触を徹底して避け
ながら、対面講義を原則として取り組んでいます。

会

員： 9,900円（税込）

学

生： 4,400円（税込）

＊講師によってはオンライン講義の場合があります

ファーストレベル

看護職の「生涯現役」セカンドステージに備える
再就労の心構えや年金保険の話、ナースセンターの役割など盛りだくさん！
午後からの就職フェアで働き方についても相談可

11月28日(土) 第2回開催 50歳以上対象
06-6947-6900

参加者の声
・ 定年になっても働く場所がある
ことを知り、まだまだ働き続けよ
うと思いました

好評につき今年も開催！
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グループワークにオンラインも併用。

●詳細については、大阪府看護協会・日本看護協会のホームページをご覧ください。

セカンドレベル

興味のある方はまずお電話ください！

予防策を講じて実施しています。

労働環境支援事業部

・ 定年後の生活設計を考える機会
になりました

サードレベル

共に第1回を中止したことで定員以上の応募があり、
看護管理者研修へのニーズの高さを感じています！
セカンドレベルは今年1回のみの開催となるため、受講
者を増員しました。
9月開講、28名の受講者が学んでいます。和歌山・京都・
兵庫・奈良・三重から9名が受講し、より密接なネット
ワークができることが期待できます。

研修に参加される方へ
研修開催に際しましては、感染防止対策に努めておりますが、参加される皆さまにおかれましては
往復の移動の際にも、感染対策をとるなど十分にご留意ください。
●行政からの自粛要請などがあれば、延期・中止になることもあります。ご了承ください。
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医療安全

受賞おめでとうございます

通信

令和2年

瑞宝双光章 東 香代子さん 第二大阪警察病院 看護部長
瑞宝双光章 吉田 博美さん 元 みどりヶ丘病院 看護部長

令和2年度

i n f o r ma t i o n

介護ベッドと柵や手すりとの間に
首などが挟まれる事故に注意！
消費者庁公表資料

1．新型コロナウイルス等感染症対策に関すること

2020年9月16日より

2．地域包括システム推進に必要な看護職の資質向上
3．看護職の労働環境の向上

電 動ベッドの

転 倒

に
注意！

操 作

大阪府・大阪市・堺市への「令和３年度予算編成」に対する要望活動
最重点要望

ー毎年死亡事故が発生していますー

に
注意！

救急医療功労者大阪府知事表彰

佃 順子さん 大阪大学医学部附属病院 副看護部長

高齢者の事故増加！

隙 間

秋の叙勲

4．看護職の人材確保・復職支援の促進及び資質の向上

に
注意！

ベッドや手すりの 組合 せに

ベッド周りは常に整 理 整 頓

電動ベッドにより、
ベッドと床

よっては、隙間が大きくなり、

し、利用者が無理な姿勢を取

との間や手すりとマットレス

頭や首、
手足が入り込みます。

っていないか確認しましょう。

の間に挟まる事故も発生して

隙間を埋める対応品、全体を

います。

覆うカバーやクッションなどで

手元スイッチは安全な場所に

隙間を埋めて使用しましょう。

置き、利用者の手足の位置を

5．訪日外国人患者受け入れに対応する日本国際看護師の活用
について

8 月 26 日 大阪府庁

図書室より休室日のお知らせ
● 年末年始の休室日

2020年12月29日(火)〜202１年1月３日(日)

● 蔵書点検期間休室日

2021年1月４日(月)〜７日(木)

確認してから動かしましょう。

理事会だより
令和２年７月10日（金）

Check!
平成21年にJISが改正され、
ベッド用手すりの隙間の見直し
などが行われています。
古いベッドをお使いの方は
特に注意しましょう。

協議事項
1．令和２年度重点事業計画の実施内容追加について
新型コロナウイルス感染拡大への対応 ⇨ 承認

物を拾おうとしての落下に注意し、
ベッドの隙間や可動部に危険がないか
確認しましょう。

2．令和３年度大阪府の予算及び施策に対する
最重点要望(案)について ⇨ 承認

理事会議事録概要は…

大阪府看護協会

検索

令和２年9月11日（金）
協議事項
1．
新型コロナウイルス感染症対応寄付金について ⇨ 承認
2．協会本部移転及びナーシングアート大阪改築の
神社外祈祷について ⇨ 承認
3．医療安全対策委員会委員の変更について ⇨ 承認

令和２年８月
協議事項
休会
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2021年度 会員継続手続きのご案内

看護協会の入会は自動継続です

活用していますか？

「2021年度会費のお知らせ」が10月下旬〜11月中旬に日本看護協会よりご登録施設（個人
会員はご自宅）に順次届きますので、必ず内容をご確認ください。

退職された方の「会費のお知らせ」は、お手数ですが 大阪府看護協会まで お早めに
お送りください。

あるとき

キャリナースで
申請する

変更申請が 必要です

キャリナース
https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

●名前や住所が変わった方

●納入方法が口座振替の方で、口座の
登録が完了していない方

文献検索や
各種資料など
看護業務に役立つ
魅力的なコンテンツが
たくさん！

会員登録事務局へ
郵送する

「入会申込書/会員情報変更届」の
送付先

利用者 の 声

「大阪府看護協会

入会のご案内」で検索！

〒206-8790 日本郵便株式会社 多摩郵便局 私書箱第21号
公益社団法人 日本看護協会・都道府県看護協会
会員登録事務局 宛
学生マンション紹介サポート

施設ご担当者様へ
口座振替について

大阪府鍼灸マッサージ師会

勤務先で取りまとめて納入

2021年度の会費の引落しは1月27日（水）です。
資金不足等で引落しできなかった場合は、ご自宅に届く
コンビニ収納票でお支払いください。
施設用ＷＥＢで会費納入状況が確認できます。
※口座振替の場合、引落日の8営業日前を過ぎると引落しを
キャンセルできません。

施設用ＷＥＢで納入対象者を特定し、
表示された人数分の会費額総合計を
専用口座にお振込みください。
研修会等を会員価格で受講していた
だくためにも、会費の早期納入にご協
力をお願いいたします。

大阪府鍼灸マッサージ師会の
会員施術所で10%割引
【利用条件】要事前予約。利用券と会員証提示

連絡がない場合、自動継続されます！
次年度の継続を希望されない方は、

2020年12月25日（金）までに

右記の方法で退会をお届けください。
ご本人様より申請お願いいたします

大阪府看護協会ホームページ「入会について」より
退会申請フォームから申請
http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/
もしくはFAX・郵送で大阪府看護協会へ
退会届を送付

●日本看護協会や登録事務局に送付しないようご注意ください。

仲介手数料30%割引
【利用条件】店頭にて利用券またはWEBクーポン画面を提示

株式会社ベアーズ
年末大掃除キャンペーン（12/6まで受付）
【利用条件】電話またはWEB申込の際に広告番号を通知

戸建住宅、分譲マンション、リフォームなどの
提携法人割引
【利用条件】紹介カード提示
※紹介カードは当看護協会で発行します

大和エステート株式会社（大和ハウスグループ）
賃貸住宅D-room、不動産購入・売却

カード
三井住友トラスト・カード株式会社
VISAゴールドカード
通常年会費 ¥11,000(税込)⇒¥2,750(税込)
ロードサービスVISAゴールドカード
通常年会費 ¥12,100(税込)⇒¥3,300(税込)
※年会費の割引は2年目以降も継続

【利用条件】申込手続きには、団体コードが必要です

賃貸住宅仲介手数料割引

※「2021年度会費のお知らせ」は、9月14日時点の情報で発行されます。それ以降に登録情報を変更された方は、
書類の提出は不要です（最新登録情報はキャリナースでご確認ください）。
※登録情報の変更は、手続き完了と同時に反映されます。

問合せ先

総務部総務係 会員担当

カラオケルーム「コート・ダジュール」特別割引

シェアリングスペース「快活CLUB」特別クーポン
紳士服・婦人服「AOKI」優待券

※AOKI（紳士服・婦人服）の優待券も同じチラシのQR
コードで表示されます

【利用条件】専用法人モバイルサイトにID、パスワード
入力の上、クーポン画面を提示

株式会社エイチピーディーコーポレーション
旅館

戸建住宅、分譲マンションなど提携法人割引
【利用条件】紹介カード提示
※紹介カードは当看護協会で発行します

1泊2食付き宿泊が規定料金より10%割引
かがり吉祥亭

1泊2食付き宿泊が規定料金より10%割引
※優待プランや旅行会社・インターネットを通しての
予約は除く。他の優待や割引との併用不可

【利用条件】要電話予約「大阪府看護協会プラン」利用
である旨、伝えてください

株式会社エイチオーエス
リゾートホテル

アオアヲナルトリゾート

1泊2食付き宿泊が規定料金より10%割引
※優待プランや旅行会社・インターネットを通しての
予約は除く。他の優待や割引との併用不可

【利用条件】要電話予約「大阪府看護協会プラン」利用
である旨、伝えてください

【利用条件】会員専用HPから申込

株式会社日本エスコン

TEL.06-6947-6900

株式会社快活フロンティア

吉祥やまなか

大和ハウス工業株式会社

退会について
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特典一覧は
ホームページで随時更新中！

大和ハウスでマンションを購入しました。
会員の福利厚生のことは知りませんでしたが、
担当の方が「看護師さんであれば」と看護協会に
連絡してくれました。
結果、数十万円の割引がありました！

株式会社ジェイ・エス・ビー

注意
事項

いろいろ

福利厚生サービス

変更申請は 不要です

ないとき

会員情報 もしくは 口座情報に変更が…

特典

ミズノ株式会社
ミズノ淀屋橋店、ミズノオオサカ茶屋町店で
優待サービス

【利用条件】会員証提示

服部緑地乗馬センター
乗馬20分試乗/施設説明ほか全90分（予約制）

（会員とその家族1名対象）

※別途装具レンタル料、保険料\1,860が必要

【利用条件】要電話予約「大阪府看護協会の会員」
である旨、伝えてください
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看護職のための
ACP支援マニュアルが
できました!!

OSAKA 看護だより
大阪府看護協会 会報誌

11月
発行
大阪製ブランド 認定製品

mocca〈杢花〉／
らんま職人の花小皿セット

この度、大阪府からの要請により、多団体との協働による「看護職のためのACP支援マニュアル」を
作成しました。

mocca〈杢花〉は、
「大阪欄間」の伝統技術を継承した手彫り
の “器”。杢目や色目がそろい見ても楽しく、手馴染みのよさ

さて、看護職の皆さんは、患者（利用者）と関わる際に、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）について

と手彫り感がほんのり優しい気分に。

どのように考えてこられたでしょうか？
本マニュアルは、今までにない使いやすさを目指し、看護現場のヒアリングやアンケート結果を
反映、具体的な場面に応じたACPアプローチの事例を豊富に掲載していますので、必ず皆さんの職場
で即活用できる内容となっています。
今後は、皆さんの実施事例を当会ホームページ「ACPアプローチある時広場」に投稿していただき、
多くの方にACPアプローチを考える時のヒントとして活用できる場を提供していきたいと考えています。

ACPアプローチある時広場
専用ホームページ開設準備中!

年内開設
予定！

変 わる 看護
変 わらない 看護

事例記入フォーマットから成果を投稿!!
皆さんの投稿をお待ちしております!!

www.osaka-kangokyokai.or.jp/

高橋会長 第5回大阪サクヤヒメ大賞を受賞
大阪商工会議所が企業などで活躍する女性をたたえる第5回大阪サクヤヒメ
表彰の最上位、大阪サクヤヒメ大賞に大阪府看護協会会長 高橋弘枝が選ばれ
ました。
表彰式で高橋会長は、
「この賞は私にではなく、大阪で看護に携わるすべて
のみなさまに対していただいたものと思っています。新型コロナ禍で、見えない
敵と戦う看護職に光を当ててくださったことに感謝申し上げます」とスピーチ
しました。

OSAKA看護だより
第140号

54,473名（令和2年9月末現在）

内訳

令和２年度会員数

10月8日表彰式より

保健師

646名

助産師

2,082名

看護師

50,030名

准看護師
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1,715名

● コロナ対策にまつわる よもやま話
●

活用していますか!?ガイドライン

●

新しい研修のカタチ

●

看護補助者の確保と協働
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