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看護まんが

つながりそう?! つながらない?!
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新しい学会の カ タ チ

特集 COVID-19

初めてのWeb学会を
終えて

年頭のご挨拶

第51回日本看護学会−看護管理−学術集会
看護管理・急性期看護・慢性期看護

Pride

新年あけましておめでとうございます。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、1967年度の初

昨年の新型コロナウイルス感染症拡大の多大な

回開催以降初めてのWeb開催となった本学術集会は、

る影響にお見舞い申し上げます。また、医療現場で

2020年11月1日〜 11月30日の約1か月間にわたり開催し、

最善を尽くしておられる皆さまには心から感謝申し上
げます。
当協会は、
４月の緊急事態宣言直後にコロナ対

今こそ
ブランディング

assi

第51回（2020年度）日本看護学会学術集会

約7,700名にご参加いただきました。予定していた基調講
演、特別講演、教育講演、シンポジウムなどに加え、新た
に「COVID-19情報提供コロナ関連企画」を準備し、合計

看護のプライドとパッション

Osaka
Nursing

47企画を配信しました。

大阪会場のメインテーマ（ポスターより）

策本部を設置し、新型コロナに対応する人材確保
を中心に事業を展開、宿泊療養および検体採取
外来には、
４月以降延べ5,000人以上の看護師を派遣しました。
「大阪コロナ重症
センター」の看護師確保については困難を極めましたが、自施設も新型コロナ対応
に大変な中、各施設より派遣していただき厚くお礼申し上げます。加えて、各自治体

第 51 回日本看護学会に参加してー

や日本看護協会、NPO法人など全国からもご協力いただき運営されています。奇し

Webの良さを実感し、大満足の学会に

くもナイチンゲール生誕200年にあたるこの時に、今までになく看護の存在価値が社

広報委員長 新開 裕幸
（大阪大学医学部附属病院）

会に認識されていると言っても過言ではありません。その一方で、看護職に対する期
待と質向上が求められており、職能団体として身が引き締まる思いです。
本年度の事業につきましては、教育・研修事業および委員会活動はオンラインと
協会への来館を併用し、効果的な運営を図ります。また、新型コロナについて大阪
府やナースセンターと連携し人材確保に努めると共に、福祉現場における感染予防
対策として感染管理認定看護師によるアウトリーチなど新たに取り組みます。今年の
干支は丑、
「馬に乗るまでは牛に乗れ」
ということわざがあります。最善の方法が取れ
なければ次善の方法を取るたとえです。社会情勢の急変に柔軟に対応できる職能
団体を目指します。
結びに、皆さま方のご多幸とご健勝を心から祈念し、当協会へ一層のご支援ご鞭

今回の学会参加は、良い意味で期待を裏

使して、
（短時間ではありますが）家事をし

切られました。キーワードはホームページ

ながら聴講するというWebならではの経験

に小さく書かれている「開催期間中は全て

もし、時間と場所を有効活用し参加すること

のプログラムを何度でも見ることができ

ができました。
Web開催と聞いた時、臨場感あふれる会場

る」です。しかも、何時でも何処でも。
集合型は、
「今の発表、もう一度聞きたい」

で聴講できない、直接質問ができない等、一

「聞きたいシンポジウムが重複している」と

抹の不安がありましたが、参加してみるとそ

いったことがありますが、Webでは、何度でも

れらの不安は払拭され、Webの良さを実感で

視聴でき、時間が重なることもありません。

きた大満足の学会でした。

また、タブレットとBluetoothイヤホンを駆

撻をお願いいたします。
感じたメリット
大阪府看護協会 会長

いつでも
どこでも
視聴できる

何度でも
聞き直せる

プログラムが
重ならない

2021年度は領域を一元化した新たな学術集会の初年度として、
9月に幕張メッセ（千葉県）、11月に朱鷺メッセ（新潟県）で開催の予定です。
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新型コロナウイルス感染症対策

特集 COVID-19

VOICE

さまざまなレディネスを持った看護師集団

想いはひとつ
〝コロナに勝つ″
コロナ患者受入病院の過酷さ・疲弊感を見てい
て、何もできない歯がゆさがありました。自分の
経験を活かすことで、他の病院スタッフの負担が
軽減すればと思い応募しました。

コロナの最前線で働きたいと

患者さんが安全に療養でき

様々な背景を持つ看護師集団

思っていましたが、同居する家

るよう、みんなで議論してい

なので、プロフィルを共有し、

族 の こ と が 気 が か り で し た。

ます。みんな看護師としての

連 帯 感 を 高 め 合 っ て い ま す。

応募したいと切り出すと、看護

プライドを持って集まって

作業手順の違いに戸惑いもあ

師の大先輩である母が私の背

います。

り ま し た が、す べ て が 貴 重 な

中を後押ししてくれました。

「大阪コロナ重症センター」内研修 2020.12.11

第3波を乗り越える

大阪コロナ重症センター
大阪府 吉村知事の「新型コロナウイルスの想定を超えた感染拡大に備えるため、
重症患者向けの臨時医療施設『大阪コロナ重症センター』を設置する」との発表後、
大阪府看護協会は大阪府と運営施設の大阪急性期・総合医療センターと協働し、現場
研修の実施と看護師確保に努めました。
全30床の稼働に必要な看護師約130人を確保するには困難を極めましたが、12月
11日時点で120人程度の看護師を確保（内訳は府内の医療機関や大阪府看護協会から
65人、全国知事会などを通して33人、自衛隊から3人、府内の大学病院から20人程度）。
『大阪コロナ重症センター』は、12月15日から運営をスタートしました。
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経験です。

ICU・救 急・病 棟 で の 呼 吸 器

色んな経験・スキルを持つ看護

コロナは、耳の粘膜から感染す

管理など経験が様々だから

師が集まっているので、チーム

る可能性があるということで、

こそ、それぞれの経験を共有

ワークの面で当初は不安でした

今まで呼吸器管理で大事にして

し、
「お 互 い 協 力 し 合 っ て 頑

が、みんな志が高く柔軟性もあ

きた聴診ができないので、他の

張ろうな」という雰囲気があ

り、チーム一丸となってやって

兆候を見逃さないよう

ります。

いけると確信しています。

心掛けています。

大阪府看護協会 コロナ関連 業務実績

2020年12月31日現在

● 宿泊療養対応ナース（4月21日〜）………… 延べ 3,212名
● 宿泊施設入所者（4月21日〜）……………… 延べ60,258名

● 検体採取外来対応ナース（4月23日〜）…… 延べ 1,908名

● 検体採取件数 ……………………………………… 19,691件

● コロナ関連研修
・看護管理者向け研修 ……………………………… 6月 計3回
・コロナ基礎研修 … 7月3回、12月1回（オンラインLive配信）
・重症者対応研修（府受託）……………… 8月〜 11月 計4回
● マスコミ対応 …………………………………………… 129件

● ホームページにおける会長メッセージ ………………… 11回
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診療放射線技師

薬剤師

臨床工学技士

医療安全対策委員会に参加して

薮下 私のクリニックでは私自身が事務長に言われ
るままに医療安全管理者の資格をとり、医療安全に
ついて一から作り上げなければいけませんでした。

会長 大阪府看護協会では全国に先駆けて他職種

職員に医療安全を浸透させるために苦労をしてい

のみなさんに医療安全対策委員会に参加していただ

たのですが、大阪府看護協会の委員会に参加するこ

いています。実際に委員会活動をされての率直なご

とによって、スタッフみんなの医療安全への意識も

意見をお伺いしたいと思います。

高まってきたと思います。

看護師

看護師

上本

私は看護師になって以来ずっと今の病院に

湊

委員への打診をいただいた時は、何かの間

勤務しています。医療安全管理者になり5、6年経ち

違いかと思いました（笑）承認までの動きも迅速で、

ますが、自分のところがスタンダードだと思ってい

そのフットワークの軽さに感銘を受け、二つ返事で

る部分があり、課題を見つけづらくなっていました。

参加させて頂きました。

委員会で他の病院のやり方、さらに他職種の方の

私は医療安全管理者になって3年目ですが、その

ルールや考え方を聞くことはとても有意義です。違

前は医薬品安全管理者として医療安全に携わってい

いが見え、改善点が見えてくるんです。

ました。今思うと、医薬品安全管理者の頃はインシ
デントが起こっても問題が表面的にしか見えていな

中上
大阪府看護協会会長

多職

!
!
手
め
決
種連携が
会
員
委
策
対
全
医療安
座談会

かったと思います。
今、委員会で看護師さんに手順などを詳しく聞い

職種の方に入っていただくことで、専門的視点から

ていくと「そんなことまでやってたんだ」と知る機

ヒントをいただき、広い視野で考えられるようにな

会がたくさんあります。お互いに、別の職種がして

りました。

いることは少し踏み込まないと見えないところがあ
ります。看護師、薬剤師だけでなく、検査技師、放射

村中

病院内の医療安全委員会は多職種で構成さ

れていますが、職能団体の委員会に他の職種が入る

線技師、リハビリ…と、様々な職種がお互いの業務
への理解が必要だと深く感じました。

というのが、画期的なことだと感じました。それも
歴史のある大阪府看護協会でそれを実行したのはす
ごいことだなと思います。

会長 お互いに良いこと尽くめですね。一生懸命
やればやるほど自分たちの経験値の中だけでの話合

院内でもそうですが、安全管理部門は「起こった

いになりがちですから、他職種が入った委員会があ

問題に対してどう解決するか」で終わってしまいが

ると、そういった価値観をもう一度客観的に見直せ

ちです。そうではなく、問題が起こらないようにす

ますね。チーム医療が推進される今、医療安全の中

る「根本の解決」につながる取り組みであると思い

にもそれぞれの専門性を反映させることが極めて重

ます。

要ですね。

臨床工学技士・診療放射線技師・
薬剤師さんを囲んでの意見交換
大阪府看護協会では、平成18年から医療看護安全対策委員会
を立ち上げ、看護職が中心になって活動してきました。その
中で組織として医療安全推進に取り組むには他職種との協働
が不可欠であるとの考えから、平成31年から薬剤師、本年度
から臨床工学技士、診療放射線技師が加わり、非常に活性化
しています。
多職種で考える医療安全、またこのコロナ禍での医療安全の
変化について意見交換を行いました。
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やはり看護師だけでモノを見たり考えたり

すると、どうしても視野が狭くなりますね。色んな

薬剤師
医療法人讃和会 友愛会病院

湊

聖 一 郎 さん

製薬会社で薬事・品質保証部門で業務監査
に従事した後入職。多職種チームの一員と
して電子カルテ・薬剤システ
ムの導入や院内感染制御チー
ム（ICT）の 立 ち 上 げ、運 営 等
に携わる。
現在は薬剤部門を離れ医療安
全管理者として従事。

診療放射線技師
医療法人薮下脳神経外科・内科

薮 下 仁 志 さん
叔父の開業がきっかけで放射
線技師の道へ。
現在は、撮影業務をしながら
診療所運営のサポート及び医
療安全・災害対策に従事。
今後は、防災士の資格取得に
も意欲的。
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コロナ禍における医療安全

に立つことで患者さんと話す機会は多くなり、その
点は良かったと思います。

会長 コロナのピンチによってチームが融合ができ
たというのは素晴らしいですね。今ある課題は後のプ

とはもちろん駄目ですけど、とりあえずやってみる姿
勢が大事だと思いますね。

ラスにつなげたいですね。
「多職種チームで取り組む
会長 それぞれ様々な規模の病院、クリニックから

湊

私のところでは医療安全と感染制御を比較的

医療安全」での課題や困りごとは、コロナによってあ

会長 「やってみて」と言ったら、周りはサポートし

参加いただいていますが、2020年は新型コロナウイル

分けて対応しています。どちらも普段から院内ラウン

る意味組織風土を醸成するいい機会になったという

てあげる。この範囲内だったら好きにやったらいい

ス感染症への対応に追われた1年であったと思いま

ドはしていますが、やはりそれぞれ目が行き届かない

のがよくわかりました。そしてそれを活かせる組織こ

で、とサポートすることが大事ですね。

す。医療安全における変化、医療安全管理者としての

部分はでてきます。またルールや手順がどんどん変わ

そがこれからまた成長するのだと思います。

新たな取組みなどがあればお聞かせください。

るのに応じて院内の対応も変わるのですが、それに

湊

ら外れる考え方は認めにくいところがあります。もち

よって歪みや問題が生じていないかを確認し、監査、
中上 うちは感染症指定病院です。最初はどう対応

共有しています。

していいかわからないまま、とにかくそこに人員を割か
会長 患者さんも含めて、お互いの価値観の違いを

取れず、トラブルが起き、その状況を解決しないと…と、

理解した上でどんな話し合いをしていくか、どの方向

村中 組織は良くなってきましたが、現場の課題はま

コロナが発生した頃は奔走した記憶がありますね。

性にもっていくか…。答えが出ないところがしんどい

だまだあります。トラブルに対する解決策が、更なる仕

ところでもあり、大事なところですね。

事を増やすことに繋がると困るなと思うんですね。あ

ざるをえないですよね。そうなるとインシデントの危
険も多くなってしまいますね。

ろん根底は患者さんを第一に考えるんですけど、職種
による考え方の違いがあって、
病棟の看護師さんと
「職
種が違うっていうのは人種が違うくらいと思った方が

りがちなのが誤薬が起こったときに「じゃあ薬剤師さ

いい」と話すほどです。そもそも違うことを前提に話
をしないと感情論に発展しかねないんですね。
院内ネットワークが発達してメールでのやりとりも
増えましたが、やはり顔を見ての対話が必要です。

医療安全と感染制御、そこもある意味他職種で

んにもチェックをしてもらいましょう」と一工程増や

すよね。その話し合いの中で落としどころを見つけてい

す解決策が結構出て来ます。それって実は何の解決に

上本 うちもまだコミュニケーションが足りてない

くっていう経験をコロナ対応によって重ねてきました。

もなっていなくて、手間を増やしただけ。根本解決と全

かなと感じています。院内の委員会などではよく話し

体最適は常に念頭においてやらなければいけません。

て風通しはいいんだけどもスタッフまでその風土が落

目先だけで見てしまうと根本から外れていくことがあ

ちきってないというか、現場に戻ると他職種への不満

りますので、そこにまだまだ課題があると思います。

が出てくることがあり、他部署との壁を感じます。管

湊

中上 コロナ対策に多くの人を補充すると一般病棟
から人を取られ、リードする人間が少なくなるという

村中 私は病院では事務長もしているんですが、医

問題が起こっていました。ですがその中でだんだん人

療安全と感染管理、さらにそこに経営管理と業務改善

が育ち、みんなが相談しながらやるという雰囲気に

という部分がコロナを経て融合されていると感じて

なってきたと思います。コロナに対応する中で医療安

います。いい具合に有機的にかつ自由に関わり、しか

会長 問題への解決策はたくさんあっていいと思うん

全と感染管理の境目がなくなってきて、どっちが対応

もスピード感も求められながら結果を出さないとい

ですよね。今回コロナで様々な方策を立てた時に、これ

するではなくお互い連絡を取って相談するという状

けない状況となり、非常に病院としてはいい環境に

だ、って絞って考えるよりも、ダメだったらこれ、って

況です。ほんとにその日その日、色んな問題にぶちあ

なってるのかなと思います。例えば放射線の担当者は

カードを何枚も持ってる方が心に少し余裕を持って対応

会長 カンファレンスでも、それぞれが自分の担当

たり、一つずつ解決するという感じですね。

自前の部屋で仕事をすることが多く、なかなか外へ出

できると感じました。これでないとあかん、ってそれを押

部分の話だけをするのではなくて、
「患者にとってベ

ることはありませんでしたが、最近は医療安全とか各

し付けてしまうと、ダブルチェック地獄に陥りますよね。

ストは何か」という話ができる人たちが本当にチーム

理職だけではなく、現場スタッフレベルでコミュニ
ケーションを持つことが、医療安全にもつながってく
ると思っています。

薮下 当院でも慌てて対策を取りました。玄関先で

委員会にスタッフとして出たことが起点となって、外

検温するのですが、人手が足りないので事務員を始

に出ていくことが増えました。今回のこのピンチが非

村中 私はいつも何か案が出た時に「やってみたら

それぞれの代表が集まってどうするのかという話

め調理師までもが協力していました。周囲からは陽

常にチャンスになっているし、またそうしないといけ

いいやん、あかんかったらすぐ戻そう」って言うんで

性者が出たのかと疑われたりもしましたが、玄関先

ないんだと思います。

す。やって取り返しがつかない事態が起こるようなこ

し合いができるファシリテーターを育てていかない
といけないと感じました。

臨床工学技士
一般社団法人大阪府臨床工学技士会 会長
阪南市民病院 事務長

村 中 秀 樹 さん
診療放射線技師・臨床工学技士として
25年以上、院内の医療安全管理委員会
に携わる。所属医療法人のQC委員とし
て、業務改善に注力する。
大阪府臨床工学技士会会長を歴代
最長の7期14年間を務める。
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これからの医療安全の課題

なければいけません。となると他部署との連携がうまく

会長 やはりコロナ対応の為にはスタッフが異動せ

専門職は自分の専門性を発揮し、その常識か

看護師
市立豊中病院

中上 紀子 さん
2014年から看護部次長兼医療安
全管理室室長として着任、患者
と医療者の対話の促進に重きを
置き、高齢患者の転倒・転落予防、
抑制の廃止などの活動をすすめ、
医療安全の地域連携について
取り組んでいる。

として醸成していくんだろうなと思います。

看護師
社会福祉法人大阪暁明館
大阪暁明館病院

上 本 真 樹 さん
2013年より医療安全管理委員と
して安全活動に携わり、2015年に
医療安全管理者となる。
現 在 は 病 棟 課 長 も 兼 任 し、支 部
や法人グループ間の連携を深め、
安全の質向上に努めている。

大阪府看護協会 会長
高橋 弘枝
助産師として就職後、看護専
門学校教務部長を経てJCHO
大阪病院看護部長、機構本部
の企画経営部医療副部長(看
護担当)を歴任、平成28年より
大阪府看護協会会長就任。
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医療安全管理者としての抱負

いないと感じます。別の職種が得意なのではと思うこ
とも看護部の中だけで完結していたり。せっかく看護
職でない人間が医療安全を担当しているのだから、そ

会長

最後に医療安全管理者としての今後の抱負を

お聞かせください。

こを見つけて橋渡し的役割を担いたいと思っていま
す。ルールはある程度完成されているので、どう守っ
ていくかという個人の気持ちが大切です。患者さんの

上本

この委員会に参加して相手の立場がよくわか

るようになってきました。それをすみずみにまで伝え

安全を第一に、みんなが働きやすい環境をつくれば安
全性も自然と上がっていくと考えています。

ていくことが自分の課題だと思っています。伝えたり
聞いたり相手の思いを引き出したり、というのを柔軟

中上 委員会に加わって思うのは、本当に様々な病

に使い分けながら、職種の垣根をうまく超えられるよ

院があり、良くも悪くも差があるということです。地

うに、自分たちが柔軟剤になって入っていかないとい

域全体の水準がもっと上がっていかないと、と思いま

けないと思っています。

す。ある病院で守られていても、転院したら不安全な
状態になるのでは困りますからね。

多職種が連携して、それぞれの業務のあり方

今、支部交流会で連携を取りながら、この病院のこ

を共有する機会ができればいいですね。私が医療安全

こがよかったという発表をする取り組みを始めてい

に携わることで相手を思いやる気持ちを持ちながら一

るんですが、それが一支部内だけではなく協会の11支

緒に業務ができるよう調整していきたいと思います。

部全体で出来たらいいなと思います。色んな病院や施

薮下

設との関わりを持ちながら、全体の水準を上げること
村中

職場でよく言うのは「やれでやるな、やるで

が一番の課題だと感じています。

やれ」ってなんか早口言葉みたいですが（笑）
。やれっ
て言われてやるものって、その通りしたらもう100点

会長 みなさんにご参加いただいて、看護協会とし

なんですよね。だけど自分で考えてすることの質は、

ての医療安全対策委員会の意味が出てきたなと感じ

天井しらずなんです。
「自分の守備範囲だけを守って

ています。11支部の医療安全管理者さんたちが集うこ

たらいい」では、高が知れている安全しか守れません。

とが地域における質を向上させることに繋がります。

例えば私は看護の免許は持っていませんが、看護師

この連携、つながりが重要で、うまく機能させながら

さんの範疇を知っていてもいいわけじゃないですか。

「大阪府内の医療安全のレベルを向上させられる委員

「それいつもと違いますよ」と声がかけられて、ブレー

会活動」を目標に掲げていきたいと思います。

キがかかることもあります。いかにその「普段と違う

現在の医療は、
チーム医療なくしては何も出来ません。

ところを探せる目」を増やすかが重要だと思います。

この委員会に他職種の方に入っていただいた意味、そ
してこれから何をしていかないといけないのかを考

湊

専門職の範囲は広がり、ここ10年20年間でだ

いぶ変わってきましたが、まだそれがうまく融合して

えて次年度も有意義な委員会活動を続けていただき
たいと思います。本日はありがとうございました。

※写真提供：ニプロ株式会社

患者さんやご家族が困らないように準備をすすめて下さいね。
参考サイト
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PMDA 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/safety/
info-services/medical-safety-info/0001.html
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職場 が変わったら

忘れんといてな！

ナースセンター

看護協会会員専用サイト

で
変更してや！

「キャリナース」
キャリナースって
何なん？

TEL.06-6964-5511

ユーザー情報を入力して「登録」をクリック

会員

特典

登録アドレスに届く「登録完了URL」を
24時間以内にタップすれば、登録完了！

いろいろ

のための

福利厚生サービス

第2弾！

とどけて

や〜

必ず「とどけるん」やで〜!!
看護師等の
届出制度って
何なん？

どんどん広がる

看護職のキャリアを支援します。

看護師等の届出制度

キャリナースサイト
ユーザー登録ページにアクセス

https://kaiin.nurse.or.jp/
members/JNG000101

「働く」から「働き続ける」へ

職場 を 辞めたら

変更はPC・スマホで簡単便利やねんで！

キャリナースは、都道府
県 看 護 協 会・日 本 看 護
協会の会員の皆さまが
ご利用いただける会員
専用のWEBページです。

大阪府ナースセンターは

特典一覧は
ホームページで
随時更新中！

免許を持ちながら看護師等の
仕事に就いていない方に、氏名
や連絡先などを都道府県ナー
スセンターに届けて頂く制度
です。
（「看護師等の人材確保の促進
に関する法律」による）

届け出たら
どうなるん？

届出はPC・スマホで
めっちゃ簡単！

都 道 府 県 ナ ー ス セ ン タ ー が、
研修や就職相談などの支援を
無料でさせていただきます。
ほんま
頼りになる〜
https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

広告

「大阪府看護協会 入会のご案内」
で検索！

帝国ホテル
直営レストラン、バー・ラウンジ

ホテルモントレ

ラ・スール大阪

利用料金の10%割引

ウエディングプランに含まれる
料理・飲料 料金の10%割引
挙式料の50%割引

各レストランを優待価格で利用できます。
【利用条件】会員証を提示

大阪市中央公会堂

挙式＆披露宴

婚礼代金総額の5%割引
貸衣裳店ＶＥＲＯＮＡ

ドレス・タキシードプラン 20%割引

（¥125,000（税別）
⇒¥100,000（税別）
）
【利用条件】会員証を提示
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トヨタカローラ南海株式会社、
ネッツトヨタ南海株式会社、

【利用条件】会員証を提示

有限会社マリッジプランナー・
貸衣裳店ＶＥＲＯＮＡ

トヨタ南海グループ

ＤＵＯ南海株式会社

準備中

株式会社メガネスーパー
メガネ、コンタクトレンズ、サングラス、補聴器
通常価格の15%割引

トータルアイ検査、アイケアリラクゼーション
優待割引

【利用条件】チラシ提示

株式会社マルゼンホールディングス
カーポートマルゼン
取付作業料金の50%割引
【利用条件】会員証を提示
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i n f o r ma t i o n
改選役員等の推薦及び立候補について

令和3年度 大阪府看護協会

● イベント情報 ●

令和３年度役員・推薦委員の立候補について、以下の通り推薦を受け付けます。
なお、推薦いただいた方々につきましては、候補者として推薦を確定させていただきます。
（「推薦に関する規程」第3章 候補者推薦等に基づく）
推薦委員会

【改選役員名等及び人数】

看護の力で健康な社会を！

令和 3 年 5月15日
（土）開催予定
※今般のコロナの状況によって変更となる場合もあります。

副会長

1名

助産師職能理事

1名

看護師職能Ⅰ理事

1名

看護師職能Ⅱ理事

1名

監事

1名

市東支部理事

1名

市南支部理事

1名

堺支部理事

1名

府南支部理事

1名

泉南支部理事

1名

市北支部理事（補選）

1名

推薦委員

11名

【令和４年度日本看護協会代議員53名及び予備代議員同数名】

詳細は決まり次第ホームページ等でご案内いたします。

（
「代議員及び予備代議員に関する規程」に基づく）

【推薦締切日】令和3年3月23日（火）

もずと

改選役員及び推薦委員、代議員の立候補についてお知らせします。

も登録

（「選挙に関する規程」第3章

完了したで！

もずやんと一緒に
大阪を盛り上げていくようがんばります!

【立候補の届け出】

役員・推薦委員、代議員に立候補する方は、
定款細則第13条の規定に基づく「選挙に
関する規程」第13条第1項の規定により正
会員10人以上の推薦を受けて届け出てく
ださい。

大阪府看護協会は大阪府広報担当副知事の もずやん とともだちに
なりました。
今後、大阪府と広報活動で相互協力を行い、
「OSAKA看護だより」
「テ
アテ」などの機関誌・広報誌へのイラスト掲載、
「看護フェスタおおさ
か」などのイベントへ、もずやんの出演を考えています。
大阪府看護協会に「大阪府 府政だより」を置いていますので、
ぜひお読みください。

役員等の候補者に基づく）

©2014 大阪府もずやん

理事会だより
令和２年10月9日（金）
協議事項

広告

選挙管理委員会

【届出方法】

立候補届出用紙に記入の上、選挙管理委員
長あてに郵送してください。
※立候補届出用紙は、総務部担当者へ申し出て
ください。ホームページからもダウンロード
できます。

【立候補締切日】令和3年3月23日（火）

理事会議事録概要は…

大阪府看護協会

検索

令和２年12月14日（月）
協議事項

１．特定行為研修指定機関設置規程の
変更について ⇨ 承認

１．令和３年度重点事業（案）について ⇨ 承認

２．特定行為 外科系基本領域パッケージコースの
開講について ⇨ 承認

３．令和２年度補正予算(案)について ⇨ 承認

２．保健師職能委員会委員の変更について ⇨ 承認

令和２年11月6日（金）
協議事項
１．令和３年度重点事業について ⇨ 承認
２．特定金融資産取扱規程の改正について ⇨ 承認
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14

2
24 〜26
水

主催 ◆ リード エグジビション ジャパン株式会社
後援 ◆ 公益社団法人 大阪府看護協会

詳細は

金

インテックス大阪

介護 & 看護 EXPO

検索

※会期が変更になりました ４月→８月
8
25 〜27 インテックス大阪
水

OSAKA 看護だより
大阪府看護協会 会報誌

金

大阪府知事指定 伝統工芸品

和泉蜻蛉玉

山月工房作

蜻蛉玉とは紐通し穴のある色模様のついた硝子玉。
主催 ◆ 看護未来展実行委員会

詳細は

看護未来展

和泉国（現在の堺市）では、奈良時代以前よりガラス玉

検索

が作られ有名でした。明治初期には製造技術が確立
し、現在も受け継がれています。

広告

コロナ時代の
パラダイムシフト

広告

その課題とチャンス

初めてのWeb学会を終えて
第３波を乗り越える

大阪コロナ重症センター
多職種連携が決め手!!
-医療安全対策委員会-

OSAKA看護だより
第141号

55,085名（令和2年12月末現在）

内訳

令和２年度会員数

保健師

655名

助産師

2,098名

看護師

50,620名

准看護師

発行日／令和3年2月1日 発行人／高橋 弘枝 編集・発行所／公益社団法人 大阪府看護協会
〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目2番22号 マルイトOBPビル8階 TEL. 06-6947-6900 FAX. 06-6947-6901
http://www.osaka-kangokyokai.or.jp

1,712名

看護まんが

つながりそう?! つながらない?!
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