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准看護師問題検討委員会 委員長：赤見 朋子 

１．活動目標    

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範囲に関するガイドライン及び活用ガイド

の周知を図る 

2）看護管理者対象のワークショップを開催し、問題抽出及び今後の課題を明らかにする 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内   容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

1）ガイドラインを推進するための企画検討 

2）准看護師との協働について 

3）准看護師の教育体制と進学支援について 

全７回 
委員14名 

（延べ人数98名） 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

委員会活動 

【マルイトOBPビル】 

1）ガイドライン推進の問題の情報交換と課題抽出 

2）より良い看護をするために准看護師と協働す

るには 

3）准看護師を育てるには（教育体制及び進学支援） 

4）広報活動 

(1)令和３年度大阪府看護協会通常総会に「准看

護師の就業・進学」に関する実態調査を掲載 

(2)テアテvol20「看護職になるには」を掲載 

委員会で討議

し今後の対策

を検討した。 

委員14名 

ワークショップ 

【マルイトOBPビル】 

『「困りごと」を解き明かそう！看護師・准看護

師・看護補助者の役割と責任の違い』 

1）ガイドラインの概要と要点 

2)「准看護師の就業・進学」に関する実態調査 

3）ガイドラインの活用実践報告 

12月16日 
参加人数60名 

（内、委員13名） 

【活動の概要】 

 当委員会は、２つの目標をもとに活動に取り組んだ。令和２年度に実施した「准看護師の就業・進学」

に関する実態調査の結果から、ガイドラインの理解と周知が不十分であることがわかった。その課題解決

のため、令和３年度は、委員会で活発な議論を重ね、看護管理者を対象としたワークショップを企画・開

催した。ワークショップは、ガイドラインを理解してもらう機会となり、看護チームにおける看護師・准

看護師・看護補助者の看護業務範囲について意識付けを行い課題の抽出ができた。また、ガイドラインの

活用実践報告とグループワークでは、准看護師の教育体制や進学支援等の具体的な取り組み内容を共有し、

今後の活動に活用できると考える。一方、支援を受け進学できる者もいれば、経済的理由や進学を望まな

い准看護師がいることも明らかになった。今回、ワークショップで看護管理者間の情報共有と意見交換を

行い、ガイドラインの理解はできたが、自施設で実際に取り組むには難しい面もあり、ガイドラインを活

用するための課題が明確になった。 

 

４．課題・その他 
   

1）各施設におけるガイドラインの周知と活用は、対象者を考えて今後も継続して研修等に取り組む必要が

あり、准看護師への進学支援も重要な課題である。 

2）ワークショップ開催で抽出された看護管理者の困り事への対策について、追跡調査を検討していく。 

令和３年度 委員会報告 
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広報委員会 委員長：古味 留美子 

１．活動目標    

 会員向け機関誌「おおさか看護だより」と府民向け「テアテ」の企画編集を審議し、看護協会の活動の

内容や看護職の活動について幅広く会員・府民に情報発信する。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

広報委員会 

【マルイトOBPビル】 

【ZOOM開催】 

1）「OSAKA看護だより」府民向け「テアテ」の

企画編集の審議 

2）Nursing Nowのプログラム内容についての 

審議 

3）広報委員会の広報活動の重要性と実際につい

ての意見交換 

4）今年度の振り返りと来年度の活動についての

検討 

全８回 委員16名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

Nursing Now 
【グランフロント大阪

ナレッジシアター】 

当日取材 

アーカイブ版の広報 
６月30日  2名 

OSAKA看護だより 

No.143号 

施設内取材 

原稿入稿 

1）Nursing Nowレポート 

2）ストレス発散法 

3）新型コロナウイルス感染症の取り組み紹介 

８月１日 

発行 
14名 

OSAKA看護だより 

No.144号 

施設内取材 

原稿入稿 

1）活躍する特定行為研修修了者 

2）コロナ禍での新人教育におけるコミュニケー

ション 

3）コロナ禍での新人教育の工夫例 

11月３日 

発行 
30名 

OSAKA看護だより 

No.145号 

施設内取材 

原稿入稿 

1）友納参与巡回講演会 看護と法律 ～看護記

録とSNS～ 

2）FOCUS! 新型コロナウイルス感染症 

２月１日 

発行 
 7名 

その他広報活動 1）支部及び各施設での協会イベント等の周知   

【活動の概要】 

 本委員会は、会員や府民に向けての出版物に関する企画編集を審議し、大阪府看護協会の広報活動に取

り組むため、大阪府下11支部の看護職員と大阪府看護協会広報担当常務理事と広報担当職員の合計16人で

構成している。令和２年に発生した新型コロナ感染症による影響は今年度になっても続いており、４月、

５月は緊急事態宣言もあり委員会を開催することが出来なかった。このような状況だからこそ会員や府民

に向けて看護職員の活動の実態を知っていただく広報誌としての役割を強く感じて活動した。本来12回開

催予定の委員会は８回の開催となり集合開催できないときはオンラインやメールで意見や要望を出し合
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い、審議し、滞りなく発行することが出来た。 

 会員向け機関誌「OSAKA看護だより」142号は、令和３年度通常総会冊子を別冊とし総会に切り離して

持参できるように工夫し好評を得た。143号は人数制限し開催された通常総会について報告し、６月30日開

催された「Nursing Nowレポート」では看護学生も参加する中、看護師が語る看護の尊さについて取り上

げ、YouTubeでアーカイブ発信し、幅広く閲覧できるようにQRコードも設定。144号は特定行為研修修了

者の研修終了後の活動状況を特集し、特定行為研修受講の参考になる内容とした。145号では新たな時代に

向けた多様性に富んだ人材確保・活用について各医療施設の実践例の座談会を掲載した。また、各号では

新型コロナウイルス感染症に関する各施設のコロナ対策にフォーカスして紹介した。 

 府民向け広報誌「テアテ」19号は「地域のため、地域と共に。」と題しコロナ最前線で戦う医療従事者の

姿を記載。20号は「コロナ禍で見つけた看護の魅力」をテーマに看護職員が看護を選んだ理由、続ける理

由、復帰した理由に分類し病院や訪問看護、介護施設、学校など様々な環境で働く看護師の思いを記事に

した。将来、看護職を目指してくれる可能性のある学校等へも配布することが出来、職業選択の参考にな

ればと願う。イベントの開催は余儀なく縮小という形ではあるが「Nursing Nowキャンペーン」「看護未

来展2021」「看護＆介護EXPO」等に参加し、広報にて内容を伝えることができた。 

 

４．課題・その他 
   

 令和４年度も制約の多い中での活動ではあるが会員の知りたい情報の発信に向けて内容充実に努めてい

きたい。今後は広報誌だけでなく、会員が利用しやすい情報発信のツールも工夫し、いつでもどこでも情

報を得ることが出来る環境を個人情報に配慮しながら整備に取り組んでいきたい。 
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医療安全対策委員会 委員長：柄 綾乃 

１．活動目標    

1）医療安全委員会及び支部交流会を通して安全に係る問題を共有し、諸問題に対して検討する。 

2）医療安全に係る最新の情報共有および委員会で検討した事項を各支部にフィ―ドバックする。 

２．活動内容    

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

【ハイブリッドZoom開催】 

1）各支部の交流会で検討した医療安全に関する

問題点や困りごとの意見交換 

2）意見交換した内容を基に、各支部の支部交流

会等を活用し情報発信 

3）コロナ禍における各施設の医療安全に係る状

況について意見交換 

全11回 
委員 

26名 

交流会他 

【Zoom開催】 

1）医療安全支部交流会 

①府北支部３回 ②府北西支４回 ③府北東

支部３回 ④府東支部４回 ⑤市北支部５回 

⑥市西支部４回 ⑦市東支部３回 ⑧市南支

部５回 ⑨堺支部２回 ⑩府南支部２回 ⑪

泉南支部３回 

全39回 
延べ 

439名 

３．活動実績    

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

学会報告 

【完全Webオンデマンド】 

第９回大阪府看護学会 

経腸栄養関連製品に関する情報発信 

12月10日～ 

１月18日 
 

【活動の概要】 

 令和２年より経管栄養接続コネクター変更について学習会及び各施設への啓発を行った。令和３年度は、

引き続き経腸栄養コネクターについて具体的な変更計画・変更後の問題点などを意見交換、および当協会

の広報誌や理事会・他の委員会などで以下について情報発信してきた。経腸栄養関連製品に関するISO(国

際規格)への統一・導入前後のポイント・導入時に活用できる参考資料などを紹介した。また、新型コロナ

ウイルス感染症に伴う各施設での医療安全に関する事項について、自施設での取り組みや問題点について

意見交換、情報共有、情報発信を行った。意見交換では薬剤師・臨床工学技士・放射線技師などの他職種

からの発言もあり、チーム医療の観点から検討することができた。その他、自施設での困りごと、例えば

身体行動制限同意書や、病床を含む監視･防犯カメラ、また事務文書管理などについて意見交換し、自施設

の振り返りとともにあるべき姿について検討を行い、医療安全の向上に努めた。広報活動は、OSAKA看

護だよりvol.144医療安全通信「コロナ禍のリモート面会 良い例・悪い例」を委員会で意見交換した内容

を基に、作成し情報発信を行なった。 

４．課題・その他    

【課題】 

1）支部交流会を通して、地域の医療従事者が相談できるように各支部で体制を整備しておく必要がある。

また、各支部の施設代表者会で医療安全対策委員会から情報発信を行っていく。 

2）委員が各支部から日常の課題を吸い上げ、委員会内で検討した内容を再度各支部へのフィードバックを

行うとともに、他の委員会との連携を図り地域の医療安全に関する質の向上を目指す。 

3）議題については、委員会前に回収し当日各委員が取り組み内容を発言できるようにする。 

【その他】 

1）支部交流会を開催するにあたり、Zoomの使用を効果的に行うよう整備する。 

2）委員が積極的な発言を行い、医療安全委員会の活性化を図る。 
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防災・災害看護委員会 委員長：杉田 智惠子 

１．活動目標    

 諮問事項（1）～（6）のうち、 

（1）災害支援ナースの登録に関すること 

（2）災害支援ナースの研修・防災訓練等の質向上に関すること 

以上を中心に活動する。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

災害対策要綱の周知・災害支援ナース育成につ

いて 
全９回 

委員 

14名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

研修 

【ZOOM開催】 

研修名：「災害支援ナース育成研修」 

講師：堺市保健センター 西本夕紀氏 

市立岸和田病院 山上富子氏 

12月20日 43名 

災害支援ナース啓蒙活動 

【大阪府看護学会WEB】 
災害支援ナースPRスライドを作成配信 

12月10日～ 

１月18日 
 

災害支援ナースマニュ

アル・災害対策要綱（会

員用）作成 

大阪府看護協会災害支援ナースマニュアル・災

害対策要綱（会員用）を作成しHPに掲載 
  

【活動の概要】 

 ３職種14名の委員で、災害支援ナースに関すること、災害対策の普及に関することを役割とし活動を行っ

た。「災害支援ナース」に関しては「災害支援ナース育成研修」を実施した。オンラインでの開催であった

が、43名と例年とほぼ同数の参加があり、参加者からは概ね好評であった。また、災害支援ナースに関す

る情報をまとめ、スライドにして大阪府看護学会で発表した。また、昨年度から検討していた、災害支援

ナースマニュアル・災害対策要綱を整備し、看護協会のHPに掲載することができた。 

 

４．課題・その他 
   

1）災害支援ナースが増加しない課題があり、その要因の一つとして基礎研修への受講のしにくさが考えら

れた。そのため次年度は受講しやすい日程、開催回数も１回/年⇒２回/年とした。これにより基礎研修

への参加者の増加から災害支援ナースの登録増加に繋げる。 

2）災害対策要綱をもとに、大阪府看護協会と各支部及び病院との連携のための周知活動・情報共有・ネッ

トワーク構築に向けての取り組みが必要。 
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感染対策委員会 委員長：掛屋 弘 

１．活動目標    

 大阪府下で暮らす地域住民を感染症から守るために、地域保健医療福祉における質の高い感染対策の推

進を図る。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【ハイブリッド】 

1）社会福祉施設等感染症予防重点事業実施報告

と課題の検討 

2)「感染症予防を実践・推進できるリンクナー

ス育成研修」企画・実施報告・評価 

3）大阪府看護協会感染管理地域ネットワーク構

築 

全６回 
委員 

 19名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

大阪府受託事業 

社会福祉施設等感染症

予防重点事業 

【マルイトOBPビル】 

施設訪問：今年度訪問数193件中187件（３月末

実績） 
－ － 

1）電話相談：計31件（12月末実績） 

2）オンライン相談：計13件（１月末実績） 
－ － 

1）社会福祉施設等向けリーフレット「新型コロ

ナウイルス感染症対応早わかりブック」作成 

2）社会福祉施設等における新型コロナウイルス

感染症の感染予防・感染拡大防止対策FAQ

作成 

3）新型コロナウイルス感染症対策のためのPPE

着脱動画の作成 

－ － 

研修会 

【マルイトOBPビル】 

【ナーシングアート大阪】 

大阪府依頼研修名：「社会福祉施設等における新

型コロナウイルス感染症に係るWEB研修会」 

 講師：感染管理認定看護師 

８月 

計４回 
195施設 

大阪府補助金事業研修名：「感染症予防を実践・

推進できるリンクナース育成研修」 

 講師：感染症専門医/感染管理認定看護師 

各３日間× 

３回 
 89名 

大阪府受託研修名：「多施設合同研修（新人看護

職員研修）」 

 講師：感染管理認定看護師 

６月28日 280名 

大阪府補助金事業研修名：「クラスター発生施設

への出向に関する感染対策の研修」 

 講師：感染管理認定看護師 

７月～１月 

計９回 
 35名 

大阪府依頼研修名：「新型コロナウイルス患者受

入病院清掃事業者研修」 

 講師：感染管理認定看護師 

７月 

計２回 
100社 
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大阪府補助金研修名：「新型コロナウイルス感染

症患者（重症患者）対応の看護従事者人材育成

研修」 

 講師：感染管理認定看護師 

７月～11月 

計５回 
240名 

 

研修名：「公益社団法人大阪介護支援専門員協会

研修会」 

 講師：感染管理認定看護師 

11月.1月 

計２回 
140施設 

大阪府研修名：「社会福祉施設等応援派遣職員向

け実技研修会」 

 講師：感染管理認定看護師 

11月.１月 

計２回 
 52名 

【活動の概要】 

 本委員会は、大学の学識経験者（感染症専門医/看護大学学部長）、行政（大阪府健康医療部、大阪府福

祉部）、病院認定看護管理者、介護・福祉施設看護代表者、感染症看護専門看護師及び感染管理認定看護師、

本会役員及び職員を委員として2021年度に発足した。医療、福祉・介護施設、在宅等感染予防に関するこ

と、感染対策に関する研修及び啓発事業に関することを審議事項とし、今年度は主には、大阪府から受託

した「社会福祉施設等感染症予防重点強化事業」の実施報告と共有、課題についての審議、大阪府補助金

事業「感染症予防を実践・推進できるリンクナース育成研修」の企画・実施報告・評価および課題につい

ての審議を行った。 

 

４．課題・その他 
   

1)「感染症予防を実践・推進できるリンクナース育成研修」500名への対象拡大に伴う、効果的な研修企画

と実施 

2）大阪府看護協会感染管理地域ネットワークの設立に伴う、地域内での効率的かつ効果的な施設ラウンド

とコンサルテーション体制など、地域連携の強化を図るための体制整備 
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教育委員会 委員長：林田 裕美 

１．活動目標    

 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、教育研修を担っている。教育研

修の円滑な運営を行うとともに、研修の評価に基づいて次年度の研修を検討、さらにニーズに基づいた研

修を新規に企画する。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

1）終了研修報告・評価・短期研修申込状況共有 

2）次年度の新規研修企画 

第４金曜 

全12回 

委員 

 18名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

短期研修 

【マルイトOBPビル・

ナーシングアート大阪】 

全97研修 

【集合研修】86研修(講師のみオンラインのハイ

ブリッド含む) 

【ZOOM開催】11研修 

0.5日～３日 

述べ117日 

延べ 

約7,623名 

教育委員企画 

トピックス研修 

【ナーシングアート大阪】 

「コロナ禍の新人教育を考える」【第２弾】 

（完全オンライン研修） 

【講師】 

内藤知佐子 京都大学大学院医学研究科 

林田裕美 公立大学法人大阪府立大学大学院 

奥田尚美 枚方療育園関西看護専門学校看護

専門課程看護学科副学校長 

千種保子 八尾市立病院 看護局長 

村上美保 大阪市立大学医学部附属病院 副

看護師長 

元島仁弥 星ヶ丘医療センター 看護師長 

Ｒ４年 

１月12日 
194名 

【活動の概要】 

 主に短期研修の評価と新規研修の企画を行った。評価は、担当を決めて研修の運営・進行に参加しなが

ら、受講者のアンケート結果をもとに、研修テーマや内容、時間配分、実施方法などを評価した。研修運

営では、新型コロナウイルス感染症の予防対策として、不織布マスク着用・黙食を徹底し、演習時はアイ

シールドの着用をすすめた。新規研修の企画は、委員が４グループに分かれて、既存の研修評価や臨床現

場の状況に鑑みた研修テーマについて検討を進めた。新規研修として、コロナ禍での新人看護師教育（2021

年度トピックス研修として実施）、外来と在宅療養を担う看護職、中堅看護師向けの研修、自施設での研修

会・勉強会の企画立案についての研修（2022年度実施予定）を予定している。 

 

４．課題・その他 
   

1）研修受講方法の多様化を図る。 

2）調査票の見直しや評価視点の再確認などを行っていく。 

3）新型コロナウイルス感染症の予防対策について協会の方針に基づき安全な研修運営に協力する。 

4）臨床現場からの要望やニーズを基に、新規研修を企画する。 
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学会委員会 委員長：中嶋 有加里 

１．活動目標    

 大阪府看護学会の企画・運営・評価を行う 

２．活動内容    

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル

ナーシングアート大阪】 

【Zoom開催】 

1）第９回大阪府看護学会（WEB開催）につい

て 

 (講演・シンポジウム講師、ポスター、プロ

グラム検討、再査読、優秀演題候補演題選

出、評価など) 

2）第10回大阪府看護学会について 

 (学会テーマ・講演およびシンポジウム講師

検討) 

全11回 
委員 

22名 

３．活動実績    

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

再査読 

【ナーシングアート大阪】 

初回審査（１演題１名の抄録選考委員）にて「判

定c」で、修正し再提出された演題46題を１演

題２名の学会委員で再査読した。 

９月14日 15名 

優秀演題候補演題選出 

【ナーシングアート大阪】 

初回審査の抄録選考委員からの推薦は１題の

みであったため、「判定a」10題「判定b」24題

の中から、学会委員が追加で６題を選出した。 

10月26日 16名 

収録 

【マルイトOBPビル・

ナーシングアート大阪】 

教育講演・会長講演・シンポジウムの収録 

９月28日 

10月20日 

11月４日 

 3名 

第９回大阪府看護学会 

【WEB開催】 

テーマ：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～ 

※１月10日（月･祝）最終日、配信トラブルの

ため延長 

12月10日(金) 

～2022年 

１月18日(火) 

22名 

優秀演題の２次審査 
優秀演題候補７題を、１演題３名の学会委員で

審査した。 

12月10日(金) 

～2022年 

１月４日(火) 

15名 

優秀演題の３次審査 

【マルイトOBPビル】 

優秀演題候補７題の中から、最優秀賞１題、優

秀賞３題を選出した。 

2022年 

１月５日(水) 
 7名 

【活動の概要】 

 コロナ禍で「初めてのWEB開催」のため、円滑な運営を目指して取り組んだ。主な変更は 1)オンデマ

ンド型で会期１か月間（年始含める）2)演題登録オンライン化（抄録項目見直し、倫理的配慮・利益相反・

抄録選考の基準明示）3)優秀演題１・２次審査方法 4)発表形式パワーポイント（優秀演題候補必ず音声付

き）5)参加者評価「いいね賞」創設、である。その結果、応募81題全て採択（２年前の第７回97題）、最終

日の配信トラブル以外、進行過程で生じた課題に対応しながら円滑に運営できた。参加者が会場開催であっ

た第７回1,438名（学生93名）より、766名（学生０名）と減少したが、アクセス者累計は1,523名（配信ト

ラブル日除く）と増加した。１月委員会で運営課題を明確にして、次回準備を進めている。 

４．課題・その他    

1）今年度の第９回大阪府看護学会は完全WEBオンデマンド配信であったが、来年度の第10回に関しては、

一部大阪府看護協会での開催およびライブ配信を交えてのハイブリット型の開催を検討する。 

2）学生の参加促進、共同研究者の参加登録など、参加者数を増やす対策が必要である。 
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倫理委員会 委員長：横田 香世 

１．活動目標    

 大阪府看護協会の事業に関連して実施される研究、その他、委員会の目的を達成するために必要な倫理

的事項を審査する 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【ナーシングアート】 

倫理審査委員会の期限までに提出された研究

計画書類一式について倫理審査を行う 

全３回 

全て休会 
委員 9名 

 

３．活動実績 
   

【活動の概要】 

 令和３年度は倫理審査申請がなく、３回開催を予定していた委員会は休会であった。 

 

４．課題・その他 
   

 次年度、研究・学会発表を大阪府看護協会内でも促進していく。 
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地域包括ケア委員会 委員長：小畑 宜寛 

１．活動目標    

 地域包括ケアシステムを構築するための関係機関、及び職種間の連携を図るために 

  1）顔の見える関係からともにつながる実践 

  2）看看連携、地域における他職種連携の推進 

  3）ネットワークの構築 

に取り組む。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 委員数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

令和３年委員会活動計画の検討 

各支部における看看連携内容についての進捗

報告 

各委員(多職種)の役割について情報共有 

全10回 
委員 

13名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

訪 問 

訪問２件  

府南支部理事への活動報告(7/14) 

泉南支部理事への活動報告(7/19) 

７月14日 

７月19日 

 2名 

 3名 

施設代表者会への参加 

府北支部(4/27･5/25･7/27･10/27･2/22) 

府北東支部（7/19・10/25） 

市西支部（7/30･10/29） 

市北支部(7/28) 

泉南支部(4/27･5/25･6/21･7/27･9/28･10/26･

1/25) 

左に記載  5名 

研修会 

【ナーシングアート大阪】 

研修名：ICT導入に関する基礎から応用までの

ワークショップ ～めざせ！ ICTで多職種連

携～ 

 講師：大阪急性期・総合医療センター 

    春岡登志子氏 

 講師：大阪府立大学大学院 現代システム科

学専攻 医療看護情報システム研究室 

高田賀章氏 

12月14日 51名 

【活動の概要】 

 今年度は、委員が支部理事へ活動報告や施設代表者会議への参加などを行った。結果、支部で看看連携

を推進するための意見交換会やアンケートよる意向調査の実施、また、地域内の施設紹介の動画を作成す

るなどの取り組みを始めている。これ以外にもコロナ禍での新たな連携手法を考えるためのワークショッ

プを開催、実践例から利点や可能性などの報告とともに、主にZOOMでの情報交換の手順や留意点を学習

した。 

 

４．課題・その他 
   

 さらなる施設代表者会議との連携強化を図る。 

 他の委員会との連携を行う。 
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訪問看護師支援委員会 委員長：森谷 和代 

１．活動目標    

 訪問看護師と利用者・家族によるパートナーシップ構築を基盤としたハラスメント予防対策の推進と普

及啓発により、訪問看護実践における課題解決に寄与する。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 委員数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

1）リーフレット作成 

2）ハラスメント事例検討・報告書作成 
全９回 

委員 

 13名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

リーフレット作成 

パートナーシップ啓発用リーフレット 

「訪問看護ができること」作成、及びホーム

ページに掲載 

６月30日 
府内1,509事業所

へ送付 

研修会 

【オンデマンド】 

研修名「利用者とその家族とのパートナーシッ

プの構築」 

 講師：関西医科大学看護学部  

    教授 安酸史子氏 

９月13日～ 

９月24日 
延177名 

活動報告 
事例検討を通じ「訪問看護師支援委員会活動報

告」作成 
２月18日 ― 

【活動の概要】 

 訪問看護における利用者・家族とのパートナーシップを基盤としたハラスメント対策に関する 

啓発リーフレット「訪問看護ができること」を作成し、大阪府内1,509事業所へ送付するとともに協会の

HPに掲載した。 

 訪問看護師を対象とした研修「利用者とその家族のパートナーシップの構築」を企画し、オンデマンド

配信した。研修事前アンケートでは「ハラスメントを受けた経験があるか」についての回答は192名中「は

い」が97名（50.5％）であった。 

 訪問看護場面でのハラスメント事例集をまとめた「訪問看護師支援委員会活動」の報告を作成した。 

 その委員会活動報告を基盤としてハラスメント防止ガイドについて検討し、「訪問看護師のためのカスタ

マーハラスメント予防・対応ハンドブック－NO！ と言わせてもらいます－」の完成を目指す。 

 

４．課題・その他 
   

 リーフレット「訪問看護師のためのカスタマーハラスメント予防・対応ハンドブック－NO！ と言わせ

てもらいます－」を活用し、訪問看護ステーションおよび地域への啓発活動を行う。 
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労働環境支援委員会 委員長：阿部 智子 

１．活動目標    

1）健康で安全な職場づくりの推進 

2）看護職が働き続けることが出来る労働環境づくりの推進 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

1）労働環境実態調査を踏まえた労働環境改善

に向けた取り組みに関する検討 

2）コロナ禍における労働環境に関する情報交

換 

全11回 
委員 

 15名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

労働環境改善に向けた

委員会の議論 

【マルイトOBPビル】 

1）時間外労働及び賃金の課題 

2）業務内容の課題 

3）看護補助者の人材確保困難と協働における

課題 

4）ハラスメント対策に関する課題 

5）看護職が健康に働くために必要なメンタル

サポートに関すること等について、今後の

対策を検討した。 

11回 
委員 

 15名 

意見交換会 

【マルイトOBPビル】 

【ZOOM/ハイブリッド】 

「やっぱりそうか!! 時間外労働削減のために

できること」 

意見交換会 

２月12日 168名 

【活動の概要】 

 本委員会の活動は、2040年を見据え持続可能な働き方の実現を目指して日本看護協会が示した提案及び

大阪府下の労働環境実態調査を踏まえて上記1)～5)について議論を行った。その結果、特に令和３年度は、

時間外労働の課題について検討する必要があると考え、看護師長等を対象として「看護管理者のための労

働基準法のポイント」「実践事例報告７例」について紹介し意見交換会を行った。今回の取り組みの結果、

参加施設の看護師長等管理者が、時間外労働の可視化・多様な働き方等の情報共有や労働環境改善の実践

について検討することができた。 

 

４．課題・その他 
   

 今後さらに持続可能な働き方を実現するためには、病院のみならず施設や訪問看護ステーション等で引

き続き時間外労働の可視化や持続可能な働き方に関する情報共有と取り組みの実践を行うことが重要であ

る。一方で、人口減少など看護職の担い手不足や看護職の高齢化の課題が示されており、看護業務の効率

化やICTを活用した効率的な働き方等、幅広い視野に立った柔軟な考え方や支援ができるような仕組みを

検討することが今後の課題である。さらに医師の働き方改革等タスクシェアやタスクシフトが推進される

中、看護職の働く環境の変化についても検討する必要がある。 
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中小民間病院看護支援委員会 委員長：村井 真由美 

１．活動目標    

1）各支部内の看護管理者が、自施設の課題解決に向けて共同して取り組めるネットワーク構築につい

て効果的な方法を検討する。 

2）交流会で看護管理者が様々な情報や意見の交換、課題を共有するための場づくりを支援する。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル 

ナーシングアート大阪】 

1）各支部のネットワーク強化のための検討 

2）各支部の交流会活動の報告・各支部施設訪

問の報告 

3）コロナ関連の情報交換 

4）労働局からの情報提供 

全10回 
委員 

12名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日数 参加者数 

支部毎の交流会 

【各支部内】 

各支部で開催し支部の課題や問題について意

見交換や情報交換 
全35回 延べ284人 

意向調査 

大阪府内の中小規模病院398施設を対象に中小

民間病院看護管理者に対してFAXで調査を実

施 

７月～８月 
185施設より 

回答を得た 

施設訪問 

コロナ禍で交流会に参加が難しい施設に対し

てヒアリングと情報交換のために施設訪問を

実施 

（300床未満１施設・200床未満２施設・100床

未満４施設） 

11月 

12月 
７施設訪問 

【活動の概要】 

 今年度は、中小民間病院のネットワークを強化できるよう意向調査を基に、交流会を実施した。その結

果、これまで交流会に参加していなかった施設からも参加があり、意見交換を行うことができた。加えて、

交流会に参加できない小規模病院や精神科病院等は、施設訪問や電話訪問などを実施し意見交換の場を設

けた。今回の意向調査をはじめ支部内の看護管理者が関わりを持つことは、身近な支援として有効で、引

き続きネットワーク強化につながる効果があると考える。 

 コロナ関連の情報交換では、感染管理認定看護師や感染症専門医が常駐していない中小民間病院が数多

くある中で、体制や課題を共有し提言することができた。 

 大阪労働局アドバイザーの情報提供は、働き方改革推進事業の紹介や障がい者雇用についてタイムリー

な情報が得られ、支部交流会で共有することができ有用であった。 

 

４．課題・その他 
   

1）支部ごとに問題や課題を検討できるフィールドが異なり、支部でそれぞれの課題を抽出し、必要な支

援が実施できるよう方法を検討する。 

2）支部理事と連携しながらネットワークを強化していく。 

3）看護管理者が情報や意見交換、課題を共有するためにニーズに合わせた支援を継続する。 
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ナースセンター運営委員会 委員長：西野 万寿子 

１．活動目標    

1)地域包括ケアシステムに必要な人材確保 

（1）潜在ナースの発掘 

（2）潜在ナースの復職支援 

（3）プラチナナースの活用 

（4）コロナワクチン接種に必要な人材のあっせん 

2)看護職のキャリア支援 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

ナースセンター事業に関する運営についての

協議 
全３回 

委員 

15名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

運営会議 

【マルイトOBPビル】 

1）令和２年度ナースセンター実績報告 

2)新型コロナウイルス感染症看護職確保につ

いて 

3)令和３年度看護職確保対策 

4)令和３年度ナースセンター事業計画 

７月１日 14名 

運営会議 

【マルイトOBPビル】 

1）看護職員の需給見通しと確保対策（大阪府） 

2)新型コロナウイルス感染症関連進捗状況 

3)令和３年度事業中間報告 

4)2021年度地域に必要な看護職確保推進事業

(日看協事業)について説明 

11月４日 15名 

運営会議 

【マルイトOBPビル】 

1）令和３年度ナースセンター実績報告 

2）新型コロナウィルス感染症関連報告 

3）令和４年度看護職確保対策 

4）令和４年度ナースセンター事業計画 

5）2021年度地域に必要な看護職確保推進事業

報告（日看協事業） 

３月３日 14名 

【活動の概要】 

 看護職確保対策として、ナースセンターの事業報告を受け、復職支援、プラチナナースの活用、キャリ

ア支援について検討した。新型コロナウイルス感染症関連では、各委員から看護職確保状況について情報

交換やワクチン接種講習会で発掘できた潜在ナースをどのように活用していくかについて意見交換を行っ

た。 

 

４．課題・その他 
   

 超高齢社会で必要とされる看護職確保とコロナ対応看護職の確保を並行して遂行していくには、令和３

年度に発掘した潜在ナースの活用が課題である。委員会では各団体との連携を強化し、潜在ナースが効果

的に復職できる取り組みを協議する。 
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事業運営委員会 委員長 高橋 弘枝 

１．活動目標    

 事業計画に基づき、事業の執行状況及び実績評価等に関すること、その他委員会の目的達成に必要な事

項について意見交換を行う。新型コロナウイルス感染症に係る事業については、感染状況により大阪府等

の要請に応じ、対応していく。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

新型コロナウイルス感染症の対応状況を含め、

次年度の重点事業及び資金収支予算などを説

明し、意見交換を行う。 

全２回 

(うち１回休会) 
20名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 
第１回 休会 ― ― 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

第２回 

1）新型コロナウイルス感染症対応状況について 

2）令和４年度重点事業・事業計画 

3）令和４年度資金収支予算･収支予算について 

３月14日 16名 

【活動の概要】 

 新型コロナウイルス感染症の対応について、大阪府・大阪市等からの要請内容や状況等の説明を行った 

昨年、試行事業として実施していたICN派遣による施設ラウンドが、重点事業として強化され、大阪府知

事重点事業「社会福祉施設等感染症予防重点強化事業」として受託することとなった。次年度も引き続き、

ICNによる施設訪問を行う。 

 昨年よりワクチン接種業務で多くの潜在看護師が従事したが、今後、就職や研修の機会をつくる等、実

質的に看護を提供できる仕組みつくりが必要となる。新型コロナウイルス感染症の対応事業を含め、拡大

した事業の状況について活発な意見交換を行った。 

 

４．課題・その他 
   

 高齢者施設対応について、大阪府や社会福祉協議会の方と協議予定で、医師・看護師など皆で向き合っ

て取り組んでいく必要がある。また、データベース化については、データの維持、保護、ガバナンス、登

録者へのメリットの還元等考えていかないといけない。 

 今後も看護協会として会員や府民のニーズに合った事業を積極的に進めていく。 
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資金管理運営検討委員会 委員長 千葉 鐘子 

１．活動目標    

 新型コロナウイルス感染症対応の影響で、受託事業や補助金の収益が大幅に増加しており、それに伴い

人件費も増加している。短期的な変化のため、コロナ禍に関わらず、資金管理を適正に行い、健全な財政

運営に努める。 

 

２．活動内容 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

定例委員会 

【マルイトOBPビル】 

外部委員（公認会計士、顧問弁護士）へ決算、

定期預金等及び令和３年度の予算執行状況の

報告を行った。取引金融機関及び資金運用のあ

り方などについても意見を求めた。 

全２回  9名 

 

３．活動実績 
   

実施項目 

【開催場所】 
内  容 開催日など 参加者数 

委員会 

【メール開催】 

1）令和２年度決算報告 

2）取引金融機関及び定期預金等の報告 

９月24日～ 

10月８日 
 9名 

委員会 

【マルイトOBPビル】 

【集合開催】 

1）今年度予算執行状況について 

2）定期預金、取引金融機関等について 

3）資金運用の今後のあり方 

３月23日  9名 

【活動の概要】 

 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をした。 

 コロナ事業で収支が大きくなっているので資金管理をしっかり行っていくことや、定期預金については

低金利が続く中、預入先や資金運用のあり方など検討した。 

 資金については、多少リスクをあっても少しでも利率の高い商品へ移すということはせずに、現状維持

で管理をしていくことにした。 

 

４．課題・その他 
   

 本来業務である研修事業などは、内容や運営について新しい展開を行い、さまざまなWEB研修にも対応 

できるように設備などの整備にも努めていきたい。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響はあるが、本来事業の強化へさらに取り組み、特に研修等では収

益を確保できるように努めていく。 

 

 

 

 


