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１	地域包括ケアシステムの推進
●全世代型地域包括ケアを推進するため、地域の看護職間だけでなく保健・医療・福祉・介護関係者との連携を図ります。

１-１	 病院看護師と保健師の連携強化
・地域包括ケアにおける看護職間の連携についての研修（保健師職能委員会）
・産科関係者交流会（助産師職能委員会）
・地域の様々な場所で働く看護職の交流会（地域包括ケア推進委員会）
・地域包括ケア推進看護連携検討会（P.3　表 1参照）

１-２	 名古屋地区支部再編の検討
・名古屋地区支部は、平成 29 年度に二次医療圏に合わせたが、尾張中部医療圏も入り大規模化となった。地域に密着した
活動をするため再編を検討する。

１-３	 市町村の在宅医療・介護連携推進事業の取組みの把握
・多職種連携交流会（P.3　表 2参照）
・県内市町村での実施状況、群市医師会等の参画状況を把握する。
・看護協会のプレゼンスを高める。

２	看護職の資質の向上および役割拡大
●教育研修の運営をセンターにし、看護職の人材育成を進めるための体制や研修プログラム等について検討します。

２-１	 教育研修のセンター化構想による、一般研修受講者 9,000 人の確保
・新規 22 研修を加え受講者の定員を増やし、研修を企画

２-２	 認定看護師を対象とした特定行為研修の検討
・特定行為研修受講に関する施設管理者ニーズ調査・分析等（特定行為研修検討会）
・特定看護師教育再構築準備室の設置

２-３	 在宅領域で働く看護管理者研修プログラムの検討
・訪問看護ステーションはじめ在宅領域で働く看護管理者研修プログラムを検討する内部プロジェクトの立上げ

２-４	 中小規模病院、福祉・介護施設、訪問看護ステーション等への出前講座の実施
・中小規模病院、福祉・介護施設への出前講座の実施　４施設（地域包括ケア推進委員会）
・訪問看護ステーションへの出前講座の実施　10 施設（教育センター）

２-５	 助産師出向支援事業の推進
・助産師出向ガイドラインの周知
・助産師出向支援事業協議会の設置
・助産師出向の実施

３	組織強化と会員の確保
●災害発生時の体制整備を目指して、災害支援ナース登録者の増加と行政・関係団体との連携を図ります。

●協会基盤の強化のため、日本看護協会の看護政策推進事業を活用し積極的に会員の確保に努めます。

３-１	 愛知県行政との連携による災害発生時の体制整備
・災害支援ナースネットワークの整備
・愛知県行政との連携
・愛知県医師会災害医療チームとの連携
・四師会（医師・歯科医師・薬剤師・看護師）による災害時医療救護活動に関する協定締結を検討

３-２	 災害支援ナース新規登録者数の増加
・災害支援ナース登録制度の見直しを図り、登録申請時期を年 2回、3年毎の更新とする。

３-３	 在宅領域、保健師、准看護師の会員数の増加
・看護協会：「協会の概要」「入会案内」の作成と活用した周知、未加入施設への入会案内
・保健師：情報誌を発行し活動を周知、未加入自治体訪問による働きかけ
・助産師：交流会を活用した未加入助産師への働きかけ
・在宅領域の看護師：交流会での入会案内、出前講座での入会案内
・准看護師：学校の施設訪問による看護協会の活動の PR、研修会・交流会での入会案内
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４	日本看護学会―看護管理―学術集会の開催
第50回	日本看護学会―看護管理―学術集会

	日 時	 10 月 23 日（水）、24 日（木）

	テーマ	 新・看護管理	
	 	 －看護の原点をみつめ未来を拓く－
　　　　これまでの半世紀の歩みからこれからの半世紀の未来像を描き、どのようなビジョンをもって看護管理を行っていけば

よいのか参加者一人ひとりが考える場とし、意見交換を行います。

重点事業１　地域包括ケアシステムの推進
表1　地域包括ケア推進看護連携検討会

地区支部 開催日 テーマ・内容

名古屋 2回 地域医療構想推進会議報告、在宅支援のための多職種連携

海部 2/12（水） 地域包括ケア推進について各領域の立場から意見交換（仮）

尾張西部
7月 地区支部で災害に対する対策を考える（仮）

9/26（木） 地域包括ケア推進に向けて、各立場から連携の現状と課題の共有（仮）

尾張北部 11月 地域包括ケア推進で連携を考える「災害における平時の取り組み～昨年からの変化」

尾張東部
8/24（土）

地区支部圏域の看看連携の強化をめざして、各分野からシンポジストを招いて合同ディスカッション
9/7（土）

知多半島 10/3（木） 地域医療構想推進会議・圏域災害医療対策会議の現状報告等、意見交換

西三河北部
7月

地域医療構想推進委員会の報告、地域の防災対策について
12月

西三河南部西

7/12（金）

地域医療構想推進会議の状況、地区支部圏域の看看連携、情報交換11/8（金）

3/10（火）

西三河南部東 11/30（土） ACPについて（仮）

東三河
9月

病院・施設・在宅領域の連携強化のために（仮）
2月

表2　多職種意見交換会

地区支部 開催日 テーマ・内容

海部 8/6（火） ワールドカフェ方式による交流会
～退院調整に関わる連携について～（仮）� （愛知県MSW協会と共催）

尾張西部 8/20（火） 地域包括ケアシステム成功への架け橋
「多職種連携の推進のために～こんなことできたらいいね！～」

尾張北部 8/27（火） 医療施設と介護施設との連携強化「地域包括ケアシステムの情報共有」（仮）

尾張東部 11/2（土） 災害に強い町つくり～在宅を支い合える地域のあり方を考えよう～

知多半島
7/27（土）

「ACP」「看取り」「事例検討」を踏まえ在宅医療や在宅支援に関連したもの
2/15（土）

西三河北部 2月 未定

西三河南部西 8/31（土） 人生のさいごにどうありたいか（仮）

西三河南部東 6/15（土） 災害ワークショップ� （岡崎市医師会・岡崎市長寿課・岡崎市民病院共催）

東三河

7/12（金）

退院調整に関する情報共有及び連携強化10/11（金）

1/17（金）

	会 場	 名古屋国際会議場
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令和元年度 公益社団法人愛知県看護協会通常総会
 報告事項１　平成30年度　事業報告
 第１号議案　愛知県看護協会名誉会員の承認
 第２号議案　平成30年度　決算書類の承認及び監査報告
 第３号議案　令和２年度　日本看護協会通常総会代議員及び
 　　　　　　予備代議員の選出（投票）

 報告事項２　令和元年度　重点事業及び事業計画
 報告事項３　令和元年度　収支予算
 選挙結果発表

名古屋市公会堂　大ホール日 時 場 所6月18日（火）令和元年

愛知県看護協会通常総会 プログラム公益社団法人令和元年度

「変わらない看護の心
　 ～講談で語る烈女フローレンスナイチンゲールと大関和～」

おおぜきちか

  東京情報大学　特命副学長　加納佳代子氏

演題

講師

特別
講演

9:50～10:20 開会式

10:30～12:00

12:00～13:00 昼食・休憩

14:05 通常総会  閉会

13:00～14:00

14:10～15:40

　令和元年度公益社団法人 愛知県看護協会通常総会（令和元年 6 月 18 日）において、令和２年度公益社団法人日本看護協会通
常総会代議員・予備代議員の選挙を行います。
　愛知県看護協会定款施行細則第 18 条（被推薦者及び立候補者の公示）に基づき、お知らせします。 選挙管理委員会

令和２年度　日本看護協会通常総会　代議員・予備代議員候補者名簿
日本看護協会代議員候補者

＜推薦による候補者＞ （代議員定数　38 名）
眞野　惠子 役 藤田医科大学病院
和久田月子 役 公益社団法人愛知県看護協会
大藤　文代 役 公益社団法人愛知県看護協会
水谷　聖子 保 日本福祉大学看護学部
三原亜矢巳 保 愛知県春日井保健所
木全美智代 助 名古屋第一赤十字病院
永田　佳子 助 豊橋市民病院
平　　　愛 看 名古屋市立東部医療センター
鈴木　典子 看 名鉄病院
内山　　忍 看 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター
酒井　知子 看 名古屋大学医学部附属病院
上村志磨子 看 医療法人衆済会 増子記念病院
福島みさ代 看 総合病院 南生協病院
河村　充紀 看 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
吉田　久美 看 独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院
松本千佳子 看 名古屋市立大学病院
安田　洋美 看 医療法人偕行会 名古屋共立総合病院
前野　利恵 看 医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院
成瀬　 彰 看 一宮市立木曽川病院
加世田浮子 看 稲沢市民病院
祖父江正代 看 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院
溝口　真巨 看 小牧市民病院
須原　由紀 看 藤田医科大学病院
深見麻衣子 看 公立陶生病院
岡本　悦子 看 愛知医科大学病院
戸田真由美 看 公立西知多総合病院
久米　淳子 看 常滑市民病院
岡本美佐代 看 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院
小川津代子 看 豊田地域医療センター
中村　浩美 看 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
飯島利恵子 看 碧南市民病院
夏目美恵子 看 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
森田眞奈美 看 岡崎市民病院
高橋　康世 看 豊川市民病院
小桺津悦子 看 独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター
柴田　和美 看 赤岩病院
中島　　教 准 愛知県済生会リハビリテーション病院
安立　織江 准 医療法人宏和会 あさい病院

日本看護協会予備代議員候補者

＜推薦による候補者＞ （予備代議員定数　38 名）
百瀬由美子 役 愛知県立大学
髙木　仁美 役 公益社団法人愛知県看護協会
小池三奈美 役 公益社団法人愛知県看護協会
藤原　啓子 保 名古屋市総務局職員部安全衛生課
大橋　加奈 保 名古屋市南区役所福祉課
加藤　寿子 保 豊橋市保健所
竹島久美子 保 愛知県保健医療局健康医務部医療計画課
田中　幸子 助 名古屋市立大学病院
久郷佐友里 助 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
平松　景子 助 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
朝岡みゆき 助 医療法人清慈会 鈴木病院
秋江百合子 看 名古屋第一赤十字病院
都築　智美 看 社会医療法人宏潤会 大同病院
後藤　真澄 看 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
小原真紀子 看 愛知県がんセンター
岡　　朋子 看 国家公務員共済組合連合会 東海病院
木下　美穂 看 名古屋第二赤十字病院
平下　充正 看 名古屋市立西部医療センター
靍田ひとみ 看 あま市民病院
山口　法子 看 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院
石竹　君子 看 一宮市立市民病院
恒川亜紀子 看 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院
柴田多鶴子 看 小牧市民病院
相原　晶子 看 藤田医科大学ばんたね病院
山口　弘子 看 一般社団法人日本海員掖済会　名古屋掖済会病院
鹿内　加織 看 独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院
金子　克子 看 医療法人大医会　日進おりど病院
山内三千代 看 公立西知多総合病院
森岡八重子 看 常滑市民病院
安藤　思都 看 医療法人三九会 三九朗病院
安藤　依里 看 西尾市民病院
友原たき子 看 医療法人愛生館 小林記念病院
久本めぐみ 看 医療法人博報会 岡崎東病院
小林　真也 看 医療法人澄心会 豊橋ハートセンター
柳邊　望美 准 社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院
濱田　礼子 准 公立西知多総合病院
築山　洋子 准 社会医療法人財団親和会 八千代病院
荻野　玲子 准 医療法人宝美会 総合青山病院
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