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理事会
協 議 事 項

協議事項1～4は、承認された。

愛知県知事への要望書提出について
新会館建設のための資金獲得について
愛知県看護協会旅費規程の変更
「看護のこころ募金」について　（当日追加項目）
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地区支部幹事の変更

新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材
調整事業について

新型コロナウイルスワクチン長期副反応相談から

高校生1日看護体験について

新型コロナウイルス感染禍における訪問看護の状況
調査及び社会福祉施設燃油高騰対策支援金について

病院看護職員に関する新型コロナウイルス感染状況の
調査結果について

令和４年度新役員名簿
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●令和4年度　第4回 令和4年8月22日（月）

令和４年度四半期報告（４月～６月）
日本看護協会　理事会報告（７月28日～29日開催）
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報 告 事 項

会長（代表理事）及び副会長の選定について
専務理事及び常務理事の選定について
会長代行の優先順位について
専務代行の優先順位について
業務執行理事の業務分担について
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協 議 事 項

協議事項1～5は、承認された。

理事会●令和4年度　第3回

令和4年6月22日（水）

令和3年度事業報告
令和3年度決算報告及び監査報告
通常総会の運営について
人事案件
新会館建設の進捗について
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協 議 事 項

協議事項1～5は、承認された。

ウクライナ人道危機に対する募金結果について
令和4年度ふれあい看護フォーラム開催結果
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報 告 事 項

理事会●令和4年度　第2回

令和4年5月23日（月）

会員数 39,774人（令和4年7月31日現在）（保健師569人/助産師1,595人/看護師36,924人/准看護師686人）
発行：公益社団法人愛知県看護協会　名古屋市昭和区円上町26番18号　TEL:052-871-0711　FAX:052-871-0757　E-mail:aikan@aioros.ocn.ne.jp　発行責任者：三浦 昌子

発行日／令和4年9月20日

表紙の写真に
ついて

　表紙の写真は、東海三県にまたがる日本で一番大きな国営木曽三川公園にある「138タワーパーク」での一枚。広大な
オープンスペースと自然を活かした景観に加え、一年を通じてさまざまなイベントも開催されています。秋には可愛らし
い色とりどりのコスモスが一面に拡がり、例年「オータムフェスタ」も開催されているそうですよ。

編 集 後 記
　風が少し涼しくなってきました。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、......コロナ禍の中でもできることを見つけて楽しく取り
組みたいものですね。
　年度もあっというまに中盤に入りました。今後も看護現場や教育の動向、新会館のことなど盛り沢山でお届けしていきます！

広報委員　藤井 奈津子

広報委員の
ご紹介

愛知県福祉局
高齢福祉課
地域包括ケア・
認知症施策推進室

中村 栄美子

会員の皆さまのお声に耳
を傾けながら、有意義な
誌面づくりに励んでいき
たいと考えております。
至らぬ点もあるかと思い
ますが精一杯務めさせて
頂きますので、ご協力と
ご指導の程よろしくお願
いいたします。

保健師

看護師

医療法人偕行会
偕行会リハビリ
テーション病院

林 恵美

協会だよりの作成に携わ
らせていただけることに
感謝します。委員メン
バーと一緒に会員の皆様
に興味を持っていただけ
る内容をお伝えできるよ
うに頑張ります。よろし
くお願いいたします。

社会医療法人
財団新和会
八千代病院

谷川 ひろこ

初めての委員長で緊張し
ていますが協会事業や看
護界の新しい話題につい
ていち早くキャッチし、
旬の情報をわかりやすく
提供できるように心がけ
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どうそよろしくお願いい
たします。

看護師

大同病院加藤 衣津美

看護協会だよりは、重点
事業から日常の看護場面
まで、多様な看護師の活
躍や情報が集約されてい
ます。皆様にとって、有効
な情報を見やすく真面目
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るようユーモアをもって
取り組みます。

看護師

日本赤十字社
愛知医療センター
名古屋第二病院

藤井 奈津子

今年度から担当いたしま
す。会員の皆様にご協力い
ただきながら、他の委員の
方と力を合わせ、看護の活
動を広く伝える魅力ある
誌面づくりに尽力してま
いります。ご支援とご指導
の程どうぞよろしくお願
い申し上げます。

助産師

テンハート
訪問看護
ステーション

下久保 亮太

2019年より広報委員会
として活動させていただ
き、今期で2期目の活動と
なります。看護協会の活動
を皆様に知っていただき、
少しでも有用な情報をお
届けできるように今後も
尽力してまいります。

保健師・看護師

愛知県
看護協会坂之上 ひとみ

愛知県看護協会だよりは、
会員の皆さまお一人おひ
とりにお渡しできる唯一
の広報誌です。様々な看護
の場面で働く皆さまに
とっての情報の発信と共
有の場として、ブラッシュ
アップしていきます。隅々
まで熟読願います。

常務理事
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138タワーパークの満開のコスモス（一宮市）

令和４年度 愛知県看護協会通常総会のお知らせ
新役員の紹介
表彰受賞者の紹介
新会館建設シリーズ
新型コロナウイルス感染症
訪問看護総合支援センターからのお知らせ
教育センターからのお知らせ
読者プレゼント、看護協会マンスリーニュース
ナースセンターNEWS!!
理事会報告

1
2
5
6
7
9

11
12
13
15

15



公益社団法人
愛知県看護協会

三浦　昌子
　この度、会長として再任致しました。この２年間は新型コロナウイルス感染症に
奔走した年でした。コロナ禍の最前線で働く看護職の貢献は大きく、処遇改善と
いう大きな功績をつくりましたがまだ充分とは言えません。愛知県の看護職の皆さ
んが就業継続可能な働き方ができ、安心して生き生きと働き続けられる環境づく
りを目指し最善を尽くして参ります。また、プラチナナースの就業拡大を進めてい
きます。今後とも皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い致します。

日時 令和4年 6月22日（水）
13：15～16：30

場所 名古屋市公会堂

三浦会長2期目の就任が決定しました

●第1号議案　推薦委員の選出（投票）
●第2号議案　令和5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）
●第3号議案　名誉会員の承認　 
●第4号議案　定款の改正
●第5号議案　愛知県看護協会役員の選任
●第6号議案　令和3年度決算書類の承認及び監査報告

決議事項

●報告事項1　令和3年度事業報告
●報告事項2　令和4年度重点事業及び事業計画
●報告事項3　令和4年度収支予算
●報告事項4　愛知県看護協会新会館建設の進捗について

報告事項

　今年度は出席会員数を制限しましたが、3年ぶりに対面で開催することができました。
　役員改正は三浦会長をはじめ25名の新役員が選任されました。名誉会員に前会長である鈴木正子氏
が推薦され、承認されました。定款の改正では、定款第5条正会員の考え方について、正会員であって愛
知県内に在住及び在勤しなくても、本会への加入継続を希望した者は、会員として認めることが承認され
ました。最後に、三浦会長は名古屋市北区大曽根に建設予定の新会館建設の進捗状況を報告しました。
e-AICHIという会館コンセプトに寄せる思いや、県民や会員の期待に応えられる役割機能を最優先にし
た設計であるという熱いメッセージを語りました。
　今後は、工事費の圧縮に努めるとともに、補助金や寄付金の獲得にも積極的に取り組んでいくことを
伝えました。

令和4年度

－ 開 催 －
通常総会

元 愛知県立大学
看護学部

森田　恵美子
　この度、常務理事に就任いたしました。このような大役を拝命し役割の大きさを
ひしひしと感じております。少子超高齢社会における地域・県民のニーズに積極的
に応えるため、看護の力をより発揮できるように、看護教育の充実に向けて取り組
んでまいります。
　今までの臨床現場と教育現場での経験を活かし、会員の皆様の声を大切に受け
止め、本協会の事業推進に精一杯努める所存でございます。ご支援とご指導の程
どうぞよろしくお願い申し上げます。

元 名古屋
第一赤十字病院

坂之上　ひとみ
　この度は、常務理事に御推挙頂きありがとうございます。その役割の大きさをひ
しひしと感じております。
　40年前、本会に入会した頃は、看護の職場は３Ｋ（きつい・汚い・厳しい）と揶揄
され、病棟備品の聴診器を使い回し、月18回前後の夜勤をしていました。今日、看護
が着実に進化したのは、看護職能団体の先駆的活動の成果だと痛感しています。
　今後も理想に向け皆様と歩んでいきますので、よろしくお願い致します。

元 刈谷豊田総合病院
結城　房子

　この度常務理事に就任いたしました。療養の場は医療機関から地域のあらゆる
場所へ広がりつつあり、地域における看護の療養支援へのニーズは高まっていま
す。在宅療養の要となる訪問看護ステーションに第三者評価を取り入れ、質の向上
と経営の安定を図る仕組みづくりに取り組みたいと思います。
　また。看護職の皆様が「集い・語り・学べる」、夢のある新会館の設立に努めて参
ります。ご支援・ご協力のほどよろしくお願い致します。

常務理事

新役員の紹介

出席者：326名／委任状：31,237名

通常総会の様子

専務理事

元 愛知県
保健医療局医務課
こころの健康推進室

幾田　純代
　この度、専務理事に就任し、その重責を痛感しています。地域包括ケアシステム
を推進し、地域共生社会の実現に向けては、医療と生活の視点を持つ看護職の役
割は重要です。
　また、コロナ禍で看護職への役割期待は増大しています。様々な領域の看護職
が連携し、生き生きとよりよい活動ができるよう、行政保健師としての経験を活か
し、看護協会の活動に尽力してまいります。皆様のご支援とご協力をお願いいたし
ます。

副会長

人間環境大学看護学部
篠崎　惠美子

　看護を取り巻く環境の変化に対し、しなやかにダイナミックに対応するために
は、継続して学習し続ける姿勢が必要不可欠です。看護教育の立場から、看護職の
一人一人が質の高い看護を提供できるよう貢献したいと考えています。特に基礎教
育において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた新卒看護師や、これから
の看護を支える若手看護職への教育などに取り組んでいきたいと思います。どう
ぞご支援をよろしくお願いいたします。

公立陶生病院
亀島　加代

　看護の専門性の発揮に資するタスクシフトを効果的に進めるためには、看護の
質向上、労働環境の整備、看護補助者を対象とした教育支援など課題山積です。
医療現場と看護協会と地域をつなぎ、コロナを乗り越え、より多くの看護職や県
民に役立つ活動をめざして尽力いたします。

会  長
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詳しくはこちらから

豊田
地域医療
センター

小川 津代子
西三河北部

稲沢市民病院
住田 千鶴子
尾張西部

渥美病院
鈴木 厚子
東三河

あいち
小児保健医療
総合センター

西嶋 志津江
知多半島

津島市民病院
大鐘 美幸

海部

藤田医科大学
岡崎医療センター

小島 菜保子
西三河南部東

旭ろうさい病院
中津川 美佐
尾張東部

名古屋市立大学
医学部附属西部
医療センター

山本 あゆみ
名古屋北

名古屋
掖済会病院

山口 弘子
名古屋西

刈谷豊田総合病院
石川 眞理子
西三河南部西

さくら総合病院
瀬古 鈴子
尾張北部

大同病院
都築 智美
名古屋南

地区理事

東海病院
岡 朋子
名古屋東

准看理事

江南厚生病院
堀尾 香澄
准看護師

キョーワ訪問看護
リハビリステーション
寄り添い屋

安藤　聡
看護師Ⅱ 　社会から看護職に求められる役割や期待は高まっています。多様かつ複合化し

た住民ニーズに対応するため、訪問看護の質の向上、地域包括ケアシステム構築の
ため多職種・多機関連携を強化し、共同して取り組めるような活動をしていきたい
です。病院、退院支援看護師、在宅クリニック、訪問看護で働いた経験を活かし、地
域がより良くなるためには何ができるかを考えて取り組んでいきたいと思います。
ご支援とご協力をお願い致します。

愛知医科大学病院
井上　里恵
看護師Ⅰ 　100年に一度という新興感染症と向き合い、看護師はレジリエンスを高めてきま

した。さらに専門性を発揮し、社会のニーズに対応していくためには、看護師自身
が健康で働き続ける仕組みづくりが必要です。愛知県全体の病院の「声」を大切に
活動に努めてまいりたいと思います。

春日井市民病院
根岸　かほり
助産師 　このたび、助産師職能委員長に就任いたしました。出産環境や子育て環境に対

する課題が山積していることが指摘される中、母子を取り巻く社会の状況は、今後
一層の変化を遂げていくことが予測されます。助産師の実践能力強化と、様々な場
で活躍する助産師活用の基盤整備に努めながら、多様な母子のニーズに対応して
いけるよう力を尽くしてまいります。ご支援とご協力のほど、どうぞよろしくお願い
いたします。

職能理事

名古屋市総務局
佐藤　かおり
保健師 　コロナ禍を経験し新たな健康課題を抱え、地域及び職域等における保健師の役

割は拡大しています。求められる能力、現任教育、職場のあり方等を保健師職能委
員長として皆さんと一緒に考え、課題に取り組んでいきます。
　また、職能間の連携について情報共有の機会を持ちながら進めていきたいと考
えます。オンライン研修等新しい形にも慣れてきました。活動の利点を多くの方に
実感してもらい保健師仲間の強化にも尽力していきます。

ご不明な点はお問い合わせください

① お申込み ③ 確認 ⑥ お届け② お預かり ⑤ クリーニング④ 決済

ネットで
らくらく！
非接触

詳しい内容や
お申し込みはこちら

http://takuhai.hakuyosha.co.jp/shop/a/a26bd-aichina/
QR以外の方はこちら

▲

こんな方におすすめ
◎お気に入りの一着を安心して任せたい
◎自宅から安心して
　クリーニングを出したい
◎自分時間を増やしたい
◎仕事でいつもクリーニング店が
　閉まっている

上質なクリーニングをどんな時も。
宅配で始めるきれいな生活。

お
任
せ

く
だ
さ
い！

創業1906年  クリーニングの白洋舍
長年培った経験と技術

ネット宅配サービス

メールアドレス：rakutaku26@hakuyosha.co.jp　URL: https://takuhai.hakuyosha.co.jp

株式会社白洋舍 名古屋支店 TEL.052-981-2541

宅配便

名古屋北

名古屋南

海部

東三河西三河南部東

西三河南部西

西三河北部

尾張西部

知多半島

尾張東部

尾張北部

名古屋西
名古屋東

　愛知県看護協会は現在約40,000人の会員の皆さまとともに、看護の職能
団体として、「連帯」「自律」「信頼」「倫理」の活動理念を掲げ、使命を実現する
ために様々な事業を展開しております。
　これからますますニーズの高まる「看護」について、専門職能団体としての
活動を、一人でも多くの看護職の方と一緒に考えて実現していきたいと思って
います。
　そこで、会員の皆さまに、協会員を増やすためにはどうしたら良いか、アイデ
アをお聞きしたいと思います。皆さまの率直なご意見をお聞かせください。

大募集
アイデア
大募集
アイデア
会員入会促進強化月間

プレゼント！

QUOカード3,000円分

アイデアが採用された方には

お問い合わせ

看護協会だよりへ
広告を掲載しませんか？

QUOカード提供：(株)ジーピーセンター様

＜2022年10月31日（月）まで＞
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表彰受賞者の紹介
皆さま、誠におめでとうございます。

新会館建設シリーズNo.3

瑞宝双光章
瑞宝単光章
瑞宝単光章

（看護師・元愛知医科大学病院看護部長）
（看護師・元新生会第一病院看護部長）
（看護師・元愛知県医療療育総合センター中央病院看護部長）

小池　三奈美
長谷川ミサ子
水野　　芳子

令和4年春の叙勲

愛知県看護協会長表彰

（看）済衆館病院
（看）愛知県看護協会
（看）日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
（看）愛知県立総合看護専門学校
（看）名鉄看護専門学校
（看）中京病院
（看）元小牧市民病院
（看）椙山女学園大学看護学部
（看）あま市民病院
（看）公立陶生病院
（看）介護老人保健施設　ハビリス一ツ木
（看）名古屋掖済会病院

足立きぬゑ
荒木　裕美
大鐘　隆宏
小野由季子
河路なおみ
小濱由紀子
小松　孝江
杉浦美佐子
谷口みどり
二村ひとみ
村岡真奈美
山口　弘子

愛知県看護協会名誉会員

（人間環境大学看護学部）鈴木　正子

協会長表彰

名誉会員

（保）
（看）
（看）
（看）
（看）
（保）
（看）
（看）
（看）
（助）

朝居　満恵
伊藤みち子
井上　里恵
今枝　加与
大谷　美香
岡田　恵子
小田真由美
小野由季子
片桐利枝子
加藤　朋子

（看）
（看）
（看）
（看）
（看）
（看）
（看）
（保）
（看）
（看）

加納美代子
熊谷　知久
小林　由美
佐藤　正実
柴田由美子
嶋口　和彦
須川真規子
杉原　孝子
鈴木　洋子
田垣美紀子

（看）
（看）
（看）
（看）
（看）
（助）
（看）
（看）
（保）
（看）

高坂久美子
田口　淳子
靍羽　美紀
中内真由美
長塩　眞美
中西　芳美
中村　智英
長谷　和会
長谷川永子
濵田　由美

（看）
（助）
（看）
（看）
（助）
（看）
（看）
（看）
（看）
（看）

松本　佳代
眞野志乃ぶ
水野千枝子
本川三千代
矢野　真理
山口　弘子
山田　和代
山本美奈子
横井　真弓
𠮷田　智里

愛知県看護功労者表彰

1.看護協会のシンボルマークとその意味

新会館建物内部の構造計画

▶Aichiの「A」とNursingの「N」、
Associationの「A」がリボン状
に繋がることで、躍動感と未来に
向かうしっかりとした意思

エコ・環境配慮
自然エネルギーの利用
換気方式について

2.自然エネルギーで快適な室内空間
▶建物内のエアーバランスを正圧とし、
「給気風量＞排気風量」にすることで出
入り口からの外気の流入を抑制。
▶外調機による処理された外気が給気され
るため、温湿度が安定する。
▶室内が正圧に保たれ、隣室や外部からの
埃やウイルスが侵入しにくくなる。

換気シミュレーション

夏季・冬季・COVID-19対策

換気方式概略図

外調機

外気処理空気

排気ファン

令和7年3月竣工予定
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新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症の長期化により高齢者の自粛生活長期化による
顕著な生活不活溌を基盤とするフレイルのこと

コロナフレイルとは

　緊急事態宣言の発令後、地域が主催する体操教室やサロンが中止になり、人と人の繋がりが少なくなった。再開して
も、本人及び家族が新型コロナウイルス感染症を恐れ、参加する方が減少した。地域包括支援センターへの相談時には
認知症や筋力低下が進んだというケースが増加している。
　また在宅勤務や学校の授業がリモートとなり、家族の生活にも大きな変化があり、その影響により同居している高齢
者の相談も増加した。

●コロナ禍により全体的に変化したこと

　コロナ禍前まではラジオ体操がなかなか普及しなかった。コロナの影響で地域の活動が減り、ラジオ体操をもっとし
てほしいという要求が高まりラジオ体操が普及した。その結果、各公園でラジオ体操をする高齢者が増加した。

●一方でよかったと思えたこと

　以前からカラオケが大好きで通っていたが、コロナ禍でカラオケが中止となり筋力低下がみられ、地域包括支援セ
ンターに相談した。自宅で手すりをつけ生活していたが、転倒し大腿骨頚部骨折し入院となった。もともと腎機能低下
もあり徐々に容体が悪化し病院でお亡くなりになった。

カラオケ好きだった高齢者事 例 1

　軽度の認知症があり、介護申請をしてもデイサービスの参加を拒否していた。
　唯一、以前から通っていた「踊りの会」に参加し、発表会には踊りを披露し、介護保険を利用せず、地域主催の活動に
参加していた。しかしコロナ禍で「踊りの会」が中止となり発表の機会も減り、認知症が進行し施設入所となった。

介護保険を利用せず生活していた高齢者（女性）事 例 2

　コロナ禍前は共働きであり、夫婦は家の外にでかける事が多かった。母親は認知症があり日中独居であったが、普
段はスポーツクラブに通い、友達に会うのが楽しみであり何とか生活できていた。
　しかし、コロナ禍になり夫婦が在宅勤務、孫の学生はリモート授業となり、母親が通っていたスポーツクラブも中止
となった。家族が家にいる時間が長くなると、母親の行動が気になり認知症の進行を心配し始めた。
　その後家族が介護申請をし、サービスを利用することになったが、再開した大好きだったスポーツクラブには通わな
くなった。

同居の母親の認知症が気になる夫婦事 例 3

　名古屋市は、全国に先立って、令和４年3月25日より新型コロナウイルスワクチン接種後の長期的な副反応が疑われる症
状のある市民のみなさまからの電話での相談業務を愛知県看護協会に委託して行っています。対応の内容としては、それ
ぞれの症状に応じてかかりつけ医または、協力医療機関への受診を勧奨することで、治療に繋げています。また、状況に応
じて予防接種健康被害救済制度への案内をしています。
　電話相談で心掛けていることは、相談者の思いを汲み
取れるよう傾聴することです。長期的な副反応が疑われ
る症状で、「痛みで夜も眠れない」「だるくて起き上がれ
ない」など日常生活に支障をきたし、日々辛い状況で過
ごされている相談者もみえます。
　相談窓口で気づいたことは、相談者が市内にとどまら
ず全国（北海道～九州まで）からの相談を受けることも少
なくなく、改めて相談窓口の必要性を実感しています。
　これからも、一人でも多くのコロナワクチンの長期的な
副反応で悩んでおられる市民のみなさまの不安の軽減
や救済に繋げることができるよう真摯な態度で取り組ん
で行きます。
（なごや新型コロナウイルス長期的な副反応相談窓口 相談員　加藤牧子）

― 新型コロナウイルスワクチン長期的な副反応相談に従事して ―

名古屋市委託事業「なごや新型コロナウイルスワクチン
長期的な副反応相談窓口事業」を開設中

ー地域包括支援センター看護師への聞き取りよりわかったことー
【取材先】安城市 地域包括支援センター 八千代

コロナフレイル

厚生労働省発行「食事摂取基準を活用した高齢者のフレイル予防事業」パンフレットより抜粋

チェックリスト

（取材者：広報委員　谷川ひろこ）

1,212件
６月末現在の相談件数

４～６月の相談では、
「SIRVA」と想定される
症状の相談がもっとも多く、
ついで倦怠感、皮膚症状、
上下肢・体幹しびれが

多い。
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訪 問 看 護
総 合 支 援
セ ン タ ー
からのお知らせ

野中　時代

訪問看護総合支援センター
センター長

　当訪問看護総合支援センターは訪問看護に精通した
者が在籍しており、丁寧に対応できます。安心してご相談
して頂きたいと思います。愛知県看護協会ホームページ
に、訪問看護総合支援センターページも立ち上げまし
た。是非ご覧ください！！

●お問い合わせは

052-825-5401 E-mail：houkan-shien@aichi-kangokyokai.or.jp
https://www.aichi-kangokyokai.or.jp/publics/index/467/

●訪問看護に関する制度・報酬
●訪問看護従事者の研修等
●訪問看護ステーションなどの開設や事業運営

主な相談内容

訪問看護相談窓口

　本会は訪問看護総合支援センターを令和３年７月に設置しました。このセンターは、訪問看護に係る様々な課題を一体的・一元的
に解決し、地域における訪問看護提供体制の安定化・推進支援を図ることを目的としています。
　昨年は１名の非常勤を採用し、相談業務を中心に活動しました。令和４年度よりセンター長、常勤１名、非常勤２名の計４名で本格
的に稼働を始めました。支援センターの主な事業は、事業所の運営・経営の基盤整備、人材確保の体制、教育・研修の構築です。この
事業を通して、一定の質を担保するために訪問看護機能評価を取り入れ、愛知県の訪問看護の質の向上に努めていきたいと考えてい
ます。
　ホームページやセンターたよりなど様々な形で情報を発信し、多くの県民の皆様や看護職の方々に訪問看護総合支援センターの
事業を知っていただき、ご活用していただければと思います。

　令和４年度の７つの事業の１つとして、愛知県内の訪問看護ステーショ
ンを対象に第三者評価を行うことを掲げました。
　この目的は、訪問看護ステーションが組織的に看護を提供するための
活動が適切に実施されているかを、愛知県看護協会が客観的に評価・承
認することです。
　この第三者評価が目指すものは、主に4つあり、①監査と異なり質向上
を図ること。②職員と利用者の安全を確立させること。③日頃の成果を確
認できること。④受審準備を進めることにより、職員全体で質向上と効果
的なサービスの改善に主体的に取り組めることです。
　今後は訪問看護ステーション管理者に第三者評価の説明会を開催し、
県民に向けてもアピールしたいと考えています。
　現在、準備中ですが、是非、参加していただければと考えております。

第三者評価を実施するにあたって

　在宅医療が推進されるなか、訪問看護ステーションにおける人材育成は
ますます重要になっています。当支援センターは、はじめて訪問看護ス
テーションに入職する方から管理者に至るまで、クリニカルラダーを考慮
して段階的に学習を進められる環境を整えたいと考えています。
　本年度は、教育センターやナースセンターと連携し、既存の研修プログ
ラムを分析し、必要に合わせた修正案の検討や新たな研修の企画等を行
う予定です。何よりも重要なのは現場の皆様の学習ニーズに応えることで
す。訪問看護師の皆様が学習したい内容を学習しやすい方法で提供した
いと考えておりますので、是非ご意見をお聞かせください。

人材育成事業

　今年度、日本看護協会から「看多機の設置推進及び相談支援体制構築
に関する委託事業」を受けました。県内には現在26か所の看多機があり、
退院直後の状態の不安定な方、医療処置の必要な方、レスパイトケアが必
要な方、看取りを希望される方など、1つの事業所で4つのサービス「訪問
看護・訪問介護・通い・泊まり」をうまく組み合わせ、住み慣れた自宅での
療養を支えています。
　訪問看護総合支援センターはこの看多機推進事業として、委員会の設
置をはじめ、市町村への指定状況等に関する調査、訪問看護ステーション
管理者への開設に関する調査、周知・普及を図るシンポジウムの企画、県
内の事業者ネットワークづくり、そして開設及び運営に関する相談支援を
企画・実践しています。まずは多くの看護職の方々に看多機の魅力をお伝
えしたいと考えています。

看護小規模多機能型居宅介護（以下：看多機）推進事業

訪問看護
総合支援センター
７つの事業

vol.

1

愛知県看護協会会長　三浦　昌子

訪問看護で県民のより良い健康と福祉に貢献

県民への訪問看護の周知・支援
訪問看護ステーションからの相談対応
訪問看護師の養成・人材育成：教育研修体制の再構築
県内訪問看護ステーションの質担保：機能評価体制の構築
訪問看護領域の人材確保
訪問看護ステーションの経営基盤整備支援
地域連携・ネットワーク化の推進

1
2
3
4
5
6
7

月～金曜日　10時～16時
相談対応日

青山礼子、加納美代子
中崎聖子、浅田美江＜職員紹介＞

お気軽
に

ご相談

くださ
い

訪問
看護

訪問
介護

泊まり

病院 自宅

看護小規模
多機能居宅
介護

通い

広報委員が
取材に

行きました！
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テーションに入職する方から管理者に至るまで、クリニカルラダーを考慮
して段階的に学習を進められる環境を整えたいと考えています。
　本年度は、教育センターやナースセンターと連携し、既存の研修プログ
ラムを分析し、必要に合わせた修正案の検討や新たな研修の企画等を行
う予定です。何よりも重要なのは現場の皆様の学習ニーズに応えることで
す。訪問看護師の皆様が学習したい内容を学習しやすい方法で提供した
いと考えておりますので、是非ご意見をお聞かせください。

人材育成事業

　今年度、日本看護協会から「看多機の設置推進及び相談支援体制構築
に関する委託事業」を受けました。県内には現在26か所の看多機があり、
退院直後の状態の不安定な方、医療処置の必要な方、レスパイトケアが必
要な方、看取りを希望される方など、1つの事業所で4つのサービス「訪問
看護・訪問介護・通い・泊まり」をうまく組み合わせ、住み慣れた自宅での
療養を支えています。
　訪問看護総合支援センターはこの看多機推進事業として、委員会の設
置をはじめ、市町村への指定状況等に関する調査、訪問看護ステーション
管理者への開設に関する調査、周知・普及を図るシンポジウムの企画、県
内の事業者ネットワークづくり、そして開設及び運営に関する相談支援を
企画・実践しています。まずは多くの看護職の方々に看多機の魅力をお伝
えしたいと考えています。

看護小規模多機能型居宅介護（以下：看多機）推進事業

訪問看護
総合支援センター
７つの事業

vol.

1

愛知県看護協会会長　三浦　昌子

訪問看護で県民のより良い健康と福祉に貢献

県民への訪問看護の周知・支援
訪問看護ステーションからの相談対応
訪問看護師の養成・人材育成：教育研修体制の再構築
県内訪問看護ステーションの質担保：機能評価体制の構築
訪問看護領域の人材確保
訪問看護ステーションの経営基盤整備支援
地域連携・ネットワーク化の推進

1
2
3
4
5
6
7

月～金曜日　10時～16時
相談対応日

青山礼子、加納美代子
中崎聖子、浅田美江＜職員紹介＞

お気軽
に

ご相談

くださ
い

訪問
看護

訪問
介護

泊まり

病院 自宅

看護小規模
多機能居宅
介護

通い

広報委員が
取材に

行きました！

9 10



第38回愛知県看護学会

令和5年度の受講者を募集します

教育期間
2023年5月～2024年3月

出願期間
2022年11月1日(火)
～11月15日(火)
試 験 日

2022年12月6日(火)

定 員
25名

摂食嚥下障害看護
認定看護師教育課程（B課程）

特定行為研修で医学的知識を学び
嚥下障害看護のスペシャリストを育
成します。

特定行為研修（春・秋期）
高いフィジカルアセスメントと臨床推論力
が身につきます。特定行為は慢性領域で広
く活用される、在宅・慢性期領域パッケージ
と、栄養・水分管理＋血糖コントロールの2
コースがあります。
（1）在宅・慢性期コース：10名
（2）慢性疾患管理コース：5名

出願期間
春期：2022年11月1日(火)～11月30日(水)
秋期：2023年5月1日(月)～5月26日(金)予定

春期：2022年12月15日(木)
秋期：2023年  6月初旬予定

試 験 日

教育期間
春期：2023年  5月から1年間
秋期：2023年11月から1年間
＊講義はeラーニング中心です。

春期：2022年10月6日（木）開催
（秋期未定）

受講説明会 特定行為研修
（栄養・水分管理）が
組み込まれています

オンライン講義導入で
仕事をしながら学べます

教育期間

訪問看護
認定看護師教育課程（A課程）

2023年5月～2024年3月

出願期間
2022年11月16日(水)
～11月29日(火)
試 験 日

2022年12月12日(月)

＊週末開講

定 員
15名

地域医療を支えるキーパーソンとし
て活躍するスペシャリストを育成し
ます。

スケジュールの工夫やeラーニングの活用により働きながら学べるコースをそろえています。

　スマートフォンやパソコンを使って、下記クイズについて、ご回答ください。ご応募いただい
た方の中から抽選で10名様に、「QUOカード1,000円分」を進呈します。

読者プレゼント企画プレゼント

クイズ

右記のURL又はQRコードから回答してください。 https://www.aichi-kangokyokai.or.jp/publics/index/566/

QUOカード提供：東洋羽毛東海販売(株) 名古屋営業所様

スマートフォン・パソコンにて応募方法 愛知県看護協会 検 索

問 愛知県看護協会のシンボルマークはどれですか？

答 ❶　　　　　　　　❷　　　　　　　　　　❸Ⅰ

問 訪問看護総合支援センターの令和４年度の事業は何項目ですか？

答 ❶３項目　　❷５項目　　❸７項目Ⅱ

問 愛知県看護協会の地区理事は何名ですか？

答 ❶13 名　　❷15 名　　❸20 名Ⅲ

QUOカード1,000円分が当たる!
クイズに答えると抽選で 10名様に

※回答期限は、2022年10月20日（必着）です。　※当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

看護協会マンスリーニュース

Aichi Nursing Association

MONTHLY NEWS!
協会の

こ　の
4カ月

5月 2日（月）
6日（金）
7日（土）
10日（火）
11日（水）
12日（木）
18日（水）
19日（木）
23日（月）

摂食嚥下障害看護認定看護師教育課程　開講式
訪問看護認定看護師教育課程　開講式
ふれあい看護フォーラム2022（金山総合駅連絡橋イベント広場）
第2回常務理事会
認定看護管理者教育課程ファーストレベル　開講式
日本看護協会理事会（日本看護協会）
日本看護協会代議員・予備代議員研修会
令和 3年度決算監査
第2回理事会　第1回地区支部長会議　第5回新会館建設会議

8日（水）
9日（木）
22日（水）
24日（金）

日本看護協会通常総会（幕張メッセ）
全国職能別交流会（幕張メッセ）
通常総会　第3回理事会
認定看護管理者教育課程ファーストレベル　閉講式

7日（木）
28日（木）～29日（金）

認定看護管理者教育課程ファーストレベル　開講式
日本看護協会理事会　法人会員会（オンライン）

5日（金）
9日（火）

認定看護管理者教育課程ファーストレベル　閉講式
第3回常務理事会

6月

7月
8月

オンライン開催への変更と参加者募集のお知らせ
COVID-19 感染拡大のため、オンライン開催へ変更します。 
2022年 9月1日（木）～11月18日（金）
2022年 12月14日（水） 10:00～16:00

＊当日参加はできません。参加申込期間

開 催 日 時

テ ー マ 多様性のある次世代の働き方～看護のキャリアプランの実現に向けて～
主 な 内 容 特別講演 ： 「多様性をいかす組織づくりとは～キャリア発達を促進するサポート～」

シンポジウムⅠ：
シンポジウムⅡ：

「キャリアプランの実現にむけた提言」
「多様な働き方改革～一人ひとりがより良い将来の展望をめざして～」

（予定）
（予定）など

金子 篤子 氏 （名古屋大学大学院教育発達科学研究科　教授）講 師

＊詳しくは愛知県看護協会HP（https://www.aichi-kangokyokai.or.jp/publics/index/30/）をご確認ください。

教育センターからのお知らせ

申込みは
こちらから
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第38回愛知県看護学会

令和5年度の受講者を募集します

教育期間
2023年5月～2024年3月

出願期間
2022年11月1日(火)
～11月15日(火)
試 験 日

2022年12月6日(火)
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認定看護師教育課程（B課程）
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嚥下障害看護のスペシャリストを育
成します。

特定行為研修（春・秋期）
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が身につきます。特定行為は慢性領域で広
く活用される、在宅・慢性期領域パッケージ
と、栄養・水分管理＋血糖コントロールの2
コースがあります。
（1）在宅・慢性期コース：10名
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出願期間
春期：2022年11月1日(火)～11月30日(水)
秋期：2023年5月1日(月)～5月26日(金)予定

春期：2022年12月15日(木)
秋期：2023年  6月初旬予定

試 験 日

教育期間
春期：2023年  5月から1年間
秋期：2023年11月から1年間
＊講義はeラーニング中心です。

春期：2022年10月6日（木）開催
（秋期未定）

受講説明会 特定行為研修
（栄養・水分管理）が
組み込まれています

オンライン講義導入で
仕事をしながら学べます

教育期間

訪問看護
認定看護師教育課程（A課程）
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スケジュールの工夫やeラーニングの活用により働きながら学べるコースをそろえています。
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問 訪問看護総合支援センターの令和４年度の事業は何項目ですか？
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都道府県看護協会による無料職業紹介事業

https://www.nurse-center.net/nccs/

求人・求職の登録はこちらから
看護師等の届出サイト

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

離職届けはお済みですか？

ナースセンター

NEWS!!
ナースセンター

NEWS!!

2022

愛知県ナースセンター 検索

https://www.aichi-nurse.com/

愛知県ナースセンターは
厚生労働大臣許可の
無料職業紹介所です。
看護職の方の就職活動を
サポートします！！

愛知県ナースセンター
〒466-0054 名古屋市昭和区円上町26番15号 愛知県高辻センター1階

TEL.052-871-0600／FAX.052-883-3686
メール：aichi@nurse-center.net

名駅支所
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目4-38 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17階

TEL.052-433-1173／FAX.052-433-1175
メール：meieki@nurse-center.net

豊橋支所
〒440-0888 豊橋市駅前大通2丁目81番地 emCAMPUS EAST4階

TEL.0532-52-1173／FAX.0532-52-1166
メール：toyohashi@nurse-center.net

求人・求職・就職の状況（4～8月）＜前年同月比＞

無料職業紹介の実施

　ワクチン接種などコロナ関連の求人増により大幅に増加した昨年度
と比べ、求職者はかなり減少しています。一方、求人登録は、5月、6月は
昨年度より若干少ないですが、総じて昨年同様の水準で推移していま
す。就職者数も減少しており、今夏の感染拡大による看護師不足が懸
念されます。当センターでは、引き続き一人でも多くの看護職が医療の
担い手として就労できるよう職業紹介に取り組んでまいります。

開 催 日
開催時間

：6月11日（土）豊橋南店、7月9日（土）岡崎店、9月4日（日）熱田店
：10時～16時

イオン相談会の開催

訪問看護支援事業
　訪問看護職員養成講習会は、令和4年度、25名の方が毎
週水・木曜日にZoomを使用して講義を受けています。年齢
は、半数が40歳以上ですが、20～30代の方も４割います。
訪問看護の経験は、９割の方が５年以下ですが、毎回、意欲的
に取り組んでいます。また、eラーニングを使用した訪問看護
職員養成講習会も、８月２日（火）に開講しました。こちらの
講習は、将来、訪問看護に従事しようと考えている看護職が
対象で、各自でeラーニングを受講し進めていくものです。

6月16日（木）21時54分 東海テレビ放送
「村上佳菜子の週刊愛ちっち」

テレビ番組で放送されました

　愛知県広報番組において、「看護師キャリアを支援！
愛知県ナースセンター」というテーマでとりあげていた
だきました。プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さ
んが取材を行い、当センターの紹介をしていただきまし
た。みなさん、みていただけましたでしょうか？

コロナ関連施設へ就業する看護職のためのスキルアップ研修

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業スキルアップ研修開催中

＜対　　象＞
・新型コロナウイルス感染症の業務に就業した潜在看護職、または、今後就業を希望する潜在看護職
・今後、新型コロナウイルス感染症対応の業務に就業を検討している看護職
・新型コロナウイルス感染症対応の業務に興味がある看護職
＜研修内容＞
１.事前学習　eラーニングによる自己学習
　　　　　　・感染管理、医療安全、軽症者施設のオリエンテーション
　　　　　　・看護技術（動画）：ガウンテクニック、採血、点滴、酸素吸入、吸引
２.集合研修　週２回（月・金）12：00～15：45　
　　　　　　愛知県ナースセンター3階 ナースセンター研修室
　　　　　　講義、実技演習（①ガウンテクニック、②採血、③喀痰吸引）
＜申込方法＞
1.ホームページ「開催カレンダー」より、参加可能な日を選択
2.フォームに必要事項を入力・送信
3.自動返信メールが着信（当日の参加証となります） 
※研修受講日の3日前までにお申し込みください。 
※定員になり次第締め切ります。
※令和４年３月より実施している「実技研修（採血）」は、毎週水曜日に採血の
み実施しています。申込時は、どちらに申し込むか必ずご確認ください。

開 催 日：7月　3日（日）看護進路相談会
　8月　3日（水）一日看護体験（高校生）＜中止＞
　8月29日（月）一日看護体験（社会人）＜中止＞

「看護の心」普及事業

　看護進路相談会は252名の方々が参加され、熱心に相談をしていました。一日看護
体験は、新型コロナウイルス感染拡大により中止としましたが、事前の申し込みでは
1,954名（県内191校）の申し込みがあり、75病院で実施する予定でした。現在、オン
ラインでの代替開催を検討しています。

●看護師の方々の笑顔で安心できた経験がありました。ありがとうございます。
●このご時世ですが、沢山の人の命を救い、笑顔を増やして下さりありがとうご
ざいます。
●頑張ってください！一緒に働きたいです。
●あこがれの存在です。がんばってください。

離職防止相談窓口を開設しています

まずは、話してみませんか？
　新型コロナウイルス感染症の対応に従事
している看護職のみなさまを対象に、離職
防止のための相談窓口を開設しています。
　仕事の悩み、退職を考えている、風評被
害や偏見に悩んでいる、誰かに話をきいて
もらいたい方、ぜひご利用ください。

送信フォームを開設しました
専用ダイヤル開設時間内に都合のつかない方や、電話では相談しづらい
方は24時間対応専用フォームをご利用ください。
”まず、つぶやいてみませんか？”

専用ダイヤル

080-7192-0432
月曜日～金曜日／10時～16時
（祝祭日及び年末年始は除く）

スキルアップ研修

進路相談会

イオン相談会

看護進路相談会の会場にて「看護師へのエール」をいただきました
●私はまだ中学生で看護について何も知らないですが、これ
からも頑張ってください。
●コロナ禍で大変な中、人の為に、誰かの為に行動している看
護師さん達をとても尊敬しています。
●私の憧れです！まだまだ大変な時ですが頑張ってください！

　毎回、多数の方に相談に来ていただいています。次回は、10月2日
（日）イオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催します。
　また、毎月11か所のハローワークで行っている巡回相談は、8月末現
在、延べ187名の方が利用されています。近隣にお住まいの方は、気軽
にお立ち寄りください。会場では看護師の相談員がお話を伺います。

巡回相談の会場・
日程はホームページに

新規求人登録数
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都道府県看護協会による無料職業紹介事業

https://www.nurse-center.net/nccs/

求人・求職の登録はこちらから
看護師等の届出サイト

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

離職届けはお済みですか？

ナースセンター

NEWS!!
ナースセンター

NEWS!!

2022

愛知県ナースセンター 検索

https://www.aichi-nurse.com/

愛知県ナースセンターは
厚生労働大臣許可の
無料職業紹介所です。
看護職の方の就職活動を
サポートします！！

愛知県ナースセンター
〒466-0054 名古屋市昭和区円上町26番15号 愛知県高辻センター1階

TEL.052-871-0600／FAX.052-883-3686
メール：aichi@nurse-center.net

名駅支所
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目4-38 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17階

TEL.052-433-1173／FAX.052-433-1175
メール：meieki@nurse-center.net

豊橋支所
〒440-0888 豊橋市駅前大通2丁目81番地 emCAMPUS EAST4階

TEL.0532-52-1173／FAX.0532-52-1166
メール：toyohashi@nurse-center.net

求人・求職・就職の状況（4～8月）＜前年同月比＞

無料職業紹介の実施

　ワクチン接種などコロナ関連の求人増により大幅に増加した昨年度
と比べ、求職者はかなり減少しています。一方、求人登録は、5月、6月は
昨年度より若干少ないですが、総じて昨年同様の水準で推移していま
す。就職者数も減少しており、今夏の感染拡大による看護師不足が懸
念されます。当センターでは、引き続き一人でも多くの看護職が医療の
担い手として就労できるよう職業紹介に取り組んでまいります。

開 催 日
開催時間

：6月11日（土）豊橋南店、7月9日（土）岡崎店、9月4日（日）熱田店
：10時～16時

イオン相談会の開催

訪問看護支援事業
　訪問看護職員養成講習会は、令和4年度、25名の方が毎
週水・木曜日にZoomを使用して講義を受けています。年齢
は、半数が40歳以上ですが、20～30代の方も４割います。
訪問看護の経験は、９割の方が５年以下ですが、毎回、意欲的
に取り組んでいます。また、eラーニングを使用した訪問看護
職員養成講習会も、８月２日（火）に開講しました。こちらの
講習は、将来、訪問看護に従事しようと考えている看護職が
対象で、各自でeラーニングを受講し進めていくものです。

6月16日（木）21時54分 東海テレビ放送
「村上佳菜子の週刊愛ちっち」

テレビ番組で放送されました

　愛知県広報番組において、「看護師キャリアを支援！
愛知県ナースセンター」というテーマでとりあげていた
だきました。プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さ
んが取材を行い、当センターの紹介をしていただきまし
た。みなさん、みていただけましたでしょうか？

コロナ関連施設へ就業する看護職のためのスキルアップ研修

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業スキルアップ研修開催中

＜対　　象＞
・新型コロナウイルス感染症の業務に就業した潜在看護職、または、今後就業を希望する潜在看護職
・今後、新型コロナウイルス感染症対応の業務に就業を検討している看護職
・新型コロナウイルス感染症対応の業務に興味がある看護職
＜研修内容＞
１.事前学習　eラーニングによる自己学習
　　　　　　・感染管理、医療安全、軽症者施設のオリエンテーション
　　　　　　・看護技術（動画）：ガウンテクニック、採血、点滴、酸素吸入、吸引
２.集合研修　週２回（月・金）12：00～15：45　
　　　　　　愛知県ナースセンター3階 ナースセンター研修室
　　　　　　講義、実技演習（①ガウンテクニック、②採血、③喀痰吸引）
＜申込方法＞
1.ホームページ「開催カレンダー」より、参加可能な日を選択
2.フォームに必要事項を入力・送信
3.自動返信メールが着信（当日の参加証となります） 
※研修受講日の3日前までにお申し込みください。 
※定員になり次第締め切ります。
※令和４年３月より実施している「実技研修（採血）」は、毎週水曜日に採血の
み実施しています。申込時は、どちらに申し込むか必ずご確認ください。

開 催 日：7月　3日（日）看護進路相談会
　8月　3日（水）一日看護体験（高校生）＜中止＞
　8月29日（月）一日看護体験（社会人）＜中止＞

「看護の心」普及事業

　看護進路相談会は252名の方々が参加され、熱心に相談をしていました。一日看護
体験は、新型コロナウイルス感染拡大により中止としましたが、事前の申し込みでは
1,954名（県内191校）の申し込みがあり、75病院で実施する予定でした。現在、オン
ラインでの代替開催を検討しています。

●看護師の方々の笑顔で安心できた経験がありました。ありがとうございます。
●このご時世ですが、沢山の人の命を救い、笑顔を増やして下さりありがとうご
ざいます。
●頑張ってください！一緒に働きたいです。
●あこがれの存在です。がんばってください。

離職防止相談窓口を開設しています

まずは、話してみませんか？
　新型コロナウイルス感染症の対応に従事
している看護職のみなさまを対象に、離職
防止のための相談窓口を開設しています。
　仕事の悩み、退職を考えている、風評被
害や偏見に悩んでいる、誰かに話をきいて
もらいたい方、ぜひご利用ください。

送信フォームを開設しました
専用ダイヤル開設時間内に都合のつかない方や、電話では相談しづらい
方は24時間対応専用フォームをご利用ください。
”まず、つぶやいてみませんか？”

専用ダイヤル

080-7192-0432
月曜日～金曜日／10時～16時
（祝祭日及び年末年始は除く）

スキルアップ研修

進路相談会

イオン相談会

看護進路相談会の会場にて「看護師へのエール」をいただきました
●私はまだ中学生で看護について何も知らないですが、これ
からも頑張ってください。
●コロナ禍で大変な中、人の為に、誰かの為に行動している看
護師さん達をとても尊敬しています。
●私の憧れです！まだまだ大変な時ですが頑張ってください！

　毎回、多数の方に相談に来ていただいています。次回は、10月2日
（日）イオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催します。
　また、毎月11か所のハローワークで行っている巡回相談は、8月末現
在、延べ187名の方が利用されています。近隣にお住まいの方は、気軽
にお立ち寄りください。会場では看護師の相談員がお話を伺います。

巡回相談の会場・
日程はホームページに

新規求人登録数
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理  事  会  報  告

理事会
協 議 事 項

協議事項1～4は、承認された。

愛知県知事への要望書提出について
新会館建設のための資金獲得について
愛知県看護協会旅費規程の変更
「看護のこころ募金」について　（当日追加項目）

1
2
3
4

地区支部幹事の変更

新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材
調整事業について

新型コロナウイルスワクチン長期副反応相談から

高校生1日看護体験について

新型コロナウイルス感染禍における訪問看護の状況
調査及び社会福祉施設燃油高騰対策支援金について

病院看護職員に関する新型コロナウイルス感染状況の
調査結果について

令和４年度新役員名簿

3
4

5
6
7

8

9

●令和4年度　第4回 令和4年8月22日（月）

令和４年度四半期報告（４月～６月）
日本看護協会　理事会報告（７月28日～29日開催）

1
2

報 告 事 項

会長（代表理事）及び副会長の選定について
専務理事及び常務理事の選定について
会長代行の優先順位について
専務代行の優先順位について
業務執行理事の業務分担について

1
2
3
4
5

協 議 事 項

協議事項1～5は、承認された。

理事会●令和4年度　第3回

令和4年6月22日（水）

令和3年度事業報告
令和3年度決算報告及び監査報告
通常総会の運営について
人事案件
新会館建設の進捗について

1
2
3
4
5

協 議 事 項

協議事項1～5は、承認された。

ウクライナ人道危機に対する募金結果について
令和4年度ふれあい看護フォーラム開催結果

1
2

報 告 事 項

理事会●令和4年度　第2回

令和4年5月23日（月）

会員数 39,774人（令和4年7月31日現在）（保健師569人/助産師1,595人/看護師36,924人/准看護師686人）
発行：公益社団法人愛知県看護協会　名古屋市昭和区円上町26番18号　TEL:052-871-0711　FAX:052-871-0757　E-mail:aikan@aioros.ocn.ne.jp　発行責任者：三浦 昌子

発行日／令和4年9月20日

表紙の写真に
ついて

　表紙の写真は、東海三県にまたがる日本で一番大きな国営木曽三川公園にある「138タワーパーク」での一枚。広大な
オープンスペースと自然を活かした景観に加え、一年を通じてさまざまなイベントも開催されています。秋には可愛らし
い色とりどりのコスモスが一面に拡がり、例年「オータムフェスタ」も開催されているそうですよ。

編 集 後 記
　風が少し涼しくなってきました。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、......コロナ禍の中でもできることを見つけて楽しく取り
組みたいものですね。
　年度もあっというまに中盤に入りました。今後も看護現場や教育の動向、新会館のことなど盛り沢山でお届けしていきます！

広報委員　藤井 奈津子

広報委員の
ご紹介

愛知県福祉局
高齢福祉課
地域包括ケア・
認知症施策推進室

中村 栄美子

会員の皆さまのお声に耳
を傾けながら、有意義な
誌面づくりに励んでいき
たいと考えております。
至らぬ点もあるかと思い
ますが精一杯務めさせて
頂きますので、ご協力と
ご指導の程よろしくお願
いいたします。

保健師

看護師

医療法人偕行会
偕行会リハビリ
テーション病院

林 恵美

協会だよりの作成に携わ
らせていただけることに
感謝します。委員メン
バーと一緒に会員の皆様
に興味を持っていただけ
る内容をお伝えできるよ
うに頑張ります。よろし
くお願いいたします。

社会医療法人
財団新和会
八千代病院

谷川 ひろこ

初めての委員長で緊張し
ていますが協会事業や看
護界の新しい話題につい
ていち早くキャッチし、
旬の情報をわかりやすく
提供できるように心がけ
ていきたいと思います。
どうそよろしくお願いい
たします。

看護師

大同病院加藤 衣津美

看護協会だよりは、重点
事業から日常の看護場面
まで、多様な看護師の活
躍や情報が集約されてい
ます。皆様にとって、有効
な情報を見やすく真面目
に時に面白くお届けでき
るようユーモアをもって
取り組みます。

看護師

日本赤十字社
愛知医療センター
名古屋第二病院

藤井 奈津子

今年度から担当いたしま
す。会員の皆様にご協力い
ただきながら、他の委員の
方と力を合わせ、看護の活
動を広く伝える魅力ある
誌面づくりに尽力してま
いります。ご支援とご指導
の程どうぞよろしくお願
い申し上げます。

助産師

テンハート
訪問看護
ステーション

下久保 亮太

2019年より広報委員会
として活動させていただ
き、今期で2期目の活動と
なります。看護協会の活動
を皆様に知っていただき、
少しでも有用な情報をお
届けできるように今後も
尽力してまいります。

保健師・看護師

愛知県
看護協会坂之上 ひとみ

愛知県看護協会だよりは、
会員の皆さまお一人おひ
とりにお渡しできる唯一
の広報誌です。様々な看護
の場面で働く皆さまに
とっての情報の発信と共
有の場として、ブラッシュ
アップしていきます。隅々
まで熟読願います。

常務理事

vol.150
2022 9.20

138タワーパークの満開のコスモス（一宮市）

令和４年度 愛知県看護協会通常総会のお知らせ
新役員の紹介
表彰受賞者の紹介
新会館建設シリーズ
新型コロナウイルス感染症
訪問看護総合支援センターからのお知らせ
教育センターからのお知らせ
読者プレゼント、看護協会マンスリーニュース
ナースセンターNEWS!!
理事会報告
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