平成 30 年度 愛知県看護協会事業計画

※事業計画は、定款第４条の８つの事業に沿って掲載
1 教育等看護の質の向上に関する事業
2 学術研究の振興に関する事業
3 看護業務及び看護制度の改善に関する事業
4 看護職の労働環境等の改善及び福祉に関する事業
5 看護職の確保及び定着に関する事業
6 在宅看護の推進に関する事業
7 県民の健康及び福祉の増進に関する事業
8 その他本会の目的を達成するために必要な事業
・下線は新規事業

１

教育等看護の質の向上に関する事業

（公益目的事業）

事業内容

委員会等

１）看護職の継続教育の実施
（１）看護共通・専門分野（ラダー別）研修の実施
46 研修
・看護共通：ラダー別
25 研修
・専門分野：ラダー別
17 研修
・インターネット配信研修
4 研修
（２）特定分野等の研修の実施
19 研修
①特定分野の研修
・糖尿病重症化予防のためのフットケア研修（3 日間）2 研修
・認知症高齢者のケアの実際（2 日間）
1 研修
・退院調整看護師養成研修（6 日間）
1 研修
・看護補助者の活用推進のための管理者研修 １研修
・医療安全管理者養成研修（7 日間）
1 研修
②委員会等による研修
・災害支援ナース育成研修
1 研修
・災害看護に関する研修
2 研修
・看護業務に関する研修
2 研修
・労働環境に関する研修
1 研修
・准看護師のキャリア支援の研修
1 研修
・地域包括ケアに関する研修
2 研修
・医療安全管理者フォローアップ研修
1 研修
③在宅医療・介護施設等の出前講座
3 研修
（３）職能別研修の実施
6 研修
・保健師職能の研修
1 研修
・助産師職能の研修
2 研修
・看護師職能領域Ⅰの研修
2 研修
・看護師職能領域Ⅱの研修
1 研修
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（千円）
事業活動支出
【207,490】

教育委員会

教育委員会

医療安全対策委員会
災害看護委員会
災害看護委員会
業務委員会
社会経済福祉委員会
看護制度委員会
地域包括ケア推進委員会

医療安全対策委員会

保健師職能委員会
助産師職能委員会
看護師職能委員会Ⅰ
看護師職能委員会Ⅱ

事業内容

委員会等

（４）県・名古屋市委託事業
15 研修
①新人看護職員研修支援のための研修の実施(県委託)
・研修責任者研修
1 研修
・教育担当者研修
2 研修
・実地指導者研修
3 研修
②看護職員認知症対応力向上研修
2 研修
③訪問看護推進事業による研修
4 研修
④訪問看護支援事業による研修
2 研修
⑤介護施設等の看護実務者研修
1 研修
【計 86 研修】

（千円）
事業活動支出

ナースセンター

２）認定看護師の養成
（１）摂食・嚥下障害看護
開催期間:9 月 25 日（火）～平成 31 年 3 月 22 日(金) 645 時間
定員:30 名
（２）脳卒中リハビリテーション看護
開催期間:4 月 3 日（火）～10 月 5 日（金） 630 時間
定員:30 名
（３）訪問看護
開催期間:5 月 12 日(土)～平成 31 年 3 月 22 日（金） 645 時間
定員:20 名
３）認定看護管理者の養成
（１）認定看護管理者教育課程 ファーストレベル
開催期間:①8 月 21 日（火）～10 月 2 日（火）
②平成 31 年 1 月 8 日（火）～2 月 19 日（火）
定員:70 名
（２）認定看護管理者教育課程 セカンドレベル
開催期間:10 月 16 日(火)～11 月 30 日（金）
定員:50 名
（３）認定看護管理者教育課程 サードレベル
開催期間:5 月 23 日（水）～6 月 15 日（金）、7 月 2 日(月）～
7 月 17 日（火）、8 月 1 日（水）～8 月 7 日（火）
定員:30 名

２

学術研究の振興に関する事業

（公益目的事業）

事業内容

委員会等

１）看護研究の推進
（１）愛知県看護研究学会の開催
開催日：12 月 12 日（水）
場所：愛知県産業労働センター ウインクあいち
（２）看護研究費の助成
①研究計画書の査読並びに選考
②助成による研究成果物の点検・指導と製本
③学会への発表推進
（３）研究倫理審査の実施
①研究倫理審査
②研究倫理に関する個別相談
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（千円）
事業活動支出
【5,979】

学会委員会

看護研究助成委員会

研究倫理委員会

事業内容

委員会等

（千円）
事業活動支出

③研究倫理申請・審査マニュアル(第 3 版)の周知・活用
④研究倫理審査の PR
通常総会、愛知県看護研究学会での PR チラシ配布
（４） 第 50 回（平成 31 年度）日本看護学会-看護管理-学術集会の開催準備
準備委員会の設置及び開催
（５）図書室の運営
①図書室の管理・運営
②図書室委員会の開催 3 回
２）学術研究の振興支援
（１）看護関連学会への後援
（２）看護関連学会開催費の助成

３

看護業務・看護制度の改善に関する事業

（公益目的事業）

事業内容

委員会等

１）看護業務の改善
（１）保健師業務の充実
交流会の開催（2 回）
テーマ「実践力アップ事例検討会」
①尾張地区
開催日：11 月
講師：未定 会場：未定
実践報告者１名
定員:50 名
②三河地区
開催日：12 月
講師：未定 会場：三河地区
実践報告者 1 名
定員:50 名
（２）助産師業務の充実
①助産師出向制度の推進
助産師出向支援事業（県委託）
助産師出向制度支援事業に関する検討会 2 回
助産師出向支援導入事業協議会
1回
②母子支援のための助産師ネットワーク体制の整備の推進
助産師地区支部役員との情報交換会開催 3 回
（３）看護師業務の充実
病院領域
①研修会の開催
・研修名：「特定行為研修－概要と研修修了者の活動－」
開催日：9 月 1 日（土） 対象：看護師
定員 80 名
・研修名：「感染管理の基礎知識」
開催日：11 月 27 日（火）対象：准看護師 定員 60 名
②交流会の開催
テーマ「つながる看護師長 2018」
開催日：9 月 対象：看護管理者
定員:40 名
③実態調査
急性期病院における身体拘束実態調査
時期：平成 30 年秋を予定 対象：県内病院
（４）看護業務の改善
①DiNQL 研修会
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（千円）
事業活動支出
【4,295】

保健師職能委員会

助産師職能委員会

看護師職能委員会Ⅰ

業務委員会

事業内容

委員会等

研修名：DiNQL データ活用術－転倒・看護管理に焦点を当
てて－
開催日：8 月 28 日（火） 対象：看護管理者 定員:60 名
②看護補助者の業務改善
・研修会の開催
研修名：
「看護補助者の業務の再考 ～業務範囲の明確化
と遵守～」
開催日：12 月 8 日（土） 対象：看護管理者 定員：70 名
・看護補助者の実態調査のまとめ
「病院で働く看護補助者の就労状況と業務内容について」の
アンケート調査結果のまとめ
（５）医療安全の推進
①医療安全対策
・医療安全管理者の育成
研修名：「医療安全管理者養成研修」
開催日：11 月 28 日（水）～12 月 6 日（木）７日間
対象：医療安全管理に携わる看護職及び予定者
定員:45 名
・医療安全管理者フォローアップ研修
研修名：「看護師の法的責任」
開催日：9 月 4 日（火）
対象：リスクマネージャー
定員：70 名
・医療安全推進週間の啓発活動
ポスター作製・配布、協会だより掲載
・医療事故調査制度への支援体制の運用
医療事故調査制度への支援
医療事故調査に関わる専門家の登録
医療事故調査に関わる専門家の派遣
②院内感染に関する地域支援
・愛知県院内感染ネットワーク事業（県委託）
メール・FAX による相談と回答、医療機関への支援
愛知県院内感染ネットワーク委員会
開催 2 回
２）看護制度の改善
（１）准看護師から看護師への支援
①准看護師の進学支援および資質向上のための研修会
研修名：「准看護師のキャリアアップ研修」
開催日：7 月 12 日（木） 定員:60 名
②看護師養成所（２年課程）への進学支援のための研修と説明会
開催日：9 月 13 日（木） 対象：准看護師 定員：60 名
（午前）研修会 看護師養成所（２年課程）模擬講座
テーマ：「呼吸・循環のフィジカルアセスメント」
（午後）説明会 看護師養成所（２年課程）4 校教員によ
る学校概要の説明
③研修参加者への入会案内
④准看護師学校養成所卒業予定者への入会案内
学校訪問：生徒・教員への説明、パンフレット等配布
⑤進学説明会（2 年課程）での入会案内
（２）看護教育制度改善への支援
①交流会
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業務委員会

医療安全対策委員会

看護制度委員会

（千円）
事業活動支出

事業内容

委員会等

（千円）
事業活動支出

テーマ：「みんなで考えよう！准看護師制度」
開催日：11 月 19 日（月） 対象：看護管理者、教員等
②高校進路指導担当者への看護師学校養成所進学についての啓発
「2019 ナースへの道」作成と送付
③高校進路指導担当者会議での説明
④看護教育制度に関する県民への啓発活動
ハローワーク等にて「ナースへの道」のチラシ配布
⑤看護教育制度に関する情報収集及び情報提供

４

看護職の労働環境等の改善及び福祉に関する事業
事業内容

（公益目的事業）
委員会等

１）働きやすい労働環境づくりの支援事業
（１）働きやすい職場づくりの啓発
研修会
テーマ：
「いきいき働くための看護職の人事制度－評価に連動
した賃金モデル－」
開催日：10 月 11 日（木） 対象：看護管理者
定員：80 名
（２）ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の推進事業
①推進体制の整備
推進委員会の開催
2回
②ＷＬＢインデックス調査・説明
実施施設の募集、調査結果の管理
現状分析のための説明会
8月
③WLB 推進ワークショップ事業の実施
・平成 29 年度開始施設
取組報告会 7 月
情報交換会 11 月
取組報告会(ファイナル) 平成 31 年 2 月
・平成 30 年度開始施設
事前説明会 5 月
ワークショップ 9 月
施設訪問 9 月～10 月
情報交換会 12 月
取組報告会 平成 31 年 2 月
④WLB の普及啓発
・取組成果の報告書
・チラシの作成
（３）看護職定着支援
就業環境改善相談（県委託）
愛看かいぜんサポート
・総合相談（個別相談、勤務環境改善相談）
相談対象：医療機関の人事担当、看護管理者、看護職員
窓口開設：週 5 日
（４）看護師等の「雇用の質」の向上のための取組への参画、連携
・医療勤務環境改善支援センターとの連携
（５）男性看護師の会の活動支援

5

（千円）
事業活動支出
【5,319】

社会経済福祉委員会

社会経済福祉委員会

ナースセンター

ナースセンター

事業内容

委員会等

（千円）
事業活動支出

委員会等

（千円）
事業活動支出

①交流会の開催 平成 31 年 2 月
②機関誌の発行 1 回
③ネットワークの推進 他県男性看護師との交流
２）看護職の処遇改善の推進
（１）議員・行政への要望
（２）関係団体との連携
・愛知県看護連盟との連携
・愛知県助産師会との連携

５

看護職の確保、定着に関する事業

（公益目的事業）

事業内容
１）愛知県ナースセンターの運営
（１）看護師等就業促進事業の実施
①就労促進
・看護師等無料職業紹介事業の実施
求人施設・求職者の登録、就業斡旋、情報提供
求職・求人相談等
入職 6 ヵ月後の就業状況確認調査（求人施設）
・求人施設拡充活動
施設訪問 月 2～3 件
・看護職届出制度による届出者の管理・支援
看護職員復職支援交流会の開催 3 回
開催日：6 月 2 日（土）、10 月 26 日（金）、12 月 1 日（土）
場所：imy ビル 会議室
定員：30 名
・求職者への情報提供、相談会の開催
・ハローワークとの連携及び巡回相談の実施
介護と看護の就職相談会
・ＮＣＣＳの運用・管理
②普及啓発
・看護職届出制度の周知・啓発
・医療機関等看護職員需要調査
・ナースセンター事業の広報活動
ナースセンターだよりの発行
愛知県看護協会だよりにナースセンターニュースの掲載
新聞、交通機関、インターネット、Platz Nurse システム
等広告
ハローワークにポスター掲示、パンフレット設置
ホームページの随時更新
（２）「看護の心」普及事業の実施
・高校生の一日看護体験 8 月 1 日（水） 定員:1,450 名
・社会人一日看護体験 実施日：未定
定員：10 名
・看護進路相談会
開催日：7 月 7 日(土)
場所：愛知県産業労働センター ウインクあいち
・Nursing School in Aichi Guide Book 2018 の作成・配布
・看護の道への進路相談 随時
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ナースセンター

【107,079】

事業内容
（３）支所の運営
・名駅支所
・豊橋支所
（４）ナースセンター事業運営
・ナースセンター事業運営委員会
・ナースセンター会議 月 1 回

委員会等

1回

２）看護職の確保･就職の支援
（１）マスコミを通じた就職支援
「看護師就職応援キャンペーン 2019」への参画
（２）その他団体を通じた就職支援等
「病院合同説明会」への参画

６

（千円）
事業活動支出

在宅看護の推進に関する事業

ナースセンター

（公益目的事業）

事業内容

委員会等

１)訪問看護ステーションたかつじの運営
（１）質の高い訪問看護サービスの提供と質の向上
①利用者のニーズに合った訪問看護の提供
・機能強化型訪問看護ステーションの取得
・看護体制強化加算の取得
・居住系施設との委託契約による訪問看護の拡大
②看護の質の向上
・専門性の高い看護師によるコンサルテーションの活用、
事例検討会、研究発表、職員の教育・研修
③看護の質の評価
・利用者満足度調査、訪問看護師自己評価、事業所自己評価（
「訪
問看護ステーションにおける事業所自己評価のガイドライン」
活用）
、介護サービス情報公表制度の実地調査受審
④適正な事業運営
経営会議の開催 月 1 回
（２）訪問看護の普及啓発活動
①広報活動（ホームページの更新・パンフレットの活用）
②訪問看護教育
看護系大学、専門学校、看護職研修の実習の受入れ
③名古屋市在宅医療・介護支援センターとの連携
２）居宅介護支援事業所たかつじの運営
（１）質の高いマネジメントの提供と質の向上
①ケアマネジメントの提供
・医療依存度の高い利用者へのケアマネジメントの提供
・主任介護支援専門員の活用
②ケアマネジメントの質の評価
・自己評価・ユーザー評価等の実施
③適正な事業運営
経営会議の開催 月１回
（２）居宅介護支援事業の普及啓発活動
広報活動（ホームページの更新・パンフレットの活用）
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（千円）
事業活動支出
【97,101】

事業内容

委員会等

２）訪問看護の推進
（１）訪問看護推進事業（県委託）
①訪問看護推進協議会開催
1回
②研修の実施
・訪問看護ステーションの看護師研修（分散型）
開催日：7 月 21 日（金）～22 日（土）、
8 月 7 日（月）～9 日（水）
・医療機関の看護師研修（分散型）
開催日：7 月 21 日（金）
8 月 7 日（月）～9 日（水）
・公開講座
テーマ「在宅における感染管理」 開催日：7 月 22 日（土）
③在宅医療推進事業
・講演会の実施
ア) テーマ：
「住み慣れた自宅で、訪問看護師が寄り添います－病
とうまくつきあい、自分らしく暮らしませんか－」
開催日：5 月 10 日（木）
場所：愛知県産業労働センター ウインクあいち
イ) テーマ 「訪問看護の魅力」
開催日：10 月 27 日（金）
（２）訪問看護師の養成
①訪問看護支援事業（県委託）
ナースセンター
・訪問看護職員養成講習会
開催日：5 月 30 日（水）～9 月 20 日（木）週 2 回開講
対象：訪問看護従事予定者(看護の実務経験問わず)、
訪問看護経験 3 年未満の者
定員：30 名
・訪問看護 e ラーニング
開催日：8 月 2 日（木）～平成 31 年 2 月 22 日（金）
対象：看護経験 3 年以上の訪問看護従事者
定員：30 名
・訪問看護職員交流会
開催日：10 月 20 日（土） テーマ：未定
対象：訪問看護従事者 定員：80 名
地域包括ケア推進委員会
②訪問看護新人看護師育成プログラムの周知・活用
（３）訪問看護利用促進のための活動
地域包括ケア推進委員会
「訪問看護の活用のしかた」の改訂
３）保健医療福祉関係職種の連携
（１）関係職種間の交流事業の実施
委員会事業
①産科関係者交流会
助産師職能委員会
テーマ「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援、産後ケア」
開催日：11 月 22 日（水） 場所：未定
対象：産科関係者等
定員：100 名
②看取りケア交流会
テーマ「人生の最終段階に向けた意思決定の支援
看護師職能委員会Ⅱ
～自分らしい生き方の選択～」
開催日：10 月 27 日（土）
講師：病院看護師、在宅領域看護職
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（千円）
事業活動支出

事業内容

委員会等

内容：講義・意見交換 対象者：看護職
定員：80 名
③保健・医療・介護・福祉関係者交流会
開催日：11 月 17 日（土）
場所：名古屋大学医学部附属病院
内容：シンポジウム「住み慣れた地域での在宅ケアの推進
と多職種連携」（仮）
対象：医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、
言語療法士、医療ソーシャルワーカー、ケアマネ ジ
ャー、介護関係者等
定員：200 名
地区支部事業
①名古屋地区支部
・地域包括ケア推進看護連携検討会
2回
開催日：7 月、11 月
内容：地域医療構想推進会議の報告
名古屋市の病院・施設の災害対策について
看看連携の推進のための情報交換
・看護連携の推進
認定看護師活用システム（名古屋モデル）の構築と運用
名古屋看護情報共有書（病院➡地域）の様式作成と運用
②海部地区支部
・多職種意見交換会
開催日：8 月 7 日（火） 場所：海南病院
内容：病院と施設の連携強化（仮）
対象：医療・看護・福祉関係者
・地域包括ケア推進看護連携検討会
開催日：12 月 7 日（金）
場所：偕行会リハビリテーション病院
内容：地域包括ケアでの連携を考える急性期・回復期・
施設・訪問看護・行政保健師の立場からシンポジ
ウムと意見交換
対象：看護職
③尾張西部地区支部
・多職種意見交換会
開催日：8 月 10 日（金） 場所：一宮市立市民病院
内容：地域包括ケアシステム成功への架け橋 第 1 段「多職
種連携の推進のために～お互いの業務を知ろう～」
対象：看護職（病院・訪問・施設・地域包括等）行政保健師
・地域包括ケア推進看護連携検討会
開催日：7 月 3 日（火）、12 月 14 日（金）
場所：一宮市立市民病院
内容：地域医療構想推進会議の状況と今後の地区支部活
動について（仮）
対象：看護職（病院・訪問・施設・地域包括等）行政保健師
④尾張北部地区支部
・多職種意見交換会
開催日：8 月 17 日（金） 場所：小牧市民病院
内容：地域包括ケアシステムにおける各職種の取組みに
ついて研修会開催多職種とワールドカフェ方式に
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地域包括ケア推進委員会

名古屋地区支部

海部地区支部

尾張西部地区支部

尾張北部地区支部

（千円）
事業活動支出

事業内容

委員会等

よる交流を実施
講師：未定
定員：50 名
対象：医療・福祉・介護職等
・地域包括ケア推進看護連携検討会
開催日：未定
場所：小牧市民病院
内容：地域医療構想推進会議の状況について（仮）
⑤尾張東部地区支部
・多職種連携交流会
開催日：未定
対象：医療・福祉・介護職・医師会等
内容：地域連携の充実に向けて（仮）
・地域包括ケア推進看護連携検討会
2回
開催日：未定
対象：病院・訪問看護ステーション代表等
内容：地区支部圏域の看看連携、情報共有
⑥知多半島地区支部
・看護・介護職員の交流会 2 回
開催日：７月７日（土）
、平成 31 年 2 月 16 日（土）14～16 時
場所：とこなめホール
内容：「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
対象：圏域内クリニック・訪問看護ステーション・病院
に勤務する看護・介護職員等
・地域包括ケア推進看護連携検討会
開催日：10 月 4 日（木） 場所：とこなめホール
対象：看護職の責任者
内容：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
⑦西三河北部地区支部
・多職種連携交流会
開催日：2 月予定
場所：豊田加茂医師会館予定
内容：未定
対象：医療・福祉・介護関係職種等
定員：未定
＊三医師会、豊田市等との合同開催予定
・地域包括ケア推進看護連携検討会
開催日：未定 場所：未定
内容：地域医療構想推進会議の状況、今後の支部活動に
ついて
対象：看護職
⑧西三河南部西地区支部
・多職種間交流会
開催日：7 月 7 日（土）場所：碧南市民病院 多目的ホール
内容：
「もしバナトランプ」を使って人生最期を考えてみよ
う（仮）
対象：医療・福祉・介護関係職種等
定員：120 名
・地域包括ケア推進看護連携検討会
開催日：未定
場所：未定
内容：地域医療構想推進会議の状況、今後の支部活動について
対象：看護職
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尾張東部地区支部

知多半島地区支部

西三河北部地区支部

西三河南部西地区支部

（千円）
事業活動支出

事業内容

委員会等

⑨西三河南部東地区支部
・岡崎市幸田町地域包括ケア多職種研修（いえやすネット
ワーク多職種研修）
開催日：７月 28 日（土） 場所：竜美丘会館
内容：災害ワークショップ
対象：医療・福祉・介護関係職種等
定員：未定
＊岡崎市医師会、岡崎市長寿課、岡崎市民病院共催
・地域包括ケア推進看護連携検討会
開催日：未定
場所：未定
内容：地域医療構想推進会議の状況、今後の支部活動について
対象：看護職
⑩東三河地区支部
・地域多職種連携退院調整者会議
年4回
場所：成田記念病院
目的：他施設の退院調整に関わる情報を知り関係施設と
の連携を図る
対象：病院・施設で退院調整業務に携わる看護師・
社会福祉士・事務員・在宅領域関係者
・地域包括ケア推進看護連携検討会
年2回
開催日：9 月 14 日（金）、平成 31 年 2 月 8 日（金）
場所：未定
（２）看護職の介護支援専門員の増加のための啓発事業
研修会「看護職のための介護支援専門員試験対策講座－退院
支援のための介護保険の知識－」
開催日：6 月 29 日（金）
対象：介護支援専門員試験の受験予定者及び退院支援に関
わる看護職
定員：50 名

７

県民の健康及び福祉の増進に関する事業

西三河南部東地区支部

東三河地区支部

地域包括ケア推進委員会

（公益目的事業）

事業内容

委員会等

１）「看護の日」・看護週間に関する事業の実施
（１）「ふれあい看護フォーラム 2018」の開催
①「ふれあい看護フォーラム 2018」の共同開催
開催日：5 月 10 日（木）
場所：愛知県産業労働センター ウインクあいち
内容：講演会、健康測定、健康相談、 健康増進コーナー
②「東三河ふれあい看護フォーラム 2018」
開催日：5 月 20 日(日)
場所：穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ
内容：講演会、健康測定、健康相談等
２）健康増進・啓発活動の実施
（１）「専門看護相談」の実施
①認定看護師によるミニ講話・看護相談
開催日：年 5 回（6 月、8 月、10 月、12 月、2 月） 第 1 日曜日
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（千円）
事業活動支出

（千円）
事業活動支出
【56,075】

名古屋地区支部

東三河地区支部

まちの保健室委員会

事業内容
場所：八事イオン
②Good Life FESTA（中京テレビ主催）
開催日：4 月 21 日(土)、22 日(日)

委員会等

まちの保健室委員会
場所：吹上ホール

（２）地区支部公開健康講座の開催
①海部地区支部
開催日：11 月 場所：海南病院
内容：笑って認知症予防(仮)
②尾張西部地区支部
開催日：11 月 22 日(金) 場所：一宮市立市民病院
内容：認知症予防について(仮)
③尾張北部地区支部
開催日：11 月 13 日(火) 場所：小牧市民病院
内容：「のばせ！健康寿命認知症予防」
④尾張東部地区支部
開催日：9 月
場所：公立陶生病院
内容：「肺炎で死亡する 95％が 65 歳以上です！
－肺炎の予防と早期発見－」
講師：慢性呼吸器看護認定看護師
⑤知多半島地区支部
開催日：9 月 8 日(土) 場所：常滑市民病院とこなめホール
講師：訪問看護認定看護師
⑥西三河北部地区支部
開催日：平成 31 年 1 月 場所：福祉センター
＊豊田加茂医師会との合同開催予定
⑦西三河南部西地区支部
開催日：9 月 1 日(土) 場所：碧南東部プラザ
内容：薬剤耐性（AMR）対策アクションプランを知っていますか？
講師：感染管理認定看護師
⑧西三河南部東地区支部
開催日：11 月 7 日（水） 場所：岡崎市福祉会館
内容：認知症に関する講義等
講師：久田直子（フリアナウンサー）
＊岡崎市医師会、岡崎市長寿課、岡崎認知症医療センターと共催
⑨東三河地区支部
開催日：11 月 17 日（土） 場所:未定
内容：健康寿命を延ばすための生活調整とその援助
（３）まちの保健室活動の実施
一日まちの保健室
①海部地区支部「弥富市健康フェスタ 2018」の参画
開催日：10 月 28 日（日） 場所：弥富市十四山スポーツセンター
②尾張北部地区支部「小牧市健康フェスタ 2018」の参画
開催日：10 月
場所：小牧市民会館
③尾張西部地区支部
開催日：11 月 場所：未定
④尾張東部地区支部「瀬戸市健康福祉フェア」の参画
開催日：11 月 3 日（土） 場所：瀬戸市文化センター
⑤知多半島地区支部「常滑焼祭」に参画
開催日：10 月 13 日（土）、14 日（日）
場所：ボートレース常滑、イオンモール常滑他
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海部地区支部

尾張西部地区支部

尾張北部地区支部

尾張東部地区支部

知多半島地区支部

西三河北部地区支部

西三河南部西地区支部

西三河南部東地区支部

東三河地区支部

海部地区支部
尾張北部地区支部
尾張西部地区支部
尾張東部地区支部
知多半島地区支部

（千円）
事業活動支出

事業内容

委員会等

⑥西三河北部地区支部
・「とよた産業フェスタ」に参画
開催日：9 月
場所：豊田スタジアム
・まちの保健室活動の実施
開催日：7 月、11 月 場所：イオンスタイル豊田店
⑦西三河南部西地区支部
碧南市市民ふれあいフェスティバルへの参画
開催日：11 月 11 日（日） 場所：碧海市臨海体育館・水族館
⑧西三河南部東地区支部
・岡崎市「げんきまつり」に参画
開催日：10 月 14 日（日） 場所：岡崎げんき館
・まちの保健室活動の実施
開催日：9 月 20 日（水）、11 月 14 日（水）
場所：イオンモール岡崎
（４）あいち県民健康祭への参画
愛知県看護協会のブース「一日まちの保健室」設置
開催日：9 月
場所：あいち健康プラザ（大府市）
（５）子育て応援団「チュウキョ～くんのすこやかフェスタ」への参画
愛知県看護協会のブース開設
開催日：10 月 場所：日本ガイシホール

西三河北部地区支部

西三河南部西地区支部

西三河南部東地区支部

保健師職能委員会
助産師職能委員会
看護師職能委員会Ⅰ
看護師職能委員会Ⅱ
保健師職能委員会
助産師職能委員会
看護師職能委員会Ⅰ
看護師職能委員会Ⅱ

（６）看護ボランティアの会の活動支援
３）災害支援活動の実施
（１）災害支援ナースネットワークの整備
①災害支援ナース登録
施設登録、個人登録
②災害支援ナース活動助成
③災害支援ナース育成研修
開催日：12 月 7 日（金）
④災害看護シミュレーション研修
開催日：7 月 13 日（金）
⑤災害支援ナーススキルアップ研修
開催日：9 月 5 日（水）
⑥愛知県看護協会災害支援ナースポケットマニュアル改訂
（２）災害時「災害支援ナース」の派遣調整
（３）都道府県看護協会合同防災訓練の実施
日本看護協会との合同ネットワーク訓練に参加
日程：11 月 6 日（火）～11 月 8 日（木）
（４）防災用品の整備
（５）愛知県との連携
愛知県地域災害医療対策会議への参画
地区別災害医療担当者会議 2 回
（６）広報活動
①災害に関する県民・看護職への情報提供
尾張東部地区支部
メール発信・チラシの配布等 2 回
②愛知県・津島市総合防災訓練に参加
開催日：8 月 26 日（日）
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災害看護委員会

尾張東部地区支部
海部地区支部
災害看護委員会

（千円）
事業活動支出

事業内容

委員会等

４）福祉施設への助成活動
（１）「みとり募金」活動の実施
（２）福祉施設等の整備に対する寄付活動の実施

８

地区支部

その他本会の目的を達成するために必要な事業
事業内容

（公益目的事業）
委員会等

１）広報
（１）機関紙「協会だより」の発行
年4回
（２）看護協会活動の普及啓発
事業概要の作成
（３）マスコミ等を通じた広報
①地域における看護活動のＰＲ
看護の日・看護週間事業を新聞広告
②ＳＮＳを活用した広報活動
Platz Nurse システム活用による情報提供
（４）ホームページの運営
①ホームページの定期的更新・随時更新
②ホームページ委員会の開催
（５）看護教育機関の入学式、載帽式、卒業式への祝電対応

８

その他本会の目的を達成するために必要な事業
事業内容

（千円）
事業活動支出
【15,007】

広報委員会

（相互扶助等事業）
委員会等

１）会員の福利厚生
（１）表彰、各受章候補者の推薦
（２）弔慰見舞、災害見舞

８

（千円）
事業活動支出

（千円）
事業活動支出
【260】

その他本会の目的を達成するために必要な事業
事業内容

（法人管理）
委員会等

１）円滑な組織運営
（１）総会の開催
平成 30 年度通常総会
開催日：6 月 22 日（金）
場所：名古屋国際会議場
議題：平成 29 年度事業報告
平成 29 年度決算書類の承認及び監査報告
平成 30 年度事業計画、収支予算
平成 30 年度愛知県看護協会役員・推薦委員選挙
平成 31 年度日本看護協会代議員及び予備代議員選出等
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（千円）
事業活動支出
公益目的
【14,511】
法人会計
【99,538】

事業内容

委員会等

（２）理事会、常務理事会の運営
①理事会開催
8回
②常務理事会開催 10 回
（３）委員会の開催
①委員長説明会 4 月 26 日（木）午前
②合同委員会
4 月 26 日（木）午後
③三職能合同集会
開催日：平成 31 年 2 月 13 日（水）
場所：愛知県産業労働センター ウインクあいち
④職能委員会、常任委員会、特別委員会
⑤各地区支部役員会
⑥地区支部長会議 3 回
（４）監査
後期監査 5 月 24 日（木）
前期監査 10 月 未定
（５）日本看護協会との連携
①代議員研修会 5 月 16 日（水）
②日本看護協会通常総会
開催日：6 月 12 日（火） 場所：パシフィコ横浜
③全国職能別交流集会（保、助、看Ⅰ、看Ⅱ）
開催日：6 月 13 日（水） 場所：パシフィコ横浜
④地区別法人会員会（石川県）
10 月 18 日（木）
、19 日（金）
⑤東海北陸地区会長会議（石川県）
9 月 5 日（水）、6 日（木）
⑥全国職能委員長会
8 月 8 日（水）
（６）会員登録事務
新規・継続会員の受付とナースシップの運用・管理
（７）協会業務運営
庶務・会計・人事
２）組織強化
（１）会員数の増加拡大
①入会案内等の配布
②入会の問合せ・相談に対応
③准看護師学校養成所への訪問および教員・生徒への説明
④未加入の自治体、関係団体等への働きかけ
⑤未加入の診療所助産師への働きかけ
⑥会員増加に向けた取組み
・領域Ⅱ看護師への加入促進
施設・在宅領域の看護職の交流会
開催日：11 月 10 日（土）
講師：日本看護協会看護職賠償責任保険担当者 他
・准看護師への加入促進
病院施設訪問による准看護師への働きかけ
・地区支部での会員加入促進の取組み
・日本看護協会 看護政策推進のための組織強化事業 参画
⑦ホームページ掲載、未加入施設へのチラシ配布
（２）会員サービスの充実
会員施設代表者会議の開催 2 回

15

看護制度委員会
保健師職能委員会
助産師職能委員会
看護師職能委員会Ⅱ

各地区支部

（千円）
事業活動支出

事業内容

委員会等

開催日：未定
３）政策への参加
（１）行政機関へ委員等の派遣
（２）関係機関への要望・意見交換
・県医師会・病院協会をはじめ保健・医療・福祉関係団体
との情報交換
４）関係団体協働事業参加
（１）関係団体の活動に協力・本会活動への協力要請
①｢国際助産師の日｣第２７回愛知県集会
開催日：6 月 2 日（土）
会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち
②マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知 2019
看護ボランティア派遣調整
５）施設管理
（１）看護研修会館の管理・運営
計画的修繕等の実施
①空調設備増設工事(3 階教室)
②ネットワーク集中管理機器類更新工事
（２）高辻センター（占有部分）の管理・運営
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助産師職能委員会

（千円）
事業活動支出

