
【 事　業　計　画 】

　大分県看護協会は、公衆衛生の向上を目的とした公益目的事業を推進するために、日本看護協会と連携し以下の
事業を行う。事業計画は、定款第4条の事業を重点事業と通常事業に分けて掲載する。

＜重点事業＞
　１．看護職の資質の向上を図るための教育・研修等に関する事業
　２．在宅での療養者のための訪問看護等に関する事業
  ３．看護職が働き続けられるための環境改善に関する事業

　５．看護における医療安全及び災害時の救護等に関する事業
　６．保健・医療・福祉等の知識の普及に関する事業
　７．看護職の就業促進及び進路相談事業
　８．その他公益目的を達成するために必要な事業等

                                                     ＊下線は新規事業・名称変更
＜重点事業＞ 　
　１．看護職の資質の向上を図るための教育・研修等に関する事業

事業 活動計画 活動実績
１）継続教育 (1)新人看護職の卒後臨床研修制度の推進 (1)新人看護職の卒後臨床研修制度の推進
  の推進   ①新人看護職員研修の教育プログラム   ①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため研修期間を
  　  の内容・期間等の見直し、実施後の 　　2日間に短縮し実施

　  評価 　・新人看護師研修(集合教育)6日間コース
　・大分県看護研修会館(集合教育)で実施 　　2020年8月4日(火)～2021年2月19日(金)

                              受講者:49人　修了者:44人
　②新人看護職員指導者の育成事業を実施 　②計画のとおり実施
　　・評価   ・実地指導者研修(県委託)3日間コース　2回実施
　・実地指導者研修(県委託) 　  2020年1月7日(木)・8日(金)・9日(土)

                              受講者:43人　修了者:40人
　　2021年2月25日(木)・26日(金)・27日(土)

                              受講者:65人　修了者:68人
  ・実地指導者フォローアップ研修 　・実地指導者フォローアップ研修

  2020年11月19日(木)　　　　　       　　  受講者:26人
(2)教育研修プログラムの企画・実施・評価 (2)教育研修プログラムを企画・実施・評価

　①2020年度研修計画の実施  　①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、Web活用、
　　「看護の質保証を目的とした看護職 　　 規模縮小、定員制限、一部研修延期・中止により実施 
　　のキャリアに応じた継続教育」                         90研修　231回   受講者:延8,632人
　・「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ 　・「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ質の高い看護
　　質の高い看護の普及に向けた継続教育 　　の普及に向けた継続教育
　　高齢者権利擁護等推進事業看護実務者 　　高齢者権利擁護等推進事業看護実務者研修(県委託)
　　研修(県委託)、 　　　2020年9月16日(水)・10月14日(水)・11月10日(火)

　　　　　　　　　　　　   　　　受講者:62人　修了者:59人
　　在宅医療・看護の最新の看護技術・ 　　在宅医療・看護の最新の看護技術・ケア研修(県補助)
　  ケア研修(県補助)
　　(由布・玖珠・九重地域、臼杵・ 　　　高齢者のフィジカルアセスメント(急変時の対応)
　　 津久見・佐伯地域、での出張研修) 　　　・由布・玖珠・九重地域(於:湯布院病院)

　    　2020年7月18日(土)　　　　　　　　 　　受講者:15人
 　   　臼杵・津久見・佐伯地域
         　(於:介護老人福祉施設つくみかん)
  　  　2020年8月9日(日)           　　       受講者:11人
　　　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため「看取り
      とエンゼルケア」・「摂食嚥下障害患者の看護」は
　　　中止

   学生指導者研修(大分県看護研修会館、 　　  人が育つ実習指導研修
　 杵築・国東・豊後高田地域での出張 　　　全域(於:看護研修会館)　　　 
   研修) 　    2020年7月19日(日)              　   　　受講者:28人

　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため地域開催
　　　は中止

   医療的ケア看護師研修(大分県教育会     医療的ケア看護師研修(大分県教育委員会と共催)

2020年度  事　業　報　告

＜通常事業＞
　４．看護領域の開発・展開に関する事業　



   委員と共催)  　　 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため1回のみ
　　　開催(Web)
　　　2020年12月25日(金)　　　　　　　  　  受講者:22人

　　看護職員認知症対応力向上研修 　　看護職員認知症対応力向上研修（県委託）
    (県委託) 　　　2021年2月6日(土)・7日(日)・14日(日)　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　   　受講者:10人　修了者10人
    看護倫理研修 　　看護倫理研修

　　　2020年9月26日(土)　　　　　　　   　   受講者:57人
　　入退院支援基礎研修(県委託) 　　入退院支援基礎研修（県委託）

      対象:病院・診療所看護師 　　　対象:病院・診療所看護師
　　　新型コロナ感染症拡大防止のため見学実習中止
　　　2020年6月30日(火)・7月30日(木)・8月22日(土)・
　　　10月10日(土)　
　　　　　　　　　　　　　　   　受講者:43人　修了者40人

   入退院支援強化研修(県委託) 　　入退院支援強化研修(県委託)4日間コース
     対象:看護職・MSW等 　　　対象：看護師・MSW等

　　　2020年8月23日(日)・9月8日(火)・9日(水)・11月6日(金)
  　　　    　　　　　　　　 　　受講者:40人　修了者32人

  ・ラダーと連動した継続教育 　 ・ラダーと連動した継続教育
    看護師クリニカルラダー・レベルⅠ     〈看護師クリニカルラダー・レベルⅠ研修〉
    研修新人看護師研修      新人看護師研修6日間コース

　　　2020年8月4日(火)・5日(水)・21日(金)・27日(木)・
　　 28日(金)・2021年2月19日(金)
　　　                          受講者:49人　修了者:44人

　　看護師クリニカルラダー・レベルⅢ 　　看護師クリニカルラダー・レベルⅢ研修
  　　研修地域ケア会議参加者育成研修 　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため 地域ケア会議

　　　議参加者育成研修中止
　　助産実践能力習熟段階(クリニカルラ 　　助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー /CLoCMiP)
　　 ダー/CLoCMiP)
      分娩期の胎児モニタリング、産科      分娩時の胎児心拍数モニタリング
      救急における対応 　　　2020年12月5日(土)　　　　　　　 　　　 受講者:34人

     産科救急における対応を学ぶ
　　　2020年8月8日(土)　　　　　　   　　　  受講者:13人

  　保健師クリニカルラダー 　　保健師クリニカルラダー
　　　保健師の専門性発揮のための基盤強 　 　保健師の専門性発揮のための基盤強化研修
　　　化研修、中堅期保健師のコンサルテ 　　　2020年8月2日(日)　　　　　　　　　 　　受講者:17人
　　　ーションプログラム ４日間コース 　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中堅期保健

　　　師のコンサルテーションプログラム４日間コース中止
　  保健師管理者能力育成研修（県委託）
　　　2020年10月14日(水)　　　　　　  　　   受講者:27人

　・看護管理者が地域包括ケアシステム 　・看護管理者が地域包括ケアシステムを推進するための
　　を推進するための力量形成に向けた 　　力量形成に向けた継続教育
　　継続教育      
     データ分析に基づいた看護マネジメ      データ分析に基づいた看護マネジメントの基礎

　　 ントの基礎 　　　2020年10月17日(土)　　　　　　  　　  受講者:46人
     医療安全管理者養成研修(7日間コース)      医療安全管理者養成研修(7日間コース)

　　　2020年11月13日(金)・2021年1月12日(火)・15日(金)・
　　　17日(日)・19日(火)・21日(木)・26日(火)
　　　                  　　   受講者:50人　修了者:44人

　　看護管理者に必要な災害対策      看護管理者に必要な災害対策
　　　2020年10月4日(日)　　　　　　　　　　　受講者:22人

　　訪問看護ステーション管理者育成研修    　訪問看護ステーション管理者育成研修(県補助)
　　（県補助）    　2020年7月26日(日)・8月8日(土)・11月6日(金)・7日(土)

　　　             　　　　　　　　 　　　 受講者:延91人
     アドバイザー派遣事業（県補助事業）      アドバイザー派遣事業（県補助）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　2施設へ派遣
　・専門能力開発を支援する教育体制の   ・専門能力開発を支援する教育体制の充実に向けた継続
　　充実に向けた継続教育     教育
     2020年度都道府県看護協会教育担当者 　　 会議開催なし。伝達講習なし。
　 　会議伝達講習
　　 都道府県看護協会の教育担当者・教育 　　  開催なし 



　　 委員対象研修
　・資格認定教育 　・資格認定教育

　　 認定看護管理者教育課程ファースト 　　　(一部オンライン講義、開催方法を変更して開催)
　　 レベル・セカンドレベル 　　認定看護管理者教育課程ファーストレベル

　　　　　　　　　               受講者:84人 修了者:78人
　　認定看護管理者教育課程セカンドレベル
　　　　　　　　　　　           受講者:15人 修了者:14人

  ②2020年度研修実施状況の評価 　②研修部会議で評価(毎月)　　
  ③2021年度「教育計画」の企画 　③各委員会・各施設から意見や要望等の情報を収集し企画

　  (1月下旬に完成)
　④2021年度「教育計画」の発送   ④一部変更して実施
  ・ポスターの配布   ・ポスターの配布を中止し、毎月の研修計画をFAX送信に変更
　・研修手帳の配布   ・研修手帳:2月下旬配布
  ・研修会・学会専用サイトで発信 　・研修会・学会専用サイトで発信
  ⑤2020年度教育研修実績を総会要綱に   ⑤計画のとおり実施
    掲載
(3)キャリア支援推進 (3）キャリア支援推進
　①継続教育の推進   ①計画のとおり実施
　②キャリナースの登録と活用の推進 　②キャリナースの登録と活用の推進
　　　キャリナースに全国研修内容、受講 　　キャリナースについて施設代表者会議や各研修時
　　　履歴を掲載 　　に活用法を案内し、登録と活用を推進  登録率13.7％

　　キャリナースに全国研修内容、受講履歴を掲載
　③教育研修開催情報の提供   ③研修手帳・HP等で情報提供
(4)継続教育の広報 (4)継続教育の広報
　①広報誌「看護おおいた」に掲載   ①広報誌「看護おおいた」掲載:4回/年(5・8・11・1月）
　②研修会・学会専用サイトに掲載   ②計画のとおり実施

　　毎月更新(新着情報は随時）
　③ポスターの作成・配布 　③ポスター作成中止しFAX送信に変更
　④会員に研修手帳配布   ④計画のとおり実施
(5)日本看護協会教育活動との連携 (5)日本看護協会教育活動との連携
　①日本看護協会の継続教育に関すること 　①日本看護協会の継続教育に関すること
　・インターネット配信研修オンデマンド 　・インターネット配信研修オンデマンド(各施設・個人)
　　(各施設・個人) 　　活用の広報
　・インターネット配信研修オンデマンド 　・JNA収録DVD研修
　　（看護研修会館） 　　災害支援ナースの第一歩2日間コース　  　　　　 

　　～災害看護の基本的知識～
　　  2020年11月21日(土)・22日(日)　　　  　 受講者:44人
                                      　  　 修了者:44人
　　認知症高齢者の看護実践に必要な知識2日間コース
　　  2020年10月1日(木)・2日(金)　　  　 　　受講者:97人
                                     　　 　 修了者:97人
　　  2021年2月2日(火)・3日(水)　  　　 　　 受講者:78人
                                        　　 修了者:78人

　・DVD研修 　・DVD研修
　　看護補助者の活用推進のための看護管理者研修
      2021年2月17日(水)　　　　　　　 　　　 受講者:78人

　・衛星通信研修 　・衛星通信研修
　　実施なし

(6)保健師助産師看護師実習指導者講習会 (6)保健師助産師看護師実習指導者講習会企画・運営
　 企画・運営  　
　①保健師助産師看護師実習指導者講習   ①計画を一部変更し実施(県委託）
    会開催(県委託事業）
　　期間:2020年6月10日(水)～     2020年8月4日(火)～2021年2月12日(金)
    　　 2021年2月12日(金)                             受講者:51人  修了者:48人
　・実習指導案作成支援 　・計画を一部変更し実施(一部オンライン講義とした)
(7)看護職員資質向上推進事業 (7)看護職員資質向上推進事業
（県委託事業) (県委託)
　①実地指導者研修事業(再掲） 　①実地指導者研修3日間コース(再掲）

　 　  2020年1月7日(木)・8日(金)・9日(土)
　　                               受講者:43人　修了者:40人
　 　　2021年2月25日(木)・26日(金)・27日(土)



                   受講者:65人・補講者3人　修了者:68人
　②「訪問看護eラーニング」を活用し 　②「訪問看護eラーニング」を活用した訪問看護師
   　た訪問看護師養成講習会 　　養成講習会
 　 　2020年6月16日(火)～2020年11月10日(火) 6日間
 　 　訪問看護ステーション実習は新型コロナウイルス感染
  　　 症拡大防止のため中止。

    　　　　　　　　　                 受講者:28人
　③訪問看護推進事業の実施 　③訪問看護推進協議会の開催

　　1回目:2020年7月15日(水)　　　 　       　 出席者:9人
　　2回目:2021年2月17日(水)　　　 　　 　     出席者:7人

　④在宅ターミナルケア研修(在宅の終末 　④在宅ターミナルケア研修(がん・非がん患者の在宅タ
    期ケア） 　　ーミナルケア研修）　

　  2020年8月29日(土)～11月26日(木)7日間
  　在宅支援診療所等見学実習は新型コロナウイルス感染症拡
    大防止のため中止

                           受講者:16人 修了者:10人
　⑤訪問看護専門分野講習会 　⑤訪問看護専門分野講習会
   (在宅の看護実践能力を高める講習会)  　(在宅の看護実践能力を高める講習会)

　　 2020年7月2日(木)～2021年2月27日(土)20日間
                   　　　　 　　　 受講者:延337人 

　⑥入退院支援基礎研修（対象：病院・ 　⑥入退院支援基礎研修（対象：病院・診療所看護師）(再掲）
　　診療所看護師）（再掲） 　　　新型コロナ感染拡大防止のため見学実習中止

　　　2020年6月30日(火)・7月30日(木)・8月22日(土)・
　　　10月10(土)　
　　　　　　　　　　　　  　　受講者:43人　修了者：40人

　⑦入退院支援強化研修（対象:看護職   ⑦入退院支援強化研修（対象:看護職員、MSW等)(再掲）
　　員、MSW等）（再掲） 　　　2020年8月23日(日)・9月8日(火)・9日(水)・

　　　11月6日（金）　　　　　受講者:40人　修了者：32人
　⑧看護職員認知症対応力向上研修(再掲) 　⑧看護職員認知症対応力向上研修(再掲)

　　　2021年2月6日(土)・7日(日)・14日(日)
                    　  受講者:10人 　修了者:10人

　⑨高齢者権利擁護等推進事業看護実務 　⑨高齢者権利擁護等推進事業看護実務者研修(再掲）
　　者研修（再掲） 　　　2020年9月16日(水)・10月14日(水)・11月10日(火)

　　　　　　　　　　　　 　　 　 受講者:62人　修了者59人
 (県補助事業）  (県補助）
　①訪問看護ステーション管理者育成研修 　①訪問看護ステーション管理者育成研修
　・管理者育成研修 　・管理者育成研修
　・アドバイザー派遣事業（再掲）    　2020年7月26日(日)・8月8日(土)・11月6日(金)・7日(土)

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　    受講者:延91人
     アドバイザー派遣事業(再掲)      
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2施設へ派遣

　②プラチナナース生き活きプロジェクト 　②プラチナナース生き活きプロジェクト事業
　　事業 　・プラチナナース生き活きプロジェクト研修
　    　2020年10月2日(金)・16日(金)・30日(金)・11月13日(金)

     27日(金)
  　　　　　　　　　　　　　　 　　　 受講者:延27人
　　　 　　2021年3月末現在　研修受講者の再就職：1人

　③在宅医療・看護における看護技術ケ 　③在宅医療・看護における看護技術ケアの質向上、均てん化
　　アの質向上、均てん化推進事業     推進事業
　・在宅医療・看護の最新の看護技術・ 　・在宅医療・看護の最新の看護技術・ケア研修(再掲)
　　ケア研修 　　　高齢者のフィジカルアセスメント(急変時の対応)
　　由布･玖珠･九重地域、臼杵･津久見･       由布・玖珠・九重地域(於:湯布院病院)

　　佐伯地域 　    2020年7月18日(土)　　　　　　 　     　受講者:15人
 　   臼杵・津久見・佐伯地域(於:介護老人福祉施設つくみ
    　かん)
  　  2020年8月9日(日)                       受講者:11人
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「看取りと
　　　エンゼルケア」・「摂食嚥下障害患者の看護」は中止

(8)看護補助者の資質向上 (8)看護補助者の資質向上
　①看護補助者のための研修 　①看護補助者のための研修

　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため1回実施



　  　2020年7月29日(水)            　　  　　 受講者:39人
２）認定看護 (1)認定看護管理者教育課程ファーストレ (1)計画を一部変更し実施(一部オンライン講義とした)
 管理者教育  　ベル教育の企画・運営・評価     2020年6月27日(土)～10月22日(木)
 の推進 　　開催期間:2020年5月15日(金)～                        　　    受講者:84人 修了者:78人

　      2020年10月22日(木）
(2)認定看護管理者教育課程セカンドレベ (2)計画を一部変更し実施(一部オンライン講義とした)
　 ルにおける教育の企画・運営・評価     2020年7月3日(金)～2021年1月22日(金)　
　 開催期間:2020年7月3日(金)～                            　　受講者:15人 修了者:14人
        2021年1月22日(金）
　・認定看護管理者教育課程セカンドレ 　・認定看護管理者教育課程セカンドレベルの管理実践報告
　　ベル看護管理実践報告会 　　会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　 開催日:2020年5月23日(土）     
(3)認定看護管理者教育の推進活動 (3)感染防止対策を強化して実施

３）地区にお (1)新人育成研修 (1)新人育成研修　
  ける研修 　①新人看護職研修を各地区で教育活動 　①各地区で教育活動として実施　

    として実施 　　新型コロナウイルス感染症拡大予防のため多くの計画が
　　中止となったが、状況を見ながら一部実施としたり、集
　　合研修を中止し、各施設での実施に切り替えるなど工夫
　　しながら可能な範囲で実施

　②地区活動および病院等での新人看護 　②申請なし
　　職員卒後臨床研修活動を支援

(2)教材・シミュレーター等の貸出し (2)計画のとおり実施(貸出実績集計表作成）
  　                   演習機材:18種類　貸出実績:136回

(3)キャリア支援 (3)キャリア支援
　①医療安全に関する研修 　①医療安全に関する研修
　・出前研修(地区活動）:医療施設及び 　・申し込みなし
    在宅・施設等の職員対象
  ②医療的ケアに関する研修 　②医療的ケアに関する研修
　・出前研修:看護師・教員等対象 　　特別支援学校教職員対象研修に２件、支援学校に勤務する

　　看護師対象に１件　講師派遣する(一部Web)
(4)潜在看護職研修(県委託事業） (4)潜在看護職研修(県委託)
  ①看護力再開発講習会(研修Ⅰ) 　 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小し1日で開催
  ・2地区　各2日間コース   ①看護力再開発講習会(研修Ⅰ)
　  開催日:2020年6月24日(水)～   ・日田・九重・玖珠地区(於:大分県済生会日田病院)
　　　　　2020年10月7日(水） 　  2020年10月27日(水) 　　　　　　　　　　　受講者:3人
　  場所:大分県済生会日田病院(日田市） 　 　　　　                                  
        中津市民病院(中津市） 　・中津・宇佐・豊後高田地区(於:中津市民病院)

　  2020年10月22日(木)　　　　　　　　　　　 受講者:7人
　　　　　　　　　　   　　　　       受講後就職者数:4人

４）図書・Ｄ (1)看護関係図書・雑誌・資料等の情報収 (1)看護関係図書・雑誌・資料等の 情報収集・活用の
  ＶＤの整備    集・活用の支援    支援

　①医中誌の活用・推進(長期研修受講者 　①医中誌11月末で契約終了
    にオリエンテーション)
　②図書・雑誌等の計画的購入 　②計画のとおり実施
  ③図書・雑誌・文献の整備・管理   ③計画のとおり実施
(2)新刊図書の情報提供 (2)計画のとおり実施

　・ホームページに掲載

５）准看護師 (1)准看護師研修(5回開催) (1)准看護師研修(4回開催)
　の教育支援 　 「准看護師のための新人研修」は新型コロナウイルス感染症

　　拡大防止のため中止
　　2020年9月4日(金)・17日(木)・11月26日(木)

　 　　2021年1月19日(火)　(13:00～16:00）
 受講者:延21人

(2)准看護師への進学のための相談支援 (2)計画のとおり実施
(3)准看護師2年課程(通信制)及び奨学金 (3)計画のとおり実施
   制度に関する情報提供
(4)広報活動 (4)計画のとおり実施
　・広報誌「看護おおいた」に掲載



　・ホームページで発信
(5)全国准看護師制度担当役員会議に出席 (5)全国准看護師理事会議(Web会議オブザーバー出席)

６）研究・学
  (1)大分県看護研究学会 (1)大分県看護研究学会
  術活動等の    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場及び
  推進 　　 web参加で実施

　 開催日:2021年3月6日(土) 　 開催日:2021年3月6日(土)9:30～13:00
　 場　所:大分県看護研修会館 　 場　所:大分県看護研修会館　ハイブリッド開催
　 テーマ: 人が育つ、地域が輝くⅡ  　テーマ:人が育つ、地域が輝くⅡ
　 特別講演    特別講演:「療養生活支援の専門家である看護職が
　 講 　 師:鶴田惠子氏 　　　　　　　育つ視点」
（聖隷クリストファー大学看護学部 教授)    講　師:鶴田惠子氏（オンライン講演）

   　　　（聖隷クリストファー大学看護学部 教授)
 　発表演題:口演9題、
　　　　　　示説9題:示説は集録集掲載により発表とみなす
　　　　　　　　　　　　参加者:336人(会場:86人、Web:250人)

　①看護研究活動の推進 　①計画のとおり実施
　②看護研究に関する研修の企画 　②計画のとおり実施
　③広報活動 　③計画のとおり実施
　・広報誌「看護おおいた」、チラシ作成
  　配布
  ・研修会・学会専用サイトで発信
　④看護研究学会集録集作成 　④看護研究学会集録集作成(400部）
　⑤大分県看護研究学会の評価 　⑤2020年度学会の評価及び2022年度の学会開催時期につ

　　いて検討
(2)看護国際フォーラム (2)看護国際フォーラム
  ①看護国際フォーラム開催・運営   ①看護国際フォーラム開催・運営(大分県立看護科
    (大分県立看護科学大学と共催）     学大学と共催）
    開催日:2020年10月31日(土)     2020年10月31日(土) 12:30～17:00
          12:30～17:00
　  場　所:大分県立看護科学大学 WEB配信  　 場所:大分県立看護科学大学　Web配信

 　 テーマ:「AI・ICTが創る医療・看護の 　　テーマ:「AI・ICTが創る医療・看護の可能性を
  　　　　　可能性を語ろう」        　　　語ろう」

    講師:森口真由美氏　医療法人北原国際病院
　　　　 デーナ・ウオーマック氏　オレゴン健康科学大学
　　　　 井上創造氏　九州工業大学
　　　　 ナタリア・パスクリンスキー氏ニューヨーク大学
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Web参加者:208人

  ②広報活動 　②広報活動
  ・広報誌「看護おおいた」、チラシの 　　計画のとおり実施
　　配布
  ・ホームページで発信

２．在宅での療養者のための訪問看護等に関する事業
事業 活動計画 活動実績

１）訪問看護 (1)訪問看護ステーションの運営 (1)訪問看護ステーションの運営

  事業及び居 　①利用者数 　①利用者数     介護保険:延411人  医療保険:延308人
　宅介護支援 　　　　     　　　　　　　　　　　利用者数:延719人
　事業の運営 　②訪問件数 　②訪問件数

　　介護保険:延2,595件  医療保険:延3,751件
       　　　　　　　　　　　　　訪問件数:延6,346件

　③受入割合 　③受入割合  介護57％ 　医療43％　
　④訪問看護による理学療法士等の訪問 　④訪問看護による理学療法士等の訪問
　　リハビリテーション     利用者数      介護保険:延113人  医療保険:延114人

                                   利用者数:延227人
    訪問件数  　 介護保険:延592件  医療保険:延486件
                                 訪問件数:延1,078人

　⑤利用者緊急対応契約 　⑤利用者緊急対応契約　           
　・緊急時訪問看護加算(介護保険)割合  90％
　・24時間対応体制加算(医療保険)割合　90％



　⑥看護学生・訪問看護研修等実習受け 　⑥看護学生・訪問看護研修等実習受け入れ　　
    入れ 　　　コロナ禍により実習受け入れを制限

                     　　　    日数:延81日  人数:延162人
　⑦大分市による「介護保険施設等実地指導」
　　2021年１月28日(木)　　　指摘事項なし

(2)居宅介護支援事業 (2)居宅介護支援事業
　①契約者数 　①契約者数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 延884件
　②ケアプラン作成件数(介護) 　②ケアプラン作成件数(介護)　　　　　　　　　　　　652件
　③ケアプラン作成件数(予防) 　③ケアプラン作成件数(予防)　　　　　　　　　　　　112件

２）訪問看護 (1)訪問看護研修事業(県委託事業)(再掲) (1)訪問看護研修事業（県委託）（再掲）
  師の質の向   ①「訪問看護師eラーニング」を活用し 　①「訪問看護師eラーニング」を活用した訪問看護師養成
  上のための 　　た訪問看護師養成講習会 　　講習会
  人材育成・ 　 　2020年6月16日(火)～2020年11月10日(火) 6日間
　支援に関す 　 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため訪問看護
  る事業 　　 ステーション実習中止し次年度実施修了とする

    　　　　　　　　　            　　　  受講者:28人
　②在宅ターミナルケア研修(在宅の終   ②在宅ターミナルケア研修(がん・非がん患者の在宅タ
　　末期ケア) 　　ーミナルケア研修）

　  2020年8月29日(土)～11月26日(木)7日間
  　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため在宅支援診療
    所等見学実習中止

                    　　　  受講者:16人 修了者:10人
　③訪問看護専門分野講習会(在宅の看護 　③訪問看護専門分野講習会
　　実践能力を高める講習会)  　(在宅の看護実践能力を高める講習会)

　　 2020年7月18日(土)～2021年2月27日(土)20日間
(2)訪問看護推進事業（県委託事業） (2)訪問看護推進事業（県委託)(再掲)
　・訪問看護推進協議会の運営 　・訪問看護推進協議会の開催

　　1回目:2020年7月15日(水)　　　　 　　　　出席者:9人
　　2回目:2021年2月17日(水)　　 　 　　　　 出席者:7人

　・訪問看護相談窓口設置 　・計画のとおり実施
　　(相談対応・相談分析）  相談者数:27人　相談件数:30件
　・訪問看護実態調査 　・訪問看護実態調査

　   期間:2020年8月5日～8月31日
　　 施設数
　　　訪問看護ステーション139施設(回収率92.0%)
      病院・診療所　327施設(回収率43.4%)

  ・ホームページで情報提供 　・計画のとおり実施(2021年1月)
(3)訪問看護ステーション看護管理者育 (3)計画のとおり実施
　　成事業(県補助事業)(再掲)
　・訪問看護ステーション看護管理者育 　・訪問看護ステーション管理者育成研修
　　成研修    　2020年7月26日(日)・8月8日(土)・11月6日(金)・7日(土)

　　　　　　　　　　　　　　 　　　        受講者:延91人
　・アドバイザー派遣事業(再掲) 　　アドバイザー派遣事業

                                         2施設へ派遣
(4)プラチナナース生き活きプロジェクト (4)プラチナナース生き活きプロジェクト事業(県補助)(再掲)
   事業(県補助事業)(再掲)    　2020年10月2日(金)・16日(金)・30日(金)・

  　　11月13日(金)・27日(金)　　　　 　受講者:延27人
　　   2021年3月末現在   研修受講後の再就職：1人

(5)在宅医療・看護の最新の看護技術・ (5)在宅医療・看護の最新の看護技術・ケア研修(県補助)
　  ケア研修(県補助)(再掲)    (再掲)
　　由布･玖珠･九重地域、臼杵･津久見･ 　　　高齢者のフィジカルアセスメント（急変時の対応)
　　佐伯地域 　　　由布・玖珠・九重地域(湯布院病院)

　    2020年7月18日(土)　　　　　　 　　　受講者:15人
 　   臼杵・津久久見・佐伯地域(介護老人福祉施設つくみ
    　かん)
  　  2020年8月9日(日)                    受講者:11人
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「看取りと
      エンゼルケア」・「摂食嚥下障害患者の看護」は中止

(6)訪問看護に関わる関連団体・機関との (6)訪問看護に関わる関連団体・機関との連携強化と情
   連携強化と情報交換 　 報交換
  ①大分県訪問看護ステーション協議会と   ①研修会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止



　 の連携強化
   ・研修会
　②日本看護協会との連携   ②計画のとおり実施
　・訪問看護連携協議会全国会議に出席 　・訪問看護連絡協議会全国会議に出席(Web開催)

    2020年11月19日(木）　
    　  

３．看護職が働き続けられるための環境改善に関する事業
事業 活動内容 活動実績

１）看護職の (1)看護職の健康を守る取り組み (1)看護職の健康を守る取り組み
  離職防止に ・ＷＬＢ推進交流会 　①ＷＬＢ推進交流会　　　　　　 　
  向けて魅力 　　開催日:2020年11月28日(土) 　　 2020年11月28日(土）9:30～12:00
  ある職場環                    9:30 ～12:30 　　テーマ:コロナ禍における働き方改革
  境づくりの 　　テーマ:未定 　・講演:「働き方改革法改正で何が変わったのか」
  強化 　　講　師:未定 　　講師:加嶋慎介氏

　　　(医療労務管理相談室　医療労務管理アドバイザー)
　・実践報告
　「コロナ禍における、働き続けられるための環境改善
　　の取組みについて」
　　　①阿部久美子氏(黒木記念病院看護部長)
      ②谷口育子氏(村上記念病院看護部長)

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者:29施設 61人
　②ヘルシーワークプレイス(健康で安全な職場)
　　パンフレット配布

(2)多様なキャリア支援
・個人会員への就業意向調査の実施 ・計画の通り実施

　　調査期間：2020年11月～2021年2月
　　調査対象者：551人　回収率：23.4％

(3）DiNQLの登録、活用状況等の現状把握 (3)DiNQL等の活用の推進　　
　　DiNQL事業参加施設の減少　
　　　DiNQLの仕組みに関する課題もあり事業参加は２施設

２）看護職の (1)看護職の労働環境改善に向けた取り組 (1)看護職の労働環境改善に向けた取り組みの推進
  労働環境改    みの推進
  善に向けた   ①看護職の働き方改革のための研修会   ①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　取り組みの 　　看護職能Ⅰ委員会・働き続けられる職場づくり推進委員会
  啓発・支援 　　合同会議

　　 2020年11月14日(土)13:00～15:00
　　 働き方改革法改正チェック項目を踏まえ、
　　 施設の現状を共有

　②大分県・労働局と協働し「勤務環境改 　②新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会議・研修会等
　　善」に向けた取組み 　　中止
　③勤務環境改善支援センターとの連携 　③医療勤務環境改善支援センター担当者会議に出席

     2020年11月24日(火)
　　　・勤務環境改善啓発動画作成協力

　④日本看護協会との連携 　④WLB交流会でヘルシーワークプレイスについて情報提供

４．看護領域の開発・展開に関する事業
事業 活動計画 活動実績

 職能として (1)保健師職能委員会活動
　　 (1)保健師職能委員会活動
 役割の拡大 　①保健師の専門性発揮・質向上を目的 　①保健師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県
 ・充実     とした大分県職能別交流集会 　　職能別交流集会の開催
１）大分県職
   　　開催日:2020年9月5日(土）     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、
　能別交流集              9:30～16:00 　　　会場参加人数を制限し、Web参加と併用。開催時
  会 　・全体会 　　　間も短縮。会場分散しオンライン形式で実施

    テーマ:「災害時受援体制の構築」 　　　分科会は中止し、全体会のみ実施
    講  演:未定 　　2020年9月5日(土）9:30～12:00

　       　      参加者:会場80人（保健師20人、助産師6人、
　　　　　            　　　看護師Ⅰ41人、看護師Ⅱ13人）
　　　　　     　Web参加者:約100人
　・講演:「新型コロナウイルス感染症対策の現状と課題」



　　講師:藤内修二氏(大分県福祉保健部参事監兼健康
　　　　づくり支援課長）
　・実践報告
　　テーマ:「医療者や地域の新型コロナウイルス感染症
　　　　　　への対応・課題」
　①飯田育子氏:保健師
　　(大分県豊肥保健所地域保健課主幹(総括))
　②三宅清美氏:助産師
　　(大分大学医学部附属病院　看護師長)
　③増田勝美氏:看護師職能Ⅰ
    (大分県厚生連鶴見病院　看護部長)
　④安東由美子氏:看護師職能Ⅱ
　　(けいわ訪問看護ステーション大分 副師長)
　・職能委員会報告
　　各職能委員会の会場にて、委員長より前年度の活動
　　報告、今年度の活動計画について説明
　※講師・実践報告者の資料を協会ＨＰに掲載

  ・分科会:健康格差解消に向けた保健活動 　・分科会中止

  ②看護職連携強化交流会   ②看護職連携強化交流会
    開催日:2020年12月12日(土)     2020年12月5日(土)13:00～16:00
           13:00～16:00     テーマ:コロナ禍における、看護職間の連携の推進
    テーマ:看護職間の連携による切れ目 　　　　　～看護職連携強化に向けた看護職間の連携事
    　　　 のない支援の強化 　　　　　　例の共有～
    シンポジウム:各職能委員から実践     シンポジウム

　　　～看護職連携事例における保健師・助産師・看護
　　　　師の関りから見えてくる事～

    講  演:未定 　　シンポジスト
　　・熊谷久美氏
　　　　(中津市民病院相談支援センター長:保健師）
　　・松下ゆかり氏(堀永産婦人科医院:助産師)
    ・堀真由美氏
　　　　(豊後大野市民病院看護師長:看護師)
　　・梅尾さやか氏
　　　　(ゆずの木クリニック:看護師)
　　特別講演(Web配信)
　　　演題:「2040年を展望した地域づくりと看護の役割」
　　　講師:坂本すが氏　（東京医療保健大学副学長)
　　　　　　　　　　　　　　参加者:会場 10人、Web 100人

  ③保健師職能の課題を明らかにしたうえ 　③保健師職能の課題を明らかにしたうえで委員会活動
    で取組む 　　に取組む
   ・健康寿命延伸への取組み 　・健康寿命延伸に向けた事業への取組み

　　健康づくりに関するチラシを作成し会員施設等に配布
   ・保健師の人材確保及び定着の取組み 　・保健師人材確保及び定着の取組み

    保健師連絡会議に参加し情報・課題共有
　④現任保健師の人材育成 　④新任及び現任保健師の人材育成
   ・保健指導ミーティングの開催 　・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　⑤保健師の連携強化とネットワーク 　⑤保健師の連携強化とネットワークの推進
    の推進 　　　　　　　　　　　　　　　　　
  ・保健師基盤強化研修の開催   ・保健師基盤強化研修

    2020年8月2日(日)10:00～12:15
    テーマ:保健師の専門性発揮のための基盤強化　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者21人

　・保健師連絡会議における連携 　・保健師連絡会議
　　2020年11月21日(土)　13:30～15:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者:9人
　・新型コロナウイルス感染症対策における各分野の保健師
　　活動の現状と課題を共有

  ・保健師職能だよりの発行（年2回） 　・2回発行し、職能委員会活動を周知
  ⑥すこやか家族博覧会・いのち輝く 　⑥すこやか家族博覧会・いのち輝くいいお産の日事業



    いいお産の日事業 　　＊「すこやか家族博覧会」については、新型コロナ
    開催日:2020年9月13日(日） 　　　ウイルス感染症拡大防止のため、開催中止
    場　所:コンパルホール
　  内  容:健康クイズ実施、相談コーナ
           ー他
  ⑦職能委員会活動に関する各会議・集   ⑦計画のとおり出席
    会に出席
  ・全国職能委員長会　  年1回 　・全国保健師職能委員長会:2021年 3月11日(木)(Web)
  ・地区別職能委員長会　年1回 　・地区別職能委員長会　　:2020年10月27日(火)(Web)
(2)助産師職能委員会活動 (2）助産師職能委員会活動
　①助産師の専門性発揮・質向上を目的と 　①助産師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県職能別
    した大分県職能別交流集会 　　交流集会の開催
   開催日:2020年9月5日(土）     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、会場
　　　　　9:30～16:00 　　　参加人数を制限し、Web参加と併用。開催時間も短縮。
　・全体会 　　　会場分散しWeb形式で実施。
　　テーマ:「災害時受援体制の構築」 　　　分科会は中止し、全体会のみ実施
　　講　演:未定 　　2020年9月5日(土）9:30～12:00
　・分科会:未定 　       　      参加者：会場80名（保健師20名、助産師6名、

　　　　　             　看護師Ⅰ41名、看護師Ⅱ13名）
　　　　　       Web参加者:約100名
　・講演「新型コロナウィルス感染症対策の現状と課題」
　　講師:藤内修二氏(大分県福祉保健部参事監兼健康
　　　 　づくり支援課長）
　・実践報告
　　テーマ:「医療者や地域の新型コロナウイルス感染症
　　　　　　への対応・課題」
　①飯田育子氏:保健師
　　(大分県豊肥保健所地域保健課主幹(総括))
　②三宅清美氏:助産師
　　(大分大学医学部附属病院　看護師長)
　③増田勝美氏:看護師職能Ⅰ
    (大分県厚生連鶴見病院　看護部長)
　④安東由美子氏:看護師職能Ⅱ
　　(けいわ訪問看護ステーション大分 副師長)
　・職能委員会報告
　　各職能委員会の会場にて、委員長より前年度の活動
　　報告、今年度の活動計画について説明
　※講師・実践報告者の資料を協会ＨＰに掲載

　・分科会:未定 　・分科会中止
　②看護職連携強化交流会   ②看護職連携強化交流会
   開催日:2020年12月12日(土)     2020年12月5日(土)13:00～16:00

          13:00～16:00     テーマ:コロナ禍における、看護職間の連携の推進
   テーマ:看護職の連携による切れ目のな 　　　　　～看護職連携強化に向けた看護職間の連携事
   　　　 い支援の強化 　　　　　　例の共有～
   シンポジウム:各職能委員から実践報告     シンポジウム
 　講演:未定 　　　～看護職連携事例における保健師・助産師・看護

　　　　師の関りから見えてくる事～
　　シンポジスト
　　・熊谷久美氏
　　　　(中津市民病院相談支援センター長:保健師）
　　・松下ゆかり氏(堀永産婦人科医院:助産師)
    ・堀真由美氏
　　　　(豊後大野市民病院看護師長：看護師)
　　・梅尾さやか氏
　　　　(ゆずの木クリニック:看護師)
　　特別講演(Web配信)
　　　演題:「2040年を展望した地域づくりと看護の役割」
　　　講師:坂本すが氏（東京医療保健大学副学長)
　　　　　　　参加者:会場参加　10人、Web参加　100人

　③助産師職能の課題を明らかにしたう 　③助産師職能の課題を明らかにしたうえで取組む
    えで取組む



   ・安全・安心な出産環境体制（メンタ   ・助産師職能委員所属施設のメンタルヘルス体制について
　　 ルヘルス・産科混合病棟）の整備   　調査。産科混合病棟に関する問題点の共有
　④すこやか家族博覧会・いのち輝くい 　④すこやか家族博覧会・いのち輝くいいお産の日事業
    いお産の日事業 　　＊「すこやか家族博覧会」については新型コロナウイ
    開催日:2020年9月13日(日） 　　　ルス感染症拡大防止のため開催中止
　　場　所:コンパルホール
　　内  容:測定コーナー、相談コーナー   「いのち輝くいいお産の日事業」10月中旬
　　　　　 他    ・「いいお産の日」リーフレットを大分県助産師会と共催

　　 し作成。看護協会（500枚）、大分県助産師会（500枚）
　 　を配布し妊産婦に助産師の仕事内容を紹介した

　⑤現任助産師の人材育成 　⑤現任助産師の人材育成
　　助産実践能力習熟段階(クリニカルラ 　・助産師のクリニカルラダーレベルⅢ認証制度の推進
　　ー/CloCMip)レベルⅢ認証制度の推進 　　申請・更新に向けての情報提供、研修を実施
　　（申請・更新） 　　産科救急における対応　　2020年8月8日（土）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講者13人
　　分娩時の胎児心拍モニタリング　 2020年12月5日（土）　
                                              受講者17人
　・更新の為のウィメンズヘルスケア研修の企画をしたが
　　受講希望者なし
　・助産師のクリニカルラダーレベルⅢ認証制度の推進

　⑥職能委員会活動に関する各会議・集会 　⑥Webにて出席
　　に参加
　・全国職能委員長会  　年1回 　・全国助産師職能委員長会:2021年 3月11日(木)(Web会議)
　・地区別職能委員長会　年1回 　・地区別職能委員長会　　:2020年10月27日(火)(Web会議)
　⑦九州地区助産師職能委員会合同研修 　⑦開催なし
　　開催日:未定
(3)看護師職能委員会Ⅰ活動 (3）看護師職能委員会Ⅰ活動
　①看護師の専門性発揮・質向上を目的 　①看護師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県職能別
    とした大分県職能別交流集会 　　交流集会の開催
　　開催日:2020年9月5日(土）     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、会場
　             　9:30～16:00 　　　参加人数を制限し、Web参加と併用。開催時間も短縮。
　・全体会 　　　会場分散しWeb形式で実施。
　　テーマ:「災害時受援体制の構築」 　　　分科会は中止し、全体会のみ実施。
　　講演:未定 　　2020年9月5日(土）9:30～12:00

　　              参加者:会場80人（保健師20人、助産師6人、
　　　　　               看護師Ⅰ41人、看護師Ⅱ13人）
　　　　　     　Web参加者:約100名
　・講演:「新型コロナウイルス感染症対策の現状と課題」
　　講師:藤内修二氏(大分県福祉保健部参事監兼健康
　　　 　づくり支援課長）
　・実践報告
　　テーマ:「医療者や地域の新型コロナウイルス感染症
　　　　　　への対応・課題」
　①飯田育子氏:保健師
　　(大分県豊肥保健所地域保健課主幹(総括))
　②三宅清美氏:助産師
　　(大分大学医学部附属病院　看護師長)
　③増田勝美氏:看護師職能Ⅰ
    (大分県厚生連鶴見病院　看護部長)
　④安東由美子氏:看護師職能Ⅱ
　　(けいわ訪問看護ステーション大分 副師長)
　・職能委員会報告
　　各職能委員会の会場にて、委員長より前年度の活動
　　報告、今年度の活動計画について説明
　※講師・実践報告者の資料を協会ＨＰに掲載

　・分科会  :未定 　・分科会中止

　②看護職連携強化交流会   ②看護職連携強化交流会
　　開催日:2020年12月12日(土)     2020年12月5日(土)13:00～16:00
　　　　　 13:00～16:00     テーマ:コロナ禍における、看護職間の連携の推進



    テーマ：看護職間の連携による、切れ 　　　　　～看護職連携強化に向けた看護職間の連携事
　　　　　　目のない支援の強化 　　　　　　例の共有～
　　シンポジウム:各職能委員から実践報     シンポジウム
  　　　　　　   告 　　　～看護職連携事例における保健師・助産師・看護
　　特別講演:未定 　　　　師の関りから見えてくる事～

　　シンポジスト
　　・熊谷久美氏
　　　　(中津市民病院相談支援センター長:保健師）
　　・松下ゆかり氏(堀永産婦人科医院:助産師)
    ・堀真由美氏
　　　　(豊後大野市民病院看護師長：看護師)
　　・梅尾さやか氏
　　　　(ゆずの木クリニック:看護師)
　　特別講演(Web配信)
　　　演題:「2040年を展望した地域づくりと看護の役割」
　　　講師:坂本すが氏(東京医療保健大学副学長)
　　　　　　　      参加者:会場参加　10人、Web参加　100人

　③看護師職能Ⅰの課題を明らかにしたう 　③看護師職能Ⅰの課題を明らかにしたうえで取組む
　　えで取組む
　・地域包括ケアにおける看護提供体制 　・地域との連携についての実践報告
　・看護職の働き方改革推進 　・働き続けられる職場づくり推進委員会との合同会議

　　情報・課題共有
　・看護職の役割拡大の推進と人材育成 　・自施設の特定行為研修修了者の活動について委員会で

　　報告、情報共有
　④すこやか家族博覧会・いのち輝くいい 　④すこやか家族博覧会・いのち輝くいいお産の日事業
　　お産の日事業の開催 　　＊「すこやか家族博覧会」については、新型コロナ
    開催日:2020年9月13日(日） 　　　ウイルス感染症拡大防止のため、開催中止
　　場所:コンパルホール
　　内容:測定コーナー、相談コーナー他
　⑤職能委員会活動に関する各会議・集会 　⑤Webにて出席
    に出席
　・全国看護師職能Ⅰ委員長会　  年1回 　・全国看護師職能委員長会Ⅰ:2021年3月10日(水)(Web)
　・地区別看護師職能Ⅰ委員長会　年1回 　・地区別職能委員長会:2020年10月27日(火)(Web)
(4)看護師職能委員会Ⅱ活動 (4)看護師職能委員会Ⅱ活動
　①看護師の専門性発揮・質向上を目的と 　①看護師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県
    した大分県職能別交流集会の開催 　　職能別交流集会の開催
    開催日:2020年9月5日(土）     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、会場
　　　　　 9:30～16:00 　　　参加人数を制限し、Web参加と併用。開催時間も短縮。
　・全体会 　　　会場分散しWebで実施。
　　テーマ:「災害時受援体制の構築」 　　　分科会は中止し、全体会のみ実施
　　講  演:未定 　　2019年9月5日(土）9:30～12:00

　　　　　　　　　参加者：会場80人（保健師20人、助産師6人
　　　　　　　　　　　　　看護師Ⅰ41人、看護師Ⅱ13人）
　　　　　　　　　Web参加 約100人
　・講演:「新型コロナウイルス感染症対策の現状と課題」
　　講師:藤内修二氏(大分県福祉保健部参事監兼健康
　　　　づくり支援課長）
　・実践報告
　　テーマ:「医療者や地域の新型コロナウイルス感染症
　　　　　　への対応・課題」
　①飯田育子氏:保健師
　　(大分県豊肥保健所地域保健課主幹(総括))
　②三宅清美氏:助産師
　　(大分大学医学部附属病院　看護師長)
　③増田勝美氏:看護師職能Ⅰ
    (大分県厚生連鶴見病院　看護部長)
　④安東由美子氏:看護師職能Ⅱ
　　(けいわ訪問看護ステーション大分 副師長)
　・職能委員会報告
　　各職能委員会の会場にて、委員長より前年度の活動
　　報告、今年度の活動計画について説明



　※講師・実践報告者の資料を協会ＨＰに掲載
　・分科会  :未定 　・分科会中止
　②看護職連携強化交流会   ②看護職連携強化交流会
　　開催日:2020年12月12日(土)     2020年12月5日(土)13:00～16:00

           13:00～16:00     テーマ:コロナ禍における、看護職間の連携の推進
　　テーマ:看護職間の連携による、切れ 　　　　　～看護職連携強化に向けた看護職間の連携事
　　　　　　目のない支援の強化　 　　　　　　例の共有～
　　シンポジウム:各職能委員から実践     シンポジウム
　　　　　　　　　報告 　　　～看護職連携事例における保健師・助産師・看護
　　特別講演:未定 　　　　師の関りから見えてくる事～

　　シンポジスト
　　・熊谷久美氏
　　　　(中津市民病院相談支援センター長:保健師）
　　・松下ゆかり氏(堀永産婦人科医院:助産師)
    ・堀真由美氏
　　　　(豊後大野市民病院看護師長：看護師)
　　・梅尾さやか氏
　　　　(ゆずの木クリニック:看護師)
　　特別講演(Web配信)
　　　演題:「2040年を展望した地域づくりと看護の役割」
　　　講師:坂本すが氏(東京医療保健大学副学長)
　　　　　　　参加者:会場参加 10人、Web参加 100人

　③看護師職能Ⅱの課題を明らかにした 　③看護師職能Ⅱの課題を明らかにしたうえで取組む

    うえで取組む
　・施設等の看取りを含む看護提供体制の 　・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、計画を
    課題解決に取組む 　　変更し感染防止対策強化に向けての広報

　・在宅領域の人材育成、事業への参加 　・訪問看護ステーション協議会へ広報リーフレット配布
    促進のため訪問看護ステーション及 　　老健施設等への広報活動
　　び老健施設等への広報活動に取組む
    広報リーフレットの活用
　④日本看護協会と連携し、介護施設に 　④新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
    おける看護の機能強化に関する事業
    に取組む
　⑤すこやか家族博覧会・いのち輝くいい 　⑤すこやか家族博覧会・いのち輝くいいお産の日事業
　　お産の日事業 　　＊「すこやか家族博覧会」については、新型コロナ
    開催日:2020年9月13日(日） 　　　ウイルス感染症拡大防止のため、開催中止
　　場　所:コンパルホール
　　内  容:測定コーナー、相談コーナー他
　⑥職能委員会活動に関する各会議・集 　⑥Webにて出席
    会に参加
　・全国看護師職能Ⅱ委員長会　　年1回 　・全国看護師職能委員長会Ⅱ:2021年3月10日(水)(Web)
　・地区別看護師職能Ⅱ委員長会　年1回 　・地区別職能委員長会:2020年10月27日(火)(Web)
(5)専門看護師・認定看護師・特定行為研 (5)専門看護師・認定看護師・特定行為研修を修了した看護師
　 修を修了した看護師及び認定看護管理  　及び認定看護管理者の活動推進
   者等の活動推進
　①登録制度の周知および登録推進 　①計画のとおり実施

  ・大分県看護協会人材バンク新規登録
　　専門看護師      0人(登録総数:12人)
　　認定看護師   　 3人(登録総数:210人)
　　認定看護管理者  1人(登録総数:35人)
　　特定行為研修修了者　0人(登録総数:10人)
　・スペシャリストおよび特定行為研修修了看護師の活用
　　2020年度研修に各専門領域の講師として活用
　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のために感染管理
　　認定看護師を派遣
　・認定看護管理者の活用
    認定看護管理者教育課程演習支援
　　講演会等の座長・研修講師
    中小規模病院等看護管理者支援事業支援者

　②専門看護師・認定看護師・特定行為 　②日本看護協会認定審査が延期のため今年度の交流会を中止
　　研修を修了した看護師及び認定看護



　　管理者（新規登録者）の交流会開催
　　開催日:2020年8月22日(土）
　③専門看護師・認定看護師・特定行為 　③計画のとおり実施
　　研修を修了した看護師及び認定看護
　　管理者に関する情報提供及び連携推進
　④特定行為研修の受講促進と周知(看護 　④特定行為研修の受講促進と周知
　　職及び看護管理者） 　　理事会、地区別施設代表者会議などで情報提供
　・認定看護師の特定行為研修受講に関す 　　・認定看護師の特定行為研修受講に関する意識調査
　　る意識調査 　　調査期間：2020年12月～2021年1月
　・県内施設の特定行為研修機関申請に関 　　調査対象：認定看護師所属施設の看護管理者52人
　　する情報収集 　　　　　　　認定看護師197人

　　回収率：　看護管理者81％、認定看護師66％
　⑤新たな認定看護師研修制度の周知 　⑤計画のとおり実施

　　理事会、地区別施設代表者会議などで情報提供
(6)地区活動 (6)地区活動
　 ９地区11地域で実施
  ①看護の連携推進活動 　①～④
　②地区研修事業 　　・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、計画
　③地区活動 　　　の一部を変更して実施、または中止
　④看護の日事業(ふれあい看護体験事業 　　
    ・その他事業)
(7)特別支援学校の看護職の専門性の充実 (7)特別支援学校の看護職の専門性の充実・強化
   ・強化
　①特別支援学校の看護職の連絡会・ 　①特別支援学校の看護職の連絡会・研修会(2回/年）
　　研修会(2回/年） 　・医療的ケア看護師研修
　・重症心身障害看護師・医療安全管理 　　第1回:2020年4月3日(金)
　　者の活用 　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止目的にて

　　　中止
　（第2回については大分県立看護科学大学が実施）
　　第3回:2020年12月25日(金)　12:50～16:30
　　・Web開催
　　・講義:「医療的ケア児の理解と学校での看護師の
　　　　　　 役割」
　　　講師:横山勝也氏(元大分県立新生支援学校長)
　　・講義・質問：「ヒヤリ・ハット事例の共有・分析」
　　　講師:高野政子氏
　　　　　(大分県立看護科学大学 小児看護学 教授)
　　・研究協議：「医療的ケア実施上の諸問題への対応」
　　　助言者：高野政子氏(大分県立看護科学大学 教授)
　　　　　　　大戸朋子氏(大分県看護協会 会長)
　　　　　　　藤井智惠子氏(大分県看護協会 事業部長)
　　　　　　　坂本忠史氏(特別支援教育課 主幹)
　　　　　　 受講者:医療的ケア実施校の看護師 16校 22人

　②大分県医療的ケア運営協議会(2回/年) 　②大分県医療的ケア運営協議会に出席　(2回/年)

　　2020年5月21日(木)、2021年2月18日(木)
　③日看協との活動の連動 　③日看との活動の連動

　　日看協からのヒアリングなし
　④特別支援学校等の研修会の支援 　④特別支援学校等の研修会に講師派遣（対象：教員）

　・医療的ケア実施校担当者等研修
　　　2020年5月22日(金)14:20～16:30　　　　　　
      受講対象者:医療的ケア実施校の副校長、教頭、
　　　　　　　　 安全委員会の運営責任者
   　 場所:大分県庁舎別館84会議室
　　　　　 受講者は各学校でWeb受講
　　　講義:「医療的ケアの安全管理」
　　　講師:芹田いすず氏(大分県看護協会研修部長・
           認定看護管理者)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　受講者:32人
　・大分県立中津支援学校医療的ケア実施体制整備事業
　　に係る校内研修
　　　2020年7月29日(水)14:30～16:30　　　　　　 



　　　受講対象者:中津支援学校 小・中・高等部教職員
　　　場所:大分県立中津支援学校
　　　　　 受講者は校内で分散しWeb研修
　　　講義:「特別支援学校における医療的ケアと安全管理」
　　　講師:芹田いすず氏(大分県看護協会認定看護研修
　　　 　　部長、認定看護管理者)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講者:48人
　・各支援学校における、医療的ケア研修
　　　2020年8月6日(木)10:00～11:30　　　　
　　　場所:大分県立臼杵支援学校
　　　講義:医療的ケア児への感染対策
　　　　　　～新型コロナウイルス感染症対策を含む～
　　　講師:工藤佳絵氏(恵の聖母の家地域連携室看護主　
　　　　　 　任・日本重症心身障害福祉協会認定重症
　　　　　　 心身障害看護師)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受講者:38人

(8)看護教員と病院看護職との連携強化 (8)看護教員と病院看護職との連携強化
　①専任教員継続研修会(2回/年)(県と 　① 専任教員継続研修会(2回/年)(県と共催）
　　共催）       新型コロナウイルス感染症対策のため一部計画を変更し

　　　研修会１回を実施
　・第1回:2020年8月1日(土）
　　講演:「発達障害およびその傾向のある看護学生への理解

　　　　　と支援」　
　　講師:岐阜大学医学教育開発研修センター併任講師
　　　　 川上ちひろ氏　（オンライン講義）
　　グループワーク:「新カリキュラムへ向けての養成所
　　　　　　　　　　の取り組み」
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者:55人

(9)看護管理者との連携強化 (9)看護管理者との連携強化
　①病院看護管理者研修会:大分県看護研 ①病院看護管理者研修会:大分県看護研修会館　
　　修会館
　(共催:大分県、大分県立看護科学大学、  (共催:大分県、大分県立看護科学大学、大分県看護協会)
　 大分県看護協会)  (協力:大分県病院看護管理者連絡協議会、大分大学)
　　開催日:2020年10月24日(土） 　2020年10月24日(土)13:00～16:00
　　内容：中小規模病院等看護管理者支援   テーマ:「学び、高め合おう看護管理能力」
　　　　　事業について 　第1部:大阪府の看護管理者ネットワークを通した
　　テーマ:未定 　　　　　看護管理向上の取り組み
　　講　師:未定 　　講演1　村井真由美氏(城山病院　看護部長)

    講演2　立林剛氏(大阪さやま病院　看護部長)
           山内雅之氏(　同　副師長)
　　座長　村嶋幸代氏(大分県立看護科学大学 理事長・
　　　　　学長)
　第2部:大分県の看護管理を高める取り組みの現状と
　　　　今後に向けて
　　演者　松行久美氏(千嶋病院看護部長)
          筒井久美氏(高田中央病院看護部長)
          小幡真琴氏(豊後高田訪問看護STあゆみ所長)
          丸山たみえ氏(西田病院看護部長)
　　座長　司農ゆかり氏(長門記念病院看護部長)
          原田千鶴氏(大分大学教授)
          志田京子氏(大阪府立大学教授)
                    参加者:会場44人(大分県)、Web参加46人

　②病院看護管理者研修会：地区 　②新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止
　（主催：大分県、共催：大分県看護
　　協会）
　③看護の地域ネットワークサミット 　③看護の地域ネットワークサミット
　　(主催:大分県、共催:大分県看護協会 　（主催:大分県、共催:大分県病院看護管理者連絡協議
　　・大分県病院看護管理者連絡協議会） 　　会、大分県看護協会）
    開催日:2021年1月23日(土） 　　2021年1月23日(土)　13:00～15:30
              10:00～16:00 　　テーマ:「ポストコロナ時代の看護」
    テーマ:未定 　　特別講演:「コロナ禍での組織運営と倫理について」



    講　師:未定 　　講　師:宇佐美しおり氏
           (四天王寺大学看護学部教授・看護実践開発
　　　　　　研究センター長、熊本大学名誉教授)
　　活動報告
    テーマ：「ポストコロナ時代～患者・市民のくらし・
　　　　　　　権利を支える看護」
　　・医療機関の立場から
　　　　小畑絹代氏(大分県立病院看護部副部長)
　　・地域の立場から
　　　　髙森洋子氏(南部保健所地域保健課主幹)
　　　　　　　　　　参加者 117人(会場:20人、Web参加:97人)

(10）地域包括ケアの実現を支える看護職 (10）地域包括ケアの実現を支える看護職能連携を推進
  　 能連携を推進
  ①看護連携強化交流会の地域開催      新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
    開催日、開催地域：未定 　　 

＜通常事業＞
５．看護における医療安全及び災害時の救護等に関する事業

事業 活動計画 活動実績
１）看護にお (1)リスクマネジャー交流会(年1回） (1)リスクマネジャー交流会(年1回)
  ける医療安    開催日:2020年10月31日(土) 　　2020年10月31日(土) 9:30～12:30
　全体制強化                10:00～16:00     メインテーマ:多職種連携よる医療安全
　のための支 　・医療安全活動実践報告
  援 　　テーマ:多職種が取り組む医療安全活動報告

　　　　　　　～転倒転落防止対策～
　　報告者:遠藤美月氏(大分大学医学部附属病院
　　　　　　　　　　　　　医療安全管理部　副部長)
　　　　　 高畑　裕氏(大分県立病院薬剤部主任)
　　　　　 大石美枝氏(大分赤十字病院医療安全推進室)
　　　　　 若林健太郎氏(JCHO湯布院病院理学療法士)
　・各施設の「転倒転落」の現状と取組み　今後の課題
　　報告者:長木るり子氏(国東市民病院)
　　　　　 佐々木恵美氏(大分県済生会日田病院)
　　　　　 植村千恵氏(村上記念病院)
　・医療安全の連携について地区別活動報告
　　報告者:後藤幸代氏(豊後大野地区)
　　　　　 佐々木恵美氏(日田地区)
　＊新型コロナウイルス感染症感染拡大防止目的にて
　　企画内容の変更、参加人数の制限、開催時間短縮等
　　にて実施
　　　　　　　　　　　参加者:71人(他職種10人を含む)

(2)医療安全に関する研修 (2)医療安全に関する研修
　①医療安全に関する研修   ①医療安全に関する研修　　　
  ・医療安全管理者養成研修(7日間コース)   ・医療安全管理者養成研 修(7日間コース)
　（再掲） 　　　                           受講者:50人　修了者:44人
　・出前講座(地区活動）:医療施設及び 　・出前研修(地区活動）　申し込みなし
    在宅・施設等(再掲)
　・看護管理者を対象にした医療安全研修 　・看護管理者を対象にした医療安全研修　
　　開催日:2020年12月1日(火） 　　2020年11月13日(金）
　　内　容:医療事故調査制度と看護管理 　　内容:医療事故調査制度と看護管理者の役割
           者の役割 　　　　　　　　　  　      　　　　　　　　　受講者:19人
　②感染防止に関する研修 　②感染防止に関する研修

　・感染症サーベイランスの基礎と応用
　　　　　　2020年10月23日(金)　　　     　 受講者:35人

　③日本看護協会との連携 　③日本看護協会との連携
　・紙面にて医療安全事業に関する活動状況を情報提供

　・医療安全推進会議 　・医療安全担当役員会議  2021年3月3日(水)（Web）
　・医療安全情報提供（ホームページで 　・医療安全情報提供(ホームページ・看護おおいた）
　　情報提供）

　④社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症
　　の管理体制強化事業（県委託事業）



　　期間:2020年6月～8月
　　内容:・Web研修会　 
 　　　　　　2020年6月30日(火)
　　　　　　　　　　　　          YouTube Live参加:670名
　　　　　　　　　      Webでの質疑応答への参加:10施設限
         ・訪問相談　12件
　　　 　・電話相談　 8件
　　協力者
　　　井上雅公氏
        (大分県医師会常任理事、杉谷診療所院長)
      藤内修二氏
　　　　(大分県福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長)
      鎌田善子氏
　　　　(大分赤十字病院看護師長、感染管理認定看護師)
      県内の感染管理認定看護師
　⑤地域の医療提供体制確保のための看護職員派遣調整
　　事業（日本看護協会委託事業）
　　期間:2020年10月～2021年3月末
　　内容:・訪問相談　39件
　　　　 ・電話相談 　4件

(3)医療安全に関する相談対応 (3)計画のとおり実施
　・顧問弁護士の活用 　・相談　なし
(4)「看護職賠償責任保険制度」の加入 (4)計画のとおり実施
    促進 　加入率　30.9%(2021年2月現在)  全国平均22.4%
　①会員への周知 　①計画のとおり実施
  ②災害支援ナースを目指す看護師への 　②地区別施設代表者会議へ出席し加入の説明
　　周知、加入促進
  ③賠償責任保険制度サービス推進室と 　③計画のとおり実施
　  の連携 　　登録時に加入要件と加入についての説明
(5)教育庁や学校からの救護の要請に応じ (5)教育庁や学校からの救護の要請に応じ調整及び派遣
   「ONA救護ナース」の派遣調整
　①小学校・中学校・高校・市町村・公 　①スポーツ救護等へのナース派遣
　　的機関のスポーツ及び青少年育成に 　　小学校:14人 中学校:20人  高校:45人 
    関する行事の救護要請に協力する 　　一般(公的機関)9人 　                   派遣者:延88人

　②登録者の募集 　②計画のとおり実施　
　　　本協会の人材バンク(ナースセンター管理)
　　　　　　　　　　  　　　                登録者数:134人

　③登録者の活用 　③計画のとおり実施
　④救護物品の整備 　④計画のとおり実施
　⑤派遣者の「ONA救護ナース」ハンド   ⑤計画のとおり実施
    ブックの活用
　⑥「ONA救護ナース」交流会の開催 　⑥「ONA救護ナース」交流会　
　　開催日：2020年12月5日(土) 　　2020年12月12日(土)10：00～12:00
　　　　　　10：00～12:00 　　講演及び実習:「BLS・AEDの実際について」　　

　　　　　　　　　大分赤十字病院看護係長　佐藤悦美氏
 　 情報交換:活動を共有し、今後の実践に生かす

    　　　　                                                参加者:9人
２）災害時等
   (1)災害看護に関する研修 (1)災害看護に関する研修
  の看護支援 　①災害看護支援ナースの第一歩～災害 　①「災害支援ナースの第一歩
　活動に関す 　　看護の基本的知識～研修(DVD研修) 　　　  ～災害看護の基本的知識～」2日間コース
　る事業 　 開催日:2020年11月21日(土)・22日(日) 　・JNA収録　DVD研修

           　　2020年11月21日(土)・22日(日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　受講者:44人

　②災害看護支援ナース育成研修(実践編) 　②災害支援ナース育成研修（実践編）　Web研修
　　の企画・実施・評価 　　2020年12月1日(火)・2日(水)
　  開催日:2020年12月1日(火)・2日(水） 　　講師:石井美恵子氏（オンライン講義）
     講 師:石井美恵子氏　ほか           (国際医療福祉大学大学院保健医療学災害医療分野教授) 

　　　　 小泉尚子氏(大分赤十字病院 看護師長)　
　　ファシリテータ:江藤美妙氏、疋田八千代氏
　　　　(大分県看護協会災害看護委員会が研修支援)



                                            受講者:延41人
　③災害支援ナース等交流会   ③災害支援ナース等交流会       
　  開催日:2020年７月18日(土) 　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　　　　　 13:30～16:00
(2)災害支援ナースに関すること (2)災害支援ナースに関すること
　①災害支援ナース登録者の募集   ①災害支援ナース登録者の募集
　　感染管理認定看護師の登録推進     新規登録者:12人(2021年3月末 登録者216人）

    登録施設:43施設
　　・感染管理認定看護師の登録推進(登録者:8人)
    ・災害支援ナース登録台帳の整備
    ・チラシの作成

　②災害支援ナースハンドブック(改訂版) 　②災害支援ナースハンドブックの改訂の周知
    の周知 　　・ホームページへの掲載、災害看護基礎研修での周知
　③災害発生時の体制整備(大分県看護協 　③「大分県看護協会災害看護支援要綱」の改訂
　　会災害看護支援要綱) 　　　
　④日本看護協会との災害支援ナース派 　④日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同

    遣調整合同訓練 　  訓練実施・評価
　  開催日:未定 　・2020年12月8日(火)～10日(木)(3日間）
　　・災害支援ナースの参画 　　                              訓練参加施設数:43施設　
　 　                           派遣想定者数:18人(17施設) 

　・災害看護委員2人がオブザーバー参加（1日間）
　・救護用物品の整備

　⑤派遣先での支援体制構築 　⑤派遣先での支援体制構築
　・「令和2年7月豪雨災害」に災害支援ナース派遣
　　(大分県災害対策本部からの要請で派遣)
　　日田市:2020年7月13日(月)～7月19日(日)
　　　　　2泊3日で3班、延20人が活動(1班に感染管理認定
　　　　　　看護師1人含む)
    由布市:2020年7月13日(月)～7月17日(金)
　　　　　2泊3日で2班、延12人が活動
　　　　　　　　　　　　    　　　　　　 　派遣総数:11人

　⑥派遣後のフォローアップ体制の構築 　⑥派遣後のフォローアップ体制の構築
　　活動報告会の開催
　　2020年8月29日（土）10:00～12:00　          参加者5人

　⑦都道府県看護協会災害担当者会議へ 　⑦都道府県看護協会災害担当者会議への出席
    の出席 　　2020年11月11日(水）(Web)
　⑧大分県防災関連会議への出席 　⑧大分県防災関連会議への出席

　・大分県防災会議
　・大分県災害医療対策協議会
　・大分県災害医療対策協議会DMAT運営部会
　・大分県災害派遣精神医療チーム(DPAT)運営委員会
　・大分県災害ボランティア・ネットワーク連絡協議会
　・大分県石油コンビナート等防災会議
　・大分県水防協議会
【特別対策事業】
(3)新型コロナウイルス感染症に関すること
①新型コロナウイルス感染症軽症者等の宿泊療養派遣調整事業
（県委託）2020年4月28日～2021年3月31日
　宿泊療養を行う患者の健康管理等を行う看護職の確保及び
　派遣調整、感染予防策の研修、派遣に係る報償費の支払い
  等実施
・看護職員の確保
　ナースセンターによる登録者への情報提供、求人情報に掲載
　　　　　　　　　　　看護協会非常勤職員として雇用　7人
　23施設(医療機関)、8事業所(訪問看護ステーション)が可能
　な看護職員を登録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録者数　述901人　
・支援型ナース(問診聴取)の派遣調整　
　2020年12月以降、感染者数の増加に伴い看護業務負担軽減
　のため支援型ナース(主に入所者の問診聴取)を配置
　大分大学医学部看護学科、県立看護科学大学、看護協会等



　派遣可能な看護職員を登録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録者数　述83人　
・宿泊療養支援従事者研修会　　7回
　2020年4月30日(木)、8月15日(土)、8月27日(木)
　9月18日(金)、10月5日(月)、12月12日(土)）
　2021年1月19日(火)         　　　　　　受講者数　述88人　
　※感染管理認定看護師が在籍する施設は自施設実施のため
　　含まず
②宿泊療養施設看護業務従事者連絡会（オブザーバー参加）
　2020年12月12日(土)、2021年2月13日(土)　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数　述18人　
　感染管理認定看護師による看護業務マニュアルの再点検等
③訪問看護ステーション看護職員ワクチン接種希望調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75事業所　530人

６．保健・医療・福祉等の知識の普及に関する事業
事業 活動計画 活動実績

１）「看護の
  
(1)マスコミを通じた広報活動 (1)マスコミを通じた広報活動
  日・看護週 　①取材への対応 　①取材への対応
  間」に関す 　・新聞、雑誌等の取材に積極的に対応 　　外部メディアへの積極的な広報は行わなかった
  る事業 　・広報誌「看護おおいた」 　　広報誌「看護おおいた」・ホームページ・ポスター・

　・市報 　　チラシ等での広報を実施
　・ホームページ
　・ポスター・チラシ
(2)看護の日事業  (2)看護の日事業 
　①「看護フォーラム」 　①「看護フォーラム」 

  　  メインテーマ:5月12日は看護の日 　   メインテーマ:「看護の心をみんなの心に」
　　　看護の心をみんなの心に       ナイチンゲール生誕200年

　　　　　～「看護」は世紀を超えて進化する～
　　開催日:未定 　 2020年10月24日(土) 9:30～11:30
　　「看護の日・看護週間」制定30周年    「看護の日・看護週間」制定30周年記念式典
　　　記念式典 　・大分県知事感謝状授与　　　　　      　　　受賞者:11人
　　特別講演:「死にゆく人の心に寄り添 　・看護を詠う～わたしの思い～
　　　う」～生き方と逝き方を考える～ 　　日本看護協会「忘れられない看護エピソード」より
    講師:玉置妙憂氏(看護師・僧侶) 　　看護職部門最優秀賞受賞作品を朗読にて紹介
　　音楽演奏 　・特別講演：「動物とともに生きる」

   　講師:神田岳委(かんだいわい)氏 
　　　　九州自然動物公園アフリカンサファリ株式会社
　　　　園長・専門獣医師　
　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催時期
　　の調整、開催時間の短縮、参加人数の制限等の対策を
　　行い実施
                  参加者:40人(会員37人、非会員3人)

　②進路相談(併設事業） 　②進路相談
    開催日:未定 　　新型コロナウイルス感染症対策のためWeb配信に変更
　　対  象：中・高校生、一般 　　  2020年7月11日(日) 13:30～15:30

      看護系学校4校（大学2校・看護専門学校2校）
　　  対象:高校生、教員　　　　             参加者:102人

(3)地域住民への普及活動 (3)地域住民への普及活動
　①「ふれあい看護体験」(学校・施設) 　①「ふれあい看護体験」案内(学校・施設）
　　日程：6月3日(水)～10日(水)
　　　・大分市（委託事業）    ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため中止
　　　・県内各地での開催 　 ・大分市以外は、各地区の計画による

　　　 豊後高田地区　県立高田高等学校生６人
　　　　　　　　　　　受け入れ施設３施設
　　 感染症の影響により中止とした地区が多かったが「看護
　　 の日」啓発用グッズの配布やメッセージ等を配布

　②広報活動(報道機関・市報・ホーム 　②新型コロナウイルス感染症の拡大状況を見ながら実施
    ページ等） 　　「看護の道をめざすあなたへ」中・高校生へ392部配布
　　「看護の道をめざすあなたへ」配布 　　

２）「いのち (1)地域住民への普及活動 (1)地域住民への普及活動



  輝くいいお  　①すこやか家族博覧会・いのち輝く 　①すこやか家族博覧会
  産の日」 　　いいお産の日事業の企画・実施・評価 　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

    開催日:2020年9月13日(日) 
　　場　所:コンパルホール
　　内　容:体験コーナー、相談コーナー   「いのち輝くいいお産の日事業」10月中旬(再掲)
　　　　　 健康クイズ等    ・いいお産の日リーフレットを大分県助産師会と共同し

　　 作成。看護協会（500枚）、大分県助産師会（500枚）
　 　を配布し妊産婦に助産師の仕事内容を紹介

３）看護の出 (1)小学校・中学校・高校に出前授業 (1)小学校・中学校・高校に出前授業の案内・実施
  前授業 　①生命と看護の授業等

　①生命と看護の授業等　　 
　　小学校:なし　中学校:101人(2校）　

　②看護の出前授業 　②看護の出前授業
　　新型コロナウイルス感染症の影響により申込なし

　③職場(看護)体験 　③職場(看護)体験(再掲)
　　ふれあい看護体験　　　　　    　　   参加:2施設 6人

４）出張進路 (1)看護職になるための出張進路相談 (1)看護職になるための出張進路相談
　相談会   ①中学校・高校への出張進路相談 　①中学校・高校への・出張進路相談(職業人講話)　　　　

  ・看護教育制度、看護の仕事、進路 　・2020年10月12日(月)　別府鶴見丘高等学校   
    相談等 　　講師:宮下千恵子氏（新別府病院看護部長）

                                        　　参加者:25人
　　2020年10月8日(木)　佐伯市立蒲江翔南学園    
　　講師:司農ゆかり氏（長門記念病院看護部長）
                                       　　 参加者:21人
　　2021年2月19日(金)　宇佐市立宇佐中学校
　　講師：柳田美雪氏　（宇佐高田医師会病院参与）
                                       　　 参加者:44人
　②令和2年度「高校生等向けWEB企業説明会」  　　   
　　（看護職の仕事・進路について紹介）
　　2020年6月20日(土)
　　ライブ配信・収録動画配信2021年3月末まで　

  ・リーフレット「看護の道をめざすあ   ・計画のとおり実施  392冊 配布
    なたへ」配布 　　
  ・「やっぱり看護のシゴト」配布   ・計画のとおり実施　392冊配布

５)「看護フ (1)各地区での開催で会員の資質向上と (1)～(3)
 ォーラム」 　 人材育成 　 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため、地域住

(2)多職種との連携推進  　民を対象としたフォーラムの開催なし
  

(3)地域住民への広報活動

６）県民のた (1)「一日まちの保健室」 (1)「一日まちの保健室」
  めの健康増 　①すこやか家族博覧会・いのち輝く 　①すこやか家族博覧会(再掲)
  進・啓発活 　　いいお産の日事業(再掲） 　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
  動 　　開催日:2020年9月13日(日)

　　場  所:コンパルホール　     いのち輝くいいお産の日事業(再掲)
　　　助産師職能委員会が大分県助産師会と共同し「いい
　　　お産の日」周知のためのチラシ作成及び配布

　②おおいた食と暮らしの祭典   ②「2020年度 おおいた食と暮らしの祭典」
 　開催日:未定 　　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　 場　所:未定

　   ③「おおいた人とみどりふれあいいち」   ③「おおいた人とみどりふれあいいち」
　  開催日:2020年4月3日(金) 　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためテント
     　　　 　4月15日(木)、5月1日(金) 　　　　企画中止
　　　　　 2021年3月(未定)
    場  所:大分市平和市民公園
　④大分県立図書館一日まちの保健室 　④大分県立図書館一日まちの保健室
    開催日:2020年5月24日(日)、　 　　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　　　　　　　　10月18日(日)
　⑤「げんきフェア」(大分県保健医療 　⑤「げんきフェア」(大分県保健医療団体協議会)



     団体協議会） 　　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　   開催日:未定
　・地域住民の健康保持増進
　・保健医療団体の連携
　・専門団体活動のＰＲ
　⑥あすぴあフェスタ 　⑥「あすぴあフェスタ2020」
    開催日:未定 　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　　場所:大分県身体障害者福祉センター
　　内容：障がいのある方と一般市民の
          交流、健康相談
(2)げんき教室 (2)げんき教室　14:00～15:30　1回のみ実施
　対　象：中高年世代の県民 　・2020年7月22日(水）
　開催日時:毎月第4水曜日  　　講話:「これで今日からグッスリ眠れる睡眠の話」
               14:00～15:30(12回/年） 　　講師:松本悠輝氏(大分市民健康ネットワーク協議会
  場  所:大分県看護研修会館 　　　　　　会長、松本内科循環器科クリニック院長)
　内  容:元気で生きがいを持って生活で 　　　                　　　   協力ボランティアナース:2人
         きるような講演と実技等                               　　　          受講者:19人

    ＊感染対策を行い規模を縮小して実施
(3)リレー・フォー・ライフ・ジャパン (3)リレー・フォー・ライフ・ジャパン2020大分
   2020大分 　　・協賛金を支出しイベントを支援
　　・協賛金

７．看護職の就業促進及び進路相談事業
事業 活動計画 活動実績

１）ナースバ (1)就労推進事業（無料職業紹介） (1)就労推進事業(無料職業紹介)
  ンクの強化 　 日本看護協会・大分県・労働局との連 　 体制整備を進め、日本看護協会・大分県・労働局
      携による効果的な定着支援・確保支援    との連携による効果的な定着支援・確保支援

　①中央ナースセンターコンピューター   ①NCCSの円滑な運用による求職者・求人施設の
　　システム(第6次NCCS)の移行による 　　 情報管理、相談、マッチング支援
　　スムーズな運用。求職者・求人施設 　・求人・求職　
　　の情報管理、相談、マッチング支援 　 　　　　    新規求人者:456人  新規求職者:406人
　・求人施設の登録推進   ・相談対応　　　　　　　　　　　　 件数:延6,582件

　　               求人施設:1,634件  求職者:4,948人
　・マッチング支援　
　　      斡旋:161人　 就職者（センター）:141人
　・求人施設へ有効登録継続の連絡支援　
　・求人施設の掘り起こし、登録の支援　　
　・新型コロナウイルス感染症対策における人材確保の対応
 　4月9日eナースセンター・とどけるん登録者381人へ
　 「新型コロナウイルス感染症対策の人材確保協力依頼」
　  をメ―ル配信
　 8月29日求職者150人、12月2日ナースセンター登録者

　 　　234人へ「軽症者宿泊療養施設対応看護職募集」チラシ・
　　メール配信
　 相談問合せ:看護職102人(求職者69人),施設等26件
　　(求人数21人）紹介人数23人、就職数13人

　②離職時等の届出制度(努力義務)の周   ②計画のとおり実施
    知、届出専用サイト「とどけるん」   ・届出専用サイト「とどけるん」への登録の推進、
　　への登録の推進、就業支援の強化 　 　就業支援

  ・登録者全員への連絡、就業希望者への就業支援
　　 　　　　「とどけるん」への登録者2020年8月現在:1327人
                       2020年度「とどけるん」登録者:272人

　・ｅナースセンターへの登録促進及び   ・登録時に就業希望しない登録者へのeナース
    状況の把握 　 　センターへの登録勧奨・近況伺い　 　　　　 447人

  ・「とどけるん」登録からの就職者              70人
　③大分県ナースセンター利用のメリッ 　③計画のとおり実施
    ト、労働条件等のデータを収集・提供
　④就職者の定着支援   ④計画のとおり実施
　　就職者・求人施設との情報交換・相談 　　常勤就業6ヶ月離職状況の把握　　
　　対応 　　常勤就職者52人中、継続就労38人　
(2)就職相談会 (2)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止



　・大分合同新聞社と共催で求人・求職 　
    合同就職相談会 　
　　開催日:未定 　
　　場　所:大分県看護研修会館 　
(3)看護学校・養成所(13校)に出向き、卒 (3)看護学校・養成所学生へのナースセンター周知
   業前の学生へナースセンター(ナース 　　県内看護学校・養成所(8校)を訪問　　　　　　参加者384人
   バンク事業、県内就業、Ｕターン促 　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため訪問中止5校
   進等)の周知 　　学校の協力を得て学生232人に資料等配布

２）広報強化 (1)行政(県、市町村)関係団体等との連 (1)計画のとおり実施
　　携による広報 　 
　・大分県ナースセンター案内リーフ 　・県内イオン系列店舗・ハローワーク・求人施設
    レット等配布 　　看護系学校学生・とどけるん登録者等に6306部配布
(2)広報誌「看護おおいた」に「ナースセ (2)計画のとおり実施
　　ンターだより」掲載(3回/年)発行　
　・県内求人施設へナースセンターだより 　・県内求人施設へ送付(8月1462部、1月1309部)送付
    を送付(2回/年）
(3)求人情報の発行・送付(４回/年) (3)計画のとおり実施　
　 　　 登録求職者延べ691人へ送付
(4)届出制度「とどけるん」のリーフレッ (4)計画のとおり実施
   トの作成、配布 　  県内医療介護施設等へ3364部配布　　　　　　
(5)看護学生へ「ナースのはたらきサポー (5)計画のとおり実施　
   トブック」の配布 　  就業相談時、学校訪問時資料として616部配布
(6)看護職へのガイドブック「看護の道を (6)計画のとおり実施
　めざすあなたへ」の配布 　　進路相談会等で資料として392部配布
(7)ホームページでの広報 (7)計画のとおり実施
(8)ナースセンター事業運営委員会 (8)ナースセンター事業運営委員会　
                        (年2回)  　第1回:2020年8月27日(木)15:00～16:30

　 第2回:2021年3月12日(金)15:00～16:30
(9)都道府県ナースセンター事業担当者等 (9)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面・Web出席
   会議出席 　・都道府県ナースセンター事業担当者会議・・・書面

　・ナースセンター相談員研修・・・Web
　 　2021年2月2日(木)・12日（金）
　・地区別意見交換会・・・Web
　  　2020年9月30日(水)

３）ネットワ
  (1)労働局(ハローワーク)との連携・協 (1)労働局・ハローワークとの連携・協働による相談
  ークづくり    働による相談・支援体制の強化  　支援体制の強化

　・ナースセンター・ハローワーク連携   ・ナースセンター・ハローワーク連携推進事業によ
    推進事業による求人・求職支援     る求人・求職支援　　　　 　　　　　　   　就職者:28人

　　求人施設支援6施設7件　求職者支援37人
　・相談対応件数:延60人

　・ナースセンター・ハローワーク連携 　・ナースセンター・ハローワーク連携事業連絡調整会議
    調整会議の開催(年2回） 　　(年2回)

　　1回目:2020年7月22日(水) 15:00～16:30　
　　2回目:2021年1月27日(水) 15:00～16:30

　・県内ハローワーク訪問による情報共有 　・県内ハローワーク(全6ヶ所)訪問情報共有
　　ナースセンター実績・有効求人・求職者の状況把握

  ・ハローワーク求人情報システムの活 　・一部中止
    用(ナースセンター内）
(2)ハローワークにナースセンター相談 (2)計画のとおり実施
   窓口を設置し、相談体制の充実
 　大分(月2回)・別府・日田・中津・  　大分（月2回）・別府・日田・中津・宇佐（各月１回）
　 宇佐（各月１回） 　 　　　　　　　        計62回　相談者83人、就職者数38人
(3)地域の看護管理者、看護学校(看護教 (3)地域の看護管理者、看護学校(看護教員)等とのネット
　 員)等とのネットワークの構築 　 ワークの構築
  ・看護管理者との連携により、離職者・ 　・学校訪問・施設訪問にて実施
　  定年退職者等の就業支援の強化   　看護学校訪問 8校、施設訪問 21件

　・就業支援のための情報収集
　・県内病院看護管理者あてに離職届出セット送付
　　　154病院　　601セット送付

(4)離職時等の届出制度(努力義務)の推進 (4)計画のとおり実施
  ・地区別施設代表者会議における説明、   ・地区別施設代表者会議に出向き離職時等の届出依頼



    協力依頼
　・地域就業相談員による病院等管理者 　・地域就業相談員が病院等管理者等を訪問　    21施設　
　　等訪問
(5)関係会議への出席 (5)中津・宇佐地区地域の看護ネットワーク推進会議に出席

　 （看護職人材確保についての意見交換会）
 　中津:8月18日(火)15:00～16:40
　 宇佐:12月10日(火)14:00～14:40

４）人づくり  (1)就業支援以外の相談機能強化 (1)就業支援以外の相談機能強化
  ・労働条件、環境改善へのアドバイス、   ・労働環境・進路相談対応:39件
  　進路、キャリアアップの相談対応
(2)個人会員への就業意向調査 (2)計画の通り実施(再掲）

　　調査期間：2020年11月～2021年2月
　　調査対象者：551人　回収率：23.4％

(3)再就業支援研修の強化 (3)再就業支援研修の強化

　 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため規模縮小し
　 １日で開催

  ①看護力再開発講習会(研修Ⅰ)    ①看護力再開発講習会(研修Ⅰ）(県委託）（再掲）
　　　　　　　　　　(県委託事業）(再掲)   ・日田・九重・玖珠地区(於:大分県済生会日田病院)
　　2地区　各2日間コース 　  2020年10月27日(水) 　　　　　　　　　　 　受講者:3人
　　開催日:2020年6月24日(水)～ 　・中津・宇佐・豊後高田地区(於:中津市民病院)
           10月7日(水） 　  2020年10月22日(木)　　　　　　　　　　　  受講者:7人
　  場 所:大分県済生会日田病院(日田市) 　　　　　　　　　　   　　　　       受講後就職者数:4人
　　  　  中津市民病院(中津市）
  ②看護力再開発講習会(研修Ⅱ)）   ②看護力再開発講習会(研修Ⅱ)(県委託）
   ・研修会　　　　　　　（県委託事業） 　  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため計画を変更

  　　　毎月第3水曜日、大分県看護研修 　　参加者を制限し開催
        会館で開催 　  場所:大分県看護研修会館. 各病院(実習）
 　 ・見学実習 　　2020年７月15日(水)                        受講者:10人

　　　年5回、各病院・施設で実施 　　「経腸栄養」
　　2020年8月19日(水)                          受講者:8人
　　「口腔ｹｱと摂食・嚥下ケアの実際」
　　2020年9月16日(水)                         受講者:15人
  　「採血・静脈注射」
　　2020年9月23日(水)                          受講者:6人

    　「看護場面における医療事故防止」
　　2020年10月21日(水)                        受講者:10人
　　「最近の褥瘡ケア」
　　2020年10月28日(水)                         受講者:9人
　　「輸液ポンプ・シリンジポンプの準備と管理」
　　2020年11月18日(水)                        受講者:12人
    「フィジカルアセスメント」(心音・呼吸音・全身皮膚）
　　2020年12月2日(水)                       　受講者:10人
　　「看護場面における感染防止」
　　2021年1月20日(水)                         受講者:19人
    「急変時のアセスメントと看護」
　　2021年2月3日(水)                          受講者:13人
  　「吸引の実際」
　　2021年2月17日(水)                         受講者:11人
  　「認知症ケア」
　　2021年3月17日(水)　 　　　              　受講者:13人
　　「看護過程と看護記録」
              　      　　受講者:延136人  受講実人数:42人
　・採血・静脈注射実技研修
　　1月13日(水）・2月10日(水）・3月3日(水）   受講者各2人

 　　　　　　　　　　   　　　　                受講者:9人
　・施設実習　病院・介護施設2ヶ所              受講者:3人
                               　　　      受講者:延148人
                               　　　   受講後就業者:11人

(4)プラチナナース(定年退職等)の就業 (4)プラチナナース(定年退職等)の就業支援
   支援
　・「とどけるん」への登録の推進及び 　・計画のとおり実施



   　就業支援     NCCS求職登録者（55歳以上）93人　　就業者46人
  ・プラチナナース生き活きプロジェク 　・計画のとおり実施
    ト事業      研修の支援

　   eナース求職者の55歳以上の看護職へ研修会の参加
　   勧奨　　　　　         　 参加者:3人 就職活動中:1人
　   対象者への就業相談
　・チラシ配布

(5)看護職になるための進路相談(再掲) (5)看護職になるための進路相談（再掲）
  ・「看護の日・看護週間事業」併設行事 　・進路相談
　　：進路相談会 　　新型コロナウイルス感染症対策のためWeb配信に変更
　  開催日:未定 　　2020年7月11日(日) 13:30～15:30
　  場　所：大分県看護研修会館     看護系学校4校（大学2校・看護専門学校2校）

　　対象:高校生、教員　　　　              　参加者:102人
  ・出張相談(各学校）  ・依頼のあった中学校・高等学校3校で実施(再掲）　　
　  看護教育制度・進路相談等

 
８．その他公益目的を達成するために必要な事業等

事業 活動計画 活動実績
１）協会組織 (1)情報提供 (1)情報提供
  の紹介（広 　①ホームページのリニューアル 　①ホームページのリニューアル
  報活動） 　　2020年4月末リニューアル

　　新型コロナウイルス感染症専用サイト開設
　②広報誌「看護おおいた」発行(年4回） 　②広報誌「看護おおいた」発行(年4回) 　  44,025部

　　5月(総会特集号)、8月、11月、1月
２）大分県看 (1)会員数の増加 (1)会員数の増加
  護研修会館 　①入会促進 　①入会促進
　の運営・管 　　会員数10,155名（2021年3月末日現在）に増加
　理     (前年3月末10,003名)

　・新規入会者に協会活動紹介リーフレット・「会員
　　バッジ」等資料の送付
  　（日本看護協会委託会社から直送）

　・地区別施設代表者会議で入会の勧め 　・計画のとおり実施
　・施設訪問による状況把握と入会の勧め 　・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため施設訪問を

　　中止
　・電話等による入会の勧め 　・計画のとおり実施
　・入会促進のためのDVD活用と評価 　・計画のとおり実施、ホームページに紹介動画開設しＰＲ
　②入会者への支援 　②計画のとおり実施  
　・大分県看護協会研修手帳及び広報誌 　　個人別に入会の案内、「看護おおいた」での広報
　　「看護おおいた」の送付
　・新入会員・未加入施設へ入会促進の
　　リーフレット配布
　・「看護職賠償責任保険制度」加入の
　　推進
　③福利厚生事業の拡大 　③Webシステム導入による会員への情報提供
(2)会員特典 (2)会員特典
　①看護の質向上のための教育システム 　①～③計画のとおり実施
　②会員の安全の遵守 　④については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
　③その他の特典 　　ため掲載を一部縮小
  ④期間限定の特典
(3)会員管理 (3)会員管理
　①会員情報管理体制ナースシップの円 　①計画のとおり実施
　  滑な運用
  ・日本看護協会との連携   ・施設・個人からの問合せに対応、日本看護協会との連携
　・施設用WEB、キャリナースの登録と   ・キャリナース登録率19.2％
    活用の推進
　・施設代表者及び会員への周知 　・施設代表者及び会員への周知
　　協会ニュース・チラシ・機関誌「看   　地区別施設代表者会議で説明 　　　　   
　　護おおいた」ホームページ
　②理事会・施設代表者会議で説明 　② 理事会・施設代表者会議で説明

  ・毎月理事会でナースシップ進捗状況を説明
  ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため施設代表者会議



　　は中止
　③新規入会者の会員証の配布（事務委 　③計画のとおり実施
    託会社直送）
　④継続・入会の手続きについて 　④計画のとおり実施 　
　・入会申込書/会員情報変更届の配布 　・施設宛に事務委託会社より発送
　・「翌年度の会費のお知らせ」の配布 　・「翌年度の会費のお知らせ」の配布　11月

　・施設・個人からの継続に関する問い合わせに対応
　　退会希望者の手続きへの対応
　　翌年度の新規入会に関する問い合わせに対応

　⑤管理運営 　⑤計画のとおり実施
　・各施設・会員からのナースシップに 　・各施設からのナースシップに関する照会に対応
    関する照会対応
　・会員減少施設及び未加入者への対応 　・会員減少施設及び未入会個人会員への対応

    電話、FAXによる対応
  　再入会手続きへの対応
  　異動者、退職者等の変更処理 
　  　ナースシップの整備・充実
　　入会申込書/会員情報変更届の配布(2020年度入会分）
　  施設用WEBの開設、マイページの開設について対応

　⑥効率的管理運営のための会議 　⑥計画のとおり実施
　  新会員情報管理体制(ナースシップ)担当者会議(Web)
　　2020年9月10日(木)

　・日本看護協会との連携 　・日本看護協会との連携による各施設からの会員
　　管理に関する照会に対応

　⑦各施設等名簿の作成 　⑦計画のとおり実施
　・役員・委員・会員施設の名簿等作成 　　　2020年8月作成・理事に配布(2019年度分回収)
(4)会員の表彰等 (4)会員の表彰等
  ①日本看護協会名誉会員 　①日本看護協会名誉会員 　　　　　　　　　該当者なし
　・規程により推薦
  ②大分県名誉会員 　②大分県看護協会名誉会員　　　　　　　　 該当者なし
　・定款により推薦
　③大分県永年会員 　③大分県看護協会永年会員                 該当者なし
　・定款により推薦
　④叙勲候補者の推薦 　④叙勲
　・推薦要領に基づき推薦 　  　春の叙勲(瑞宝双光章)  　　　　松山恭子氏(看護師)

　  　春の叙勲(瑞宝単光章) 　　　 佐々木和己氏(助産師)
　 　 春の叙勲(瑞宝単光章) 　　　 芹田いすず氏(看護師)
　　　秋の叙勲(瑞宝単光章)　　　　　原田洋子氏(看護師)

　⑤日本看護協会長表彰推薦 　⑤2020年度日本看護協会長表彰推薦　
　・規程により推薦 　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋吉信子氏(看護師)
　⑥大分県看護協会長表彰 　⑥大分県看護協会長表彰　                  受賞者:53人
　・規程により推薦
　⑦ 大分県知事表彰 　⑦大分県知事表彰                          該当者なし
　・推薦要領に基づき推薦 　　大分県知事感謝状表彰 　　　　　　　　　 受賞者:11人
　⑧ その他表彰 　⑧その他表彰           　　　　        　 該当者なし
(5)各種会議の開催運営 (5)各種会議の開催運営
　①総会開催 　①総会開催 

　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催
　　開催日時：2020年6月20日(土) 　　　方法変更

              9:30～12:30 　　2020年6月20日(土) 9:30～11:00
　・代議員は紙面による議決権行使とする
　　　　　　　　　　　議決書事前提出　200通(代議員200人)
      　　　　会場参加者:一般会員23人、理事22人、監事2人

　・総会要綱作成 　・印刷100部、協会にて印刷22部、CD－ROM 210枚
　　代議員にはCD－ROMを郵送
　　本誌は役員・理事等に配布

　・来賓及び表彰関係 　・来賓の招待中止
　・叙勲受章者の紹介中止
　　　お祝品を協会役員が持参し祝意を伝える
　・日本看護協会長表彰(秋吉信子氏)の紹介中止
　　　お祝品後日届ける



　・大分県看護協会長表彰者の紹介中止
　②理事会の開催     (13回/年） 　②理事会の開催  13回

　　　第10回(12月)～第13回(3月)はハイブリッド開催

　③施設代表者会議   (1回/年） 　③施設代表者会議　　　　　   　　    
    開催日時:2020年4月19日(日) 　　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
             13:30～16:30 　　＊会議資料を看護職代表者宛て327施設に郵送
　・特別講演:「2040年を展望した地域づ
           くりと看護の役割(仮)」
   　講　師:東京医療保健大学副学長 
       　　  坂本すが氏
　・大分県の看護行政について
　　大分県福祉保健部医療政策課看護班
　　　　　　　主幹(総括)　庭瀬朋美氏
　・大分県看護協会事業説明
　④合同委員会   (1回/年) 　④合同委員会　　

    2020年7月11日(土) 9:30～11:30
　・新型コロナウイルス感染防止対策のため、
　　 9:30～10:00 全体会議（委員長のみ参加）
　　10:00～11:30 4会場に分散して、各委員会会議
　・推薦委員会、選挙管理委員会は8月22日(土)に実施

　⑤委員長会議   (2回/年） 　⑤委員長会開催  
　　1回目:2020年12月19日(土)　11:00～12:00
　　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、職能
　　　　委員長のみ出席。他の委員会委員長は出席せず、
　　　　担当理事が報告
　　2回目:2021年 3月13日(土)　（ハイブリッド形式）

　⑥地区長会議   (2回/年） 　⑥地区長会議開催(理事・地区長会として開催) 2回
　　1回目:2020年7月18日(土) 9:30～12:00
　　2回目:2021年1月16日(土) 9:30～12:00

　⑦大分県保健師連絡会議　(2回/年） 　⑦ 大分県保健師連絡会議開催
    1回目:2020年11月21日(土)　 13:30～15:30
    2回目は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

　⑧各種会議開催通知・開催準備等 　⑧各種会議開催通知・開催準備等
　・総会関係 　・計画のとおり実施
　・役員会・理事会
　・常任委員会
　・推薦委員会
　・選挙管理委員会
　・その他の会議
　⑨日本看護協会関連の諸会議 　⑨日本看護協会関連の下記諸会議
　・日本看護協会通常総会　   (1回/年) 　・2020年6月11日(木) 東京JNAホール 地区理事はWebで参加
　・全国職能別交流集会       (1回/年) 　・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
　・日本看護協会代議員研修会 (1回/年) 　・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　・日本看護協会理事会       (6回/年) 　・第1回:2020年5月8日(金)(Web)

　　第2回:2020年7月30日(木)(Web)
　　第3回:2020年9月25日(金)(Web)
　　第4回:2020年11月26日(木)(Web)
　　第5回:2021年2月25日(木)(Web)

　・日本看護協会法人会員会 (4回/年) 　・第1回:2020年7月31日(金）(Web)
　・第2回:2020年8月18日(火）(Web)
　・第3回:2020年11月27日(金)(Web)
　・第4回:2021年2月26日(金）(Web)

　・全国職能委員長会         (1回/年) 　・全国保健師職能委員長会 2021年3月11日(木)(Web)
　　全国助産師職能委員長会 2021年3月11日(木)(Web)
　  全国看護師職能委員長会Ⅰ 2021年3月10日(水)(Web)
　　全国看護師職能委員長会Ⅱ 2021年3月10日(水)(Web)

　・地区別法人会員会・地区別職能委員 　・地区別法人会員会　(宮崎県)
　  長会  　　　　 　(1回/年)(宮崎)       2020年10月26日(月)13:30～17:00

    地区別法人会員連絡会(宮崎県)
　　　2020年10月27日(火)9:00～12:00



　　保健師職能委員長会(Web)
　　　2020年10月27日(火)10:00～13:00
　　助産師職能委員長会(Web)
　　　2020年10月27日(火)10:00～13:00
　　看護師職能Ⅰ委員長会(Web)
　　　2020年10月27日(火)13:30～16:30
　　看護師職能Ⅱ委員長会(Web)
　　　2020年10月27日(火)13:30～16:30

　・都道府県看護協会看護労働担当者会議 　・2020年11月25日(水)(Web)
　　　　　　　　　　　　　　(年1回)
　・日本看護協会政策責任者会議(1回/年) 　・2021年2月25日(木) (Web)
　・都道府県看護協会支部役員等研修 　・今年度開催なし
　　　　　　　　　　　　　　　(1回/年)
　・都道府県看護協会事務担当者会議   ・2020年10月28日（水）(Web)
　　　　　　　　　　　　　　　(1回/年)   　2020年度公益法人運営に関する勉強会
　・新会員情報管理体制(ナースシップ) 　・2020年9月10日(木)(Web)
　　担当者会議　　　　　　　　(1回/年)

　・都道府県看護協会　会員情報管理情報交換会
　・訪問看護連絡協議会全国会議(1回/年) 　・都道府県看護協会・都道府県訪問看護連絡協議会

　　合同会議として開催(名称変更)（Web)
　　2020年11月19日(木)

　・全国准看護師制度担当役員会議 　・全国准看護師理事会議（名称・内容ともに変更)(Web)

                              (1回/年) 　　2020年12月10日(木)　
　・ナースセンター事業担当者会議 　・2020年6月　(書面)　　　
                              (1回/年)
　・都道府県ナースセンター相談員研修 　・2021年2月2日(木),12(金)(Web)
　　　　　　　　　　　　  　　(1回/年)
　・都道府県看護協会広報担当役員会議 　・2021年1月15日(金）(1回/年)(Web)
               　　　　　   　(1回/年)
　・都道府県看護協会災害看護担当者会議 　・2020年11月11日(水)(Web)
 　　　　　　　　　　　　   　(1回/年)       大分県看護協会より情報提供(発表)
  ・都道府県看護協会医療安全担当役員　 　・2021年3月3日(水)(web)
　　会議　　　　　　　 　　　(1回/年）
　・都道府県看護協会教育担当者会議 　・新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　・認定看護管理者教育機関担当者会議 　・2020年9月17日(木)(Web)

　・都道府県ナースセンターとの地区別意見交換会(Web)
　　2020年9月30日(水)　　
　・公益法人運営に関する勉強会(Web)
　　2020年10月28日(水)
　・全国准看護師理事会議(Web)
　　　2020年12月10日(木)
　・都道府県看護協会図書室担当者研修会(Web)
　　2021年1月29日(金)
　・全国看護基礎教育担当役員会議(Web)
　　2021年2月10日(水)
　・災害時看護支援活動のあり方検討委員会（Web)
　　第1回:2020年8月20日(木)、第2回:2020年9月16日(水)
　　第3回:2020年12月15日(火)、第4回:2021年1月28日(木)
　・看護職の継続教育に関する検討委員会(Web)
　　第1回:2020年8月27日(木)、第2回:2020年12月3日(木)
　　第3回:2021年2月18日(木)
　・日本看護協会と日本看護連盟の合同会議
　　2020年9月24日(木)、2021年2月26日(金)(Web)
　・看護職資格の活用基盤強化を考える会(Web)
　　2020年12月14日(月) 　　　　　　 

 　・看護職資格の活用基盤強化に係る本会方針に関する
　　説明会について(Web)
　　2021年3月25日(木)
　・都道府県看護協会母子のための地域包括ケアシステム
　　推進会議(Web)
　　2021年2月8日(月)



　・「看護の日・看護週間」制定30周年ナイチンゲール
　　生誕２００周年記念イベント
　　Nursing　Now：看護の力で未来を創る　(Web)
　　2021年1月21日(木)

(6)文書管理(簿冊作成) (6)簿冊作成管理
　①看護協会事業関係 　①～⑦　計画のとおり実施
　②看護協会教育研修関係
　③看護協会各委員会関係
　④日本看護協会関係
　⑤厚生労働省及び大分県関係
　⑥県・市等の会議関係
  ⑦関係団体関係
(7)施設の適正管理 (7)施設の適正管理
　①施設及び設備の保守管理・運営 　①計画のとおり実施

　・空調機器類の修理
　・新型コロナウイルス感染管理物品の整備
　　（非接触型体温計・パーテーション等の購入）

　②情報管理　 　②計画のとおり実施　
　・新会員情報管理 　・日本看護協会との連携
　・財務管理 　・計画のとおり実施
　・拠出金管理 　・施設会員に拠出金納入状況の送付(年2回)

　・完納証明書の送付(随時)
　・個人依頼書を17施設に送付
　③大分市による「介護保険施設等実地指導」（再掲）
　　2021年１月28日(木)　　　指摘事項なし

(8)施設の活用 (8)施設の活用
　①研修室等の貸し出し管理 　①研修室等の使用・貸し出し　

　  研修室使用回数:545回/年     使用人数:延11,672人
　②各種委員会活動の会場調整 　②計画のとおり実施


