
２０２１年度重点事業及び通常事業 

少子超高齢化が進展し、本格的な人口減少社会を迎え、2025 年に向けて病床の機能分化及び連

携の推進、地域包括ケアシステム構築の推進、医療従事者の確保・勤務環境の改善、健康寿命の

延伸等の社会保障制度改革が推進されている。 

そのような中、2020 年は新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延により、協会運営は感染防止

対策の徹底を最優先で対応した。これまで経験したことのない感染症対応を迫られる中、苦境に

おいても対象者と向き合い看護職としての役割を果たすためには、看護職の更なる連携強化の重

要性を実感し、重点事業及び通常事業に取組んだ。未だ感染症収束の見通しが立たず、医療の中

枢を担う看護職は「新たな日常」への移行の支援等により社会の期待に応えることが必要である。 

2021年度は前年度４点の重点事業方針に加え、災害・新興感染症等への健康危機管理体制の強

化を推進する取組みを重点事業方針に位置付ける。 

  

【重点事業方針】     

 １ 地域包括ケアにおける看護提供体制の構築 

 ２ 看護職の働き方改革の推進 

 ３ 看護職の確保定着の推進 

 ４ 看護職の役割拡大の推進と人材育成  

 ５ 災害・新興感染症等への健康危機管理体制の強化    

 

＜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 

2021 年度日本看護協会教育方針「看護の質保証を目的とした看護職のキャリアに応 

じた継続教育」に連動して研修を実施 

１）地域包括ケアに対応できる人材育成の強化  ＜重点 1＞ 

・入退院支援研修 

  基礎研修、強化研修 

  ・看護職員認知症対応力向上研修 

２）看護人材育成               ＜重点 3＞ 

  ・学生指導者短期教育 

３）看護管理者能力開発            ＜重点 3＞ 

  ・中小規模病院等看護管理者支援事業 

４）看護職の倫理課題への取組み         ＜重点 4＞ 

    看護倫理研修、高齢者権利擁護等推進事業看護支援者研修 

２ 在宅での療養者のための訪問看護等に関する事業 

１） 在宅領域の看護職の育成・定着を目指し、訪問看護、高齢者施設の管理者人材の育成 

                                 ＜重点 1＞ 

  ・在宅医療、看護の最新の看護技術研修 

  ・訪問看護ステーション管理者育成研修 



  ・アドバイザー派遣事業 

２）地域包括ケアの実現を支える看護機能連携システムの構築  ＜重点 1＞ 

  ・訪問看護総合支援センターの設置に向けての取組み 

  ・看護職連携強化交流会（中央と地域で開催）   

 

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 

１）看護職の働き方改革の推進                ＜重点 2＞   

  ・看護職の働き方改革のための研修会 

  ・看護職の健康をまもる取組み 

２）看護職の確保・定着に向けた取組み            ＜重点 3＞ 

・多様なキャリア支援 

    プラチナナース、潜在看護師の活用 

  ・ナースセンターの機能強化 

ハローワーク出張相談、病院等施設（看護管理者）訪問  

 

４ 看護領域の開発・展開に関する事業 

１）社会のニーズに即応し、各職能の課題の抽出及び意見を集約 

地域包括ケア推進のため、各職能の役割、課題の明確化   ＜重点 1・4＞     

・大分県職能別交流集会 

・看護職の役割拡大に向けた取組み 

・健康寿命延伸に向けた取組みへの参画 

・母子支援の取組みを大分県助産師会と共催して推進 

 

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   ＜重点５＞ 

 １）多職種協働による医療安全活動の推進の継続 

 ２）災害発生時の体制の再構築 

    受援体制の構築 

    災害支援ナース活動の推進 

 ３）新興感染症等の看護提供体制の検討 

 

＜通常事業＞ 

６ 保健・医療・福祉等の知識の普及に関する事業 

  大分県等が主催する大規模な事業への参加による周知活動 

・一日まちの保健室 

・いのち輝くいいお産の日事業 

・健康寿命日本一に関する事業 

７ 看護職の就業促進及び進路相談事業 

  ナースセンター機能の充実強化 

  ・離職時及び定年退職時の「とどけるん」への登録の推進、就業支援の強化 



  ・看護学校への訪問によるナースセンター機能の周知、県内就業の促進 

  ・小中高校生への看護職の魅力紹介 

  ・看護力再開発講習会の開催による再就業支援の強化 

８ その他公益目的を達成するために必要な事業 

  ・新会員情報管理体制「ナースシップ」の円滑な運用 

・会員の確保及び組織強化 

会員施設への訪問 

・キャリナース登録と活用の推進 



【 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
　４．看護領域の開発・展開に関する事業
　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
＜通常事業＞ 　
　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 活動内容 担当部署(委員会)
１）継続教育 (1)新人看護職の卒後臨床研修制度の推進 ・研修部
  の推進   ①新人看護職員研修の教育プログラムの内容・期間等の見直し、

　　実施後の評価
  　・大分県看護研修会館(集合教育)で実施

　②新人看護職員指導者の育成事業を実施・評価
　・実地指導者研修(県委託)
　・実地指導者フォローアップ研修
(2)教育研修プログラムの企画・実施・評価 ・研修部
　①2021年度研修計画の実施 ・教育委員会
[看護の将来ビジョン」達成を目的とした5つの分類
研修分類1　「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ質の高い看護の
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研修（県委託）
　 ・看護職員認知症対応力向上研修（県委託）
　 ・入退院支援基礎研修　対象：病院・診療所看護師（県委託）
　 ・入退院強化研修　　　対象：看護職・ＭSW等（県委託）
　 ・医療・看護の最新の看護技術・ケア研修（県補助）
　 ・由布・玖珠・九重地域、臼杵・津久見・佐伯地域での出張
　　 研修（県補助）
　 ・医療的ケア看護師研修（大分県教育委員会と共催）
　 ・学生指導者研修（人が育つ実習指導）
　　(大分県看護研修会館で開催、杵築・国東・豊後高田地域に
　　　Web配信）
　 ・看護倫理研修
研修分類2　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研修  
　 ・新人看護師研修（8日間コース）
　　看護師クリニカルラダー・レベルⅢ研修
　 ・地域ケア会議参加者育成研修
　　助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー/CloCMip)
     新生児フィジカルアセスメント
　  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化研修、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)、保健師管理者
　　能力育成研修(県委託)
研修分類3　看護管理者が地域包括ケアシステムを推進するための
力量形成に向けた継続教育
　　創造的に支え合うサーバントリーダーシップ
　  感染管理認定看護師ネットワーク強化研修
    2021年度日本看護協会主催インターネット配信研修「オンデ
    マンド」を活用した医療安全管理者養成研修
　　訪問看護ステーション管理者育成研修（県補助）

2021 年 度 事 業 計 画 



    アドバイザー派遣事業（県補助）
　・専門能力開発を支援する教育体制の充実に向けた継続教育
　　2021年度都道府県看護協会教育担当者会議伝達講習
研修分類5　資格認定教育
　　 認定看護管理者教育課程ファーストレベル・セカンドレベル
　②2021年度研修実施状況の評価
　③2022年度「教育計画」の企画
　④2022年度「教育計画」の周知
　・研修手帳の配布
　・研修会で周知・学会専用サイトに掲載
　⑤2021年度教育研修実績を総会要綱に掲載
(3)キャリア支援推進 ・研修部
　①継続教育の推進 ・教育委員会
　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、受講履歴を掲載
　③教育研修開催情報の提供
(4)継続教育の広報 ・研修部
　①広報誌「看護おおいた」に掲載 ・事業部
　②研修会・学会専用サイトに掲載 ・広報委員会
　③会員に研修手帳配布 ・協会内HP委員会
(5)日本看護協会教育活動との連携 ・研修部
　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(各施設・個人)
　・DVD研修
(6)保健師助産師看護師実習指導者講習会企画・運営 
　　 ・研修部
　①保健師助産師看護師実習指導者講習会（県委託） ・実習指導者講習会運営
　・カリキュラムの変更、時間数（240時間→180時間）   委員会 
  ・期間:2021年6月9日(水）～2022年2月15日(火)
　・実習指導案作成支援
(7)看護職員資質向上推進事業 ・研修部
（県委託）
　①実地指導者研修(再掲）
　②「訪問看護eラーニング」を活用した訪問看護師養成講習会
　③訪問看護推進事業
　④在宅ターミナルケア研修（がん・非がん患者の在宅ターミ
   ナル研修）
  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）
　⑥入退院支援基礎研修（対象：病院・診療所看護師）（再掲）
　⑦入退院支援強化研修（対象:看護職員、MSW等）（再掲）
  ⑧看護職員認知症対応力向上研修
　⑨高齢者権利擁護等推進事業看護実務者研修（再掲）
 (県補助）
　①訪問看護ステーション管理者育成事業
　・訪問看護ステーション管理者育成研修
　・アドバイザー派遣事業
　②プラチナナース生き活きプロジェクト事業 ・大分県ナースセンター
　　対象：看護管理者・55歳から60歳の看護師・定年後の看護師
　　　　　　求人施設
　③在宅医療・看護における看護技術ケアの質向上、均てん化推進
　　事業
　・在宅医療・看護の最新の看護技術・ケア研修
　　由布･玖珠･九重地域、臼杵･津久見･佐伯地域（再掲）
(8)看護補助者の資質向上 ・研修部
　①看護補助者のための研修

２）認定看護  (1)認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修の企画・運営・ ・研修部
 管理者教育 　 評価 ・認定看護管理者教育
　
 の推進 　  開催期間:2021年5月13日(木)～2021年9月17日(金）   運営委員会

(2)認定看護管理者教育課程セカンドレベル教育の企画・運営・   
　 評価
　　開催期間:2021年7月2日(金)～2022年1月27日(木）
　・認定看護管理者教育課程セカンドレベル看護管理実践報告会
　　開催日:2021年5月21日(土）



(3)認定看護管理者教育の推進活動
３）地区にお (1)新人育成研修
  ける研修 　・新人看護職員研修を各地区で実施 ・地区理事・地区長

　・地区および病院等での新人看護職員卒後臨床研修を支援          ・事業部
(2)教材・シミュレーター等の貸出し ・研修部
(3)キャリア支援
　①医療安全に関する研修 ・事業部
　・出前講座(地区活動):医療施設及び在宅・施設等の職員対象 ・医療安全推進委員会
(4)潜在看護職研修(再掲）
  ①看護力再開発講習会(研修Ⅰ） ・大分県ナースセンター
  ・3地区　各2回コース
　開催日:2021年6月24日(木)～10月7日(木）
  場　所:大分県済生会日田病院(日田市)
 　　　　南海医療センター（佐伯市）
　　  　 中津市立中津市民病院(中津市）

４）図書・Ｄ (1)看護関係図書・雑誌・文献・資料等の情報収集・活用の支援 ・研修部
  ＶＤの整備 　①日本看護協会「最新看護索引Web」の活用・推進

　②図書・雑誌等の計画的購入
  ③図書・雑誌・文献の整備・管理
(2)新刊図書の情報提供
　・ホームページに掲載 ・協会内HP委員会

５）准看護師 (1)准看護師研修(5回開催) ・研修部
  の教育支援 (2)准看護師への進学のための相談支援 ・大分県ナースセンター

(3)准看護師2年課程(通信制)及び奨学金制度に関する情報提供   
(4)広報活動
  ・広報誌「看護おおいた」に掲載　　 ・事業部
　・ホームページで発信 ・協会内HP委員会
(5)関連会議に出席 ・協会役員

６）研究・学  (1)大分県看護研究学会 ・研修部
 術活動等の 　 開催日:2022年3月5日（土） ・学会委員会
 推進 　 テーマ:「　未　定　」 ・教育委員会

　 特別講演 ・事業部
　 講  師：未定
　①看護研究活動の推進
　②看護研究に関する研修の企画
　③広報活動
　・広報誌「看護おおいた」、チラシ作成・配布
  ・研修会で周知・学会専用サイトに掲載
　④看護研究学会集録集作成
　⑤大分県看護研究学会の評価
(2)看護国際フォーラム ・看護協会担当者
  ①看護国際フォーラム開催・運営
    (大分県立看護科学大学と共催）
　  開催日:2021年10月30日(土)時間未定
　  場所  :未定（Web配信）
　  テーマ:「未知の新興感染症拡大に立ち向かう」
  ②広報活動 ・事業部
  ・広報誌「看護おおいた」、チラシの配布 ・広報委員会
  ・ホームページで発信 ・協会内HP委員会

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 活動内容 担当部署(委員会)

１）訪問看護 (1)訪問看護ステーションの運営 ・訪問看護ステーション
  事業及び居 　①利用者数 　おおいた
　宅介護支援 　②訪問件数　
　事業の運営 　③受入割合　　

　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　
　⑤利用者緊急対応契約　
　⑥看護学生・訪問看護研修等実習受け入れ　
(2)居宅介護支援事業 ・居宅介護支援事業所
　①契約者数　　　　　　　　　　　　　 　訪問看護ステーション
　②ケアプラン作成件数(介護)　　　　　 　おおいた



　③ケアプラン作成件数(予防)　　　　　
２）訪問看護 (1)訪問看護研修事業（県委託）（再掲） ・研修部
  師の質の向 　①「訪問看護師eラーニング」を活用した訪問看護師養成講習会
  上のための 　②在宅ターミナルケア研修（がん・非がん患者の在宅ターミ

　　ナル研修）（再掲）
  人材育成・ 　③訪問看護専門分野講習会
　支援に関す 　  (在宅の看護実践能力を高める講習会)
  る事業 (2)訪問看護推進事業（県委託） ・研修部

　・訪問看護推進協議会の運営
　・訪問看護相談窓口設置(相談対応・相談分析）
　・訪問看護実態調査
　・ホームページで情報提供
(3)訪問看護ステーション看護管理者育成事業（県補助）(再掲) ・研修部
　・訪問看護ステーション看護管理者育成研修
　・アドバイザー派遣事業（再掲）
(4)プラチナナース生き活きプロジェクト事業（再掲） ・研修部

・大分県ナースセンター
(5)在宅医療・看護の最新の看護技術・ケア研修（県補助）（再掲） ・研修部
　　由布･玖珠･九重地域、臼杵･津久見･佐伯地域
(6)訪問看護に関わる関連団体・機関との連携強化と情報交換
　①大分県訪問看護ステーション協議会との連携強化
　②訪問看護総合支援センターの設置に向けて関連団体・機関との
　　連携強化 ・研修部
　③日本看護協会との連携
　・関連会議に出席 ・訪問看護担当役員

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 担当部署(委員会)

１）看護職の (1)看護職の健康を守る取り組み ・大分県ナースセンター
  離職防止に 　・ＷＬＢ推進交流会 ・働き続けられる職場
  向けて魅力 　　開催日:2021年11月27日（土）9:30 ～12:30   づくり推進委員会
  ある職場環 　　テーマ:未定 ・事業部
  境づくりの 　　講　師:未定
  強化 (2）DiNQLの活用状況等の現状把握 ・大分県ナースセンター
２）看護職の (1)看護職の労働環境改善に向けた取り組みの推進 ・大分県ナースセンター
  労働環境改   ①看護職の働き方改革のための研修会 ・働き続けられる職場
  善に向けた   ②大分県・労働局との連携による勤務環境改善に向けた取組み 　づくり推進委員会
　取り組みの   ③医療勤務環境改善支援センターとの連携 ・看護師職能委員会Ⅰ
  啓発・支援   ④日本看護協会との連携 ・事業部

４．看護領域の開発・展開に関する事業
事業 活動内容 担当部署(委員会)

 職能としての (1)保健師職能委員会活動 ・保健師職能委員会
 役割の拡大 　①保健師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県職能別交流 ・事業部
 ・充実     集会 ・3職能4委員会
１）職能とし     開催日:2021年9月4日(土）9:30～16:00
ての役割拡大 　・全体会
の取組 　　テーマ:コロナ禍でのメンタルヘルス対策における看護職の役割

　　講演:未定
　・分科会 :未定
　②看護職連携強化交流会
　　開催日:2021年12月4日(土) 13:00～16:00
　　テーマ:看護職間の連携による切れ目のない支援の強化
　  シンポジウム：各職能委員から実践報告
　　講演:未定
　③保健師職能の課題を明らかにしたうえで取組む
　・健康寿命延伸への取組み
　・保健師の人材確保及び定着の取組
　④現任保健師の人材育成
　・保健指導ミーティングの開催
　⑤保健師の連携強化とネットワークの推進
　・保健師基盤強化研修の開催



　・保健師連絡会議における連携
　・保健師職能だよりの発行（年2回）
　⑥すこやか家族博覧会への参加
    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内  容:健康クイズ実施、相談コーナー他
　⑦いのち輝くいいお産の日事業
    開催日:未定
　　場　所:
　　内  容:
　⑧職能委員会活動に関する各会議・集会に出席 ・保健師職能理事
　・全国職能委員長会　  年1回
　・地区別職能委員長会　年1回
(2)助産師職能委員会活動 ・助産師職能委員会
　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交流
　 ・事業部
    集会 ・3職能4委員会
    開催日:2021年9月4日(土）9:30～16:00
　・全体会
　　テーマ:コロナ禍でのメンタルヘルス対策における看護職の役割
　　講演:未定
　・分科会  :未定
　②看護職連携強化交流会
　　開催日:2021年12月4日(土) 13:00～16:00
　　テーマ:看護職間の連携による切れ目のない支援の強化
　　シンポジウム：各職能委員から実践報告
　　講演:未定
　③助産師職能の課題を明らかにしたうえで取組む
  ・コロナ禍における安全・安心な出産環境体制
　　（メンタルヘルス・産科混合病棟）の整備
　・母子のための地域包括ケア病棟（仮称）への準備
　④すこやか家族博覧会への参加
    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内  容:未定
　⑤いのち輝くいいお産の日事業（大分県助産師会と共催）
    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内  容:未定
　⑥現任助産師の人材育成
　　助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー/CloCMip)レベル　
　　Ⅲ認証制度の推進（申請・更新）　　
　⑦職能委員会活動に関する各会議・集会に出席 ・助産師職能理事
　・全国職能委員長会  　年1回
　・地区別職能委員長会　年1回
(3)看護師職能委員会Ⅰ活動 ・看護師職能委員会Ⅰ
　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交流 ・事業部
    集会 ・3職能4委員会
    開催日:2021年9月4日(土）9:30～16:00
　・全体会
　　テーマ:コロナ禍でのメンタルヘルス対策における看護職の役割
　　講演:未定
　・分科会  :未定
　②看護職連携強化交流会
　　開催日:2021年12月4日(土) 13:00～16:00
　　テーマ:看護職間の連携による切れ目のない支援の強化
　　シンポジウム：各職能委員から実践報告
　　特別講演:未定
　③看護師職能Ⅰの課題を明らかにしたうえで取組む
　・地域包括ケアの推進に向けた多職種との連携強化
　・看護職の働き方改革推進
　・看護職の役割拡大の推進と人材育成
　④すこやか家族博覧会への参加



    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内  容:未定
　⑤いのち輝くいいお産の日事業
    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内  容:未定
　⑥職能委員会活動に関する各会議・集会に出席 ・看護師職能Ⅰ理事
　・全国看護師職能Ⅰ委員長会　  年1回
　・地区別看護師職能Ⅰ委員長会　年1回
(4)看護師職能委員会Ⅱ活動 ・看護師職能委員会Ⅱ
　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交流 ・事業部
    集会の開催 ・3職能4委員会
    開催日:2021年9月4日(土）9:30～16:00
　・全体会
　　テーマ:コロナ禍でのメンタルヘルス対策における看護職の役割
　　講演:未定
　・分科会  :未定
　②看護職連携強化交流会
　　開催日:2021年12月4日(土) 13:00～16:00
　　テーマ:看護職間の連携による切れ目のない支援の強化
　　シンポジウム：各職能委員から実践報告
　　講演:未定
　③看護師職能Ⅱの課題を明らかにしたうえで取組む
　・施設等の看取りを含む看護提供体制の課題解決に取組む
　・在宅領域の人材育成、事業への参加促進のため訪問看護
　　ステーション及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に参加
    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内  容:未定
　⑥いのち輝くいいお産の日事業
    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内  容:未定
　⑦職能委員会活動に関する各会議・集会に出席 ・看護師職能Ⅱ理事
　・全国看護師職能Ⅱ委員長会　　年1回
　・地区別看護師職能Ⅱ委員長会　年1回

2）看護職の (1)専門看護師・認定看護師・特定行為研修を修了した看護師及び ・研修部
役割拡大の 　　認定看護管理者等の活動推進 ・事業部
取組 　①登録制度の周知および登録推進

　②大分県看護協会人材バンク登録の整備
　③専門看護師・認定看護師・特定行為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:2021年8月28日(土）
  ④専門看護師・認定看護師・特定行為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
  ⑤特定行為研修の受講促進と周知（看護職及び看護管理者）
　・特別講演:「特定行為に係る看護師の研修制度の活用推進」仮）
　　　　講師：日本看護協会常任理事　荒木　暁子氏
　・認定看護師の特定行為研修受講に関する情報提供
　・県内施設の特定行為研修機関申請に関する情報収集・情報提供
　⑥新たな認定看護師研修制度の周知
(２)地区活動 ・事業部
　 9地区で実施（コロナ禍において、可能な限りできることに取組） ・地区理事
  ①看護の連携推進活動 ・地区長
　②地区研修事業
　③地区活動
　④看護の日事業(ふれあい看護体験事業・その他事業)



(3)特別支援学校の看護職の専門性の充実・強化 ・研修部
　①特別支援学校の看護職の連絡会・研修会(2回/年）
　・重症心身障がい看護師・医療安全管理者の活用
　②大分県医療的ケア運営協議会(2回/年）   
  ③特別支援学校等の研修会の支援

3）看護職間 （1）看護教員と病院看護職との連携強化 ・研修部
の連携強化 　①専任教員継続研修会(2回/年)(県と共催）

（2）看護管理者との連携強化
　①病院看護管理者研修会：大分県看護研修会館 ・研修部
　(三者共催：大分県、大分県立看護科学大学、大分県看護協会） ・事業部
　　 開催日:2021年10月23日(土）
   　内容：中小規模病院等看護管理者支援事業について
　   テーマ:未定
　　 講　師:未定
　②病院看護管理者研修会：地区
　　　　　（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 (主催:大分県）
　　（共催:大分県病院看護管理者連絡協議会・大分県看護協会）
　　開催日:2022年1月22 日(土）10:00～16:00 
　　テーマ:未定
　　講　師:未定
（3)地域包括ケアの実現を支える看護職能連携を推進 ・事業部
　①看護職連携強化交流会の地域開催
　　開催日、開催地：未定

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 活動内容 担当部署(委員会)

１）看護にお (1)リスクマネジャー交流会(年1回） ・事業部
  ける医療安 　　開催日:2021年10月2日(土)10:00～16:00 ・研修部
  全体制強化 (2)医療安全に関する研修
  のための支 　①医療安全に関する研修 ・医療安全推進委員会
  援 　・看護管理者を対象にした医療安全研修 ・研修部

　・出前講座(地区活動）:医療施設及び在宅・施設等(再掲)
　　研修名：医療事故調査制度と看護管理者の役割
　　開催日：2021年11月4日（木）
　　研修名：2021年度日本看護協会主催インターネット配信研修
　　「オンデマンド」を活用した医療安全管理者養成研修（再掲）
　　開催日:集合研修　10月30日（土）
　　　　　 インターネット配信　7月5日（月）～2月10日（木）
　②感染防止に関する研修
　③日本看護協会との連携
　・医療安全推進会議
　・医療安全情報提供（ホームページで情報提供）
(3)医療安全に関する相談対応
　・顧問弁護士の活用 ・総務部
(4)「看護職賠償責任保険制度」の加入促進 ・総務部
　①会員への周知 ・事業部
　②災害支援ナースを目指す看護師への周知、加入推進
　③賠償責任保険制度サービス推進室との連携

２）災害時等 (1)災害看護に関する研修 ・研修部
  の看護支援 　①災害看護支援ナースの第一歩～災害看護の基本的知識～研修
　活動に関す 　　（DVD研修）
　る事業 　  開催日:2021年11月10日（水）～11日（木）

　②災害看護支援ナース育成研修(実践編)の企画・実施・評価 ・災害看護委員会
　  開催日:2021年12月1日(水)～2日(木）
　  講師  :石井美恵子氏　ほか
　③災害支援ナース等交流会 ・事業部
　  開催日:2021年8月18日(水）13:30～16:00
(2)災害支援ナースに関すること ・事業部
　①災害支援ナース登録者の募集　 ・災害看護委員会
　　感染管理認定看護師の登録推進
　②日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓練



　　開催日:未定
　　災害支援ナースの参画
　③派遣先での支援体制構築
　④派遣後のフォローアップ体制の構築
(3)災害・新興感染症等への健康危機管理体制の強化
　①大規模災害発生時の対応体制の整備
　・受援体制の構築に係る実態調査
　②新興感染症等の看護提供体制の構築
　・都道府県外看護職員の応援派遣調整に関する体制整備
　・県内でのクラスター発生時の看護職員派遣に関する体制整備
　・新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養看護職員の派遣調整
　・宿泊療養従事者研修会の開催
  ・感染管理認定看護師のネットワークづくり(再掲） ・研修部
(4)関連会議への出席 ・協会役員

３）公的機関 (1)教育庁や学校からの救護の要請に応じ「ONA救護ナース」の ・大分県ナースセンター
　からの救護 　 派遣調整
　要請に関す 　①小学校・中学校・高校・市町村・公的機関のスポーツ及び青 ・登録ONA救護ナース
　る事業 　　少年育成に関する行事の救護要請に協力

　②登録者の管理と派遣調整
　③救護物品の管理と救護バッグの貸出
　④派遣者の「ONA救護ナース」ハンドブックの活用
　⑤「ONA救護ナース」交流会の開催
　　開催日：2021年12月11日(土)10：00～12:00
　⑥ONA救護ナースのあり方の検討

<通常事業＞
６．保健・医療・福祉等の知識の普及に関する事業

事業 活動内容 担当部署(委員会)
１）「看護の (1)マスコミを通じた広報活動 ・事業部
  日・看護週 　①取材への対応 ・広報委員会
  間」に関す 　・新聞、雑誌等の取材に積極的に対応 ・協会内HP委員会
  る事業 　・広報誌「看護おおいた」

　・市報
　・ホームページ
　・ポスター・チラシ
(2)看護の日事業  ・事業部
　①「看護フォーラム」  ・広報委員会

  　  メインテーマ:5月12日は看護の日　看護の心をみんなの心に ・協会内HP委員会
　　＜Nursing Now 記念イベント＞
　　開催日:2021年5月9日（日）9:30～11:30
　　特別講演:「死にゆく人の心に寄り添う」
　　　　　　　　　　～生き方と逝き方を考える～
    講師:玉置妙憂氏（看護師・僧侶） 　
　　音楽演奏
　②大分県看護協会Web就職ガイダンス（併設事業） ・大分県ナースセンター
　　開催日:2021年5月9日(日）13:30～16:00
　　対　象：看護学生、求職者
(3)地域住民への普及活動 ・事業部
　①「ふれあい看護体験」（学校・施設） ・地区理事・地区長
　　日程：未定
　　　・大分市（委託事業）
　　　・県内各地での開催
　②広報活動

２）「いのち (1)地域住民への普及活動 ・3職能4委員会
  輝くいいお  　①いのち輝くいいお産の日事業の企画・実施・評価 ・事業部
　産の日」 　　すこやか家族博覧会にて実施

    開催日:未定
　　場　所:未定
　　内　容:未定

３）看護の出 (1)小学校・中学校・高校への出前授業 ・組織強化委員会
  前授業 　①生命と看護の授業 ②看護の出前授業 ③職場(看護)体験 ・事業部

　 ・地区理事・地区長



４）出張進路 (1)看護職になるための出張進路相談 ・大分県ナースセンター
  相談会   ①中学校・高校への出張進路相談

  ・ 看護教育制度、看護の仕事、進路相談等 ・組織強化委員会
  ・リーフレット「看護の道をめざすあなたへ」配布
  ・「やっぱり看護のシゴト」配布

５）「看護フ (1)各地区での開催で会員の資質向上と人材育成 ・地区理事・地区長
   ォーラム」 (2)多職種との連携推進 ・事業部
  (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」 ・事業部
　めの健康増 　①すこやか家族博覧会（再掲）
　進・啓発活 　　開催日:未定
　動 　　場  所:コンパルホール　

　②おおいた食と暮らしの祭典 ・地域活動推進委員会
　　開催日:未定 ・担当委員会
　  場　所:未定 ・登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾅｰｽ
  ③「人とみどりふれあいいち」
　  開催日: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
    開催日:2021年5月23日(日)、10月未定
　⑤「げんきフェア」(大分県保健医療団体協議会）
　  開催日:未定
　  内　容：地域住民の健康保持増進、専門団体活動のPR
　　　　　　保健医療団体の連携
　⑥あすぴあフェスタ
　  開催日:未定

　 　　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 ・事業部
　　対　象：中高年世代の県民 ・登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾅｰｽ 
　　開催日時:4月、8月を除く、毎月第4水曜日 14:00～15:30 
　　場  所:大分県看護研修会館
　　内  容:元気で生きがいを持って生活できるような講演と実技等
(3)リレーフォーライフ・ジャパン2021大分
　・協賛金

７．看護職の就業促進及び進路相談事業
事業 活動内容 担当部署(委員会)

１)ナースバ (1)就労促進事業(無料職業紹介) ・大分県ナースセンター
 ンクの強化 　 日本看護協会・大分県・労働局との連携による効果的な定着支 ・事業部

　 援・確保支援
　①中央ﾅｰｽｾﾝﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｼｽﾃﾑ(第6次NCCS）の運用。
　 求職者・求人施設の情報管理、相談、マッチング支援
  ・求人施設の登録推進
　②離職時等の届出制度(努力義務)の周知、届出専用サイト
　　「とどけるん」への登録の推進、就業支援の強化
　・ｅナースセンターへの登録促進及び状況の把握
　③大分県ナースセンター利用のメリット、労働条件等のデータを
　　収集・提供
　④就職者の定着支援
　　就職者・求人施設との情報交換・相談対応
(2)大分県看護協会Web就職ガイダンス　（再掲）
　・県内の中小規模病院をWeb上で紹介
　　開催日:2021年5月9日(日)13:30～16:00
　　場　所:大分県看護研修会館より配信
　　対　象：看護学生、求職者
(3)看護学校・養成所(13校)に出向き,卒業前の学生へナースセンタ
　 ー(ナースバンク事業、県内就業、Ｕターン促進等)の周知

２）広報強化 (1)行政(県、市町村)関係団体等との連携による広報　 ・大分県ナースセンター
　・大分県ナースセンター案内リーフレット配布 ・事業部
(2)広報誌「看護おおいた」に「ナースセンターだより」掲載　 　
　　 (3回/年)発行



　・県内求人施設へナースセンターだよりを送付（１回/年）
(3)求人情報の発行・送付(４回/年）
(4)届出制度「とどけるん」のリーフレットの配布
(5)看護学生へ「ナースのはたらきサポートブック」の配布
(6)看護職へのガイドブック「看護の道をめざすあなたへ」の配布
(7)ホームページでの広報
(8)ナースセンター事業運営委員会 （年2回）

３）ネットワ (1)労働局(ハローワーク)との連携・協働による相談・支援体制の ・大分県ナースセンター
  ークづくり    強化 ・事業部

　・ナースセンター・ハローワーク連携推進事業による求人・求職
    支援
　・ナースセンター・ハローワーク連携調整会議の開催(年2回）
　・県内ハローワーク訪問による情報共有
  ・ハローワーク求人情報システムの活用(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窓口を設置し、相談体制の
　 充実

     大分（月2回）・別府・日田・中津・宇佐（各月１回）
  (3)地域の看護管理者、看護学校(看護教員)等とのネットワークの

　 構築
   ・看護管理者との連携により、離職者・定年退職者等の就業支援

　  の強化
(4)離職時等の届出制度(努力義務)の推進
  ・地区別施設代表者会議における説明、協力依頼
  ・地域就業相談員による病院看護管理者等訪問
(5)関連会議への出席

４）人づくり  (1)就業支援以外の相談機能強化 ・大分県ナースセンター
    ・労働条件環境改善へのアドバイス、進路、キャリアアップの

  　相談対応
(2)再就業支援研修の強化
  ①看護力再開発講習会(研修Ⅰ)  3地区　各2回コース(再掲)
　　開催日:2021年6月24日(木)～10月7日(木）
　  場所　:大分県済生会日田病院(日田市) 
 　　　　　南海医療センター（佐伯市）
　　　　　 中津市民病院(中津市）
  ②看護力再開発講習会(研修Ⅱ)
   ・研修会(講義・演習）
　　　毎月第3水曜日、大分県看護研修会館で開催
   ・研修会(採血・静脈注射実技研修）
　　　毎月第1水曜日、大分県看護研修会館で開催
　 ・実習
　　　年10回、各病院・施設で実施
(3)プラチナナース(定年退職等)の就業支援
　・「とどけるん」への登録の推進及び就業支援
　・プラチナナース生き活きプロジェクト事業
(4)看護職になるための進路相談
　　開催日:2021年6月26日（土）13:30～15:30
　  場所 ：大分県看護研修会館よりWeb配信
  ・出張相談(各学校）
　  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 活動内容 担当部署(委員会)

１）協会組織 (1)情報提供 ・事業部
  の紹介（広 　①ホームページの更新 ・協会内HP委員会
　報活動） 　②広報誌「看護おおいた」発行(年４回） ・広報委員会
２）大分県看 (1)会員数の増加 ・事業部
  護研修会館 　①入会促進 ・総務部
  の運営・管 　・地区別施設代表者会議で入会の勧め
　理 　・施設訪問による状況把握と入会の勧め

　・電話等による入会の勧め
　・入会促進のためのDVD活用促進、啓発ツール等の検討 ・組織強化委員会
　②入会者への支援



　・大分県看護協会研修手帳及び広報誌「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 ・協会役員
　③福利厚生事業の拡大
(2)会員特典 ・事業部
　①看護の質向上のための教育システム ・総務部
　②会員の安全の遵守 ・組織強化委員会
　③その他の特典
  ④期間限定の特典
(3)会員管理 ・総務部
　①会員情報管理体制ナースシップの円滑な運用 ・事業部
  ・日本看護協会との連携 ・研修部
　・施設用Web、キャリナースの登録と活用の推進
　・施設代表者及び会員への周知
　　協会ニュース・チラシ・広報誌「看護おおいた」
　　ホームページ
　②理事会・施設代表者会議で説明
　③新規入会者の会員証の配布（事務委託会社直送）
　④継続・入会の手続きについて
　・入会申込書/会員情報変更届の配布
　・「翌年度の会費のお知らせ」の配布（事務委託会社直送）
　⑤管理運営
　・各施設・会員からのナースシップに関する照会対応
　・会員減少施設及び未加入者への対応
　⑥効率的管理運営のための会議
　・日本看護協会との連携
　⑦各施設等名簿の作成
　・役員・委員・会員施設の名簿等作成
(4)研修受講料の適正な管理 ・研修部
  ①口座振り込みの実施 ・総務部
(5)会員の表彰等
  ①日本看護協会名誉会員 ・役員会
　・規程により推薦 ・事業部
  ②大分県看護協会名誉会員 ・総務部
　・定款により推薦
　③大分県看護協会永年会員
　・定款により推薦
　④)叙勲候補者の推薦
　・推薦要領に基づき推薦
　⑤日本看護協会長表彰推薦
　・規程により推薦
　⑥大分県看護協会長表彰
　・規程により推薦
　⑦ 大分県知事表彰
　・推薦要領に基づき推薦
　⑧ その他表彰
(6)各種会議の開催運営
　①総会開催
　　開催日時：2021年6月19日(土)9:30～12:30 ・事業部
　・総会要綱作成 ・研修部
　・来賓及び表彰関係 ・総務部
　②理事会の開催   (13回/年） ・理事会
　③施設代表者会議   ( 1回/年）
    開催日時:2021年4月17日(日)13:30～16:30
　・特別講演:「特定行為に係る看護師の研修制度について」（仮）
　　　　講師：日本看護協会常任理事　荒木　暁子氏
　・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
　　　　　　　　　　　  課長補佐　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) 
　⑤委員長会議   (2回/年）



　⑥地区長会議   (2回/年）
　⑦大分県保健師連絡会議　(2回/年） ・保健師職能委員会
　⑧各種会議開催通知・開催準備等
　・総会関係
　・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 ・各担当役員等
　・日本看護協会通常総会　(1回/年）　
　・全国職能別交流集会  (1回/年）　
　・日本看護協会代議員研修会　 (1回/年）
　・日本看護協会理事会  (6回/年）
　・全国職能委員長会  (1回/年）
　・地区別法人会員会・地区別職能委員長会(1回/年)(宮崎) 
　・都道府県看護協会看護労働担当者会議　(1回/年）
　・日本看護協会政策責任者会議　 (1回/年）
　・都道府県看護協会支部役員等研修 (1回/年）
　・都道府県看護協会事務担当者会議(1回/年）
　・新会員情報管理体制(ナースシップ)担当者会議(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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1回/年）
　・全国准看護師制度担当役員会議　 (1回/年）
　・ナースセンター事業担当者会議　 (1回/年）
　・都道府県ナースセンター相談員研修　 (1回/年）
  ・都道府県ナースセンターとの地区別意見交換会（1回/年）
　・都道府県看護協会広報担当役員会議　 (1回/年）
　・都道府県看護協会災害看護担当者会議　 (1回/年）
　・医療安全推進会議　 (1回/年）
 ⑩大分県医師会との懇談会
(7) 文書管理(簿冊作成) ・事業部
　①看護協会事業関係 ・研修部
　②看護協会教育研修関係 ・総務部
　③看護協会各委員会関係 ・大分県ナースセンター
　④日本看護協会関係 ・訪問看護ステーショ
　⑤厚生労働省及び大分県関係 　ンおおいた
　⑥県・市等の会議関係 ・居宅介護事業所
  ⑦関係団体関係
(8)協会運営の適正管理 ・総務部
　①施設及び設備の保守管理・運営
　②個人情報管理　
　③財務管理
　④拠出金管理
(9)施設の活用 ・総務部
　①研修室等の貸し出し管理
　②各種委員会活動の会場調整


