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報告事項２

2022 年度重点事業及び通常事業
　少子超高齢社会の人口・疾病構造を見据えた社会保障制度改革、特に医療制度改革は、２年以上に及ぶ新
型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延により大きな影響を受けている。
　このような中、超高齢化社会への分岐点となる 2025 年が目前に迫り、2040 年を見据えて保健医療のニー
ズを見極め、看護が地域の人々の健康と生活を支えるため、全世代を支える地域包括ケアにおける看護提供
体制の整備が急がれる。
　今後、労働人口が減少することは明白であり、当県は現状でも看護職の確保困難、地域偏在が課題であり、
看護人材の確保とともに、働き続けられる体制の強化が求められている。
　コロナ禍では、図らずも看護職の活躍が社会に注目され、必要性が広く認識されることになり、看護専門
職として役割の発揮が期待されている。看護基礎教育、臨床現場の人材育成の場面では、これまで以上にキャ
リア継続の支援体制の整備が重要となった。また、多様な働き方の推進では、柔軟な働き方を実現するため
の課題の明確化、看護業務の効率化が重要である。
　さらに、国におけるタスク・シフト / シェア推進の議論の中では、医師の包括的指示の明確化とその活用
が示された。看護補助者の確保定着に取組み、看護職と看護補助者との協働の推進と新たな認定看護師の育
成、特定行為研修を修了した看護師の活躍の支援が必要である。
　次に、大規模災害に備えた受援体制等の災害支援体制の再構築、新型コロナウイルス感染症対応の経験を
活かした新興感染症等への体制整備を推進する。
　以上の現状から重点方針５点を展開することとする。
　なお、日本看護協会は、持続可能な開発目標（SDGs）の３つの目標「３．全ての人々に健康と福祉を」「５．
ジェンダー平等を実現しよう」「８．働きがいも経済成長も」を掲げて継続的に取組むことを宣言しており、
大分県看護協会においても、SDGs の３つの目標と重点方針を関連づけて意識的に事業に取組む。

【重点事業方針】
　１　全世代の健康を支える看護機能の強化
　２　看護職のキャリア構築支援
　３　看護職の働き方改革の推進
　４　看護職の役割拡大の推進と人材育成
　５　災害・新興感染症等の健康危機管理体制の構築

＜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

　…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… ＜重点方針１＞
２）看護人材育成… ＜重点方針２＞
３）看護管理者能力開発… ＜重点方針２・３・４＞
４）看護職の倫理課題への取組み… ＜重点方針２・４＞

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
… ＜重点方針１・２＞
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… ＜重点方針１＞
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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… ＜重点方針３＞
２）看護職の確保・定着に向けた取組み… ＜重点方針１・３＞

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

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… ＜重点方針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
３）新興感染症等の看護提供体制の構築

＜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及び協会主催の事業による周知活動

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、若年層への看護の魅力の発信

８　その他公益目的を達成するために必要な事業
　会員の確保及び組織強化
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報告事項２

2022 年度事業計画
【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）継続教育の推進 ⑴新人看護職の卒後臨床研修制度の推進

　①…新人看護職員研修の教育プログラムの見直し、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(３日間コース）(県委託）

　・実地指導者フォローアップ研修

・研修部

⑵教育研修プログラムの企画・実施・評価

　①2022年度研修計画の実施

　・オンライン受講可とする研修を12研修設定

　「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）

　　・入退院支援強化研修

　　　　対象：看護職・MSW等(県委託）

　…・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）

　…・看護倫理研修(意思決定支援とACP研修を追加）

・研修部

・教育委員会
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
　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

　　・…医療におけるヒューマンエラーの考え方～ImSAFAR…

(ヒューマンエラー事象分析手法～）

　　・エンド・オブ・ライフ・ケア研修(２日間コース）

　　　～ELNEC-Jコアカリキュラム　看護師教育プログラム～

　　助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー/CloCMip）

　　・分娩期の胎児心拍数陣痛図

　　・新生児フィジカルアセスメント

　　保健師キャリアラダー

　　・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

　　・大人の発達障害　理解と接し方

　　・基礎からわかる情報リテラシー

　　・ファシリテーション技法を学ぼう

　　・…2022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

の集合研修開催

　　・訪問看護ステーション管理者育成研修(県補助）

　　・アドバイザー派遣事業(県補助）

　研修分類４　……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

　　・実地指導者研修(３日間コース）(県委託）　再掲

　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

　②2022年度研修実施状況の評価

　③2023年度「教育計画」の企画

　④2023年度「教育計画」の周知

　・研修手帳の配布

　・研修会で周知､研修会・学会専用サイトに掲載

　⑤2022年度教育研修実績を総会要綱に掲載
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑶キャリア支援の推進

　①継続教育の推進

　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、受講履歴を掲載

　③教育研修開催情報の提供

・研修部

・教育委員会

⑷継続教育の広報

　①広報誌「看護おおいた」に掲載

　②研修会・学会専用サイトに掲載

　③会員に研修手帳配布

・研修部

・事業部

・広報委員会

・協会内HP委員会
⑸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

　・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

・研修部

⑹保健師助産師看護師実習指導者講習会企画・運営

　①保健師助産師看護師実習指導者講習会(県委託）

　・期間：2022年７月27日(水）～2023年２月15日(水）

　・実習指導案作成支援

・研修部

・……実習指導者講習会

運営委員会…

⑺…看護職員資質向上推進事業、看護職員充足対策事業、在宅

医療提供体制整備事業(県委託・補助）

　①委託事業

　・…「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

　・…訪問看護推進事業(在宅のエンド･オブ・ライフ(ターミ

ナル）ケア研修）

　・…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）

　・入退院支援強化研修(対象：看護職員、MSW等）(再掲）

　・看護職員認知症対応力向上研修

　・高齢者権利擁護等推進事業看護実務者研修(再掲）

　②補助事業

　・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

　・プラチナナース生き活きプロジェクト事業

　　対象：55歳から65歳の看護師、求人施設

・研修部

・大分県ナースセンター

⑻看護補助者の資質向上

　①看護補助者のための研修

・研修部
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
２）……管理者教育の推進 ⑴認定看護管理者教育機関認定更新審査の準備・受審

⑵…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・評価

　開催期間：2022年５月13日(金）～2022年９月22日(木）

⑶…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：2022年７月７日(木）～2023年１月27日(金）

　・…2021年度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：2022年５月21日(土）

⑷認定看護管理者教育の推進活動

・研修部

・……認定看護管理者教

育運営委員会

３）地区における研修 ⑴新人育成研修

　・新人看護職員研修を各地区で実施

　・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………………………

・地区理事・地区長

・事業部
⑵演習教材の貸出し期間延長(大分市以外） ・研修部
⑶キャリア支援

　①医療安全に関する研修

　・出前研修(地区活動）：…医療施設及び在宅・施設等の職員

対象

・事業部

・医療安全推進委員会

⑷潜在看護職員研修(再掲）

　①看護力再開発講習会(研修Ⅰ）

　・３地区　各１～２回コース

　　開催日：2022年８月25日(木）～10月５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）

・大分県ナースセンター

４）図書・DVDの整備 ⑴看護関係図書・雑誌・文献・資料等の情報収集・活用の支援

　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

・研修部

⑵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）准看護師の教育支援 ⑴准看護師研修(５回開催）

⑵准看護師への進学のための相談支援

⑶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

⑷広報活動

　・広報誌「看護おおいた」に掲載

　・ホームページで発信

⑸関連会議に出席

・研修部

・大分県ナースセンター

・事業部

・協会内HP委員会

・協会役員
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
６）……研究・学術活動等の

推進
⑴大分県看護研究学会
　開催日：2022年11月26日(土）
　テーマ：「看護の創造力～多様性を支える～」
　特別講演テーマ：未定
　講　師：千葉大学大学院看護研究員教授
　　　　　国際看護師協会（ICN）理事　手島　恵氏
　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

・研修部
・学会委員会
・教育委員会
・事業部

⑵看護国際フォーラム
　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：2022年10月29日(土）　13：00～16：00
　　場　所：未定
　　テーマ：…ポストコロナにおける看護教育から新人看護師

教育プログラムに関すること(仮）
　②広報活動
　・広報誌「看護おおいた」、チラシの配布
　・ホームページで発信

・看護協会担当者

・事業部
・広報委員会
・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）……訪問看護事業及び居

宅介護支援事業の運
営

⑴訪問看護ステーションの運営
　①利用者数
　②訪問件数
　③受入割合
　④利用者緊急対応契約
　⑤看護学生・訪問看護研修等実習受け入れ

・……訪問看護ステーション
おおいた

⑵居宅介護支援事業
　①契約者数
　②ケアプラン作成件数(介護）
　③ケアプラン作成件数(予防）

・……居宅介護支援事業所
訪問看護ステーション
おおいた

２）……訪問看護師の質の向
上のための人材育成・
支援に関する事業

⑴訪問看護研修事業(県委託）(再掲）
　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
　②在宅のエンド･オブ・ライフ(ターミナル）ケア研修
　③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）

・研修部
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑵訪問看護推進事業(県委託）
　・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

・研修部

⑶訪問看護ステーション看護管理者育成事業(県補助）(再掲）
　・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

・研修部

⑷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

⑸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設置に向けて関連団体・機関

との連携
　③日本看護協会との連携
　・関連会議に出席

・研修部

・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）……看護職の離職防止に

向けて魅力ある職場
環境づくりの強化

⑴看護職の健康を守る取り組み
　・ワーク・ライフ・バランス推進交流会
　　開催日：2022年11月12日(土）　９：50…～12：00
　　テーマ：未定
　　講　師：未定
⑵DiNQLの活用状況等の現状把握

・大分県ナースセンター
・…働き続けられる職場

づくり推進委員会
・事業部

・大分県ナースセンター
２）……看護職の労働環境改

善に向けた取り組み
の啓発・支援

⑴看護職の労働環境改善に向けた取り組みの推進
　①看護職の働き方改革のための研修会
　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
　③医療勤務環境改善支援センターとの連携
　④日本看護協会との連携

・大分県ナースセンター
・…働き続けられる職場

づくり推進委員会
・看護師職能委員会Ⅰ
・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）
　……職能としての役割の

拡大・充実
１）……職能としての役割

拡大の取組

⑴保健師職能委員会活動
　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

交流集会の開催
　　開催日：2022年９月３日(土）　９：30～12：00
　・全体会
　　テーマ：災害時受援体制の構築(仮）
　　講　演：未定
　・分科会：未定

・保健師職能委員会
・事業部
・３職能４委員会
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
　②看護職連携強化交流会
　　開催日：2022年12月３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
　・…生活習慣病予防・重症化予防における保健活動の共有・

課題集約
　　　健康寿命延伸の取組
　・産業保健分野の活動共有・情報発信
　・助産師職能との意見交換会開催(事例の共有など）
　④現任保健師の人材育成
　・保健師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職能委員会活動に関する各会議・集会に出席
　・全国職能委員長会　　年１回
　・地区別職能委員長会　年１回

・保健師職能理事

⑵助産師職能委員会活動
　①…助産師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県職能別

交流集会の開催
　　開催日：2022年９月３日(土）　９：30～12：00
　・全体会
　　テーマ：災害時受援体制の構築(仮）
　　講　演：未定
　・分科会：未定
　②看護職連携強化交流会
　　開催日：2022年12月３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
　・「母子のための地域包括ケア病棟」開設・運営の推進
　・保健師職能との意見交換会開催(事例の共有など）
　④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
　⑤現任助産師の人材育成
　　……助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー/CloCMip）レ

ベルⅢ認証制度の推進(申請・更新）
　⑥職能委員会活動に関する各会議・集会に出席
　・全国職能委員長会　　年１回
　・地区別職能委員長会　年１回

・助産師職能委員会
・事業部
・３職能４委員会

・助産師職能理事
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑶看護師職能委員会Ⅰ活動
　①…看護師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県職能別

交流集会の開催
　　開催日：2022年９月３日(土）　９：30～12：00
　・全体会
　　テーマ：災害時受援体制の構築(仮）
　　講　演：未定
　・分科会：未定
　②看護職連携強化交流会
　　開催日：2022年12月３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Ⅰの課題を明らかにしたうえで取組む
　・…地域包括ケア推進に向けて各病床機能で求められる看護

職の役割発揮に関する課題発見・意見集約
　・…若手看護師の就業継続に関する情報収集・課題発見・意

見集約
　・…看護職に関連した協会事業のタイムリーな情報収集・課

題発見
　④職能委員会活動に関する各会議・集会に出席
　・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

・看護師職能委員会Ⅰ
・事業部
・３職能４委員会

・看護師職能Ⅰ理事

⑷看護師職能委員会Ⅱ活動
　①…看護師の専門性発揮・質向上を目的とした大分県職能別

交流集会の開催
　　開催日：2022年９月３日(土）　９：30～12：00
　・全体会
　　テーマ：災害時受援体制の構築(仮）
　　講　演：未定
　・分科会：未定
　②看護職連携強化交流会
　　開催日：2022年12月３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
　・…BCP作成推進に向け、情報収集・共有を行い、課題を明確化
　・看護管理者のマネジメント力向上に向けた取組の情報収集
　・…看Ⅱ領域の看護職の専門知識・技術習得推進に関する情

報収集・課題発見
　④職能委員会活動に関する各会議・集会に出席
　・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

・看護師職能委員会Ⅱ
・事業部
・３職能４委員会

・看護師職能Ⅱ理事
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
２）……看護職の役割拡大

の取組
⑴…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等の活動推進
　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：2022年８月27日(土）
　④特定行為研修を修了した看護師の業務に関する実態把握
　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：…「変化する社会と看護　～タスク・シフティ

ングの考え方と看護の役割～」(仮）
　　講　師：日本看護協会常任理事　森内みね子氏
　・…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

・研修部

・看護師職能委員会Ⅰ
・事業部

⑵地区活動
　９地区で実施
　①看護の連携推進活動
　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）

・事業部
・地区理事
・地区長

⑶特別支援学校の看護職の専門性の充実・強化
　①特別支援学校の看護職の連絡会・研修会(２回/年）
　・重症心身障害看護師・感染管理認定看護師の活用
　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

・研修部

３）……看護職間の連携強化 ⑴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）(県と共催）
　②連絡会

・研修部

⑵看護管理者との連携強化
　①中小規模病院等看護管理者支援事業
　　(主催：大分県看護協会）
　②中小規模病院看護管理者研修会(主催：大分県看護協会）
　　(共催：大分県立看護科学大学、大分大学）
　　開催日：2022年10月22日(土）
　　場　所：大分県看護研修会館
　　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
　③病院看護管理者研修会：地区(主催：大分県看護協会）
　④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：2023年１月28日(土）
　　テーマ：未定
　　講　師：未定

・事業部
・研修部
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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）……看護における医療安

全体制強化のための
支援

⑴リスクマネジャー交流会(年１回）
　開催日：2022年10月１日(土）　９：30～12：00
　・出前研修　医療施設及び在宅・施設等(再掲）
⑵医療安全に関する研修
　①医療安全に関する研修
　・看護管理者を対象にした医療安全研修
　　研修名：医療事故調査制度と看護管理者の役割
　　開催日：2022年10月４日(火）
　　研修名：…2022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　11月13日(日）
　　　　　　インターネット配信　７月１日(金）～11月８日(火）
　　　　　　　　　　　　　　　 (集合研修開催５日前）
　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）

・事業部
・医療安全推進委員会

・研修部

⑶医療安全に関する相談対応
　・顧問弁護士の活用 ・総務部
⑷「看護職賠償責任保険制度」の加入促進
　①会員への周知
　②賠償責任保険制度サービス推進室との連携

・総務部
・事業部

２）……災害時等の看護支援
活動に関する事業

⑴災害看護に関する研修
　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(DVD研修）
　　開催日：2022年11月５日(土）～６日(日）
　②災害看護支援ナース育成研修(実践編）の企画・実施・評価
　　開催日：2022年12月15日(木）
　　講　師：石井美恵子氏　ほか
　③看護管理者のための災害時受援体制の整備
　　開催日：2022年10月９日(日）
　　講　師：小川里美氏
　④災害支援ナース等交流会
　　開催日：2022年７月28日(木）　９：30～12：00

・研修部

・災害看護委員会

・災害看護委員会

・事業部
・災害看護委員会

⑵災害支援ナース活動の推進
　①感染管理認定看護師等災害支援ナースの登録推進
　②被災地での看護活動の支援
　③派遣後のフォローアップ体制の充実

・事業部
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑶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
　・受援体制の構築支援
　②新型コロナウイルス感染症への対応
　・…新型コロナウイルス感染症対応看護職員等人材調整事業
　　(日看委託）
　　広域人材調整事業(県外への看護職員の応援派遣調整）
　・…新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成事業
　　(日看委託）
　　軽症～中等症患者対応研修
　・…新型コロナウイルス感染症対応潜在看護職研修事業
　　(日看委託）
　・…新型コロナウイルス感染症対応看護職員離職防止相談事

業(日看委託）
　・県内でのクラスター発生時の看護職員派遣調整
　・…宿泊療養施設の感染管理予防指導に従事する看護管理者、

感染管理認定看護師の派遣調整
　・宿泊療養に従事する看護職員の派遣調整
　・感染管理認定看護師のネットワークづくり
　・宿泊療養従事者研修会の開催

・事業部

⑷関連会議への出席 ・協会役員
３）……公的機関からの救護

要請に関する事業
⑴…教育庁や学校からの救護の要請に応じ就業支援
　①…小学校・中学校・高校・市町村・公的機関のスポーツ及

び青少年育成に関する行事の救護要請に協力
　②eナースセンターを活用しての求人・求職登録と就業斡旋
　③救護物品の管理と救護バッグの貸出

・大分県ナースセンター

＜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）……「看護の日・看護週

間」に関する事業
⑴マスコミを通じた広報活動
　①取材への対応
　・新聞、雑誌等の取材に積極的に対応
　・広報誌「看護おおいた」
　・市報
　・ホームページ
　・ポスター・チラシ

・事業部
・広報委員会
・協会内HP委員会

⑵看護の日事業
　①「看護フォーラム」(オンライン）
　　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～
　　開催日：2022年５月８日(日）　11：00～16：00
　　……小中高校生への看護職の魅力紹介等若年層対象の企画に刷新
　　一部、日本看護協会イベントの同時配信予定　14：00～16：00
　②進路相談会(併設事業）(オンライン）
　　開催日：2022年５月８日(日）　９：30～11：00
　　対　象：小中高校生

・事業部
・広報委員会
・協会内HP委員会

・大分県ナースセンター
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑶看護の日の普及活動
　①「ふれあい看護体験」(学校・施設）
　　日　程：未定
　　　・大分市(委託事業）
　　　・県内各地での開催
　②広報活動

・事業部
・地区理事・地区長

２）……「いのち輝くいい
お産の日」

⑴地域住民への普及活動
　①いのち輝くいいお産の日事業の企画・実施・評価
　　開催日：未定
　　場　所：未定
　　内　容：未定

・助産師職能委員会
・事業部

３）看護の出前授業 ⑴小学校・中学校・高校への出前授業(主催：大分県看護協会）
　①生命と看護の授業
　②看護の出前授業
　③職場(看護）体験

・組織強化委員会
・地域活動推進委員会
・事業部
・地区理事・地区長

４）出張進路相談会 ⑴看護職になるための出張進路相談
　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
　・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

・大分県ナースセンター

・組織強化委員会

５）「看護フォーラム」 ⑴各地区での開催で会員の資質向上と人材育成
⑵多職種との連携推進
⑶地域住民への広報活動

・地区理事・地区長
・事業部

６）……県民のための健康増
進・啓発活動

⑴「一日まちの保健室」
　①おおいた食と暮らしの祭典
　　開催日：未定
　　場　所：未定
　②「おおいた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
　③県図書一日まちの保健室
　　開催日：2022年５月28日(土）、10月未定
　④「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
　⑤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
　⑥…新しい生活様式を踏まえた企画、多様な主体との協働に

ついて検討

・事業部

・地域活動推進委員会
・担当委員会
・登録ボランティアナース
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑵げんき教室
　対　象：中高年世代の県民
　開催日時：毎月第４水曜日　14：00～15：30
　場　所：大分県看護研修会館
　内　容：①健康計測
　　　　　　(「一日まちの保健室」13：00～14：00）
　　　　　②…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

・事業部
・登録ボランティアナース

⑶リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分2022
　・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）ナースバンクの強化 ⑴就労促進事業(無料職業紹介）

　……日本看護協会・大分県・労働局との連携による効果的な定
着支援・確保支援

　①…中央ナースセンターコンピューターシステム(第６次NCCS）
の円滑な運用

　・…システム管理、求人数・求職者数、就職者数等の就業助
教の把握

　・…求人・求職登録・検索等サイト(eナースセンター）への
登録推進

　・相談・マッチング支援に活用
　②努力義務の離職時等の届出制度(とどけるん）の登録推進
　・「とどけるん」への登録推進
　・eナースセンターへの登録推進
　③雇用・就業に関する相談及び情報提供、斡旋
　・求人施設・求職者への相談対応
　・施設見学
　・就業相談員による支援　オンライン就業相談の開始
　④新型コロナウイルス感染症に係る人材確保・就業支援
　⑤ハローワーク連携による求人・求職者対応
　・県内ハローワーク５ケ所への出張相談
　　大分(月２回）・別府・日田・中津・宇佐(各月１回）
　　出張相談時タブレット使用
　・ハローワーク連携の強化
　⑥県内外の就業状況や労働条件等の情報収集と情報提供
　⑦就職者の定着支援
　・就職後６ケ月後の定着状況の把握
　・就職者・求人施設との情報交換・相談対応

・大分県ナースセンター
・事業部
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑵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オンラインで紹介
　　開催日：2022年４月23日(土）　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
⑶…県内外の学生へナースセンター事業の周知、県内就業・U

ターン促進
　・就職ガイダンスで周知
　・県行政との連携

２）広報強化 ⑴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案内リーフレット配布
⑵eナースセンター登録者へ求人情報の発行・送付(４回/年）
⑶…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
⑷県内求人施設へナースセンターだよりを送付(１回/年）
⑸届出制度「とどけるん」のリーフレットの配布
⑹…看護学生へ「ナースのはたらきサポートブック」の配布
⑺…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
⑻ホームページを毎月更新し、情報発信
⑼ナースセンター関係チラシの改訂

・大分県ナースセンター
・事業部

３）ネットワークづくり ⑴…労働局(ハローワーク）との連携・協働による相談・支援体
制の強化

　・…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

　・…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）

・大分県ナースセンター
・事業部

⑵…ナースセンター事業運営委員会の開催(年２回）
⑶…医療政策課看護班・ナースセンター事業担当者打合せ会
⑷看護管理者や看護学校との連携
　・就業相談員による病院看護管理者等の訪問
　・…理事会および地区別代表者会議等での県内就業状況の説

明、情報交換
⑸関連会議への出席

４）人づくり ⑴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、進路、キャリア

アップの相談対応

・大分県ナースセンター
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑵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１～２日コース(再掲）

　　開催日：2022年８月25日(木）～10月５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

　③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

　④実習

　　　年５回、各病院・施設で実施
⑶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
⑷看護職になるための進路相談(再掲）

　①「看護の日・看護週間事業」【第１部】進路相談会

　　(Web開催）

　　開催日：2022年５月８日(日）　９：30～11：00

　②出張相談・職業講話(中学校・高等学校）

　③高校生向けWeb企業説明会への参加

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）……協会組織の紹介
　（広報活動）

⑴情報提供

　①ホームページの更新

　②広報誌「看護おおいた」発行(年４回）

・事業部

・協会内HP委員会

・広報委員会
２）……大分県看護研修会館

の運営・管理
⑴会員数の増加

　①入会促進

　・日看協の入会促進事業と連動した取組

　・地区別施設代表者会議で入会の勧め

　・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

　・入会促進のための啓発ツール等の検討

・事業部

・総務部

・組織強化委員会
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事業 活動内容 担当部署(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
　③福利厚生事業の拡大
⑵会員特典
　①看護の質向上のための教育システム
　②会員の安全安心の確保(保険商品）
　③会員割引(通年、期間限定）

・研修部
・総務部
・組織強化委員会

⑶会員管理
　①会員情報管理体制ナースシップの円滑な運用
　・日本看護協会との連携
　・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
　・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

・総務部
・事業部
・研修部

⑷研修受講料の適正な管理
　①口座振り込みの実施

・研修部
・総務部

⑸会員の表彰等
　①日本看護協会名誉会員
　・規程により推薦
　②大分県看護協会名誉会員
　・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

・役員会
・事業部
・総務部

・総務部
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
⑹各種会議の開催運営
　①総会開催
　　開催日時：2022年６月18日(土）　10：00～12：30…
　・総会要綱作成
　・来賓及び表彰関係
　②理事会の開催　(13回/年）
　③施設代表者会議　(１回/年）(ハイブリッド形式）
　　開催日時：2022年４月16日(土）　13：30～16：30
　・特別講演：「変化する社会と看護
　　　　　　　　……～タスク・シフティングの考え方と看護の

役割～」(仮）
　　講　師：日本看護協会　常任理事　森内みね子氏
　・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　首藤佐織氏
　・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　(１回/年）
　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
　・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）
　・日本看護協会法人会員会　(５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）(長崎）…
　・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）

・事業部
・研修部
・総務部
・理事会

・保健師職能委員会

・各担当役員等
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事業 活動内容 担当部署(委員会）
　・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）
　・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）
　・都道府県看護協会図書室担当者会議　(１回/年）
　・全国看護基礎教育担当役員会議　(１回/年）
　・認定看護管理者教育機関担当者会議　(１回/年）
　・母子のための地域包括ケアシステム推進会議
　　(１回/年）
⑺文書管理(簿冊作成）
　①看護協会事業関係
　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

・事業部
・研修部
・総務部
・大分県ナースセンター
・……訪問看護ステーション

おおいた
・居宅介護事業所

⑻協会運営の適正管理
　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

・総務部

⑼施設の活用
　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

・総務部


