平成27年度

事業報告

Ⅰ. 教育等看護の質向上に関する事業（公益事業１）
〇教育等看護の質の向上に関する事業 定款に定める事業（1）
1.専門職としての教育の充実
1)実践能力向上のための研修
(1)実践能力ラダー Ⅰ～Ⅳ(領域：看護実践、看護管理、臨床教育、看護研究）
（研修センターと北部会場間でのインターネット配信研修開始）
(2)糖尿病看護研修（ベーシック編・アドバンス編）
(3)シミュレーション研修（フォローアップ研修・ブラッシュアップ研修）
2)委員会等企画研修
(1)新人看護職員研修事業
（研修責任者研修・教育担当者研修・新人助産師研修、実地指導者研修）
(2)専任教員継続研修
(3)がん看護臨床実践能力育成研修
(4)看護管理者研修(ビギナー・ミドルマネジャーコース)
(5)その他
3)資格・修了証明取得講習
(1)認定看護管理者教育課程ファーストレベル(実践報告会を含む）
(2)実習指導者講習会
4)インターネット配信研修
5)地区研修
6)特別企画研修
2.特定行為に係る看護師の研修制度の推進
1)日本看護協会と連携した情報提供･相談
平成27年8月5日 大阪合同庁舎第4号館 参加1名
・看護師の特定行為研修に関する説明会
3.図書室の充実
1)蔵書の充実と整備（平成28年3月末現在 蔵書数 12,128冊

425冊増

447冊除籍)

2)サービスの充実
(1)図書検索システム
(2)職員による支援

Ⅱ. 看護の調査研究等に関する事業（公益事業２）
〇看護に係る調査及び研究並びに看護制度の改善に関する事業

定款に定める事業(２)

1.研究的活動の強化
1)研究及び調査成果の発表・報告
(1)京都府看護学会の開催 平成28年1月23日
京都テルサ
テーマ：「最期まで自分らしく生ききること」を支えるために ～看取りを考える～
特別講演：｢最期まで自分らしく生ききること」を支えるために ～看取りを考える～
講師 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 教授・がん看護専門看護師
シンポジウム：
急性期病院の立場から 京都第二赤十字病院 がん看護専門看護師
訪問看護の立場から 緩和ケア訪問看護ステーション架け橋 所長・緩和ケア認定看護師
家族の立場から 家族
知の探究：
エンゼルケア
洛和会ヘルスケアシステム介護事業部 訪問看護認定看護師
意思決定支援 意思決定支援
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
助教
京都大学大学院医学研突科人間健康科学系専攻
助教 竹之内沙弥香
口演15題・示説19題 参加者489名
(2)急性期医療における看護補助者活用に関する実態調査結果広報

(3)近畿地区看護協会の連携による災害支援ナース派遣と受け入れに関する実態調査(京都府版)結果広報
(4)准看護師養成課程卒業後の意向調査結果広報
2)看護に係る調査の実施
(1)2015年京都府内病院における｢看護職の夜勤・交代制勤務ガイドライン｣普及等に関する実態調査
（「平成27年度に京都府看護協会が実施した調査」参照）
（同上）
(2)准看護師の就業ならびにキャリア開発支援の実態調査
3)研究活動の支援
(1)看護協会活動の発表に関する費用の支援
2件 ｢急性期医療施設における看護補助者への継続教育の現状と課題｣
｢急性期病棟における看護補助者の業務内容と補助者活用の効果｣
（第46回日本看護学会・看護管理発表）
4)学術研究の振興支援
(1)関連学会・研究会への後援 48件
2.看護制度の改善推進
1)看護基礎教育４年制の推進
2)准看護師制度特別委員会の設置
3)准看護師進学への支援
(1)通信課程開設についての要望活動
(2)准看護師進学支援研修・交流会
4)日本看護協会との連携
3.看護業務の改善
1)｢急性期医療における看護補助者活用に関する実態調査｣結果の分析と対策検討
2)｢夜勤・交代制勤務実態調査｣結果の分析と対策検討
3)｢平成28年度社会保険診療報酬改定について｣の伝達説明会
平成28年3月17日 京都府看護協会研修センター 参加者228名(北部41名)
4.事業に係る会議の開催
(1)職能集会
平成27年7月4日（土）
<保健師職能委員会> 京都ＪＡ会館６階
講演「楽しいはずの地域保健活動で悩んでいませんか?」
健康なまちづくり支援ネットワーク
平成27年6月27日（土）
<助産師職能委員会> 京都府看護協会研修センター
講演 「いよいよ始まる、助産師実践能力認証制度」
公益社団法人日本看護協会助産師職能委員 佛教大学教授 日隈ふみ子
講演 「助産ケアと倫理」 京都府立医科大学附属病院 母性看護専門看護師
<看護師職能委員会> 京都府看護協会研修センター
テーマ「その人らしい最期を迎えるために」
基調講演 「高齢者の看取りを支える」 同和園診療所長
パネルディスカッション：京都第二赤十字病院看護師
香東園やましな看護師
南京都訪問看護ステーション管理者
(2)職能委員会
(3)合同委員長会
①平成27年11月20日
(4)合同委員会
平成27年7月10日

②平成28年3月25日

京都府看護協会研修センター

京都府看護協会研修センター

(5)委員会・特別委員会等
(6)三職能委員長会
平成28年2月26日 京都市伏見区保健センター会議室

Ⅲ

看護の確保等に関する事業（公益事業３）
〇看護職の労働環境等の改善及び就業促進に関する事業

定款に定める事業(3）

1.医療安全対策の推進
1)医療安全に関する啓発と情報提供
(1)｢看護きょうと｣に施設の医療安全活動紹介
(2)医療安全シンポジウム開催 平成27年10月4日 メルパルク京都
テーマ：患者参加のチームで取り組む医療安全 ダブルチェックの落とし穴～無効なダブルチェック
参加者：230名(看護職160名、薬剤師64名、放射線技師1名、臨床工学技士1名、
臨床検査技師1名、看護補助者2名、その他1名)
内

容：第1部

：第2部

寸劇
時間外入院時の持参薬のダブルチェック
シンポジウム「ダブルチェックの落とし穴」
・シンポジスト 京都三菱病院 診療技術部臨床工学科 主任
・シンポジスト 京都府薬剤師会 理事
・シンポジスト 京都府立医科大学附属病院 安全管理推進者(看護師長)
講演「ダブルチェックの有効性を考える
ダブルチェックの人間工学的意味とその課題」
早稲田大学理工学術院 創造理工学部経営システム工学科 教授

2)ネットワークづくり
(1)医療安全管理者養成講習会修了者交流会の開催
3)医療安全に係る人材育成
（フォローアップ研修含む）
(1)医療安全管理者養成講習会
(2)医療安全管理者養成講習会ブラッシュアップセミナー

受講者86名（78施設1個人）
受講者82名（61施設）

4)相談事業
5)医療事故調査等支援団体連絡協議会活動
(1)会議･小委員会への参画 3回
(2)外部調査委員の推薦 3名
(3)院内事故調査の手法等に関する｢技術的支援に関する研修｣

平成27年9月19日

6)日本看護協会「医療事故調査に関わる専門家リスト」への掲載 推薦1名
2.健康管理の推進
1)禁煙及び防煙対策の推進
(1)禁煙及び防煙研修 平成27年度喫煙・受動喫煙対策研修会（第17回卒煙サポーター養成講座共催）
平成28年1月24日
登録会館参加者134名
参加者134名
平成28年1月24日
登録会館
(2)看護学校禁煙授業派遣 延べ9養成機関
(3)タバコフリー京都医療介護連携部会参画3回
平成27年8月29日 京都府医師会館
(4)タバコフリー京都フォーラム参加
(5)第24回市民すこやかフェア・禁煙ブース参加 平成27年11月28日 京都市勧業館みやこめっせ
3.就業支援の推進 (「ナースセンター事業報告」参照)
1)看護力再開発事業
受講者34名
(1)看護力再開発研修（南部・北部）
(2)地域の施設における再就業支援研修(南部･北部）実施18施設

参加者28名

2)看護職就業促進事業
(1)看護職無料職業紹介
(2)ハローワークとの連携推進
(3)再就業相談
(4)セカンドキャリア研修・交流会 5回（南部3回、北部2回） 参加者171名(対象者110名）
(5)看護職就職・就学合同フェア2015開催 平成27年4月29日

京都市勧業館みやこめっせ

ブース設置74施設（施設参加者269名）求職者、進路相談者等393名
（看護学生、未就業者、進路相談者等）
(6)退職届出票による退職者の動向把握（「平成27年度に京都府看護協会が実施した調査」参照）
(7)看護師等需要状況調査の実施（同上）
(8)新卒看護職採用・退職状況調査の実施（同上）

(9)介護福祉団体、行政等との連携
(10)ナースセンターだより発行(年3回) 及び 求人情報用紙の送付(年6回)
(11)卒業生支援事業（ホームカミングデイ事業）

10養成機関:卒業生381名･その他在校生等213名

(12)ホームページの活用、携帯サイトの活用普及
(13)看護師等の届出制度開始に伴う広報等の周知活動
4.働き続けられる職場環境づくりの推進
1)ＷＬＢの推進
京都府看護協会研修センター
(1)ワークショップ開催 平成27年9月3･4日
参加施設：3施設（京丹後市立弥栄病院、京都逓信病院、洛西ニュータウン病院）
参加者：ワークショップ参加施設 10名（看護職8名、事務職2名） WLB推進委員等9名
公開講座 参加者17名
(2)フォローアップワークショップ開催 平成28年2月5日 京都府看護協会研修センター
参加者：今年度事業参加施設
3施設14名（看護職12名、事務職2名）
平成26年度参加施設
5施設20名（看護職18名、事務職2名）
WLB推進委員等9名
その他の施設 29名（看護職29名）
(3)推進に関する要望活動
(4)情報提供と普及啓発（施設看護職代表者会議、機関紙等）
2)看護職確保定着推進研修(委託)
3)就業環境改善相談事業 地区出前相談・研修の推進
(1)医療勤務環境改善支援センターとの連携
(2)電話相談：79件
(3)面談：10件
相談内容件数：延182件
(4)出前相談：医療施設・地区等
3箇所143名（看護管理者、その他）
4)定着確保に係る地区協議会参画(府・保健所・地区理事・地区施設・ナースセンター)

〇看護の普及啓発に関する事業

定款に定める事業(5）

1.看護の心の普及啓発 (「ナースセンター事業報告」参照)
1)看護週間行事の充実
(1)看護の日行事
(2)ふれあい看護体験
(3)看護学校公開
(4)各施設における取組の広報
2)府民への情報提供及び広報
(1)ホームページによる広報
(2)ナースセンターだより発行
3)中学生・高校生へのＰＲ
(1)中学校・高校 生徒進路担当教員訪問
(2)進路相談の実施（看護の日イベント、看護職就職・就学合同フェア）
(3)看護に関する出前授業

Ⅳ

地域における看護活動の推進に関する事業（公益事業４）
〇地域ケアサービスの実施及び促進による府民の健康及び福祉の増進に関する事業 定款に定める事業（4）
1.地域包括ケアの推進
1)訪問看護師の育成
(1)「訪問看護ｅラーニング」を活用した訪問看護研修ステップ１(南部・北部)
平成27年6月3日～11月30日 受講者45名 修了者42名
2)訪問看護管理者マネージメント能力強化の支援
(1)訪問看護管理者研修(3日間）
受講者27名
(2)訪問看護実態調査の実施と分析(訪問看護ステーション協議会と合同実施)
（「平成27年度に京都府看護協会が実施した調査」参照）
(3)訪問看護師情報交換会
(4)課題の協議、情報交換
3)訪問看護師人材確保に関する研修

・病院で働く看護師の訪問看護研修(4日間） 平成27年9月8日～12月18日
4)協会立訪問看護ステーションの機能強化
5)在宅医療・介護の連携強化
(1)在宅療養移行整備事業の実施（山城地区）
・在宅療養地域推進会議
・本人の思いをつなぎ“生きること”を支える事例集作成
(2)地域別介護・在宅等領域の施設看護職代表者交流会

受講者51名（29施設）

(3)介護・福祉施設・在宅等領域の看取り研修会
(4)在宅療養移行支援看護管理者研修受講者111名
(5)退院調整看護師養成研修(新規受講者対象５日間)

受講者54名（54施設）

(6)退院調整アドバンスト研修（退院調整看護師養成研修修了者を対象） 受講者21名（19施設）
(7)在宅療養移行支援ガイド改訂版の活用・普及
(8)他団体・職種との連携研修
(9)喀痰吸引等研修のための指導看護師養成研修及び指導看護師フォローアップ研修(府委託)
①養成研修：
(南部）平成27年6月11日 受講者77名（61施設1個人）
（北部）平成27年6月29日 受講者31名（20施設1個人）
②フォローアップ：（南部）平成27年6月10日 受講者30名（24施設）
（北部）平成27年6月30日 受講者24名（19施設）
(10)認知症サポートナース養成研修（7日間）(府委託） 受講者50名（37施設）
(11)認知症看護総合研修(3日間） 受講者39名（32施設）
(12)在宅療養児支援に関する研修
小児在宅看護研修会 平成27年10月17日 京都リサーチパーク 受講者144名
(13)看取りサポートの人材養成研修（４日間） 受講者93名 修了者91名
5)府民への情報提供
(1)退院調整及び訪問看護啓発冊子提供
2.府民への看護サービスの提供
1)くらしと健康展、京都府医療推進協議会行事、地区支部行事への参画
(1)医療・看護の紹介
(2)健康相談・看護相談
(3)身体測定等
①第42回くらしと健康展 平成27年10月25日 京都府医師会館 参加者1,058名
②京都府医療推進協議会イベント
平成27年11月8日 京都市勧業館みやこめっせ 参加者約2,500名
2)看護ボランティア活動
(1)講師の派遣
(2)救護員の派遣
①平成27年度全国高等学校総合体育大会
②第49回全国ろうあ者体育大会in京都
③京都マラソン2016

平成28年2月21日

平成27年7月29日～8月20日
平成27年9月19・20日

40名

25名

51名

3)府民向け講習会の開催
京都府医師会館 10回
(1)医療的ケア・口腔ケア実践講習（医師会･歯科医師会･歯科衛生士会共催）
3.地域保健活動の支援
1)京都市民長寿すこやかプラン、きょうと健康長寿推進活動参画
(1)学校保健との連携
(2)府民の健康づくり疾病予防活動
(3)｢健康長寿のまち・京都市民会議(準備会)｣発足への参画
(4)健康長寿のまち・京都キックオフイベント参加
2)介護保険制度の適切な運用と質の向上

平成27年11月29日

京都市勧業館みやこめっせ

(1)京都市介護認定審査会への委員派遣

京都市34名、宇治市3名

(2)京都府介護認定審査会への委員派遣

1名

(3)京都府介護支援専門員会への特任理事派遣
3)保健指導ミーティング

平成27年11月21日

1名

京都市職員会館「かもがわ」

参加者49名

「私たちが知っておきたいファシリテーションスキル」
キャリアカウンセラー拓殖大学客員教授
4.地域看護活動の推進（地区活動・ナースセンター事業・職能委員会活動等 報告参照）
1)「まちの保健室」活動
(1)与謝郡聴覚言語障害者等健康相談 天の橋立訪問看護ステーション実施 27回延240件
(2)障害者生活支援センター かもめサロン 宮津訪問看護ステーション実施 9回延22件
健康教室 3回 参加者25名
2)安心在宅療養相談事業の実施(４か所の訪問看護ステーション)
訪問看護ステーションにしお
天の橋立訪問看護ステーション
緩和ケア訪問看護ステーション架け橋
訪問看護ステーション春うらら
3)地区支部における看護活動
(1)健康相談、健康教室
4)子育て支援活動
5)地域住民へのサービス体制の向上
(1)保健センター運営協議会への参加
(2)地域主催会議への参加
6)産業及び学校保健看護職との連携

〇災害による被災者の支援に関する事業

定款に定める事業（6）

1.災害支援の充実
1)災害支援ナース制度の推進と支援ナースの育成
(1)登録の広報・募集・更新

災害支援ナース登録者

94名（34施設2個人）

(2)インターネット配信による災害看護基礎研修 平成27年7月9・10日
(3)新規登録者のガイダンスの実施

平成27年9月9日

(4)災害支援ナースフォローアップ研修
(5)ファーストエイド研修

平成27年12月1日

平成28年1月28日

(6)日本看護協会との連携訓練
平成27年11月10日～12日
48名（23施設）派遣調整
48名（23施設）派遣決定
(7)近畿地区看護協会｢災害支援ナース指導者養成研修｣
平成27年11月9・10日 滋賀県看護研修センター
受講者4名、ファシリテータ3名
(8)近畿地区看護協会災害支援ナース派遣調整合同訓練 平成28年2月15日～17日
51名（23施設1個人）派遣調整

51名（23施設1個人）派遣決定

2)災害時活動の備え
(1)「災害対応マニュアル」「災害支援マニュアル」改訂
(2)新型インフルエンザ等対策業務計画の作成
3)災害救護看護ボランティア制度の推進とボランティアの育成
(1)登録の広報・募集・更新 災害救援看護ボランティア登録者

142名

4)防災訓練等への参加
(1)京都市水防訓練

伏見地区理事対応

(2)京都市総合防災訓練

東山・山科地区理事対応

(3)近畿府県合同防災訓練

山城地区理事対応

(4)京都府新型インフルエンザ等対策訓練
(5)京都市一斉防災行動訓練

Ⅴ

平成27年5月10日

淀川（宇治川）右岸淀大橋下流河川敷

平成27年8月30日

平成27年10月18日

勧修寺公園他山科地区一帯

府民スポーツ広場

平成27年12月17日

平成28年3月11日

その他本会の目的を達成するために必要な事業（法人管理事業）
〇その他本会の目的を達成するために必要な事業 定款に定める事業（７）

1.組織強化
1)会員拡大
(1)入会促進の取組
(2)新採用職員へ入会パンフレットの配布
(3)会員に教育計画の配布
(4)新規入会者への会員用ガイド配付
(5)看護学生へのＰＲ活動
(6)入会案内DVDの活用
(7)会報｢看護きょうと｣の発行（年５回）
第146号：平成27年5月7日
第147号：平成27年7月23日
第148号：平成27年10月22日
第149号：平成28年1月7日
第150号：平成28年3月17日
第148号：平成27年10月22日
2)Web会員登録等システムの円滑な推進
(1)課題等の検討
3)諸規定等の制定・改定
・特定個人情報取扱規程制定（平成27年9月30日）特定個人情報の取扱いに関する規程
・就業規則改正
（平成28年3月25日）定款細則第36条第1号職員の定年に関する規程
4)研修センター拡充整備
(1)情報収集及び特別委員会による検討
(2)関係機関への要望活動
2.会議運営の充実
1)総会

平成27年6月20日(土）

役員等 26名
2)理事会

議長団 3名

国立京都国際会館

会員523名

委任状提出12,842名

7回

3)常務理事会

12回

4)施設看護職代表者会議
(1)平成27年8月5日 京都府看護協会研修センター
参加者146名 役員21名
①平成27年度役員紹介
②会長挨拶 並びに「看護協会の動向と事業について」
公益社団法人京都府看護協会 会長
③「京都府における看護関連施策について」 京都府健康福祉部医療課 課長
④京都府看護協会事業報告
平成26年度施設看護職退職者調査結果報告
常任理事
新基金事業への取組み及び諸連絡
専務理事
⑤地区会議
⑥「看護制度と政策～看護制度の歴史的変遷からその特徴と
課題及び推進方策についての考察と展望～」
京都橘大学看護学部 教授
(2)平成27年12月2日(水) 京都府医師会館
参加者157名、役員21名
①会長挨拶 並びに｢看護協会の動向と事業について｣
公益社団法人京都府看護協会 会長
②｢WLB推進ワークショップに取り組んで～1年後の進捗報告～｣
相馬病院・公立南丹病院
相馬病院 公立南丹病院
③看護協会事業報告
「始まりました！｢看護師等の届け出制度｣京都府ナースセンター職員
その他諸連絡事項
専務理事
④地区会議
⑤｢医療提供体制の変化を踏まえた看護職の役割｣
公益社団法人日本看護協会 常任理事
3.日本看護協会との連携
1)日本看護協会主催の諸会議等への出席
(1)日本看護協会通常総会･全国職能集会出席

平成27年6月9･10･11日

神戸国際展示場

(2)理事会 ６回
(3)地区別法人会員会 1回
(4)地区別職能委員長会 1回
(5)担当者会議 16回
(6)全国職能委員長会議 2回
(7)その他
日本看護サミット、平成28年度社会保険診療報酬改定説明会等
2)日本看護協会事業への協力、参画
(1)日本看護協会への要望書提出
4.近畿地区看護協会との連携
1)看護協会長連絡協議会

2回

2)担当者会議（担当県）（人材確保・定着、人材育成、災害支援）
3)平成27年度地区別高齢者ケア施設の看護管理者交流会
平成27年12月11日

メルパルク京都

参加者136名

4)その他
近畿地区看護協会立訪問看護ステーション統括者及び管理者交流会、事務担当者地区別勉強会、
看護研究学会等
5.行政・他団体・機関との連携
1)陳情・要望活動
京都府医療課：平成27年9月10日、京都府：平成27年10月27日、京都市：平成27年11月13日
2)自治体および関係団体が設置する会議等へ委員の派遣 延171回
①自治体が開催する会議への出席 京都府44委員会 京都市12委員
②その他関係団体 16団体・医療機関
6.会員サービスの充実
1)会員の身分擁護
(1)日本看護協会賠償責任保険の広報普及
(2)看護職向け相談
2)各受賞候補者の推薦
・日本看護協会長表彰
4名
・叙勲(瑞宝双光章)
3名
・京都府看護功労者表彰
4名
3)平成27年度会員数（平成28年3月現在）
保健師
看護師
助産師
女
男
女
男
新規
37
8
72
1,615
154
継続
294
20
532 12,066
1,005
331
28
604 13,681
1,159
合計
359
604
14,840
※ 会員施設 424施設、個人会員 1,008名
※ 名誉会員

准看護師
女
男
89
8
748
49
837
57
894
2名を含む。

3)平成26年度会員数（平成27年3月現在）
保健師
看護師
准看護師
助産師
女
男
女
男
女
男
新規
53
3
62
1,558
136
118
11
継続
268
20
521 11,771
956
746
53
321
23
583 13,329
1,092
864
64
合計
344
583
14,421
928
※ 会員施設 409施設、個人会員 937名
※ 名誉会員 2名を含む。
7.財政的活動体制の充実
1)財政的活動体制の整備・効率化

合計
1,983
14,714
16,697

合計
1,941
14,335
16,276

(1)税理士等経理支援体制
8.その他
1)関係団体等への電報打電 40件

Ⅵ

収益事業等
〇貸館事業
〇会員の福利厚生等に関する事業
1.会員の福利厚生
1)会員への弔慰等
・会員弔慰金 対象者1名
2)文化・スポーツ事業等

