令和元年度

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（別添「教育実施報告」)
1)実践能力向上のための研修
(1)看護師のクリニカルラダーⅠ～Ⅴ(領域：看護実践、看護管理、臨床教育、看護研究）
(2)糖尿病看護研修(重症化予防）
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・実地指導者研修・新人助産師研修）
(2)その他
3)資格・修了証明取得講習
(1)専任教員養成講習会
(2)認定看護管理者教育課程ファーストレベル
(3)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
2)京都府内研修機関に関する情報提供
3)特定行為研修制度に関する講演･シンポジウムの開催(｢施設看護職代表者会議報告｣参照)
3.図書室の充実
1)蔵書の充実と整備（令和２年３月 現在 蔵書数 13,999冊 572冊増 0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
令和２年１月25日(土) 京都テルサ ｢互いに学び、共に働くこれからの医療専門職｣
特別講演：｢看護に必要な専門職連携教育｣
千葉大学大学院 看護学研究科附属専門職連携教育研究センター センター長 酒井郁子
口演15題 示説15題 ランチョンセミナー２題 参加者384名
(2)2018年｢病院看護職の夜勤･交代制勤務ガイドライン｣普及に関する実態調査の広報
｢看護きょうと｣Vol.169掲載
2)看護に係る調査の実施
(1)訪問看護ステーション、高齢者介護施設における医療安全管理体制の実態調査
(質問紙作成中)
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
・第50回 日本看護学会｢看護管理｣
日 時：令和元年10月23日(水)・24日(木)
会 場：名古屋国際会議場
発表演題：示説「病院外来における看護業務状況と在宅療養支援に関する取り組み」
：示説「病院外来における在宅療養支援に対する外来看護師の認識と学習上のニーズ」
：示説「病院外来における在宅療養支援の取り組みと支援展開上の課題
-看護部長を対象とした調査から-」

4)学術研究の振興支援
(1)関連学会・研究会への後援(｢後援名義使用承認事項｣参照）
2.看護制度の改善推進
1)看護基礎教育４年制の推進
2)准看護師進学への支援
(1)准看護師進学支援研修・交流会 (｢教育実施報告｣参照)
(2)日本看護協会との連携
3)新人准看護師対象研修
4)｢チームの看護力UPに向けた看護師･准看護師・看護補助者の協働推進｣モデル事業
モデル病院：京都博愛会病院
(1)看護師長とのワーキング会議
・日 時：令和元年10月9日(水)
出席者：11名 委員3名
内 容：ワーキング｢看護師・准看護師の働き方、役割等の現状と課題の整理」
(2)看護師長・主任を対象とした研修会
・日 時：令和元年11月15日(金)
出席者：20名 委員3名
内 容：講義｢看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に
関するガイドライン及び活用ガイドのポイント」
講師 京都看護大学学長 豊田久美子
グループワーク「病棟単位の課題と解決策について」
(3)准看護師看護基準・手順の改正
(4)看護職員の意識調査
調査期間：12月23日(月)～12月27日(金)
対象者：全看護職員(主任以下)
3.看護業務の改善
1)夜勤・交代制勤務に関するガイドラインの普及等に関する実態調査結果の分析と対策検討
2)｢看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン｣の普及・導入プログラムの実施
3)｢病院外来における在宅療養支援に関する実態調査・ヒアリング調査｣の分析及び課題検討
4.事業に係る会議の開催
(1)職能集会
〈保健師職能集会〉
日 時：令和元年6月29日(土)
場 所：京都先端科学大学
内 容：講演 「保健師が地域に根ざすこととは？
～あなたは今、地域に根ざす保健師活動ができていますか～」
講師 公益社団法人日本看護協会常任理事(保健師職能委員会委員長) 鎌田久美子
〈助産師・看護師合同職能集会〉
日 時：令和元年7月13日(土)
場 所：京都府立医科大学医学部看護学科 看護学舎
テーマ：「わたしにとってのワーク・ライフ・バランス｣
内 容：講演 「これから働き続けられるために 今 私ができること｣
講師 株式会社ウェルネスライフサポート研究所 代表 加倉井さおり
(2)職能委員会（別添報告）
(3)合同委員長会
・日 時：令和元年11月19日(火)14:00～16:00
場 所：京都府看護協会研修センター
出席者：23名
議 題：(1)令和元年度委員会活動の中間報告について
(2)令和元年度下半期の取り組みについて
(3)情報交換

・日 時：令和2年3月24日(火)14:00～16:00
場 所：京都府看護協会研修センター
出席者：13名
議 題：(1)令和元年度委員会活動の総括
(2)令和2年度事業計画案について
(3)令和2年度委員会活動計画案について
(4)令和2年度定時総会について
(5)京都府看護協会会長感謝状贈呈候補者の推薦について
(4)合同委員会
日 時：令和元年7月10日(水)14:00～16:30
場 所：京都府看護協会研修センター
出席者：役員26名 委員102名
議 題：(1)令和元年度京都府看護協会事業について
(2)令和元年度委員会編成及び委員会活動について
(3)委員会の運営について
(4)委員会協議
・委員長の選出
・委員会開催日及び委員会活動について
(5)委員会・特別委員会等（別添報告）

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(｢医療安全委員会報告｣参照)
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の開催(薬剤師会共催)
日 時：令和元年10月5日(土)13:30～16:30
場 所：メルパルク京都
テーマ：｢せん妄による医療事故を防ごう｣
参加者：243名(看護職187名、保健師1名、薬剤師47名、医師2名、介護福祉士1名、
理学療法士1名、 作業療法士3名、医療メーカー1名)
関係者： 16名（要員、講師含）
内 容：第1部 基調講演「せん妄を正しく理解し、正しく対応・予防しよう」
講師：聖路加国際病院
講師 聖路加国際病院
心療内科
心療内科
副医長 副医長
山田 宇以
：第2部 シンポジウム
ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ
シンポジスト
医療安全管理者の立場から
医療安全管理者の立場から
林知江美
公益社団法人京都府看護協会医療安全委員会委員
公益社団法人京都府看護協会 医療安全委員
三菱京都病院 副看護部長 医療安全管理者 林 知江美
シンポジスト せん妄対策チームの立場から 京都大学医学部附属病院
精神看護専門看護師 須賀原教子
シンポジスト せん妄対策チームの立場から 京都大学医学部附属病院 薬剤師 山本将太
2)医療安全に係る人材育成
(1)医療安全管理者養成講習会の実施(｢教育実施報告」参照）
(2)医療安全管理者養成講習会修了者交流会の開催
3)医療安全管理体制に関する実態把握(訪問看護ステーション）（再掲）
4)医療事故調査等支援団体連絡協議会活動
(1)外部調査員の派遣 1医療機関 1名
5)日本看護協会｢医療事故調査に関する専門家リスト｣への掲載 推薦1名
6)相談事業
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

・新人看護職対象
・日 時：令和元年 9月10日(火)15:00～16:00
受講者：25名
・日 時：令和元年10月 2日(水)15:00～16:00
受講者：52名
・卒煙支援者研修会
日 時：令和元年12月9日(日)10:00～15:30
受講者：40名
(2)看護学校禁煙授業派遣
・平成31年 4月 8日
京都府医師会看護専門学校
・平成31年 4月16日
京都看護大学
・平成31年 4月17日
京都第二赤十字看護専門学校
・令和元年 5月20日
(専)京都中央看護保健大学校
・令和元年 6月 3日
近畿高等看護専門学校
・令和元年 8月27日
福知山医師会看護高等専修学校
(3)タバコフリー京都医療・介護連携部会参画

場

所：京都府看護協会研修センター

場

所：市立福知山市民病院

場

所：京都府看護協会研修センター

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
(1)看護力再開発講習会（南部

4日間）

(2)採血技術演習（南部；月1回程度・北部；火・金応相談）
(3)施設における看護力再開発講習会
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)看護師等の届出制度の周知と普及
(5)セカンドキャリア研修・交流会 (南部2回)
(6)看護職就職・就学合同フェア2019開催
日 時：平成31年4月27日(土）12:30～16:00
場 所：京都市勧業館 みやこめっせ
参加者：求職者、進路相談者等535名（看護学生、未就業看護師、進路相談者等）
ブース設置施設数；教育機関19ブース 参加者59名、医療機関49ブース 参加者187名
(7)施設退職者調査の実施（4月）
(8)看護師等需要状況調査の実施（4月）
(9)新卒看護職採用・退職状況調査の実施（4月）
(10)介護福祉団体、行政等との連携
(11)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3回)
(12)卒業生支援事業（ホームカミングデイ事業）
・令和元年 6月 8日 京都医療センター附属京都看護助産学校
・令和元年 6月 8日 京都第一赤十字看護専門学校
・令和元年 7月29日 京都桂看護専門学校
・令和元年 8月 5日 京都府医師会看護専門学校
・令和元年 8月31日 日本バプテスト看護専門学校
・令和元年10月 5日 近畿高等看護専門学校
・令和元年11月 1日 京都府立看護学校
・令和元年11月29日 (専)京都中央看護保健大学校
(13)ホームページの活用、携帯サイトの活用普及
4.働き続けられる職場環境づくりの推進
1)ＷＬＢの推進

(1)WLB推進に向けた病院・施設への相談支援
訪問：10病院 電話：6病院
(2)WLB推進事業取り組み施設へのフォローアップ
(3)WLB推進研修
テーマ｢ストレスとうまくつきあう怒りの感情コントロール｣
日 時：令和元年8月21日(水)10:00～16:00
場 所：京都府看護協会研修センター
参加者：73名
(4)医療勤務環境改善研修会(医療勤務環境改善支援センター、京都労働局共催)
テーマ｢多職種の働き方改革について｣
① 日 時：令和元年7月18日(木)13:30～16:00
場 所：サンプラザ万助(福知山市)
参加者：95名(看護職･薬剤師・放射線技師・事務職など)
②日
場

時：令和元年12月12日(木)14:00～16:30
所：メルパルク京都

参加者：92名(医師・看護師・臨床検査技士・臨床工学技士・栄養士・理学療法士・事務職など)
(5)推進に関する要望活動
(6)情報提供と普及啓発（施設看護職代表者会議、機関紙等）
2)看護職の働き方改革の推進
(1)｢働き方改革｣の普及推進研修
①令和元年 8月 8日 第1回施設看護職代表者会議 講演(｢施設看護職代表者会議報告｣参照)
②令和元年10月25日 社会経済福祉委員会主催研修「夜勤交代制勤務者の勤務環境改善に向けて」
(2)｢働き方改革｣に関する中小規模病院施設管理者対象研修
テーマ「～働き方改革や労務管理でお困りの方へ～」
日 時：令和元年10月19日(土)10:00～12:00
場 所：メルパルク京都
参加者：24名 個別相談6件
日 時：令和元年10月26日(土)10:00～12:00
場 所：メルパルク京都
参加者：12名、個別相談 2件
(3)｢働きやすい職場づくりをめざして｣「看護きょうと」Vol.168.169.170 掲載
3)看護職確保定着推進研修(｢教育実施報告｣参照)
4)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 4月 4件
7月 5件 + メール 1
10月 8件
1月 5件
5月 3件
8月 4件
11月 4件
2月 6件
6月 5件
9月 7件
12月 5件
3月 5件
(3)面 談
4月 0件
7月 3件
10月 0件
1月 0件
5月 1件
8月 0件
11月 0件
2月 0件
6月 0件
9月 0件
12月 0件
3月 0件
(4)出前相談
7月30日
愛生会山科病院 パワハラに対する懲戒処分の可否 参加者 6名
相談 5件
7月20日
京都回生病院
外国人雇用について
参加者20名
相談 2件
働き方改革関連法に対応する労務管理
9月29日 新人訪問看護師OJT研修(管理者対象)
相談 2件
10月19日 中小規模病院管理者対象者研修（再掲）
参加者 26名 相談 6件
10月26日 中小規模病院管理者対象者研修（再掲）
参加者 12名 相談 2件
11月29日 京都府立医科大学附属病院ハラスメント対策について 参加者 53名 相談 4件
5)顧問弁護士による｢なんでも法律相談」
日 時：令和2年3月18日(水)9:50～12:00
場 所：京都府看護協会研修センター
参加者：7名(病院4、訪問看護ステーション1、介護福祉施設1、その他1）
6)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)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師養成講習会
2)訪問看護管理者マネージメント能力強化の支援
(1)訪問看護実態調査の実施と分析
(2)訪問看護師情報交換会(｢ナースセンター事業報告｣参照)
(3)課題の協議、情報交換
3)訪問看護師人材確保・育成に向けた体制整備
(1)新卒訪問看護師育成プログラムの普及に向けた取組み
①会議開催
・平成31年 4月20日(土) 実習目標の検討
・令和元年 7月13日(土) 実習内容について
・令和元年 9月28日(土) プログラムの普及啓発研修の検討
・令和元年11月19日(火) 次年度の計画について
プログラムの普及啓発研修の検討
・令和２年 1月21日(火) 次年度の計画について
プログラムの普及啓発研修の検討
・令和２年 3月17日(火) 次年度の計画について
(2)新卒訪問看護師育成プログラム研修
①合同入社式・研修会
・日 時：平成31年4月20日(土)10:00～16:00
場 所：京都府看護協会研修センター
受講者：4名 担当者6名 事務局1名
・日 時：令和元年7月13日(土) 9:30～12:00
場 所：京都橘大学
受講者：8名(新卒4名、プリセプター4名) 担当者6名 事務局1名
・日 時：令和元年 8月 8日(木)
場 所：京都橘大学
受講者：8名 担当者4名
・日 時：令和元年 9月28日(土)9:30～17:00
場 所：京都橘大学
受講者：4名 担当者7名 事務局1名
・日 時：令和元年10月15日(火)
場 所：京都橘大学
受講者：5名 担当者3名 事務局1名
・日 時：令和元年11月19日(火)
場 所：京都橘大学
受講者：4名 担当者4名 事務局1名
・日 時：令和 2年 1月21日(火)
場 所：京都橘大学
受講者：3名 担当者6名 事務局1名

・日 時：令和 2年 3月17日(火)
場 所：京都府看護協会研修センター
受講者：3名 担当者4名 事務局1名
(3)看護学生対象の研修実施
①入門研修
・日 時：令和元年8月20日(火)10:00～16:00
場 所：京都府看護協会研修センター
受講者：6名
②インターンシップ(1日職場体験)
・日 時：令和元年7月～令和元年9月
参加者：34名 受入れ事業所数17
(4)訪問看護師の教育支援（新人訪問看護師OJT研修、管理者研修等）
会議
・日 時：令和元年 5月 8日(木)16:30～18:30
場 所：京都府訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会
出席者：京都府訪問看護人材養成看護師5名 京都府健康福祉部医療課2名 事務局2名
・日 時：令和元年 9月11日(水)16:30～18:30
場 所：京都府訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会
出席者：京都府訪問看護人材養成看護師2名 京都府健康福祉部医療課1名 事務局1名
・日 時：令和元年11月27日(水)16:30～18:30
場 所：京都府訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会
出席者：京都府訪問看護人材養成看護師6名
京都府 2名 事務局 1名
・日 時：令和２年２月19日(水)16:30～19:00
場 所：京都府訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会
出席者：京都府訪問看護人材養成看護師7名 京都府健康福祉部医療課2名 事務局1名
次年度指導予定者2名
・日 時：令和２年３月27日(水)16:30～18:30
場 所：京都府訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協議会
出席者：京都府訪問看護人材養成看護師5名 京都府健康福祉部医療課2名 事務局1名
次年度指導予定者1名
研修
①新人訪問看護師導入集合研修(南部開催)
・日 時：令和元年5月25日(土)14:00～16:30
場 所：佛教大学
受講者：34名 担当者7名 事務局1名
②新人訪問看護師導入集合研修(北部開催)
・日 時：令和元年5月25日(土)13:30～16:00
場 所：市民交流プラザふくちやま
受講者：8名 担当者3名 事務局1名
③新人訪問看護師集合研修(新人訪問看護師)
・日 時：令和元年8月17日(土)14:00～16:30
場 所：佛教大学二条キャンパス
受講者：26名 担当者4名 事務局1名
④新人訪問看護師OJT研修管理者(指導者)集合研修
・日 時：令和元年9月28日(土)14:00～16:30
場 所：同上
受講者：17名
担当者4名 事務局 1名
⑤新人訪問看護師集合研修(管理者・新人訪問看護師)
・日 時：令和元年12月14日(土)13:30～16:30
場 所：同上
受講者：31名
担当者10名 事務局1名
4)協会立訪問看護ステーションの機能強化
(1)天の橋立訪問看護ステーション
(2)宮津訪問看護ステーション
(3)南京都訪問看護ステーション
5)在宅療養を支える体制整備
(1)在宅療養移行整備事業の実施（南丹地域）
・在宅療養地域推進会議
日 時：令和元年 4月23日(火)14:00～17:00
場 所：亀岡市立病院ｳｪﾙﾈｽﾎｰﾙ
：令和元年 5月28日(火)14:00～16:20
亀岡市立病院ｳｪﾙﾈｽﾎｰﾙ
：令和元年 6月25日(火)14:00～16:30
亀岡市立病院ｳｪﾙﾈｽﾎｰﾙ
：令和元年 7月30日(火)14:00～17:00
京都中部総合医療センター
：令和元年 9月11日(水)14:00～16:30
京都中央総合医療センター

：令和元年10月31日(木)14:00～16:30
亀岡市立病院ｳｪﾙﾈｽﾎｰﾙ
：令和元年11月28日(木)14:00～16:30
亀岡市立病院ｳｪﾙﾈｽﾎｰﾙ
：令和２年 1月15日(水)14:00～16:30
京都中部総合医療センター
・入退院支援ツールの行政機関エチケット集(仮)、病院フローシートの作成
(2)安心在宅療養相談事業の実施
・天の橋立訪問看護ステーション、訪問看護にしお、訪問看護ステーション春うらら
訪問看護ステーション絆、緩和ケア訪問看護ステーション架け橋 にて相談事業の継続実施
・南丹地域の訪問看護ステーションへの開設継続交渉
・平成27年度～30年度 安心在宅療養相談事業のまとめ作成 1,500部
(3)がん外来治療支援看護師養成研修
：令和元年8月10日(土)10:00～16:00
：令和元年8月31日(土)10:00～16:00
：令和元年9月21日(土)10:00～16:00
受講者：22名(3日間) （公開講座26名）
がん外来治療支援看護師養成研修運営委員会
第1回 令和元年5月29日(水)15:00～17:00
・研修内容の確認
第2回 令和元年12月20日(金)9:30～11:30
・今年度の反省と次年度計画
(4)退院支援看護師養成研修(｢教育実施報告｣参照)
(5)在宅療養移行支援看護管理者研修（
同 上
）
(6)在宅療養移行支援ガイドの活用・普及
(7)本人の思いをつなぎ“生ききること”を支える事例集の活用・普及
増刷 2,000部
(8)小児在宅移行看護体制整備事業
小児在宅移行支援看･看連携推進研修
令和2年2月8日(土)13:30～16:30
場 所：京都ガーデンパレス
受講者 58名
(9)在宅療養児支援連携研修事業
小児在宅移行支援看護師育成研修
①令和元年 9月29日(日) 9:30～12:30
場 所：佛教大学
受講者：49名(公開講座37名)
②令和元年11月 9日(土)10:00～16:00
場 所：京都府立医科大学医学部看護学科
受講者：46名
看護学舎
③令和元年12月15日(日)12:30～16:30
場 所：京都府看護協会研修センター
受講者：46名
6)在宅医療・介護の連携強化
(1)地域別介護・在宅等領域の施設看護職交流会
(2)他団体・他職種との連携研修
(3)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ﾌﾟ研修(｢教育実施報告｣参照)
(4)認知症看護研修(3日間)
(
同
上
)
(5)認知症看護研修修了者フォローアップ研修
(
同
上
)
(6)認知症サポートナースアドバンスト研修
(
同
上
)
(7)看取り基礎研修
(
同
上
)
(8)地区別看取りサポート研修
(
同
上
)
7)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、地区支部行事への参画
①京都府医療推進協議会主催シンポジウム
｢次世代へつなごう、健康寿命がもたらす安心の社会｣
日 時：令和元年5月12日(日)13:00～16:30
場 所：京都府医師会館
内 容：健康相談コーナー
従事者：看護職6名 事務局2名
相談者：43名

②くらしと健康展
日 時：令和元年10月27日（日）10：00～16：00
場 所：京都府医師会館
内 容：身長・体重・BMI測定、血圧測定 血管年齢測定
認知症・脳卒中相談
従事者：事業委員8名 認定看護師2名 事務局3名
相談者：測定者 延べ1156名
相談者 40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
①京都マラソン2020
日 時：令和2年2月16日(日)
従事者：51名
3)府民向け講習会の開催
(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・薬剤師会と共催）
開催日：令和元年 6月25日(火)
内 容：誤えん性肺炎を予防する口腔ケアの方法
：令和元年 7月10日(水)
：床ずれ予防の方法やポイント
：令和元年 7月23日(火)
：噛む・飲み込む力に応じた調理法や食事のポイント
：令和元年 8月 7日(水)
：腰痛を予防するための知識や介護方法
：令和元年 8月28日(水)
：足を守るための，正しい爪の切り方や皮膚のケア
：令和元年 9月 5日(木)
：お薬を飲みやすくする方法
：令和元年 9月19日(木)
：在宅でのたん吸引の基本的方法
：令和元年10月 2日(水)
：お口と全身の健康との関係についての知
：令和元年10月23日(水)
：心と行動の変化について考え,対応策を探る
：令和元年11月13日(水)
：在宅で活かせる排泄ケアの知識
時 間：13:30～15:30
場 所：京都府医師会館
3.地域保健活動の支援
1)京都市民長寿すこやかプラン、健康長寿笑顔のまち・京都推進プラン、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
2)介護保険制度の適切な運用と質の向上
(1)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 1名
3)保健指導ミーティング(｢保健師職能委員会活動報告｣参照)
日 時：令和元年12月1日(日)13:30～16:20
場 所：京都府立医科大学医学部
テーマ：情報開示に耐えうる記録のあり方
看護学科看護学舎
参加者：67名
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報告｣参照)
(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報告｣参照)
2)地区支部における看護活動（地区活動報告参照）
(1)健康相談、健康教室
3)子育て支援活動
(1)子育て相談・教室の開催
4)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
5)産業及び学校、児童福祉施設で働く看護職等とのネットワークづくり

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(4月～7月)
災害支援ナース登録者
40施設 2個人 123名（3月現在）
(2)インターネット配信による災害看護基礎研修(｢教育実施報告｣参照)
(3)新規登録者のガイダンスの実施(｢教育実施報告｣参照)
(4)災害支援ナースフォローアップ研修(｢教育実施報告｣参照)
(5)日本看護協会との連携訓練
兵庫県山崎断層帯で発生した地震を想定
日 時：令和元年11月5日(火)～11月7日(木)
派遣調整
29施設 67名
派遣決定
10施設 10名
(6)京都府・京都市 合同防災訓練への参加
(7)JMAT京都の研修への参加
日 時：令和元年 10月24日(木) 講師1名 参加者10名
：令和元年 11月 2日(土) 講師1名 参加者12名
：令和２年 2月 5日(水) 講師1名 参加者11名
(8)災害医療コーディネート研修
日 時：令和元年11月23日(土)
参加者：1名
2)災害時活動の備え
(1)災害時必要物品、備品の整備
(2)連絡体制に関する訓練
3)災害救援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（4月～7月）
災害救援看護ボランティア登録者 40施設 2個人 157名（3月現在）
(2)京都府・京都市 合同防災訓練への参加
(3)新規登録者のガイダンス実施(｢教育実施報告｣参照)
(4)災害救援看護ボランティア登録者フォローアップ研修(
同
上
)
4)防災訓練等への参加
(1)令和元年度京都市水防訓練(｢伏見地区活動報告｣参照)
日 時：令和元年5月12日(日)9:00～11:00
場 所：宇治川右岸淀大橋下流河川敷
(2)令和元年度京都市総合防災訓練(｢左京地区活動報告｣参照)
日 時：令和元年8月31日(土)9:00～12:00
場 所：岡崎公園
従事者：11名(左京地区6名 災害看護委員3名 事務局2名)
内 容：防災訓練救護活動、防災展示ブース
(3)令和元年度京都府総合防災訓練(｢西京・向陽地区活動報告｣参照)
日 時：令和元年9月1日(日)10:00～12:00
場 所：長岡京市立長岡第九小学校
（株）村田機械総合グラウンド
従事者：11名(西京・向陽地区8名 助産師職能委員1名 事務局2名)
内 容：防災訓練救護活動
(4)令和元年度京都府新型インフルエンザ等総合対策訓練
日 時：令和元年11月8日(金)10:00～11:00
内 容：新型インフルエンザ発生及び対応状況に関する情報連絡訓練
(5)京都市一斉防災行動訓練
日 時：令和2年3月11日(水)9:30
参加者：京都府看護協会 役職員17名
2.災害時体制の整備
(1)モデル地区における「受援マニュアル」の検証及び受援体制の整備（次年度継続）
(2)｢JMAT京都編成にかかる四師会による災害時の医療救護活動に関する協定書」の締結
調印式：令和元年7月16日(火)
場 所：京都府医師会館

(3)周産期災害時体制の構築
周産期災害対策研修
日 時：令和2年2月9日(日)10:00～16:00
場 所：京都第一赤十字病院
参加者：17名(会員13名、会員外4名)
従事者：10名(委員、講師、事務局他)
(4)地震発生後の安全措置訓練の実施
3.災害支援活動
4.新型コロナウイルス感染症対応
1)各地区における医療・看護・介護体制の現状把握
2)ホームページでの情報提供
「新型コロナウイルス感染症に関する情報について」バナー作成、日本看護協会ホームページにリンク
3)常務理事会、理事会での情報収集及び情報提供

Ⅴ

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
施設訪問（介護老人保健施設への訪問拡大）37施設（病院24・高齢者施設13）
地区会議・地区研修への参加・入会勧奨
2地区（左京・西京）
(2)会員に教育計画(冊子・簡易版)の配布
(3)看護学生に向けた活動
①看護協会施設見学
日 時：平成31年4月12日(金)14:00～16:30
対 象：京都府医師会看護専門学校2学年85名
内 容：総合分野(看護の統合と実践)の学習
②卒業生への特別講演
日 時：令和2年2月26日(水)9:00～10:30
対 象：京都医療センター附属京都助産学校3年生87名
③卒業生への広報活動（看護協会ガイドブック、入会案内等配布）18校
(4)入会案内DVD(日本看護協会作成・本会作成)の活用
(5)会報｢看護きょうと｣の発行（年５回）
第166号：令和元年 5月13日
第167号：令和元年7月26日
第168号：令和元年10月18日
第169号：令和 2年 1月10日
第170号：令和 2年3月13日
2)ナースシップシステムとの連携強化
(1)課題等の検討
3)諸規則・規程等の整備
・教育研修等の受講料基準の改正
(令和元年11月19日)
・公益社団法人京都府看護協会謝礼等規則の改正 (令和２年１月23日)
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
5)創立70周年記念誌発行
1,000部
6)ホームページのリニューアル
(1)ホームページ検討委員会の設置
第1回

令和元年 9月 3日(火)

第2回

令和元年12月11日(水)

(2)ホームページ勉強会
令和元年12月11日(水)
(3)プロポーザルによる業者選定
令和2年3月25日(水)

2社

2.会議運営の充実
1)総会
日 時：令和元年6月22日(土)10:00～16:00
場 所：国立京都国際会館
出席者：理事 24名 監事(会員外監事1名)3名 議長団 3名
一般会員 455名 委任状提出 13,454名
2)理事会（別添報告）
3)常務理事会（別添報告）
4)施設看護職代表者会議
(1)日 時：令和元年8月8日(木)10:00～16:30
場 所：佛教大学 二条キャンパス 701号室
参加者：221名(159施設)、役員25名
内 容：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 中島すま子
②講演｢京都府における保健医療計画および看護関連施策について｣
京都府健康福祉部 医療課 課長 丸毛信樹
③京都府看護協会事業報告
・ 平成30年度施設看護職退職者調査結果報告
公益社団法人京都府看護協会 常任理事 林千鶴子
・ 研修会、交流会の案内
④地区会議
⑤｢働き方改革を実践できる職場づくり～安心して働ける職場を目指して～」
オフィスモロホシ 代表 諸星 裕美
(2)日 時：令和2年2月3日(月)10:00～16:30
場 所：京都府看護協会研修センター3階 大研修室
参加者：186名(128施設)、役員24名
内 容：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 中島すま子
②｢WLB推進ワークショップに取り組んで～3年後の進捗報告～｣
医療法人清仁会 シミズ病院
看護部長 相見玲子
医療法人清仁会 洛西シミズ病院 看護部長 浦野貴子
医療法人清仁会 亀岡シミズ病院 看護部長 畑田宏美
③連絡事項
④地区会議
⑤講演｢特定行為研修制度の現状と課題｣
公益社団法人日本看護協会 常任理事 荒木暁子
⑥シンポジウム
テーマ「特定行為研修を修了した看護師の実践と成果」
座 長 洛和会ヘルスケアシステム 洛和会本部 看護部門部長 村田つる代
1)研修修了者の立場から
医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 看護師長 村中烈子
2)訪問看護ステーション所長の立場から
医療法人恒貴会 訪問看護ステーション愛美園 所長 中島由美子
3)病院の看護管理者の立場から
国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 看護部長 木下直美
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･全国職能交流会出席
日 時：令和元年6月6日(木)～7日(金)
場 所：函館アリーナ
(2)理事会(年６回)
日 時：①令和元年 5月10日(金)10:00～16:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
出席者：会長 今西美津惠

日

時：②令和元年 6月 6日(木)18:30～19:30
：③令和元年 7月25日(木)13:30～18:00
令和元年 7月26日(金) 9:00～16:00
：④令和元年 9月27日(金) 9:30～16:00
：⑤令和元年11月29日(金) 9:00～16:00
：⑥令和２年 2月20日(木)13:30～18:00
令和２年 2月21日(金) 9:00～16:00
出席者：会長 中島すま子
(3)地区別法人会員会
日 時：令和元年10月28日(月)
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
(4)地区別職能委員長会
日 時：令和元年10月29日(火)
出席者：保健師職能理事
山内美代子
助産師職能理事代理 西田純子
看護師職能理事
南田喜久美
常任理事
辻村美春
(5)担当者会議 12回
(6)新たな認定看護師制度に関する説明会
日 時：令和元年5月13日(月)13:00～15:45
出席者：常任理事 島田惠
(7)都道府県看護協会新会長会議
日 時：令和元年7月25日(木)10:30～13:00
出席者：会長 中島すま子
(8)全国職能委員長会議
日 時：令和元年8月21日(水)10:00～16:00
出席者：保健師職能理事
山内美代子
助産師職能理事
中井葉子
看護師職能理事
南田喜久美
常任理事
辻村美春
(9)令和元年度都道府県看護協会政策責任者会議
日 時：令和元年9月26日(木)9:30～16:00
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
(10)令和元年度都道府県看護協会支部役員等研修
日

時：令和元年10月29日(火)13:00～16:00

場
場

所：函館国際ホテル2階 髙砂
所：日本看護協会ＪＮＡホール

場
場

所：
所：
：

場

所：ホテルボストンプラザ草津びわ湖

場

所：ホテルボストンプラザ草津びわ湖

場

所：大阪国際会議場

場

所：日本看護協会 8階 役員会議室

場

所：アルカディア市ケ谷私学会館

場

所：日本看護協会ＪＮＡホール

場

所：ホテルボストンプラザ草津びわ湖

同
同
同

上
上
上

出席者：役員14名
(11)2019年度認定看護管理者教育運営委員会
日 時：第1回 令和元年 6月28日(金)15:00～17:00
場 所：日本看護協会神戸研修センター
第2回 令和元年11月22日(金)15:00～17:00
第3回 令和２年 3月 6日(金)15:00～17:00
出席者：専務理事 千葉圭子
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 平成30年11月
(2)｢都道府県看護協会職能委員会の活動に関する情報収集｣提出
(3)｢都道府県看護協会看護基礎教育の活動に関する情報収集｣提出
(4)｢都道府県看護協会における訪問看護総合支援センター構想に関する情報収集｣提出
4.近畿地区看護協会との連携
1)看護協会会長連絡協議会
・ 日 時：平成31年4月24日(水)10:00～13:00
場 所：大阪府看護協会
出席者：会長 今西美津惠
・ 日 時：令和元年10月29日(火)
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
場 所：クサツエストピアホテル

2)担当者会議（担当県）
人材確保・定着担当者会議（京都・奈良）、教育担当者会議（大阪・滋賀）、
災害支援担当者会議（兵庫・和歌山）
(1)令和元年度都道府県看護協会事務担当者地区別勉強会
日

時：令和元年11月11日(月)10:00～16:00

出席者：事務局長 稲村智史

場

所：奈良県看護協会研修センター

場

所：京都府看護協会研修センター

場

所：大阪府看護協会

場

所：大阪府看護協会

職員 田口敦洋

(2)協会立訪問看護ステーション統括者及び管理者交流会
日

時：令和元年12月10日(火)13:30～16:30

出席者：会長 中島すま子
専務理事 千葉圭子
常任理事 林千鶴子
(3)近畿地区看護協会人材育成担当者会議
日

時：令和2年2月4日(火)14:00～16:30

出席者：常任理事 島田惠
(4)近畿地区看護協会災害支援担当者会議
日

時：令和2年2月5日(水)13:30～16:30

出席者：常任理事 島田惠
(5)近畿地区看護協会人材確保定着担当者会議
日 時：令和2年2月5日(水)10:00～12:00
場 所：ハートピア京都
出席者：会長 中島すま子 常任理事 林千鶴子
ナースセンター担当職員 田中光・藤田治子
3)視察
(1)公益社団法人大阪府看護協会本部及び研修施設内覧会
日 時：令和元年11月1日(金)10:00～11:00
場 所：大阪府看護協会
出席者：専務理事 中島すま子
5.行政・他団体・機関との連携
1)陳情・要望活動
京都府 令和元年10月30日(水)10:00～11:00
京都市 令和元年12月 4日(水)10:00～11:00
2)会議への委員の派遣（別添報告）
3)自治体が開催する会議等への出席 延75名 83回
4)関連団体が開催する会議等への出席 延40名 51回
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
受賞者：北島則子、竹下麻美、辻村美春、森由香里
・春の叙勲(瑞宝双光章)
受章者：岡田攝子
・秋の叙勲(瑞宝単光章)
受章者：佐金鈴子
・京都府看護功労者表彰
受賞者：小田初美、伊藤三紀子、木下直美、川上智子
3)令和元年度会費納入者数（令和2年3月31日現在）
保健師
女

看護師

助産師

男

女

准看護師
男

女

合計

男

新規

32

3

73

1,455

141

37

7

1,748

継続

259

23

597

13,113

1,277

543

51

15,863

291

26

670

14,568

1,418

580

58

合計
※ 会員施設

317

670

406 施設、個人会員 1,753名

15,986

638

17,611

（他県からの移動者含む)

平成30年度会費納入者数（平成31年3月末日現在）
保健師
看護師
助産師
女
男
女
男
新規
25
1
86
1,585
173
継続
253
28
563
12,663
1,206
278
29
649
14,248
1,379
合計
307
649
15,627
※ 会員施設 392 施設、個人会員 1,165名
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
(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
看護学校への入学式祝電
看護学校への戴帽式祝電
岡田攝子氏への叙勲祝電
龍野和恵氏への叙勲祝電
佐金鈴子氏への叙勲祝電
看護学校への卒業式祝電

Ⅵ

13件
6件
1件
1件
1件
15件

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
2)㈱ジュエリー比登美との提携
3)文化・スポーツ事業等

対象者4名

准看護師
合計
女
男
37
10
1,917
591
48
15,352
628
58
17,269
686
（他県からの移動者含む)

