令和２年度

事業報告

公益事業１
Ⅰ. 教育等看護の質向上に関する事業

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)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(中止)・教育担当者研修(中止)・実地指導者研修・新人助産師研修(中止)）
(2)その他
3)資格・修了証明取得講習（認定看護師教育を除く）
(1)認定看護管理者教育課程ファーストレベル(中止)
(2)認定看護管理者教育課程セカンドレベル(中止)
(3)実習指導者講習会
(4)実習指導者講習会 [特定分野]在宅看護論
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)特定行為に係る研修修了者の実践活動等に関する情報提供
3.図書室の充実
1)蔵書の充実と整備（令和３年３月 現在 蔵書数 14,504冊 505冊増 474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Web開催
令和3年１月23日(土)
テーマ「地域包括ケアにおける意思や人権を尊重したＡＣＰの実践～」
基調講演：｢ＡＣＰとは何か～本人の意思や人権を尊重したＡＣＰの実践～｣
講
師：国立長寿医療研究センター在宅医療・地域連携診療部地域医療室長 西川満則 氏
シンポジウム：｢医療機関・施設・在宅におけるＡＣＰの現状と課題｣
口演10題 示説3題 参加者377名
(2)｢病院外来における在宅療養支援を促進する看護管理｣調査報告の広報
｢看護きょうと｣Vol.173.174掲載
2)看護に係る調査の実施
(1)訪問看護ステーションにおける安全管理体制に関する実態調査
(2)京都府内介護老人福祉施設における看護職の状況調査
(3)長期キャリアナースの活用に関する調査「看護きょうと」Vol.174.175 掲載
(4)新型コロナウイルス感染症患者受入れ病院における看護師実態調査
(5)新型コロナウイルス感染症拡大による看護職の就業環境への影響および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に伴う意向調査

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
・第51回 2020年度日本看護学会学術集会(Web学会)
日 時：2020年11月1日(日)～11月30日(月)
①｢看取りサポート人材養成研修が施設の看取りにもたらす効果｣
②｢病院外来における在宅療養支援内容とその効果｣
③｢病院外来における在宅療養支援展開における課題とその対策｣
④｢京都版高齢者介護施設看護師のクリニカルラダー｣の検証と課題
～他施設協働で臨んだ介護老人福祉施設看護師の役割の明確化～
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
(1)看護師基礎教育4年制化に向けた取組について、行政・医師会・学校連携協議会等との連携・
情報交換の機会を設置 中止
(2)｢全国看護基礎教育担当役員会議｣(Ｗeb会議)への出席
日 時：令和3年2月10日(火)14:00～16:30
出席者：会長 中島すま子 常任理事 島田惠
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(｢教育実施報告｣参照)
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
(1)モデル病院「京都博愛会病院」看護職員意識調査(令和2年5月31日・令和3年1月)
(2)モデル事業推進会議(准看護師制度特別委員会合同)
・日 時：令和2年6月30日(火)
出席者：10名
内 容：1)アンケート調査結果報告・検討
2)看護体制と現状報告
3)今年度の取り組みについて
・日 時：令和2年10月22日(木)
出席者：7名
内 容：准看護師の業務見直しについて
・日 時：令和3年3月18日(木)
出席者：10名
内 容：事業評価と今後の取り組みについて
(3)准看護師を対象とした研修会（京都博愛会病院）
・日 時：令和2年9月16日(水)
出席者：12名
・日 時：令和2年10月22日(木)
出席者：15名
内 容：講義｢チームの看護力アップに向けた看護師・准看護師・看護補助者の業務のあり方に
関するガイドラインの理解から、准看護師としての役割と責任を理解し、看護師
等との業務連携について考える。」
講師 京都看護大学学長 豊田久美子
3.看護業務の改善
1)｢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
2)｢京都府内介護老人福祉施設における看護職の状況調査｣の分析及び
｢京都版高齢者施設看護師のクリニカルラダー｣の普及活動計画の検討
3)「地域包括ケアシステム推進に向けた看・看連携実施状況調査」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(中止)
(2)職能委員会（別添報告）
(3)合同委員長会
・日 時：令和2年11月18日(水)14:00～16:00
場 所：京都府看護協会研修センター ・Web併用
出席者：20名
議 題：(1)令和2年度委員会の計画変更および中間報告について
(2)令和2年度下半期の取り組みについて
(3)情報交換
・日 時：令和3年3月23日(火)14:00～16:00
場 所：京都府看護協会研修センター
Webで参加可能な場所
出席者：20名
議 題：(1)令和2年度委員会活動の総括について
(2)令和3年度事業計画案について
(3)令和3年度委員会活動計画案について
(4)令和3年度京都看護協会定時総会について
(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(中止)
(5)委員会・特別委員会等（別添報告）

Ⅲ

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)(中止)
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(中止)
(2)医療安全管理者養成講習会修了者交流会の開催 (｢教育実施報告｣参照)
3)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)外部調査委員の派遣１医療機関 1名
(2)外部調査委員交代に伴う推薦 4名
5)日本看護協会との連携
(1)｢医療事故調査に関する専門家リスト｣への掲載 推薦1名
(2)｢院内事故調査に関する専門家派遣実績の情報収集｣提出
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)卒煙サポーター養成講座
日

時：令和3年2月14日(日)Web開催

参加者：医師23、歯科医師1、薬剤師83、看護職27、他10

計144名

(2)看護学校禁煙授業派遣
・令和2年10月 1日

近畿高等看護専門学校

(3)タバコフリー京都医療・介護連携部会参画
2)労働安全衛生ガイドライン

ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）を目指して

(1)普及啓発活動 社経コラム「心理・社会的要因シリーズ」(｢看護きょうと｣Vol.173.174 掲載)

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 講習会(南部4日間)(中止)、採血演習(南部:月2回程度・北部:火・金応相談)
(2)施設における看護力再開発講習(中止)
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(オンデマンド)・交流会(中止) 就業サポートブック発行
(6)看護職就職・就学合同フェア2020開催(中止)
(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2年 9月 5日
京都医療センター附属京都看護助産学校
・令和2年10月 3日
近畿高等看護専門学校
・令和3年 3月 9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)離職率の変動が大きい病院のヒアリングと課題等の分析
(2)WLB推進研修(中止)
(3)情報提供と普及啓発（施設看護職代表者会議、機関紙等）
(4)コロナ禍における看護職の就業環境の変化に関する調査実施
(病院168、訪問看護ステーション310)
2)看護職の働き方改革の推進
(1)｢働き方改革｣の普及推進
(2)看護補助者の活用の推進
(3)｢働き方改革｣に関する中小規模病院施設管理者対象研修
日時及びテーマ
1回目：令和2年11月21日(土)10:00～12:00
コロナ禍で起きている労働問題について
2回目：令和2年11月28日(土)10:00～12:00
ハラスメントと人材確保について
参加者(オンライン) 計19名
(4)医療勤務環境改善支援センター、京都労働局との連携研修
医療勤務環境改善研修会
テーマ「タスク・シフト／シェアの推進について」
日 時：令和2年11月5日(木)14:00～16:00
場 所：メルパルク京都
参加者：58名（会場14名、オンライン44名）
及びオンラインライブ配信
3)外国人労働者の実態把握とサポート体制の検討
4)看護職確保定着推進研修(｢教育実施報告｣参照)
+ メール 1
5)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 6件
7月 5件
10月 4件
1月 6件
5月 3件
8月 5件
11月 5件
2月 5件
6月 6件
9月 7件
12月 4件
3月 6件

(3)面

4月 0件
7月 0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 1件
9月 0件
12月 0件
3月 0件
(4)出前相談 12月 5日 清仁会グループ(シミズ病院他) 参加者 28名 相談 4件
12月 8日 綾部市民病院
参加者 10名 相談 7件
12月15日 がくさい京都病院
参加者 7名 相談 8件
6)顧問弁護士による｢なんでも法律相談」；施設看護職代表者に個別相談への情報提供
7)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)

Ⅳ

談

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(５月看護週間行事中止)
(2)ふれあい看護体験(中止)
(3)看護学校公開

21校(４校中止)

(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）(中止)
(3)看護に関する出前授業
２校
(4)看護学校就職ガイダンス ３校

公益事業２
Ⅰ

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(南部・北部)(中止)
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
・令和2年6月18日(木)16:00～17:00 Ｗｅｂ
・令和3年1月15日(金)16:00～17:00 Ｗｅｂ
・令和3年3月19日(金)16:00～17:00 Ｗｅｂ
・令和3年3月27日(土)11:00～11:30 Ｗｅｂ
②新卒訪問看護師育成プログラム研修
・日 時：令和2年8月25日(火)13:30～16:45
場 所：オンライン研修
受講者：4名 担当者4名 事務局1名
・日 時：令和2年9月11日(金)10:00～11:45
場 所：オンライン研修
受講者：2名 事務局1名
・日 時：令和2年11月20日(金)13;30～16:30
場 所：オンライン研修
受講者：1名 事務局1名
・日 時：令和3年 3月11日(木)13:30～16:00
場 所：オンライン研修
受講者：1名 事務局1名

・日 時：令和3年 3月27日(土)10:00～12:00
場 所：京都府看護協会研修センター
新卒訪問看護師育成プログラム研修修了式
受講者：1名 管理者1名 担当者5名 事務局2名
(2)看護学生対象の研修実施（入門研修、インターンシップ研修）(中止)
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)在宅医療・療養サービス支援体制整備事業（南丹地域）
・関係機関連携 令和2年6月29日(金) 亀岡市医師会 船井医師会
令和2年9月25日(金) 介護支援専門員会 中部ブロック
・南丹地域在宅療養地域推進会議打合せ会議
日 時：令和2年10月2日(金)13:30～15:30（Web）
・南丹地域在宅療養地域推進会議
日 時：令和2年10月26日(月)14:00～16:30（Web）
・南丹地域入退院支援ツール（仮）の充実・普及
・関係団体への報告会（地域関係機関との共催）
・南丹地域在宅療養地域推進会議報告・研修会
日 時：令和2年11月17日(火)13:30～16:15（Web）
(2)安心在宅療養相談事業の実施（南丹地域を加え5ヵ所の訪問看護ステーション）
・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
(3)がん外来治療支援看護師養成研修
令和2年11月7日(土)10:00～16:00
令和2年12月5日(土)10:00～16:00
受講者 6名(2日間) （公開講座7名）
研修打ち合せ会議
第1回 令和2年7月30日(木)14:00～15:00（Web）
第2回 令和2年8月 5日(水)16:00～17:00（Web）
第3回 令和2年8月24日(月)17:30～19:20（Web）
第4回 令和2年9月16日(水)17:30～19:00（Web）
(4)退院支援看護師養成研修(｢教育実施報告｣参照)
①令和2年9月25日(金)～10月1日(水)オンデマンド配信
②令和2年10月 3日(土)13:00～16:30 オンラインライブ配信
③令和2年10月14日(水)13:00～17:05 オンラインライブ配信
④令和2年10月22日(木)10:00～16:00 オンラインライブ配信
⑤令和2年12月15日(火)10:00～16:00 オンラインライブ配信 受講者36名
在宅療養移行研修委員会
第1回 令和2年7月14日(火)16:00～17:30（Web）
第2回 令和2年9月18日(金)16:00～18:00（Web）
第3回 令和3年2月16日(木)16:00～17:00（Web）
(5)在宅療養移行支援看護管理者研修(｢教育実施報告｣参照)
令和2年9月25日(金)～10月1日(水)オンデマンド配信 受講者14名
(6)在宅療養移行支援ガイドの活用・普及
(7)令和2年度｢地域包括ケアシステム推進に向けた看・看連携実施状況調査｣
調査期間 令和3年1月4日(月)～1月20日(水)調査対象施設、病院等965施設 回収433 44.9％
(8)小児在宅移行看護体制整備事業
①会議開催

・令和2年 7月17日(金)10:00～11:00 （Web）
・令和2年10月13日(火)11:00～12:00 （Web）
・令和2年12月25日(金)10:00～11:00 （Web）
・令和3年 1月30日(土)11:45～12:45 （Web）
・令和3年 2月13日(土)15:30～16:30 （Web）
・令和3年 3月13日(土)10:30～11:45 （Web）
小児在宅移行支援看･看連携推進研修
・令和3年3月13日(土)13:30～16:30
参加施設 49 参加者 72名
(9)在宅療養児支援連携研修事業
在宅療養児支援連携研修
・令和3年1月30日(土)13:30～16:30 Web開催
・令和3年2月13日(土)10:00～16:00 Web開催
参加施設 22 参加者 23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（北部地区､市内･南部地区）
(
同
上
)
7)看護職ネットワークの構築
(1)地域における看・看ネットワークの構築
(
同
上
)
・地域連携に係る介護施設ニーズ調査
・地域ネットワークづくりのためのマニュアル作成（未実施）
・下京・南地区統括の保健師・地区理事・職能理事のネットワーク会議の開催
（「看護師職能・地区活動報告」参照）
8)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(中止)、地区支部行事への参画
2)看護ボランティア活動
(1)講師の派遣
(2)救護員の派遣
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）(中止)
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)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 1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

Ⅱ

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 122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
青森県八戸市東方沖で地震が発生を想定
日 時：令和2年12月8日(火)～12月10日(木)
派遣調整
40施設 120名
派遣決定
11施設
18名
(6)京都府・京都市 合同防災訓練への参加(中止)
(7)JMAT京都の研修への参加
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(中止)
(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)京都市一斉防災行動訓練
① 日 時：令和2年11月2日(月)9:30
参加者：京都府看護協会 役職員20名
② 日 時：令和3年3月11日(木)9:30
参加者：京都府看護協会 役職員20名

)

2.災害時体制の整備
(1)周産期災害時体制の構築

(次年度継続)

(2)受援体制マニュアルの普及と活用状況の実態調査

(次年度継続)

(3)モデル施設における「受援体制マニュアル」の検証 (次年度継続)
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
4)新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養に係る看護業務(京都府委託事業)

(1)平安ホテル(4月13日～10月12日)
(2)ホテルヴィスキオ(5月7日～5月31日，7月24日～8月20日)
5)新型コロナウイルス感染症の相談業務(京都府委託事業)
(1)京都府帰国者・接触者相談(6月4日～8月5日)
(2)乙訓保健所(6月4日～10月12日)
(3)山城北保健所(6月8日～10月12日)
(4)山城南保健所(9月24日～10月12日)
(5)京都府健康福祉部健康対策課(9月24日～10月12日)
6)新型コロナウイルス感染症関係支援物資の配布
マスク 3,780枚
フェイスシールド 1,500枚
Ｎ95マスク 4,320枚 他
7)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の開設 6月
8)地域の医療提供体制確保のための看護職員の派遣調整事業(日本看護協会委託事業)
・派遣調整事業推進委員会設置
・代替看護職員の紹介事業
(1)代替看護職員の確保を必要とする施設のニーズ把握
9月～10月に府内各病院に調査；回収125病院（回収率74％）結果「ぜひ利用したい」18病院
(2)代替看護職員のリストアップ
登録者23名(登録後 就業等で登録削除7名）ワクチン接種登録者62名
(3)看護職員の紹介実績
紹介調整5名 うち3名就業
(4)スキルギャップ研修
① 感染管理に関する知識及び対応の実際（Web）
日 時：令和2年12月12日(土) 参加者7名
日 時：令和2年12月18日(金) 参加者2名
② 新型コロナワクチン接種に関する研修会（Web）
テーマ：｢安全なワクチン接種に向けて｣
日 時：令和3年3月25日(木)14:00～15:30
参加者：73名
講 師：藤田直久氏(京都府立医科大学感染制御・検査医学教室病院教授)
・専門性の高い看護職員派遣調整事業
(1)施設ニーズ調査および専門性の高い看護職登録について
① 支援施設：病院 3、高齢者福祉施設 11、訪問看護ステーション 11
(ニーズ調査：病院 13、高齢者等施設 37、訪問看護ステーション 22）
② 専門性の高い看護職登録者：認定看護管理者19名、感染管理認定看護師23名
(2)派遣調整事業説明会（Web）
① 日 時：令和２年11月18日(水)16:00～
参加者：16名
② 日 時：令和２年11月24日(火)14:00～
参加者：23名
(3)看護職派遣事業研修会（Web）
テーマ「感染管理に関する知識及び対応の実際」
① 日 時：令和２年12月12日(土)14:00～15:30
講 師：三菱京都病院 嶋 雅範 氏
参加者：30名（看護師26、事務職2、その他2）
② 日 時：令和２年12月18日(金)14:00～15:30
講 師：南京都病院 宮川英和 氏
参加者：44名（看護師30、介護職2、事務職9、その他3）
(4)相談指導実施状況
・訪問指導；各施設訪問 1回（病院3・高齢者施設8）の訪問及び電話1回、リモート1回の3回実施
・リモートによるグループ指導；訪問看護ステーションは3施設1グループとして3回実施

(5)パンフレット作成・配布（高齢者施設・訪問看護ステーション）
9)大阪コロナ重症センターへの看護師派遣調整 1名 令和2年12月6日～令和3年1月15日
10)公益社団法人日本看護協会と「新型コロナウイルス感染症対応のための都道府県外看護職員の
応援派遣に関する協定書」締結(令和2年11月17日)
11)医療従事者ワクチン接種対象へ訪問看護ステーションの追加要請
1月18日 京都府への要請
訪問看護ステーションへの通知 324カ所
12)公益社団法人日本看護協会訪問看護ステーション従事者の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種
の説明会への出席
日 時：令和3年2月5日(金)16:30～17:30
場 所：Ｗeb開催
出席者：専務理事 千葉圭子
13)新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の円滑な実施に関する協定書の締結
日 時：令和3年2月19日
締結団体：全9団体(京都府、京都府市長会、京都府町村会、京都府消防長会、
京都府医師会、京都府病院協会、京都私立病院協会、京都府薬剤師会、京都府看護協会)

法人管理事業
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継続）
入会率50％以下の地区の病院訪問の拡大（就業者100人以上の病院を優先的に訪問）
(2)会員に教育計画(冊子・簡易版)の配布
(3)入会案内DVD(日本看護協会作成・本会作成)の活用
(4)会報｢看護きょうと｣の発行（年５回）
第171号：令和2年 6月16日
第172号：令和2年9月15日
第173号：令和2年11月20日
第174号：令和3年 1月12日
第175号：令和3年3月12日
(5)病院、訪問看護事業所、介護・福祉事業所等への｢入会の案内｣配布
2)看護学生への広報活動の強化に向けた活動
①看護協会施設見学(Web)
日 時：令和2年10月2日(金)9:10～12:20
対 象：京都府医師会看護専門学校2学年80名
内 容：看護の統合と実践分野の講義、ナースセンターの説明
②卒業生への特別講演(Ｗeb)
・日 時：令和3年2月22日(月)9:00～10:30
対 象：京都医療センター附属京都看護助産学校3年生74名
・日 時：令和3年3月3日（水）
対 象：桂看護専門学校 ３年生 32名
③卒業生への広報活動
ガイドブック、入会案内等配布
3)ナースシップシステムとの連携強化
(1)課題等の検討
4)諸規則・規程等の整備
・定款細則改正
(令和2年5月15日)
ナースセンター同一建物内での移転(第38条)

・公益社団法人京都府看護協会図書室管理規程改正 (令和2年7月8日)
・就業規則改正
(令和3年1月19日)
育児・介護休業等に関する規程の一部改正
5)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
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
第1回 令和2年 5月12日(火)
第2回 令和2年 7月 1日(水)
第3回 令和2年 9月15日(木)
第4回 令和2年10月15日(木)
第5回 令和2年12月 2日(水)
(2)新ホームページの開設 令和2年12月25日
7)会員との意見交換会 令和2年10月30日 京都府看護協会研修センターWeb併用
2.会議運営の充実
1)総会
日 時：令和２年８月８日(土)
場 所：京都府看護協会研修センター
出席者：理事 22名 監事(会員外監事1名)2名 議長団 3名
一般会員 6名 書面表決提出者13,036名 委任状提出 1,053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)地区別会議(集合、Web会議 北部配信)
日 時：令和2年8月25日～9月15日
場 所：京都府看護協会研修センター
北部看護職支援センター
田辺記念病院5階会議室
参加者：121名(113施設) 役員20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
②京都府における保健医療計画及び看護関連施策について
③京都府看護協会事業報告
令和元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
④地区会議
(2)日 時：令和3年2月9日(火)9:30～16:00
場 所：WEB会議システム｢ZOOM｣を使用したWeb 開催
参加者：186名(141施設)
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｢新型コロナウイルス感染症と感染対策～患者の変化や精神的支援～｣
地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 副院長 清水恒弘
③｢クラスター発生時の対応～看護管理者の立場から～｣
地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 副院長兼看護部長 半場江利子
④連絡事項
⑤地区会議
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(代議員議決権行使書提出)
日 時：令和2年6月11日(木)13:00～15:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール

(2)理事会(年６回)
① 日 時：令和2年 5月8日(金)13:00～15:00
出席者：会長 中島すま子
② 日 時：令和2年7月30日(木)14:00～17:00
出席者：第一副会長 長谷川泰子(オブザーバー)
③ 日 時：令和2年 9月25日(金)9:30～16:00
④ 日 時：令和2年11月26日(木)13:30～18:00
⑤ 日 時：令和3年 2月25日(木)13:30～18:00
：令和3年 2月26日(金) 9:30～11:00
出席者：会長 中島すま子
(3)法人会員会
① 日 時：令和2年7月31日(金)10:00～12:00
② 日 時：令和2年8月18日(火)15:00～17:00
③ 日 時：令和2年11月27日(金)9:15～12:00
④ 日 時：令和3年2月26日(金)11:00～12:30
出席者：会長 中島すま子
(4)日本看護連盟との合同会議
① 日 時：令和2年9月24日(木)10:00～12:00
出席者：会長 中島すま子

場
場
場
場
場

場
場
場
場

場

所：日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席
所：同
上
Web出席
所：Web出席
所：Web出席
所：Web出席
：Web出席

所：日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席
所：同 上 Web出席
所：同 上 Web出席
所：同 上 Web出席

所：衆議院第一議員会館
・日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席
所：日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席

② 日 時：令和3年2月26日(金)14:00～16:00
場
出席者：会長 中島すま子
(5)地区別法人会員会
日 時：令和2年10月19日(月)
場 所：ホテル日航奈良
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
(6)地区別職能委員長会
日 時：令和2年10月20日(火)
場 所：Web出席
出席者：保健師職能理事
山内美代子
助産師職能理事代理 中井葉子
看護師職能理事
南田喜久美
常任理事
辻村美春
(7)担当者会議
8回
(8)医療安全推進特別委員会(委員)
日 時：令和2年10月14日(水)10:00～12:00
場 所：Web会議による開催
令和2年12月16日(水)13:30～15:30
出席者：会長 中島すま子
(9)全国職能委員長会議
日 時：令和3年3月11日(木)10:00～13:00
場 所：Web会議による開催
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
(10)2020年度都道府県看護協会・都道府県訪問看護連絡協議会合同会議
日 時：令和2年11月19日(木)14:00～16:00
場 所：Web開催
出席者：役員3名 他
(11)2020年度全国准看護師理事会議
日 時：令和2年12月10日(木)13:30～15:20
場 所：Web開催
出席者：専務理事 千葉圭子 准看護師理事 粟津清仁
(12)看護職資格の活用基盤強化を考える会
日 時：令和2年12月14日(月)13:00～17:00
場 所：京都府看護協会研修センター
出席者：24名(役員5名 協会職員1名 看護管理者18名)
Web開催

(13)2020年度都道府県看護協会政策責任者会議
日 時：令和3年2月25日(木)9:30～12:10
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
(会場よりWeb配信あり)
(14)令和2年度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
日

時：令和3年2月8日(月)13:00～17:00

出席者：保健師職能理事

場

所：Web開催

山内美代子

助産師職能理事代理

中井葉子

2)日本看護協会事業への協力、参画
(1)2020年度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
(2)2020年度都道府県看護協会における医療安全事業に関する情報収集
(3)｢都道府県看護協会における新型コロナウイルス感染症に対する取り組み｣調査
(4)第7次医療計画の中間見直し状況に関する情報収集(令和2年12月、令和3年3月)
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：令和2年10月20日(火)

出席者：会長 中島すま子

場

所：ホテル日航奈良

専務理事 千葉圭子

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2年度公益法人運営に関する勉強会
日

時：令和元年11月30日(月)10:00～16:00

出席者：事務局長 稲村智史

場

所：Web開催

場

所：ホテル日航奈良

職員 田口敦洋

3)近畿地区看護協会会長会 意見交換会
日

時：令和2年10月20日(火)9:00～13:00

出席者：会長 中島すま子

専務理事 千葉圭子

4)日本看護協会への要望書提出 令和2年11月
5)令和2年度近畿地区看護協会立訪問看護ステーション総括者及び管理者交流会
日 時：令和3年3月2日(火)13:30～16:00
出席者：専務理事 千葉圭子 常任理事 林千鶴子
5.行政・他団体・機関との連携
1)陳情・要望活動
京都府 令和2年 4月 9日(木)13:00～14:00 ｢新型コロナウイルス感染症対策に関する要望」
令和2年10月29日(木)10:00～11:00
令和2年12月22日(火)13:30～14:30 ｢新型コロナウイルス感染症の影響下における令和3年度
新人看護職の実践 能力確保のための支援に関する要望」
京都市 令和2年12月 4日(金)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 延37名
83回 34回
4)関連団体が開催する会議等への出席 延40名延32名
51回 32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：中井葉子、松田保子、南田喜久美
・秋の叙勲(瑞宝双光章)
受章者：中野玲子
・京都府看護功労者表彰
受賞者：小野典子、藤本江見、中島路子、吉田乃里子

3)会員の福利厚生
(1)会員への弔意、見舞金等
・会員弔慰金
対象者2名
(2)文化スポーツ事業等
4)令和２年度会費納入者数（令和3年3月31日現在）
保健師
看護師
助産師
女
男
女
男
新規
19
2
43
1,182
144
継続
258
26
623
13,365
1,315
277
28
666
14,547
1,459
合計
305
666
16,006
※ 会員施設 406 施設、個人会員 1,753名
令和元年度会費納入者数（令和2年 3月31日現在）
保健師
看護師
助産師
女
男
女
男
新規
32
3
73
1,455
141
1,277
継続
259
23
597
13,113
291
26
670
14,568
1,418
合計
317
670
15,986
※ 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
嶋野玲子氏への叙勲祝電
奥田淳子氏への叙勲祝電
伊藤文代氏への叙勲祝電
中嶌真知子氏への叙勲祝電
中野玲子氏への叙勲祝電
看護学校への卒業式祝電

7件
4件
1件
1件
1件
1件
1件
9件

准看護師
合計
女
男
29
2
1,421
499
53
16,139
528
55
17,560
583
（他県からの移動者含む)
准看護師
合計
女
男
37
7
1,748
543
51
15,863
580
58
17,611
638
（他県からの移動者含む)

