令和３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・教育担当者研修・実地指導者研修・新人助産師研修・2年目助産師研修）
(2)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
(2)認定看護管理者教育課程セカンドレベル
(3)実習指導者講習会
(4)実習指導者講習会 [特定分野]地域・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
7)継続教育担当者会議
日 時：令和4年3月17日(水)14:00～16:00
場 所：Web開催
出席者：77施設 106名
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４年３月 現在 蔵書数 14,827冊 286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4年１月22日(土)
テーマ「いま問われる危機管理力・危機対応力
～あなたのこころとからだは守られていますか?～」
・特別講演Ⅰ：｢危機の時代に必要な個人力と組織力｣
講
師：勝原裕美子(オフィスKATSUHARA 代表)
・特別講演Ⅱ：｢あなたのこころは守られていますか～セルフスピリチュアルケアのすすめ～｣
講
師：玉置妙憂（非営利一般社団法人 大慈学苑 代表）
・看護研究入門講座(オンデマンド配信)
テーマ「量的研究について」
講
師：京都光華女子大学健康科学部看護学科 准教授 守口絵里
口演9題 示説4題 参加者238名
2)看護に係る調査の実施
(1)介護老人福祉施設における医療安全管理体制の実態調査
（日本看護協会委員会で調査実施の為次年度継続）

(2)災害時受援体制に関する実態調査
(3)新型コロナウイルス感染症に係る実態調査
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
・第41回 日本看護科学学会学術集会
日 時：2021年12月4日(土)、5日(日)
演 題：①急性期病院の認知症サポートナース養成研修修了者の認知症看護(第1報)
修了者の認知症看護の変化
②急性期病院の認知症サポートナース養成研修修了者の認知症看護(第2報)
認知症高齢者の尊厳を守る研修作成と効果
③急性期病院の認知症サポートナース養成研修修了者の認知症看護(第3報)
修了者と組織の認知症看護の変化
・第52回 日本看護学会学術集会
日 時：2021年11月18日(木)、19日(金)(Web開催)
演 題：病院外来における在宅療養支援を促進する看護管理
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、学校連携協議会等との連携・
情報交換の機会を設置
(2)施設看護職代表者会議での周知及び意見交換
講演「看護師基礎教育4年制化実現に向けて」
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)
3.看護業務の改善
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の分析及び課題検討
2)災害時受援体制に関する実態調査の分析・課題の検討
3)新型コロナウイルス感染症対応看護職支援体制の検討
4.事業に係る会議の開催
(1)職能集会
〈令和3年度 保健師・助産師・看護師職能合同集会〉
日 時：令和3年7月17日(土)13:00～16:00
出席者：150名 会員130名 会員外20名
場 所：Web開催
テーマ：「リレートークで繋ぐコロナ禍の看護の現場｣
内 容：病院・保健所・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・訪問看護ステーション・
教育現場、軽症者受け入れたホテル等からの発言
：こころ癒すライブタイム
ピアニスト三好朝香・バイオリニスト大倉理佐
(2)職能委員会（別添報告）
(3)合同委員長会
・日 時：令和3年11月17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：18名
議 題：(1)令和3年度委員会の計画変更および中間報告について
(2)令和3年度下半期の取り組みについて
(3)情報交換
・日 時：令和4年3月24日(木)14:00～16:00

場 所：京都府看護協会研修センター
出席者：18名
議 題：(1)令和3年度委員会活動の総括について
(2)令和4年度事業計画案(案)について
(3)令和4年度委員会活動計画案について
(4)令和4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
日 時：令和3年7月14日(水)・7月16日(金)・7月19日(月) 14:30～16:30
場 所：京都府看護協会研修センター
出席者：役員11名 委員83名 表彰者7名
議 題：(1)令和3年度京都府看護協会事業について
(2)令和3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3年9月18日(土)13:30～16:00
場 所：Webによるオンライン開催
テーマ：｢せん妄による医療事故を防ごう｣
参加者：159名(看護職113名、薬剤師39名、医師4名、歯科医師1名、
臨床工学技士1名、臨床心理士1名)
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 心療内科 医長 山田 宇以
：第2部 シンポジウム「多職種によるチーム活動の現状と課題」
シンポジスト 社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院
看護師の立場から 認知症看護 認定看護師 山本文香
薬剤師の立場から 薬剤師 仲原隆史
医師の立場から
副院長 精神科部長 岸信之
2)医療安全に係る人材育成
(1)医療安全管理者養成研修会(日本看護協会)における演習の実施
演習内容：第6章「安全文化の醸成」
日 時：令和3年11月19日
出席者：11/19 68名、11/26 70名 計138名
看護師114名 医師1名 薬剤師6名 臨床工学技士4名 診療放射線技師5名
理学療法士3名 言語聴覚士1名 管理栄養士1名 介護職3名
(2)医療安全管理者養成研修修了者フォローアップ研修の開催(｢教育実施報告｣参照)
3)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の分析(｢看護きょうと｣Vol.180掲載)
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 4医療機関 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
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6日(日)10:00～12:30 Web開催
参加者：医師、歯科医師、薬剤師、看護職
(2)看護学校禁煙授業派遣
・令和3年 5月26日
京都聖カタリナ高等学校
49名
・令和3年 7月14日
近畿高等看護専門学校
35名
・令和3年10月12日
京都看護大学
100名
(3)タバコフリー京都医療・介護連携部会参画
2)働き続けられる職場環境づくりにつながる情報提供活動の実施
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)、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
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)セカンドキャリアオンデマンド研修
日 時：令和3年11月15日～令和4年2月14日 配信
参加者：54名視聴
交流会
日 時：令和3年11月13日
参加者：13名
(6)看護職就職・就学合同フェア2021開催
日 時：令和3年8月1日(日)～令和3年8月31日(火) オンライン・オンデマンド配信
参加者：ブース訪問 128名（看護学生、未就業看護職、進路相談者等)
ブース設置施設数：教育機関11、医療機関40
(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3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3年10月 2日
近畿高等看護専門学校
・令和4年 3月 7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
テーマ｢自分も周りも元気になる職場づくり｣
日 時：令和3年7月6日(火)13:30～16:30
場 所：オンライン
参加者：18名
(3)情報提供と普及啓発（施設看護職代表者会議、機関紙等）
①社経コラム｢生涯を通じて健康に働くために(健康づくり)｣｢看護きょうと｣Vol.178,179掲載
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)｢働き方改革｣に関する中小規模病院管理者対象研修

・令和3年10月16日(土)10:00～12:00
「本人も組織も辛いハラスメントの問題」
参加者 65名 個別相談 3件
・令和3年10月23日(土)10:00～12:00
「管理者もスタッフも安心に働くための労務管理をメンタルヘルス」
参加者 63名
(3)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
令和4年2月3日～3月3日オンデマンド配信
テーマ「業務改善による職場環境改善」
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)
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 7件
7月 4件
10月 3件
1月 4件
5月 5件
8月 5件
11月 1件
2月 5件
6月 11件
9月 4件
12月 3件
3月 7件
(3)面 談
4月 0件
7月 0件
10月 0件
1月 0件
5月 0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 10月 2回実施
6)ハラスメント対応研修会～ハラスメントから看護職を守るための組織の対応力～
日 時：令和3年12月15日(水)10:00～12:00
場 所：京都府看護協会研修センター，オンライン
参加者：約100名(参集21名)
講 師：日本看護協会参与 友納理緒
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

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
・令和3年9月1日～8日 ゼスト御池
・オンラインによるバーチャル展示 4月23日～7月23日
(2)ふれあい看護体験
(3)看護学校公開
21校
(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（中学生・高校生）計12校 延べ対象生徒数 630名

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)
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
令和3年7月31日
Web開催
参加者29名
(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
(2)看護学生対象の研修実施
①訪問看護入門研修
令和3年8月3日
参加者9名
②訪問看護インターンシップ研修
令和3年7月26日～9月30日 参加者15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)在宅療養サービス支援整備事業（看護職ネットワークの構築）
①下京・南地区看護職ネットワーク会議
・下京・南地区看護職ネットワーク会議 準備会
3回
・下京・南地区看護職ネットワーク会議
6回
②中丹地区看護職ネットワーク会議
・中丹地区看護職ネットワーク会議 準備会
3回
・中丹地区看護職ネットワーク会議
2回
(うち1回は、事例発表)
③研修・交流会（下京・南地区）
令和3年11月25日(火)京都テルサ会場
参加者 39名
④南丹地域入退院支援ルールの普及
・南丹地域在宅療養地域推進会議
令和3年5月10日(火)Web参加者：17名
・南丹地域の｢入退院支援ツール普及研修会｣令和3年 7月20日(火)Web参加者：47名
・入退院支援ツール作成支援(亀岡清水病院)令和3年10月18日(月)令和3年12月13日(月)
集合参加者：23名
(2)安心在宅療養相談事業の実施
・ 令和3年4月16日(金) 新規事業説明会 16:00～17:30(Web)
・ 令和3年度 委託事業所
7カ所（うち委託事業所4カ所）
6)小児在宅移行看護体制整備事業
(1)小児在宅移行支援特別委員会(7回）
(2)円滑な在宅療養移行に向けた看護職ネットワーク会議 3回
(3)小児在宅移行支援看護師OJT研修 6回 令和3年10月17日～令和4年1月29日(実習3日含)
参加者：44名（実人数）

7)在宅療養児支援連携研修事業
(1)小児在宅移行支援看護師養成研修
令和3年10月17日(日)
参加者：44名（37施設）
令和3年11月6日(土)
参加者：29名（25施設）
令和4年3月6日(日) 参加者：50人（33施設）
(2)在宅移行支援看・看連携事業
(3)小児在宅療養移行支援ガイドの活用・普及
8)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
(4)認知症看護研修(3日間) （Web）
受講者：58名
(5)認知症看護研修修了者フォローアップ研修 （Web）
受講者：30名
(6)認知症サポートナースアドバンスト研修 （Web）
受講者：26名
(7)看取り基礎研修 （Web）
受講者：39名
(8)地区別看取りサポート研修（北部地区､市内･南部地区）
受講者：30名
9)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
(1)医療・看護の紹介
(2)健康相談・看護相談
(3)身体測定等
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）
｢プロが教える介護セミナー｣動画配信
期 間：令和3年10月4日(月)～令和4年3月31日(木)
内 容：認知症の方の｢食べる｣をサポートする
感染症も予防する！お家でできる口腔ケア
高齢者の皮膚～老化によっておこること
腰痛予防と介助方法のコツ
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
35名
(2)宇治市介護認定審査会への委員派遣
3名
(3)京都府介護認定審査会への委員派遣
1名
(4)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
39施設 3個人 126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
琵琶湖西岸断層帯地震発生を想定
日 時：令和3年11月9日(火)～11月11日(木)

派遣調整
24施設2個人 61名
派遣決定
15施設
24名
(6)京都府・京都市 合同防災訓練への参加 8/28(日) 9/2(木) 中止
(7)JMAT京都の研修への参加 8/21(土)シンポジスト 1名 参加者：看護師18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 39施設 3個人 160名（3月現在）
(2)京都府・京都市 合同防災訓練への参加 8/28(日) 9/2(木) 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)京都府医師会保健医療コーディネート研修会
日 時：令和4年2月23日(水)
参加者：1名
(2)京都市一斉防災行動訓練
日 時：令和4年3月11日(金)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)周産期災害時体制の構築
(2)受援体制マニュアルの普及と活用状況の実態調査
期間 令和3年12月7日～12月16日
対象 府内200床以上医療施設 51病院
回収率 60.8％
(3)モデル施設における「受援体制マニュアル」の検証

Ⅲ

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.感染症対策の充実と看護職支援体制の強化
1)看護師派遣システムの構築による看護職支援体制の強化
(1)都道府県外看護職員の応援派遣に関する登録施設一覧の作成
(2)代替え看護師紹介システム
(3)専門性の高い看護師派遣システム
・新型コロナウイルス感染症に関する窓口の設置
令和4年3月10日
・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(広域人材調整事業)
2)感染症対策に強い看護職の育成
(1)全地域での感染対策における専門性の高い看護師ネットワークの活性化
(2)看護職全体の感染症対応力の向上
3)新型コロナワクチン接種事業への協力・支援
(1)京都府 大規模接種会場及び市町村接種会場への看護師派遣
① 研修会
｢京都府事業 新型コロナワクチン接種従事看護職研修会｣
日 時：令和3年5月31日～令和3年6月23日 9回
参加者：309名
② 看護従事者のワクチン接種
日 時：令和3年5月31日～令和3年7月12日 16回
接種者：127名(実人数)
③ 看護師派遣（1回目・2回目接種）
a.京都府大規模接種会場
派遣場所：サンガスタジアム(亀岡市)けいはんなプラザ(精華町) 京都駅前
派遣期間：令和3年6月15日(火)～令和3年10月18日(土)

派遣者数：2,408人・日
業務内容：予診補助・接種・接種補助・経過観察
ｂ.市町村接種会場
派遣場所：亀岡市・京田辺市・精華町・京丹波町・綾部市・城陽市・八幡市
派遣期間：令和3年6月19日(土)～令和3年7月31日(土)
派遣者数：160人・日
業務内容：予診補助・接種・接種補助・経過観察
④ 看護師派遣（3回目接種）
a.京都府大規模接種会場
派遣場所：京都タワー、山城総合運動公園、KICK（精華町）
派遣期間：令和4年1月24日(月)～令和4年3月31日(木)
派遣者数：667人
業務内容：予診補助・接種・接種補助・経過観察
ｂ.市町村接種会場
派遣場所：1.2回目接種会場と同じ
派遣期間：令和4年2月1日(火)～令和4年3月31日(木)
派遣者数：46人
業務内容：1.2回目と同じ
(2)京都市集団接種会場開設に伴う看護職確保
(3)ワクチン接種に係る研修
① オンデマンド研修 4月～6月
② 実技研修（2市町村への派遣含む）
｢新型コロナワクチン接種従事看護職対象｣ 19回
参加者：149名
(4)｢新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保業務｣の実施
① 看護職募集 令和4年1月5日(水)～令和4年1月11日(火) 応募者数188名
② 応募者リストの京都府への報告
4)京都府山城保健所への緊急看護師派遣
期
間：令和3年9月5日(日)～令和4年3月31日(木)
就業時間：日勤：8:30～17:15 遅出：17:00～22:00
派遣者数：1,810名(日勤 1,221名 遅出589名)
内
容：疫学調査3,604件・健康観察等9,762件・クレーム対応49件
安心ホットライン(相談)1,284件
その他(HER-SYS入力、事務作業他)
5)新型コロナウイルス感染症支援機関における看護師確保の取組
① 看護職募集
募集期間：令和3年12月16日(木)～令和3年12月27日(月)
応募者数：266名
② 京都府コロナ支援業務に関する説明会
令和4年1月17日(月)京都テルサ
参加者 59名
令和4年1月20日(木)京都府看護協会 参加者 23名
令和4年1月25日(火)京都府看護協会 参加者 19名
5)他府県派遣
宮城県 1名（京都九条病院）

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
①新規入会者をターゲットとした広報チラシの配布

13,695件

②高齢者介護福祉施設への広報チラシの配布 480件
③府内看護師養成校への訪問 1件
(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176号：令和3年 5月17日
第177号：令和3年7月27日
第178号：令和3年10月15日
第179号：令和4年 1月12日
第175号：令和3年3月12日
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3年10月21日(木)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：看護協会の役割「医療安全と看護管理・倫理」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4年2月21日(月)10:40～12:00
対 象：京都医療センター附属京都看護助産学校卒業生101名(看護学科・助産学科)
内 容：看護を続ける原動力
③卒業予定看護学生への看護協会紹介
・日 時：令和4年3月1日(火)14:00～15:00
対 象：桂看護専門学校 卒業予定看護学生40名
内 容：日本看護協会紹介DVD視聴 看護協会の役割 活動紹介
④特別講演(Ｗeb)
・日 時：令和4年3月7日(月)14:00～16:00
対 象：(専)京都中央看護保健大学校 3年次・4年次生、卒業生 約200名
内 容：看護職に望むこと
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
・公益社団法人京都府看護協会組織図の改正
(令和3年11月17日)
・就業規則改正
(令和4年3月24日)
第15条2項文言追加「妊娠中または産後1年間を経過しない 女子職員から申し出があった
場合は時間外又は休日に勤務を命ずることはできない」
・職員給与規則改正
(令和4年3月24日)
非常勤職員の時間給の引き上げ(第21条)
・育児・介護休業等に関する規程等の改正
(令和4年3月24日)
育児休業・介護休業の対象者の改正(第2条、第6条)
・個人情報管理規程の制定
(令和4年3月24日)
・認定看護管理者教育課程細則の改定
(令和4年3月24日)
受講料の要件を改定
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
2.会議運営の充実
1)総会
日 時：令和３年６月20日(日)
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)2名 議長団 3名
一般会員62名 委任状提出13,823名
合計13,924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3年8月10日(火)9:30～16:00

場 所：Web開催
参加者：137名(133施設) 役員26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
京都府健康福祉部 医療課 課長 安原孝啓
③｢看護師基礎教育4年制化実現に向けて｣
公益社団法人日本看護協会 常任理事 田母神裕美
④京都府看護協会事業報告
・令和2年度 施設看護職退職者調査結果報告 常任理事 林千鶴子
・京都府看護協会入会促進に向けて
組織担当理事 小野典子
⑤地区会議
(2)日 時：令和4年2月2日(水)9:30～16:00
場 所：研修センターとZoomでのハイブリッド開催
参加者：161名(133施設) 役員20名
内 容：①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、専務理事 千葉圭子
②医療施設と在宅ケアの現場における暴力ハラスメント対策
関西医科大学看護学部教授 三木明子
「施設の取り組み」
綾部市立病院看護部長 村上洋子
京都保健会総合ケアステーションわかば所長 田辺順子
③モデル事業実践報告
チームの看護職アップに向けた看護師・准看護師・看護補助者の協働推進
京都博愛会病院 看護部長 長谷川寿子 看護師長 蓑田きよみ
④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)・全国職能交流集会
日 時：令和3年6月 9日(水)13:00～15:45
場 所：幕張メッセｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ
：令和3年6月10日(木) 9:30～12:30
(ライブ配信併用)
(2)理事会(年６回)
① 日 時：令和3年5月 7日(金)10:00～14:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席
② 日 時：令和3年6月 9日(水)16:15～17:00
場 所：幕張メッセ(Web併用)
③ 日 時：令和3年7月29日(木)13:30～16:30
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席
④ 日 時：令和3年9月17日(金) 9:30～14:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席
⑤ 日 時：令和3年11月25日(木)13:30～18:00
場 所：明治記念館｢富士の間｣
⑥ 日 時：令和4年 2月24日(木)13:30～18:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
：令和4年 2月25日(金) 9:30～10:30
Web出席
出席者：会長 中島すま子
(3)法人会員会
① 日 時：令和3年5月7日(金)14:00～16:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
出席者：会長 中島すま子
Web出席
② 日 時：令和3年6月4日(金)10:00～12:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール
出席者：会長 中島すま子
Web出席
第一副会長 長谷川泰子
③ 日 時：令和3年7月30日(金) 9:30～12:00
場 所：日本看護協会ＪＮＡホール

④ 日 時：令和3年9月17日(金)14:15～16:00
⑤ 日 時：令和3年11月26日(金)9:30～14:00
出席者：会長 中島すま子
⑥ 日 時：令和4年2月25日(金)10:40～13:00
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
常任理事 乾啓子
(4)日本看護連盟との合同会議
日 時：令和4年2月25日(金)14:00～16:00
出席者：会長 中島すま子

場

Web出席
所：日本看護協会ＪＮＡホール

場

所：日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席

場

所：ｻﾞ・ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸ東京
日本看護協会ＪＮＡホール
Web出席

(5)地区別法人会員会
日 時：令和3年10月25日(月)・26日(火)
場 所：ホテルグランヴィア和歌山
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
(6)全国職能委員長会議
日 時：令和3年7月7日(水)～7月9日(金)
場 所：Web出席
：令和4年3月3日(木)13:30～16:30
出席者：保健師職能理事
岡本由紀子
助産師職能理事
松岡その子
看護師職能理事
竹内芳子
常任理事
木下直子
(7)日本看護協会全国職能交流集会
日 時：令和3年6月10日(木)9:00～12:30
場 所：幕張メッセｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ
出席者：会長 中島すま子
(ライブ配信併用)
(8)担当者会議
・2021年度都道府県看護協会会員情報管理情報交換会
日 時：令和3年10月4日(月)13:00～16:00
場 所：Web会議による開催
出席者：専務理事 千葉圭子 組織担当理事 小野典子
：職員 北里由佳利 脇田育子
・2021年度認定看護管理者教育機関担当者会議
日 時：令和3年5月27日(木)14:00～17:00
場 所：Web会議による開催
出席者：常任理事 島田惠
・2021年度ナースセンター事業担当者会議
日 時：令和3年5月27日(木)14:00～17:00
場 所：Web会議による開催
出席者：常任理事 林千鶴子
相談員 藤田治子
・令和3年度都道府県看護協会看護労働担当者会議
日 時：令和3年5月19日(水)13:30～16:00
場 所：Web会議による開催
出席者：専務理事 千葉圭子
・令和3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9月8日(水)13:00～17:00
場 所：Web開催
出席者：保健師職能理事 岡本由紀子
助産師職能理事 松岡その子
・令和3年度都道府県看護協会広報担当役員会議
日 時：令和3年11月12日(金)13:30～16:15
場 所：Web開催
出席者：専務理事 千葉圭子
常任理事 林千鶴子
・令和3年度都道府県看護協会災害看護担当者会議
日 時：令和3年12月16日(金)14:00～16:30
場 所：Web会議による開催
出席者：専務理事 千葉圭子 常任理事 乾啓子
(9)患者・利用者安全確保推進策検討委員会

日

時：令和3年6月 2日(水)10:00～12:00
場 所：Web会議による開催
：令和4年1月20日(木)10:00～11:00
出席者：会長 中島すま子
(10)2021年度都道府県看護協会政策責任者会議
日 時：令和3年9月16日(木)10:00～16:00
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)
(11)2021年度全国看護基礎教育担当役員会議
日 時：令和3年11月5日(金)14:00～16:30
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子(オブザーバー)
常任理事 乾啓子
(12)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(Web)
日 時：令和3年11月11日(木)
場 所：Web開催
(13)認定看護管理者教育機関認定更新審査
日 時：令和3年11月18日(木)14:30～16:30
場 所：Web開催
出席者：専務理事 千葉圭子 常任理事 乾啓子
教育統括 尾﨑美智惠
(14)2021年度ナース・プラクティショナー(仮称)制度創設に向けた意見交換会(近畿地区)
日 時：令和3年11月29日(月)13:30～16:00
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子
(15)日本看護サミット2021
日 時：令和4年2月4日(金)10:00～16:15
場 所：パシフィコ横浜 国立大ホール
出席者：会長 中島すま子 専務理事 千葉圭子
2)日本看護協会事業への協力、参画
(1)日本看護協会総会代議員研修会
日 時：令和3年5月26日(水)13:00～16:00
出席者：28名(会長、代議員・予備代議員27名)
3)認定看護管理者教育機関更新認定
日 時：令和4年1月24日(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
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)近畿地区看護協会教育担当者会議
日 時：令和3年10月1日(金)14:00～16:00
場 所：Web開催
出席者：専務理事 千葉圭子 常任理事 乾啓子
(2)近畿地区看護協会人材確保・定着担当者会議
日 時：令和4年1月24日(月)14:00～16:00
場 所：Web開催
出席者：常任理事 林千鶴子 職員 藤田治子
(3)近畿地区看護協会災害担当者会議
日 時：令和4年3月4日(金)10:00～11:30
場 所：Web開催
出席者：専務理事 千葉圭子 常任理事 乾啓子
5.行政・他団体・機関との連携
1)陳情・要望活動
京都府 令和3年 5月25日(火)15:30～16:30 ｢新型コロナウイルス感染症にかかる看護学生の
予防接種に関する要望」
令和3年10月29日(金)11:15～12:15 ｢令和4年度予算要望｣
京都市 令和4年 1月 5日(水)11:00～12:00 ｢令和4年度予算要望｣
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
(1)京都市新型コロナワクチン接種推進協議会
日 時：令和3年 4月5日(月)15:30～16:30
場 所：京都市危機管理センター
：令和3年12月9日(木)17:00～18:00

出席者：会長 中島すま子
(2)きょうと介護・福祉ジョブネット
①看護職確保プロジェクトチーム会議
・日 時：令和3年4月28日(水)15:00～17:00
場 所：Web開催
出席者：常任理事 林千鶴子
・日 時：令和4年2月21日(月)15:00～16:00
場 所：Web開催
出席者：常任理事 林千鶴子
(3)京都府総合防災訓練関係機関連絡会議
・ 日 時：令和3年5月17日(月)10:00～11:00
出席者：常任理事 島田惠
・ 日 時：令和3年6月16日(水)14:00～
出席者：常任理事 島田惠
職員 柳生典世、乾啓子
・ 日 時：令和3年7月 2日(金)14:30～15:30
出席者：常任理事 乾啓子 職員 柳生典世 北丹地区理事 藤本江見
(4)京都地域包括ケア推進機構
・京都地域包括ケア推進機構第11回総会・第34回理事会
日 時：令和3年7月9日(金)15:00～16:00
場 所：Web開催
・京都地域包括ケア推進機構第36回理事会
日 時：令和4年3月24日(木)16:30～17:30
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子
・多職種による在宅療養支援部会
日 時：令和4年2月14日(月)14:00～15:30
場 所：Web開催
出席者：常任理事 木下直子
(5)京都府薬事審議会
日 時：令和3年 7月20日(火)13:30～15:30
場 所：京都ガーデンパレス
出席者：専務理事 千葉圭子
(6)福祉職場就業フェア 実行委員会
日 時：令和3年7月26日(月)14:00～16:30
場 所：こどもみらい館
出席者：常任理事 林千鶴子
(7)地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会
日 時：令和3年8月5日(木)16:00～17:00
場 所：京都市立病院
出席者：会長 中島すま子
(8)認知症総合支援事業アドバイザリーボード
・日 時：令和3年 8月 6日(金)15:00～16:30
場 所：京都府医師会館
：令和3年12月14日(火)16:30～18:00
：令和4年 3月 8日(火)16:30～18:00
場 所：Ｗeb開催
出席者：専務理事 千葉圭子
(9)京都府糖尿病重症化予防戦略会議
・日 時：令和3年8月12日(木)14:10～16:00
場 所：Ｗeb開催
出席者：慢性疾患看護専門看護師 加藤久代
(10)京都府医療審議会
日 時：令和3年 8月16日(月)15:00～16:30
場 所：ルビノ京都堀川 ｢みやこ｣
：令和3年12月28日(火)13:30～15:00
：京都ガーデンパレス ｢葵｣
出席者：会長 中島すま子
(11)女性等多様な視点での防災対策意見交換会
日 時：令和3年10月26日(火)14:00～16:00
場 所：ルビノ堀川
出席者：常任理事 乾啓子
(12)北部地域における医療看護及び看護教育体制のあり方検討会
日 時：令和3年11月26日(金)15:00～17:00
場 所：Web開催
出席者：第一副会長 長谷川泰子
専務理事 千葉圭子

(13)京都府肝炎対策協議会
日 時：令和3年11月30日(火)14:00～17:00
場 所：Web開催
出席者：第一副会長 長谷川泰子
(14)医療的ケア児等支援協議会
日 時：令和3年12月22日(水)13:00～15:00
場 所：Web開催
出席者：第一副会長 長谷川泰子
(15)京都府循環器病対策推進協議会
日 時：令和3年12月27日(月)16:30～17:30
場 所：Web開催
出席者：第二副会長 橋元春美
(16)第27回京都市自殺総合対策連絡会
日 時：令和4年1月18日(火)14:00～15:15
場 所：職員会館かもがわ
出席者：常任理事 乾啓子
(17)京都市自殺総合対策連絡会ワーキンググループ会議
日 時：令和4年1月18日(火)14:00～16:50
場 所：職員会館かもがわ
出席者：常任理事 乾啓子
(18)在宅医療･介護連携ワーキンググループ
日 時：令和4年1月19日(水)13:00～15:00
場 所：中京区役所
出席者：専務理事 千葉圭子
(19)京都市域災害医療連絡協議会
日 時：令和4年2月17日(木)13:30～14:30
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子
(20)京都府原子力災害医療ネットワーク会議
日 時：令和4年3月18日(金)15:00～17:00
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子(オブザーバー)
(21)｢ワールドマスターズゲームズ2021関西｣京都府実行委員会
日 時：令和4年3月18日(金)
場 所：Web開催
出席者：専務理事 千葉圭子
(22)「健康長寿のまち・京都市民会議」総会
日 時：令和4年1月24日(月)14:30～15:30
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子
(23)京都歯と口の健康づくり推進協議会
日 時：令和4年3月24日(木)14:00～15:00
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子
(24)令和3年度救急安心センターきょうと(#7119)検証会議
日 時：令和4年3月29日(火)13:00～14:00
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子
(25)ワールドマスターズゲームズ2021関西京都市実行委員会総会
日 時：令和4年3月30日(水)13:00～14:00
場 所：京都市役所本庁舎1階
出席者：会長 中島すま子
第1～4会議室
4)関連団体が開催する会議等への出席
(1)京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構
①総会
日 時：令和3年 6月14日(月)14:00～15:30
場 所：ハートピア京都3階大会議室
出席者：会長 中島すま子
(2)一般社団法人 京都府医師会
・家族介護者向け医療的ケア・口腔ケア実践講習会ワーキンググループ会議
日 時：令和3年6月15日(火)14:30～15:30
場 所：Ｗeb開催
出席者：常任理事 島田惠
日 時：令和4年2月15日(火)14:30～16:00
場 所：Ｗeb開催
出席者：常任理事 乾啓子
・くらしと健康展 実行委員会
日 時：令和4年1月19日(水)14:45～
場 所：京都府医師会館(Ｗeb併用)
出席者：常任理事 乾啓子 教育担当職員 柳生典世
・医療安全対策委員会

日

時：令和3年 4月21日(水)14:30～16:00
場 所：Web開催
：令和3年11月16日(火)14:30～
：Web開催
出席者：第二副会長 橋元春美
・災害対策小委員会
日 時：令和3年10月15日(金)15:00～16:00
場 所：Web開催
：令和3年12月17日(金)15:40～16:40
：Web開催
：令和4年 2月18日(金)15:00～16:00
：Web開催
出席者：常任理事 乾啓子
(3)社会福祉法人京都府社会福祉事業団評議員会
日 時：令和3年6月28日(月)14:00～16:00
場 所：ハートピア京都3階大会議室
：令和4年3月22日(火)14:00～16:00
：ハートピア京都3階大会議室
出席者：会長 中島すま子
(4)社会福祉法人京都福祉サービス協会 理事会･評議員会
日 時：令和3年 6月22日(火)14:00～
場 所：京都福祉サービス協会本部ビル
：令和3年12月23日(木)14:00～16:00
：京都福祉サービス協会本部ビル
出席者:会長 中島すま子
(5)京都府看護連盟
・令和３年度通常総会
日 時：令和3年7月10日(土)14:00～16:00
場 所：京都テルサ
出席者：会長 中島すま子
(6)令和3年度京都府福祉サービス運営適正化委員会・運営監視合議体
①運営適正化委員会
日 時：令和3年 7月29日(木) 9:30～10:45
場 所：ハートピア京都4階第5会議室
：令和3年12月10日(金)10:00～11:30
：ハートピア京都4階第5会議室
：令和4年 2月25日(金) 9:30～10:45
：ハートピア京都4階第5会議室
出席者：常任理事 林千鶴子
②運営監視合議体
日 時：令和3年 7月29日(木)10:45～12:00
場 所：ハートピア京都4階第5会議室
：令和3年
：令和4年2月19日(金)15:00～16:10
2月25日(金)10:45～12:00
：ハートピア京都4階第5会議室
出席者：常任理事 林千鶴子
(7)一般社団法人京都府薬剤師会
・学術倫理審査会
日 時：令和3年8月24日(火)16:00～17:00
場 所：京都府薬剤師会館
出席者：会長 中島すま子
(8)一般財団法人 京都予防医学センター
・令和３年度 評議員会
日 時：令和3年6月28日(月)13:30～14:00
場 所：京都ガーデンパレス「葵の間」
出席者：会長 中島すま子
(9)京都橘大学看護教育研修センター 教員会
日 時：令和3年5月20日(木)17:30～19:10
場 所：Web開催
：令和4年2月20日(木)17:30～
：Web開催
出席者：会長 中島すま子
(10)京都府立医科大学看護実践キャリア開発センター評価委員会
日 時：令和4年2月2日(水)16:00～18:00
場 所：Web開催
出席者：会長 中島すま子
(11)京都府臨床検査技師会実技講習会講師派遣
日 時：令和4年1月23日(日)10:00～17:00
講 師：4名（京都桂病院、京都第一赤十字病院）
(12)京都府放射線技師会実技研修講師派遣
日 時：令和4年3月12日(土)13日(日)
講 師：京都府立医科大学附属病院 1名（中止）
(13)公益財団法人京都市健康づくり協会理事会

日 時：令和4年3月25日(金)14:00～15:00
場 所：京都市健康増進センター
出席者：会長 中島すま子
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：長谷川寿子、中島美代子、濱戸真都里
・春の叙勲
受章者：桑原安江
・京都府看護功労者表彰
受賞者：髙野佳子、松田保子、森下治代
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7名
・新型コロナウイルス感染症対応 休業見舞金(日本看護協会)
申請者2名
(2)㈱ハトヤフーズとの提携
(3)㈱日本エスコンとの提携
(4)㈱サニックスとの提携
(5)文化スポーツ事業等
4)令和３年度会費納入者数（令和4年3月31日現在）
保健師
看護師
准看護師
助産師
合計
女
男
女
男
女
男
新規
18
4
73
1,183
109
39
2
1,428
継続
256
27
611
13,319
1,334
466
50
16,063
274
31
684
14,502
1,443
505
52
合計
17,491
305
684
15,945
557
※ 会員施設
施設、個人会員
名
（他県からの移動者含む)
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
准看護師
助産師
合計
女
男
女
男
女
男
新規
19
2
43
1,182
144
29
2
1,421
継続
258
26
623
13,365
1,315
499
53
16,139
277
28
666
14,547
1,459
528
55
合計
17,560
305
666
16,006
583
※ 会員施設
施設、個人会員
名
（他県からの移動者含む)
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
(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
8件
看護学校への戴帽式祝電
3件
看護学校への宣誓式祝電
1件
尾﨑美智惠氏への叙勲祝電
1件
小城智圭子氏への叙勲祝電
1件
桑原安江氏への叙勲祝電
1件
曽我典子氏への叙勲祝電
1件
看護学校への卒業式祝電
10件

