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山梨県看護協会平成２7年度

公益社団法人 山梨県看護協会 会長藤巻秀子
通常総会を迎えるにあたって 第1号議案

病院完結型医療から地域完結型医療への
転換の中で看護の連携を強め
看護職の役割を果たそう

平成26年度会計報告･監査報告は総会2週間前に
ホームページに掲載します。

第2号議案 平成27年度スローガン（案）

看護職員の確保 ･ 定着対策の推進
①働き続けられる労働環境改善の推進
②関係団体・関係機関への看護職員確保の働きかけ

看護の質向上を図るため教育研修の充実と体制の検討

長期療養の生活者を支援する基盤整備と訪問看護等の機能強化

各地区支部活動の推進

保健師・助産師・看護師等三職能の機能強化と連携

報告事項４ 平成27年度重点事業

第五号議案 理事の報酬等の総額の上限（案）

　理事報酬及び退職慰労金規則の改正に伴い、「常勤理事の報酬月額
表」を見直し、使用人（部長）を兼ねる理事（常任理事）を廃止し、
常任理事として全額報酬で支給することとしたため、また、常勤理事
の報酬月額を引き上げたことから、上限（年額）の増額を行うもので
ある。併せて、退職慰労金についても、常勤理事が全員退職した場合
を想定して上限（年額）の増額を行うものである。

理事の報酬等の総額の上限（年額）2，100万円【提案】

議題
報告事項1

報告事項２

報告事項３

報告事項４

報告事項５

理事会報告
地区支部長と役員合同会議報告
平成26年度事業報告

職能委員会報告
常任委員会報告
特別委員会報告

平成27年度重点事業及び
事業計画

平成27年度収支予算

第一号議案

第二号議案

第三号議案

第四号議案

第五号議案

平成26年度会計報告・
監査報告

 議決事項

平成27年度スローガン（案）

山梨県看護協会改選役員等の
選出
平成28年度
日本看護協会通常総会代議員
及び予備代議員の選出

理事の報酬等の総額の上限

開催日時　平成 27年６月20日（土）
　　　　　 午前９時30分～午後3時20分（開場午前8時30分）
会　　場　山梨県看護教育研修センター

＊

＊

公益社団法人 山梨県看護協会
平成２7年度通常総会平成

会員の皆様
ご出席ください

Yamanashi Nursing Association

　新緑が目映い季節となりました。平成27年度がスタートし、会員の皆様におかれましては心新
たにそれぞれの目標に向かって第一歩を踏み出されたことと思います。
　少子・高齢化が進展し、県民の医療や介護ニーズは多様化・複雑化して来ています。さらに社
会経済状況の変化が保健・医療・福祉に及ぼす影響は大きく、県民誰もが安心して住み馴れた地
域で生活していくための「地域包括ケアシステム」の構築が喫緊の課題となりました。また、昨
年６月「医療介護総合確保推進法」が成立し、財政支援のための基金が県に交付されたことか
ら、基金を活用した医療・介護・福祉分野などの職能団体や病院、診療所、介護・福祉施設など
が事業の強化に向けチャレンジしているところです。
　看護協会は26年度のスローガンを「病院完結型医療から地域完結型医療への転換の中で看護
の連携を強め、看護職の役割を果たそう」とし、看護職員の確保・定着や、看護の質向上を図る
ための教育研修の充実、長期療養者の生活を支える訪問看護等の機能強化、各地区支部活動の推
進、保健師・助産師・看護師等３職能の機能強化を重点事業として
推進して参りました。また、基金事業では、退院支援マネジメント
研修事業や、訪問看護の普及を図っていくための訪問看護支援拠
点事業などに取り組みました。 総会では皆様にその成果を報告し、
ご意見などいただき、２７年度事業に反映させて参ります。
大勢の会員の皆様にご出席をいただき、活発な審議が行われます
ようお願い申し上げあいさつといたします。
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山梨県看護協会平成２7年度

公益社団法人 山梨県看護協会 会長藤巻秀子
通常総会を迎えるにあたって 第1号議案

病院完結型医療から地域完結型医療への
転換の中で看護の連携を強め
看護職の役割を果たそう

平成26年度会計報告･監査報告は総会2週間前に
ホームページに掲載します。

第2号議案 平成27年度スローガン（案）

看護職員の確保 ･ 定着対策の推進
①働き続けられる労働環境改善の推進
②関係団体・関係機関への看護職員確保の働きかけ

看護の質向上を図るため教育研修の充実と体制の検討

長期療養の生活者を支援する基盤整備と訪問看護等の機能強化

各地区支部活動の推進

保健師・助産師・看護師等三職能の機能強化と連携

報告事項４ 平成27年度重点事業

第五号議案 理事の報酬等の総額の上限（案）

　理事報酬及び退職慰労金規則の改正に伴い、「常勤理事の報酬月額
表」を見直し、使用人（部長）を兼ねる理事（常任理事）を廃止し、
常任理事として全額報酬で支給することとしたため、また、常勤理事
の報酬月額を引き上げたことから、上限（年額）の増額を行うもので
ある。併せて、退職慰労金についても、常勤理事が全員退職した場合
を想定して上限（年額）の増額を行うものである。

理事の報酬等の総額の上限（年額）2，100万円【提案】

議題
報告事項1

報告事項２

報告事項３

報告事項４

報告事項５

理事会報告
地区支部長と役員合同会議報告
平成26年度事業報告

職能委員会報告
常任委員会報告
特別委員会報告

平成27年度重点事業及び
事業計画

平成27年度収支予算

第一号議案

第二号議案

第三号議案

第四号議案

第五号議案

平成26年度会計報告・
監査報告

 議決事項

平成27年度スローガン（案）

山梨県看護協会改選役員等の
選出
平成28年度
日本看護協会通常総会代議員
及び予備代議員の選出

理事の報酬等の総額の上限

開催日時　平成 27年６月20日（土）
　　　　　 午前９時30分～午後3時20分（開場午前8時30分）
会　　場　山梨県看護教育研修センター

＊

＊

公益社団法人 山梨県看護協会
平成２7年度通常総会平成

会員の皆様
ご出席ください

Yamanashi Nursing Association

　新緑が目映い季節となりました。平成27年度がスタートし、会員の皆様におかれましては心新
たにそれぞれの目標に向かって第一歩を踏み出されたことと思います。
　少子・高齢化が進展し、県民の医療や介護ニーズは多様化・複雑化して来ています。さらに社
会経済状況の変化が保健・医療・福祉に及ぼす影響は大きく、県民誰もが安心して住み馴れた地
域で生活していくための「地域包括ケアシステム」の構築が喫緊の課題となりました。また、昨
年６月「医療介護総合確保推進法」が成立し、財政支援のための基金が県に交付されたことか
ら、基金を活用した医療・介護・福祉分野などの職能団体や病院、診療所、介護・福祉施設など
が事業の強化に向けチャレンジしているところです。
　看護協会は26年度のスローガンを「病院完結型医療から地域完結型医療への転換の中で看護
の連携を強め、看護職の役割を果たそう」とし、看護職員の確保・定着や、看護の質向上を図る
ための教育研修の充実、長期療養者の生活を支える訪問看護等の機能強化、各地区支部活動の推
進、保健師・助産師・看護師等３職能の機能強化を重点事業として
推進して参りました。また、基金事業では、退院支援マネジメント
研修事業や、訪問看護の普及を図っていくための訪問看護支援拠
点事業などに取り組みました。 総会では皆様にその成果を報告し、
ご意見などいただき、２７年度事業に反映させて参ります。
大勢の会員の皆様にご出席をいただき、活発な審議が行われます
ようお願い申し上げあいさつといたします。
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第三号議案

第四号議案

平成27年度 役員・推薦委員・職能委員候補者
山梨県看護協会改選役員等の選出

　　会 長 候 補 者
　　副 会 長 候 補 者
　　理　　　　　事

　　　　 （保健師職能）
　　　　 （助産師職能）
　　　　 （看護師職能）
　　　　 （准 看 護 師）
　　　　 （中 北 地 区）
　　　　 （中 北 地 区）
　　　　 （中 北 地 区）
　　　　 （峡 北 地 区）
　　　　 （峡 東 地 区）
　　監　　　　　事
　　推　薦　委　員

　　保健師職能委員

　　助産師職能委員

　　看護師職能委員　

代
議
員

予
備
代
議
員

2
2

残 1
残 1
2

残 1
残 1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

看 護 師

保 健 師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

准看護師

保 健 師

看 護 師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

准看護師

山梨県看護協会

個人

個人

山梨県看護協会
中北保健福祉事務所
山梨県立中央病院
山梨赤十字病院
甲府城南病院
貢川訪問看護ステーション
独立行政法人国立病院機構甲府病院
地域医療機構山梨病院
あけぼの医療福祉センター
山梨厚生病院
個人
山梨県立中央病院
県総務部職員厚生課
白根徳洲会病院
塩山市民病院
身延山病院
都留市立病院
山梨県立大学
笛吹市役所
富士・東部保健福祉事務所
北杜市役所
山中湖村
山梨県立大学
山梨大学医学部附属病院
市立甲府病院
富士吉田市立病院
山梨県立中央病院
山梨大学医学部附属病院
身延山病院
日下部記念病院
巨摩共立病院

個人

山梨県看護協会

中北保健福祉事務所

山梨県立中央病院

山梨赤十字病院

甲府城南病院

山梨県立大学

山梨県看護協会
甲府市役所
富士吉田市立病院
一宮温泉病院
日下部記念病院

古屋　玉枝
有田　明美
三浦　冨貴子
清水　しほり
市川　敏美
坂本　富子
岡本　理恵
田中　久美子
雨宮　きよ子
岩下　美代子
阪野　祐子
早川　真澄
丹沢　早苗
川口　敬子
横森　いづみ
望月　まゆみ
長田　美和
山下　明美
佐野　ひろみ
幡野　良子
渡辺　輝美
五味　万智子
岡部　順子
輿水　秀子
渡辺　和代
平田　良江
小泉　夫美子
石川　美好
渡邊　江利子
深沢　京子
小澤　和子
白滝　直美
半田　まどか
村松　裕子

有田 明美
三浦 冨貴子
市川 敏美
坂本 富子
岡本 理香
田中 久美子

佐藤 悦子
清水 しほり
若月 歩
渡邊 江利子
梶原 さつき
半田 まどか

役　職

氏　名 氏　名

氏　名

職　種 職　種

任 期 所　属

所　属 所　属

〈候補者〉
平成28年度日本看護協会通常総会
代議員及び予備代議員の選出

注）任期「残1」は前任者の残任期間1年の任期です。

１－ 1）専門性を向上させるための継続
　　　　研修の実施
(1) 看護職員資質向上研修
(2) 看護職員実務研修（短期）
(3) 協会単独研修
(4) 継続教育研修計画冊子の作成
(5) 教育委員会
(6) 日本看護協会教育担当者会議への参加
１－ 2）看護研究活動の推進
(1) 山梨県看護協会学術研究
(2) 山梨看護学会の開催

(3) 山梨看護学会委員会
(4) 日本看護学会委員会
１－ 3）資格認定に関する事項
(1) ファーストレベル教育課程
(2) 認定看護管理者教育運営委員会

(3) 認定看護師養成・専門相談事業

１－ 4）訪問看護支援事業
(1) 訪問看護師養成講習会
(2) 訪問看護師継続研修会
(3) 訪問看護管理者研修会
(4) 訪問看護師養成コアカリキュラム（案）
　  試行事業

(5）訪問看護推進拠点事業

１－ 5）看護職の質の向上
(1) 高齢者権利擁護等実務者研修
(2) 訪問看護ステーション・医療機関看護師
 　 相互研修
(3) 喀痰・吸引等指導者養成講習会

9コース：285人
7コース：223人
20コース：825人
6000部印刷
11回
8月　都道府県看護協会教育担当者会議参加(1回)　

山梨県看護協会と山梨県立大学看護実践開発研究センターとの連絡協議会　3回
①12月13日（土）　参加者：395人
メインテーマ：看護を語ろう～私の看護を発信し、未来へ歩もう～
研究発表：51題　　
特別講演　テーマ：看護師の実践、看護師の語り　
講師：村上靖彦（大阪大学大学院人間科学研究科 ）
企画：「私の看護を語る会」　　
②看護研究奨励賞選考：3編
③ミニレクチャー：「かならずできる文献検索～文献検索の実際と困った時の解決方法」
10回
11月25日　日本看護学会運営会議参加(1回)

ファーストレベル　　　受講者：52人修了
①認定看護管理者教育課程の企画・運営・評価　　②委員会：4回
③ファースト・セカンド・サードレベル教育課程修了者交流会
　平成27年2月28日　参加者：34人
①連絡会議：7月23日　出席者：26人
②認定看護師会議：8月12日（81人）平成27年3月6日（73人）
③養成助成　3人助成申請

受講生23人　内容：eラーニング・集合研修及び実習（訪問看護ステーション、福祉施設）
①第1回：5月17日　参加者69人　　②第2回：12月6日　参加者67人
①第1回：9月26日(半日)　参加者23人　　②第2回：12月6日(１日)　参加者21人
①訪問看護師養成コアカリキュラム（案）試行事業・新卒訪問看護師養成事業等検討
　委員会開催3月実績報告済み（日看協）
②訪問看護師養成コアカリキュラム(動機づけ研修)　7月29日30日：受講生10人
　内容　講義・訪問看護同行或いは訪問看護事例検討
③新卒訪問看護師学習支援者会議　9回
①専門員会2回、運営委員会1回　②普及啓発用ちらし作成・配布
③普及啓発講演会：平成27年3月28日　参加者：70人

平成27年3月11日　参加者：27人
参加者　20人
研修　5日間　
平成26年10月16日、10月17日　参加者：57人

事　業　内　容 実　施　報　告

報告事項２ 平成26年度事業報告
1. 専門教育等看護の質の向上に関する事業(公益目的事業）

事　業　内　容 実　施　報　告

①ナースセンター事業担当者会議参加　②ナースセンター相談員研修　参加
①看護師等就業協力員会議参加　
②山梨県福祉人材センターとの連携
③福祉人材センターの福祉就職フェア参加　
④福祉人材確保推進協議会参加
⑤看護職就職支援セミナー　
⑥新卒看護職員U・Iターン就職促進事業
⑦26年6月よりハローワーク富士吉田・甲府・韮崎に1回／月10時～14時、巡回相談に出張
6月　事業報告書送付　194カ所
①潜在看護職員復職研修事業　申込み 20人 研修修了者 18人 12名就業(常勤5人、非常勤7人)
②潜在看護師交流会　10月　参加者10人
①看護のキャリアを活かして「退職後をいきいきと過ごす」講座　12月　参加者：12人　
　　
無料職業紹介　求人相談延件数：1,310人　求職相談件数：1,766人　就業者数：626人

２－1）ナースセンター推進事業
(1)中央ナースセンターとの連携
(2)行政、ハローワーク、就業協力員との
　  連携

(3)事業報告書の作成
(4)再就業支援研修

(5)退職後再就業支援事業
２－2）ナースバンク事業の推進
(1)NCCSシステムの運営

2. 看護職員の確保・定着に関する事業(公益目的事業）

Yamanashi Nursing Association

kango
テキストボックス
岡本 理恵



● Vol.102 平成27年5月4 5やまなし看護協会NEWS 通常総会特集号 ●

第三号議案

第四号議案

平成27年度 役員・推薦委員・職能委員候補者
山梨県看護協会改選役員等の選出

　　会 長 候 補 者
　　副 会 長 候 補 者
　　理　　　　　事

　　　　 （保健師職能）
　　　　 （助産師職能）
　　　　 （看護師職能）
　　　　 （准 看 護 師）
　　　　 （中 北 地 区）
　　　　 （中 北 地 区）
　　　　 （中 北 地 区）
　　　　 （峡 北 地 区）
　　　　 （峡 東 地 区）
　　監　　　　　事
　　推　薦　委　員

　　保健師職能委員

　　助産師職能委員

　　看護師職能委員　

代
議
員

予
備
代
議
員

2
2

残 1
残 1
2

残 1
残 1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

看 護 師

保 健 師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

准看護師

保 健 師

看 護 師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

准看護師

山梨県看護協会

個人

個人

山梨県看護協会
中北保健福祉事務所
山梨県立中央病院
山梨赤十字病院
甲府城南病院
貢川訪問看護ステーション
独立行政法人国立病院機構甲府病院
地域医療機構山梨病院
あけぼの医療福祉センター
山梨厚生病院
個人
山梨県立中央病院
県総務部職員厚生課
白根徳洲会病院
塩山市民病院
身延山病院
都留市立病院
山梨県立大学
笛吹市役所
富士・東部保健福祉事務所
北杜市役所
山中湖村
山梨県立大学
山梨大学医学部附属病院
市立甲府病院
富士吉田市立病院
山梨県立中央病院
山梨大学医学部附属病院
身延山病院
日下部記念病院
巨摩共立病院

個人

山梨県看護協会

中北保健福祉事務所

山梨県立中央病院

山梨赤十字病院

甲府城南病院

山梨県立大学

山梨県看護協会
甲府市役所
富士吉田市立病院
一宮温泉病院
日下部記念病院

古屋　玉枝
有田　明美
三浦　冨貴子
清水　しほり
市川　敏美
坂本　富子
岡本　理恵
田中　久美子
雨宮　きよ子
岩下　美代子
阪野　祐子
早川　真澄
丹沢　早苗
川口　敬子
横森　いづみ
望月　まゆみ
長田　美和
山下　明美
佐野　ひろみ
幡野　良子
渡辺　輝美
五味　万智子
岡部　順子
輿水　秀子
渡辺　和代
平田　良江
小泉　夫美子
石川　美好
渡邊　江利子
深沢　京子
小澤　和子
白滝　直美
半田　まどか
村松　裕子

有田 明美
三浦 冨貴子
市川 敏美
坂本 富子
岡本 理香
田中 久美子

佐藤 悦子
清水 しほり
若月 歩
渡邊 江利子
梶原 さつき
半田 まどか

役　職

氏　名 氏　名

氏　名

職　種 職　種

任 期 所　属

所　属 所　属

〈候補者〉
平成28年度日本看護協会通常総会
代議員及び予備代議員の選出

注）任期「残1」は前任者の残任期間1年の任期です。

１－ 1）専門性を向上させるための継続
　　　　研修の実施
(1) 看護職員資質向上研修
(2) 看護職員実務研修（短期）
(3) 協会単独研修
(4) 継続教育研修計画冊子の作成
(5) 教育委員会
(6) 日本看護協会教育担当者会議への参加
１－ 2）看護研究活動の推進
(1) 山梨県看護協会学術研究
(2) 山梨看護学会の開催

(3) 山梨看護学会委員会
(4) 日本看護学会委員会
１－ 3）資格認定に関する事項
(1) ファーストレベル教育課程
(2) 認定看護管理者教育運営委員会

(3) 認定看護師養成・専門相談事業

１－ 4）訪問看護支援事業
(1) 訪問看護師養成講習会
(2) 訪問看護師継続研修会
(3) 訪問看護管理者研修会
(4) 訪問看護師養成コアカリキュラム（案）
　  試行事業

(5）訪問看護推進拠点事業

１－ 5）看護職の質の向上
(1) 高齢者権利擁護等実務者研修
(2) 訪問看護ステーション・医療機関看護師
 　 相互研修
(3) 喀痰・吸引等指導者養成講習会

9コース：285人
7コース：223人
20コース：825人
6000部印刷
11回
8月　都道府県看護協会教育担当者会議参加(1回)　

山梨県看護協会と山梨県立大学看護実践開発研究センターとの連絡協議会　3回
①12月13日（土）　参加者：395人
メインテーマ：看護を語ろう～私の看護を発信し、未来へ歩もう～
研究発表：51題　　
特別講演　テーマ：看護師の実践、看護師の語り　
講師：村上靖彦（大阪大学大学院人間科学研究科 ）
企画：「私の看護を語る会」　　
②看護研究奨励賞選考：3編
③ミニレクチャー：「かならずできる文献検索～文献検索の実際と困った時の解決方法」
10回
11月25日　日本看護学会運営会議参加(1回)

ファーストレベル　　　受講者：52人修了
①認定看護管理者教育課程の企画・運営・評価　　②委員会：4回
③ファースト・セカンド・サードレベル教育課程修了者交流会
　平成27年2月28日　参加者：34人
①連絡会議：7月23日　出席者：26人
②認定看護師会議：8月12日（81人）平成27年3月6日（73人）
③養成助成　3人助成申請

受講生23人　内容：eラーニング・集合研修及び実習（訪問看護ステーション、福祉施設）
①第1回：5月17日　参加者69人　　②第2回：12月6日　参加者67人
①第1回：9月26日(半日)　参加者23人　　②第2回：12月6日(１日)　参加者21人
①訪問看護師養成コアカリキュラム（案）試行事業・新卒訪問看護師養成事業等検討
　委員会開催3月実績報告済み（日看協）
②訪問看護師養成コアカリキュラム(動機づけ研修)　7月29日30日：受講生10人
　内容　講義・訪問看護同行或いは訪問看護事例検討
③新卒訪問看護師学習支援者会議　9回
①専門員会2回、運営委員会1回　②普及啓発用ちらし作成・配布
③普及啓発講演会：平成27年3月28日　参加者：70人

平成27年3月11日　参加者：27人
参加者　20人
研修　5日間　
平成26年10月16日、10月17日　参加者：57人

事　業　内　容 実　施　報　告

報告事項２ 平成26年度事業報告
1. 専門教育等看護の質の向上に関する事業(公益目的事業）

事　業　内　容 実　施　報　告

①ナースセンター事業担当者会議参加　②ナースセンター相談員研修　参加
①看護師等就業協力員会議参加　
②山梨県福祉人材センターとの連携
③福祉人材センターの福祉就職フェア参加　
④福祉人材確保推進協議会参加
⑤看護職就職支援セミナー　
⑥新卒看護職員U・Iターン就職促進事業
⑦26年6月よりハローワーク富士吉田・甲府・韮崎に1回／月10時～14時、巡回相談に出張
6月　事業報告書送付　194カ所
①潜在看護職員復職研修事業　申込み 20人 研修修了者 18人 12名就業(常勤5人、非常勤7人)
②潜在看護師交流会　10月　参加者10人
①看護のキャリアを活かして「退職後をいきいきと過ごす」講座　12月　参加者：12人　
　　
無料職業紹介　求人相談延件数：1,310人　求職相談件数：1,766人　就業者数：626人

２－1）ナースセンター推進事業
(1)中央ナースセンターとの連携
(2)行政、ハローワーク、就業協力員との
　  連携

(3)事業報告書の作成
(4)再就業支援研修

(5)退職後再就業支援事業
２－2）ナースバンク事業の推進
(1)NCCSシステムの運営

2. 看護職員の確保・定着に関する事業(公益目的事業）

Yamanashi Nursing Association
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・未就業看護職員名簿作成：随時入力未就業者数：1,124(318)人
　(平成27年3月末現在)
　※(  )内は60～70歳再掲人数
・看護職員需要施設調査　調査期間3月～5月　・未就業者の就業状況調査　
・離職者調査
ナースセンターだより　2回発行
・2回開催

①ワークショップ参加病院 8病院　
　・ワークショップ開催 参加者：9月50人、10月70人
　・フォローアップワークショップ開催　2月　参加者：95人
　・ワーク・ライフ・バランス推進委員会の開催（2回）
②WLB地域推進連絡協議会への参加
③参加施設への相談対応・進捗状況確認
新人指導担当者のための研修会　開催日：5月21日・22日・6月18日　受講生：100人
毎月1回開催（午前・午後）12回　申込者数97人　相談者数73人

日時：7月　　参加者：232人
内容：体験発表 5人（高校生2人 看護職3人）まとめ「看護を志す若者の増加を図るために」
内容：県内看護大学・養成所6校のブースを開設し看護教員による相談
(随時）

開催日：平成26年12月24日　　内容：求人、求職の個別面談
参加申込み求人施設：76施設　参加看護学生・看護職者：107人　
発送先：未就業者・医療福祉施設・看護学校・養成所等
①400部

相談件数　473件
12回

(2)未就業看護職員の実態・就業条件・
 　 看護職員需要施設把握

(3)ナースセンターだより等情報の提供
(4)看護職員確保対策連絡協議会
(5)看護職員確保・定着促進事業
２－3）働き続けられる職場づくりの推進
　　　（看護職員の離職防止）
(1)ワーク・ライフ・バランスワークショップ
　  の推進
　  WLB実現のためのワークショップの実施

(2)新人看護職員指導者研修
(3)看護職の心の相談事業　　
２－4）看護の心普及事業
(1)「看護の心」体験発表・進路相談会

(2)個別進路相談
(3)就学資金に関する相談
２－5）医療施設紹介事業
(1)看護職就職ガイダンス

(2)ポスターの作成配布
(3)ガイダンス用冊子の作成
２－6）看護職の労働環境、労働条件相談
(1)ナースセンターよろず相談
(2)社会経済福祉委員会の開催
(3)社会経済福祉担当者会議への参加

・新人助産師研修会　11月　13人　・分娩期モニタリング研修　平成27年3月　41人
・2回開催　10月　15人　・平成27年3月　14人
12回
・4月
・看護師職能研修会　　9月　(キネステティック)　98人
・領域Ⅰ　　平成27年3月　(災害看護)　134人
・領域Ⅱ　　12月(フィジカルアセスメント)　67人　平成27年2月(看取り)　69人
13回
2回開催　9月・２月
・平成26年度地区別高齢者施設の看護管理者交流会　11月　5人参加

(2)新生児蘇生法Ｂコース講習会
(3)助産師職能委員会
(4)国際助産師の日イベント
３－7）看護師の機能強化
(1)看護師職能研修会

(2)看護師職能委員会
(3)介護・福祉分野看護職員教育研修推進協議会

事　業　内　容 実　施　報　告

・有床診療所への出張研修　7回

12回
日本看護協会医療安全推進委員会　参加者：1人

・平成27年度「医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度」
　に係る予算要望　4月
・平成27年度県施策及び予算編成に対する要望　10月

・研修等の実施及び進学に関する相談、情報提供
・准看護師の集い　6月
①放送大学の情報の提供
②看護講演会　2月

・介護職員等医療的ケア研修事業　10月　参加者：57人　
9回
①退院支援マネジメントガイドライン作成検討委員会12回
②「退院支援マネジメント養成研修会」平成27年2月28日

・保健師職能研修会　　10月(統括保健師)　30人
・新人保健師職能研修会　　8月　27人
・メンタルヘルス研修会　　平成27年1月　22人
12回

・助産師職能研修会　　9月(倫理)　27人

３－1）調査に関する事項
(1)業務に関する調査の実施
３－2）医療・看護における安全対策の推進
(1)医療・看護安全対策に関する情報収集と
　 提供
(2)医療事故報告に対する相談・支援
(3)リスクマネジャーに対する支援
(4)安全推進委員会の開催
(5)医療安全推進会議への参加
３－3）看護制度に関する事項
(1)看護基礎教育大学化の促進
(2)保健師・助産師教育大学院化の促進

(3)准看護師養成制度の廃止の促進
(4)准看護師の進学支援
(5)看護制度に関する総合的な情報提供
　

３－4）看護及び関係職種との連携強化
(1)地区支部における看護の連携のための研修
　 (再)
(2)関係職種との連携強化
(3)訪問看護等在宅ケア推進委員会
（平成27年1月～3月退院支援マネジメント
   養成検討会議と合同開催）
３－5）効果的な保健指導の充実
(1)保健師職能研修会

(2)保健師職能委員会
(3)保健指導連携ネットワークの推進
３－6）安心・安全な助産師機能の強化
(1)助産師職能研修会

3. 看護業務の推進に関する事業(公益目的事業)

①看護職の禁煙支援研修会：10月　　51人
②地区支部における研修会　　3回
③県民対象のイベント(県民の日等)での禁煙普及啓発　
④第3次禁煙アクションプランの作成
⑤禁煙支援ポスタ－・ちらしの作成・配布
13回

①健康相談・健康教室の実施
②まちなか健やかサロン運営会議　2回
　まちなか健やかサロン打合せ会　2回　

①健康相談事業の実施
・いきいき山梨ねんりんピック(1日)　9月　
・県民の日(2日)　　　　　 　11月　
①東光寺地区健康づくり教室　　3回開催

①介護健康フェア　3月　場所　アイメッセ山梨

４－1）たばこ対策の推進
(1)たばこ対策研修事業

(2)看護職のたばこ対策委員会
４－2）まちなか健やかサロン事業
(1)まちなか健やかサロン事業

４－3）県民の健康よろず相談
(1)いきいき山梨ねんりんピック・県民の日記念
　 行事参加
　
(2)地域住民健康支援事業(東光寺地区健康講話)
４－4）介護健康フェアにおける相談
(1)介護健康フェアへの参画

4. 健康相談、情報提供等による住民福祉に関する事業(公益目的事業)

事　業　内　容 実　施　報　告

事　業　内　容 事　業　報　告
①設置状況　　　訪問看護ステーション 7 か所、サテライト 7 か所
②活動状況　　　利用者数 9,871 人　　訪問延べ件数 59,745 件
①新卒訪問看護職員養成事業　2 人採用、27 年度まで 2 年間養成
②認定看護師教育課程の受講支援
③協会立事業所職員研修
④所内研修
⑤外部研修への参加
⑥訪問看護 OJT シートの活用
公用車の整備
①経営相談　②運営会議　③所長会議　

①実習生の受け入れ（4 月～ 3 月）　　　　
②講師派遣（4 月～ 3 月）
①地域の関係機関・関係者との連携、地域の在宅ケア（看護・介護）関係者研修
・甲府市介護サービス事業者連絡協議会関係
①訪問看護サミット等　
②訪問看護連絡協議会全国会議

①設置状況　　居宅介護支援事業所 7 か所
②活動状況　　ケアプラン作成数 3,366 件　介護予防ケアプラン作成数 76 件
介護支援専門員、主任介護支援専門員等の研修参加

満足度調査 9 月実施　総合的満足度　91.9％
①設置状況　　ホームヘルパーステーション　2 か所
②活動状況　　利用者数　1,314 人　訪問延べ件数件 16,083 件
協会立事業所職員交流研修、所内研修、外部研修への参加

①経営相談　②運営会議　③所長会議　10 回実施
　　
満足度調査 9 月実施　総合的満足度　91,9%
･ 介護福祉士等実習受け入れ

５－ 1）訪問看護ステーションの設置・運営

(1) 医療ニーズの高い在宅療養者 ( 児 )、要介護 
　  者等への適切な看護サービス提供のための
     質の向上及び職員体制の強化

(2) 労働環境の改善
(3) 利用者確保に留意し、安定した健全な運営
　  の実施
(4) 実習生の受け入れ、教育研修への積極的な
     協力
(5) 地域医療・在宅ケアの推進に積極的な参画

(6) 全国規模の会議・集会への参加

(7) 居宅介護支援事業所満足度調査及び基本的
     事項の確実な実施
５－ 2）居宅介護支援事業所の設置・運営

(1) 要介護者等の公正中立・適正なサービス
     利用を支援するための専門的な知識の強化
(2) 利用者確保に留意し、安定した運営の実施
(3) 満足度調査及び基本的事項の確実な実施
５－ 3）ホームへルパーステーションの設置・
　　　   運営
(1) 要介護者等、障害者の在宅生活を支援する
　  ためのサービスの質向上
(2) 利用者の確保に留意し、安定した運営の
     実施

（3）満足度調査及び基本的事項の確実な実施
（4）実習生の受け入れに積極的な協力

5. 訪問看護・介護に関する事業(公益目的事業)
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・未就業看護職員名簿作成：随時入力未就業者数：1,124(318)人
　(平成27年3月末現在)
　※(  )内は60～70歳再掲人数
・看護職員需要施設調査　調査期間3月～5月　・未就業者の就業状況調査　
・離職者調査
ナースセンターだより　2回発行
・2回開催

①ワークショップ参加病院 8病院　
　・ワークショップ開催 参加者：9月50人、10月70人
　・フォローアップワークショップ開催　2月　参加者：95人
　・ワーク・ライフ・バランス推進委員会の開催（2回）
②WLB地域推進連絡協議会への参加
③参加施設への相談対応・進捗状況確認
新人指導担当者のための研修会　開催日：5月21日・22日・6月18日　受講生：100人
毎月1回開催（午前・午後）12回　申込者数97人　相談者数73人

日時：7月　　参加者：232人
内容：体験発表 5人（高校生2人 看護職3人）まとめ「看護を志す若者の増加を図るために」
内容：県内看護大学・養成所6校のブースを開設し看護教員による相談
(随時）

開催日：平成26年12月24日　　内容：求人、求職の個別面談
参加申込み求人施設：76施設　参加看護学生・看護職者：107人　
発送先：未就業者・医療福祉施設・看護学校・養成所等
①400部

相談件数　473件
12回

(2)未就業看護職員の実態・就業条件・
 　 看護職員需要施設把握

(3)ナースセンターだより等情報の提供
(4)看護職員確保対策連絡協議会
(5)看護職員確保・定着促進事業
２－3）働き続けられる職場づくりの推進
　　　（看護職員の離職防止）
(1)ワーク・ライフ・バランスワークショップ
　  の推進
　  WLB実現のためのワークショップの実施

(2)新人看護職員指導者研修
(3)看護職の心の相談事業　　
２－4）看護の心普及事業
(1)「看護の心」体験発表・進路相談会

(2)個別進路相談
(3)就学資金に関する相談
２－5）医療施設紹介事業
(1)看護職就職ガイダンス

(2)ポスターの作成配布
(3)ガイダンス用冊子の作成
２－6）看護職の労働環境、労働条件相談
(1)ナースセンターよろず相談
(2)社会経済福祉委員会の開催
(3)社会経済福祉担当者会議への参加

・新人助産師研修会　11月　13人　・分娩期モニタリング研修　平成27年3月　41人
・2回開催　10月　15人　・平成27年3月　14人
12回
・4月
・看護師職能研修会　　9月　(キネステティック)　98人
・領域Ⅰ　　平成27年3月　(災害看護)　134人
・領域Ⅱ　　12月(フィジカルアセスメント)　67人　平成27年2月(看取り)　69人
13回
2回開催　9月・２月
・平成26年度地区別高齢者施設の看護管理者交流会　11月　5人参加

(2)新生児蘇生法Ｂコース講習会
(3)助産師職能委員会
(4)国際助産師の日イベント
３－7）看護師の機能強化
(1)看護師職能研修会

(2)看護師職能委員会
(3)介護・福祉分野看護職員教育研修推進協議会

事　業　内　容 実　施　報　告

・有床診療所への出張研修　7回

12回
日本看護協会医療安全推進委員会　参加者：1人

・平成27年度「医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度」
　に係る予算要望　4月
・平成27年度県施策及び予算編成に対する要望　10月

・研修等の実施及び進学に関する相談、情報提供
・准看護師の集い　6月
①放送大学の情報の提供
②看護講演会　2月

・介護職員等医療的ケア研修事業　10月　参加者：57人　
9回
①退院支援マネジメントガイドライン作成検討委員会12回
②「退院支援マネジメント養成研修会」平成27年2月28日

・保健師職能研修会　　10月(統括保健師)　30人
・新人保健師職能研修会　　8月　27人
・メンタルヘルス研修会　　平成27年1月　22人
12回

・助産師職能研修会　　9月(倫理)　27人

３－1）調査に関する事項
(1)業務に関する調査の実施
３－2）医療・看護における安全対策の推進
(1)医療・看護安全対策に関する情報収集と
　 提供
(2)医療事故報告に対する相談・支援
(3)リスクマネジャーに対する支援
(4)安全推進委員会の開催
(5)医療安全推進会議への参加
３－3）看護制度に関する事項
(1)看護基礎教育大学化の促進
(2)保健師・助産師教育大学院化の促進

(3)准看護師養成制度の廃止の促進
(4)准看護師の進学支援
(5)看護制度に関する総合的な情報提供
　

３－4）看護及び関係職種との連携強化
(1)地区支部における看護の連携のための研修
　 (再)
(2)関係職種との連携強化
(3)訪問看護等在宅ケア推進委員会
（平成27年1月～3月退院支援マネジメント
   養成検討会議と合同開催）
３－5）効果的な保健指導の充実
(1)保健師職能研修会

(2)保健師職能委員会
(3)保健指導連携ネットワークの推進
３－6）安心・安全な助産師機能の強化
(1)助産師職能研修会

3. 看護業務の推進に関する事業(公益目的事業)

①看護職の禁煙支援研修会：10月　　51人
②地区支部における研修会　　3回
③県民対象のイベント(県民の日等)での禁煙普及啓発　
④第3次禁煙アクションプランの作成
⑤禁煙支援ポスタ－・ちらしの作成・配布
13回

①健康相談・健康教室の実施
②まちなか健やかサロン運営会議　2回
　まちなか健やかサロン打合せ会　2回　

①健康相談事業の実施
・いきいき山梨ねんりんピック(1日)　9月　
・県民の日(2日)　　　　　 　11月　
①東光寺地区健康づくり教室　　3回開催

①介護健康フェア　3月　場所　アイメッセ山梨

４－1）たばこ対策の推進
(1)たばこ対策研修事業

(2)看護職のたばこ対策委員会
４－2）まちなか健やかサロン事業
(1)まちなか健やかサロン事業

４－3）県民の健康よろず相談
(1)いきいき山梨ねんりんピック・県民の日記念
　 行事参加
　
(2)地域住民健康支援事業(東光寺地区健康講話)
４－4）介護健康フェアにおける相談
(1)介護健康フェアへの参画

4. 健康相談、情報提供等による住民福祉に関する事業(公益目的事業)

事　業　内　容 実　施　報　告

事　業　内　容 事　業　報　告
①設置状況　　　訪問看護ステーション 7 か所、サテライト 7 か所
②活動状況　　　利用者数 9,871 人　　訪問延べ件数 59,745 件
①新卒訪問看護職員養成事業　2 人採用、27 年度まで 2 年間養成
②認定看護師教育課程の受講支援
③協会立事業所職員研修
④所内研修
⑤外部研修への参加
⑥訪問看護 OJT シートの活用
公用車の整備
①経営相談　②運営会議　③所長会議　

①実習生の受け入れ（4 月～ 3 月）　　　　
②講師派遣（4 月～ 3 月）
①地域の関係機関・関係者との連携、地域の在宅ケア（看護・介護）関係者研修
・甲府市介護サービス事業者連絡協議会関係
①訪問看護サミット等　
②訪問看護連絡協議会全国会議

①設置状況　　居宅介護支援事業所 7 か所
②活動状況　　ケアプラン作成数 3,366 件　介護予防ケアプラン作成数 76 件
介護支援専門員、主任介護支援専門員等の研修参加

満足度調査 9 月実施　総合的満足度　91.9％
①設置状況　　ホームヘルパーステーション　2 か所
②活動状況　　利用者数　1,314 人　訪問延べ件数件 16,083 件
協会立事業所職員交流研修、所内研修、外部研修への参加

①経営相談　②運営会議　③所長会議　10 回実施
　　
満足度調査 9 月実施　総合的満足度　91,9%
･ 介護福祉士等実習受け入れ

５－ 1）訪問看護ステーションの設置・運営

(1) 医療ニーズの高い在宅療養者 ( 児 )、要介護 
　  者等への適切な看護サービス提供のための
     質の向上及び職員体制の強化

(2) 労働環境の改善
(3) 利用者確保に留意し、安定した健全な運営
　  の実施
(4) 実習生の受け入れ、教育研修への積極的な
     協力
(5) 地域医療・在宅ケアの推進に積極的な参画

(6) 全国規模の会議・集会への参加

(7) 居宅介護支援事業所満足度調査及び基本的
     事項の確実な実施
５－ 2）居宅介護支援事業所の設置・運営

(1) 要介護者等の公正中立・適正なサービス
     利用を支援するための専門的な知識の強化
(2) 利用者確保に留意し、安定した運営の実施
(3) 満足度調査及び基本的事項の確実な実施
５－ 3）ホームへルパーステーションの設置・
　　　   運営
(1) 要介護者等、障害者の在宅生活を支援する
　  ためのサービスの質向上
(2) 利用者の確保に留意し、安定した運営の
     実施

（3）満足度調査及び基本的事項の確実な実施
（4）実習生の受け入れに積極的な協力

5. 訪問看護・介護に関する事業(公益目的事業)
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以下のとおり承認されました。

1）平成27年度重点事業推進計画について（再）

1）平成27年度通常総会について
2）平成27年度保健師交流集会プログラムについて
3）平成27年度助産師交流集会プログラムについて
4）平成27年度看護師交流集会プログラムについて

1）平成28年度日本看護協会代議員・予備代議員の推薦について
2）平成27年度看護大会祝賀会について

平成27年4月16日（木）第1回

理事会報告平成27年度

　会員の皆様、いかがお過ごしですか。
公益社団法人山梨県看護協会通常総会
が間近となりました。『総会特集号を
お届けします』
　今年度は会員5,500 人を目指して
取り組みを始めています。多くの会員
の出席をお待ちしています！

協会組織運営について

管理的事項について

その他

Yamanashi Nursing Association

事　業　内　容 事　業　報　告

①協会ニュース　97号　98号　99号　100号　各号　5,700 部
・随時更新
・各地区で発行
12回

①第 36回看護大会　5月　アピオ甲府　参加者：342人
・看護功労者表彰　第 19回県民の看護師さん表彰　記念事業
②一日まちの保健室　各地区で実施
③みんなで話そう看護の出前授業　2校
④フェスタ看護実行委員会事務局　　実行委員会の開催　　4回

①日本看護協会との連携・合同防災訓練　9月
②日本看護協会都道府県災害看護担当者会議　8月
③災害支援ナース救護備品等整備　必要物品の購入
平成 27年 3月末・登録者 73人
災害支援ナースフォローアップ研修　9月 (1 日 )
11 回

11月　研修会開催

①通常総会休憩時間フルート演奏
②総参加者抽選により研修無料受講券 20人に配布

入会会員数の提示（26年度最終会員現在）　5,332 人

①諸会議の開催
総会　6月　　270人　委任状含め（4,600 人）　
保健師職能交流集会　助産師職能交流集会　看護師交流職能集会　
理事会 11回　　常務理事会　9回

3回開催　8月　11月　3月　　
支部毎　
各地区支部開催
日本看護協会関東甲信越地区法人会開催　　10月　　　他
各地区支部で開催
4回
4回
2回

①保健医療福祉等関係団体、市民団体、有識者等との情報交換及び事業協力
②関係団体の後援・推薦・協賛等への協力　名義後援承認　23件
①女性団体連絡協議会総会・研修会等への参加

６－ 1）広報活動に関する事項
(1) 協会ニュースの発行
(2) ホームページの更新・作成
(3) 地区支部便りの発行
(4) 広報委員会
６－ 2）フェスタ看護
(1) フェスタ看護の実施

６－ 3）災害対策事業
(1) 大規模災害対策事業

(2)「災害支援ナース」の養成

(3) 災害看護委員会
６－ 4）自殺対策事業
(1) 自殺防止対策研修
６－ 5）会員支援事業
(1) 会員に対する情報提供
(2) 会員のための協会魅力向上事業

６－ 6）組織強化事業
(1) 会員確保
(2) 委員会の円滑な運営
(3) 円滑な組織運営
①諸会議の開催　
　・総会　　　　　　　
　・各職能集会
　・理事会・常務理事会
　・職能委員会　(再 )
　・各委員会（常任・特別）(再 )
　・地区支部長会
　・地区支部総会
　・地区支部役員会・委員会　
(3) 日本看護協会、自治体等との連携と情報交換
(4) 看護管理者事業説明会
(5) 推薦委員会
(6) 規約委員会
(7) 選挙管理委員会
６－ 7）関係団体との連携強化
(1) 関係団体との連携・協力

(2) 女性団体の一員としての活動

6. その他本会の目的を達成するため必要な事業(公益目的事業・管理運営に関する事業)

編 集 後 記


