平成２９年度事業報告
＜事

業＞ １．教育等看護の質の向上に関する事業及び学会の実施に関する事業
２．看護職の労働環境等の改善による働き続けられる環境づくりの推進に関する事業
３．看護に関する知識の普及啓発及び相談に関する事業
４．看護職の就業の促進及び看護職の確保に関する事業
５．地域ケアサービスの実施及び促進等による県民の健康と福祉の増進に関する事業
６．日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業
７．その他本会の目的を達成するために必要な事業

＜重点事業＞ １．看護職の実践能力の向上・専門性の発揮とその体制整備への支援
２．看護職の労働環境の整備の推進
３．保健・医療・福祉連携における看護の機能強化
４．東日本大震災からの復興支援
※下線は新規事業

１．教育等看護の質の向上に関する事業（公益目的事業）
（１）継続教育事業
事業内容

実施内容

１）卒後臨床研修の推進【重・１】

⑴看護職の卒後臨床研修の推進
・県・病院等へ看護職員研修事業補助金の活用・促進
・厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン改訂版」
「新人保健師研修ガ
イドライン」
「新人助産師研修ガイドライン」の活用促進
・看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）活用推進

２）継続教育の推進【重・全体】

⑴教育の企画・実施
平成 29 年度岩手県看護協会教育事業報告参照
短期 42 コース 中・長期 7 コース
・ファーストレベル教育課程(26 日間)
・サードレベル教育課程(31 日間)
・がん看護研修会(15 日間)：10/30(月)～平成 30 年 1/10(水) 受講者 9 名
・看護実習指導者講習会(40 日間)：6/14(水)～9/5(火)
修了者 62 名
・看護実習指導者講習会(特定分野)(8 日間)：9/6(水)～15(金) 修了者 10 名
・医療安全管理者研修 e‐ラーニング：7/1(土)開講〔再掲〕
・訪問看護基礎研修(12 日間)：6/13(火)開講〔再掲〕
⑵保健師の現任教育体制構築への支援
・保健師のキャリアラダー策定・支援
・地域保健従事者の現任教育体制の推進
‣岩手県保健師現任教育体制検討会への参画：平成 30 年 3/29(木)
会場：エスポワールいわて
出席者：副会長 奥寺三枝子
・中堅期保健師の育成支援
‣中堅期保健師コンサルテーション事業の実施：修了者 6 名
前期：7/13(木)・14(金)
中期：8/28(月)、10/17(火)
後期：11/28(火)、12/11(月)
‣岩手県中堅期保健師研修会
第 1 回：12/11(月) 会場：岩手県看護研修センター 受講者 44 名
第 2 回：平成 30 年 1/30(火)
会場：アイーナ
受講者 31 名
‣運営評価会議：6/30(金)、平成 30 年 1/26 日(金)
・関係団体との連携強化
⑶助産師の現任教育体制への支援
・助産実践能力習熟段階(ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰ)認証制度の普及
・助産実践能力習熟段階(ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰ)認証制度に対応した研修会の開催

事業内容

実施内容
⑷教育担当者の資質の向上
・学会研修会等への参加

３）看護者の質保証の推進
⑴看護に関する各種指針の普及啓発
【重・１、３、４】
①看護業務指針
②看護の職場における労働衛生ガイドライン
③保健師活動指針
④助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)活用ガイド
⑤産科病棟混合病棟ユニットマネジメント導入の手引き
⑥介護施設の看護実践ガイド
⑦介護施設における看護職のための系統的な研修プログラム
⑧看護の将来ビジョン
⑨看護業務基準 2016 年改訂版
⑩看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2016
・研修会等において情報提供
⑵看護本来業務の推進
・他職種との役割分担・協働の推進
⑶看護者の倫理観の育成
・
「看護者の倫理綱領」の普及啓発
・研修会の開催
・研修会(新人研修 その他)において普及啓発
・日本看護協会公式ホームページ内「看護倫理サイト」の活用啓発
４）図書情報の周知と利用推進

⑴会員への文献検索支援
⑵長期研修者への文献検索支援
⑶ホームページ・いわての看護等情報提供

（２）認定看護管理者制度教育課程等に関する研修事業
事業内容

実施内容

１）認定看護管理者教育課程の推進
⑴ファーストレベル研修
【重・全体】
期間：9/19(火)～11/2(木)
修了者 68 名
⑵ファーストレベル研修公開講座
・看護管理概論：9/20(水)
受講者 45 名
・看護情報論 ：10/10(火)・11(水)
受講者 23 名
・看護サービス提供論：10/30(月)
受講者 38 名
⑶サードレベル研修
期間：7/3(月)～8/31(木)
修了者 15 名
⑷サードレベル研修公開講座
・保健医療福祉政策論：7/6(木)
受講者 33 名
・看護経営者論：8/21(月)
受講者 39 名
⑸平成 28 年度セカンドレベル実践報告会
期日：6/13(火)
会場：岩手県看護研修センター
出席者 38 名
⑹認定看護管理者教育機関サードレベル教育課程懇談会
期日：平成 30 年 1/23(火)
会場：ＪＮＡホール
出席者：常務理事 菊池田鶴子
⑺平成 29 年度サードレベル研修修了生フォローアップ研修
期日：平成 30 年 2/23(金) 会場：岩手県看護研修ｾﾝﾀｰ 出席者 15 名
２）認定看護師に関する支援
⑴認定看護師の資格取得への支援
【重・１、３】
・岩手医科大学附属病院高度看護研修センター緩和ケア認定看護師育成支援
出席者：会長 及川吏智子
‣教員会：5/22(月)、7/24(月)、10/16(月)、平成 30 年 1/15(月)

事業内容

実施内容
会場：岩手医科大学附属病院循環器医療センター
‣開講式：6/1(木) 会場：岩手医科大学創立 60 周年記念館
‣講義：7/4(火)
会場：岩手医科大学附属病院高度看護研修センター
‣修了式：平成 30 年 1/25(木)
会場：岩手医科大学創立 60 周年記念館
・
「認定看護師への道」の活用、普及
・認定看護師教育機関の情報把握と提供
・県の地域医療再生計画に基づき実施する認定看護師育成支援事業の活用促進・普及
・認定看護師教育課程奨学金の推奨(ICN 財団)
⑵認定看護師のキャリアアップ支援
・認定看護師研修会開催：12/11(月)
会場：アイーナ
受講者 50 名
・研修会・進学セミナー等講師
・他団体への講師の推薦
⑶認定看護師育成への支援
・研修会の開催：8/7(月) 会場：岩手県看護研修センター 受講者 6 名

３）特定行為に係る看護師の研修に関 ⑴特定行為研修制度の普及
する支援
・特定行為研修制度普及に関する課題の把握
‣日本看護協会、高度看護研修センター、岩手県の調査結果から把握
・制度の普及、受講者の確保対策を推進
・研修修了者の活動紹介(いわての看護)
・研修修了者を講師としての活用(認定看護師研修会)
・認定看護師への役割拡大 PR の実施
⑵特定行為研修教育機関の情報把握と提供
⑶岩手医科大学附属病院高度看護研修センター特定行為に係る看護師の育成支援
・平成 29 年度創傷管理関連特定行為教育課程
出席者：会長 及川吏智子
‣研修管理委員会：6/29(木)、平成 30 年 1/15(月)
会場：岩手医科大学附属病院循環器医療センター
‣開講式：9/1(金)
会場：岩手医科大学創立 60 周年記念館

（３）看護研究学会の開催等事業
事業内容

実施内容

１）平成 29 年度岩手県看護研究学会 ⑴平成 29 年 10 月 20 日(金)開催
開催
【重・全体】
会
場：岩手県民会館 大ホール・大ホールホワイエ
学会テーマ：みつめなおそう看護の原点－「自分らしく」を支える－
特別講演：
「いのちをつなぐということ
～被災地、紛争地、在宅看取りの現場に想う」
講師：写真家、ジャーナリスト 國森康弘氏
論文作成支援講座「研究の問いの作り方～研究の問いの構造化・具体化・
明確化の方法を中心に～」
講師：岩手県立大学看護学部 講師 佐藤史教氏
研究発表：口演 12 題・示説 24 題
参加者 569 名(一般 274 名、学生 295 名)、協力員等 85 名
２）看護研究学会等への参加促進

⑴第 48 回日本看護学会参加促進
・日本看護学会－急性期看護－：9/7(木)・8(金)
会場：長良川国際会議場 他
出席者：常務理事 松本知子
・日本看護学会－看護管理－：10/12(木)・13(金)
会場：札幌コンベンション 他
出席者：会長 及川吏智子
⑵関連団体の研究会・学会開催の情報提供と参加促進
・第 10 回岩手看護学会学術集会シンポジウム(座長)：10/7(土)
会場：岩手県立大学
座長：副会長 奥寺三枝子

事業内容

実施内容
・いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会
出席者：常務理事 松本知子
‣第 14 回総会・第 26 回研修会：5/21(日)
会場：アイーナ
‣幹事会：9/28(木)、11/13(月)、平成 30 年 1/31(水)
会場：アイーナ
‣第 27 回研修会：10/21(土) 会場：岩手医科大学附属病院循環器医療センター
・岩手転倒予防医学研究会
‣日本転倒予防学会第 4 回学術集会：10/8(日)
会場：アイーナ
出席者：常務理事 松本知子
・日本看護サミット 2017：6/6(火)
会場：幕張メッセ
出席者：会長 及川吏智子 他
・その他
‣第 3 回母と子のメンタルヘルスフォーラム(シンポジスト)：7/23(日)
会場：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
シンポジスト：副会長 奥寺三枝子
‣日本災害看護学会第 19 回年次大会(示説発表)：8/25(金)・26(土)
会場：倉吉ﾊﾟｰｸｽｸｴｱ
参加者：防災・災害看護委員長 高橋弘江

２．看護職の労働環境等の改善推進に関する事業（公益目的事業）
（１）看護職のワーク・ライフ・バランス実現の取組推進事業
事業内容

実施内容

１）働き続けられる職場環境の改善
への支援
【重・１、２】

⑴働き続けられる職場環境づくりへの支援
・ワーク・ライフ・バランス(ＷＬＢ)取り組みに向けた基盤整備への支援
・ＷＬＢに関する情報収集及び情報提供
‣都道府県看護協会看護労働担当者会議：5/18(木)
会場：ＪＮＡホール
出席者：常務理事 松本知子
‣ファシリテーションスキルアップ研修会：7/6(木)
会場：ＪＮＡホール
出席者：目時のり、工藤朋子
・
「看護職のＷＬＢ推進カンゴサウルス賞」第 5 回授賞式：5/18(木)
会場：アルモニーソルーナ表参道
出席者：NC 事業部長 森てる子
・ワークショップ開催：8/25(金)・26(土)
会場：マリオス(8/25)、岩手県看護研修センター(8/26)
参加者：4 施設 23 名
公開講座：35 名
‣平成 29 年度新規参加施設訪問
訪問者：常務理事 松本知子、NC 事業部長 森てる子
一関病院、川久保病院：4/6(木)
岩手県立高田病院、岩手県立大船渡病院：4/7(金)
‣事前説明会：5/25(木)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：4 施設 17 名、WLB 推進委員 8 名、事務局 5 名
・ワークショップ参加施設への支援(各施設へ支援者・推進者訪問)
‣岩手県立宮古病院：11/8(水)
‣岩手県立久慈病院：11/16(木)
‣川久保病院：11/17(金)
‣岩手県立大船渡病院：11/20(月)
‣岩手県立高田病院：11/20(月) ‣一関病院：11/24(金)
‣岩手県立大東病院：11/24(金)
・フォローアップワークショップ開催：平成 30 年 1/20(土)
参加者：7 施設 37 名
公開講座：27 名
・
「看護職のワーク・ライフ・バランスの推進ガイドブック」
「はたさぽ」
「夜勤交代制勤務に関するガイドライン」
「短時間正社員制度導入支援マ
ニュアル」の活用・推進
⑵働き続けられる職場づくり研修会の開催
期日：11/2(木)
会場：アイーナ 812
参加者 51 名
⑶岩手県医療勤務環境改善支援センター運営協議会への参画
・岩手県医療勤務環境改善支援センター運営協議会

事業内容

実施内容
：10/25(水)、平成 30 年 3/13(火)
会場：エスポワールいわて
出席者：専務理事 北村和子
・岩手県医療勤務環境改善支援センターの活用推進
・医療勤務環境改善に係る研修会：7/18(火)
会場：エスポワールいわて
出席者：NC 事業部長 森てる子

（２）看護職の処遇改善、看護管理者の労務管理の支援事業
事業内容

実施内容

１）看護職の処遇改善・労務管理支援 ⑴看護管理者への労務管理支援
【重・全】
・研修会の開催
・労務管理に関する情報提供
・岩手医療労務管理相談コーナー活用推進(岩手県社会保険労務士会)
２）看護職の個人衛生に関する支援
⑴メンタルヘルスに関する研修会の開催
【重・１、２】
・メンタルヘルス～もっと知りたい他人のこと、自分のこと、心のこと～：5/22(月)
会場：岩手県看護研修センター
受講者 71 名
・看護職が抱えるストレスとメンタルヘルス：6/5(月)
会場：岩手県看護研修センター
受講者 91 名
⑵看護職の「心のケア」に関する研修会開催(10 支部)
⑶禁煙支援
・看護職員等学校養成所における禁煙対策・禁煙指導の取り組み
‣「平成 28 年度看護職員等学校養成所の禁煙対策に関する実態調査」について
平成 29 年度岩手県看護研究学会にて示説発表(社会経済福祉委員会)
・他団体との協働支援
‣世界禁煙デー及び禁煙週間の普及啓発
‣岩手県健康いわて 21 プラン推進会議への参画

３．看護に関する知識の普及啓発等に関する事業（公益目的事業）
（１）看護の日、看護週間のイベントに関する事業
事業内容

実施内容

１）
「看護の心」普及事業の実施
⑴「看護の日」記念事業
【重・全体】
・盛岡支部との合同事業：5/13(土)
会場：アイーナ(いわて県民情報交流センター)
来場者 351 名(一般 322 名、高校生 29 名)
‣健康フェア、健康相談等
血管年齢等測定：延べ 708 名
健康相談等：延べ 191 名
ハンドケア等：延べ 319 名
写真展「看護は元気をリレーする」
：13 施設 39 枚
・各支部による事業
⑵ふれあい看護体験
実施：89 施設 1,034 名
対象：中学生、高校生、一般
⑶健康相談及び介護に検する相談等の実施
⑷情報提供
・マスコミ、一般社会へ活動紹介
‣各市町村広報紙への掲載
‣新聞、テレビ、ラジオ等による PR
‣関連団体等への案内
‣各中学・高等学校、看護職員等学校養成所への案内
・ふれあい看護体験公募

（２）子育て支援
事業内容
１）子育てに関する支援【重・３】

実施内容
⑴「いいお産の日 in いわて」開催(岩手県助産師会との共催)
期日：11/3(金・祝)
会場：アイーナ
来場者 85 名
＊職能委員会報告参照
⑵「こども救急電話相談事業」への協力、相談員の派遣

４．看護職の就業の促進・確保に関する事業（公益目的事業）
（１）看護師等の人材確保の促進に関する事業（岩手県ナースセンター事業）
事業内容

実施内容

１）ナースセンターの体制・機能強化 ⑴看護師等のナースセンターへの届出制度の周知及び登録の促進
【重・２】
・看護師等のナースセンターへの登録の周知・促進
・
「ホームページ」
「いわての看護」
「ナースセンターだより」等で情報提供
・各施設・ハローワーク等にポスター、リーフレット配布
‣施設訪問:平成 30 年 1/29(月)、2/1(木)、2/5(月)、2/9(金)、3/14(水)
訪問者：会長 及川吏智子、NC 事業部長 森てる子
・各種イベント・会議・研修会等を通した啓発
・新聞、ラジオ等マスコミでの情報提供
・地域別懇談会にて啓発
⑵担当者の資質の向上
・研修の実施及び参加
‣職業紹介責任者講習会：6/6(火)
会場：連合会館(東京都)
出席者：NC 事業部 工藤梅
‣職業紹介事業所対象改正職業安定法説明会：11/22(水)
会場：盛岡第二合同庁舎
出席者：NC 事業部長 森てる子、工藤梅
‣「職業紹介責任者講習会」継続講習：12/19(火)
会場：連合会館(東京都)
出席者：NC 事業部長 森てる子
‣職業紹介従事者講習会：平成 30 年 2/1(木)
会場：ホテル白萩(仙台市) 出席者：NC 事業部 工藤梅
２）就業に関する相談事業の充実
⑴無料職業紹介事業
【重・２、４】
・求人、求職相談窓口の充実
‣来所、電話、インターネットによる就業相談
求人相談件数 3,361 件、求職相談件数 3,644 件
就業者数 111 名(常勤 39 名、非常勤 35 名、臨時 37 名)
‣インターネットで求人、求職情報提供
‣ナースセンター登録者へ毎月 1 回紙面による情報提供
・ハローワークとの連携による相談窓口の開設・相談体制の整備
‣二戸・盛岡・宮古
：毎月第 2・4 木曜日 10～12 時/13～15 時
‣水沢・一関
：毎月第 2・4 水曜日 10～12 時/13～15 時
‣北上・釜石・大船渡・久慈：毎月第 1・3 木曜日 10～12 時/13～15 時
‣花巻
：毎月第 1・3 火曜日 10～12 時/13～15 時
場所

相談件数

就業者数

場所

相談件数

盛岡

77

35

大船渡

30

9

釜石

34

11

水沢

68

18

宮古

13

2

二戸

8

1

一関

47

7

久慈

18

3

北上

41

8

花巻

13

3

‣他に県内 2 ヵ所拡大：北上、花巻(5 月～開始)
‣相談員の資質の向上
研修会：4/19(水)
会場：岩手県看護研修センター
‣相談員情報交換会：10/6(金)、平成 30 年 3/2(金)

就業者数

受講者 2 名

事業内容

実施内容
会場：岩手県看護研修センター
出席者：相談員 9 名、職員 2 名
内容：各ハローワークにおける求職者の就業状況
各相談員との情報交換 等
⑵看護職員確保定着支援
・ハローワークとの連携による「看護のおしごと相談」開催〔再掲〕
・日本看護協会(e ナースセンター)トップページに求人情報掲載
・中央ナースセンターを利用した看護職確保

３）ナースセンター事業運営委員会の ⑴岩手県ナースセンター事業運営委員会
開催
期日：6/28(水)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：委員 8 名、事務局 9 名
内容：平成 28 年度岩手県ナースセンター事業実績報告
平成 29 年度岩手県ナースセンター事業実施計画
⑵ナースセンター事業地区別運営会議
‣7/20(木)：久慈地区合同庁舎
出席者：委員 8 名、事務局 4 名
‣8/22(火)：一関保健所
出席者：委員 8 名、事務局 4 名
‣9/7(木)：釜石医師会館
出席者：委員 9 名、事務局 4 名
４）関係機関、団体との連携

⑴岩手労働局
・研修会等への講師派遣依頼
・情報交換
・職業紹介に係る届出等
・職業紹介事業報告(年報)
・岩手労働局定期指導：10/18(水)
⑵公共職業安定所
・盛岡
‣看護職再就業支援研修会
‣介護就職ディ 2017 福祉の就職総合フェア：10/17(火)
相談者 1 名
会場：ホテルメトロポリタン盛岡
出席者：NC 事業部 工藤梅
‣人・自然とふれあう職場相談会
‣看護のおしごと相談〔再掲〕
・二戸・宮古・水沢・一関・北上・釜石・大船渡・久慈・花巻
‣看護のおしごと相談〔再掲〕
⑶岩手県福祉人材センター
・
「福祉の就職総合フェア」への参加
会場：ホテルニューカリーナ
‣7/8(土)
出席者：NC 事業部長 森てる子
相談者 2 名
‣平成 30 年 2/10(土)
出席者：NC 事業部 工藤梅
相談者なし
・福祉人材確保推進機関等連絡会議
・情報交換・連絡調整
⑷都道府県ナースセンター
・情報交換・連絡調整
⑸岩手県看護職員県内就業推進事業への参画
・企画競争審査委員会：10/31(火)
会場：盛岡地区合同庁舎
出席者：専務理事 北村和子
・ナース専科就職ナビ合同就職説明会
‣平成 30 年 1/20(土)
会場：東京ビックサイト
相談者 39 名
出席者：会員 相川久美子
‣平成 30 年 1/27(土)
会場：仙台ゼビオアリーナ
相談者 32 名
出席者：NC 事業部 内山きよえ
・いわて看護 就職・進学説明会：平成 30 年 2/12(月)
会場：アイーナ 803・804 会議室
相談者 10 名

事業内容

実施内容
出席者：NC 事業部長 森てる子、工藤梅
・いわて de 看護(首都圏 U・I ターン向けセミナー)：平成 30 年 3/17(土)
会場：㈱エスエムエスキャリア
参加者 15 名
出席者：NC 事業部長 森てる子

（２）看護人材の養成確保促進事業
事業内容

実施内容

１）看護職への進路指導の強化
⑴中学生・高校生、一般社会人への的確な情報の提供
【重・１】
・看護の日等イベント開催時
・進路説明会の実施
⑵中学生・高校生、進路指導教員への進学セミナー開催
・県内 3 ヶ所で開催
参加者数(人)
期日

会場

中学生 高校生 保護者 教諭

7/30(日)

メトロポリタン盛岡

45

42

44

8/3(木)

二戸パークホテル

6

37

19

1

8/7(月)

大船渡プラザホテル

6

18

8

1

一般

計

3

134

1

64

1

34

内容：①看護の職種、看護の仕事、資格取得方法について
②県内看護職員等学校養成所の紹介
③看護への道をめざすあなたへ
④個別相談等
・中学・高校進路指導担当者への「看護の道」説明会：6/2(金)
会場：アイーナ 803
出席者：会長 及川吏智子 他
参加者：18 名(高等学校 13 校 14 名、中学校 4 校 4 名)
協力校：大学 3 校、看護師等学校養成所 8 校
・支部主催での開催へ支援
⑶中学生対象の出前授業の実施
・日本教育新聞社公募
‣一戸町立一戸中学校：9/6(水)
参加者：3 年生 67 名
講師：岩手県立一戸病院 看護師 服部悟氏
岩手県立二戸病院 助産師 横濱幸恵氏・下斗米順子氏
NC 事業部長 森てる子
・盛岡市立松園中学校職業講話：平成 30 年 1/23(火)
講師：NC 事業部長 森てる子
参加者：1 年生 95 名
・支部との連携
‣北上市立黒沢尻西小学校：平成 30 年 1/29(月)
参加者：6 年生 70 名
講師：岩手県立中部病院 看護師 伊東佐由美氏
⑷関係機関主催の説明会等への参画

（３）看護職員の定着促進事業
事業内容

実施内容

１）
「いわて看護職員確保定着アクシ ⑴看護職員確保対策連絡協議会の開催
ョンプラン」との連携・推進
期日：6/28(水)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：委員 8 名、事務局 9 名
⑵いわて看護職員確保定着促進事業の推進
⑶「看護管理者の集い」開催
期日：10/25(水)
会場：アイーナ 804
参加者 38 名
内容：①いわて看護職員確保定着アクションプランについて
②最近の看護学生の特性と学生が求める職場
③実践報告：総合花巻病院、栃内病院
④グループワーク「今求められることに 現場はどう応える」
～看護職員の定着に向けて～

事業内容

実施内容
⑷看護職員の県内就職支援ウェブサイトの活用促進
・ホームページ、スマートフォン、インターネット等による情報提供

２）第八次看護職員需給見通しに沿っ ⑴看護職員の県内定着確保促進
た対応
・関係会議への参画
⑵関連機関等への提言
⑶需給見通し関係会議への参画

（４）潜在看護力の活用促進事業
事業内容

実施内容

１）未就業者への再就業支援
⑴看護職再就業支援研修会開催(盛岡公共職業安定所との共催)
【重・１、２】
期間：7/3(月)～7(金) 会場：総合花巻病院 受講者 8 名(就業者 4 名)
⑵潜在看護職員復職研修会開催
期間：9/27(水)～10/26(木)
受講者 8 名(就業者 5 名)
⑶看護技術習得への支援
・DVD(採血･注射･点滴、感染管理、吸引、口腔ケア等)の視聴(随時)：14 名
・シミュレーター活用による採血演習(予約制)：2 名
⑷再就業に向け、受講者の状況に合わせた施設研修への支援
期日：8/23(水) 会場：岩手県立大船渡病院 受講者 1 名(就業者 1 名)
期日：平成 30 年 3/9(金) 会場：岩手県立磐井病院 受講者 1 名
⑸セカンドキャリア研修会開催
期日：11/15(水)
会場：久慈グランドホテル
視察先：リハビリタウンくじ
参加者 9 名
期日：11/28(火)
会場：ホテルメトロポリタン盛岡
視察先：医療法人友愛会 ゆうあいの街 参加者 15 名(就業者 3 名)
⑹未就業看護職員の実態調査
期間：11/15(水)～30(木)
対象：ナースセンター登録者 155 名

５．地域ケアサービスの実施、促進による県民の健康と福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
（１）訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所運営事業
事業内容

実施内容

１）訪問看護事業の推進
⑴在宅療養者の尊厳を守る訪問看護の実践
【重・１、２、３】 ⑵訪問看護事業の円滑な運営
・業務指導
指導者：常務理事 松本知子 他
千厩：4/12(水)、9/20(水)
二戸：9/26(火)
東山：10/4(水)
⑶介護保険制度の適切な運用
・岩手県高齢者総合支援センター運営委員会：6/23(金)、12/15(金)
会場：岩手県福祉総合相談センター
出席者：居宅盛岡所長 三浦和枝
・盛岡市介護保険運営協議会：7/20(木)、11/17(金)、平成 30 年 2/21(水)
会場：盛岡市保健所 他
出席者：居宅盛岡所長 三浦和枝
・
「介護情報サービスの公表」訪問調査
東山：9/4(月)
盛岡：9/14(木)
二戸：11/13(月)
＊以下、別表１参照＊
⑷在宅介護者への適切な支援
＊別表２参照＊
⑸関係会議等の開催
・各訪問看護ステーション運営協議会開催(年 1 回)
千厩・東山：7/5(水)
二戸：7/12(水)
盛岡：7/13(木)
・各訪問看護ステーション所長等会議(年 4 回)
期日：5/24(水)、8/3(木)、11/9(木)、平成 30 年 2/15(木)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：会長 及川吏智子 他

事業内容

実施内容
・各訪問看護ステーション連絡会議(年 1 回)
東山：11/17(金)
盛岡：11/22(水)
千厩：11/29(水)
・県協会指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員についての意見交換会
期日：平成 30 年 3/15(木)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：常務理事 松本知子
居宅盛岡所長 三浦和枝、居宅東山所長 山崎幸枝
⑹職場環境の整備
・事業所整備等
‣ワイズマン ウイルスソフト設定：4/12(水) 東山 ST
‣ワイズマン パソコン設定：4/15(土) 東山 ST
・就業規則等改正に係る職員説明
千厩・東山：平成 30 年 3/14(水) 盛岡：3/15(木) 二戸：3/20(火)
⑺職員の資質の向上
・研修会等への参加
＊別表３参照＊
・協会立訪問看護ステーション等に勤務する職員合同研修会
「チームにおけるメンバーシップ、リーダーシップについて」
期日：9/16(土)、10/28(土)、11/17(金)
⑻関係団体等との連携
・岩手県在宅医療推進協議会：8/7(月)、平成 30 年 2/9(金)、3/27(火)
会場：泉金ビル
出席者：副会長 奥寺三枝子
・公益財団法人日本訪問看護財団との連携
・岩手県訪問看護ステーション協議会との連携
‣役員会
会場：ふれあいランド岩手 他
出席者・期日：
居宅盛岡所長 三浦和枝：4/22(土)、6/3(土)、7/8(土)、8/26(土)
12/2(土)、H30 年 1/27(土)、2/24(土)
千厩 ST 所長 藤野みどり：4/22(土)
‣総会：4/22(土)
会場：ふれあいランド岩手
出席者：居宅盛岡所長 三浦和枝、盛岡 ST 武部まゆみ
千厩 ST 所長 藤野みどり、東山 ST 所長 鈴木美和子
‣「看護の日」健康フェア協力：5/13(土)
会場：アイーナ
出席者：盛岡 ST 武部まゆみ
‣県南Ａブロック会議：7/24(月)、平成 30 年 3/16(金)
会場：コープ一関コルザ
出席者：東山 ST 所長 鈴木美和子、千厩 ST 所長 藤野みどり
‣中央 AB ブロック合同会議：10/7(土)、平成 30 年 3/3(土)
会場：ふれあいランド岩手
出席者：居宅盛岡所長 三浦和枝(10/7 のみ)、盛岡 ST 武部まゆみ
‣AB ブロック会議：12/9(土)、平成 30 年 1/20(土)
会場：ふれあいランド岩手
出席者：盛岡 ST 武部まゆみ
‣「地域看護を支える訪問看護の役割」研修会：平成 30 年 2/24(土)
会場：キャラホール
出席者：居宅盛岡所長 三浦和枝、盛岡 ST 武部まゆみ
‣もりおか市民公開講座：平成 30 年 3/18(日)
会場：アイーナ
出席者：：盛岡 ST 武部まゆみ
＊以下、別表４参照＊

（２）訪問看護の推進に関する事業
事業内容

実施内容

１）訪問看護師・医療機関看護師との ⑴病院等関係機関との連絡調整
連携推進
【重・１、２、３】 ⑵訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師の相互研修開催
期日：10/19(木)・26(木)、11/28(火)

事業内容

実施内容
受講者 8 名(10/19)、9 名(10/26)

（３）訪問看護師養成講習会の実施
事業内容

実施内容

１）訪問看護師の資質向上
⑴研修会(基礎・専門・管理)開催
【重・１、３】
・基礎：6/13(火)～8/9(水)(12 日間)
内容：講義、実習 2 日間
受講者：全日程 23 名、延べ 320 名
・専門 訪問看護に求められる呼吸管理
：9/1(金)
受講者 29 名
廃用症候群予防のための看護、摂食嚥下障害のケア ：9/5(火)
受講者 22 名
褥瘡ケア、実技で学ぶ浮腫の緩和ケア：9/20(水) 受講者 36 名
・管理 働きやすい労働環境、新人訪問看護師の育成：10/12(木)
受講者 18 名
訪問看護ステーション管理者の育成：10/25(水)
受講者 19 名
訪問看護ステーション経営のあり方：11/14(火)
受講者 23 名

（４）
「まちの保健室」事業
事業内容

実施内容

１）地域住民への健康支援
⑴「まちの保健室」事業の充実・推進
【重・１、３】
・
「まちの保健室」開催
‣もりおか復興支援センター
毎週土曜日
10：00～12：00
‣ゆぴあす
毎月第 1 金曜日 10：30～12：30
‣ななっく
毎週月・木曜日 13：00～15：00
‣イオンモール南
毎月第 3 水曜日 13：00～15：00
（7 月～ 毎月第 1・3 水曜日）
場所

開催数

利用者数

場所

開催数

利用者数

復興支援

47

283

ゆぴあす

12

171

ななっく

94

512

イオン南

18

259

総計

171

1,225

‣時期的開催 一里塚まつり：7/22(土)・23 日(日) ※23 日大雨のため中止
相談者 29 名
・
「まちの保健室」従事者連絡会議：5/26(金)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：従事者 10 名、役職員 5 名
・
「まちの保健室」従事者の資質の向上
‣研修会の開催：11/17(金)
会場：岩手県看護研修センター
内容：臨床での最新の食事指導について
講師：岩手県栄養士会 副会長 澤口眞規子氏
参加者：
「まちの保健室」従事者等 22 名、協会職員 2 名
・支部における「まちの保健室」への支援
⑵健康教育活動
・
「まちの保健室」開催
・地域住民に対する健康講座開催：9/8(金)
会場：プラザおでって
内容：あなたは老後を、どこで、どのように暮らしたいですか
～自宅？施設？いろいろあるけど分からない！聞いてみよう!!
講師：盛岡赤十字病院 社会福祉士 佐々木奈津美氏
参加者 36 名
・看護職の派遣等(健康教育講座・看護技術指導・ホームヘルパー技術指導)
・介護用品、介護図書紹介
・協会見学実習者への対応(地域住民、看護学生、高校生、中学生)
⑶健康相談事業の充実
・思春期に関する支援
・虐待予防に関する啓発

事業内容

実施内容
・生活習慣病に関する支援
・禁煙に関する支援

（５）安全・安心な看護の推進事業
事業内容

実施内容

１）安全・安心な看護の推進への支援 ⑴各種研修会の開催
【重・全体】
・医療安全管理者養成研修開催 e‐ラーニング
修了者 41 名
期間：7/1(土)～10/31(火)
集合研修：10/1(日)・2(月)
⑵医療・看護安全対策実施のための連携・体制作り
・リスクマネジャー交流会の開催：11/18(土)
会場：岩手県看護研修センター
参加者 46 名
内容：講演「認知症患者における医療安全」
講師：岩手医科大学附属病院 認知症看護認定看護師 田村美帆氏
意見交換・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ「認知症患者の医療安全上の現状と課題」
・医療事故調査制度の周知
‣関連団体等との連携
⑶助産師出向支援導入事業に関する検討
・助産師出向支援に関する検討
⑷県民からの医療総合相談に対応
・相談窓口の開設・対応
・医療総合相談に対応
⑸医療安全対策に関する情報提供
・日本看護協会ホームページ「医療看護安全情報」の活用推進
・
「医療安全推進に関する標準テキスト」の活用推進
・
「医療に起因する予期せぬ死亡又は死産が発生した際の対応」
・日本看護協会の「緊急提言：カリウム製剤投与間違いの撲滅」について
広報
⑹感染対策に関する情報提供
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応
⑺身体拘束廃止に向けての啓発
⑻行政・関連団体等の連携による活動

６．その他事業
６－１ 公益目的事業
（１）他団体との協働により保健、医療、福祉事業の実施
事業内容
１）日本看護協会との連携

実施内容
⑴看護諸問題解決への連携
「ハヤヨミ！看護政策」
「ジュクドク！看護政策」の活用
⑵日本看護協会における研修担当者への支援
⑶日本看護協会の各種調査への協力
⑷情報収集及び提供
・周産期医療協議会について情報提供
・医療安全事業に関する情報提供
⑸労働条件・労働環境の改善
「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の普及・活用促進
⑹関連会議等への出席
⑺看護師及び保健師・助産師教育の充実
・看護職の基礎教育に関する課題検討・調査への協力
‣看護師基礎教育の大学化
‣保健師・助産師教育大学院化
・看護職の卒後臨床研修制度の推進

事業内容

実施内容
‣新人看護職員研修制度の推進及び情報提供
・特定行為に係る看護師の研修制度の普及
・看護職の裁量拡大に向けた情報収集及び提供
⑻日本看護協会との連携事業
・平成 29 年度都道府県看護協会地区支部等における高齢者及び認知症者
支援のための看護職連携構築モデル事業
‣花巻地区看護管理者会(運営会議)への出席
：7/25(火)、8/23(水)、10/16(月)、平成 30 年 1/31(水)
会場：総合花巻病院
出席者：専務理事 北村和子
‣平成 29 年度花巻地域看護職交流会：10/16(月)
会場：総合花巻病院
参加者：27 施設 57 名
出席者：会長 及川吏智子、専務理事 北村和子
‣花巻地域住民対象講演会「健康長寿のためのお口のケア」
：11/23(木)
会場：なはんプラザ COMZ ホール(花巻市)
参加者 28 名
内容：「高齢者の口腔環境を整える意義 寝たきりの人を介護するときの注意点」
講師：たむら歯科医院 院長 田村太伸氏
「お口の観察とケア 飲み込みの簡単リハビリ」
講師：岩手医科大学附属病院
摂食・嚥下障害看護認定看護師 柿澤良江氏
・平成 29 年度地域における看護職のネットワーク強化事業
‣各支部会議への出席
盛 岡

9/2(土)

花 巻

12/13(水)

及川会長、北村専務理事
奥寺副会長、北村専務理事

北 上

10/4(水)

奥寺副会長、北村専務理事

奥 州

10/7(土)

及川会長、北村専務理事

一 関

9/9(土)

及川会長、北村専務理事

大船渡

10/11(水)

北村専務理事

釜 石

10/18(水)

北村専務理事

宮 古

9/30(土)

及川会長、北村専務理事

久 慈

11/1(水)

奥寺副会長、北村専務理事

二 戸

9/28(木)

及川会長、菊池常務理事

‣関係団体訪問・懇談
岩手県医師会

9/6(水)

及川会長、北村専務理事

岩手県保健師長会

9/22(金)

及川会長、奥寺副会長、北村専務理事

岩手県助産師会

9/25(月)

及川会長、北村専務理事

岩手県訪問看護ステーション協議会

10/2(月)

及川会長、北村専務理事、松本常務理事

岩手県看護教員協議会

11/17(金)

及川会長、北村専務理事

日本精神科看護協会岩手県支部

11/17(金)

及川会長、北村専務理事

‣支部長訪問：平成 30 年 1/29(月)

訪問者：専務理事 北村和子

２）中央ナースセンターとの連携

⑴ナースセンター事業担当者会議
期日：5/22(月) 会場：ＪＮＡホール 出席者：NC 事業部長 森てる子
⑵システム運用、就業相談のための研修
・ナースセンター相談員研修：5/23(火)
会場：ＪＮＡホール
出席者：NC 事業部 工藤梅、内山きよえ
・都道府県ナースセンターとの地区別意見交換会：9/26(火)
会場：秋田アトリオンビル
出席者：NC 事業部長 森てる子、NC 事業部 工藤梅

３）関係機関、団体との連携

⑴健康いわて 21 プラン(第 2 次)推進事業に協力

事業内容

実施内容
・岩手県健康いわて 21 プラン推進協議会
：7/12(水)、11/15(水)、平成 30 年 2/8(木)
会場：泉金ビル
出席者：専務理事 北村和子(11/15)、常務理事 菊池田鶴子(7/12)
⑵「こども救急電話相談」への協力(岩手県医師会)
⑶保健・医療・福祉関係団体との連携
・関係団体等会議出席及び活動に協力
‣岩手県医療審議会：会長 及川吏智子
‣岩手県医療審議会医療法人部会：会長 及川吏智子
＊以下、別表５参照＊

（２）災害時看護支援体制の整備充実
事業内容

実施内容

１）災害時看護支援体制の整備と充実 ⑴災害時の看護支援活動のネットワークの充実
【重・１、４】
・災害時看護支援体制の整備
・県看護協会と県内病院等との災害支援ナース派遣合同訓練：平成 30 年 1/23(火)
参加病院：岩手県立南光病院、独立行政法人国立病院機構岩手病院
奥州市総合水沢病院、岩手県立胆沢病院
岩手県立釜石病院、釜石のぞみ病院、栃内病院
・災害支援ナース登録への啓発・推進
・災害支援ナース必携マニュアルを登録者へ配布
・災害支援ナース必携マニュアルの見直し
・災害支援ナース登録者の資質の向上
‣フォローアップ研修の開催
‣防災訓練への参画
・災害時災害支援ナースの派遣
・活動に必要な物品の整備
・関係会議への参加
‣盛岡市防災会議：8/7(月)
会場：盛岡中央消防署
出席者：専務理事 北村和子
⑵岩手県防災会議に参画
期日：平成 30 年 3/28(水)
会場：サンセール盛岡
出席者：会長 及川吏智子
⑶地域における防災災害活動との連携協力
⑷日本看護協会との連携
・都道府県災害看護担当者会議への出席：7/13(木)
会場：ＪＮＡホール
出席者：専務理事 北村和子、防災・災害看護委員長 高橋弘江
・日本看護協会・都道府県看護協会 災害支援ナース派遣調整合同訓練
期間：11/7(火)～9(木)
⑸岩手県災害看護ネットワーク協議会との連携
・役員会への出席
‣7/22(土)
会場：岩手県立大学看護学部棟
出席者：会長 及川吏智子、防災・災害看護委員長 高橋弘江
‣11/18(土) 会場：岩手県立大学看護学部棟
出席者：防災・災害看護委員長 高橋弘江
‣平成 30 年 2/3(土)
会場：県立大学アイーナキャンパス
出席者：会長 及川吏智子
・協議会主催「災害看護研修」(講師)：11/18(土)
会場：岩手県立大学
講師：防災・災害看護委員長 高橋弘江
⑹岩手県総合防災訓練への参加
期日：8/26(土)
会場：盛岡市立見前南小学校

事業内容

実施内容
出席者：専務理事 北村和子、防災・災害看護委員 高橋健・加藤孝子
・参加機関打合せ会：5/23(火)、6/26(月)、7/18(火)
会場：岩手県水産会館
出席者：専務理事 北村和子

２）災害支援ナースの質の向上
⑴災害看護養成研修の開催(基礎・実務・フォローアップ・管理)
【重・１】
・基礎：7/19(水)・20(木)
受講者 56 名
・実務：8/9(水)・10(木)
受講者 27 名
・フォローアップ：9/22(金) 受講者 41 名、10/16(月) 受講者 37 名
・管理：10/17(火)
受講者 20 名
⑵災害支援ナース登録者の防災訓練への参画
⑶岩手県災害看護ネットワーク協議会主催研修会への受講推進

（３）広報等に関する事業
事業内容

実施内容

１）会員への情報提供の充実

⑴「いわての看護」発行
・年 4 回 A4 版(内、2 回はナースセンターだよりとの合併号)、通常総会特
集 A3 版
‣Vol.119(4/26)
‣総会号(5/20)
‣Vol.120 合併号(7/26)
‣Vol.121(10/26) ‣Vol.122 合併号(平成 30 年 1/30)
⑵ホームページの充実
・組織の周知、PR
・ホームページによる事業内容の情報提供
・支部事業内容等会員等への周知

２）看護諸問題解決への活動

⑴関係機関、自治体等への陳情・請願
・日本看護協会の調査等への協力
‣准看護師対象の名称利用や業務の範囲に関する情報提供
・日本看護協会運営並びに事業に対する提案・要望
・政策に関する提案・要望・情報収集・会員への周知
‣地域医療介護総合確保基金を活用した事業提案(医療分)
‣医療介護総合確保推進法に基づく岩手県計画(介護分)の変更について
意見提出

３）関係機関との情報交換及び広報

⑴「いわての看護」
、
「ナースセンターだより」
、ホームページ、新聞、各市町
村広報紙、テレビ、ラジオによる PR

（４）東日本大震災復興支援に関する事業
事業内容

実施内容

１）東日本大震災への復興支援
⑴「心のケア」研修会の開催(10 支部)
【重・４】 ⑵「まちの保健室」の開催
・もりおか復興支援センター
毎週土曜日
⑶岩手県被災者健康支援への看護職の派遣協力
⑷岩手県復興に向けた諸会議への参画
・岩手県東日本大震災津波復興委員会：11/20(月)、平成 30 年 3/26(月)
会場：エスポワールいわて
出席者：会長 及川吏智子、常務理事 菊池田鶴子(11/20)
⑸被災地の看護職員の就業支援
・被災地での「看護のおしごと相談」
‣宮古市、釜石市、大船渡市、久慈市
・日本看護協会「e ナースセンター」トップページに求人情報掲載
⑹教育研修支援
・ファーストレベル研修 1 名、サードレベル研修 1 名

事業内容

実施内容
⑺日本看護協会と連携した支援
・被災地における看護職の人材確保定着育成支援
・調査への協力
⑻NPO 法人若草リボン基金への支援
・若草リボンの販売協力
⑼岩手県被災地健康支援事業運営協議会
期日：9/21(木)
会場：泉金ビル
出席者：副会長 奥寺三枝子
⑽その他
・平成 29 年度いわて三陸復興フォーラム(内陸報告会)：平成 30 年 1/26(金)
会場：エスポワールいわて
出席者：専務理事 北村和子
・平成 29 年度いわて三陸復興フォーラム(全大会)：平成 30 年 1/27(土)
会場：エスポワールいわて
出席者：会長 及川吏智子
・東日本大震災津波岩手県・宮古市合同追悼式：平成 30 年 3/11(日)
会場：宮古市民文化会館
出席者：会長 及川吏智子

６－２ 法人管理に関する事業
事業内容
１）会員数の増加拡大

実施内容
⑴会員加入目標数 7,350 名
会員の一括本部管理
平成 29 年度
(30.3.31)
7,135 人
内訳
保健師 326 人
助産師 285 人
看護師 6,321 人
准看護師 203 人

平成 28 年度
(29.3.31)
7,293 人
内訳
保健師 344 人
助産師 297 人
看護師 6,429 人
准看護師 223 人

増減
-158
- 18
- 12
-108
- 20

⑵加入継続
・退職者・個人会員等の加入継続推進
・産休・育休者等への情報提供、継続推進
⑶未加入者への加入促進
・入会促進と協会事業の PR 及び情報提供
・未加入施設看護管理者への情報提供､加入促進
・研修会(支部主催の研修会を含む)、各職能委員会活動等での入会案内
⑷再加入の促進
・退会者への情報提供、加入促進
⑸各種イベント、
「看護の日」事業等で PR
⑹協会活動について PR(教育計画、機関紙「いわての看護」を全県下関係施設
へ配布、ホームページ活用)
⑺看護学生への情報提供
・看護師等学校養成所等への PR 活動
‣入学式：出席 9 校、祝電 5 校
岩手看護専門・高等専修学校(祝辞)：会 長
及川吏智子
盛岡市医師会附属看護学院
：会 長
及川吏智子
花巻高等看護専門学校(祝辞)
：会 長
及川吏智子
岩手保健医療大学(祝辞)
：会 長
及川吏智子
盛岡看護医療大学校(祝辞)
：会 長
及川吏智子
県立二戸高等看護学院
：二戸地区理事 逢坂幸子
県立宮古高等看護学院(祝辞)
：副宮古支部長 島香聖子
水沢学苑看護専門学校
：奥州支部
井上良恵
県立一関高等看護学院
：副一関支部長 佐藤信子
‣戴帽式：出席 3 校、祝電 1 校
盛岡市医師会附属盛岡准看護学院 ：会 長
及川吏智子
盛岡看護医療大学校(祝辞)
：常務理事
松本知子

事業内容

実施内容
岩手看護専門・高等専修学校(祝辞)：会 長
‣卒業式：出席 7 校、祝電 1 校
花巻高等看護専門学校(祝辞)
：会 長
岩手看護専門・高等専修学校(祝辞)：会 長
盛岡市医師会附属看護学院
：会 長
県立宮古高等看護学院(祝辞)
：副会長
県立二戸高等看護学院
：専務理事
県立一関高等看護学院
：常務理事
水沢学苑看護専門学校
：常務理事
‣特別講義(講師)：会長 及川吏智子
岩手看護専門学校：12/14(木)
水沢学苑看護専門学校：平成 30 年 2/27(火)
・岩手県看護研究学会等での PR 活動

及川吏智子
及川吏智子
及川吏智子
及川吏智子
奥寺三枝子
北村和子
松本知子
菊池田鶴子

２）支部事業への活動支援【重・全体】 ⑴支部事業への活動支援
・平成 29 年度支部運営マニュアル・様式集の配布
・会員加入促進の取り組み
・各支部事業計画別紙参照
・担当者会議の開催(年 2 回)
⑵各支部事業の紹介(ホームページ活用)
⑶各支部職能との交流会
⑷地域別懇談会の開催
地域

開催日

開催場所

理事等出席

支部出席

計

県北

11/11

久慈地区合同庁舎

12

44

56

沿岸

11/18

県立釜石病院

12

27

39

県南

11/25

県立磐井・南光病院

14

37

51

中央

12/2

奥州市江刺総合支所

12

67

79

合計

盛岡

12/9

マリオス

15

51

66

291

懇談内容：組織強化について
３）諸会議の開催に関すること

⑴総会
期日：6/17(土) 9：30～14：00
会場：岩手県民会館 中ホール
出席者：455 名(正会員 360 名、役員・委員 92 名、議長 3 名)
委任状：5,275
合計 5,730 名
⑵理事会(書面含む)
期日：5/19(金)、6/17(土)、7/21(金)、10/27(金)、平成 30 年 2/28(水)
＊詳細は「岩手県看護協会会議に関する報告」参照＊
⑶地域別懇談会
年 5 回〔再掲〕
⑷役員会
月1 回
＊詳細は「岩手県看護協会会議に関する報告」参照＊
⑸職能委員会
月1 回
⑹各委員会(常任・特別) 月 1 回(原則)
⑺役員・委員新旧合同会議
期日：6/27(火)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：新旧役員 16 名、新旧委員 96 名
⑻常任・特別委員長会議
第 1 回：7/11(火)
出席者：役員 11 名、委員長 9 名、職員 2 名
第 2 回：平成 30 年 3/8(木) 出席者：役員 13 名、委員長 9 名、職員 2 名
⑼支部担当者会議
期日：7/21(金)、平成 30 年 2/28(水)
＊詳細は「岩手県看護協会会議に関する報告」参照＊

事業内容

実施内容
⑽職能集会
期日：6/17(土)
会場：岩手県民会館
参加者：保健師・看護師Ⅰ・Ⅱ職能合同 192 名、助産師職能 25 名
⑾その他
・岩手県看護協会創立 70 周年記念事業準備委員会：平成 30 年 2/16(金)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：会長 及川吏智子 他

４）役員・委員・会員セミナー開催

⑴役員・委員・会員セミナー
期日：10/7(土)
会場：岩手県看護研修センター
参加者 99 名
内容：講演「看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)の
活用推進事業について」
講師：日本看護協会 常任理事 川本利恵子氏

５）会員登録に関する管理・運用

⑴会員登録管理
・ナースシップの運用
⑵支部へ会員情報の提供
⑶個人情報の適切な管理

６）会員への情報提供の充実

⑴新入会員への会員ハンドブックによる協会活動の啓発
⑵支部だより展示
・通常総会会場に展示
⑶ホームページでの情報提供

７）日本看護協会との連携

⑴日本看護協会通常総会並びに全国職能別交流集会
期日：6/7(水)・8(木)
会場：幕張メッセ 他
出席者：日本看護協会地区理事 及川吏智子、代議員 8 名
役員 4 名、二戸訪問看護 ST 千葉美保子
⑵代議員研修会
期日：5/9(火)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：会長(日本看護協会地区理事)、代議員 8 名、予備代議員 8 名
⑶理事会 年 6 回
期日：5/12(金)、6/7(水)、7/27(木)・28 日(金)、9/20(水)
11/21(火)・22 日(水)、平成 30 年 2/22(木)・23(金)
出席者：会長 及川吏智子
＊詳細は「日本看護協会理事会・法人会員会等に関する報告」参照＊
⑷法人会員会 年 5 回
期日：5/12(金)、7/28(金)、9/20(水)、11/21(火)、平成 30 年 2/23(金)
出席者：会長 及川吏智子
＊詳細は「日本看護協会理事会・法人会員会等に関する報告」参照＊
⑸地区別法人会員会
期日：10/5(木)・6(金)
会場：メトロポリタン仙台
出席者：会長 及川吏智子、専務理事 北村和子
⑹職能委員長会 年 2 回
第 1 回：8/2(水)
会場：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター
出席者：保健師職能理事 森川一枝、副助産師職能委員長 山口裕子
看護師職能理事Ⅰ 田村ヤス子、看護師職能理事Ⅱ 小松道子
第 2 回：平成 30 年 3/2(金) 会場：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター
出席者：保健師職能委員 横坂裕美、助産師職能理事 小舘千公
看護師職能理事Ⅰ 田村ヤス子、看護師職能理事Ⅱ 小松道子
⑺地区別職能委員長会
期日：10/5(木)・6(金)
会場：メトロポリタン仙台
出席者：保健師職能理事 森川一枝、助産師職能委員長 小舘千公

事業内容

実施内容
看護師職能理事Ⅰ 田村ヤス子、看護師職能理事Ⅱ 小松道子
⑻都道府県看護協会看護労働担当者会議〔再掲〕
期日：5/18(木)
⑼都道府県看護協会事務担当者会議
⑽新会員情報管理体制(ナースシップ)担当者会議
期日：7/12(水)
会場：ＪＮＡホール
出席者：総務主任 中島剛、総務部 植村千恵
⑾訪問看護連絡協議会 全国会議
期日：5/11(木)、平成 30 年 2/21(水)
会場：ＪＮＡホール
出席者：常務理事 松本知子
⑿全国准看護師制度担当役員会議
期日：9/7(木)
会場：ＪＮＡホール
出席者：准看護師理事 中村八百子、常務理事 菊池田鶴子
⒀ナースセンター事業担当者会議 年 1 回〔再掲〕
期日：5/22(月)
⒁都道府県看護協会教育担当者会議
期日：8/8(火)・9(水)
会場：ＪＮＡホール
出席者：教育部長 菊池田鶴子
⒂都道府県看護協会広報担当役員会議
期日：平成 30 年 1/24(水)
会場：ＪＮＡホール
出席者：専務理事 北村和子
⒃医療安全推進会議
期日：9/28(木)
会場：ＪＮＡホール
出席者：専務理事 北村和子、医療・看護安全対策委員長 高柳明子
⒄都道府県看護協会災害看護担当者会議〔再掲〕
期日：7/13(木)
⒅その他
・第 50 回(平成 31 年度)日本看護学会事務局打ち合わせ
‣5/1(月)
会場：岩手県看護研修センター 他
出席者：日本看護協会 2 名、県協会 6 名
‣平成 30 年 1/30(火)
会場：岩手県看護研修センター 他
出席者：日本看護協会 1 名、県協会 6 名
‣平成 30 年 3/12(月)
会場：岩手県看護研修センター
出席者：日本看護協会 1 名、県協会 6 名
・平成 29 年度助産師出向事業推進会議：7/24(月)
会場：ＪＮＡホール
出席者：専務理事 北村和子
・日本看護協会新執行部披露パーティー：7/26(水)
会場：明治記念館
出席者：会長 及川吏智子
・平成 29 年度都道府県看護協会支部役員等研修会：10/6(金)
会場：宮城県医師会館
出席者：会長 及川吏智子、専務理事 北村和子、地区理事 5 名
・日本看護協会 70 周年記念式典：11/20(月)
会場：東京プリンスホテル
出席者：会長 及川吏智子
・職業安定法改正に関する説明会：11/29(水)
会場：ＪＮＡホール
出席者：常務理事 松本知子、NC 事業部長 森てる子
・看護職の賃金モデル導入支援者研修：11/30(木)～12/1(金)
会場：福島県看護協会
出席者：副会長 安保弘子、常務理事 松本知子
・平成 29 年度都道府県看護協会事務担当者地区別勉強会：12/7(木)・8(金)
会場：秋田ビューホテル
出席者：総務主任 中島剛、宮澤大地
・平成 29 年度日本看護学会運営会議：12/18(月)

事業内容

実施内容
会場：ＪＮＡホール
出席者：常務理事 松本知子
・日本看護協会による看護職賠償責任保険制度に関するヒアリング：12/21(木)
会場：岩手県医療局
出席者：専務理事 北村和子、事務局長 八重樫典彦
・
「これからの看護師に必要な在宅療養支援能力」意見交換会：平成 30 年 1/22（月）
会場：ＴＫＰガーデンシティ仙台
出席者：常務理事 松本知子
・都道府県看護協会政策責任者会議：平成 30 年 3/27(火)
会場：ＪＮＡホール 出席者：会長 及川吏智子、常務理事 松本知子

８）北海道・東北地区看護協会との連 ⑴北海道・東北地区看護協会長連絡協議会
携
期日：9/13(水)
会場：青森市 県民福祉プラザ
出席者：会長 及川吏智子
９）関係機関との連携・強化

⑴関係団体への情報提供等
⑵関連会議等への出席
・岩手県看護連盟
‣県看護協会・看護連盟定例会議：4/4(火)、平成 30 年 2/6(火)
‣通常総会：5/27(土)
会場：岩手県民会館
出席者：会長 及川吏智子
‣平成 29 年度北海道・東北ブロック看護管理者・看護教育者等政策セミナー
：8/19(土)・20(日)
会場：秋田キャッスルホテル
出席者：常務理事 松本知子
‣平成 29 年度看護管理者研修会：平成 30 年 3/3(土)
会場：アイーナ
出席者：会長 及川吏智子、常務理事 松本知子・菊池田鶴子
・いわてピンクリボンの会
‣幹事会・スタッフ会議：4/15(土)、6/3(土)、7/2(日)・29(土)、11/12(日)
平成 30 年 2/18(日)、3/24(土)
会場：岩手県対がん協会
出席者：専務理事 北村和子
‣総会：5/14(日)
会場：岩手県予防医学協会
出席者：専務理事 北村和子、常務理事 菊池田鶴子
・ラグビーワールドカップ 2019 釜石開催
‣実行委員会設立総会及び懇親会：4/21(金)
会場：サンセール盛岡
出席者：会長 及川吏智子
‣警備・消防・医療救護専門部会：9/5(火)、平成 30 年 2/9(金)
会場：岩手県庁、サンセール盛岡(2/9) 出席者：常務理事 松本知子
＊以下、別表６参照＊
⑶関係団体の後援・推薦・協賛等依頼への協力
＊別表７参照＊
⑷関係機関へ講師として協力
・福祉サービス苦情解決情報交換会(応用研修)：10/10(火)、11/14(火)
会場：アイーナ
助言者：専務理事 北村和子
・平成 29 年度県央保健所管内保健師研修会：11/24(金)
会場：盛岡地区合同庁舎
講師：副会長 奥寺三枝子
・平成29 年度宮古地区看護業務セミナー(看護職確保に向けた情報交換会)：12/16(土)
会場：岩手県立宮古病院
講師：NC 事業部長 森てる子
・平成 29 年度久慈地域新任期保健師交流研修会：平成 30 年 3/9(金)
会場：久慈地区合同庁舎
講師：副会長 奥寺三枝子
・平成 29 年度国保久慈地区協議会保健活動部研修会：平成 30 年 3/26(月)
会場：久慈市元気の泉
講師：副会長 奥寺三枝子
＊以下、別表８参照＊
⑸研修会等への参加
・自殺対策トップセミナー：5/29(月)

事業内容

実施内容
会場：岩手県自治会館
出席者：専務理事 北村和子
・平成 29 年度岩手県看護教員協議会冬季研修会：平成 30 年 1/20(土)
会場：アイーナ 803
出席者：専務理事 北村和子
・地域医療支援病院・地域医療研修センター医療講演会：平成 30 年 2/20(火)
会場：岩手県立中央病院
出席者：会長 及川吏智子

10）看護研修センター管理運営の円滑化 ⑴看護研修センター維持並びに管理
施設、備品関係の保守管理、修繕
・排水・湧水ポンプ交換工事
⑵研修室等の設備保守管理
⑶事務事業の効率化と環境整備
11）その他

⑴監事による事業監査 年 2 回
期日：5/15(月)、10/23(月)
⑵事業評価
期日：11/27(月)、12/5(火)

出席者：事務局長 八重樫典彦 他
出席者：会長 及川吏智子 他

６－３ 相互扶助等事業
事業内容

実施内容

１）会員の福利厚生

⑴名誉会員の推薦
⑵各受賞候補者の推薦
・表彰規程による推薦
‣日本看護協会会長表彰：保健師 赤石幸絵
‣岩手県保健医療功労者表彰：看護師 松本知子
‣厚生労働大臣表彰：看護師 村松洋子
‣岩手県看護協会会長表彰：3 名
‣岩手県看護協会感謝状：57 名
・表彰管理システムの活用と充実
⑶弔意・災害見舞
・弔意：小松弘子(名誉会員)、飯岡秀之(盛岡支部)、野中俊樹(奥州支部)
市川節子(宮古支部)

２）看護職賠償責任保険制度の加入促進

⑴医療事故当事者となった看護者の支援について日本看護協会と連携

平成 29 年度事業報告別表
【別表１】
５．地域ケアサービスの実施、促進による県民の健康と福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
（１）訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所運営事業
１）－ ⑶介護保険制度の適切な運用
ST

期 日

会 場

盛岡市地域包括支援センターケアマネジメント支援合同会議

5/17 他 1 回

盛岡市総合福祉センター 他

渡邊まさ子 他

盛岡市高齢者保健福祉関係行政説明会・介護保険施設等集団指導

5/24

マリオス

三浦和枝、真下泰子

居宅介護支援事業所連絡会

7/4 他 1 回

福祉交流館「暖炉の家」

三浦和枝

松園・緑が丘地域ケアマネジメント会議

10/19 他 2 回

福祉交流館「暖炉の家」他

三浦和枝

平成 30 年度介護報酬改定等に係る説明会

H30.3/19

岩手県立大学

三浦和枝 他

平成 30 年度診療報酬・介護報酬同時改定セミナー

H30.3/21

東京工科大学

三浦和枝、山崎幸子

岩手県介護支援専門員協会平成 30 年度介護報酬改定に係る研修会

H30.3/29

岩手産業文化センター

三浦和枝

平成 29 年度介護保険サービス提供事業所・施設に係る集団指導会

5/23

一関地区合同庁舎

鈴木美和子、山崎幸枝

平成 30 年度診療報酬・介護報酬同時改定セミナー

H30.3/21

東京工科大学

鈴木美和子、山崎幸枝

平成 30 年度介護報酬改訂等に係る説明会

H30.3/23

奥州市文化会館

鈴木美和子、髙橋麻樹

平成 29 年度介護保険サービス提供事業所・施設に係る集団指導会

5/23

一関地区合同庁舎

藤野みどり

平成 30 年度診療報酬・介護報酬同時改定セミナー

H30.3/21

東京工科大学

藤野みどり

平成 30 年度介護報酬改訂等に係る説明会

H30.3/23

奥州市文化会館

藤野みどり

平成 29 年度介護保険サービス事業者等講習会(集団指導)

7/25

二戸地区合同庁舎

小倉沙都美

二

平成 29 年度第 3 回二戸地区介護保険事業者協議会全体研修会

H30.3/5

二戸シビックセンター

千葉美保子

戸

平成 30 年度介護報酬改定等に係る説明会

H30.3/19

岩手県立大学

小倉沙都美

平成 30 年度診療報酬・介護報酬同時改定セミナー

H30.3/21

東京工科大学

坂脇恵、小倉沙都美

盛
岡

東
山

千
厩

会 議 名

出席者

【別表２】
５．地域ケアサービスの実施、促進による県民の健康と福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
（１）訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所運営事業
１）－ ⑷在宅介護者への適切な支援
ST
盛
岡

東
山

会 議 名

期 日

会 場

出席者

訪問看護ステーションカンファレンス

4/12 他 15 回

盛岡訪問看護ステーション

職員

居宅介護支援事業所カンファレンス

4/14 他 11 回

盛岡訪問看護ステーション

職員

事業所内カンファレンス

4/14 他 11 回

東山訪問看護ステーション

職員

医療・介護福祉連携会議

4/25 他 2 回

岩手県立千厩病院

鈴木美和子

訪問看護ステーション・ケアマネジャーとの意見交換会

5/15 他 3 回

岩手県立大東病院

鈴木美和子

東山地域支援会議

5/18 他 5 回

一関市東山支所

山崎幸枝

平成 29 年度東部地域主任介護支援専門員情報交換会

6/9、10/27

川崎市民センター 他

山崎幸枝

平成 29 年度第 1 回東部地域ケアマネスキルアップ研修会

7/14

千厩支所

鈴木美和子

平成 29 年度一関市医療と介護の連携連絡会研修会

7/26、10/28

一関保健センター

鈴木美和子 他

両磐地区介護支援専門員研修委員会

8/1

一関社会福祉協議会

山崎幸枝

介護予防・日常生活支援総合事業に係る説明会

8/9

一関保健センター

山崎幸枝

平成 29 年度支部看護師職能委員Ⅱ交流会

10/7

岩手県看護研修センター

鈴木美和子

平成 29 年度高齢者虐待対応研修会

10/11

川崎市民センター

山崎幸枝

「医療介護情報ネットワークシステム」に係る研修会

12/12

一関保健センター

鈴木美和子

「いわていきいきプラン 2020」に係る地域説明会

H30.1/10

一関地区合同庁舎

鈴木美和子 他

事業所内会議

4/19 他 11 回

千厩訪問看護ステーション

職員

医療・介護福祉連携会議

4/25 他 4 回

岩手県立千厩病院

藤野みどり

千

事業所内勉強会・ケースカンファレンス

4/26 他 20 回

千厩訪問看護ステーション

職員

厩

訪問看護ステーション・ケアマネジャーとの意見交換会

5/15 他 4 回

岩手県立大東病院

藤野みどり

第 102 回一関在宅緩和ケア支援ネットワーク会議

5/16

岩手県立磐井病院

藤野みどり

平成29 年度第2 回両磐地域リハビリテーション広域支援センター関係職員研修会

H30.2/3

一関合同庁舎

菅原直子

二戸支部役員会

4/6 他 2 回

二戸地区合同庁舎

向井友美子

軽米町保健医療福祉連絡会議

4/12 他 4 回

岩手県立軽米病院

千葉美保子

二
戸

ST

会 議 名

期 日

会 場

出席者

在宅ホスピス合同カンファレンス

4/13 他 4 回

岩手県立二戸病院

中野美枝子 他

九戸担当者会議

4/20 他 10 回

折爪荘

大川まき子

九戸ケア会議

4/24 他 8 回

九戸村総合福祉センター

大川まき子

二

ステーションカンファレンス

5/17 他 9 回

二戸訪問間ステーション

職員

戸

軽米町地域包括ケア推進協議会

5/30

軽米町健康ふれあいセンター

千葉美保子

市町村職員在宅医療・介護連携基礎研修

11/22

二戸地区合同庁舎

中野美枝子

カシオペア研修会「傷病者の医師に沿った救急現場での心肺蘇生に関する指針について」 H30.2/15

岩手県立二戸病院

中野美枝子 他

平成 29 年度二戸地区リハビリテーション連絡協議会

岩手県立二戸病院

千葉美保子

H30.2/24

【別表３】
５．地域ケアサービスの実施、促進による県民の健康と福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
（１）訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所運営事業
１）－ ⑺職員の資質の向上
ST

研 修 会 名

期 日

会 場

出席者

「これからの介護保険」「職業倫理と法令遵守」「個人情報保護法」「認知症について」研修会

6/23

盛岡タカヤアリーナ

渡邊まさ子

セラピストのための吸引講習

6/28、7/12

アイーナ

大矢あや子

訪問看護ステーション 管理者研修・交流会

7/29

アイーナ 他

三浦和枝・武部まゆみ

訪問看護【専門】研修「訪問看護に求められる呼吸管理」

9/1

岩手県看護研修ｾﾝﾀｰ

真下泰子

チーム盛岡第 5 回介護・看護職等研修会「老化と認知症」

9/27

アイーナ

熊谷順子

平成 29 年度岩手県介護支援専門員研修課程Ⅱ

10/24 他 2 回

岩手県産業会館

武部まゆみ

第6回在宅医療推進のための医師スキルアップ研修「もっと訪問看護ステーションを活用しましょう」 10/21

マリオス

武部まゆみ、三浦和枝

盛

平成 29 年度在宅医療人材育成研修

11/8

ビックルーフ滝沢

三浦和枝

岡

訪問看護サミット 2017

11/12

ベルサール新宿

三浦和枝

第 11 回岩手在宅褥瘡セミナー

11/18

奥州市江刺総合支所

和田陽子

平成 29 年度岩手県介護支援専門員研修課程Ⅱ及び更新研修

11/20 他 2 回

岩手県産業会館

渡邊まさ子

平成 28 年度ハイレベル人材養成研修会受講者活動報告等

12/8

大手町ファーストスクエアカンファレンス

三浦和枝

平成29年度岩手県介護支援専門員更新研修(専門研修課程Ⅱと同内容)

12/13～14

アイーナ

武部まゆみ

平成29年度岩手県介護支援専門員更新研修(専門研修課程Ⅱと同内容)

H30.1/23～24

アイーナ

渡邊まさ子

平成 29 年度認定調査現任研修

H30.2/19

盛岡地区合同庁舎

三浦和枝 他

第 2 回もりおか在宅医療病診・診診連携懇話会

H30.3/22

大通会館リリオ

渡邊まさ子

平成 29 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

6/6 他 8 回

盛岡市勤労福祉会館

吉田恵美、小林郁子

平成 29 年度岩手県主任介護支援専門員更新研修

6/12 他 7 回

盛岡市勤労福祉会館

山崎幸枝

平成 29 年度看護職員研修会

7/6 他 1 回

一関保健センター

吉田優子、小林郁子

第 2 回「岩手がんを考える会」研修会

7/29

アイーナ

吉田優子

成年後見制度普及後援会

7/30

一関保健センター

山崎幸枝、小林郁子

「在宅医療」知ってますか？～家で最後まで療養したい人に～

8/26

一関保健センター

山崎幸枝、鈴木千恵子

訪問看護【専門】研修「廃用症候群の予防のための看護」

9/5

岩手県看護研修ｾﾝﾀｰ

細川祥子

岩手県看護協会一関支部講演会「リフレクソロジーでハンド・フットマッサージ」

9/9

岩手県立南光病院

松川奈津枝

平成 29 年度第 1 回包括的・継続的ケアマネジメント研修会

9/15

川崎市民センター

鈴木千恵子

東

訪問看護【専門】研修「褥瘡ケア、実技で学ぶ浮腫の緩和ケア」

9/20

マリオス

前田実知代

山

平成 29 年度福祉用具・住宅改修研修会

10/6

ホテルシティプラザ北上

吉田恵美

平成 29 年度岩手県介護支援専門員更新研修

10/10 他 4 回

岩手県産業会館

鈴木美和子

介護予防専門研修会

11/8

一関市千厩支所

千葉里美

市民公開講座

11/11

花巻市交流会館

小林郁子

意思決定プロセスの臨床倫理

11/25

岩手保健医療大学

吉田優子

在宅医療・介護連携市民フォーラム

11/25

一関文化センター

山崎幸枝

平成 29 年在宅医療関連講師人材育成事業(訪問看護分野)

12/9

大手町ファーストスクエアカンファレンス

鈴木美和子

平成 29 年度一関市在宅難病患者支援従事者研修会

12/21

一関保健センター

山崎幸枝

一関市医療と介護の連携連絡会 講演会

H30.1/19

一関保健センター

鈴木美和子 他

平成29 年度第2 回両磐地域リハビリテーション広域支援センター関係職員研修会

H30.2/3

一関合同庁舎

小林郁子

ST

千
厩

二
戸

研 修 会 名

期 日

会 場

出席者

平成 29 年度第 3 回はじめてのケアカフェ

H30.2/5

一関保健センター

鈴木美和子

一関病院創立 100 周年記念講演

H30.2/10

ベリーノホテル一関

鈴木美和子、山崎幸枝

訪問リハビリテーションフォーラム 2017

H30.2/18

ホテルニューカリーナ

山崎幸枝

平成 29 年度第 2 回包括的・継続的ケアマネジメント研修会

H30.2/20

一関保健センター

山崎幸枝

平成 29 年度日常生活自立支援事業一関地域研修会

H30.2/22

川崎市民センター

千葉里美

意思決定支援に関する研修会

H30.2/23

一関保健センター

千葉里美

VR の出会で 3 時間だけ認知症になってみよう

H30.3/3

奥州地区交流センター

鈴木美和子、山崎幸枝

平成 29 年度胆江地区介護支援専門員連絡協議会第 2 回研修会

H30.3/3

奥州市文化会館

小林郁子

平成 29 年度一関地域こころのケアナースフォローアップ研修会 他

H30.3/3

一関市総合福祉ｾﾝﾀｰ

前田実知代、松川奈津江

岩手県介護支援専門員研修講師研修会

H30.3/9

岩手県公会堂

山崎幸枝

平成 29 年度第 3 回東部地域ケアマネスキルアップ研修会

H30.3/14

川崎市民センター

吉田恵美

平成 29 年度看護職員研修会

7/6

一関保健センター

菊池文枝

第 1 回緩和ケアチーム研修会

7/19

岩手県立磐井病院

藤野みどり

平成 29 年度糖尿病セミナー

7/25

一関保健センター

松岡澄江

平成 29 年度一関市医療と介護の連携連絡会研修会

7/26、10/28

一関保健センター

菅原直子

訪問看護ステーション 管理者研修・交流会

7/29

アイーナ 他

藤野みどり

精神看護～感情のマネジメント

9/7

岩手県看護研修ｾﾝﾀｰ

菅原直美

患者の意向を尊重した意思決定のための研修会

10/14

コラッセふくしま

藤野みどり

平成 29 年度介護予防専門研修会

11/8

一関市役所千厩支所

菊池文枝

平成 29 年度第 1 回褥瘡研修会

11/15

岩手県立千厩病院

藤野みどり

看取り意思決定支援をどう支えるか

12/4

アイーナ

菊池文枝

平成 29 年度一関市在宅難病患者支援従事者研修会

12/21

一関保健センター

菊池文枝

市民公開講座 カシオペア医療セミナー「ADL 場面におけるチェックポイント」 5/30

岩手県立二戸病院

中野美枝子 他

カシオペア市民フォーラム 地域で支える高齢者の暮らし

6/3

二戸市民文化会館

中野美枝子 他

カシオペア医療セミナー「小児期からの生活習慣病予防」

6/27

岩手県立二戸病院

中野美枝子 他

二戸支部心のケア・リフレッシュ研修会「ストレスマネジメントを取り入れたヨーガ」 7/29

二戸地区合同庁舎

千葉美保子 他

訪問看護ステーション管理者研修

7/29

アイーナ

中野美枝子

訪問看護【専門】研修「訪問看護に求められる呼吸管理」

9/1

岩手県看護研修ｾﾝﾀｰ

市橋厚子

訪問看護【専門】研修「廃用症候群の予防のための看護」

9/5

岩手県看護研修ｾﾝﾀｰ

佐藤静子

カシオペア地域医療福祉連携研究会研修会「感染症について」

9/13

岩手県立二戸病院

中野美枝子 他

北三陸カシオペア地区皮膚・排泄ケア認定看護師と糖尿病看護認定看護師による在宅ケアのための研修会

10/21

岩手県立軽米病院

中野美枝子 他

岩手県看護協会二戸支部平成29 年度二戸地区認知症講演会・実践報告会

11/18

二戸シビックセンター

中野美枝子 他

カシオペア医療セミナー「頭痛を考える」

12/6

岩手県立二戸病院

千葉美保子、坂脇恵

平成 29 年度認知症を知り共に支える市民セミナー

H30.1/21

二戸シビックセンター

中野美枝子 他

カシオペア医療セミナー「がんの療養と生活について」

H30.1/30

岩手県立二戸病院

千葉美保子

【別表４】
５．地域ケアサービスの実施、促進による県民の健康と福祉の増進に関する事業（公益目的事業）
（１）訪問看護ステーション・指定居宅介護支援事業所運営事業
１）－ ⑻関係団体等との連携
ST

盛
岡

東
山

会 議 名

期 日

会 場

出席者

岩手県介護支援専門員研修研修向上委員会

5/9 他1回

岩手県福祉総合センター

三浦和枝

平成29 年度盛岡市在宅医療介護連携事業訪問看護ステーション概要調査

9/21

盛岡訪問看護ステーション

武部まゆみ

意思決定プロセスの臨床倫理研修会(ファシリテーター)

11/25

岩手保健医療大学

三浦和枝

平成 29 年度盛岡圏域難病対策協議会

H30.2/15

盛岡市保健所

武部まゆみ

盛岡南部地域リハビリテーション連絡協議会

H30.3/6

マリオス

三浦和枝

一関東部地域居宅介護支援事業所協議会 総会

5/19

ホテル三島の湯

山崎幸枝

両磐地区介護支援専門員協議会 総会及び研修会

6/3

一関市保健センター

山崎幸枝、千葉里美

第14 回北海道・東北地区訪問看護ステーション連絡協議会 合同研修会・交流会

9/16

秋保温泉

鈴木美和子、山崎幸枝

ST
二
戸

会 議 名

期 日

会 場

出席者

カシオペア地域医療福祉連携研究会 世話人会

5/10 他3回

岩手県立二戸病院

千葉美保子 他

カシオペア地域医療福祉連携研究会平成 29 年度定例総会

5/24

岩手県立二戸病院

千葉美保子 他

【別表５】
６－１．その他事業（公益目的事業）
（１）他団体との協働により保健、医療、福祉事業の実施

３）－ ⑶保健・医療・福祉関係団体との連携

関係団体名

関係団体名

【会長 及川吏智子】

【副会長 安保弘子】

・岩手県自殺対策推進協議会

・岩手県小児救急電話相談事業事例検討会

・岩手県がん対策推進協議会

・岩手県医師会小児救急電話相談事業運営委員会

・岩手県 HIV/エイズ・性感染症予防対策推進協議会
・いわてリハビリテーションセンター指定管理検討会

【専務理事 北村和子】

・岩手県地域包括ケア推進会議

・岩手県福祉人材センター運営委員会

・岩手県福祉基金理事会

・岩手県福祉サービス運営適正化委員会(苦情解決小委員会)

・公益財団法人いきいき岩手支援財団評議員会

・県民みんなで支える岩手の地域医療推進会議(代理出席)

・岩手県立中央病院地域医療連携委員会・地域医療連携協議会

・岩手県介護労働懇談会

・岩手県社会福祉協議会評議員会

・岩手県地域包括ケア推進会議実務者会議

・岩手県小児保健学会理事会・若生賞選考委員会
・盛岡市医師会訪問看護ステーション運営協議会

【常務理事 松本知子】

・盛岡市夜間急患診療所運営協議会

・いわて愛の健康づくり財団評議員会

・盛岡市立病院経営評価委員会

・岩手県在宅歯科医療連携室整備事業における事業運営委員会

・盛岡地域県立病院運営協議会
【副会長 奥寺三枝子】

【助産師職能理事 小舘千公】

・岩手県発達障がい者支援体制整備検討委員会・広域支援連携協議会

・岩手県周産期医療協議会

・岩手県介護予防市町村支援委員会

・岩手県周産期医療協議会 周産期医療体制整備計画検討部会

・岩手県認知症施策推進会議
・盛岡市地域包括支援センター運営協議会・盛岡市地域密着型サービス運営委員会

【別表６】
６－２．その他事業（法人管理に関する事業）
９）関係機関との連携・協調 － ⑵関連会議等への出席
会議等

期 日

会 場

出席者

岩手医科大学創立 120 周年記念式典・祝賀会

4/20(木)

岩手県民会館 他

会長

及川吏智子

学校法人二戸学園 岩手保健医療大学開学記念祝賀会

5/17(水)

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡ﾆｭｰｳｨﾝｸﾞ

会長

及川吏智子

岩手県歯科医師会創立 100 周年記念式典・祝賀会

5/20(土)

盛岡グランドホテル

会長

及川吏智子

盛岡管内病院看護管理者懇話会

6/30(金)

ホテルルイズ

会長

及川吏智子

第 3 回母と子のメンタルヘルスフォーラム 会長招宴

7/22(土)

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡ﾆｭｰｳｨﾝｸﾞ

会長

及川吏智子

石川育成先生 旭日中綬章受章祝賀会

7/29(土)

盛岡グランドホテル

会長

及川吏智子 他

第 70 回岩手県社会福祉大会

11/1(水)

岩手県民会館

会長

及川吏智子

平成 29 年度岩手県保健医療功労者表彰式・地域医療従事者感謝状贈呈式

11/8(水)

エスポワールいわて

会長

及川吏智子

岩手県立療育センター落成式

11/29(水)

岩手県立療育センター

会長
及川吏智子
副会長 奥寺三枝子

衆議院議員鈴木俊一先生東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当大臣就任を祝う会

12/10(日)

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡ﾆｭｰｳｨﾝｸﾞ

会長

及川吏智子

平成 30 年度岩手県医師会・岩手県歯科医師会新年交賀会

H30.1/13(土)

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡ﾆｭｰｳｨﾝｸﾞ

会長

及川吏智子

平成 30 年度岩手県薬学・薬事関係者懇話会新年会

H30.1/20(土)

盛岡グランドホテル

会長

及川吏智子

平成 30 年度新郎・介護報酬同時改定セミナー・交流会

H30.2/24(土)

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡

会長

及川吏智子

【別表７】
６－２．その他事業（法人管理に関する事業）
９）関係機関との連携・協調 － ⑶関係団体の後援・推薦・協賛等依頼への協力
後援事業名 〔 〕内依頼元

後援事業名 〔 〕内依頼元

平成 29 年度「いわて男女共同参画推進月間」
〔岩手県環境生活部長〕

岩手腎不全研究会第 2 回春季セミナー〔岩手腎不全研究会〕

第 37 回岩手県精神保健福祉家族大会〔岩手県精神保健福祉連合会〕

リレーウォーク 2017 きたかみ〔ﾘﾚｰ・ﾌｫｰ・ﾗｲﾌｼﾞｬﾊﾟﾝきたかみ〕

「こころの日」イベント〔日本精神科看護協会岩手県支部〕

第 4 回医療懇話会～在宅ホスピス・死を受け止める～〔ｷﾂﾂｷﾈｯﾄﾜｰｸ岩手〕

第 10 回みちのく NST 研究会〔株式会社大塚製薬工場 仙台支店〕

日本転倒予防学会第 4 回学術集会〔日本転倒予防学会第 4 回学術集会〕

転倒予防フォーラム岩手 2017in 盛岡〔岩手転倒予防研究会〕

禁煙フォーラム岩手 2017〔盛岡市医師会〕

岩手医科大学創立120 周年記念「健康フェス2017」〔岩手医科大学創立120 周年記念事業実行委員会〕 第8回日本医療マネジメント学会岩手県支部学術集会〔第8回日本医療マネジメント学会岩手県支部学術集会〕
第 25 回岩手県呼吸不全研究会〔岩手県呼吸不全研究会〕

第 28 回東北ｽﾄｰﾏﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会〔東北ｽﾄｰﾏﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会〕

第 2 回看護改善セミナーin 仙台〔ケアコム仙台支店〕

第 25 回日本介護福祉学会大会〔第 26 回日本介護福祉学会大会〕

失語症全国大会インいわて〔失語症全国大会インいわて実行委員会〕

市民講座〔日本精神科看護協会岩手県支部〕

平成 29 年度複十字シール運動〔岩手県予防医学協会〕

第 6 回いわて呼吸療法セミナー〔岩手県臨床工学技士会〕

第 22 回学術集会 in 希望郷いわて〔SST 普及協会〕

いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会

第 43 回岩手県精神保健福祉大会〔岩手県精神保健福祉協会〕

いわて徘徊 SOS セミナーin 久慈〔いわて徘徊 SOS セミナー実行委員会〕

平成 29 年度岩手県いい歯の日のつどい in 一関〔岩手県保健福祉部〕

もりおかバイタルサインセミナー〔岩手医科大学医学部麻酔学講座〕

第 16 回日本癌治療学会市民公開講座〔岩手日報社〕

平成 29 年度治療と仕事の両立支援セミナー〔岩手県保健福祉部〕

第9回東北7県医療連携実務者協議会・第4回岩手県医療福祉連携実務者ネットワーク情報交換会〔東北7県医療連携実務者協議会〕

セミナー「医療事故調査制度について」
〔岩手県私立病院協会〕

いわてリハビリテーションフォーラム2017〔いわてリハビリテーションセンター〕 第 10 回岩手県がんフォーラム〔岩手日報社〕
第 19 回岩手県歯科保健大会〔岩手県歯科医師会〕

平成30 年度診療・介護報酬同時改定セミナー〔日本医業経営コンサルタント協会〕

地域公開講座「認知症を自分らしく生きる。支える私たちへのメッセージ」〔岩手県訪問看護ステーション協議会〕

平成 29 年度緩和ケア医療従事者研修会〔岩手県立大船渡病院〕

市民公開講座「認知症のひととともに暮らすヒント」〔岩手県訪問看護ステーション協議会〕

第 6 回医療機器安全講座〔岩手県臨床工学技士会〕

2018 年度全腎協全国大会 in もりおか〔岩手県腎臓病の会〕

平成30年度盛岡南部地域リハビリテーション関係職員研修会・住民向け講演会〔盛岡南部地域リハビリテーション広域支援センター〕

【別表８】
６－２．その他事業（法人管理に関する事業）
９）関係機関との連携・協調 － ⑷関係機関へ講師として協力
ST

盛
岡

研 修 会 名 等

期 日

会 場

講 師

岩手看護短期大学 在宅看護論実習打合せ

4/21

盛岡訪問看護ステーション

三浦和枝、武部まゆみ

岩手看護短期大学 在宅看護論実習オリエンテーション

4/27

岩手看護短期大学

武部まゆみ

岩手看護短期大学 臨地実習受入

5/8～6/29

盛岡訪問看護ステーション

職員

平成29 年度岩手県介護支援専門員更新研修(実務未経験者)・再研修(指導者)

5/16

勤労福祉会館

三浦和枝

平成 29 年度訪問看護【基礎】研修

6/14

岩手県看護研修センター

三浦和枝

東北福祉看護学校 実習打合せ

6/7

盛岡訪問看護ステーション

武部まゆみ、三浦和枝

平成 29 年度看護研修会「介護支援専門員養成講習会」

7/11

岩手県看護研修センター

三浦和枝

東北福祉看護学校病院等見学実習受入

7/18 他 5 回

盛岡訪問看護ステーション

職員

「訪問看護師の褥瘡ケアに対する認識」に関する研究協力(岩手県立大学看護学研究科)

7/14

盛岡訪問看護ステーション

和田陽子

訪問看護【基礎】研修 実習受入

7/25 他 3 回

盛岡訪問看護ステーション

職員

岩手看護短期大学 追加実習受入

8/23～24

盛岡訪問看護ステーション

職員

平成29 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅱ・更新研修打合せ

8/31

勤労福祉会館

三浦和枝

平成29年度岩手医科大学附属病院高度看護研修センター緩和ケア認定看護師教育課程実習指導者会議

9/7

岩手医科大学附属病院循環器医療センター

武部まゆみ

平成 29 年度岩手県看護実習指導者講習会グループ演習助言者

9/11 他 2 回

岩手県看護研修センター

三浦和枝

第 6 回いわて在宅酸素・呼吸器患者の会

9/24

アイーナ

三浦和枝

岩手女子高等学校看護科 講義

10/5 他 5 回

岩手女子高等学校

武部まゆみ、和田陽子

平成 29 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅱ・更新研修

10/11 他 2 回

岩手県産業会館

三浦和枝

平成29年度岩手医科大学附属病院高度看護研修センター緩和ケア認定看護師教育課程臨地実習受入

10/11 他 4 回

盛岡訪問看護ステーション

職員

岩手看護専門学校(本科) 在宅看護論実習受入

10/11 他 11 回

盛岡訪問看護ステーション

職員

岩手県立大学看護学部 領域別看護学実習(地域看護学実習Ⅰ)受入

10/17 他 3 回

盛岡訪問看護ステーション

職員

平成29年度訪問看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相互研修実地研修受入

11/1～2

盛岡訪問看護ステーション

職員

ST

東
山

千
厩

二
戸

研 修 会 名 等

期 日

会 場

講 師

平成 29 年度岩手県介護支援専門員実務研修に係る事前打合せ

11/13

岩手県福祉総合相談センター

三浦和枝

平成29 年度訪問看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相互研修

11/28

岩手県看護研修センター

三浦和枝

講師指導者養成研修

12/22～23

TKP 神田ビジネスセンター

三浦和枝

平成 29 年度岩手県高齢者権利擁護看護実務者研修会

H30.1/18

アイーナ

三浦和枝

平成 29 年度岩手県介護支援専門員実務研修

H30.1/19

岩手県産業会館

三浦和枝

平成 29 年度岩手県介護支援専門員実務講習

H30.2/1

盛岡市勤労福祉会館

三浦和枝

岩手県介護支援専門員研修研修向上委員会

H30.2/16

いきいき岩手支援財団

三浦和枝

平成 29 年度消防職員専科教育救急科(在宅医療訪問看護)

H30.2/21

岩手県消防学校

武部まゆみ

岩手県介護支援専門員研修講師研修会

H30.3/9

岩手県公会堂

三浦和枝

平成29 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅰ・更新研修「演習」打合せ

H30.3/9

岩手県公会堂

三浦和枝

岩手県介護支援専門員専門研修及び更新研修 講師打合せ会

4/28

岩手県福祉総合相談センター

山崎幸枝

岩手県立一関高等看護学院 在宅看護論実習受入

5/9 他 11 回

東山訪問看護ステーション

職員

平成 29 年度岩手県介護支援専門員専門研修及び更新研修

6/27

アイーナ

山崎幸枝

一関看護専門学校 講義

7/1 他 13 回

一関看護専門学校

山崎幸枝

平成 29 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅰ

7/20

盛岡市勤労福祉会館

山崎幸枝

訪問看護【基礎】研修 実習受入

7/25～26

東山訪問看護ステーション

職員

東亜看護学院 見学実習受入

9/21～22

東山訪問看護ステーション

職員

岩手医科大学看護学部教授 来所・見学

9/25

東山訪問看護ステーション

鈴木美和子

岩手県立一関高等看護学院 講義

10/5 他 4 回

岩手県立一関高等看護学院

鈴木美和子

平成 29 年度介護職員初任者研修 講師会議

10/24

大東保健センター

鈴木美和子

両磐地区介護支援専門員協議会・基礎研修

11/1

一関福祉センター

山崎幸枝

岩手県立大学看護学部 領域別看護学実習(地域看護学実習Ⅰ)受入

11/14 他 3 回

東山訪問看護ステーション

職員

両磐地区介護支援専門員協議会・基礎研修 講師打合せ

11/15

一関福祉センター

山崎幸枝

両磐地区介護支援専門員協議会・基礎研修

12/1

一関福祉センター

山崎幸枝

介護職員初任者研修

12/10

大東保健センター

鈴木美和子

岩手県訪問看護ステーション協議会「地域看護を支える訪問看護の役割」 H30.2/24

キャラホール

鈴木美和子

平成29 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅰ・更新研修「演習」打合せ

H30.3/9

岩手県公会堂

山崎幸枝

岩手県立一関高等看護学院 在宅看護論実習受入

5/9 他 11 回

千厩訪問看護ステーション

職員

岩手県立大学看護学部 領域別看護学実習(地域看護学実習Ⅰ)受入

12/5 他 3 回

東山訪問看護ステーション

職員

岩手県立二戸高等看護学院 在宅看護論実習受入

5/9 他 32 回

二戸訪問看護ステーション

職員

岩手県立一戸病院 講義

7/25

岩手県立一戸病院

中野美枝子

訪問看護【基礎】研修 実習受入

7/25～26

二戸訪問看護ステーション

職員

看護学生のためのサマーセミナー受入

8/24

二戸訪問看護ステーション

職員

訪問看護実地研修受入(県立二戸病院 NS)

10/12 他 7 回

二戸訪問看護ステーション

職員

平成29年度訪問看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相互研修実地研修受入(県立一戸病院NS)

11/1～2

二戸訪問看護ステーション

職員

平成29年度訪問看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相互研修実地研修受入(くずまき病院NS)

11/8～9

二戸訪問看護ステーション

職員

