令和２年度事業計画
Ⅰ 公益目的事業
１ 公衆衛生の普及指導に関する事業
２ 保健師、助産師、看護師及び准看護師の職能向上に関する事業
３ 看護職員の労働環境等の改善及び福祉の向上による人々の健康及び福祉の増進に関する事業
４ 看護職員の確保・定着に関する事業
５ 訪問看護、居宅介護支援及び療養通所介護に関する事業
６ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
Ⅱ その他の事業
１ 施設の貸与に関する事業
２ 会員相互扶助事業
３ 法人管理事業
Ⅰ 公益目的事業（事業費 449,242 千円）
１ 公衆衛生の普及指導に関する事業（直接事業費 8,427 千円）
事業内容

具体的計画等

１）看護の普及啓発活動
・
「5 月 12 日は看護の日 看護の心をみんなの心

(1) 看護の日・看護週間行事

に」をテーマに、
「看護の心」普及促進キャンペ
ーンを実施
・ふれあい看護体験
・みんなで話そう「看護の出前授業・講座」
(2) 「国際助産師の日」記念行事

・まちの保健室・おかやまの看護展と同時開催…
10 月 24 日、ブランチ岡山北長瀬

２）健康相談及び知識の普及
・毎週火・金曜日、My ステーション看護協会北長

(1) 「まちの保健室」事業

瀬（ブランチ岡山北長瀬内）
・相談ボランティア養成講座
・母子保健相談…天満屋岡山店
（毎月第3日曜日）
、
岡山高島屋（毎月第 1 日曜日）
・支部におけるまちの保健室
・まちの保健室・岡山の看護展・国際助産師の日
イベント…10 月 24 日、ブランチ岡山北長瀬
(2) 地域への出前講座

・地域への健康応援出前講座

(3) 医療看護健康相談

・来訪者、電話等への対応

３）平時の危機体制の整備と巨大地震等の災害対
策の推進
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(1) 災害看護の啓発強化と災害発生を想定した ・災害支援マニュアルの見直しと受援マニュアル
体制整備
作成
・他の災害医療チームとの連携
(2) 災害支援ナース登録の推進
・災害支援ナース育成研修…基礎編、実務編、フ
ォローアップ編
・看護管理者・施設代表者への災害支援ナース登
録協力要請、集会等での協力要請
(3) 災害協定機関等との連携強化

・災害支援ナース派遣調整合同訓練（日本看護協
会）
・南海トラフ災害対応プラットホーム調整会議
（ＡＭＤＡ）

４) がん征圧運動及び震災等に対する寄附金募
集、義援金活動

・岡山県、岡山市、岡山県四師会等との連携
・岡山県健康づくり財団
・被災都道府県、被災看護協会への支援

２ 保健師、助産師、看護師及び准看護師の職能向上に関する事業（直接事業費 76,898 千円）
事業内容
具体的計画等
１）地域包括ケアにおける看護提供体制の構築と
推進[重 1]
(1) 地域における看護職間及び多職種とのネッ
トワーク強化[重 1-1]
① 地域包括ケアの実現を支える看護機能 ・支部単位での課題共有、施策展開に向けた検討
新
の場の設置（合同交流会、施設代表者会議）○
連携システムの構築
新
・地域包括支援センター看護職の活動支援○
新
・産後ケアの実施に向けた取り組み検討○

② 在宅看護領域の基盤強化

新
・訪問看護総合支援センター設置○

訪問看護ステーションの多機能化、大規模化に
向けた事業連携検討、新卒・新人訪問看護師等
人材育成、訪問看護プラチナナース登録制度の
検討
・訪問看護推進に係る関係団体との連携強化
・特別養護老人ホーム等における看護管理者の育
新
成○
新
・診療所看護師の実態調査○
新
・難病患者の在宅ケアを考える交流会○

③ 多職種との連携強化

・地域の困難事例を見逃さない看護を考える交流
新
会○

・岡山県地域包括ケアシステム学会、プライマリ・
ケア学会への参加
(2) 地域看護の提供体制の拡充
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① 地域看護の担い手育成

・新卒訪問看護師育成
・訪問看護師養成講習会
・在宅ケアアドバイザー派遣事業
② 訪問看護ステーション連絡協議会等連 ・岡山県訪問看護ステーション連絡協議会との連
携による看護の質向上
絡会議
・訪問看護推進協議会、訪問看護課題検討協議会
の委員受託、委員会への参加
・日本訪問看護財団との連携
③ 小児・精神領域等への切れ目のない看護 ・カテゴリー別研修（臨床看護、小児・母性看護、
の提供強化
精神看護、地域・在宅看護・多職種連携）
(3) 母子から高齢者まで地域全体の地域包括看
護機能の強化
出向交流研修事業（県委託）
・看護職員出向・交流研修事業及び成果報告会（県
委託）
・中堅看護職員のための施設間研修及び成果報告
会
(4) 幸福な長寿社会実現事業（県委託）

・研修「人生の最終段階における意思決定を支援
するために」

２）看護の専門性の向上と人材育成[重 2]
(1) キャリナース活用によるキャリア開発への ・キャリナース登録の推進
支援
(2) 看護師のクリニカルラダー、助産師のクリ ・自治体保健師の標準的なキャリアラダー導入・
ニカルラダー、自治体保健師の標準的なキャ
活用の推進
リアラダーによる実践能力の強化[重 2-1]
・助産師クリニカルラダーの活用促進
・看護師クリニカルラダー導入活用の支援
新
・病院看護管理者のマネジメントラダーの周知○

・保健指導ミーティング
・各職能のラダーに沿った研修の実施
(3) 支部と連携した研修体制の構築から、研修 ・支部と研修センター相互連携による研修冊子へ
の拡大と効率化を図る
の掲載一本化
・支部研修の相互乗り入れによる研修受講機会の
拡大
(4) 新たな認定看護師養成への取り組み[重 2- ・看護師の特定行為研修修了者の交流会○
新
2]
・特定行為研修に係る看護師の研修の受講推進
・看護管理者と連携し、認定看護師の受講推進
・県・関係機関への働きかけ
３）看護の質向上の支援
・看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）

(1) 継続教育の推進

を導入した教育研修の企画・運営・評価
・カテゴリー別教育・研修の企画・運営・評価
・日本看護協会インターネット配信研修
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<看護職研修>

(2) 岡山県からの委託研修

・実習指導者講習会
・特定分野における実習指導者講習会
・新人助産師合同研修会
・新人看護職員実地指導者研修
・新人看護職員教育担当者研修
・新人看護職員研修責任者研修
・看護教員継続研修
・認知症対応力向上研修
・介護職員等喀痰吸引等指導者研修
<ナースキャリアアップ推進事業研修>
・社会福祉施設等看護職員研修
・基礎実務者研修
・看護研究研修
・小児看護研修
・最先端等適正看護推進研修
<看護師等就労促進研修>
・准看護師からのステップアップ
・家族に介護が必要になった時
・新卒ナースの元気力アップ
・看護研究実践能力向上のための研修の実施

(3) 看護研究事業の推進

・岡山県看護学会
・各支部における看護研究発表会
・岡山県地域包括ケアシステム学会への参加、発
表
・岡山県保健福祉学会への参加、発表
・岡山プライマリ・ケア学会への参加、発表
・蔵書等の点検、購入、蔵書目録管理

(4) 図書室運営

・キャリナース活用による文献検索サービスの充
実
・文献複写サービスの充実
４）資格に関する事業
・看護師学校養成所 2 年課程（通信制）の説明会
・資格取得に関するリーフレット配布
・准看護師への相談支援
・通信課程等進学のための研修会開催
・准看護師対象研修会（医療安全）及び交流会開
催
･ 認定看護管理者教育課程ファースト、セカンド
レベルの開講

(1) 准看護師への支援

(2) 認定看護管理者教育課程の実施
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(3) 認定看護師資格取得支援

・岡山県地域包括ケア関係認定看護師養成促進事
業（県補助）

(4) アドバンス助産師資格取得支援

・アドバンス助産師申請の促進
・アドバンス助産師更新申請に向けての準備支援
・助産師出向交流研修支援

５）看護基礎教育制度改革の推進[重 4]
教員・実習施設の確保への支援[重 4-1]

・教育体制を充実させる取り組みに関する交流会
新
○

・専任教員の質向上のための研修の実施
・実習指導の充実のため実習指導者養成研修（特
定分野も含む）の計画的受講の勧め
・実習指導者のフォローアップ研修・交流会の実
施
・岡山県看護教育施設代表者会議への参加
・大学院における保健師助産師教育の実現に向け
た活動
・関係機関・団体への要望・陳情
・関係機関・団体との情報交換
３ 看護職員の労働環境等の改善及び福祉の向上による人々の健康及び福祉の増進に関する事業（直接事業
費 1,051 千円）
事業内容
具体的計画等
１） 看護職員の働き方改革の推進[重 3]
(1) 働き方改革の推進[重 3-1]
① 働き方改革のモデルの提案と現場への ・看護職の WLB 推進ワークショップ事業（岡山県
導入支援
医療勤務環境改善支援センターとの連携）
・准看護師・看護補助者との連携を考える集会
② タスクシフト・タスクシェアの検討

・看護チームにおける業務の在り方に関するガイ
ドラインの普及
・好事例の紹介

③ ヘルシーワークプレイスの実現、ハラス ・研修会・交流会の開催
メント対策
交代制勤務のリスクと改善、ハラスメント対策、
事例をもとにハラスメントへの対処方法を学ぶ
新
・実務者会議ハラスメントに係る実態調査○

・組織で行うメンタルヘルス
(2) こころの健康相談

・臨床心理士等による無料相談（2 回/月）

(3) 看護職の身分擁護

・看護職からの相談・支援

２）医療安全体制強化のための支援
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(1) 医療安全管理者の養成と支援

・リスクマネジャー育成研修（e ラーニング）
・県内リスクマネジャー研修会

(2) 医療安全への意識啓発

・小規模医療施設、介護施設、支部等への出前講
座（KYT 等）
・医療安全情報収集・発信（ホームページ、協会
広報誌等）

(3) 看護職からの相談対応

・相談窓口の設置

(4) 医療事故調査制度事業に関する対応

・医療事故調査等支援団体としての活動
・岡山県医療事故調査支援団体連絡協議会員とし
ての活動

４ 看護職員の確保・定着に関する事業（直接事業費 39,139 千円）
事業内容

具体的計画等

１）ナースセンター機能強化による看護職員確保
定着の推進（県委託）[重 3-2]
(1) 看護師等の無料職業紹介事業

・求人、求職相談業務の充実（対面、電話、メー
ル等）
・求職サイト「ｅナースセンター」登録促進
・求人施設訪問
・ハローワーク岡山、ハローワーク倉敷及びハロ
新 での移動相談
ーワーク津山○

・出張相談（就職フェア等）
(2) キャリアチェンジの提案と支援
① 50 歳代からのキャリアチェンジ支援

・地域で看護職として就業を継続するための支援
・病院と連携した退職意向看護職のキャリア支援

② エイジレス時代のキャリアチェンジ

・プラチナ世代対象の研修会（2 日間）
、岡山市・
津山市で開催

(3) 届出制度の普及と活用促進

・届出サイト「とどけるん」の利用促進
・届出者の情報管理
・届出制度の周知と課題抽出（支部集会、施設訪
問時等）

(4) 未就業者及び復職支援者等への研修会の開 ・定例看護技術講習会（毎月第 1・第 3 金曜日）
催

・病院等における看護技術講習会開催促進
・地域での看護技術講習会（就職フェア等）
・ナーストライアル（職場体験）

(5) 在宅、介護施設等への就業サポート

・
「介護・福祉施設看護の魅力」研修会の開催（岡
山市・津山市）
・介護施設等での勤務体験
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(6) 地域に必要な看護職員確保の推進

・就業 3・6 ヶ月後の状況調査（NC 紹介就業者）
・離職者実態調査（県内全病院・訪問看護ステー
ション離職者対象）
・県北地域に必要な看護職の需要調査
・助産師需給計算ツールの検討
・保健師人材確保のための実態調査

(7) 広報及び情報提供事業

・ナースセンターニュース（年 4 回 協会広報誌
と同時配布）
・ホームページ、ブログ発信

(8) 関係機関との連携・会議

・日本看護協会担当者連絡会議
・ナースセンター事業運営委員会
・看護職員確保対策連絡協議会
・岡山県看護師等就業協力員連絡会議
・ハローワークとの連携事業連絡調整会議

２）看護に関する普及啓発活動（県委託）
(1) 就職フェアの開催

・支部単位で開催

(2) 看護学生への適切な職場選択の促進

・看護学校等への出前説明会
・看護職就職ガイドブック発行

(3) 児童・生徒への看護職への適切な進路選択 ・看護の出前授業・出前講座
の促進

・看護進路ガイダンスの開催
7 月 5 日（津山市）
、7 月 26 日（岡山市）
・ナーシングパス作成と活用促進

５ 訪問看護、居宅介護支援及び療養通所介護に関する事業（直接事業費 226,529 千円）
事業内容
具体的計画等
１）訪問看護、居宅介護支援事業及び地域密着型
療養通所介護事業の充実
(1) 訪問看護事業の充実
・岡山訪問看護ステーション看護協会
・みつ訪問看護ステーション看護協会
・吉備中央訪問看護ステーション看護協会（サテ
ライト）
・My ステーション看護協会北長瀬（サテライト）
(2) 居宅介護支援事業の充実

・岡山居宅介護支援センター看護協会

(3) 療養通所介護事業

・岡山デイナーシング看護協会

(4) 訪問看護事業、居宅介護支援事業及び療養 ・協会立訪問看護ステーション運営委員会
通所介護事業の質評価

・岡山デイナーシング安全サービス提供管理委員
会
・介護サービス情報公表にかかる自己評価
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(5) 看護職員等の質の向上

・事業所内研修、事例検討会
・ラダー別研修への参加

(6) 看護学生・看護職・福祉職に対する教育支 ・看護学生及び研修生の実習・研修の受け入れ
援
(7) 地域活動

・地域住民への出前講座
・在宅看護・介護に関する研修会への講師派遣
・関係団体等との連携及び会議・研修会への出
席

２）他団体との連携

・構成団体の一員としての活動
・関係団体との懇談会等の開催
・関係団体の会議への参加、情報交換、委員等派
遣
・後援・推薦・協賛等依頼への協力

６ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業（直接事業費 97,198 千円）
事業内容
具体的計画等
１）広報活動に関する事業
(1) 会員への情報提供の充実

・協会広報誌の発行（年 4 回）
・ホームページの充実

(2) 県民への看護の普及啓発活動

・
「看護の心」普及促進キャンペーン事業
・
「国際助産師の日」記念行事
・ホームページの充実
・協会活動をメディアへ紹介
・協会のＰＲ動画の活用
・ＡＭＤＡ「命を救うラジオ」への協賛

(3) 重点事業の広報活動

・協会広報誌の発行
・ホームページの充実
・各種会議・研修会での伝達

２）公益目的共通事業

・公益目的事業各々への配賦が困難なもの…人件
費、会館及び看護研修センター維持費等

Ⅱ その他の事業（事業費 50,525 千円）
１ 施設の貸与に関する事業（直接事業費 1,459 千円）
事業内容
具体的計画等
１）建物の一部を賃貸
・関係団体へ一部を賃貸
２）会議室、研修室を貸与

・貸与規則に基づき貸与
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２ 会員相互扶助事業（直接事業費 1,418 千円）
事業内容
具体的計画等
１）当協会の事業活動に従事する際の損害保険契 ・役員等災害補償保険…役員、各委員会委員、そ
約の締結
の他会員
２）会員の死亡、罹災等に対する弔慰金、見舞金 ・災害等見舞金規程に基づき支給
の支給
３）会員の表彰

・岡山県看護協会長表彰

４）会員相互の親睦を深めるための会の開催

・個人会員の集いの開催
・新卒・新入会員研修会

５）会員を対象とした顧問弁護士による無料法律 ・土日・祝日を除く毎日 10 時～17 時
相談
３ 法人管理事業（直接事業費 47,648 千円）
事業内容

具体的計画等

１）組織強化に関する事業
(1) 会員数の増加・拡大

・協会のＰＲ動画の活用
・協会事業案内パンフレットの作成・配布

(2) 会員管理

・新会員システム（ナースシップ）の充実

(3) 諸会議の開催

・通常総会
・理事会
・会長・副会長会議
・常務会議
・推薦委員会
・役員・委員長・支部長合同会議

(4) 日本看護協会との連携

・日本看護協会が開催する会議へ出席
・日本看護協会が実施する調査・事業への情報提
供並びに協力

２） 政策への提言及び県、政令市、関係団体等と
の連携促進、医療・介護計画等への参加
(1) 岡山県、政令市との連携及び要望活動

・岡山県保健福祉部幹部職員との懇談会
・岡山県地域医療構想調整会議等への出席
・岡山市・岡山市四師会役員全体協議会

(2) 医療関係団体等との連携・交流促進

・岡山県介護保険団体協議会への参加
・岡山県四師会との連携、交流
・岡山市四師会との連携、交流
・理事受託、理事会への出席

(3) 政党への陳情等

・陳情及び意見交換会
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３）施設の運営管理
看護会館、看護研修センターの管理

・建物設備の管理・運営
・保守修繕
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