
報告事項1　平成28年度事業報告

Ⅰ．継続教育等看護の質の向上に関する事業　＜1-1(1)(2)(5)＞
１―１）継続教育等看護の質の向上に関する事業
（１）教育委員会研修事業

実践力育成研修の企画・実施・評価
①看護専門職として求められる能力に関する研修
・臨床実践能力を高める研修　　 受講者数8,371名
・人間関係能力を高める研修　　 受講者数1,310名
・指導・管理能力を高める研修　　 受講者数1,453名
・准看護師対象研修　　　 受講者数118名
・トピックス研修　　　 受講者数165名
②専門領域をさらに深めるためのスキルアップ研修
・看護管理者コース(5日間）　　 受講者数93名
・看護研究コース(7日間）　　 受講者数11名
・退院調整看護師育成研修(3日間） 受講者数93名
1日目：「看護職ができる退院支援、調整」(公開研修) 受講者数345名

③共催研修
　　・日本看護協会インターネット配信研修

「認知症高齢者の看護実践に必要な知識（リアルタイム研修）」(2日間)　2回
受講者人数900名

「事例から学ぶ一般病棟での認知症ケア（オンデマンド研修）」受講者数396名
④都道府県看護協会教育担当者会議出席   8月10日(水)　日本看護協会ＪＮＡホール
⑤平成29年度実践力育成研修の企画

（２）新人看護職員卒後研修プロジェクト事業
新人看護職員研修
・福岡県新人看護職員研修責任者研修(5日間)（県委託事業）　2回
定員40名(延人数80名)　　受講者数61名　　修了者数61名
【1回目】9月26日(月)、9月27日(火)、10月2日(日)、10月3日(月)、10月4日(火)
【2回目】10月11日(火)、10月12日(水)、10月17日(月)、10月18日(火)、10月19日(水)
・新人看護職員研修責任者研修修了者フォローアップ研修
1日目：11月30日(水)　 受講者数52名　　対象：平成27年度研修責任者研修修了者
2日目：公開発表会

 福岡地区　平成29年2月20日(月)　   北九州地区　平成29年2月23日(木)
 筑豊地区　平成29年2月16日(木)　   筑後地区　　平成29年2月1日(水)
 参加者延人数230名（一般参加者178名、平成27年度研修修了者52名）

・福岡県新人看護職員教育担当者研修(5日間)（県補助事業）　2回
定員75名(延人数150名)　　受講者数154名　 　修了者数154名
 【1回目】10月27日(木)、10月28日(金)、11月2日(水)、11月9日(水)、11月10日(木)
 【2回目】11月15日(火)、11月16日(水)、11月17日(木)、11月21日(月)、

11月22日(火)
・福岡県新人看護職員実地指導者研修(5日間)（県委託事業）　2回
定員75名(延人数150名)　　受講者数157名　  修了者数156名
 【1回目】平成29年1月17日(火)、1月18日(水)、1月23日(月)、1月24日(火)、

1月25日(水)
 【2回目】平成29年2月9日(木)、2月10日(金)、2月13日(月)、2月14日(火)、

2月15日(水)
・新人看護職員多施設集合研修（県補助事業・一部補助金事業対象外）

　　　　  　「フレッシュナースセミナー」　5月25日(水)、5月27日(金)　　　　　　         受講者延人数830名
　　　　  　「新人のための感染予防の基礎知識」　6月23日(木)　　　　　　　         受講者数439名
　　　　  　「看護に活かすフィジカルアセスメント」 受講者延人数550名
　　　　　　　　　福岡地区　7月1日(金）　　 北九州地区　7月6日(水）
　　　　　　　　　筑豊地区　7月15日(金） 　 筑後地区　　8月3日(水）
　　　　  　「基礎から学ぶ医療安全」 受講者延人数480名
　　　　　　　　　福岡地区　9月1日(木)　　 北九州地区　9月16日(金)
　　　　　　　　　筑豊地区　8月12日(金)　 筑後地区　　9月7日(水)
　　　　  　「新人のための安全な移動・移乗の技術」　　9月23日(金)　　　         受講者数327名

平成28年度事業報告
・二重下線は重点事業
・下線は新規事業

 〔　　　〕は事業費(決算) 単位：千円

〔 38,676 〕

〔 10,645 〕



・新人看護職員研修アドバイザー派遣事業（県補助事業）
8月～平成29年3月 対象3施設 派遣回数15回(3施設あわせて)

（３）認定看護管理者運営委員会事業　―認定看護管理者教育課程―
①認定看護管理者教育運営委員会　　7回
②ファーストレベル(定員140名)    応募者数178名 受講者総数147名
・第26回　5月6日(金)～8月26日(金)　 受講者数72名
・第27回 10月7日(金)～平成29年1月27日(金) 受講者数75名

(公開講座) 7月2日(土)、7月3日(日)　 受講者数12名
　12月17日(土)　　　　　 受講者数8名

③セカンドレベル(定員50名)　　 応募者数52名 受講者数51名
・第17回　9月15日(木)～平成29年1月31日(火)

(公開講座) 10月8日(土） 受講者数11名
④サードレベル(定員30名)　 応募者数30名 受講者数29名
・第7回　7月5日(火)～9月30日(金)

(公開講座) 7月11日(月)　 受講者数3名
⑤平成26年度(第5回)サードレベル教育課程受講生　看護管理実践報告会
10月9日(日)  　 参加者数40名
発刊物：平成26年度(第5回)認定看護管理者教育課程

サードレベル看護管理実践報告集
⑥平成27年度(第16回)セカンドレベル教育課程受講生　看護管理実践報告会
平成29年2月5日(日) 参加者数70名
発刊物：平成27年度(第16回)認定看護管理者教育課程

セカンドレベル看護管理実践報告集
（４）皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程

①受講者数22名(定員30名以内) 教育期間　5月6日(金)～12月16日(金)
②教員会　　3回
③認定看護師認定審査フォローアップ研修(4日間)
平成29年3月13日(月)、3月14日(火)、4月17日(月)、4月18日(火)
目的：認定審査受験に対するモチベーションを高め、知識の確認を行う
内容：認定審査の模擬試験
④平成29年度入学試験に関すること
願書請求期間：7月11日(月)～9月23日(金）必着 試験日：11月8日(火）
合格者数27名(定員30名以内、応募者数54名(願書請求75件)、受験者数54名)
⑤入試委員会　9月7日(水)、11月10日(木)
⑥学会参加
・日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会　 ・日本褥瘡学会学術集会
・日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会学術集会
⑦第28回九州ストーマリハビリテーション講習会
平成29年3月2日(木)～3月4日(土) 講師、講習会運営に携わる

（５）福岡県委託事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①-1 福岡県看護実習指導者講習会
定員82名　　受講者数82名　　修了者数79名
6月22日(水)～平成29年2月23日(木)  うち40日間　(総時間数240時間）
・演習講師会議2回 ・演習集録(記憶メディア：ＣＤ-Ｒ)
①-2 福岡県(特定分野)看護実習指導者講習会
定員40名　　受講者数24名　　修了者数24名
10月18日(火)～10月24日(月)  うち6日間　(総時間数40時間）
・演習講師会議　適宜数回 ・演習集録
①-3 平成28年度福岡県看護実習指導者講習会事業報告書作成
②福岡県看護教員継続研修
・新任期：7月28日(木)、8月17日(水)、9月11日(日) 修了者数21名
新任期公開研修：7月28日(木) 修了者数12名　　

 　　9月11日(日) 修了者数16名
・中堅期：7月26日(火)、8月3日(水) 修了者数20名
・ベテラン期：8月20日(土) 修了者数13名
・検討会：2回
③福岡県看護職員認知症対応力向上研修
11月9日(水)～11月11日(金)(3日間） 修了者数100名

（６）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・日本看護協会出版会　全国セミナー

「認知行動療法に基づく看護ケア」 受講者数56名（2日間延112名）

〔 38,850 〕

〔 33,964 〕

〔 10,494 〕



２　普及啓発に関する事業
２－１）広報出版委員会事業　　
（１）広報誌「よかナースふくおか」発行

・発行回数　年4回（1回 40,000部発行）　送付先：会員等
（２）入会案内リーフレット制作　

・印刷部数　10,000部　配布先：新人看護職員、新規会員、一般県民等
（３）協会ウェブサイト運営

・インフォメーション、協会事業案内、協会ブログ等、年間更新
２－２）図書運営
（１）図書検討会　　 3回
（２）蔵書管理 蔵書数5,420冊（新規購入323冊、寄贈117冊） 雑誌28種類

長期受講生貸出　延べ1,944名、図書室利用者数(長期受講生以外)164名
蔵書点検　　1回
図書資料管理システム、図書検索システムの管理・運用

（３）その他　 文献検索支援、文献複写、近隣大学図書利用申請(長期受講生対象)

Ⅱ　看護職の確保・定着等に関する事業　＜1-2＞
１－１）看護職の確保・定着等に関する事業
１）ナースセンター・サテライト事業（県委託事業）
（１）看護職員就業相談及び就労斡旋

①相談 ・福岡県ナースセンター（ナースプラザ福岡）
月～金(年末年始・土日祝除く)　9:30～16:30

・サテライト（福岡・北九州・筑豊・筑後）
来所相談：原則 火・木(年末年始・土日祝除く)　10:00～16:00

　　　　　　　　　() 月・水・金は電話予約
②相談件数(来所、その他相談)  11,565件(求職相談件数7,746件、求人相談件数3,819件)
　　うち来所相談件数　931件　(求職者818名、求人施設113施設)
③就職件数672件（ナースセンター就職、職安就職、自己就職）
④ナースセンター担当者会議、就業相談員研修
・8月25日(木) 日本看護協会 参加者2名
・8月26日(金) 日本看護協会 参加者2名

（２）再就業移動相談事業　(実施16回　　相談者数64名　　就職者数28名)
・福岡地区13回　　・北九州地区1回　　・筑豊地区1回　　・筑後地区1回

（３）ナースセンター・ハローワーク連携事業
ナースセンターとハローワークの連携により、看護師等への就業を希望する者と地域の
医療機関等とのマッチングの強化を図る
連携求職者数2名、求人施設6件、就業者数2名

（４）病院等訪問巡回相談件数（就労・斡旋）　483件
その他の訪問件数制度周知、広報・啓発、連絡調整等544件

（５）復職支援のための施設見学事業
求職者が求人施設の見学によって円滑な就職ができるよう、就労相談支援員が調整し
就職を支援 見学件数52件　　見学対象者数45名(うち就職者数25名)

（６）就労相談支援員連絡会 月1回
（７）就労相談支援員等研修 6月24日(金) 　　参加者10名　　

講師：NPO法人看護職キャリアサポート　　濱田　安岐子 氏
（８）求人・求職実態把握調査

①潜在看護職員実態調査(年1回・12月実施)　556名に配信、データ抽出
②看護職員需要施設・退職者調査(年1回)発送　県内有床診療所565施設　
回収数(回収率)：需要施設調査213施設(37.7％)、退職者調査205施設(36.3％)

（９）看護職等の届出制度 届出数895名　　求職登録数422名
（10）看護職員確保対策連絡協議会

関係機関の情報提供と確保対策における取組み状況報告、事例検討、意見交換
・10月30日(月) 出席者数：14名、職員5名
・平成29年1月30日(月) 出席者数：15名、職員3名

（11）広報活動
①ナースセンター・サテライト、届出制度の広報啓発
・ナースセンターサテライト事業等案内カード･リーフレット、届出チラシ配布
　県内医療機関等5,953件
・リビング福岡(3/18発行)、リビング北九州(3/11発行)へ掲載
　(届出制度・ナースセンター・サテライトの紹介、復職研修の案内)　

②機関紙「よかナースふくおか」に「ナースセンターだより」を掲載　2回
・「よかナースふくおか」Vol.113号(届出制度・サテライトの活動他)

〔 72,312 〕

〔 2,480 〕

〔 13,214 〕



・「よかナースふくおか」Vol.115号別刷り(未入会施設へ配布)
③ウェブサイト掲載(随時更新)

２）看護職員確保推進事業
（１）看護職員復職研修事業（県委託事業）

①看護力再開発講習会(看護職再チャレンジ講習会 [基礎コース])(4日間)
・前期　講義　 6月23日(木)、7月5日(火)、7月20日(水) 

実習(県内病院)  7月15日(金)
・後期　講義　 11月1日(火)、11月2日(水)、12月14日(水)

実習(県内病院)  11月25日(金)
応募者数65名　　受講者数56名　　受講後就職者数29名(就職率51.8％)
②看護職再チャレンジ講習会[実践コース]　(2日間)
・前期　8月10日(水)、9月7日(水) ・後期　平成29年1月24日(火)、2月7日(火)
応募者数70名　　受講者数57名　　受講後就職者数23名(就職率40.4％)
会場：ナースプラザ福岡・ふくふくプラザ
③看護職の採血・注射サポート教室 　14回
4月20日(水)、5月18日(水)、6月22日(水)、7月13日(水)、7月29日(金)、8月17日(水)、
9月14日(水)、10月12日(水)、10月19日(水)、11月16日(水)、12月7日(水)、
平成29年1月18日(水)、2月15日(水)、3月1日(水)
応募者数193名　　受講者数157名　　受講後就職者数90名(就職率57.3％)
会場：ナースプラザ福岡、福岡大学病院、北九州市立医療センター、

北九州市立八幡病院、総合せき損センター、久留米大学病院
④地区別復職応援セミナー(2日間)
・福岡地区　　9月6日(火)、9月7日(水)　 福岡大学病院
・北九州地区　8月3日(水)、8月4日(木) 北九州市立医療センター
・筑豊地区　　12月7日(水)、12月8日(木) 総合せき損センター
・筑後地区　　平成29年1月24日(火)、1月25日(水) 久留米大学病院
応募者数48名　　受講者数39名　　受講後就職者数24名(就職率61.5％)

（２）セカンドキャリア研修 12月7日(水)　　応募者数68名　　受講者数62名
内容：定年後、あなたはどう過ごしますか、定年後の働き方・マネープラン
　　　先輩看護職から学ぶ「いきいきと生きる」～わたしの場合～

３）看護職員定着推進事業
（１）看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業

①ＷＬＢ推進プロジェクト会議　(構成員：推進者8名、支援者7名、事務局1名)
・プロジェクト会議　3回　(第3回は県主催就労環境改善研修事業検討会含む)
・参加施設との合同会議　2回
②ＷＬＢ推進研修
・第1回　　9月29日(木) 受講者数40名(うち委員7名)
・第2回　　12月1日(木) 受講者数121名(うち委員等15名)
③インデックス調査実施の支援　　Ｗｅｂ調査(14施設)、紙媒体(6施設)
④参加3年目施設の実践報告会及び表彰　12月1日(木） 参加者数121名(うち関係者15名)
3年目施設の取り組み報告(5施設)、会長表彰・支援者賞の授与
⑤ワークショップ参加施設への支援
・支援者による施設訪問(6件) ・タイムリーな情報提供
・研修会の企画及び参加の呼びかけ(看護職員就労環境改善研修等)
⑥インデックス調査参加施設への支援 ・推進者による施設訪問(1件)
⑦日本看護協会との連携
・看護労働担当者会議  　  5月13日(水)　日本看護協会ＪＮＡホール　出席者2名
・カンゴサウルス賞授賞式  　 5月13日(水)　青山ダイヤモンドホール　出席者5名
・「看護職の賃金モデル」推進事業会議   　
平成29年1月24日(火)　　日本看護協会ＪＮＡホール　　出席者2名
・掲載 ・看護職のＷＬＢ通信を随時参加施設へ配信
⑧広報活動
・ウェブサイト更新(随時）、機関紙「よかナースふくおか」掲載4回
・ＷＬＢ事業ＰＲ用冊子を増刷、地区支部研修会・施設代表者会議等で配布
⑨地域への浸透活動 ・4地区別ＷＬＢ推進研修会及び実践報告会への支援

（２）看護職員就労環境改善研修（県委託事業）
応募者数161名　　受講者数146名
応募者数169名　　受講者数146名

（３）社会経済福祉委員会事業
①看護職員需要施設調査、退職者調査、潜在看護職員実態把握調査分析
②看護力再開発講習会への協力　 7月20日(水)、12月14日(水) 
研修の振り返り(グループワークのファシリテーター)

４）看護の心普及啓発事業
（１）「看護の日のつどい」 5月14日(土)　　参加者数1,604名

①警固公園(イベント)
まちの保健室、看護の進路相談、女性のからだの相談、介護相談、キッズの白衣体験

第1回 9月8日(木)
第2回 10月28日(金)

〔 6,905 〕

〔 7,498 〕

〔 459 〕

〔 643 〕

〔 1,546 〕



バルーンアートショー、ＡＥＤと救急蘇生、アトラクション
②エルガーラホール(特別講演、県知事表彰、ふれあい看護体験発表)
特別講演：「天使がこの世に降り立てば」　講師：書家　金澤 泰子　氏 
・ポスター・チラシ配布、ウェブサイト掲載、地下鉄中吊広告、西鉄福岡駅掲示等で
ＰＲ

（２）看護の出前授業（県補助事業） 5月13日(金)～平成29年3月16日(木)
実施学校25校(高等学校9校、中学校16校)　 　実施26回　　参加者数2,947名
内容：いのちの大切さ、こころとからだの話/看護の仕事/看護への道/簡単な看護技術の

体験など
（３）ふれあい看護体験（県補助事業） 7月1日(金)～7月30日(土)

体験応募者数1,583名　　体験者数1,287名　　体験施設156施設　　参加高校93校　

Ⅲ　看護学会の開催等、学術研究の振興に関する事業　＜1-1(3)＞
１　学会委員会事業
１－１）福岡県看護学会　
第16回福岡県看護学会　　12月10日(土）　ナースプラザ福岡　 
参加者数834名（一般参加者744名、学会関係参加者90名）
テーマ：「いのち・暮らし・尊厳を まもり支える看護実践」
特別講演：「本人と家族の思いを引き出す意思表明支援」

東京女子医科大学　教授　長江　弘子　氏
シンポジウム：「高齢者と家族に寄り添い支える看護　

～様々な場で生活する高齢者と家族を支える看護活動の実際～」

Ⅳ　看護業務、看護制度等の改革・改善等に関する事業　＜1-1(4)＞
１－１）看護業務、看護制度等の改革・改善等に関する事業　　　 　
（１）保健師職能委員会事業 保健師職能委員会参照
（２）助産師職能委員会事業 助産師職能委員会報告参照
（３）看護師職能委員会Ⅰ事業 看護師職能委員会Ⅰ報告参照
（４）看護師職能委員会Ⅱ事業 看護師職能委員会Ⅱ報告参照
（５) まちの保健室、健康21世紀事業

すぴかグッズ配布による協会のＰＲ
①健康21世紀福岡県大会　　10月16日(日)　    　      イオンモール筑紫野
②アラカンフェスタ　　　　平成29年3月11日(土)　   　福岡国際会議場

１－２）看護制度に関する事業
（１）看護制度に関する政策提言等の推進

①「准看護師制度に関する調査結果」を分析し、行動計画を検討
②看護師制度検討会：5回

（２）看護の進路・進学支援委員会事業
①「看護の日のつどい」進路相談　　5月14日(土)　　相談者数15名
②九州夢大学への参加　　7月25日(月)　　相談者数157名
③平成28年度看護学校と職場の連絡会　　8月8日(月)  
看護学校9校、病院48施設、参加者数97名
④「看護の出前授業」における講師派遣調整　　25校に26名派遣

　２―１）医療安全対策に関する事業
（１）医療安全推進委員会事業

①医療安全管理者養成研修(eラーニング＆集合研修)　　修了者数99名
②第11回リスクマネージャースキルアップ研修会及び交流会　受講者数158名(半日86名)
③第12回リスクマネージャースキルアップ研修会及び交流会　受講者数98名(半日50名)　
④医療安全一般研修　　5月21日(土) 受講者数145名
「医療事故調査制度について」　
講師　名古屋大学医学部附属病院　副病院長　長尾　能雅　氏

⑤医療安全一般研修(トピックス) 受講者数57名
「医療事故調査制度への対応と院内医療安全体制の強化」　
講師　福岡東医療センター　 病院長　上野　道雄　氏

医療安全管理係長　馬場　文子　氏
（２）看護職損害賠償責任保険制度の紹介

①保険制度加入促進 ②事故発生時の保険制度の活用
③医療事故等相談対応 ④事故発生時の情報収集

〔 3,142 〕

〔 8,312 〕

〔 746 〕

〔 5,213 〕



（３）医療事故等情報提供及び相談対応
３－１）災害による被災者の支援に関する事業
（１）災害看護委員会事業

①災害支援ナース養成研修　
・基礎編(2日間)　受講者数268名　　 ・実務編　受講者数127名
②フォローアップ研修　　2回　　受講者延人数137名
③日本災害看護学会(久留米市)　示説発表　　参加者2名　　　　　　　 
④災害支援ナース育成研修　企画・指導者研修(神戸)　　参加者2名　 
⑤都道府県看護協会災害看護担当者会議(日本看護協会)　　参加者2名
⑥行政主催防災訓練(再掲)　　2回　　参加者3名

（２）災害発生時の体制
災害支援ナース登録者数288名(111施設)、災害支援ナース傷害補償保険加入(更新)

（３）防災訓練参加
①日本看護協会と都道府県看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓練
11月29日(火)～12月1日(木)
災害看護委員所属施設(4施設)への派遣要請、日本看護協会への連絡、調整等
②福岡市市民総合防災訓練 12月6日(火) 
参加者：災害看護委員2名、災害支援ナース1名、担当職員1名
・避難者への講義、看護協会及び災害支援ナースのＰＲ
③八幡東区役所とのＤＭＯＣ合同訓練 12月3日(土)  
参加者：災害看護委員会担当理事、災害看護委員1名
内容：図上シミュレーション訓練

（４）災害用備品の準備及び環境整備
（５）広報活動　　①ウェブサイト：活動内容掲載　　②よかナースふくおか：記事掲載
（６）日本看護協会との連携 「災害看護関連事業に関する活動状況調査」協力
（７）熊本地震における災害看護支援

①災害支援ナース派遣(日本看護協会から要請) 派遣回数3回　　派遣人数36名
　　・第1陣　　4月20日(水)～4月23日(土) 避難所5ヵ所 14名
　　・第2陣　　4月24日(土)～4月26日(火) 避難所6ヵ所 14名
　　・第3陣　　4月26日(火)～4月29日(金) 避難所3ヵ所 8名
活動内容：避難所の環境整備、手洗いの指導等の感染症対策

災害時要支援者への個別支援等
②災害支援ナース交流会の開催 6月19日(金) 参加者：災害支援ナース33名
講師：上瀧　純一　氏（臨床心理士）
③災害支援ナース活動報告
学会発表2か所　3題　　地区支部研修会　2回　　他団体主催研修会　1回
ウェブサイト・広報誌掲載、イベント等、「看護くまもと」への掲載
④災害支援ナース派遣報告書作成

４－１）感染管理に関する事業
（１）感染管理委員会事業

感染管理研修　
・感染管理担当者編(3日間)　1回　　　 受講者数86名
・高齢者施設・療養型病院編　2回 受講者数152名
・精神科施設編　1回　　　　　　　　 受講者数51名
・感染管理者フォローアップ研修 　 　 受講者数30名

（２）ネットワークづくり
感染管理認定看護師交流会            　 参加者数21名

Ⅴ　訪問看護、居宅介護支援、地域密着型サービス等事業及び訪問看護の推進支援に関する事業
＜1-3(1)＞ 

１－１）訪問看護、居宅介護支援、地域密着型サービス等事業及び訪問看護の推進支援に関する
　　　　　事業
（１）訪問看護ステーション事業：訪問看護ステーション「くるめ」、「こが」

①訪問看護事業
②居宅介護支援事業
③看護小規模多機能型居宅介護「すぴか☆くるめ」
④看護学生等の実習受け入れ
⑤職員の資質向上等の研修・学会等参加　

（２）訪問看護推進支援事業
①訪問看護師養成講習会（県委託事業）
・新任期研修(25日間)　6月1日(水)～10月5日(水)　受講者数46名　 
・中堅期研修(3日間)　10月12日(水)､10月18日(火)､11月1日(火)　受講者延人数130名
・管理者等研修(3日間)　11月9日(水)､11月16日(水)､11月22日(火)　受講者延人数97名

〔 2,364 〕

〔 227,525〕

〔 3,832 〕

〔 13,093 〕



②訪問看護事業の実態把握調査（県委託事業）
時期：平成29年2月27日～3月17日 対象数：県内訪問看護ステーション464施設
回答数(回収率)　248施設(53.4％) 調査結果現在分析中
③在宅支援・訪問看護委員会活動
・在宅支援・訪問看護委員会、看護師職能委員会Ⅰ、看護師職能委員会Ⅱ、
保健師職能委員会　合同企画交流会   　 受講者数240名
・訪問看護従事者情報交換会（県委託事業）　　 参加者数51名

（３）すぴか☆くるめ運営委員会 3回

Ⅵ　地域の保健・医療・福祉活動等に関する事業　＜1-3(2)＞
１　地域の保健・医療・福祉活動等に関する事業
１－１）地区支部・保健師職能の協働事業
　（１）地区支部活動

①16地区支部：研修、研究発表、介護認定審査会委員推薦、他団体と共催事業
②会員数の目標設定
③多施設集合研修、新人看護職員研修責任者フォローアップ研修公開発表会(4地区)
④地区別ＷＬＢ推進研修(4地区)

（２）まちの保健室
①健康21世紀福岡県大会で実施　　10月16日(日)
イオンモール筑紫野　　参加者総数313名
②アラカンフェスタへの協力　　平成29年3月11日(土)
福岡国際会議場　　相談者数370名
福岡4・5・6地区支部で血管年齢測定、血圧測定等を用いた健康相談を実施
③16地区支部で実施 実施回数65回　　対応総数6,783名

１－２）福岡県子育て支援電話相談事業
（妊婦さん・赤ちゃん・子ども・思春期電話相談）
（福岡県・福岡県市町村振興協会補助事業）
相談日：毎日(年末・年始を除く)　9:00～17:30
①相談者数 ・電話：4,179名(相談内容延件数 18,882件)

・メール：407名(相談内容延件数 2,516件)
②事例検討会：1回　　　 ③定例会：6回 ④学会・研修会等参加：4回

Ⅶ　その他本会の目的を達成するために必要な事項　　　　　　　　　　　　
１）国際交流参加　
(１) ＪＩＣＡ集団研修受入 平成29年2月15日(水)

「保健人材開発－地方村落における地域保健－」コース　研修員12名
内容：福岡県看護協会における保健人材育成について

２　その他　本会の目的を達成するために必要な事業内容
２－１）本会組織の強化　
・会員数40,147名、目標50％以上を達成し、就業者数の52.5％
・16地区支部毎に目標設定し、非会員の加入を推進

２－２）会員の福利厚生
（１）ハーモニーランド無料招待　　 利用件数計1,583件 利用者数計6,684名

①7月16日～8月15日　　　 　 　 利用件数956件　　 利用者数4,148名
②12月10日～平成29年1月9日　 利用件数627件　　 利用者数2,536名

（２）城島高原パーク優待利用及び入園無料チケットプレゼント(30名）
優待利用期間　①7月16日～8月31日　②9月1日～10月31日 利用者数計309名

（３）博多座1月公演ミュージカル優待
優待期間：平成29年1月8日～1月19日　　　　　　　 　 　利用件数68件　　利用者数154名

（４）シルク・ドゥ・ソレイユ　ダイハツトーテム　福岡公演特別価格
期間：平成29年2月15日～3月17日　　　 　 　利用者数217名

（５）アフラック団体割引契約　　796件　　　　　　
（６）罹災・死亡等見舞金 死亡弔慰金：名誉会員1件、会員10件
２－３）組織運営
（１）本会組織の運営　

①通常総会：6月18日(土)　アクロス福岡　シンフォニーホール　　
参加者数32,106名（当日出席者1,257名、委任状30,849名）
②理事会：12回 ③委員長会：年1回
④委員会：各委員会は報告参照
教育委員会：10回　　　　　        社会経済福祉委員会：12回
学会委員会：12回　　　　　        看護の進路・進学支援委員会：9回
医療安全推進委員会：7回    　    災害看護委員会：11回
感染管理委員会：12回　　　　　    在宅支援・訪問看護委員会：12回
広報出版委員会：15回　　　　　   規約検討委員会：1回
認定看護管理者教育運営委員会：7回 推薦委員会：7回
すぴか☆くるめ運営委員会：3回 70周年記念誌編纂委員会：7回

〔 84 〕

〔 17,067 〕

〔 9,532 〕



消費税対応検討委員会：1回 将来構想委員会：1回
ＷＬＢ推進プロジェクト：3回 新人看護職員卒後研修プロジェクト：5回
選挙管理委員会
○通常総会における選挙に関する説明会　　6月13日(月) ナースプラザ福岡
○通常総会における選挙(役員、推薦委員、日本看護協会代議員及び予備代議員)
6月18日(土) 　　 アクロス福岡シンフォニーホール

　　　　    ⑤監査：2回
・全期監査：5月16日(月)　 ・訪問看護ステーション上期監査：10月14日(金)
⑥都道府県看護協会事務担当者地区別勉強会　　12月13日(火)　　長崎県看護協会
講師：公益社団法人日本看護協会　　平手　正孝 氏

有限会社大光経営研究所　公認会計士　定免　賢一郎 氏
２－４）他団体との連携
（１）医療団体協議会との連携

①会議　　9月7日(水)、11月9日(水)、平成29年1月12日(木)
②医療団体協議会新年懇親会　　平成29年1月12日（木）
福岡リーセントホテル　　参加者：看護協会26名

（２）福岡県看護政策懇話会
①会議　　5月27日(金)、7月13日(水)、9月7日(水)、11月9日(水)、

平成29年1月17日(火)、3月16日(木)
・県に対する要望事項について　   　・連盟活動と報告

②看護協会・看護連盟合同研修会　　10月22日(土)　　 参加者数154名
「看護職が評価される診療報酬について」
講師　参議院議員　石田　まさひろ 氏

２－５）日本看護協会との連携
（１）日本看護協会理事会等

①理事会：6回　　日本看護協会ＪＮＡホール
・第1回：5月13日(金)　　　　          ・第2回：6月8日(水)
・第3回：7月28日(木)、7月29日(金)    ・第4回：9月23日(金)
・第5回：11月24日(木)、11月25日(金）
・第6回：平成29年2月16日(木)、2月17日(金）
②「平成28年度日本看護協会代議員及び予備代議員説明会」の実施
5月17日(火)　　講師：日本看護協会　専務理事　井伊　久美子　氏　
③平成28年度日本看護協会通常総会
6月7日(火)、6月8日(水) 　幕張メッセ幕張イベントホール　　出席者：代議員42名　　
・全国職能別交流会　　6月9日(木)
④法人会員会（中央）
5月13日(金)、7月29日(金)、9月23日(金)、11月25日(金)、平成28年2月17日(金)
⑤地区別法人会員会、職能委員長会(九州地区) 担当：熊本県看護協会
10月20日(木)、10月21日(金) ホテルニューオータニ熊本
⑥全国職能委員長会
・8月3日(水)　フクラシア品川クリスタルスクエア
・平成29年3月3日(金)　ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター

２－６）災害対応
熊本地震　災害支援ナース派遣　3回　　4月20日(水)～4月29日(金)　
物資調達・輸送(支援者)、熊本県看護協会への支援等

２－７）職員研修
 人権問題研修 7月22日(金)、8月2日(火)、8月4日(木)、8月8日(月)、

8月10日(水)　　クローバープラザ
２－８）収益事業
　（１）施設の貸与：ナースプラザ福岡施設の貸与

②行政等が行う政策的に看護職にかかわりのある研修会等へ、研修施設等の
席貸し　 2,158件

  （２）手数料収入

①公益法人3団体に個室4部屋、一般法人等2団体に個室2部屋提供

            ①学会及び研修会等における図書の販売を斡旋する手数料
            ②飲料の自動販売機手数料(7台)


