
 
 

報告事項8 平成31年度(2019年度)重点事業及び事業計画 

 

平成31年度(2019年度) 重点事業及び事業計画 

 

2019年度重点事業 

 公益社団法人福岡県看護協会は、使命として「県民の健康な生活の実現」に寄与するため、「専門職業人として

の看護の質向上」「働き続けられる環境づくり」「地域のニーズに応える看護職による訪問看護等の地域医療の推

進を図る」ことを定款第3条に定めている。 

 さて、少子超高齢社会の人口・疾病構造を見据えた社会保障制度改革は進んでおり、地域包括ケアシステムの

構築に主眼を置き、医療機能の分化、医療と介護の連携、医療従事者の確保等が推進され、住み慣れた地域で最

期まで過ごすことができるシステム作りが2018年4月より自治体ごとに進められている。このような中で、看護

職は急性期から在宅医療まで、それぞれの場で、多様化、高度化する看護職の役割を十分に的確に果たさなけれ

ばならない。 

一方、看護職の不足も懸念されており、看護職の確保・定着は喫緊の課題である。看護職の離職防止と働き続

けられる職場環境、また、セカンドキャリアの活用等、今後ともナースセンター事業を推進し、看護職の確保・

定着を図っていく必要がある。2025年を見据え、公益社団法人福岡県看護協会の使命を実現するため、昨年度に

引き続き、次の３項目を重点事業とする。 

 
重点事業 
１．地域包括ケアシステムの構築と推進 

２．地域包括ケアにおける看護職の人材育成 

３．地区支部機能の充実・強化 

 
１．地域包括ケアシステムの構築と推進 

１）重点事業とした理由・背景 

地域包括ケアシステムの構築・推進は地域における効率的かつ質の高い医療を提供する上で、重要な柱で

ある。県では、医療計画策定及び地域医療構想により、医療体制の確保・推進に向け取り組みが進められて

いる。地域包括ケアシステムの構築の取り組みは 2018 年 4 月より自治体ごとに進められ、看護職に期待さ

れる役割も大きい。看護職は多様化・複雑化する人々の医療ニーズへの対応や、多職種による協働を推進す

ることも求められている。また、平成27年7月に開設した看護小規模多機能型居宅介護「すぴか☆くるめ」

は公益社団法人福岡県看護協会立の地域密着型サービスとして、医療ニーズの高い方の在宅生活を支えると

ともに地域貢献が求められる。 

 

２）到達目標・実施内容 

（１）地域包括ケアにおける看護職が担うべき役割の明確化 

・地域の会議に看護協会代表として出席し、施設代表者会議で情報の共有を図る 

・研修または講演会等を実施し看護職が担う役割の明確化を図る 

（２）地域における看護職の連携及び他職種連携の推進強化 

・会議、研修会等で各施設・各職能の機能と役割を共有化し相互に理解を深める 

（３）看護小規模多機能型居宅介護「すぴか☆くるめ」の運営強化 

・利用者の増加を図り、医療ニーズの高い方の在宅生活を支援する 

・地域住民に交流の場を提供し、看護・介護両面からの相談体制を整備する 

 

３）企画・運営 

（１）各地区支部・各施設・総務課・各職能委員会 

（２）各地区支部・各施設・各職能・総務課 

（３）すぴか☆くるめ・訪問看護ステーション「くるめ」・「すぴか☆くるめ」運営委員会 



 
 

２．地域包括ケアにおける看護職の人材育成 

１）重点事業とした理由・背景 

県協会の教育理念は、「人々の普遍的なニーズに対応し、地域の保健医療福祉に貢献できる人材を育成す

る。また倫理を遵守し、専門性の追求と新たな価値の創造に向けた自律的、主体的な生涯教育を支援する」

と定めている。地域包括ケアにおける看護職の人材育成は、保健・医療の重要な担い手としての自覚の下に、

高度化し、かつ多様化する保健・医療サービスの需要に対応し、社会からの要請と期待に応える継続教育の

充実が求められている。多様なニーズに対応できる看護職の研修を実施するとともに、継続教育研修体系の

見直しを図る。 

 

２）到達目標・実施内容 

（１）各職能（保健師・助産師・看護師・准看護師）の人材育成 

・多様なニーズに対応できる看護職の研修を実施する 

（２）診療所、在宅・介護分野で働く看護職の教育充実 

・診療所、在宅・介護分野で働く管理者、スタッフの研修及び交流会を実施する 

（３）災害支援に向けた看護協会の取り組み強化 

・人材育成並びに情報収集及び集約・発信の強化を図る 

（４）継続教育研修体系の見直し 

・教育研修体系再構築プロジェクトを設置し、継続教育研修体系の見直しを図る 

 

３）企画・運営 

（１）教育委員会・各職能委員会・教育研修課・事業課・総務課 

（２）教育委員会・看護師職能委員会Ⅱ・在宅支援訪問看護委員会 

（３）災害看護委員会・事業課・看護師職能委員会Ⅰ・病院施設・助産師職能委員会・施設 

地区理事・地区支部長・総務課 

（４）教育委員会・各職能委員会・教育研修課 

 

３．地区支部機能の充実・強化 

１）重点事業とした理由・背景 

保健・医療・介護及び福祉に係る施策を企画・実施主体は、国から地方に移行しており、看護機能を確保

し、地域の特性に応じた看護政策が進められている。地域医療構想や地域包括ケアシステム構築等により、

看護職が求められる役割は多岐にわたり、役割の増大が見込まれ、医療、看護、介護、行政の各関係者が地

域毎に顔の見える関係づくりが重要である。福岡県看護協会の活動もますます地区支部活動が重要となって

いる。このため、地区支部情報の共有化を推進するとともに、平成 30 年度より再編した１４地区支部での

円滑な運営を図っていく。 

 

２）到達目標・実施内容 

（１）地区支部活動の円滑な運営 

・地区支部事業は地域の特性に合わせ弾力的に運用する 

・ホームページを活用した地区支部情報の共有化を推進する 

（２）非会員施設との連携推進 

・非会員施設（看護養成校含む）へ働きかけを行い、県協会活動への理解と協力を得る 

 

３）企画・運営 

（１）各地区支部・総務課 

（２）理事・地区理事・各地区支部・総務課・看護大学・専門学校 

 

 

 

 
 



 
 

平成31年度(2019年度)事業計画 

 ・二重下線は重点事業 

［ ］は事業費（予算）(単位：千円) 

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. 継続教育等看護の質の向上に関する事業 

 目的：新人から看護管理者及び看護教員等の幅広い看護職を対象とし、継続教育を通して、専門職としての能

力の維持向上及び豊かな人間性を持った看護職の育成を図り、質の高い看護サービスの提供をめざし、

県民の保健医療福祉に貢献する。 

 1)教育研修事業 ［70,909］ 

 (1)実践力育成研修(教育委員会) 

・専門職として求められる能力に関する研修 

①臨床実践能力を高める研修 ：29回 定員：7,100名 

②人間関係能力を高める研修 ：6回  定員：800名 

③指導・管理能力を高める研修：5回  定員：900名 

④准看護師研修       ：1回  定員：100名 

⑤トピックス研修      ：1回  定員：300名 

・専門領域を深めるためのスキルアップ研修 

①看護管理者コース(5日間)      定員：80名 

②看護研究コース(7日間)       定員：15名 

③入退院調整看護師育成コース(3日間) 定員：100名 

※(③の初日 公開研修)看護職が行なう入退院支援・調整 定員：300名 

(2)教育研修体系再構築プロジェクト(6回/年開催)  

①教育理念・教育目的・教育目標の検討 

②継続教育体系の検討等 

(3)新人看護職員研修事業(新人看護職員研修運営委員会) 

①研修責任者研修(県委託)(5日間・1回開催) 日程：8月実施 定員：30名 

対象：新人看護職員研修ガイドラインで規定された研修責任者または看護師資格を有する管理者(看護師

長以上、看護部長含む) 

・フォローアップ研修(2日間) 

対象：平成30年度(2018年度)修了者 65名 

日程：1日目 ナースプラザ福岡で実施 

2日目 実践報告・情報交換会(4地区で実施) 

定員：福岡地区50名、北九州地区70名、筑豊地区30名、筑後地区：30名 

②教育担当者研修(県補助)(5日間・2回開催) 日程：11月、12月実施 定員：各75名 

対象：1)新人看護職員研修ガイドラインで規定された教育担当者としての役割を担う看護師資格を有する

者 

2)1)の任にあたる予定の看護師資格を有する者 

③実地指導者研修(県委託)(5日間・3回開催) 定員：各75名（入札：プロポーザル） 

日程：9月、10月、11月実施 

対象：1)新人看護職員研修ガイドラインで規定された実地指導者としての役割を担う看護師資格を有する

者 

2)1)の任にあたる予定の看護師資格を有する者 

④新人看護職員多施設集合研修(県補助) 定員：2,250名 

5テーマ(内2テーマは4地区で実施) 

対象：2019 年 3 月に卒業した者、又は、原則 300 床以下の施設に勤務、または自施設で新人研修を完結

できない施設に勤務する新人看護職員(新卒者） 

⑤アドバイザー派遣事業(県補助) 

期間：7月～2020年2月 派遣回数各10回(3施設を予定) 



 
 

対象：新人看護職員研修体制が未整備で整備を考えている、または既存の研修体制や研修プログラムに課

題があると感じている県内の病院施設 

・アドバイザー派遣事業報告会(6月実施予定)：平成30年度 受入2施設、アドバイザー3名 

・アドバイザー派遣事業説明会(7月実施予定)：2019年度 新規施設 

(4)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」(2日間) 2回 

日程：1回目 7月25日～7月26日 定員：300名 

2回目 8月22日～8月23日 定員：300名 

対象：看護師(認知症ケア加算2の施設基準に準ずる)のみ 

(5)看護職員認知症対応力向上研修(県委託予定)(3日間) 

2回開催(予定) ※1～2日目は2回とも同日開催、3日目が別日開催 

対象：福岡県内の医療機関等で勤務する指導的役割の看護職員(看護師長相当の者) 

  

 2)認定看護管理者教育課程（認定看護管理者教育運営委員会） ［36,114］ 

 (1)ファーストレベル 

対象：1.日本国の看護師免許を有する者。2.看護師免許を取得後、実務経験が通算5 年以上ある者。 

3.管理的業務に関心がある者。 

①第32回・第33回ファーストレベル教育課程 

・第32回  6月13日～8月16日 114時間(21日間) 定員：70名 

・第33回 10月3日～12月11日 111時間(21日間) 定員：70名 

②2020年度(第34回・第35回)受講者選考 日程：2020年3月頃(予定) 定員：各70名 

(2)セカンドレベル 

対象：1.日本国の看護師免許を有する者。2.看護師免許を取得後、実務経験が通算5 年以上ある者。 

3.認定看護管理者教育課程ファーストレベルを修了している者、または看護部長相当の職位にある

者、もしくは副看護部長相当の職位に1 年以上就いている者。 

①第20回セカンドレベル教育課程 9月12日～12月20日 180時間(32日間) 定員：50名 

②看護管理実践報告会 日程：2020年1月19日 定員：10名 

対象：平成30年度第19回セカンドレベル修了者 

③平成30年度(2018年度)(第19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発刊 

④2020年度(第21回)受講者選考 日程：6月頃(予定) 定員：50名 

(3)サードレベル 

対象：1.日本国の看護師免許を有する者。2.看護師免許を取得後、実務経験が通算5 年以上ある者。 

3.認定看護管理者教育課程セカンドレベルを修了している者、または看護部長相当の職位にある者、

もしくは副看護部長相当の職位に1年以上就いている者。 

①第10回サードレベル教育課程 7月2日～9月25日 180時間(32日間) 定員：30名 

②看護管理実践報告会 日程：9月29日 定員：10名 

対象：平成29年度(第8回)サードレベル修了者 

③平成29年度(2017年度)(第8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発刊 

④2020年度(第11回)受講者選考 日程：4月頃(予定) 定員：30名 

(4)公開講座 定員：各10名 

①第32回ファーストレベル 6月26日～6月27日(12時間)、7月26日(6時間) 

②第33回ファーストレベル 10月19日(6時間)、11月2日(6時間) 

③第20回セカンドレベル  9月26日(6時間)、10月26日(6時間) 

④第10回サードレベル   7月3日(6時間)、9月2日(6時間) 

  

 3)認定看護師教育課程 ［40,543］ 

 (1)皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程 

対象：[1]高等学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は文部科学大臣の定めるところによりこれ



 
 

に準ずる学力があると認められた者 

[2]看護師免許を有する者 

[3]看護師としての実務研修を5年以上有する者 

[4]その他下記に定める分野別の看護分野の実務研修を有すること 

分野別要件〈皮膚・排泄ケア分野〉 

ⅰ.通算3年以上、外科系領域またはストーマケアを行う病棟・外来・在宅ケア領域での看護実践

を有すること。 

ⅱ.ストーマ造設患者の看護を1例以上、及び創傷または失禁ケア領域の看護を4例以上担当した

実績を有すること。 

ⅲ.現在、創傷ケア、ストーマケア、または失禁ケアを行う病棟・外来・在宅ケア領域で勤務して

いることが望ましい。 

①第12回皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程 

開催期間：5月8日～12月12日 660時間(8か月) 受講者：27名 

教員会：年3回実施 

②フォローアップ研修 

・認定看護師認定審査に準ずる模擬試験4回 

③2020年度入学試験 定員30名以内 試験日：12月19日 

・入試委員会 年2回 

④学会参加 

・日本創傷・オストミー・失禁管理学会(奈良) 日程：5月25日～5月26日 

・第31回九州ストーマリハビリテーション講習会 日程：2020年3月6日～3月8日 

講師、講習会運営に携わる(予定) 

(2)教育機関認定審査(更新) 

(3)認定看護師教育機関連絡会(日本看護協会) 

日程：7月頃 出席者：1名予定 

  

 4)教育者・指導者教育等に関する事業 ［18,741］ 

 (1)福岡県看護実習指導者講習会(県委託予定)(入札：プロポーザル) 

①福岡県看護実習指導者講習会 240時間(40日間) 定員：82名(予定) 

・演習講師会議2回(予定) 

②福岡県特定分野看護実習指導者講習会 40時間(6日間) 日程：10月(予定) 定員：40名 

・演習講師会議適宜 

③2019年度福岡県看護実習指導者講習会報告集作成(予定) 

(2)福岡県看護教員継続研修(県委託予定) 

①新任期(3日間) 日程：7月～9月(予定) 定員：30名(予定) 

・公開研修あり 

②中堅期(2日間) 日程：7月～9月(予定) 定員：20名(予定) 

③ベテラン期(1日間) 日程：7月(予定) 定員：20名(予定) 

④検討会 2回(予定) 

   

2. 普及啓発に関する事業 

 目的：会員・非会員を問わず、看護職及び関係機関に対して、本会の重点事業や各種研修事業、看護学会、看

護職就労支援事業など看護の質向上に資する医療・看護関連情報を本会の情報誌「よかナースふくおか」

や公式ホームページ、事業関連冊子などを通して提供する。 

 1)普及啓発事業 ［12,465］ 

 (1)広報出版委員会事業 

①広報誌「よかナースふくおか」年4回発行(1回約43,000部) 

②協会ウェブサイト運用管理 

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)教育研修計画発行(新聞形式/44,000部) 



 
 

  

 2)図書室運営事業 ［2,566］ 

 ①図書検討会 2回 

②蔵書管理 

・蔵書の登録及び資産管理 

・蔵書の選定、発注、契約、受入等蔵書管理 

・蔵書点検1回 

③文献閲覧、複写、貸出、検索のサポート(利用者支援)、近隣大学図書館利用申請 

 

   
Ⅱ 看護職確保・定着等に関する事業<1-2> 

  

1.看護職確保・定着等に関する事業 

 目的：会員・非会員を問わず看護職や看護学生の就業支援を行うとともに、看護職の労働環境の改善を図るこ

とにより、離職を防止し、適切な看護ケアが提供できる人材の確保･定着を図る。 

 1)ナースセンター・サテライト事業 (県委託) ［102,440］ 

 (1)看護職員無料職業紹介事業 

①看護職員就業相談及び就労斡旋 

福岡県ナースセンター(ナースプラザ福岡) 月～金曜日(年末年始・祝日を除く) 

サテライト(福岡・北九州・筑豊・筑後)   月～金曜日(年末年始・祝日を除く) 

・来所相談日：火・木曜日(要電話予約) ※月・水・金の来所相談は要問合せ 

・ナースセンター担当者会議(日本看護協会) 2名参加予定 

・就労相談支援員研修(日本看護協会) 2名参加予定 

・ナースセンター地区別意見交換会(未定) 2名参加予定 

②再就業移動相談 4月～翌年3月(年45回) 

会場：県内各ハローワーク、他福岡県社会福祉協議会等 

③病院等訪問巡回相談 月・水・金(原則) 

④復職支援のための施設見学事業 

対象：福岡県内在住でブランク期間に関係なく、6か月以内に就職を希望する看護職 

⑤ナースセンター・ハローワーク連携事業 

ハローワークとの連携による就業支援(随時) 

 (2)看護師等の離職時届出に関すること(県委託)  

 ①看護師等の届出制度の普及啓発(広報活動) 

・病院等の退職者へ「離職時等の届出セット」の配布 配布先：県内病院他 

②届出した看護師等への就職に関する情報提供 

 (3)求人・求職実態把握調査(県委託)  

 ①看護職員需要施設・退職者調査 

調査時期：2020年1月(予定) 

対象：県内診療所(有床)で2019年1月～12月に退職した看護職 

②潜在看護職員実態把握調査 

調査時期：12月(予定) 

対象：ナースセンター求職登録している未就業看護職 

 (4)看護職員確保対策連絡協議会(県委託)  

 日程：年2回(7月、2020年1月予定) 看護職員確保のための方策を協議 

 (5)就労相談支援員連絡会 月1回  

 (6)就労相談支援員等研修 年1回  

 (7)ナースセンター事業の広報  

 ①「ナースセンターだより」の発行 年2回(4月、11月) 

配布先：県内医療機関等、ハローワーク、求職者等 

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、配布 年2回(5月、10月)  



 
 

③ウェブサイト掲載(随時更新) 

④県及び市町村広報紙に掲載 

⑤WEB広告の配信等 

  

 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) 

対象：福岡県在住でブランクの期間に関係なく、未就業で6か月以内に就職を希望する看護職 

①「病院等に就職したい方のための再就職支援研修」（看護力再開発講習会) 定員：各40名 

上半期：6月18日～7月9日(内4日間） 

下半期：2020年1月16日～2月6日(内4日間) 

会場：ナースプラザ福岡 

②「在宅看護に興味がある方のための再就職支援研修」(2日間) 定員：各30名 

上半期：6月6日、6月13日 

下半期：12月2日、12月12日 

会場：ナースプラザ福岡 

③「再就職のための看護技術セミナー(採血･注射編)」定員：ナースプラザ福岡15名、サテライト各10名 

4月～2020年3月(原則月1回) 年12回 

会場：ナースプラザ福岡8回、サテライト各1回 

④「再就職のための看護技術セミナー(喀痰吸引編)」定員：各15名 

上半期：8月1日 

下半期：2020年2月20日 

会場：ナースプラザ福岡2回 

  

 3)地域における看護職確保定着推進事業 

 (1)筑後地区におけるセカンドキャリア支援事業 

開催時期：10月または11月頃 

場所：筑後地区の施設 

内容：50代以上の看護職の就職支援 

  

 4)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 

①地区別ＷＬＢ推進研修会への支援 

②日本看護協会との連携 

・看護労働担当者会議(日本看護協会) 日程：5月22日 

③福岡県医療勤務環境改善支援センターとの連携 

(2)福岡県ナースセンター、サテライトに勤務する就労相談支援員との意見交換会(社会経済福祉委員会) 

日程：8月23日 

対象：福岡県ナースセンター、サテライトに勤務する就労相談支援員 

(3)社会経済福祉委員会企画交流会(労働環境改善に関する交流会) 日程：11月13日 定員：80名 

対象：平成 29 年度「看護職の職場定着に関する実態調査」協力施設の看護管理者および看護職の離職防止

を課題としている看護管理者 

  

 5)「看護の心」の普及啓発  

 (1)「看護の日」のつどい(福岡県共催) 日程：5月11日 

①ＪＲ博多シティ賑わい交流空間 

まちの保健室、看護の進路・進学相談コーナー、女性のからだの相談コーナー、ＡＥＤの実演、キッズの

白衣体験コーナー等 

②ナースプラザ福岡 

・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 國森 康弘 氏 



 
 

・医療・介護及び教育等に従事する看護職員に対する知事表彰 ・発表「看護職になって思うこと」 

(2)看護の出前授業 

①出前事業 日程：6月～翌年3月 対象：中・高校生 

内容：「いのちの大切さ、こころとからだの話」、「看護の仕事について」、「看護職への道」 

「簡単な看護技術の体験」 

講師：講師として登録している福岡県看護協会員を派遣 

②講師連絡会の開催 日程：11月27日 

(3)ふれあい看護体験（高校生対象） 

日程：7月1日～7月31日 165施設で実施予定 

対象：高校生 参加高校 約100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. 看護学会の開催等、学術研究の振興に関する事業 

 目的：本学会は、実践に根ざした看護研究の支援を通して看護職の学術研究の振興に努め、県民の保健医療福

祉の向上に寄与する。 

 1)福岡県看護学会(学会委員会) ［5,066］ 

 (1)研究発表支援員制度 

内容：発表者の研究に対して原稿のまとめ方の支援を行い、最終原稿作成までを支援。 

支援員：42名(昨年度登録者) 

(2)出展企業及び広告掲載企業 

(3)第20回福岡県看護学会テーマ等検討 

(4)第19回福岡県看護学会(ナースプラザ福岡) 日程：12月14日 

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「今こそ生きる看護のちから～ケアすることの本質と魅力」 

講師：本田多美枝氏(日本赤十字九州国際看護大学 基盤看護 教授) 

シンポジウム、演題発表(口演・示説) 

   

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. 看護業務・看護制度の改革・改善等に関する事業 

 目的：医療の高度化や人口構造の高齢化等を背景として、看護職の役割に対する社会的期待が増大しており、

看護職の意見集約や課題発見・解決に向けての活動を推薦し、看護業務・看護制度の改善・普及啓発等

を図る。 

 1)職能委員会事業 ［9,792］ 

 (1)保健師職能委員会活動 

①「保健師キャリアラダー」交流会 日程：7月20日 定員：100名 対象：保健師 

 目的：保健師のキャリアラダーについて改めて理解し、保健師間の交流を深める。 

②「健康格差～地域づくりの実際」研修 日程：9月28日 定員：100名 対象：保健師 

目的：保健師のスキルアップのため。（2018年度「健康格差について」研修のPartⅡ） 

③「プレゼン力アップ」研修 日程：2020年2月8日 定員：100名 対象：保健師 

目的：保健師のプレゼンテーションデザイン能力を高める。 

④市町村保健師との交流 日程：10月12日 筑豊地区(田川)で開催 

目的：地域包括ケア推進のために市町村に出向き、地域に根差す保健師と交流し地域の情報交換をしなが

ら保健師会員獲得に努める。 

 (2)助産師職能委員会活動 

①新人助産師研修(5日間) 日程：7月21日、8月4日、9月8日、9月20日、10月6日 定員：50名 

目的：助産基礎教育からの継続教育を行い、臨床助産能力を高め助産師人材育成を行う。 



 
 

内容：妊娠期の助産診断とケア・母乳育児支援、妊娠期の診断・ハイリスク分娩、正常分娩の助産診断、

新生児のフィジカルアセスメント、助産の起源・助産倫理・助産記録 

対象：助産師経験3年目までの助産師 

会場：ナースプラザ福岡、福岡新水巻病院 

②アドバンス助産師交流会 日程：8月18日 定員：70名 

目的：地域の仲間との連携・情報共有、アドバンス助産師としての役割 

対象：アドバンス助産師 

③院内助産スキルアップ研修(4日間) 日程：10月27日、11月10日、12月1日、12月22日 定員：50名 

目的：助産師の実践能力の更なる強化のために院内助産に必要なスキルを習得する。 

内容：妊娠期のフィジカルアセスメント・CTG、母乳育児支援・産後ケア・妊産婦のメンタルヘルス、分

娩期のフィジカルアセスメント・子宮収縮剤使用時のケア・産科救急と出血、助産記録・助産ケア

と倫理・助産教育 

会場：ナースプラザ福岡 

④「羽ばたけ！助産師」講演会 日程：11月17日午前 定員：200名 

内容：専門職としての助産師の動向・役割や活動・期待について、アドバンス助産師への期待(助産師外

来・院内助産)、アドバンス助産師更新推進について 

対象：助産師 

⑤産科管理者交流会 日程：11月17日午後 定員：55名 

目的：助産師を取り巻く状況・求められる課題を共通し、助産師の発展に向けた活動を考える。 

対象：産科管理者 

⑥九州・沖縄地区看護協会共催事業 

・九州・沖縄地区合同研修(佐賀県) 日程：10月19日 

⑦学会での実践報告 

・福岡県母性衛生学会(福岡県) 日程：7月7日「院内助産スキルアップ研修」実践報告 参加者 1名 

・日本母性衛生学会(千葉県) 日程：10月11日～12日 「新人助産師研修」実践報告 参加者 1名 

・日本助産学会(新潟県) 日程：3月 「フィンランドのネウボラから学ぶ日本の親子支援」実践報告 

参加者 1名 
 (3)看護師職能委員会Ⅰ活動 

①研修会「災害看護研修」 日程：8月9日 定員：300名 

目的：災害の備えと災害発生時のマネジメントについて学ぶ。 

内容：災害発生時に対応するための備え、施設の体制整備、看護管理者の役割 

対象：中堅以上の看護師／看護管理者  

②研修会「認知症のある患者への尊厳ある対応と看護業務ガイドラインの周知」 

日程：11月2日 定員：300名 

目的：高齢者・認知症のある患者の看護について学ぶ。准看護師の進学支援。看護チームにおける看護補

助者・准看護師・看護師の業務と働き方について学ぶ。 

内容：【午前の部】高齢者・認知症のある対象への関わりを学ぶ。准看護師進学支援(看護師学校養成所紹

介) 

【午後の部】日本看護協会の策定したガイドラインをもとに、看護チームにおける各資格・職種の

業務のあり方について 

対象：管理者(主任以上)、看護師、准看護師 

③研修会「特定行為研修に係る看護師の活動と支援」 日程：2020年2月7日 定員：120名 

目的：特定行為に係る看護師の育成と活動の実際を学ぶ。 

内容：特定行為に係る看護師の活動の実際と組織の支援の実際 

対象：全ての看護師 

 (4)看護師職能委員会Ⅱ活動 

①在宅・施設看取り研修 日程：9月21日 定員：100名 

目的：専門的な視点を持って在宅・施設で看取りを推進することができる。 

内容：在宅施設看取りの家族支援・ケア、連携（地域・他施設等）など。 

対象：在宅・介護施設・診療所看護職 



 
 

②在宅・施設管理者交流会 日程：11月16日 定員：50名 

目的：在宅・施設管理者の地域・組織マネジメントの向上、情報交換のための交流の機会を作る。 

内容：在宅・施設管理者の役割と地域・組織マネジメントの向上（現場に則した管理、労務管理、リスク

管理等含む） 

対象：在宅（診療所含む）・施設看護職の管理者、リーダー等 

③診療所看護師の入会状況把握とニーズに関するアンケート調査 

目的：診療所看護師のニーズを把握し今後の研修に活かす。また、地域包括ケアシステム推進に活用する。 

対象：診療所看護師(福岡県看護協会会員) 

 (5)職能委員会活動(合同) 

①合同職能研修会(アクロス福岡) 日程：6月21日 

テーマ：「私の看護師人生」 

講師：名古屋第二赤十字病院 副院長兼看護部長 伊藤明子氏 

②平成30年度職能委員会だより(保健師・助産師・看護師Ⅰ・看護師Ⅱ) 43,000部発行 

 (6)まちの保健室 

①健康21世紀福岡県大会 日程：10月～12月頃 

・脳年齢測定、健康相談、子供の白衣体験等 

・グッズ配布による協会のＰＲ 

・地区支部協力員、保健師職能委員 

②健康21世紀福岡県大会実行委員会 年2回 出席者：1名 

③健康21世紀福岡県大会実務者会議 年2回 出席者：2名 

  

 2)看護制度に関する事業 ［1,675］ 

 (1)看護制度に関する政策提言の推進 

①看護師制度検討会 年7回予定 

②研修の際、准看護師向け進学支援リーフレット(平成30年度作成)を准看護師や管理者へ配布。 

③「よかナース」や協会ホームページに記事を掲載し、広報する。 

(2)「進路指導に活かす「看護への道」説明会」(看護の進路・進学支援委員会) 日程：5月22日 

対象：福岡県内の中学校・高等学校の教諭 

(3)看護学校と職場の情報交換会(看護の進路・進学支援委員会) 日程：8月7日 定員：80名 

対象：看護学校教員、県内施設看護管理者 

・情報交換会実績報告書の作成、配布 

(4)パンフレット「看護職を目指すあなたへ」改訂・増刷 

(5)看護の日のつどいにおける進路相談 日程：5月11日 

・学生への進路選択アドバイス 

(6)学会発表 

・日本看護学会学術集会「看護教育」(和歌山県) 日程：8月8日～8月9日 参加者：1名 

  

 2. 医療安全対策に関する事業 

 目的：患者・家族の立場を尊重しながら、安心・安全な医療提供実現のため、看護職を対象にした医療・看護

の安全意識の確立、安全な知識・看護技術・態度の向上を図る。 

 1) 医療安全推進事業 ［5,784］ 

 (1)医療安全推進事業(医療安全推進委員会) 

①医療安全管理者養成研修(eラーニング・集合研修)(4か月間) 

・eラーニング    日程：6月1日～10月9日 定員：100名  

・集合研修(2回開催) 日程：7月8日、10月14日 

②研修会・交流会 

・6月7日、2020年1月18日(2日間) 定員：60名 

・2020年2月9日 定員：250名 

③医療の質・安全学会(京都) 日程：11月29日～11月30日 参加者：1名 

(2)看護職賠償責任保険制度の推進 



 
 

①保険制度加入の促進 

②看護職賠償責任保険制度の広報 

(3)医療事故等情報提供及び相談対応 

①医療安全等の情報提供 

②事故発生時の情報収集・相談対応 

③医療事故に係る諸問題に関する支援 

(4)看護師職能委員会Ⅱとの情報交換会(6月予定) 

  

 3. 災害による被災者の支援に関する事業 

 目的：日本看護協会と協働して、国内の災害発生時に災害支援ナースの派遣ができるように災害支援ナースを

育成するとともに、九州地区の災害拠点協会となった場合に備え体制整備を行う。 

 1) 災害看護事業 ［3,613］ 

 (1)災害看護事業 

①災害支援ナース養成研修(災害看護委員会) 

・基礎編(日本看護協会オンデマンド配信研修)(2日間) 日程：7月18日、7月19日 定員：150名 

対象：災害支援ナースを目指す者、または関心がある者 

・実務編(1.5日間) 日程：9月19日、9月20日 定員：120名 

対象：基礎編を修了した者 

・フォローアップ研修(同内容で2回開催) 定員：各80名 

日程：1回目 12月20日 

2回目 2020年2月21日 

対象：災害支援ナース登録者 

②都道府県看護協会災害看護担当者会議(日本看護協会) 日程：9月12日 

③福岡県看護学会発表 日程：12月14日 

(2)災害発生時の支援 

災害支援ナース派遣調整 

(3)災害発生時の体制強化 

①災害支援ナース登録の推進 

②災害支援ナース派遣調整合同訓練(日本看護協会 合同) 日程：11月5日～11月7日 

③自治体等災害訓練への参加 

④ポケットマニュアルの改訂(災害看護委員会) 

(4)災害時体制の整備 

災害支援ナース備品・携行品の購入及び点検 

  

 4. 感染管理に関する事業 

 目的：看護職に科学的根拠に基づいた感染管理を普及し、感染管理の質向上を図るとともに、県内の保健医療

施設における感染管理の支援体制の構築を目指し、県民の保健医療福祉の向上に貢献する。 

 1) 感染管理事業 ［2,562］ 

 (1)感染管理に関する研修(感染管理委員会) 

①現場で活かせる感染管理(感染管理担当者編)(3日間) 日程：7月9日～7月11日 定員：100名 

対象：看護職 

②療養型病院・介護施設の感染対策研修 日程：10月24日 定員：110名 

対象：施設、病棟等管理者および感染担当者 

③認知症患者も含む精神科領域の感染対策研修 日程：11月14日 定員：70名 

対象：看護職以外も可 

④感染管理フォローアップ研修 日程：2020年2月10日 定員：100名 

対象：2019年度7月研修会参加者 

(2)感染流行に関する支援(感染管理委員会) 

①県内医療関連施設等の感染発生時の相談・支援 

②県内介護施設等の感染予防対策に関するラウンド実施 



 
 

③流行性感染症発生時、必要性に応じて研修会を開催予定 

   

Ⅴ 訪問看護、居宅介護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. 訪問看護、居宅介護サービス等事業及び訪問看護の推進支援に関する事業 

 目的：本協会の理念に則り、訪問看護サービスやケアマネジメントを必要とする患者及びその家族等、不特定

多数の一般県民に質の高い看護サービスを提供することにより、安心・安全な療養生活の実現を図る。

また、訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護事業を推進する為、研修や交流会を通して訪問看護の質

向上を図る。 

 1)訪問看護ステーション「くるめ」 ［191,523］ 

 (1)訪問看護事業 

・訪問看護事業の実践と充実 

(2)居宅介護支援事業 

・居宅介護支援事業の実践と充実 

(3)看護小規模多機能型居宅介護事業 

・看護小規模多機能型居宅介護「すぴか☆くるめ」 

通所・宿泊のサービスと訪問看護・訪問介護サービスを組み合わせて、医療ニーズの高い方への生活支援

を行う。 

(4)訪問看護支援コールセンター(福岡県・福岡県訪問看護ステーション連絡協議会委託事業) 

・医療・介護関係者だけではなく、訪問看護に関する様々な電話相談に対応する。 

(5)久留米特別支援学校医療的ケア対応(久留米市委託事業) 

・医療的ケアを必要とする児童生徒の状況に対応し、安全な教育環境の支援を行う。 

(6)研修・実習の受け入れ 

実習受入：医学部学生、看護大学、久留米医師会看護専門学校、認定看護師教育センター、中学・高校生、

病院勤務看護師、地域の小・中学校教諭等 

(7)社会参加に関する委員 

①看護大学・医師会看護専門学校、認定看護師教育センター等 

②介護保険審査会委員 

③久留米市介護福祉サービス事業者等の委員 

(8)訪問看護のためのICT(情報通信技術)導入と活用 

  

 2)訪問看護ステーション「こが」 ［82,465］ 

 (1)訪問看護事業 

・訪問看護事業の実践と充実 

乳幼児から高齢者まで病気や障害のある方が住み慣れた地域や家庭でその人らしく療養生活を送れるよ

うに、看護師が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供する。自立への援助を促し、療養生活を支援する。 

24時間対応体制として、緊急時の夜間・休日の相談と訪問や、状態の変化、病状の観察・処置、かかり

つけ医との連携を行う。退院時カンファレンス・担当会議への参加も行う。 

(2)居宅介護支援事業 

・居宅介護支援事業の実践と充実 

家族の支えや社会的サービスの利用により自立した質の高い生活を送ることができるようなケアプラン

の作成や相談等を通して、加齢や疾病障害などによる生活障害をもった要介護状態の人々を支援する。 

(3)地域との交流を促進し、ニーズを把握する 

・古賀市健康福祉まつり出展、行政行事の救護斑参加 

(4)研修・実習の受け入れ 

実習受入：看護職、看護学生、介護支援専門員 

(5)社会参加に関する委員 

国保連給付費審査委員、粕屋保健所運営協議会委員、福岡市福祉用具普及事業運営協議会委員、古賀市キャ

ラバンメイト協議会(橙)委員(会長)、古賀市介護支援事業ネットワーク委員(会長)、介護保険審査会委員 



 
 

(6)普及・啓発活動 

機関誌「わたぼうし」発行 年1回、古賀市福祉まつり参加 年1回 

(7)看護職員の資質向上 

事例検討会、困難事例検討会 月1回、訪問看護に関する情報共有・勉強会 週1回 

  

 3)訪問看護推進支援事業 ［20,505］ 

 (1)訪問看護師養成講習会(県委託) 

①新任期(25日間) 日程：6月4日～10月23日 定員：50名 

対象：訪問看護に従事して3年未満の看護職(従事予定者を含む) 

・公開講座(5日間) 日程：6月5日、7月3日、8月6日、9月24日、10月15日 定員：30名 

対象：訪問看護を目指したい看護職(従事希望、従事予定、従事中を含む) 

②中堅期 日程：11月6日、11月12日、11月19日 定員：各30名 

対象：訪問看護に従事して3年以上の看護職 

③管理者等 日程：11月26日、12月3日、12月10日、12月18日 定員：各30名 

対象：訪問看護ステーションの管理者(管理者候補、管理的立場の看護職を含む) 

(2)訪問看護事業実態調査(県委託) 

訪問看護ステーションにおける24時間体制に関する実態把握調査(仮) 日程：8～11月頃(予定) 

対象：県内の訪問看護ステーション 

(3)訪問看護師養成講習会新任期受講者との情報交換会(在宅支援・訪問看護委員会) 

日程：10月23日 参加者：59名(委員9名、受講者50名) 

(4)訪問看護ステーション管理者企画交流会・講演会(在宅支援・訪問看護委員会) 

日程：7月20日 定員：100名 

対象：訪問看護ステーション管理者 

(5)学会等への参加 

①日本看護学会「在宅看護」(栃木県) 日程：9月13日～9月14日 参加者：1名 

②訪問看護サミット2019(横浜) 日程：12月6日 参加者：1名 

  

 4)訪問看護ステーション支援事業 ［289］ 

 (1)すぴか☆くるめ運営委員会(2回) 

地域に密着し安定した適正な運営と質の高い在宅生活の支援のために、「すぴか☆くるめ」の諸課題の解決

に取り組む。 

(2)ステーション運営会議の開催(1回) 

(3)福岡県訪問看護ステーション連絡協議会への出席(2回) 

・情報交換、共有 

(4)団体への加入 

・一般社団法人全国訪問看護事業協会(正会員) 

・公益財団法人日本訪問看護財団(賛助会員) 

   

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 

 目的：地域医療の推進を図る為、研修・研究会等を通して看護の質向上を図るとともに、老若男女を問わず地

域住民の誰もが気軽に健康上の相談ができる場を提供し、県民の健康な生活の実現に貢献する。 

 1)地区支部事業 ［20,624］ 

 (1)地区支部活動(詳細は、地区支部事業計画参照) 

①14地区支部：研修、研究発表、介護認定審査会委員の推薦、他団体と共催事業 

②会員数の目標設定 

(2)まちの保健室 

①共催等：健康21世紀福岡県大会(地区支部、保健師職能他) 



 
 

②14地区支部：健康相談、脳年齢測定、血圧測定、体脂肪測定、キッズ白衣体験等 

(3)新人看護職員研修 

①新人看護職員多施設集合研修 4地区で実施 

②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地区で実施 

(4)ＷＬＢ推進事業の地区への拡大 

ＷＬＢ推進研修及び実践報告会を各地区で開催 

(5)介護認定審査会委員推薦 

(6)地域で開催される他団体会議への出席 

  

 2)福岡県子育て支援電話相談事業 ［8,583］ 

 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) 

にんしんSOSふくおか～思いがけない妊娠・子育て・思春期相談～ 

(1)電話、メールによる相談対応 

(2)事例検討会 年1回 

(3)定例会 年6回 

(4)学会・研修会参加 

  

 3)災害対策事業 ［1,623］ 

 (1)被災に備えての必要物品等の整備 
(2)被災時の関係団体との連携 
(3)被災時の災害支援活動 

(4)災害支援ナース派遣調整合同訓練(日本看護協会・都道府県看護協会合同) 日程：11月5日～11月7日 

(5)自治体等災害訓練参加  
   

Ⅶ その他：本会の目的を達成するために必要な事項 

   

1. 国際交流に関する事業 

 目的：グローバルな社会の中で看護職にとって国境を越えた交流は不可欠であり、医療・社会福祉及び看護に

ついて、外国の看護職との交流を通じて、国際交流の促進に必要な活動を行う。 

 1)国際交流事業  

 (1)国際交流事業への協力 

・ＪＩＣＡ集団研修等の受け入れ 

  

2. その他 本会の目的を達成するために必要な事業 

 目的：本会は、会員にとって魅力ある看護協会として、事業を活性化しその浸透を図るため組織を強化し、事

務局及び地区支部を挙げて事業の達成に取り組む。 

 1)本会の組織力の充実強化 

 

 

(1)公益社団法人の組織強化と運営の充実 

公益社団法人として、 

①公益社団法人の組織の強化 

②理事会・委員会等の活動の充実 

③地区支部との連携強化 

④看護職の職能間連携強化 

⑤諸規程の整備 

(2)地区支部活動の強化 

①施設代表者との連携強化 

②看護教育機関との連携 

③まちの保健室の充実 

(3)会員確保対策 



 
 

①会員目標数 43,000名 

②会員専用マイページ「キャリナース」の登録と利用の促進 

③事業案内パンフレットの再版と配布 

④会員福利厚生 福利厚生事業の充実 

・ハーモニーランド招待・死亡弔慰金、災害見舞金支給・博多座特別優待(予定)・新規サービス開拓 

⑤看護学生等への協会事業ＰＲ 

・看護学校、看護大学等への訪問活動 

(4)行政・関係機関との連携強化 

①福岡県・福岡市・北九州市等市区町村との連携強化 

②関係団体との連携強化 

・医療団体協議会 年数回開催 

・医療団体協議会主催 医療技術者セミナー 日程：2020年2月実施予定 

③フローレンス・ナイチンゲール生誕記念祭(北九州芸術劇場) 日程：5月予定 
④看護大学・看護学校等の入学式・卒業式への出席 
⑤行政、他団体主催会議等の委員就任と会議への出席 
⑥他団体主催の学会・イベント等への名義後援 

(5)看護連盟との連携 

・福岡県看護政策懇話会の開催 年5～6回予定 

・福岡県等への要望書提出 日程：10月～11月予定 

(6)組織運営 

諸会議の開催 

①通常総会(アクロス福岡シンフォニーホール) 日程：6月21日 

②合同職能集会(アクロス福岡シンフォニーホール) 日程：6月21日 

③理事会：年6回以上(12回予定) 

④常務理事会：必要時(7回予定) 

⑤地区支部長会：年3回 日程：4月17日、9月4日、12月4日 

⑥委員長会：年1回 日程：2020年1月21日 

⑦委員会 

保健師職能委員会 12回、助産師職能委員会 12回、看護師職能委員会Ⅰ 12回 

看護師職能委員会Ⅱ 12回、教育委員会 11回、新人看護職員研修運営委員会 7回 

社会経済福祉委員会 11回、学会委員会 12回、看護の進路・進学支援委員会 11回 

医療安全推進委員会 11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 16回、認定看護管理者教育運営委員会 6回 

推薦委員会 年12回、規約検討委員会 年3回、すぴか☆くるめ運営委員会 2回 

選挙管理委員会 2回、ハラスメント委員会 1回、教育研修体系再構築プロジェクト 5回(予定) 

⑧2019年度日本看護協会代議員研修会 日程：5月17日 対象：2019年度代議員・予備代議員 82名 

(7)表彰等 

①福岡県看護協会長表彰 30名 

②福岡県医療・介護及び教育等に従事する看護職員に対する知事表彰候補者の推薦 

③県救急功労者表彰候補者の推薦 

④日本看護協会名誉会員候補者の推薦 

⑤日本看護協会長表彰候補者の推薦 

⑥その他表彰候補者の推薦 

(8)将来構想委員会からの提言書の周知活動 

よかナース125号への掲載、協会ホームページ・ブログへの掲載、登録施設への提言書(冊子)の配布 

(9)監査 

①平成30年度全期監査 日程：5月15日 

②訪問看護ステーション上期監査(訪問看護ステーション「こが」で実施) 日程：10月頃 

③月次会計監査 本部年12回、各訪問看護ステーション 年6回 

(10)「ナースプラザ福岡」の運営・管理等 



 
 

①会館保全管理 

・会館の計画的、経常的修繕への対応 

・会館保守点検 年14回(消防設備点検 年2回含む) 

・消防避難訓練 日程：2月頃予定(協力:九州防災工業) 

・清掃管理 日常清掃 日・祝日休館日以外対応 全館清掃(臨時清掃含む) 年15回 

②インフラ(通信・ＩＴ)の管理 

③「ナースプラザ福岡」の広報 
・地下鉄構内近郊地図への表示、電柱広告 

(11)役職員研修 

・理事・監事研修会 日程：7月3日 

内容：公益法人のメリット、公益認定基準、総会・理事会の役割、理事・監事の責任等 

・職員研修会 年1回 
  

 2)日本看護協会との連携 

 (1)日本看護協会総会及び諸会議参加 

①2019年度日本看護協会通常総会(函館アリーナ) 日程：6月6日 代議員42名出席 

②全国職能合同交流集会(函館アリーナ) 日程：6月7日 保健師・助産師・看護師Ⅰ・看護師Ⅱ合同開催 

③日本看護協会理事会：6回程度 日程：5月10日、6月6日、7月25日～7月26日、9月27日 

11月28日～11月29日、2020年2月20日～2月21日 

④法人会員会(中央)：6回程度 日程：5月10日、7月26日、9月27日、11月29日、2020年2月21日 

⑤地区別法人会員会・地区別職能委員長会(九州地区)(福岡県) 日程：10月31日、11月1日 

⑥全国職能委員長会：1回 日程：8月21日 

⑦2020年度日本看護協会通常総会代議員・予備代議員の選出 42名 

⑧2020年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦 

⑨2020年度日本看護協会長表彰候補者の推薦 

(2)都道府県看護協会担当者会議等 

①訪問看護連絡協議会全国会議 日程：未定 
②看護労働担当者会議 日程：5月22日 
③ナースセンター事業担当者会議 日程：5月23日 
④新会員情報管理体制(ナースシップ)担当者会議 日程：7月11日(予定) 

⑤災害看護担当者会議 日程：9月12日 
⑥教育担当者会議 日程：7月31日 

⑦全国准看護師制度担当役員会議 日程：9月9日 

⑧都道府県ナースセンターとの地区別意見交換会 日程：未定 

⑨全国事務担当者会議 日程：未定 

⑩広報担当役員会議 日程：2020年2月28日 

⑪政策責任者会議 日程：9月26日 

(3)研修会等 

・ナースセンター相談員研修会 日程：5月24日 

(4)政策への参加 

①日本看護協会の重点政策の推進 

②日本看護協会との連携 

  

 3)収益事業 

 (1)施設の貸与(ナースプラザ福岡) 

①テナント事務所として5団体に計6部屋提供 

②看護・介護・医療・健康等に関する研修会開催に対する施設貸与 

(2)手数料収入 

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(自販機全6台、うち支援自販機2台含む) 



 
 

  

 4)設備投資 

 (1)建物環境整備 

①ナースプラザ福岡 

・屋上アスファルト防水補強、マイクロガスタービン修繕、館内内部建具更新、その他環境整備 

(2)インフラ(通信・ＩＴ)管理体制整備 

・ナースプラザ福岡、訪問看護ステーション「くるめ」・「こが」 

 


