
 

 

 

報告事項1 平成30年度事業報告 

平成30年度事業報告 

平成30年度重点事業 

１．地域包括ケアシステムの構築と推進 

２．地区支部機能の強化 

３．時代のニーズに対応する看護職の人材育成 

 

・二重下線は重点事業、［ ］は事業費(決算)(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)＞ 

 (注)事業名の横に表示している< >内番号は、公益認定を受けた際の事業の構成番号を示している。(以下同じ) 

1.継続教育等看護の質の向上に関する事業 

 1)教育研修事業 [61,465] 

 (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：27回 受講者8,188名(延8,620名) 

②人間関係能力を高める研修：6回 受講者1,190名 

③指導・管理能力を高める研修：5回 受講者1,011名 

④准看護師研修：1回 受講者112名 

⑤トピックス研修：0.5回 受講者151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) 受講者102名 

②看護研究コース(7日間) 受講者14名 

③退院調整看護師育成コース(3日間) 受講者102名、公開175名 

(2)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(2回開催) 受講者65名 修了者65名 

1回目 9月20日、9月21日、9月25日、9月26日、9月27日 

2回目 10月9日、10月10日、10月15日、10月16日、10月17日 

・フォローアップ研修(2日間) 平成29年度修了者対象 

1日目 12月17日 受講者46名 

2日目 公開発表会(4地区で実施) 受講者43名、一般参加者123名 

福岡地区：平成31年2月5日 北九州地区：平成31年2月7日 

筑豊地区：平成31年2月21日 筑後地区：平成31年2月13日 

②教育担当者研修(県補助)：5日間(2回開催) 受講者163名 修了者163名 

1回目 10月29日、10月30日、10月31日、11月1日、11月2日 

2回目 11月5日、11月6日、11月7日、11月15日、11月16日 

③実地指導者研修(県委託)：5日間(2回開催) 受講者157名 修了者156名 

1回目 12月11日、12月12日、12月19日、12月20日、12月21日 

2回目 平成31年1月22日、1月23日、1月24日、1月28日、1月29日 

④新人看護職員多施設集合研修 

・「フレッシュナースセミナー」 5月29日、5月30日 受講者延783名(同内容2回) 

 (下記県補助研修) 

・「新人のための感染予防の基礎知識」 6月20日 受講者415名 

・「看護に活かすフィジカルアセスメント」 受講者575名 

福岡地区：8月30日 北九州地区：7月10日 

筑豊地区：9月14日 筑後地区：8月1日 

・「基礎から学ぶ医療安全」 受講者延512名 

福岡地区：9月3日 北九州地区：10月24日 



 

 

 

筑豊地区：8月3日 筑後地区：9月5日 

・「新人のための褥瘡予防」11月13日 受講者422名 

⑤アドバイザー派遣事業(県補助) 

7月～平成31年3月 対象2施設 派遣回数全7回 

(3)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 

1回目 6月27日、6月28日 受講者379名(延755名) 

2回目 8月7日、8月8日 受講者382名(延759名) 

(4)福岡県看護職員認知症対応力向上研修(県委託) 

1回目 11月8日、11月9日、11月19日 受講者60名(修了者59名) 

2回目 11月8日、11月9日、11月20日 受講者60名(修了者60名) 

 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) [32,676] 

 (1)ファーストレベル 

①第30回ファーストレベル教育課程 

5月9日～8月31日(27日間) 受講者74名(修了者74名) 

②第31回ファーストレベル教育課程 

10月4日～平成31年1月25日(27日間) 受講者78名(修了者77名) 

(2)セカンドレベル  

①第19回セカンドレベル教育課程 

9月13日～平成31年1月31日(31日間) 受講者50名(修了者49名) 

②看護管理実践報告会(平成29年度修了者) 

平成31年2月3日 参加者75名 

③平成29年度(第18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 

(3)サードレベル 

①第9回サードレベル教育課程 

7月3日～9月28日(32日間) 受講者34名(修了者34名) 

②看護管理実践報告会(平成28年度修了者) 

12月2日 参加者31名 

③平成28年度(第7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 

(4)公開講座 

①第31回ファーストレベル 12月22日 受講者6名 

②第19回セカンドレベル  10月7日 受講者6名 

③第19回セカンドレベル  平成31年2月3日 受講者なし 

④第9回サードレベル     7月4日  受講者4名 

⑤第9回サードレベル     12月2日  受講者1名 

 3)認定看護師教育課程 [37,691] 

 (1)皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程 

 ①第11回皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程 

5月8日～12月14日 受講者27名 

・教員会 3回 

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) 

③平成31(令和元)年度入学試験 

11月29日 合格者26名(応募者62名、受験者60名) 

・入試委員会 2回 

④学会参加 

・第27回日本創傷・オストミー・失禁管理学術集会(札幌市) 5月19日～5月20日 参加者2名 

・第36回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会(大阪市) 平成31年2月22日～2月23日 

参加者2名 



 

 

 

⑤第30回九州ストーマリハビリテーション講習会 

平成31年3月7日～3月9日 講師、講習会運営に携わる 

 4)教育者・指導者教育等に関する事業 [14,287] 

 (1)福岡県看護実習指導者講習会(県委託) 

①福岡県看護実習指導者講習会 240時間(40日間) 

6月11日～2月22日 受講者82名 修了者80名 

・演習講師会議2回 

②福岡県特定分野看護実習指導者講習会 40時間(6日間) 

10月10日～10月13日、10月21日～10月22日 受講者31名 修了者30名 

・演習講師会議適宜 

③平成30年度福岡県看護実習指導者講習会報告集作成 

(2)福岡県看護教員継続研修(県委託) 

①新任期(3日間) 8月18日、8月19日、9月2日 修了者26名 

・公開研修 8月18日 受講者3名、9月2日 受講者5名 

②中堅期(2日間) 7月31日、8月6日 修了者18名 

③ベテラン期(1日間) 10月28日 修了者25名 

④検討会 2回 

  

2.普及啓発に関する事業 

 1)普及啓発事業 [9,094] 

 (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(44,000部) 

 2)図書室運営事業 [2,625] 

 ①図書検討会 2回 

②蔵書管理 

・蔵書6,058冊(新規購入381冊、寄贈63冊) 

・図書室利用者：長期受講者以外139名、長期受講者貸出 2,749冊(9.7％増) 

・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 [93,510] 

 1)ナースセンター・サテライト事業(県委託) 

 (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 

・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・土日祝は除く) 

10：00～12：00、13：00～16：00 

月・水・金は電話予約 

・相談件数(来所、その他相談)  13,434件(求職相談8,554件、求人相談4,880件) 

うち来所相談件数 969件(求職者802名、求人施設167施設) 

・就職件数889件(ナースセンター就職、職安就職、自己就職） 

・ナースセンター担当者会議、就労相談支援員研修 

ナースセンター担当者会議、就業相談員研修(日本看護協会) 5月16日、5月17日 参加者2名 

ナースセンター地区別意見交換会(熊本県看護協会) 9月14日 参加者2名 

福祉分野人材確保対策推進協議会(福岡市) 10月18日 参加者1名 



 

 

 

ナースセンター・ハローワーク連携事業連絡調整会議(福岡市) 10月18日 1名 

②再就業移動相談 4月～平成31年3月 実施41回(相談者134名、就職者60名) 

・福岡地区17回  ・北九州地区6回  ・筑豊地区12回  ・筑後地区6回 

会場 ハローワーク39回(福岡中央、福岡東、福岡南、福岡西、小倉、八幡、行橋、飯塚、直方、田川、 

朝倉、大牟田、久留米、八女) 

福岡県社会福祉協議会2回 

③病院等訪問巡回相談 相談件数(就労・斡旋) 361件 

その他の訪問件数 制度周知、広報・啓発、連絡調整等377件 

④復職支援のための施設見学事業 

見学件数206件 見学対象者167名(うち就職者115名) 

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 

連携求職者1名、求人施設0件、就業者1名 

(2)看護職等の離職時届出に関すること(県委託） 

看護職等の届出制度の普及啓発(広報活動) 

・「離職時等の届出セット」を配布 

配布先：県内病院460件他 

・ナースセンター・サテライト事業等案内、届出チラシ等の配布 県内医療機関等 

・届出者879名 求職登録者499名 

(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：2月 

対象：福岡県内病院 460施設 

回収数(回収率)：需要施設調査290施設(63.0％)、退職者調査289施設(62.8％) 

②潜在看護職員実態把握調査 12月実施 632名に配信、データ抽出 

対象：県内に居住するNCCS登録者 

(4)看護職員確保対策連絡協議会(県委託) 

1回目 7月12日 出席者23名(内訳：関係機関10名、職員13名) 

2回目 平成31年1月25日 出席者16名(内訳：関係機関7名、職員9名) 

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 

(5)就労相談支援員連絡会 月1回計12回 

(6)就労相談支援員等研修 6月11日 参加者12名 

(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) 8,500部/1回 

配布先：県内医療機関、ハローワーク等63,000か所、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) 約40,000部/1回 

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 

⑤ウェブ広告の配信(8月～12月) 

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) 

①看護力再開発講習会(基礎コース)(4日間） 

上半期 6月14日～8月21日 

下半期 平成31年1月22日～2月13日 

応募者60名 受講者52名 ・受講後就職者31名(就職率59.6％) 

会場 ナースプラザ福岡・ふくふくプラザ・実習施設 

②看護職再チャレンジ講習会(実践コース) 

上半期 7月10日、7月17日 

下半期 平成31年2月26日、3月5日 



 

 

 

応募者49名 受講者41名 ・受講後就職者21名(就職率51.2％) 

会場 ナースプラザ福岡 

③看護職のための採血・注射サポート教室 年14回 

4月19日、5月17日、6月13日、7月18日、7月27日、8月22日、9月12日、9月26日、10月24日、

11月21日、12月12日、平成31年1月16日、2月21日、3月14日 

応募者208名 受講者170名 ・受講後就職者85名(就職率50.0％) 

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、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4日、9月5日 (福岡大学病院) 

北九州地区  10月15日、10月16日 (北九州市立医療センター) 

筑豊地区   12月5日、12月6日 (総合せき損センター) 

筑後地区   11月15日、11月16日（久留米大学病院） 

応募者34名 受講者28名 ・受講後就職者14名(就職率50.0％) 

(2)セカンドキャリアの看護職支援事業 

①就職フェア：11月18日 

参加者：求職者35名、求人施設24施設(36名) 

 内 容：・セカンドキャリア活用セミナー ・セカンドキャリア交流カフェ ・情報交換会 

②求人施設のセカンドキャリア採用に関する状況調査 

対象2,008施設（福岡・糸島地区） 回答数137件(回収率6.8％) 

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 

①平成30年度インデックス調査参加施設募集 

②地区別ＷＬＢ推進研修会への支援 

③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) 出席者2名 

・看護職のＷＬＢ通信を随時参加施設へ配信 

④福岡県医療勤務環境改善支援センターとの連携 

(2)看護職の賃金モデル推進事業 

看護職の賃金モデル伝達研修「がんばる人を応援します!!」 

9月28日 応募者48名 受講者46名 

(3)平成29年度看護職の職場定着に関する調査(社会経済福祉委員会) 報告 

・福岡県看護学会発表「看護職の職場定着に影響を与える要因について」 

・報告書作成 

(4)社会経済福祉委員会企画交流会/講演会「看護職が働き続けるための職場環境について考えてみませんか」 

11月14日 受講者60名 

4)「看護の心」の普及啓発 

(1)「看護の日」のつどい(福岡県共催) 5月6日 参加者1,955名 

①ＪＲ博多シティ賑わい交流空間 

まちの保健室、看護の進路相談コーナー、女性のからだの相談コーナー、ＡＥＤと救急、蘇生の実演、キッ

ズの白衣体験コーナー、アトラクション 

②ナースプラザ福岡 

・特別講演「道に迷ったら情熱の傾く方へ」 

講師 映画プロデューサー 村岡 克彦 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 ・ふれあい看護体験発表 

(2)看護の出前授業  

①出前事業 6月6日～平成31年3月 計32回 

実施学校31校 (高等学校10校、中学校21校) 参加者3,043名 

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 



 

 

 

②講師連絡会11月21日 1回  受講者23名 

(3)ふれあい看護体験(高校生対象) 

7月1日～7月31日 応募者1,822名 体験者1,137名 体験施設147施設 参加高校99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 

 1)福岡県看護学会(学会委員会) [3,519] 

 (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 13名(登録者42名) 

(2)出展企業及び広告掲載企業 

出展 9件、広告 2件 

(3)第19回福岡県看護学会テーマ等検討 

(4)第18回福岡県看護学会 

テーマ「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護実践」 

日程 12月8日 ナースプラザ福岡 

参加者768名 内訳：一般718名(発表者含む)、学会関係50名 

特別講演「人が好き、看護が好き、社会に活かす看護のちから～看護の約束 命を守り、暮らしを支える～」 

講師 甲南女子大学 教授 秋元典子 氏 

シンポジウム「人が好き、看護が好き、社会に活かす看護のちから～満足のいく「排せつ」とは何か～」 

演題発表 口演発表22題、示説発表14題 

  

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 

 1)職能委員会事業 [6,666] 

 (1)保健師職能委員会活動 

①健康格差のないまちの創り方～健康に関心を持てない人を“動かす”戦略とは？ 7月28日 

内容 「健康格差対策の考え方」「健康に無関心な人にも効果的である行動戦略について」 

講師 東京大学大学院医学系研究科 准教授 近藤尚己氏 

対象 保健師等 受講者 58名 

②保健師職能・助産師職能合同企画研修「妊娠期からの母子支援」 11月17日 

内容 基調講演「フィンランドのネウボラから学ぶ日本の親子支援」、シンポジウム 

講師 大阪市立大学大学院 看護学研究科 教授 横山美江氏 

対象 保健師・助産師・看護師・行政職 受講者48名 

③交流会「キャリアラダーの展開～保健師に求められる能力と人材育成」 9月8日 

内容 保健師活動の中で感じる悩みとその解決法について考えている事～キャリア形成について 

講師 香川大学医学部看護学科地域看護学 教授 森永裕美子氏 

対象 保健師 参加者34名 

④北九州地区保健師との意見交換会(北九州市総合保健福祉センター) 平成31年1月12日 

参加者 保健師職能委員7名、北九州市保健師2名 

⑤看護の日のつどい(JR博多シティ賑わい交流空間)健康相談コーナー担当 5月6日 

 (2)助産師職能委員会活動 

①新人助産師研修 5日間 7月21日・8月4日・9月1日・21日・11月3日 

目的 助産学教育からの継続教育を行い、臨床助産能力を高め、人材育成を図る 

対象 経験年数3年目までの助産師  受講者39名 

②助産管理者交流会 7月28日 参加者17名、8月19日 参加者23名 

対象 福岡県内の助産管理者 

 



 

 

 

③院内助産スキルアップ研修 4日間 10月27日・11月10日・12月1日・12月15日 

目的 助産師の実践能力のさらなる強化のために、妊産褥婦のフィジカルアセスメント能力を磨き、妊産

褥婦の満足度を高める支援を習得し、スキルアップを図る 

対象 助産師ラダーⅡ以上の助産師 受講者33名 

④保健師・助産師職能合同研修「妊娠期からの母子支援」 11月17日 

講師 大阪市立大学大学院 看護学研究科 教授 横山美江氏 

内容 基調講演「フィンランドのネウボラから学ぶ日本の親子支援」、シンポジウム 

対象 保健師・助産師・看護師・行政職 受講者48名 

⑤第2回九州沖縄地区 助産師職能委員会合同研修㏌熊本 10月14日 受講者126名 

⑥看護の日のつどい「女性のからだの相談コーナー」 5月6日 委員5名担当 参加者 113名 

⑦いのちの授業（宮若市立宮若東中学校）8月31日 対象 中学1～3年生 420名 

 (3)看護師職能委員会Ⅰ活動 

①看護師のためのクリニカルラダー活用研修 平成31年2月22日 

内容 産業医科大学若松病院におけるクリ二カルラダー活用の実際 

   川﨑病院におけるクリ二カルラダーと教育支援の実際 

    クリ二カルラダーを用いたキャリア発達  

   シンポジウム「クリニカルラダー導入に向けての疑問・課題の解決」 

講師 産業医科大学若松病院 看護部長 大松真弓氏 

医療法人社団慶仁会川﨑病院 看護部教育師長 熊川恵氏 

九州大学病院 看護部 救急看護認定看護師 進藤幸之助氏  

対象 看護職 受講者200名 

②准看護師交流会 8月10日 

内容 職場で活かせるレポートの書き方 

    進学支援説明会およびグループワークによる交流会 

講師 国際医療福祉大学九州地区生涯教育センター 専任教員 末本智子氏 

福岡看護専門学校 教務部長 田中洋子氏 

対象 准看護師 受講者61名 

③「看護の日のつどい」イベント担当 

 (4)看護師職能委員会Ⅱ活動 

①在宅・施設看取り研修 (福岡県補助事業) 9月15日 

内容 「住み慣れた地域でその人らしく、今を生きるために」というテーマで良い看取りの定義や在宅 

施設での看取りの課題、対応について実践的な内容を学ぶ。これを受けて意見交換を行った。 

講師 医療法人カーサミア やまおか在宅クリニック 院長 山岡憲夫氏 

対象 在宅及び施設看護職、診療所看護師 受講者149名 

②在宅・施設管理者交流会 11月17日 

内容 「在宅・施設における看護管理者のあり方」というテーマで講演を受け、管理者個々の課題を共有

し、具体的な課題解決へつなぐための意見交換・交流を行った。 

講師 公益社団法人日本看護協会 副会長 齋藤訓子氏 

対象 在宅・施設・診療所管理者、リーダー等 受講者40名 

③看護の日のつどい(JR博多シティ賑わい交流空間)会場案内・誘導担当 

④アンケート調査(会員確保対策) 

対象 平成30年度看護師職能委員会Ⅱ各研修・交流会参加者 189名 

 (5)職能委員会活動(合同) 

①合同職能研修会(アクロス福岡) 6月30日 

テーマ「認知症サポーター養成講座」 

講師 認知症キャラバンメイト 東條久美子氏 

②平成29年度職能委員会だより 40,000部発行 

 (6)まちの保健室 

①健康21世紀福岡県大会 10月21日 天神スカイホール 参加者182名 

・血圧測定、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 

・福岡地区・保健師職能委員15名 

②健康21世紀福岡県大会実行委員会 2回 出席者1名 

③健康21世紀福岡県大会実務者会議 2回 出席者2名 

 2)看護制度に関する事業 [1,161] 

 (1)看護制度に関する政策提言の推進 

①職場体験に訪れた学生にグッズ・リーフレットを配布し看護の進路を周知 

②看護師制度検討会：4回 

・リーフレット制作「准看護師の皆様への進学サポート 学びたいあなたを応援します」 

10,000部、約293施設へ配布 

・管理者研修「看護制度の方向性」 8月18日 受講者126名 

(2)進路指導のための「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) 

5月23日 参加者28名 

(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) 

8月8日 看護学校9校、病院55施設、参加者102名 

  

 2.医療安全対策に関する事業 

 1)医療安全推進事業 [5,566] 

 (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)(5か月間） 

6月1日～10月10日(集合研修7月10日、10月13日) 修了者106名 

②第14回リスクマネジャースキルアップ研修会 5月19日 受講者101名 

第15回リスクマネジャースキルアップ研修会 平成31年1月19日 受講者88名 

③医療安全研修・交流会 6月23日 受講者 午前55名 午後55名 

④医療安全推進会議(日本看護協会) 10月11日 出席者2名 

(2)看護職損害賠償責任保険制度の推進 

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)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 

  

 3.災害による被災者の支援に関する事業 

 1)災害看護事業 [2,680] 

 (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(オンデマンド配信研修)(2日間) 7月25日～7月26日 修了者169名 

・実務編(1.5日間) 9月20日～9月21日 修了者136名 

・フォローアップ研修 平成31年2月15日 修了者117名 

②災害支援ナース育成研修企画・指導者研修(神戸研修センター) 12月13日～12月14日 参加者3名 

(2)災害発生時の体制強化 

①災害支援ナース登録の推進 

災害支援ナース登録者349名(126施設)、災害支援ナース傷害補償保険加入(更新) 

(3)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6日～11月8日 

被災県 長崎県、佐賀県 

参加者 災害対策本部、5地区支部、災害支援ナース所属施設4施設 



 

 

 

(4)災害時体制の整備 

①災害に関する委員会の情報交換会 8月25日 

災害看護委員会、感染管理委員会、保健師職能委員会、助産師職能委員会 

②災害用備品の準備 

災害支援ナース携帯備品等の準備 災害ベスト購入 

③災害看護支援要綱・災害看護支援マニュアル改訂版配布(災害看護委員会） 

  

4.感染管理に関する事業 

 1)感染管理事業 [1,776] 

 (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) 

7月23日～7月25日 受講者102名(延253名) 

②「高齢者施設・療養型病院における感染管理」 10月22日 受講者103名(公開講座含む) 

③「精神科領域ならではの感染対策」 11月19日 受講者28名 

④感染管理フォローアップ研修 平成31年2月18日 受講者49名 

(2)ネットワークづくり(感染管理委員会) 

「災害」に関わる委員会の情報交換会 8月25日 委員8名 

(3)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 

(4)介護施設感染対策ラウンド(感染管理委員会) 4施設 

目的：感染管理の正しい知識に基づいた予防対策の推進のため施設をラウンドし、具体的な指導を行って改

善を図り、施設の問題と課題を明確化する。 

・さわらふれあいの里(福岡市) 6月7日 

・和泉の澤(飯塚市) 9月11日 

・望岳園(田川郡) 12月14日 

・やすらぎ園(鞍手郡) 5月15日 

 

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 

 1)訪問看護ステーション「くるめ」 [170,250] 

 (1)訪問看護事業 

・訪問看護事業の実践と充実を図った。 

(2)居宅介護支援事業 

・居宅介護支援事業の実践と充実を図った。 

(3)看護小規模多機能型居宅介護事業「すぴか☆くるめ」 

・看護小規模多機能型居宅介護事業の安定的な運営と職員の職場定着を推進。 

(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した。 

実績688件(平成29年度：627件) 

(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った。 

対象児童17人 

(6)研修・実習の受け入れ 

実習受入：医学部学生、看護大学等 計291件(平成29年度：237件) 

(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③久留米市介護福祉サービス事業者等の委員 

 



 

 

 

 2)訪問看護ステーション「こが」 [80,427] 

 (1)訪問看護事業 

・訪問看護事業の実践と充実を図った。 

(2)居宅介護支援事業 

・居宅介護支援事業の実践と充実を図った。 

(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 10月21日 

・行政行事の救護斑参加 5月2日、7月14日、11月18日、11月23日 

・地域支援事業 運動支援 4月18日、6月8日、11月9日、12月12日、平成31年1月9日 

・認知症サポーター養成講座講師 8月8日、9月6日、9月11日 

(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 

実績 283 件(延べ件数) 内訳:看護職1件、介護支援専門員3件 、看護学生279件 

(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 [17,381] 

 (1)訪問看護師養成講習会(県委託) 

①新任期(25日間） 6月5日～10月24日 受講者54名 

・公開講座(4日間) 6月6日 受講者59名、7月4日 受講者55名、8月1日 受講者43名 

9月19日 受講者40名 

②中堅期(3日間)   10月30日 受講者45名、11月6日 受講者38名、11月12日 受講者40名 

③管理者等(4日間)  11月20日 受講者41名、11月27日 受講者38名、12月4日 受講者35名 

            12月11日 受講者34名 

(2)訪問看護事業実態調査(県委託) 

11月19日～12月21日 訪問看護師養成講習会受講修了者の状況調査、調査結果分析 

有効回答数(有効回収率)：61件(46.9％) 

(3)訪問看護ステーション管理者企画交流会(在宅支援・訪問看護委員会) 

8月25日 参加者77名 

(4)訪問看護従事者の情報交換会(県委託)(在宅支援・訪問看護委員会) 

10月24日 参加者59名 

(5)学会等への参加(情報収集) 

訪問看護サミット2018(ベルサール新宿グランドホール) 11月11日 参加者1名 

 4)訪問看護ステーション支援事業 [248] 

 (1)すぴか☆くるめ運営委員会(2回) 5月8日、平成31年1月18日 

(2)ステーション運営会議の開催(1回) 平成31年3月19日 

(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 

 1)地区支部事業 [15,828] 



 

 

 

 (1)地区支部活動 

①14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 

(2)まちの保健室 

①健康21世紀福岡県大会に共催 10月21日 天神スカイホール 参加者182名 

福岡地区・保健師職能委員15名 

血圧測定、脳年齢測定、健康相談、子供の白衣体験等 

②14地区支部実施 実施36回 対応計6,914名 

(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) 

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) 

(4)ＷＬＢ推進事業の地区への拡大 

ＷＬＢ推進研修会 14支部で実施 

(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 [9,704] 

 

 

(1)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相談者 

・電話：3,182名(相談内容延15,582件) 

・メール：311名(相談内容延2,209件) 

②事例検討会 1回 

③定例会 6回 4月10日、6月12日、8月7日、10月9日、12月11日、平成31年2月12日 

④学会・研修会等参加 

・第37回日本思春期学会総会学術集会(東京) 8月18日～8月19日 参加者1名 

・第56回思春期保健セミナーコースⅠ(福岡) 9月15日～9月17日 参加者1名 

・第57回思春期保健セミナーコースⅡ(東京) 11月16日～11月18日 参加者1名 

 3) 災害対策事業 [413] 

 (1)平成30年7月豪雨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5回  派遣人員18名(延べ72名) 

・第1陣  8月2日～8月5日  避難所1か所  2名 

・第2陣  8月5日～8月8日  避難所2か所  4名 

・第3陣  8月8日～8月11日  避難所2か所  4名 

・第4陣  8月11日～8月14日 避難所2か所  4名 

・第5陣  8月14日～8月17日 避難所2か所  4名 

派遣地域：熊野町民体育館、坂町町民センター(広島県) 

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 10月5日 参加者：派遣された災害支援ナース 午前13名、午後11名 

・活動の振り返り 

講師 久留米大学病院 岡﨑敦子氏、日本赤十字九州国際看護大学 清末定美氏 

報告 事業課 市之瀬麻衣子 

・被災地派遣後の心のケア 

講師 上瀧純一氏(臨床心理士) 

③災害支援ナース派遣報告書作成、ウェブサイト・広報誌掲載  

(2)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6日～11月8日 

被災県 長崎県、佐賀県 

参加者 災害対策本部、5地区支部、災害支援ナース登録4施設 

(3)自治体等災害訓練への参加 

①福岡市市民総合防災訓練 6月9日 参加者：災害看護委員2名、災害支援ナース3名、担当職員1名 



 

 

 

・避難者への感染症等予防(手指消毒、マスクの装着)・エコノミークラス症候群の予防体操 

・福岡県看護協会、災害支援ナース活動紹介 

(4)自治体等情報伝達訓練、研修への参加 

①災害医療基本研修・訓練 10月13日-10月14日 

②新型インフルエンザ等対策に係る情報伝達訓練 11月9日 

③福岡県原子力防災訓練 平成31年2月2日 

  

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 

 1)国際交流事業  

 

国際交流事業への協力 

(1)ＪＩＣＡへの協力 

ＪＩＣＡ課題別研修「地域保健向上のための保健人材強化」 

日 程 平成31年2月20日 

内 容 福岡県看護協会における保健人材育成について 

講 師 専務理事 黒岩悦子 

参加者 7か国8名 

  

2.その他 本会の目的を達成するために必要な事業 

 

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 

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(規約検討委員会) 

細則別表の一部改正、旅費規程の一部改正、育児・介護休業規程の改正、寄附金規程の新設 

⑥各委員会及び事業に関する規程の整備 

(2)地区支部活動の強化 

①施設代表者との連携強化 施設代表者会議の実施 

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・加入促進 

①会員目標数 平成29年度の会員数以上を達成 

会員42,051名、就業者の53.87％（就業者数は、平成28年度衛生行政業務報告による） 

14地区支部毎に目標設定 非会員への加入促進 

②福利厚生事業の充実 

・ハーモニーランド無料招待(2回）利用件数計1,085件 利用者計4,692名 

7月14日～8月15日(利用件数640件、利用者2,782名) 

12月15日～平成31年1月14日(利用件数445件、利用者1,910名) 

・シルク・ドゥ・ソレイユ ダイハツキュリオス福岡公演 

優待利用期間 平成31年2月17日～3月19日 利用件数201件 

・博多座公演ミュージカル優待 

3月公演「花形歌舞伎 通し狂言鯉つかみ」優待期間 平成31年3月4日～3月16日 利用者35名 

・アフラック団体割引契約 763件（2.4％減） 

・見舞金の支給 弔慰金 名誉会員1件、会員13件、罹災見舞金4件 

③会員専用マイページ「キャリナース」の登録と活用の促進 

④看護学校・看護大学への訪問活動(日本看護協会委託：看護政策推進のための組織強化事業) 

・11月9日～平成31年3月18日 計26校、参加学生1,673名 



 

 

 

役員による協会活動内容紹介、協会グッズ・事業案内パンフレット・入会案内リーフレット配布 

(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 

・会議、委員会委員の推薦 

②関係団体との連携 

医療団体協議会 4回開催 日程：8月6日、9月3日、11月5日、平成31年1月10日 

・医療団体協議会新年懇親会 日程：平成31年1月10日 参加者 看護協会23名 

・医療技術者セミナー「地域医療を考えよう」 日程：平成31年2月16日 参加者66名 

「福岡県における地域包括ケアの現況 ～訪問診療調査を中心に～」 

公益社団法人福岡県医師会 常任理事 辻裕二氏 

「福岡県の在宅医療の取組について」 

福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課 在宅医療係長 北林恭子氏 

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) 5月17日 

④看護大学・看護学校等の入学式・卒業式への出席 入学式1件、卒業式25件 

⑤看護大学の実習・施設見学受入 9月6日 看護学科学生88名 

⑥他団体視察受け入れ 

8月27日 北海道看護協会 会員管理係事務視察 

9月21日 佐賀県看護協会 教育研修課事業視察 

9 月 28 日 広島県健康福祉局医療介護人材課・広島県看護協会 福岡県ナースセンター本所・福岡サテ

ライト視察 

11月8日 神奈川県議会 協会事業・施設視察 

平成31年2月21日 宮崎県看護協会 ナースセンター事業視察 

⑦行政、他団体主催会議等の委員就任と会議への出席 

⑧他団体主催の学会・イベント等への名義後援 62件 

(5)看護連盟との連携 

①福岡県看護政策懇話会 5回 

7月11日、8月21日、10月2日、10月22日、平成31年1月23日 

・福岡県に対する予算・政策要望及び県回答について 

②合同研修会 9月6日 

 「看護の将来ビジョンを具体化する組織戦略」 受講者230名 

 講師：公益社団法人日本看護協会 会長 福井トシ子氏 

③福岡県への要望書提出 11月27日 

(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) 6月30日  

参加者32,420名(18.9％増) 当日出席者1,218名(6.9％減）、委任状31,202名(20.2％増） 

②理事会 12回 

③常務理事会 6回 

④地区支部長会 3回 

⑤委員長会 1回 平成31年1月23日 

⑥委員会(詳細は、各委員会報告参照) 

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 14回 

学会委員会 11回、看護の進路・進学支援委員会 9回、医療安全推進委員会 9回 

災害看護委員会 12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、認定看護管理者教育運営委員会 6回、すぴか☆くるめ運営委員会 2回 

規約検討委員会 2回、推薦委員会 8回、将来構想委員会 5回 

選挙管理委員会 2回 

・候補者届出 5月1日 

・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) 

ハラスメント委員会 1回 



 

 

 

⑦平成30年度日本看護協会代議員研修会 5月18日 

対象：平成30年度代議員・予備代議員 出席者73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 15名 

③日本看護協会名誉会員候補者の推薦 1名 

④日本看護協会長表彰候補者の推薦 9名 

(8)将来構想委員会からの提言 

・平成31年1月30日 将来構想委員長より提言書の提出 

・提言書(概要)のブログへの掲載 

・提言書の冊子作成 1,200部 

(9)監査 

①平成29年度全期監査 5月16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「くるめ」) 10月29日 

③福岡県による公益法人立入検査(3年に一度実施) 12月20日 

④日本看護協会実地監査 8月9日 

⑤月次会計監査 年12回、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「ナースプラザ福岡」の会館管理 

・会館保守点検 年29回 

建物・建物設備点検12回[全56項目]、消防設備点検2回、電気設備点検13回、 

音響・映像機器設備点検1回、舞台照明設備点検1回 

・清掃管理 日常清掃 毎日 全館清掃（臨時清掃含む）年15回 

・消防避難訓練 平成31年3月15日(協力:九州防災工業) 

②インフラ（通信・IT）管理 

③「ナースプラザ福岡」の広報 

・地下鉄車内のアナウンス 「ナースプラザ福岡」への出口案内 

・地下鉄構内近郊地図への表示 

・電柱広告 

(11)職員研修 平成31年3月26日 内容：仕事の進め方 講師：株式会社インソース 27名参加 

(12)広報活動 

・看護政策推進のための組織強化事業(日本看護協会委託事業) 

事業案内パンフレットの制作 2,000部 

・讀賣新聞記事掲載「看護の日」5月12日発行 

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 

①平成30年度日本看護協会通常総会(パシフィコ横浜) 日程：6月12日 出席者：代議員42名 

②全国職能別交流集会(保健師、助産師、看護師Ⅰ、看護師Ⅱ) 日程：6月13日 

③日本看護協会理事会 6回 

第1回：5月11日、第2回：6月12日、第3回：7月25日、7月26日、第4回：9月14日 

第5回：11月21日、11月22日、第6回：平成31年2月21日、2月22日 

④法人会員会(中央) 6回 

・5月11日、6月12日、9月14日、11月22日、平成31年2月22日 

⑤地区別法人会員会・地区別職能委員長会(九州地区)(鹿児島) 11月1日、11月2日 

⑥全国職能委員長会 8月8日 

⑦2019(令和元)年度日本看護協会通常総会代議員・予備代議員の選出(推薦委員会・選挙管理委員会) 42名 

⑧2019(令和元)年度日本看護協会通常総会選挙管理委員の推薦(4地区) 7名 

⑨2019(令和元)年度日本看護協会通常総会推薦委員の推薦 1名 

⑩2019(令和元)年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦 1名 

⑪2019(令和元)年度日本看護協会長表彰候補者の推薦 9名 



 

 

 

(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 11月16日 

②訪問看護担当者会議 平成31年2月28日 出席者1名 

③看護労働担当者会議  5月23日 出席者2名 

④ナースセンター事業担当者会議 5月16日 出席者2名 

⑤新会員情報管理体制(ナースシップ)担当者会議 7月12日 出席者1名 

⑥災害看護担当者会議   9月12日 出席者2名 

⑦教育担当者会議 8月1日、8月2日 出席者1名 

⑧全国准看護師制度担当役員会議  7月6日 出席者2名 

⑨都道府県ナースセンターとの地区別意見交換会(熊本県看護協会) 9月14日 出席者2名 

⑩医療安全推進会議  10月11日 出席者2名 

⑪公益法人運営に関する都道府県全国事務担当者会議 11月14日 出席者1名 

⑫日本看護学会運営会議 平成31年3月12日 出席者1名 

⑬広報担当役員会議 平成31年2月1日 出席者2名 

⑭政策責任者会議 9月13日 出席者2名 

⑮看多機連絡協議会(仮称)世話人会 10月9日、11月26日、平成31年3月4日 出席者1名 

(3)研修会等 

①ナースセンター相談員研修会 5月17日 参加者2名 

②第22回日本看護管理学会学術集会(神戸) 8月24日～8月25日 参加者1名 

③災害支援ナース育成研修企画・指導者研修(神戸研修センター) 12月13日～12月14日 聴講者1名 

④新会員情報管理体制(ナースシップ)研修受講履歴機能操作説明会 4月24日～4月25日 参加者2名 

⑤訪問看護サミット2018(東京) 11月11日 参加者2名 

⑥看多機運営セミナー 10月10日 参加者1名 

⑦図書担当者研修会 平成31年2月15日 出席者1名 

(4)政策への参加 

・日本看護協会の重点政策の推進 

・日本看護協会との連携 

(5)平成30年度診療報酬・介護報酬改定説明会(インターネット配信研修) 

1回目 4月10日 参加者443名、2回目 4月12日 参加者449名 

3)収益事業 

(1)施設の貸与 

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・会議開催に対する施設貸与 172件 

(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 1,054件 

②飲料の自動販売機手数料 22,674件 

4)設備投資 

(1)ナースプラザ福岡環境整備 

①3階共用部空気環境改善のための空調増設工事 

②経年劣化による更新 

・門扉更新/研修室机、椅子/タイルカーペット(201研修室、102講師室)/大型シュレッダー/紙折り機 

(2)システム整備 

①研修WEB申込システム再構築 

②受講履歴管理システム改修 

 


