
令和３年度事業報告 

－ 令和３年度重点事業 実施報告 － 

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．健康と療養を支える地域包括ケアの推進  

３．看護職の労働環境の整備の推進  

４．看護職の役割拡大の推進  

５．組織基盤の強化  

６．大規模災害等発生時の対応体制の整備  

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

事業概要 

看護職には、あらゆる場において役割を発揮することが求められている。看護職の実践能力の向上を図り役割

発揮を支援する継続教育を推進する。また、看護基礎教育にかかる課題の抽出、准看護師制度の課題解決に向け

た取り組みを行う 

１）看護師基礎教育の4年制化の推進 

・多様化、高度化する看護師の育成にかかる課題の抽出

２）看護職の役割発揮を支援する継続教育の推進 

３）「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の活用推進」 

・活用の実態をふまえた取り組みを検討

・好事例の情報収集と発信

４）「岩手県保健師人材育成指針」を活用した人材育成 

・中堅期研修（研修、コンサルテーション事業）

・保健師のスキルアップ研修

・管理期保健師研修

・統括保健師の配置支援

５）介護・福祉施設等で働く看護職の資質向上の支援 

・介護福祉施設の看護職の交流

・診療所・クリニックを対象とした研修会の開催

６）准看護師制度の課題解決に向けた取り組み 

・看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方ガイドラインの普及

・現在就業している准看護師の進学支援・入会促進

・准看護師養成所の新設阻止

【実施内容】 

・看護基礎教育4年制化では、岩手県看護教員協議会と懇談した際に、教室や看護教員確保に係る課題について意見

が出され、まずは、関係者による協議を始めることが最優先課題であることを共通認識した。

・看護職の継続教育は、、教育部、ナースセンター事業部、職能委員会、各支部で93コースの研修を企画し、そのう

ち 86コースを実施した。7コースは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止した。

・認定看護管理者教育課程サードレベルおよびファーストレベルは、新型コロナウイルス感染拡大に対応すべく一部

を Zoom開催とし、支障なく終了した。

・支部企画研修は、一部開催方法をZoom等に切り替えるなどして全20企画のうち16コースを開催した。また、高齢

者施設への出前研修は、コロナ禍もあり施設側の事情も鑑み、10支部中3支部のみの開催となった。 

・看護実習指導者講習会は受講者62名で、e-ラーニングと 16日間の集合研修の日程で開催したが、10日間の演習は

令和4年 3月に延期し実施した。（所属機関のルール等により、Zoom参加が若干名あり） 

・県委託の中堅期保健師研修は、1 名の申込みであったためコンサルテーション事業は中止とした。管理期保健師研



修及び中堅期保健師研修会は中止することなく開催した。（管理期10/18・11/19・計26名）（中堅期11/16・12/10・

計 34名） 

・小規模施設等で働く看護職を対象に“糖尿病と足病変”の研修は、慢性疾患看護専門看護師を講師に3会場で開催

した。フットケア等の演習もあり満足度の高い研修となった。（花巻8名、大船渡17名、二戸4名）

・今年度の岩手県看護研究学会は、応募期間を 6/25から 10 日間延長し 18題の応募があったが、さらに演題を追加

募集し20題となった。岩手県の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催方法をWeb開催に切り替え、10/30（土）

岩手県看護研修センター3階研修ホールから配信し、会場 17名、Zoom165名で計 182名が参加した。演題 20題の

うち、示説10題は誌上発表とした。

２．健康と療養を支える地域包括ケアの推進

事業概要 

少子高齢化や疾病構造の変化が進むなか、全世代を対象とした地域包括ケアを支える取り組みを行う 

１）訪問看護提供体制の強化に向けた取り組み 

・訪問看護師の人材育成

・訪問看護関係機関との連携

・総合支援センター設置に向けた検討

２）母子支援のための看護提供体制の推進 

・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない好事例の収集と発信

３）医療的ケア児に携わる看護職への支援 

・医療的ケア児支援者育成

・医療的ケア児のケアに携わる看護職の交流（訪問看護）

４）受療中の人々の重症化予防の支援 

・病院とクリニックの看護職の連携

【実施内容】 

・県委託の「新卒・新任訪問看護師育成支援事業」を推進する支援委員会を年間事業計画により5回開催した。新卒・

新任訪問看護師と看護学生の交流会を8月にZoom開催も含め 2回開催し15名が参加した。10月には管理者・指導

者研修会をZoomで開催し27名が参加し、令和4年2月には新任訪問看護師交流会をZoomで開催し 16名が参加し

た。また、今年度は訪問看護ステーションの人材確保と人材育成について実態調査を実施し、課題を抽出している。

令和4年 3月に訪問看護総合支援センターの先進地視察を宮城県看護協会とリモートで実施した。 

・母子支援のための看護提供体制推進では、保健師・助産師職能合同集会で産後ケア事業の構築について、行政・自

治体・医療機関の取り組み事例が報告された。（6/19・52名参加）

・都道府県看護協会母子のための地域包括ケアシステム推進会議〔Zoom〕に出席。（9/8 会長、副会長、専務、常務、

助産師職能理事）母子のための地域包括ケアシステムの構築の必要性が示唆された。

・「医療的ケア児支援者育成業務」研修会を2回開催。（5/15宮古市 12名参加、6/12盛岡市16名参加）8/28一関市

開催については、新型コロナウイルス感染拡大により一時延期したが、感染拡大を鑑み中止とした。 

・医療的ケア児のケアに携わる訪問看護師の交流会を令和4年2月にリモートで開催し、22名の参加があった。情報

提供者及び参加者間で活発な意見交換がなされ、満足度の高い交流会となった。 

・受療中の人々の重症化予防の支援は、盛岡管内のクリニック・診療所の看護職員を対象として、10/20“糖尿病重症

化予防”をテーマに企画したが、申込者が10名に満たないことから延期した。再周知を図り、12/1ハイブリッド

形式とし参加者15名で開催した。糖尿病重症化予防及び生活指導に関連した内容で、参加者の満足度が高い

研修であった。 

３．看護職の労働環境の整備の推進 

事業概要 

看護職の確保と働き続けられる勤務環境の改善を推進する。看護職の就業促進を行うナースセンターの体制・

機能の拡充、令和2年度実施の「病院に勤務する看護職の勤務環境に関する実態調査」結果の検討を行う 

１）ワーク・ライフ・バランス（WLB）の推進による勤務環境改善の推進 

・医療従事者のWLB事業の推進

２）看護職の就業促進 



・未就業者への再就業支援

・ナースセンターの体制・機能の拡充

３）看護職の確保における関係機関との連携強化 

・いわて看護職員確保定着アクションプランとの連携

４）看護師等の離職時等の届出制度の周知・登録促進 

・各施設への周知

５）看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドラインの活用推進 

・前年度調査結果の公表と課題の検討

・ガイドラインの周知と活用推進

６）看護業務の効率化のための多職種との連携推進 

・タスクシフトの情報収集結果から課題の検討

【実施内容】 

・5月の都道府県看護協会看護労働担当者会議〔Zoom〕に出席。「就業継続が可能な看護職の働き方」の提案を推進し

ていくことが示された。

・医療従事者のWLB事業は、中小規模1病院がワークショップに参加し、支援者も関わり個別ワークを行った。（10/23・

8名）12月には、新規及び 2年目 3年目の取り組み施設へ支援者が訪問した。令和 4年 1月「WLB推進フォローア

ップ・ワークショップ」をリモートで開催し、取り組み経過を発表した。 

・看護職の就業促進では、未就業者へコロナワクチン接種に係る研修を12回実施し就業につなげた。（64名受講し延

べ 107名就業）また、5月にコロナ軽症者宿泊施設へ看護師 2名、保健福祉部コロナ関連調整として看護師 1名、

コロナ関連業務支援として保健所へ保健師7名を紹介した。上記就業者含め231名が就業している。 

・県の要請により、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う自宅療養者の健康観察に対応する看護職を確保した。2/4対

応者研修会を開催し、2/7いわて健康観察サポートセンターが開設され業務に従事している。（週 1～3回程度の勤

務で32名の看護職が従事） 

・ハローワークとの連携による「看護のおしごと相談」の開催。新型コロナウイルス感染対応に係る看護職の確保が

eナースセンターから発信されており窓口相談でも働きかけを行っている。

・前年度実施した労働安全衛生ガイドラインに係る調査結果については、社会経済福祉委員会において課題抽出及び

分析等を行った。調査結果については、「いわての看護」Vol.138に抜粋し掲載した。

・「看護業務の効率化試行支援事業」説明会〔Zoom〕に参加。 

４．看護職の役割拡大の推進 

事業概要 

2020年度から新たな認定看護師教育が開始された。認定看護師の特定行為研修受講の推進をはかり、また修

了者の活動状況を把握し周知を行う 

１）認定看護師の特定行為研修受講の推進 

・認定看護師スキルアップ研修で周知

２）特定行為に係る看護師の研修制度の活用推進 

・特定行為研修を修了した認定看護師を講師として活用

３）認定看護師、特定行為研修修了者の活用推進 

・在宅ケアにおける同行訪問の周知と活用

・活用状況を情報発信

【実施内容】 

・県委託の認定看護師活動促進研修会は、認定看護師のキャリアプランをテーマとし26名が参加した。（7/17）

・特定行為研修修了者の活動の周知として、「いわての看護」vol.137及びvol.138に特定行為の実践等について掲

載し広く周知した。次号以降もシリーズで掲載予定である。

５．組織基盤の強化 

事業概要 

組織基盤の強化として入会促進活動、県協会と支部の連携を強化する。「活用ファイル」を作成し看護協会事

業の周知をはかるツールとし、入会促進を行う 



１）会員加入に向けた取り組み 

・加入継続の強化

・未加入者への加入促進

・再加入の促進

・「活用ファイル」の検討

・施設の個別訪問

２）支部機能の充実 

・支部役員と看護管理者との連携

・支部内の看護職のネットワーク強化

３）県協会と支部の連携強化 

・看護界の情報と事業内容を共有し、相互に連携し活動を推進する

【実施内容】 

・会員数7,600名の目標を達成できるよう役員、支部、職能委員会、各委員会が一丸となり取り組みを進めてきた。

各会員施設で加入促進を行い、9月 7,652名、12月には 7,688名となり目標を達成した。（昨年同時期より 175名

増加）手続き未完了者が常時100名以上いることから、地域別懇談会や会議等で手続き未完了者に対する支援を看

護管理者に依頼し、3/31時点で会員数7,688名となった。

・組織基盤強化につながる取り組みとして、「看護協会事業紹介（活用ファイル）」を作成し、会員施設241施設と各

支部へ送付した。今後、活用ファイル等の活用により加入促進を更に推進する。

・各委員会の計画は、職能・常任・特別委員長及び副委員長会議（6/30）で共有し、意見交換された内容を検討し取

り組んでいる。令和4年 3月の常任・特別委員長会議（一部 Zoom）で今年度の活動報告と次年度の活動計画等につ

いて共有した。

・県協会と支部の連携強化として、地域別懇談会後に時間を設け支部役員との懇談を行った。看護界の動向や県協会

事業の共有及び組織強化を図るための加入促進、支部の活動について意見交換ができ、有意義な懇談となった。

６．大規模災害等発生時の対応体制の整備 

事業概要 

災害支援ナースを派遣するレベルの災害が増加している状況を鑑み、大規模災害時の対応体制を整備する。 

また、新型コロナウイルス感染症対応のために、感染防止対策の推進と看護職員の応援派遣の仕組みについて

周知を行う 

１）災害時の地域連携強化のためのネットワークの拡充 

・支部の災害時の体制の見直し

・地域のネットワークの拡充

２）災害支援ナースの育成・登録推進 

・研修会受講の促進

・受講後の登録の推進

・フォローアップの推進

３）新型コロナウイルス感染症対応のための看護職員応援派遣の推進 

・看護職員派遣の仕組みの周知と調整

４）感染防止対策の推進 

・感染管理認定看護師等による看護管理者への支援

・「新型コロナウイルス感染症 感染予防・管理のための活用ツール」の活用推進

【実施内容】 

・災害支援ナースの育成・登録推進は、災害看護研修基礎編時に（7/7・8）、災害支援ナースの登録について周知した。

登録者は、7月時点の86名から、令和4年3月末で98名と増加した。地域別懇談会（5地域）において、防災・災

害看護委員長から看護管理者等に対し、災害支援ナースの育成と登録促進について発信した。  

・看護職の確保における関係機関との連携は、県委託事業として「新型コロナウイルス感染症に対応する看護職員派

遣事業」を受託した。（4/22）看護職員派遣にかかる主要な関係機関14ヶ所を訪問し、協力要請を行った。派遣登

録医療施設及び登録者について集約済みである。（92 施設及び透析施設 42 施設へ依頼文書発送）本事業について

「いわての看護」vol.136に掲載し周知した。

・「新型コロナウイルス感染症に対応する看護職員の派遣事業」スキームに、透析医療施設の派遣が組み込まれ実施要



綱が改定された。関係機関へ協力要請し、若干の透析医療機関から登録があった。その結果、透析医療機関含め14

施設の登録となった。（登録者 27名） 

重点事業のほかに、下記事項について報告 

【新型コロナウイルス感染症対策に係る実施内容】 

・日本看護協会より、企業等の寄付金で購入した関連物品等が提供され、新型コロナウイルス感染症に対応している

医療機関に対し 7月に分配した。（クールベスト 100着を 25施設へ、OS-1飲料 24本入 30箱を 20施設へ、サーモ

カメラ1台を当協会内に設置）

・読売新聞東京本社・岩手読売会より、N95 マスク及びサージカルマスクが寄贈され、新型コロナウイルス感染症に

対応している医療機関に対し9月に分配した。（N95マスク50枚入10箱を5施設へ、サージカルマスク50枚入 120

箱を16施設へ）

・厚労省委託（公社）日本看護協会事業である新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業の3事業に

ついて、当協会でも取り組んだ。（令和4年度も3事業継続予定）

・上記事業である「新型コロナウイルス感染症対応看護職員等人材調整事業」では、沖縄県より派遣要請が出され、

当看護協会でも調整し、看護師 1名を1月中旬から2週間派遣した。残り2事業の「看護職離職防止相談事業」「潜

在看護職研修事業」については、厚労省補正予算通過時期であったため実質 3月のみの取り組みとなった。令和 4

年度も継続事業であるため、ワーキンググループを立ち上げ、次年度の事業計画等について協議した。



令和３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 

※ 下線は新規事業 ●：新型コロナウイルス感染症による変更・延期・中止 

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】 

２）継続教育の推進【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

・県内92病院の情報収集

・好事例の情報発信

⑴教育の企画・実施 

令和3年度岩手県看護協会教育事業報告参照 

・教育部企画研修

‣「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ質の高い看護の普及に向けた継続

教育 7コース

‣ラダーと連動した継続教育 29コース

‣看護管理者が地域包括ケアシステムを推進するための力量形成に向け

た継続教育 8コース

‣専門能力開発を支援する教育体制の充実に向けた継続教育 実施なし

‣資格認定教育 2コース

‣岩手県委託研修 15コース

・ナースセンター事業部企画研修(岩手県委託研修) 6コース

・職能委員会企画研修 3コース

・支部企画研修 16コース

93コース企画の内、実施86コース（内、中長期研修5コース）

‣認定看護管理者教育課程ファーストレベル(20日間)〔再掲〕

‣認定看護管理者教育課程サードレベル(33日間) 〔再掲〕

‣看護実習指導者講習会(16日間) 集合研修＋eラーニング 受講者62名

：8/3(火)～9/3(金)→●8/3(火)～11(水)、令和4年3/1(火)～14(月)

‣看護実習指導者講習会(特定分野)(7日間)：6/2(水)～11(金) 受講者5名

‣訪問看護基礎研修(12日間)〔再掲〕

⑵保健師の現任教育体制構築への支援 

・岩手県保健師人材育成指針を活用した人材育成

・中堅期保健師コンサルテーション事業 ●中止

・中堅保健師研修会：11/16(火) 受講者16名、12/10(金) 受講者18名

・管理期保健師研修会：10/18(月) 受講者13名、11/19(金) 受講者13名

・関係団体との連携強化



事業内容 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）看護者の質保証の推進 

【重・１、２、３、４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）図書情報の周知と利用推進 

 

 

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(クリニカルラダー)認証制度の普及 

 ・助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)認証制度に対応した研修会の

受講推進 

 ・アドバンス助産師登録(新規・更新)の支援 

⑷教育担当者の資質の向上 

 ・学会、研修会等への参加 

   

⑴看護に関する各種指針の普及啓発 

 ①看護業務指針 

②保健師活動指針 

③助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)活用ガイド  

④産科病棟混合病棟ユニットマネジメント導入の手引き 

⑤介護施設の看護実践ガイド 

⑥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 

⑦看護の将来ビジョン 

⑧看護業務基準2016年改訂版 

⑨看護に活かす基準・指針・ガイドライン集2020 

⑩看護記録に関する指針 

⑪看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に

関するガイドライン及び活用ガイド 

⑫病院看護管理者のマネジメントラダー 

⑬看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方改

訂版 

・研修会等において情報提供 

⑵多職種との役割分担・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 

 

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 

【重・全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ファーストレベル研修〔Zoom 但し、10/11～13 は集合〕 

  期間：9/7(火)～10/13(水)  受講者76名 

⑵ファーストレベル研修公開講座 

 ・ヘルスケアシステム論Ⅰ：9/14(火) 定員28名 ●中止 

   ヘルスケアサービスにおける看護の役割 

⑶サードレベル研修〔8/19 以降Zoom〕 

  期間：6/28(月)～8/31(火)  修了者13名 

⑷サードレベル研修公開講座 

 ・ヘルスケアシステム論Ⅲ：7/1(木) 受講者〔Zoon〕8名 

 ・ヘルスケアシステム論Ⅲ：7/3(土) 受講者〔Zoon〕11名 

⑸日本看護協会認定部認定看護管理者教育機関視察〔Zoom〕 

  期日：12/2(木)  出席者：専務理事、常務理事兼教育部長 他 

 



事業内容 実施内容 

２）認定看護師に関する支援 

【重・１、４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）特定行為に係る看護師の研修に関

する支援    【重・１、４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）認定看護師、特定行為研修修了者

の活用推進   【重・１、４】 

⑴認定看護師の特定行為受講の推進 

 ・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 

‣講義〔Zoom〕：9/10(金) 

 ‣教員会〔Zoom〕：9/27(月)、令和4年3/16(水) 

 ‣修了式(特定行為教育課程との合同)：令和4年3/23(水) 祝辞送付 

・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 

・認定看護師特定行為研修教育課程奨学金の推奨 

⑵認定看護師のキャリアアップ支援 

 ・認定看護師活動促進研修会：7/17(土) 

会場：岩手県看護研修センター  受講者26名 

 ・研修会・進学セミナー等講師 

 ・他団体への講師の推薦 

 

⑴特定行為研修制度の普及 

 ・日本看護協会育成方針の周知 

 ・特定行為研修受講の推進 

 ・研修修了者の活用促進 

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 

  出席者：会長 

 ・特定行為研修管理委員会〔Zoom〕：9/27(月) 、令和4年3/16(水) 

・修了式(認定看護師教育課程との合同)：令和4年3/23(水) 祝辞送付 

 

⑴在宅ケアにおける同行訪問の周知と活用 

⑵活用状況の情報発信 

（３）看護研究学会の開催等事業 

事業内容 実施内容 

１）令和3年度岩手県看護研究学会開

催 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）看護研究学会等への参加促進 

 

 

 

 

⑴10/30(土)開催〔ハイブリッド〕 

  会 場：岩手県民会館 大ホール → ●岩手県看護研修センター 

  テーマ：地域でつなぐ看護の可能性～ダイアローグの実践を通して～ 

  内 容：特別講演「ケアとしての対話実践」 

講師：筑波大学医学医療系 社会精神保健学 教授 斎藤環氏 

      看護研究支援講座♪30分でサクサクわかる♪「テーマの選び方」 

       講師：岩手県立大学看護学部 講師 佐藤史教氏 

研究発表・実践報告(口演・示説(誌上)) 

  参加者：会場17名、Zoom 165名 

 

⑴日本看護学会参加促進 

⑵関連団体の研究会・学会開催の情報提供と参加促進 

・いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会 

・岩手転倒予防医学研究会 

・日本訪問看護サミット2021〔Zoom〕：11/6(土) 

  出席者：専務理事、千厩ST所長、東山ST所長、居宅東山所長 

・日本看護サミット〔ハイブリッド〕 

  期日：令和4年2/4(金) 出席者：会長、東山ST所長、居宅東山所長 

 ・日本医療情報学会看護学術大会 教育講演座長：7/31(土) 

   会場：アイーナ  座長：会長 



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・３】 

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：5/19(水)〔Zoom〕 

  出席者：常務理事(保) 

・ＷＬＢ推進(医療勤務環境改善支援センターと連携した支援) 

 ‣新規参加施設訪問(概要説明)：5/28(金)  孝仁病院 

  訪問者：常務理事(保)、NC事業部長 

 ‣ワークショップ参加施設への研修・支援：10/23(土) 参加者8名 

 ‣参加施設訪問：12/1(水) 奥州市総合水沢病院 

         12/3(金) 岩手県立東和病院、いわてﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

         12/7(火) 孝仁病院 

 ・ＷＬＢフォローアップワークショップ開催：令和4年1/29(土) 

   参加者：4施設24名(内、Zoom 12名)、一般参加21名(内、Zoom 20名) 

 ・ＷＬＢ推進委員会の開催：10/23(土)、令和4年1/29(土) 

 ・「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」「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン～ヘル

シーワークプレイス(健康で安全な職場)を目指して～」の活用・推進 

 ・令和2年度県内医療機関の勤務環境に関する調査結果の活用 

⑵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〔書面〕：10/29(金)､令和4年3/29(火) 

  対応：常務理事(保) 

・岩手県医療勤務環境改善支援センターの活用推進 

⑶その他 

 ・「看護業務の効率化試行支援事業」説明会〔Zoom〕：7/26(月) 

   出席者：常務理事(保) 

 ・介護労働安定センター主催「魅力ある職場づくり実践セミナー」：令和4年1/19(水) 

   出席者：常務理事(保) 

（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 

        【重・３】 

 

 

 

２）看護職の個人衛生に関する支援 

     【重・３】 

 

 

 

⑴看護管理者への労務管理支援 

 ・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(岩手県医療勤務環境改善支援センター) 

 

⑴メンタルヘルスに関する研修会の開催 

⑵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 

  ‣教員と連携した禁煙指導の取り組み 

 ・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 

【重・全体】 

⑴「看護の日」記念事業 

・盛岡支部との合同事業：5/8(土) 13：30～15：30 



事業内容 実施内容 

  会場：アイーナ 小田島組☆ほ～る 

  内容 

①オープニングセレモニー ・フローレンス・ナイチンゲールの紹介 

               ・「忘れられない看護エピソード」の朗読 

②看護の魅力発信～現場で活躍するプロフェッショナル紹介～ 

   第1部 トークショー「キラリ！看護の仕事」 

   第2部 講演「看護のスペシャリストからのメッセージ」 

  対象：若年層(中学生・高校生)    来場者142名 

 ・各支部による事業 

 ・令和4年度「看護の日」PRバス企画 

‣保健福祉部医療政策室との打合せ：令和4年3/29(火) 出席者：専務理事 

⑵健康相談及び介護に関する相談等の実施 

⑶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 

（２）子育て支援 

事業内容 実施内容 

１）子育てに関する支援 【重・２】 

 

⑴「いいお産の日in いわて」開催(岩手県助産師会との共催)〔Zoom〕 

  期日：11/3(水・祝) 

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         【重・３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）就業に関する相談事業の充実 

    【重・３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ・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 

 ・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：8/10(火)  会場：東京都 連合会館 

   出席者：NC事業部技術員 

 

⑴無料職業紹介事業 

・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 3,522件、求職相談件数 7,782件 

 就業者数231名(常勤34名、非常勤62名、臨時135名) 

  (新型コロナウイルスワクチン接種就業者含む) 

‣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・相談体制の整備 

釜石・大船渡・久慈・ジョブカフェさくら・花巻 

：毎月第1・3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 



事業内容 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３）ナースセンター事業運営委員会の

開催 

 

 

４）関係機関、団体との連携 

二戸・盛岡・宮古   ：毎月第2・4木曜日 10～12時/13～15時 

場所 相談件数 就業者数 場所 相談件数 就業者数 

盛岡 95 34 大船渡 12 2 

釜石 22 7 水沢 46 13 

宮古 16 3 二戸 9 2 

一関 23 5 久慈 7 3 

さくら 24 5 花巻 41 7 

※就業者数はハローワーク、自己就職含む   

  ‣相談員の資質の向上 

‣相談員情報交換会： 

期日：10/5(火)  出席者：相談員10名、会長、職員2名 

令和4年3/11(金) 出席者：相談員8名、専務理事、職員2名 

 会場：岩手県看護研修センター  

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」開催及び施設訪問 

・eナースセンターを活用した看護職確保 

 

⑴岩手県ナースセンター事業運営委員会 

  期日：7/14(水)  会場：岩手県看護研修センター 

  出席者：委員9名、事務局9名 

 

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) 

・「令和4年度医療労務管理支援事業」に係る総合評価落札方式技術審査会：令和4年3/4（金） 

   会場：盛岡第二合同庁舎  出席者：専務理事 

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 

‣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・釜石・大船渡・久慈・北上・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(夏・秋) 

・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 

 ・岩手県看護職員県内就業推進事業企画競争審査委員会：10/28(木) 

   会場：岩手県庁 8階会議室  出席者：専務理事 

・いわて看護就職・進学説明会：令和4年3/20(日) 

  会場：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング 出席者：NC事業部 

  相談者15名 

⑹その他 

 ・奥州市の産婦人科診療所の助産師確保等に係る関係者会議：12/19(日) 

   会場：岩手県医師会館  出席者：専務理事、NC事業部長 



（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 

【重・３】 

⑴中学生・高校生、一般社会人への的確な情報の提供 

・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(名) 

期日 会場 中学生 高校生 教員 保護者 計 

8/2(月) ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 50 116 4 0 170 

8/4(水) 二戸ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 8 23 1 7 39 

8/6(金) ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ釜石 9 20 0 8 37 

 ・中学・高校進路指導担当者への「看護の道」説明会：6/2(水) 

   会場：アイーナ803 

参加者：中学校(2校)・高校(16校)20名  協力校：10校 

 ・支部主催での開催へ支援 

⑶中学生・高校生対象の出前授業の実施 

 ・ナースセンター公募及び日本教育新聞社公募（支部との連携による実施） 

 ・実施内容：看護職への道 看護職の仕事 看護技術の体験 

※進学状況確認 

月 日 学校名 協力病院 参加人数 進学状況 

6/11 
(金) 

岩手県立

千厩高等

学校 

岩手県立千厩病院(看) 

岩手県立磐井病院(助) 

27名 

(うち高3：

10名) 

県内看護系大学 ：1名 

県外看護短大：1名 

看護専門学校 

：県内6名、県外1名 

6/28 
(月) 

岩手県立        

宮古高等

学校 

岩手県立宮古病院(看) 

岩手県立宮古病院(助) 

34名 

(うち高3：

21名) 

県内看護系大学：4名 

県外看護系大学：3名 

看護専門学校 

：県内11名、県外2名 

7/1 
(木) 

岩手県立

一関第二

高等学校 

岩手県立磐井病院(看) 

岩手県立磐井病院(助) 
高3：23名 

私立大学：県内・外4名 

看護専門学校 

：県内・外20名 

7/5 
(月) 

岩手県立  

大野高等

学校 

岩手県立軽米病院(看) 

11名 

(うち高3：

4名) 

県内看護系大学：1名 

看護専門学校：3名 

7/12 
(月) 

盛岡市立

高等学校 
盛岡赤十字病院(看) 

25名 

(うち高3：

12名) 

県内看護系大学：5名 

県外看護系大学：3名 

看護専門学校 

：県内・外4名 

9/10 
(金) 

岩手県立

黒沢尻北

高等学校 

岩手県立中部病院(看) 

北上済生会病院(助) 

20名 

(うち高3：

13名) 

看護系大学 

：県内・外4名 

私立大学：県内・外5名 

※以下は、中学校及び生命の誕生といのちの大切さ 

 7/7(水)  洋野町立大野中学校 岩手県立軽米病院(看)   生徒38名 

 7/9(金)  久慈市立三崎中学校 岩手県立久慈病院(助)   生徒  5名 

 7/21(水) 岩手県立伊保内高等学校 岩手県立二戸病院(助) 

          (生命の誕生といのちの大切さ)  生徒20名 

10/11(月) 一戸町立一戸中学校 岩手県立一戸病院(看) 

岩手県立二戸病院(助)  生徒57名 

10/28(木) 岩手県立宮古商工高等学校 商業校舎  

           岩手県立釜石病院(助) (いのちの大切さ) 生徒102名 

11/18(木) 岩手県立宮古商工高等学校 工業校舎 

          岩手県立宮古病院(助) (いのちの大切さ)  生徒146名 

R4.2/17(木) 岩手県立山田高等学校 岩手県立山田病院(看) 生徒 28名 

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

ョンプラン」との連携・推進 

   【重・３】 

 

 

２）看護職員需給見通しに沿った対応 

⑴看護職員確保対策連絡協議会 

⑵いわて看護職員確保定着促進事業の推進 

⑶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 

 

⑴看護職員の県内定着確保促進 

 ・関係会議への参画 

⑵関連機関等への提言 

（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 

【重・１、３】 

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) 

  期間：6/14(月)～16(水)  会場：岩手県看護研修センター 

  担当協力病院：岩手県立中央病院  受講者15名(就業者10名) 

⑵看護職員復職研修会 

  期間：9/15(水)～10/26(火) → ●11/16(火)～12/22(水)  

受講者6名、就業者4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)：6名 

  就業者4名 

・シミュレーター活用による採血/吸引演習(予約制) 

‣7/15(木) 1名  ‣9/2(木) 1名  ‣9/16(木) 2名 

‣11/4(木) 1名  ‣11/18(木) なし 

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 

⑸セカンドキャリアセミナー開催 

  内容：①看護の動向～高まるベテランナースへの期待～ 

     ②キャリアを活かして働く仲間たちよりメッセージ 

     ③懇談・交流 

～これから先の事、働き方のこと一緒に考えてみませんか？～ 

  ‣盛岡：11/9(火)  会場：ホテルメトロポリタン盛岡 

  参加者10名、就業者3名 

  ‣宮古：11/30(火)  会場：陸中宮古  参加者13名、就業者1名 

⑹未就業看護職員の実態調査 

 ・ナースセンター登録者対象 

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 

【重・１、２】 

⑴在宅療養者の尊厳を守る訪問看護の実践 

⑵訪問看護事業の円滑な運営 

 ・業務指導 

  ‣千厩・東山：6/30(水)、11/24(水)  ‣盛岡：7/20(火)、11/22(月)  

‣二戸：12/9(木) 

⑶介護保険制度の適切な運用               

 ・令和3年度介護保険施設実地指導：令和4年1/11(火) 盛岡 

＊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)〔書面〕 

 ‣千厩・東山：9/16(木)  ‣二戸：9/14(火)  ‣盛岡：9/22(水) 

・各訪問看護ステーション所長等会議(年4回) 



事業内容 実施内容 

  期日：5/13(木)、8/5(木)、11/18(木)、令和4年2/17(木) 

 会場：岩手県看護研修センター 

  出席者：会長、専務理事、常務理事2名、事務局長、総務部長 

      各所長6名 

・各訪問看護ステーション連絡会議(年1回) 

 ‣東山〔Zoom〕：12/8(水) 

⑹職場環境の整備 

・事業所整備等 

 ‣千厩訪問看護ステーションの事務所移転：令和4年1/15(土) 

⑺職員の資質の向上 

 ・研修会等への参加 

‣介護事業所のための業務継続計画(BCP)作成セミナー〔Zoom〕：令和4年1/18(火) 

 出席者：常務理事(保)           ＊以降、別表３参照＊ 

 ・職員合同研修会〔Zoom〕：7/3(土)  参加者25名 

⑻関係団体等との連携 

・岩手県在宅医療推進協議会への参画 

・NPO法人カシオペア医療介護支援センター 

  出席者：二戸ST所長 

 ‣設立準備会への参画：9/6(月) 会場：二戸市総合福祉センター 

 ‣設立総会：12/16(木)  会場：二戸地区合同庁舎 

 ‣設立認証式及び会議：令和4年2/16(水) 

・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 

 ‣県南Ａブロック会議：4/9(金) 

 会場：東山地域交流センター  出席者：千厩ST所長 

‣総会：4/29(木)   会場：ふれあいランド岩手 

出席者：千厩ST所長、東山ST所長 

  ‣総会及び研修会〔Zoom〕：4/29(木)  出席者：盛岡ST所長 他 

  ‣研修会企画会議：7/17(土)  出席者：東山ST所長 

  ‣管理者研修会〔Web〕：8/28(土) 出席者：東山ST所長、居宅東山所長 

  ‣研修会：11/13(土) 会場：ふれあいランド岩手 出席者：東山ST所長 

  ‣理事会：令和4年3/5(土) 会場：ふれあいランド岩手 

   出席者：東山ST所長 

＊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

連携推進  【重・１、２、３】 

⑴病院等関係機関との連絡調整 

⑵訪問看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相互研修 

 期日：9/27(月) 受講者9名、10/5(火) 受講者10名 

10/12(火) 受講者12名 

（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 

【重・１、２】 

⑴研修会(基礎・専門・管理)開催 

 ・基礎：6/17日(木)～8/19(木)(11日間)  

受講者：全日程17名 延べ218名 

 ・専門 在宅におけるリハビリテーション看護・訪問看護に求められる呼吸管理：9/2(木)  受講者14名 

精神障がい者の訪問看護・小児の訪問看護の実際：9/8(水) 受講者10名 

 ・管理 訪問看護師の育成・訪問看護ステーションの労務管理：9/7(火)    受講者12名 

訪問看護ステーション管理者の育成：10/13(水) 受講者13名 

訪問看護ステーション経営のあり方：10/21(木) 受講者15名 



事業内容 実施内容 

⑵岩手県委託新卒・新任訪問看護師育成支援事業 

 ・育成支援委員会：6/14(月)、8/25(水)〔書面〕、10/25(月)、12/15(水) 

令和4年3/7(月)〔Zoom〕 

 ・新卒訪問看護師と看護学生の交流会 

8/3(火)〔Zoom〕  参加者 5回線12名 

8/10(火)  会場：アイーナ  参加者3名 

 ・実態調査打合せ会議 

：8/19(木)、10/4(月)、令和4年1/7(金)、2/10(木)、2/22(火) 

 ・新卒・新任訪問看護師育成に向けた管理者・指導者研修〔Zoom〕：10/2(土) 

受講者 17回線27名 

・新任訪問看護師交流会〔Zoom〕：令和4年2/19(土) 参加者16名 

・宮城県看護協会訪問看護総合センター視察〔Zoom〕：令和4年3/3(木) 

（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【重・２】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

⑴「まちの保健室」事業の充実・推進 

・「まちの保健室」開催 ●中止 

‣もりおか復興支援センター 

‣ゆぴあす         毎月第1金曜日   10：30～12：30 

‣イオンモール南      毎月第1・3水曜日 13：00～15：00 

‣時期的開催 

 ・「まちの保健室」従事者連絡会議〔書面〕：5/19(水)、9/3(金) 

 ・「まちの保健室」従事者の資質の向上 

  ‣研修会の開催：9/3(金) ●中止 

  対象：県内の「まちの保健室」従事者 

 ・支部における「まちの保健室」への支援 

 ・次年度打合せ：令和4年3/17(木) もりおか復興支援センター等 

   出席者：常務理事(保)、まちの保健室指導員 

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 

・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 

 ・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 

    【重・１、２、３】 

⑴各種研修会の開催 

 ・日本看護協会参与友納理緒氏講演会〔ハイブリッド開催〕：12/27(月) 

テーマ「ハラスメント対応と予防対策について」 参加者208名 

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〔ハイブリッド開催〕：10/22(金) 

   会場：岩手県看護研修センター  参加者：会場12名、Zoom27名 

   内容：講演「せん妄対策について」 

       講師：盛岡赤十字病院 認知症看護認定看護師 川原純子氏 

      グループワーク「せん妄対策の現状と改善策」 

 ・医療事故調査制度の周知 



事業内容 実施内容 

  ‣関連団体等との連携 

⑶医療的ケア児に携わる看護職への支援 

 ・医療的ケア児に携わる訪問看護師の交流会〔Zoom〕：令和4年2/5(土) 

   会場：岩手県看護研修センター  受講者22名 

・令和3年度「医療的ケア児支援者育成業務」研修の開催 

  ‣5/15(土) 会場：宮古市市民交流センター  受講者12名 

  ‣6/12(土) 会場：岩手県看護研修センター  受講者16名 

  ‣8/28(土) → ●令和4年3/12(土) 会場：一関市民センター ●中止 

⑷病院とクリニックの看護職の連携研修会 

 ・受療中の人々の重症化予防支援研修会〔ハイブリッド〕：12/1(水) 

   会場：岩手県看護研修センター  受講者15名(内、Zoom 9名) 

   内容：糖尿病重症化予防につなげる観察・ケアのポイント及び生活指導の実際 

       講師：盛岡市立病院 慢性疾患看護専門看護師 栃内優美氏 

⑸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 

⑹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」 

⑺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 

 ・新型コロナウイルス感染症 

⑻身体拘束廃止に向けての啓発 

⑼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 実施内容 

１）日本看護協会との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ・都道府県看護協会職能委員会の活動に関する情報収集 

 ・都道府県看護協会の災害看護関連事業に関する情報収集 
 ・都道府県看護協会における訪問看護総合支援センター及び看多機に関す

る情報収集 

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 

 ‣「労働安全衛生ガイドライン」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4年制化 

‣保健師・助産師教育大学院化 

・看護職の卒後臨床研修の推進 

‣新人看護職員研修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 



事業内容 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）中央ナースセンターとの連携 

 

 

 

 

 

 

 

３）関係機関、団体との連携 

⑻日本看護協会との連携事業 

 ・継続教育体制とインフラ整備 

 ・看護政策を推進するための組織基盤の強化 

 ・災害時の看護支援活動の強化 

・Nursing Nowキャンペーンの推進 

・地域課題の解決に向けた事例検討会の活用の推進 

 ‣打合せ〔Zoom〕 

軽米町：9/13(月)  出席者：会長、副会長(保)、専務理事 

  二戸市：9/22(水)  出席者：会長、副会長(保)、専務理事 

  日看協との全体：9/27(月)  出席者：会長、副会長(保)、専務理事 

 ‣勉強会〔Zoom〕 

  二戸市・軽米町：11/8(月)  出席者：副会長(保)、専務理事 

  日看協との全体：11/16(火)  出席者：副会長(保)、専務理事 

 ‣事例検討会 

  軽米町：11/24(水) 出席者：会長、副会長(保)、専務理事 

  二戸市：12/20(月)  出席者：会長、副会長(保)、専務理事 他 

   二戸市事前打合せ：12/14(火)  出席者:副会長(保) 

 ‣事業振り返りの会〔Zoom〕：令和4年3/4(金)  

出席者：会長、副会長(保)、専務理事 

・新型コロナウイルス感染症対応研修実施に関する説明会〔Zoom〕：12/24(金) 

  出席者：会長、専務理事、常務理事兼教育部長 

・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業に関する説明会」〔Zoom〕：令和4年2/14(月) 

  出席者：常務理事(保)、NC事業部 

 

⑴ナースセンター事業担当者会議 

期日：5/21(金)〔Zoom〕 出席者：NC事業部長、NC事業部技術員 

⑵システム運用、就業相談のための研修 

 ・2021年度都道府県ナースセンター地区別意見交換会〔Zoom〕：9/6(月) 

   出席者：NC事業部長 外2名 

⑶2021 年度地域に必要な看護職確保推進事業実施報告会〔Zoom〕 

  期日：令和4年3/23(水)  出席者：常務理事(保)、NC事業部技術員 

 

⑴健康いわて21 プラン(第2 次)推進事業に協力 

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 

 ‣新型コロナウイルス感染症医療体制検討委員会〔Zoom〕：5/29(土)、10/25(月) 

  出席者：会長 

 ‣日本スポーツマスターズ2022岩手大会   

設立総会及び第1回総会〔Zoom〕：7/12(月)  出席者：会長 

  第1回企画運営委員会：7/27(火)  会場：岩手県庁  出席者：会長 

  第2回企画運営委員会〔書面〕：令和4年2/14(月)  出席者：会長 

  第1回担当理事等会議〔Zoom〕：令和4年3/16(水)  

出席者：専務理事(代理) 

＊以下、別表５参照＊ 

 ・岩手県保健福祉部との懇談会〔Zoom〕：11/4(木) 

   出席者：岩手県保健福祉部長 外13名、岩手県看護協会会長 外11名 

 ・看護職員等処遇改善事業の実施に係る説明会〔Zoom〕：令和4年1/20(木) 

   出席者：会長、常務理事兼教育部長 

 ・岩手中部・胆江・両磐周産期医療圏連絡会議〔Zoom〕：令和4年2/17(木) 

   出席者：専務理事、助産師職能理事 



（２）大規模災害等発生時の対応体制の整備 

事業内容 実施内容 

１）災害時看護支援体制の整備と充実 

      【重・１、６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）災害支援ナースの質の向上 

【重・１、６】 

 

 

３）新型コロナウイルスにかかる対応 

⑴災害時の看護支援活動のネットワークの充実 

 ・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：令和4年1/26(水) 

   参加病院：独立行政法人国立病院機構花巻病院、総合花巻病院 

岩手県立中央病院、盛岡友愛病院、岩手県立中部病院 

岩手県立胆沢病院、奥州市総合水沢病院 

 ・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 

⑵岩手県防災会議に参画 

  期日：8/11(水)〔書面〕  対応：会長 

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〔Zoom〕：12/16(木) 

 ・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：11/9(火)～11(木) 

 ・災害支援ナース指導者育成研修 

⑸いわて災害看護ネットワーク協議会との連携 

 ・会議への参画 

  ・研修会〔Zoom〕：7/10(土)  会場：アイーナ  出席者：会長 

⑹岩手県総合防災訓練への参加 

  期日：9/4(土)  会場：北上・和賀地域 ●協会参加訓練中止 

 ・参加機関打合せ 

‣4/21(水)  会場：アイーナ    出席者：専務理事 

‣6/22(火)  会場：岩手教育会館  出席者：防災・災害看護委員長 

‣8/2(月)   会場：北上総合体育館  

出席者：防災・災害看護委員長、北上支部長 

 ・令和4年度岩手県総合防災訓練第1回参加機関打合せ：令和4年1/13(木) 

  会場：アイーナ  出席者：専務理事、防災・災害看護副委員長 

 

⑴災害看護養成研修の開催(基礎・フォローアップ・実務) 

⑵災害支援ナース登録者の防災訓練への参画 

⑶いわて災害看護ネットワーク協議会主催研修会の受講推進 

 

⑴感染管理研修会の開催 

 ・講演会「新型コロナウイルス感染症と看護管理者の役割」〔Zoom〕：4/24(土) 

   参加者：49回線(45施設) 75名 

⑵「新型コロナウイルス感染症 感染予防・管理のための活用ツール」の活用 

推進 

⑶日本看護協会「新型コロナウイルス感染症対応都道府県外看護職の応援派

遣調整事業」等による看護職派遣 

  ‣4/12(月)～5/11(火) 宮城県 看護師1名 

  ‣令和4年1/16(日)～30(日) 沖縄県 助産師1名 

⑷岩手県「新型コロナウイルス感染症対応看護職員派遣事業」 

 ・関係機関への協力要請 



事業内容 実施内容 

  ‣5/12(水)：岩手県医師会  ‣5/14(金)：岩手県医療局 

・医療機関への協力要請 

  ‣5/17(月)：未来の風せいわ病院、盛岡赤十字病院 

  ‣5/19(水)：三田記念病院、孝仁病院 

  ‣5/24(月)：国立盛岡医療センター、盛岡友愛病院 

  ‣5/26(水)：一関病院、都南病院 

  ‣6/4(金)：北上済生会病院、国立花巻病院、総合花巻病院 

 ・透析実施医療機関への協力要請 

  ‣6/23(水)：奥州病院、岩手クリニック一関病院、小原クリニック 

  ‣6/29(火)：せいてつ記念病院、後藤泌尿器科皮膚科医院 

 ・応援派遣にあたる看護職員のための研修会開催：8/2(月) 

   内容：感染防止対策の講義、PPE着脱の実技指導等 

   受講者：9医療機関16名 

⑷ワクチン接種業務への看護職の紹介 

 ・看護職の就業者数：非常勤24名、臨時83名 

・ワクチン接種業務に係る研修会の開催 

  ‣6/18(金) 受講者7名 ‣6/22(火) 受講者6名 ‣6/29(火) 受講者3名 

  ‣8/20(金) 受講者7名 ‣8/25(水) 受講者10名 ‣8/31(火) 受講者6名 

  ‣9/14(火) 受講者1名 ‣9/22(水) 受講者5名  ‣2/3(木) 受講者7名 

  ‣2/16(水) 受講者5名 ‣3/25(金) 受講者3名 ‣3/30(水) 受講者4名 

⑸いわて健康観察サポートセンターへの看護職の紹介 

   看護職32名 

 ・岩手県保健福祉部主催「自宅療養者に係る健康観察対応者研修会」 

：令和4年2/4(金) 受講者22名 

⑹研修会等への参加 

 ・令和 3 年度岩手県新型コロナウイルス感染症高齢者施設等における感染

制御及び業務継続の支援に係る研修会：7/13(火) 

   会場：岩手医科大学  出席者：常務理事 外1名 

⑺ホームページでの情報提供 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２）看護諸問題解決への活動 

 

 

 

 

３）関係機関との情報交換及び広報 

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合併号)、通常総会特集

A3版 

 ‣Vol.135(4/27)  ‣総会号(5/21)  ‣Vol.136合併号(7/28) 

 ‣Vol.137(10/27)  ‣Vol.138(令和4年1/26) 

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 

 

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 

・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 

 

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「まちの保健室」の開催   ●中止 

 ・もりおか復興支援センター 

⑵岩手県被災者健康支援への看護職の派遣協力 

⑶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〔Zoom〕：9/15(水)､令和4年2/17(木) 

出席者：会長 

⑷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 

⑸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 

⑹NPO 法人若草リボン基金への支援 

・若草リボンの販売協力 

⑺岩手県被災地健康支援事業運営協議会 

⑻その他 

６－２ 法人管理に関する事業 

事業内容 実施内容 

１）会員数の増加拡大 【重・全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴会員加入目標数 7,600 名 

会員の一括本部管理 

令和3年度（R4.3.31） 平成2年度(R3.3.31) 増減 

7,688名 7,539名 ＋ 149 

内訳 
保健師   327名 
助産師   343名 
看護師  6,872名 
准看護師  146名 

内訳 
保健師   331名 
助産師   333名 
看護師  6,719名 
准看護師  156名 

 
－   4 
＋  10 
＋ 153 
－ 10 

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 

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1校、祝辞送付1校、メッセージ送付7校 

  岩手保健医療大学(祝辞)：会長 

‣戴帽式：祝辞送付2校 

‣卒業式：出席1校、祝辞送付2校、祝電7校 

 岩手保健医療大学(祝辞)：会長 

 ‣特別講義 

  岩手県立宮古高等看護学院：11/1(月)  講師：会長 

  岩手看護専門学校：12/21(火)  講師：会長 

  盛岡看護医療大学校：令和4年2/21(月)  講師：会長 

・看護研究学会等でのPR活動 

⑻日本看護協会入会促進活動 



事業内容 実施内容 

２）支部事業への活動支援 

【重・全体】 

 

 

 

 

 

 

 

３）諸会議の開催に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴支部事業への活動支援 

 ・令和3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 

 ・各支部事業報告参照 

 ・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 

 

⑴通常総会 年1 回 

期日：6/19(土) 9：30～11：30  会場：岩手県民会館 中ホール 

出席者152名  委任状5,684名  合計 5,836名 

⑵理事会 年4 回以上(書面含む) 

  第1回書面：4/6付け 

  期日：5/21(金)、6/19(土)、7/16(金)、11/5(金) 

令和4年2/18(金)〔ハイブリッド〕 

＊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 

地域 開催日 開催場所 理事等出席 支部出席 計 

合計 

244名 

県北 11/13 二戸地区合同庁舎 16 28 44 

沿岸 11/20 シートピアなあど 14 23 37 

県南 12/4 陸前高田市民文化会館 14 29 43 

中央 12/11 奥州市江刺総合支所 14 39 53 

盛岡 12/18 マリオス 188会議室 19 48 67 

  懇談内容：①地域を視野に入れた人材活用と看看連携の実際について 

②組織基盤強化における会員加入促進等について 

  ‣地域別懇談会終了後、支部役員・委員との懇談会開催 

   懇談テーマ：重点事業「組織基盤の強化」の取り組みについて 

会員加入に向けた取組、支部機能の充実、県協会と支

部との連携強化 

支部事業における課題・要望などについて 

⑷役員会      ＊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：6/30(水) ●中止 

⑻常任・特別委員長会議 

  期日：6/30(水)●開催方法変更、令和4年3/8(火) 〔ハイブリッド〕 

＊詳細は「岩手県看護協会会議に関する報告」参照＊ 

⑼支部担当者会議 

  期日：7/16(金)、令和4年2/18(金)〔書面〕 

＊詳細は「岩手県看護協会会議に関する報告」参照＊ 

⑽職能集会 

 ・保健師・助産師合同：6/19(土)  会場：岩手県民会館 

   参加者：52名(会員49名、非会員3名) 

 ・看護師：6/28(月) 会場：岩手県看護研修センター〔ハイブリッド〕 

   参加者：30回線65名、集合25名(委員含む) 

⑾その他 

 ・職能・常任・特別委員長及び副委員長会議：6/30(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 

４）役員・委員・会員セミナー開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）会員登録に関する管理・運用 

 

 

 

 

６）会員への情報提供の充実 

 

 

 

 

７）日本看護協会との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴役員・委員・会員セミナー 

期日：9/4(土) → ●10/16(土)〔Zoom〕 会場：岩手県看護研修センター 

内容：講演Ⅰ〔Zoom〕 

「看護職の確保・質向上のための資格管理体制の構築について」 

講師：公益社団法人日本看護協会 副会長 秋山智弥氏 

     講演Ⅱ〔動画上映〕  

     「看護記録の重要性と記載ポイント」 

「実習における個人情報の取り扱い」 

       講師：公益社団法人日本看護協会 参与/弁護士 友納理緒氏 

  参加者：会場9名、Zoom 53回線70名 

 

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 

 

⑴新入会員への協会活動の啓発 

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 

 

⑴日本看護協会通常総会 ●代議員のみによる開催(議決権行使書提出) 

期日：6/9(水)  会場：幕張メッセ  Web出席：会長   

⑵代議員研修会 年1 回 

  期日：5/11(火)  会場：岩手県看護研修センター 

  出席者：地区理事、代議員6名、予備代議員5名 

⑶理事会 年6 回 

  期日：5/7(金)〔Zoom〕、6/9(水)〔Zoom〕、7/29(木)〔Zoom〕、9/17(金)〔Zoom〕 

11/25(木)〔明治記念館〕、令和4年2/24(木)・25(金) 〔Zoom〕 

  出席者：会長 

＊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：5/7(金)〔Zoom〕、6/4(金)〔Zoom〕､7/30(金)〔Zoom〕、9/17(金)〔Zoom〕 

11/26(金)〔ＪＮＡホール〕、令和4年2/25(金) 〔Zoom〕 

出席者：会長 

＊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：10/21(木)・22(金) 会場：ホテル青森 出席者：会長、専務理事 

⑹職能委員長会〔Zoom〕 

  第1回：7/5(月) 出席者：常務理事(保)(代理出席) 

       7/7(水) 出席者：助産師職能委員長、看護師職能委員長Ⅱ 

      7/9(金) 出席者：看護師職能委員長Ⅰ 

  第2回：令和4年3/3(木)  

出席者：副会長(保)(代理出席)、助産師職能委員長 

    常務理事(代理出席)、看護師職能委員長Ⅰ 

⑺地区別職能委員長会〔Zoom〕 

期日：10/22(金)  会場：岩手県看護研修センター 他 

出席者：各職能委員長4名 

⑻都道府県看護協会看護労働担当者会議〔再掲〕 

⑼都道府県看護協会事務担当者会議 

⑽会員情報管理情報交換会〔Zoom〕 



事業内容 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

８）北海道・東北地区看護協会との連携 

 

 

９）関係機関との連携・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日：10/4(月)  出席者：専務理事 

⑾都道府県看護協会・訪問看護連絡協議会合同会議〔Zoom〕 

  期日：11/11(木)  出席者：常務理事(保) 

⑿全国准看護師制度担当役員会議 年1 回 

⒀ナースセンター事業担当者会議〔再掲〕 

⒁都道府県看護協会基礎教育担当役員会議〔Zoom〕 

  期日：11/5(金)  出席者：常務理事兼教育部長 

⒂認定看護管理者教育機関担当者会議〔Zoom〕 

  期日：5/27(木)  出席者：常務理事兼教育部長 

⒃都道府県看護協会広報担当役員会議 

  期日：11/12(金)  出席者：専務理事 

⒄医療安全推進会議 年1 回 

⒅都道府県看護協会災害看護担当者会議〔Zoom〕 

  期日：12/16(木)  出席者：専務理事 

⒆日本看護学会運営会議 年1 回 

⒇都道府県看護協会支部役員等研修 

 (21)都道府県看護協会政策責任者会議〔Zoom〕 

  期日：9/16(木)  出席者：会長、専務理事 

(22)その他 

 ・都道府県看護協会母子のための地域包括ケアシステム推進会議〔Zoom〕：9/8(水) 

   出席者：会長、副会長(保)、専務理事、常務理事(保)、助産師職能理事 

 ・公益法人に関する勉強会〔Zoom〕：11/29(月) 出席者：事務局長 

 

⑴北海道・東北地区看護協会長連絡協議会(秋田県)〔Zoom〕 

  期日：9/9(木)  出席者：会長 

 

⑴関係団体への情報提供等 

 ・関係団体との懇談 

  ‣四師会役員協議会：7/28(水)  会場：岩手県医師会館 

   出席者：会長、専務理事、常務理事 

 ・関係団体へ県協会重点事業及び事業説明 

  ‣岩手県医師会：7/14(水)  訪問者：会長、専務理事、常務理事2名 

  ‣盛岡市医師会：10/1(金) 

訪問者：会長、専務理事、常務理事2名、盛岡地区理事 

  ‣岩手県看護教員協議会：10/29(金) 

   訪問者：会長、専務理事、常務理事兼教育部長 

  ‣岩手県保健師長会：11/19(金) 

   訪問者：会長、副会長(保)、専務理事、保健師職能理事 

  ‣岩手県助産師会〔Zoom〕：令和4年2/9(水) 

   出席者：会長、専務理事、常務理事2名、助産師職能理事 

  ‣岩手県訪問看護ステーション協議会：令和4年3/5(土) 

   出席者：会長、専務理事、常務理事(保) 

⑵関連会議等への出席 

 ・いわてピンクリボンの会 

  ‣幹事会：7/24(土)、8/21(土)、9/18(土)、令和 4 年 2/5(土)〔書面〕、

3/27(日) 

出席者：常務理事(保) 

 ・岩手県看護協会・岩手県看護連盟定例会議：8/3(火) 

   出席者：会長、副会長、専務理事、常務理事2名 

 ・日本看護連盟主催「SNS戦略研修会」〔Zoom〕：令和4年3/9(水) 

   出席者：会長、専務理事、常務理事2名   ＊以下、別表６参照＊ 



事業内容 実施内容 

 

 

 

 

 

 

10）看護研修センター管理運営の円滑化 

施設、備品関係の保守管理、修繕 

 

 

11）その他 

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 

 ・令和3年度福祉サービス苦情解決情報交換会：11/29(月) 

   会場:アイーナ804  助言者：専務理事   ＊以下、別表８参照＊ 

⑸研修会等への参加 

 

⑴看護研修センター維持並びに管理 

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 

 

⑴監事による事業監査 年2 回 

  期日：5/14(金)、10/27(水)  出席者：事務局長 他 

⑵事業評価及び事業計画の検討 年3 回 

 ・令和3年度事業評価会議：11/10(水)   

出席者：会長、副会長2名、専務理事、常務理事2名 

 ・令和4年度事業検討会議〔ハイブリッド〕：12/17(金) 

   出席者：会長、副会長2名、専務理事、常務理事2名 

⑶その他 

 ・令和2年度決算(案)事前説明：5/11(火) 

   出席者：会長、副会長2名、専務理事、常務理事2名、事務局長 

 ・令和3年度上半期決算事前説明：10/18(月) 

   出席者：会長、副会長2名、専務理事、常務理事2名、事務局長 

 ・令和4年度予算案等役員説明：令和4年2/14(月) 

   出席者：会長、副会長2名、専務理事、常務理事2名、事務局長 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）看護職賠償責任保険制度の加入促進 

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 

  ‣日本看護協会長表彰：看護師 及川吏智子 

  ‣岩手県看護協会長表彰：9名 

  ‣岩手県看護協会感謝状：54名 

  ‣「まちの保健室」功績者への感謝状：13名 

  ‣岩手県保健医療功労者表彰：助産師 小舘千公 

 ・表彰管理システムの活用と充実 

⑶弔意・災害見舞 

 ・弔意：松田キミ(名誉会員) 

 

⑴看護職賠償責任保険制度の周知 

⑵「看護職賠償保険制度」研修 

  テーマ：訪問看護事業所・介護施設等における安全対策 

⑶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 

 



 令和３年度事業報告別表   

【別表１】 

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（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 会 議 名 期 日 会 場 出席者 

盛
岡 

盛岡市高齢者保健福祉関係行政説明／介護保険施設等集団指導(書面)  

令和3年度第2回松園緑が丘地域ケアマネジメント会議 12/10 盛岡市高松地区保健センター 渡邊まさ子 

東
山 

令和3年度「介護報酬改定」に係る研修会 4/26  一関保健センター 小林郁子 

    

【別表２】 

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（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 会 議 名 期 日 会 場 出席者 

盛
岡 

訪問看護ステーションカンファレンス 4/15 外11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 4/23 外11回 盛岡訪問看護ステーション 職員 

訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所合同会議(事業所運営会議) 4/27 盛岡訪問看護ステーション 職員 

東
山 

事業所内カンファレンス 4/26 外13回 東山訪問看護ステーション 職員 

東山地域支援会議 5/20 外2回 一関市東山支所 山崎幸枝 他 

千 

厩 

事業所内会議 4/14 外11回 千厩訪問看護ステーション 職員 

ケースカンファレンス 4/21 外11回 千厩訪問看護ステーション 職員 

事業所内勉強会 4/28 外9回 千厩訪問看護ステーション 職員 

二 

戸 

在宅ホスピス合同カンファレンス 4/12 外5回 岩手県立二戸病院 他 菊池英理子 他 

九戸村ケア会議 4/12 九戸村保健センター 大川まき子 

二戸ケア会議 4/15 二戸市総合福祉センター 菊池英理子 

ST会議 4/22 外8回 二戸訪問看護ステーション 職員 

カンファレンス 5/20 二戸訪問看護ステーション 職員 

ST内研修会 9/6 外1回 二戸訪問看護ステーション 看護職員 

軽米保健医療福祉連絡会 10/13 岩手県立軽米病院 坂脇恵 

第56回在宅ホスピス合同カンファレンス サイボウズ社取材 12/13 岩手県立二戸病院 菊池英理子 

軽米町地域包括ケア会議 12/15 軽米町ふれあいセンター 中野美枝子 

軽米町地域包括ケア個別会議 R4.1/12 岩手県立軽米病院 坂脇恵 

ケア会議〔Web〕 R4.3/16 岩手県立二戸病院 他 菊池英理子 

【別表３】 

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（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 会 議 名 期 日 会 場 出席者 

盛
岡 

令和3年度岩手県主任介護支援専門員更新研修 7/5 外5回 岩手県産業会館 三浦和枝 

チームもりおか「介護・看護職員等対象研修会「実技で学ぶ体位変換」〔Web〕 8/11 盛岡訪問看護ステーション 和田陽子 

チームもりおか「介護・看護職員等対象研修会「実技で学ぶ体位変換」〔Web〕 8/23 盛岡訪問看護ステーション 大矢あや子 

令和3年度呼吸リハビリテーション研修会〔Web〕 9/9 盛岡訪問看護ステーション 大矢あや子 

令和2年度ケアマネ支援センター相談事例内容紹介研修 11/2 ふれあいランド岩手 三浦和枝 

交通安全教育動画視聴(冬道への交通安全指導) 個別研修 12/3～7 盛岡訪問看護ステーション 職員 

友納理緒氏講演会「ハラスメント対応と予防対策について」 12/27 岩手県看護研修センター 及川建弘、三浦和枝 

令和3年度岩手県リハビリテーション専門職等連携研修〔Web〕 R4.3/16 盛岡訪問看護ステーション 渡邊まさ子 

日本訪問看護財団研修令和4年度診療報酬改定セミナー〔Web〕 R4.3/19 盛岡訪問看護ステーション 山崎幸子 

全国訪問看護事業協会令和4年度診療報酬改定研修会〔Web〕 R4.3/19～ 盛岡訪問看護ステーション 及川建弘 

東
山 

講演会「新型コロナウイルス感染症と看護管理者の役割」〔Web〕 4/24 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子、山崎幸枝 

令和3年度第1回包括的・継続的ケアマネジメント研修会〔Web〕 5/18 東山訪問看護ステーション 山崎幸枝 



ST 会 議 名 期 日 会 場 出席者 

両磐地区介護支援専門員協議会総会、研修会 6/5 一関市川崎公民館 山崎幸枝、小林郁子 

令和3年度岩手県主任介護支援専門員更新研修 6/16 外7回 岩手県産業会館 山崎幸枝 

岩手県介護支援専門員協会定例研修会 6/20 一関市川崎市民センター 山崎幸枝 

奥州市・一関地区訪問看護ステーション研修会〔Web〕 9/11 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子、山崎幸枝 

令和3年度一関西部地域ケアマネスキルアップ研修会〔Web〕 9/16 東山訪問看護ステーション 山崎幸枝 

令和3年度東部地域介護支援専門員ウェブ情報交換会〔Web〕 9/29 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子 

新卒・新任看護師育成に向けた管理者・指導者研修〔Web〕 10/2 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子 

令和3年度岩手県主任介護支援専門員研修 10/11 外12回 岩手県産業会館 他 小林郁子 

令和3年度岩手県介護支援専門員更新研修 10/19 外4回 岩手県産業会館 千葉里美 

看護研修会「ACPと意思決定支援」 11/17 岩手県看護研修センター 吉田恵美 

岩手県介護支援専門員協会 令和3年度第2回定例研修会〔Web〕 12/11 東山訪問看護ステーション 山崎幸枝、千葉里美 

介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナー〔Web〕 R4.1/24 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子、山崎幸枝 

在宅ケアに従事する看護職を対象とした新型コロナウイルス感染症対策セミナー〔Web〕 R4.2/13 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子、山崎幸枝 

看護職におけるハラスメントとの向き合い方〔Web〕 R4.3/6 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子、山崎幸枝 

令和3年度一関東部地域居宅介護支援事業所協議会研修会〔Web〕 R4.3/10 東山訪問看護ステーション 山崎幸枝、千葉里美 

令和3年度第2回主任介護支援専門員研修会〔Web〕 R4.3/11 東山訪問看護ステーション 小林郁子 

令和4年度診療報酬改定セミナー〔Web〕 R4.3/19 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子、山崎幸枝 

千 

厩 

令和3年度訪問看護【基礎】研修 7/21 岩手県看護研修センター 菅原直子 

令和3年度訪問看護【専門】研修 9/2 岩手県看護研修センター 遠藤美紀 

令和3年度訪問看護【管理】研修 10/13 岩手県看護研修センター 菅原直美 

交通安全教育動画視聴(冬道への交通安全指導) 個別研修 12/9～16 千厩訪問看護ステーション 職員 

二 

戸 

令和3年度二戸支部研修会「アンガーマネジメント研修会」 7/10 二戸地区合同庁舎 菊池英理子、向井友美子 

二戸地区認知症セミナー 11/9 二戸パークホテル 菊池英理子 外4名 

二戸地区肝臓病講演会 11/11 二戸パークホテル 菊池英理子 

医療的ケア児に携わる訪問看護師の交流会〔Web〕 R4.2/5 二戸訪問看護ステーション 菊池英理子 

【別表４】 

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（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 会 議 名 期 日 会 場 出席者 

東
山 

一関東部地域居宅介護支援事業所協議会 役員会 4/20 外5回 一関市千厩支所 他 千葉里美 

一関東部地域居宅介護支援事業所協議会 総会 6/11 一関市千厩支所 千葉里美 

岩手県介護支援専門員研修研修向上委員会 7/9 岩手県立県民生活センター 鈴木美和子 

令和3年度大東地域多職種意見交換会〔Web〕 8/25 外1回 東山訪問看護ステーション 鈴木美和子 

二
戸 

岩手県看護協会二戸支部役員会 6/30 外4回 二戸地区合同庁舎 菊池英理子 

第1回看取り支援及び医療･介護･福祉多職種ネットワーク推進委員会 10/5 二戸地区合同庁舎 菊池英理子 

岩手県看護協会地域別懇談会(県北) 11/13 二戸地区合同庁舎 菊池英理子、坂脇恵 

岩手県看護協会二戸支部研修会 12/4 二戸地区合同庁舎 菊池英理子、坂脇恵 

岩手県立一戸病院訪問看護部との合同ミーティング R4.3/8 岩手県立一戸病院 菊池英理子 



【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 

【会長 及川吏智子】 ○岩手県医療審議会  ○岩手県医療審議会法人部会  〇岩手県がん対策推進協議会 

○岩手県自殺対策推進協議会  ○岩手県薬事審議会  ○岩手県福祉基金理事会  ○岩手県社会福祉協議会評議員会   

○岩手県立中央病院地域医療連携委員会  ○岩手県立中央病院「地域医療連携協議会」  ○県立病院経営委員会   

○盛岡地域県立病院運営協議会  ○盛岡市立病院経営評価委員会  ○盛岡市夜間急患診療所運営協議会   

○いきいき岩手支援財団評議員会 

【副会長 奥寺三枝子】 ○岩手県精神保健福祉協会評議員会  ○岩手県発達障がい者支援体制整備検討委員会・広域特別支援連携協議会 

  ○盛岡市地域包括支援センター運営協議会 

【専務理事 北村和子 → 高橋弥栄子】 ○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)  ○岩手県リハビリテーション協議会 

  ○岩手県国民健康保険運営協議会  ○岩手県重症心身障がい児・者及び医療的ケア児・者支援推進会議 

  ○岩手県介護予防市町村支援委員会(代理)  ○岩手県小児・周産期医療協議会(代理) 

【常務理事 菊池由紀】 ○岩手県循環器病対策推進協議会  ○いわて愛の健康づくり財団評議員会  ○岩手県福祉人材センター運営委員会 

 ○岩手県小児救急電話相談事業事例検討会  ○岩手県医師会小児救急電話相談事業運営委員会   ○岩手県介護労働懇談会 

 ○岩手県教育支援委員会 

【常務理事 後藤富美子】 ○岩手県アレルギー疾患医療連絡協議会  ○「岩手県地域リハビリテーション連携指針」改定作業部会 

【摂食嚥下障害看護認定看護師 柿澤良江】 ○岩手県食形態分類標準化推進委員会 

【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 

岩手女子高等学校創立100周年記念式典 11/3 盛岡市民文化ホール 会長 

岩手県保健医療功労者表彰・岩手県地域医療従事者感謝状贈呈式 11/17 エスポワールいわて 会長 

社会福祉学部の自己点検・評価にかかる外部有識者との懇談会〔書面〕 R4.3/3  専務理事 

【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 

令和3年度「いわて男女共同参画推進月間」〔岩手県環境生活部長〕 令和3年度介護･保育･福祉の就職相談会〔岩手県社会福祉協議会〕 

第39回岩手県精神保健福祉家族大会気仙大会〔岩手県精神保健福祉連合会〕 第3回日本伝統医療看護連携学会学術大会〔日本伝統医療看護連携学会〕 

第25回日本医業経営コンサルタント学会福島大会〔日本医業経営コンサルタント協会〕 岩手腎不全研究会第4回春季セミナー〔岩手腎不全研究会〕 

禁煙フォーラム岩手2021〔盛岡市医師会〕 「こころの日」イベント〔日本精神科看護協会岩手県支部〕 

令和3年度複十字シール運動〔岩手県予防医学協会〕 令和3年度健やか親子21全国大会〔令和3年度健やか親子21全国大会実行委員会〕 

2021全国GREEN LIGHT-UP project〔いわて愛の健康づくり財団〕 市民講座〔日本精神科看護協会岩手県支部〕 

地域在宅における新型コロナウイルス感染対策と尊厳を守るケア研修会〔岩手保健医療大学〕 いわてリハビリテーションフォーラム2021〔いわてリハビリテーションセンター〕 

過労死等防止対策推進シンポジウム〔プロセスユニーク〕 第13回みちのくNST研究会〔大塚製薬工場〕 

第47回岩手県精神保健福祉大会〔岩手県精神保健福祉協会〕 第14回岩手県がんフォーラム〔岩手日報社〕 

令和3年度気仙地域緩和ケア研修会〔岩手県立大船渡病院〕 第9回いわて呼吸療法セミナー〔岩手県臨床工学技士会〕 

第7回岩手医療情報研究会〔岩手医療情報研究会〕 2022年診療報酬改定セミナー〔日本医業経営コンサルタント協会岩手県支部〕 

第9回医療機器安全講座〔岩手県臨床工学技士会〕 第8回日本医療安全学会学術総会〔日本医療安全学会〕 

令和4年度「いわて男女共同参画推進月間」〔岩手県環境生活部〕  

 

  



【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 研 修 会 名 等 期 日 会 場 講 師 

盛
岡 

岩手県介護支援専門員更新研修(実務未経験者に対する更新研修)・再研修 5/20 岩手県産業会館 三浦和枝 

令和3年度特定分野看護実習指導者講習会 演習プロンプター 6/10 岩手県看護研修センター 三浦和枝 

東北福祉看護学校臨地実習「病院等見学実習」受入 7/1 外3回 盛岡訪問看護ステーション 職員 

令和3年度訪問看護【基礎】研修 実習受入 8/2 外3回 盛岡訪問看護ステーション 職員 

岩手看護専門学校実習打合せ 8/20 盛岡訪問看護ステーション 及川建弘 

岩手看護専門学校(本科)実習受入 10/6 外7回 盛岡訪問看護ステーション 職員 

岩手女子高等学校看護科 講義 10/11 外3回 岩手女子高等学校 及川建弘、武部まゆみ 

岩手看護専門学校(本科)実習 最終カンファレンス 11/11 盛岡訪問看護ステーション 職員 

令和3年度岩手県介護支援専門員実務研修 R4.1/28 岩手県産業会館 三浦和枝 

令和3年度消防職員専科教育救急科 在宅医療訪問看護 講義 R4.2/24 岩手県消防学校 及川建弘 

東
山 

岩手県立一関高等看護学院 訪問看護実習受入 5/11 外11回 東山訪問看護ステーション 職員 

一関看護専門学校 講義 6/4 外13回 一関看護専門学校 山崎幸枝 

訪問看護【基礎】研修 6/18 岩手県看護研修センター 鈴木美和子 

岩手県立一関高等看護学院 講義 9/16 外4回 岩手県立一関高等看護学院 鈴木美和子 

令和3年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅱ及び更新研修 10/6 外2回 岩手県産業会館 鈴木美和子 

岩手県立大学地域看護学実習Ⅰ受入 10/19 外3回 東山訪問看護ステーション 職員 

令和3年度介護職員初任者研修 11/7 東山保健センター 山崎幸枝 

千
厩 

岩手県立一関高等看護学院 在宅看護実習受入 5/24 外7回 千厩訪問看護ステーション・利用者宅 職員 

岩手県立大学地域看護学実習Ⅰ受入 10/19 外3回 千厩訪問看護ステーション・利用者宅 職員 

二
戸 

岩手県立二戸高等看護学院実習受入 6/8 外33回 二戸訪問看護ステーション 職員 

岩手医科大学医学部5年生地域医療臨床実習受入 10/12 外3回 二戸訪問看護ステーション 職員 

岩手県立二戸高等看護学院 講義 10/21 外2回 岩手県立二戸高等看護学院 菊池英理子、坂脇恵 

岩手県立大学地域看護学実習Ⅰ受入 11/16 外3名 二戸訪問看護ステーション 職員 
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