
令和3年度青森県看護協会事業報告
【令和3年度重点事項（3ヵ年計画：継続3年目）】
　1　県民を対象にした地域包括ケアにおける看護提供体制の推進
　2　看護職の役割拡大の推進と人材育成
　3　看護職の勤務環境改善と看護職確保

4　健康危機管理体制の強化
5　組織の強化

Ⅰ．看護教育及び学会等に関する事業
　看護職としての能力の維持・向上を図るとともに、看護研究に取り組む意欲のある者に対する支援や看護職に関す
る学術研究を振興させるため、看護職に対する看護教育の実施及び看護研究に関する学会の開催等を行う。

１．継続教育
（1）教育委員会活動の推進

令和3年度研修会の運営及び評価（教育委員会で実
施）
　質向上研修：22コース（1コース中止）

（2）日本看護協会主催の研修会開催への協力

日本看護協会主催の研修開催への協力

①JNA収録DVD研修
・「災害支援ナースの第一歩〜災害看護の基本

的知識〜」
期　　日：令和3年7月1日（木）〜2日（金）
会　　場：アピオあおもり
受講者数：40名

・「認知症高齢者の看護実践に必要な知識」
期　　日：①令和3年7月7日（水）・8日（木）、
　　　　　②令和3年12月16日（木）・17日（金）
会　　場：リンクステーションホール青森
受講者数：①126名、②64名

②JNAオンデマンド配信研修
・「医療安全管理者養成研修」
期　　間：令和3年7月5日（月）〜
　　　　　10月29日（金）
集合研修：令和3年10月29日（金）リモート開催
受講者数：46名

２．認定看護管理者養成教育に関する事業
（1）認定看護管理者教育課程ファーストレベル教育

運営委員会活動の推進

令和3年度認定看護管理者教育課程ファーストレベ
ルの運営及び評価
　期　　間：令和3年5月6日（木）〜6月28日（月）
　内　　容：所定のカリキュラム・120時間（20日間）
　修了者数：83名

（2）青森認定看護管理者教育課程の運営（青森県立
保健大学との協働）

2021年度認定看護管理者教育課程セカンドレベル

の運営及び評価
　期　　間：令和3年6月29日（火）〜9月3日（金）
　内　　容：所定のカリキュラム・180時間（33日間）
　修了者数：36名

３．実習指導者教育の推進
（1）青森県保健師助産師看護師実習指導者講習会の

開催

令和3年度青森県保健師助産師看護師実習指導者講
習会の運営及び評価（県受託事業）
　期　　間：令和3年6月23日（水）〜10月26日（火）
　会　　場：アピオあおもり・他
　内　　容：所定のプログラム（180時間）、e－ラー

ニング、集合研修（講義一部リモート）
　修了者数：19名

（2）青森県特定分野における保健師助産師看護師実
習指導者講習会の開催

令和3年度青森県特定分野における保健師助産師看
護師実習指導者講習会の運営及び評価（県受託事業）
　期　　間：令和3年12月16日（木）〜12月27日（月）
　　　　　　（7日間）
　会　　場：リンクステーションホール青森、アピ

オあおもり
　内　　容：所定のプログラム・7日間（39時間）
　修了者数：4名

４．病床機能転換専門研修事業の推進
病院からつなぐ地域包括ケア看護実践者育成研修会
の開催

病院からつなぐ地域包括ケア看護実践者育成研修会
の運営及び評価（県受託事業）
期　　間：令和3年10月4日（月）〜
　　　　　令和4年2月5日（土）
開催形態：講義及び事例検討会はリモート
内　　容：講義プログラム12科目、実習プログ

ラム5日間、ケース検討プログラム7
科目

修了者数：13名

５．看護職員認知症対応力向上研修事業の推進
青森県看護職員認知症対応力向上研修の開催
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令和3年度青森県看護職員認知症対応力向上研修の
開催（県受託事業）
期　　間：令和4年1月19日（水）〜21日（金）
場　　所：県民福祉プラザ、青森県薬剤師会館
内　　容：所定のプログラム18時間（リモート）
修了者数：49名

６．介護施設で働く看護・介護職のための感染
管理スキルアップセミナーの推進

介護施設で働く看護・介護職のための感染管理スキ
ルアップセミナーの開催

令和3年度介護施設で働く看護・介護職のための感
染管理スキルアップセミナーの開催
委　　員：6名
委 員 会：リモート会議含め5回開催
ブラッシュアップ委員会
　期　　日：令和4年3月23日（水）
　参加者数：6名
企画研修会
　期　　日：①令和3年10月25日（月）・
　　　　　　②令和3年11月24日（水）
　場　　所：リンクステーションホール青森
　内　　容：講義、演習（手洗い、PPE着脱など）、

　グループワーク（マニュアル作成）
・基本的な感染対策を習得する
・自施設のマニュアルを見直し、修
正点を洗い出す
・指導のポイントを理解し、自施設
で実践する
・事例検討を通して、自施設で応用
ができる

講　　師：委員6名、演習支援（感染管理認定看
護師6名）

　参加者数：看護職32名、介護職29名

７．高齢者権利擁護等推進事業看護実務者研修
の推進

高齢者権利擁護等推進事業看護実務者研修の開催

令和3年度青森県看護協会・高齢者権利擁護等推進
事業看護実務者研修の開催
期　　日：令和4年2月24日（木）・3月7日（月）・
　　　　　3月14日（月）
内　　容　（リモート）
・高齢者権利擁護概論
・介護保険制度と看護職員の役割①②
・高齢者の心身の理解
・認知症高齢者の理解と看護
・利用者の尊厳ある生活を支えるケアと看護
①介護事故防止②感染管理対策③急変時の対
応

・摂食・嚥下ケア④看取りケアの推進
・ネットワークづくり
参加者数：看護職18名、介護職5名
　　　　　（2日目のみ聴講）

８．学会等学術の振興
（1）学会委員会活動の推進

第50回記念・青森県看護学会の運営及び評価
期　　日：令和3年10月2日（土）
開催形態：リモート
メインテーマ：「危機の時代の看護」
内　　容
①特別講演「COVID-19未知なる脅威と向き合っ
て〜改めて看護の力を〜」

　　講　師：青森県立保健大学
学長　上泉　和子・氏

②シンポジウム「看護職は危機の時代とどう向
き合っていくか」

　　座　長
・青森県看護協会

第一副会長　山内留美子・氏
　　シンポジスト

・青森県立中央病院・
感染管理認定看護師　赤平　恵美・氏

・黒石市国民健康保険黒石病院・・
看護局長　工藤由紀子・氏

・弘前大学医学部附属病院・・
看護部長　井瀧千恵子・氏

・青森県危機管理局防災危機管理課・・
危機管理対策GM　蒔苗　伸郎・氏

③口演及び示説発表
　　参加者数：430名

（2）看護研究倫理審査委員会活動の推進

日本看護協会「看護研究における倫理指針」に則し
た倫理審査の実施
受審2件、条件付き承認2件

９．支部研修事業の推進
（1）東青支部

①シンポジウム
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：ねぶたの家ワ・ラッセ
内　　容：シンポジウム「高齢者のアドバンス

ケアプランニングの実現に求められ
る看介連携」

参加者数：34名

②秋の研修会
期　　日：令和3年10月23日（土）
開催形態：リモート
内　　容：講　演「看護師として働き続ける
　　　　　〜WLBとキャリアアップどちらもあ

きらめない〜」
講　師　青森県立保健大学
　　　　　健康科学部看護学科

・准教授　村上眞須美・氏
参加者数：49名
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（2）中弘南黒支部

①新人教育に関する学習会
期　　日：令和3年11月27日（土）
開催形態：リモート
内　　容：講　演「新人看護師達との関わりを学ぶ
　　　　　　　　〜日々の悩みを打ちあけよう〜」

講　師　弘前大学医学部附属病院
　　　教育担当看護師長

松田　友美・氏
　　弘前大学大学院保健学研究科

教授　小倉能理子・氏
参加者数：30名

②看護学習会
期　　日：令和4年2月（令和3年5月開催予定
　　　　　を書面開催で実施）
開催形態：書面開催
内　　容：テーマ「コロナ禍における看護職の

苦悩、家族への支援について」
講　師　津軽保健生活協同組合

　　　健生病院・副総看護長
坂田　清香・氏

　　　　　　　　　　　特別養護老人ホーム
　　　　　　　　　　　　弘前大清水ホーム・

・看護師長　吉田　冬子・氏
参加者数：35名

（3）三八支部

春の特別講演会
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：八戸市総合保健センター
内　　容：講　演「認知症の共生と予防」

　　　講　師　青南病院
院長　深澤　　隆・氏

参加者数：42名

（4）西北五支部

①第1回研修会
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：五所川原市ふるさと交流圏民セン

ター「オルテンシア」
内　　容：看護実践報告会（4題）
参加者数：63名

②第2回研修会
期　　日：令和3年10月23日（土）
場　　所：つがる市生涯学習交流センター「松

の館」
内　　容：テーマ「在宅看護の現状と課題」

　　発表者
・訪問看護ステーションマスダ

森　　弘美・氏
・訪問看護ステーション結　　窪田　　泉・氏
・訪問看護ステーションにじの樹

加福かすみ・氏

参加者数：89名

（5）下北支部

①第1回研修会
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：公済会館
内　　容：講　演「ゆったり身体を整えるセル

フリンパケア」
　　　　　　　講　師　Canal工房・巡・さとう式リンパ
　　　　　　　　　　　ケア公認インストラクター

　　　　　　　MRTマスター
大髙　香苗・氏

参加者数：40名

②第2回研修会
期　　日：令和3年12月4日（土）
場　　所：公済会館
テ ー マ：「行政で働く保健師を知る」
発表施設：むつ市役所及び下北管内保健所　　
　　　　（むつ・大間・東通・風間浦・佐井）
参加者数：61名

（6）上十三支部

①看護研修会
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：三沢市国際交流教育センター
テ ー マ：高齢者の骨折予防について
内　　容：講　演「骨粗鬆症治療の重要性とそ

の合併症について」
　　　講　師　十和田市立中央病院整形外科
　　　　　　診療部長　板橋　泰斗・氏

参加者数：87名

②看護ケア検討会
期　　日：令和3年11月6日（土）
場　　所：三沢市国際交流教育センター

　　　（参加者はリモート）
テ ー マ：認知症高齢者を支える地域連携
サブテーマ：地域で生活する認知症をもつ高齢

者との関わり
内　　容

　①講演講師　公立七戸病院・
　　　　　　　　認知症看護認定看護師

久保田由美子・氏
　②事例発表

くらしの居宅介護支援事業所
主任介護支援専門員　橘　　友博・氏
公立野辺地病院訪問看護ステーション

管理者　坂本レイ子・氏
三沢薬剤師薬局

薬剤師　津島　寿行・氏
③意見交換

参加者数：89名
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Ⅱ．看護職の労働環境等の改善及び就業促進による人々の健康及び福祉の増進に関する事業
　看護職が働き続けられる職場環境づくりを推進し、看護職の就業促進、離職防止・定着を図ることにより、医療事
故の防止及び看護職員不足の解消を実現し、看護の質の維持・向上を通じて公衆衛生を向上させる事業を行う。

１．ナースセンターへの登録促進・相談業務の
強化

　⑴就業に関する相談・紹介及び求人・求職登録者
の管理

①相談事業
NCCSを活用し、電話・メール・タブレット
を用いて県内未就業者・施設への就業相談・
紹介等を実施。

②未就業者の把握
未就業者の登録者をNCCSのデータから抽出
し現在の状況を確認。

③求人・求職登録者の登録更新の確認
登録更新の対象者・施設を毎月データから抽
出し、電話・メール等で更新の有無を確認。

　⑵紹介者の就業状況把握

　　①採用施設へ就業状況の確認
時　　期：随時
対　　象：NCCSの就業状況確認連絡に回答

のない施設

②採用施設への訪問
　　　・令和3年11月8日（月）
　　　　十和田市立中央病院
　　　・令和3年11月24日（水）
　　　　芙蓉会村上病院
　　　・令和3年11月25日（木）
　　　　青森ナーシングライフ

③求人施設への訪問
　　　・令和3年11月4日（木）
　　　　社会福祉法人弘前乳児院
　　　・令和3年11月8日（月）
　　　　医療法人奏仁会十和田第一病院

　⑶NCCSの運用及び各種データの管理

①NCCSの運用
NCCSを運用し、紹介事業を実施。

②データ管理
NCCSのデータを活用し、県への定期報告の
作成及び各種データを管理。

③セキュリティ対策
ナースセンター設置PCを看護協会運営本部
セキュリティ監視LANに接続。

　⑷県との連携（U・I・Jターン）

①青森県人材還流政策連絡会への出席
　　　期　　日：令和3年7月28日（水）
　　　場　　所：アラスカ会館
　　　出 席 者：ナースセンター就業相談チーム
　　　　　　　　リーダー1名

②青森人材還流政策連絡会への出席
期　　日：令和3年11月16日（火）
場　　所：ウエディングプラザアラスカ
出 席 者：ナースセンター就業相談チームリーダー

③人材還流U・I・Jターン
期　　日：令和3年9月18日（土）
場　　所：新町キューブ
出 席 者：ナースセンター就業相談員1名

　⑸ハローワークと連携

①移動相談の実施
対　　象：看護職（未就業者・就業者）・看護

　職の求人施設
時　　期：毎月1回（通年）
場　　所：県内5箇所のハローワーク（八戸・

　弘前・三沢・むつ・五所川原）

②移動相談就業相談員会議の実施
期　　日：令和3年4月6日（火）
場　　所：県民福祉プラザ
出 席 者：移動相談就業相談員3名

③ナースセンターのPR
ハローワークにナースセンターPRパンフ
レット及び求職票等を送付し、ハローワーク
利用者にナースセンターの登録を促す。

④広報誌掲載
23市町村の広報誌に記事掲載を依頼。

　⑹届出制度の周知及び退職者への登録促進
退職セットを作成し届出の周知及び登録促進に
つなげる。
対　　象：県内病院を退職する看護職
時　　期：令和3年4月
方　　法：郵送
作成部数：1,300部
内　　容：返信用封筒、ナースセンターパンフ

レット、届出票、届出チラシ、クリ
アファイル、離職理由調査用紙

２．ナースセンター事業の周知及び広報誌の発行

　⑴ナースセンターだよりの発行
協会誌「看護・青い森」第109号および第111号
に「ナースセンターだより」を掲載。

ナースセンターに関する事業　　
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　⑵看護学生に対する周知
青森県内看護学校（21校）の最終学年を対象に
した、協会及びナースセンター説明会をリモー
トにて実施。

　　　令和3年12月14日（火）弘前医療福祉大学
令和3年12月16日（木）青森中央学院大学・
　　　　　　　　　　黒石高校
令和4年2月14日（月）青森県立保健大学
令和4年2月16日（水）国立病院機構弘前病院
　　　　　　　　　　附属看護学校
令和4年2月17日（木）千葉学園高等学校
令和4年2月18日（金）五所川原市立高等看護
　　　　　　　　　　学校
令和4年2月21日（月）十和田済生会准看護学
　　　　　　　　　　院・厚生看護専門学校
　　　　　　　　　　／准看護学校

　令和4年2月22日（火）八戸市立高等看護学院・弘
　　　　　　　　　　　　　前市医師会看護専門学校准
　　　　　　　　　　　　　看護学科／看護学科
　令和4年2月24日（木）三沢准看護学院

　⑶ホームページの運営
ホームページを運営し、情報を提供する。
　掲載内容（随時更新）
　　・看護職インタビュー
　　・最新の求人及び情報提供
　　・研修のお知らせ
　　・各種事業のお知らせ
　　・取り組み

３．知識・技術の習得及び再修業の動機づけ

　学研メディカルサポートを利用した復職支援研修
の実施
　⑴最新の医療知識が学べる講義

　⑵看護技術を再確認できる手順書と動画
　　　期　　間：令和3年12月〜令和4年3月
　　　受講者数：35名

４．看護職が働き続けられる環境づくりの推進・
離職防止

　⑴キャリア支援セミナー
　　ママ・パパCafé
　　　期　　日：令和3年11月13日（土）
　　　場　　所：ホテル青森
　　　内　　容：体験談発表、交流会、ハーバリウ
　　　　　　　　ム体験
　　　参加者数：4名

　⑵需要及び離職状況調査
　　医療機関等に対する調査の実施
　　　時　　期：令和3年5月
　　　対　　象：約1,100箇所（病院、診療所、介護

老人保健施設、特別養護老人ホー
ム、訪問看護ステーション）

　　　方　　法：郵送調査
　　　回 収 率：45.5％

　⑶看護職の確保定着に対する取組の調査
　　医療機関等に対する調査の実施
　　　時　　期：令和3年5月
　　　対　　象：約1,100箇所（病院、診療所、介護

老人保健施設、特別養護老人ホー
ム、訪問看護ステーション）

　　　方　　法：需要及び離職状況調査に同封発送
　　　調査結果：回収率45.5％

　⑷看護労働環境対策委員会

　　①ハラスメント実態調査の実施
　　　時　　期：実態調査・令和3年5月
　　　調査対象：無作為抽出した2,000名の会員
　　　調査方法：郵送調査
　　　回 収 率：35.0％

　　②ハラスメント対策研修会
　　　期　　日：令和4年3月5日（土）
　　　開催形態：リモート
　　　内　　容：講義「パワーハラスメント〜指導

とパワハラの違いを考える〜」
国立病院機構函館病院・事務部長
　特定社会保険労務士

曽我　　理・氏
グループワーク

　　　参加者数：67名

　　③「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」
実態調査の実施
目　　的：青森県ではガイドラインの取り組み

が進んでいないことからガイドライ
ンを実現するための取り組み方法
（解決策）について学び、県内での
ガイドライン普及を進める。

　　　時　　期：令和3年10月
　　　対　　象：県内病院
　　　内　　容：「夜勤・交代制勤務に関するガイド
　　　　　　　　　ライン」実態調査
　　　方　　法：調査票と返信用封筒を送付

　　④医療勤務環境改善支援センターとの連携

５．看護の啓発活動

　⑴看護職の普及啓発
「看護への道」中学生版・高校生版を県内中学校・
高等学校に送付し進路等に活用してもらう。

　⑵看護の日・看護週間
・看護の日「5月12日」を含む一週間を看護週
間とし、看護の心、助け合いの心を県民に普
及する。
・魅力ある職業として、若年層への情報発信の
強化を図り、人材確保に結び付ける。

①「看護」をテーマにした標語の募集
対　　象：県内中学生
募集期間：令和3年5月1日（土）〜31日（月）
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応募総数：1,763
受賞者表彰式の実施
期　　日：令和3年8月18日（水）
場　　所：青森市立甲田中学校
出 席 者：被表彰者2名、会長、常務理事

②「未来のナース」トークイベント
期　　日：令和3年5月15日（土）
場　　所：県民福祉プラザ
内　　容：将来看護職を目指している県内高

校生と「看護」についてトークす
る。

参 加 者：看護職を目指す県内高校生および
看護職・計6名

　　　活用方法：協会Webサイトへの動画掲載、冊
　　　　　　　　子の作成と学校等への配付

③啓発用ポスター・チラシの配布
　　　内　　容：日本看護協会が作成する「看護の
　　　　　　　　日・看護週間事業」のポスター、チ
　　　　　　　　ラシを活用し、広く周知する

配 布 先：協会会員所属施設、個人会員、県
内中学校・高校・等

６．訪問看護の質向上及び支援

　⑴訪問看護eラーニングを利用した訪問看護研修
の実施

　　　期　　間：令和3年6月〜12月
　　　内　　容：eラーニング及び施設実習（5日間）
　　　受講者数：17名

　⑵訪問看護師ブラッシュアップ研修の実施
　　　期　　日：令和3年6月29日（火）
　　　場　　所：県民福祉プラザ
　　　内　　容

　午前：肺炎予防のためのフィジカルアセス
　メント
　講　師　青森県立保健大学健康科学部

　　学部長・看護学科教授
　角濱　春美・氏

　午後：在宅における糖尿病看護のポイント
　講　師　八戸市立市民病院・
　　　　　　糖尿病看護認定看護師

　久保　睦子・氏
　　　受講者数：午前21名、午後18名

７．その他看護師の確保を図るために必要な業
務

　⑴ナースセンター事業運営委員会の開催
　　　期　　日：令和4年3月10日（木）
　　　場　　所：県民福祉プラザ
　　　内　　容：実施報告、次年度計画案・他
　　　出席者数：委員11名

　⑵中央ナースセンターとの連携
　　労働法に関する勉強会への出席
　　　期　　日：令和3年7月21日（水）

　　　場　　所：青森県看護協会（リモート）
　　　出 席 者：ナースセンター就業相談員1名

　⑶相談員のスキルアップ
　　全国民営職業紹介従事者研修に参加
　　　時　　期：令和3年11月
　　　開催形態：リモート
　　　受 講 者：ナースセンター就業相談員3名

　⑷無料職業紹介事業の運営
　　職業紹介責任者講習に参加
　　　期　　日：令和3年11月17日（水）
　　　開催形態：リモート
　　　出 席 者：ナースセンター就業相談チーム
　　　　　　　　リーダー

８．新卒および2年目の看護職員の定着促進事
業

　⑴新卒看護職カフェ
　　①八戸会場
　　　期　　日：令和3年6月24日（木）
　　　場　　所：八戸プラザホテル
　　　内　　容：新卒1〜2年目看護職によるグルー
　　　　　　　　プワーク
　　　参加者数：28名
　　②弘前会場
　　　期　　日：令和3年7月21日（水）
　　　場　　所：ホテルニューキャッスル
　　　内　　容：新卒1〜2年目看護職によるグルー
　　　　　　　　プワーク
　　　参加者数：12名
　　③青森会場
　　　期　　日：令和3年7月28日（水）
　　　場　　所：アートホテル
　　　内　　容：新卒1〜2年目看護職によるグルー
　　　　　　　　プワーク
　　　参加者数：11名　　

　⑵看護管理者と看護師等学校養成所との情報交換
会

　　　期　　日：令和3年9月11日（土）
　　　開催形態：リモート
　　　対　　象：看護管理者、看護師等学校養成所教員
　　　内　　容

①講　演「個人情報の適切な取り扱い〜不適
切なSNS投稿で思わぬ離職を防ぐために〜」
　講　師　公益社団法人日本看護協会

参与　友納　理緒・氏
②講　演「コロナ禍に学んだ新人看護師をど
う支援するか」
　講　師　恩賜財団済生会横浜市東部病院
　　　　特任補佐
　　　　前・公益社団法人日本看護協会

　　　　常任理事　熊谷　雅美・氏
③情報提供「新卒看護職カフェ実施報告」
④情報交換・意見交換

　　　参加者数：看護管理者23名、教員等11名
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１．職能委員会活動の推進
（1）保健師職能委員会

①職能集会の開催
　新型コロナウイルス感染症対応により中止

②活動報告冊子の作成（総会要綱に掲載）
・病院・施設看護管理者と行政・産業保健師の
交流会実施報告

・青森県看護職資質向上研修会実施報告

③看護管理者と保健師の連携強化に向けた研修会
（四職能合同）

期　　日：令和3年12月23日（木）
開催形態：リモート
対　　象：県内病院看護師、施設看護師、行

政保健師、産業看護職、助産師等
内　　容：
テーマ「産業保健における治療と仕事の両

立支援」
講　話「産業保健における治療と仕事の

　両立支援」
講　師　青森産業保健総合支援センター

　産業保健相談員　千葉　敦子・氏
話題提供
　・「治療と仕事の両立支援の取組み
　　　〜病院看護師より〜」
　　　三沢市立三沢病院
　　　　がん化学療法認定看護師

　中村有美子・氏
　・「治療と仕事の両立支援の取組み
　　　〜産業保健師より〜」
　　　日本原燃株式会社

保健師　佐藤　洋子・氏
情報交換
参加者数：70名

④令和3年度保健師関係組織意見交換会
期　　日：令和4年3月25日（金）
開催形態：リモート
内　　容：テーマ「保健師の人材育成につい

て」
出 席 者
・全国保健師長会青森県支部長
　　飯田　貴子・氏（野辺地町役場）
・青森県市町村保健師活動協議会
　　副会長　山口　文衣・氏（三沢市役所）
・教育機関代表　大学教授
　　古川　照美・氏（青森県立保健大学）
・青森県健康福祉部・課長代理

　舘田有佳子・氏（がん・生活習慣病対策課）
・青森県看護協会　保健師職能委員長
　山田　淑子

⑤産後ケア事業推進交流会（保健師職能・助産師
職能合同）

期　　日：令和3年9月10日（金）
開催形態：リモート
対　　象：県内病院及び産婦人科を標榜して

いるクリニックに勤務する看護職、
県及び市町村の母子保健担当者、
医師・等

内　　容
ア　講　演「医療機関における産後ケア事

　業について」
　　講　師　日本赤十字社・諏訪赤十字病院

看護師長　三輪　恵美・氏
イ　情報提供

・青森県内の現状と課題について
　　青森県健康福祉部こどもみらい課

工藤　　梓・氏
・産後ケアにおける助産師の役割
　　青森県助産師会

会長　福井りみ子・氏
ウ　意見交換

参加者数：56名

⑥会員拡大活動「看護協会会員拡大に関するアン
ケート調査」

時　　期：令和3年6月発送
対　　象：県内保健師（県・市町村等・543人、

青森産業保健総合支援センター・
60人程度）

内　　容：看護協会に関する理解、看護協会
未加入の理由、看護協会への要望、
保健師が業務を遂行する上での課
題、保健師の臨床研修の必要性・
等

調査方法：郵送調査
回 収 率：53.2％（321部）

⑦広報活動
ア　県協会誌「看護・青い森」への記事掲載

　　　イ　ホームページ「職能委員会」のコーナー
　　　　　にイベント記事掲載

（2）助産師職能委員会

①職能集会の開催
　新型コロナウイルス感染症対応により中止

Ⅲ．看護に係る調査及び研究並びに看護業務及び看護制度の改善に関する事業
　看護に係る調査・研究を行うとともに、看護業務及び制度に関して職能集会等を通じて看護業務の改善、看護制度
の改善・普及啓発等を図り看護の質を向上させる。
　各職能（保健師、助産師、看護師）委員会では、各職能の抱える課題抽出のための実態調査や研修会等を実施しな
がら課題解決や改善につながる提案を行う。
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②活動報告冊子の作成（総会要綱に掲載）
・分娩取扱施設に勤務する助産師に関する実
態調査報告

・周産期医療職交流会実施報告
・周産期メンタルヘルスにおける地域資源の
把握と活用研修会実施報告

③産後ケア事業推進交流会（保健師職能・助産師
職能合同）（保健師職能委員会の項を参照）

④災害時母子支援フォーラム
　　共　　催：青森県（危機管理局防災危機管理課）
　　期　　日：令和3年6月4日（金）
　　場　　所：県民福祉プラザ
　　内　　容
　　　講　演：教訓から学ぼう〜災害時にいのち
　　　　　　　と健康を守る母子支援の必要性〜
　　　講　師：神奈川県立保健福祉大学
　　　　　　　　ヘルスイノベーション研究科

教授　吉田　穂波・氏
情報提供：青森県防災危機管理課、災害支援
　　　　　ナース、むつ保健所保健師

参加者数：40名

⑤看護管理者と保健師の連携強化に向けた研修
会（四職能合同）（保健師職能委員会の項を参照）

⑥分娩取扱施設に勤務する助産師に関する実態
調査の報告
　青森県看護学会にて示説発表
　　期　　日：令和3年10月2日（土）

場　　所：ハートピアローフク
開催形態：リモート
内　　容：令和2年度実施の「分娩取扱施設に

勤務する助産師に関する実態調査」
の結果を、第50回青森県看護学会
にて発表

⑦災害看護活動委員会との情報交換会
　　期　　日：令和3年11月24日（水）

テ ー マ：災害支援ナースとして避難所で行う母
子支援について検討

内　 容：これまでの災害時における母子支援
の現状と課題や発災時の母子の生
活・健康状況の把握方法、災害時に
求められる母子保健活動等、災害看
護支援ナースとして適切な看護活動
につなげるための情報を共有

⑧広報活動
ア　県協会誌「看護・青い森」への記事掲載
イ　ホームページ「職能委員会」のコーナー

にイベント記事掲載

（3）看護師職能委員会Ⅰ

①職能集会の開催
　新型コロナウイルス感染症対応により中止

②活動報告冊子の作成（総会要綱に掲載）
外来看護師の在宅療養支援に関する実態調査報
告

③外来看護師の在宅療養支援に関する事例検討会
　　期　　日：令和3年9月4日（土）
　　開催形態：リモート
　　対　　象：令和2年度「外来看護師の在宅療養
　　　　　　　支援に関する実態調査」を行った病
　　　　　　　院及び診療所
　　内　　容
　　　ア　実践報告「在宅での生活を支援するため
　　　　　の地域・外来・病棟の連携」
　　　　・国民健康保険五戸総合病院
　　　　　　外来・手術室・サプライ看護師長

　山田　市子・氏
　　　　・青森新都市病院　外来看護師長

　片山　香織・氏
　　　　・はちのへ江陽クリニック

看護師長　中村由美子・氏
　　　イ　シンポジウム
　　　ウ　講　演「在宅療養支援について」
　　　　　講　師　八戸学院大学・健康医療学部

　　　　　　看護学科・教授　壬生　寿子・氏
　　参加者数：40名

④介護施設で働く看護師の病院研修
　　期　　日：令和3年11月4日（木）
　　見学病院：十和田市立中央病院・三沢市立三沢

病院
　　対　　象：上十三地域の介護施設で働く看護師
　　内　　容：シャドウイング、意見交換

参加者数：6名

⑤看護管理者と保健師の連携強化に向けた研修会
（四職能合同）
（保健師職能委員会の項を参照）

⑥外来看護師の在宅療養支援に関する実態調査の
報告
青森県看護学会にて示説発表
　　期　　日：令和3年10月2日（土）

開催形態：リモート

⑦広報活動
ア　県協会誌「看護・青い森」への記事掲載
イ　ホームページ「職能委員会」のコーナー

にイベント記事掲載

（4）看護師職能委員会Ⅱ

①職能集会の開催
　新型コロナウイルス感染症対応により中止
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②活動報告冊子の作成（総会要綱に掲載）
・青森県内の訪問看護師がうける利用者・家族
からの暴力に関する実態調査・実施報告
・1日介護施設見学ツアー（東青圏域）実施報告

③1日介護施設見学ツアー
期　　日：令和3年10月14日（木）
見学施設：特別養護老人ホーム白寿園、弘前特

別養護老人ホーム、介護老人保健施
設幸陽荘、桜美苑なのはな

対　　象：中弘南黒圏域の病院看護師（主任・
看護師長・看護管理者）

見学内容：施設の機能・特徴・役割・業務の実
際、看護師の提供するサービスの実
際、多職種との連携・指導・マネジ
メントの実際

参加者数：7名

④ハラスメント研修〜訪問看護師が利用者・家族
から受ける暴力に関する研修〜
期　　日：令和3年9月25日（土）
開催形態：リモート
対　　象：実態調査の対象となった県内訪問看

護ステーション、県内の特別養護老
人ホーム、県内の介護老人保健施設

　　内　　容
　　　ア　報告「青森県内の訪問看護師がうける利
　　　　　用者・家族からの暴力に関する実態調査」
　　　　　報告者　看護師職能委員会Ⅱ委員長
　　　イ　講　演「組織による安全管理体制の整備・
　　　　　　　　　推進」
　　　　　講　師　公益社団法人日本看護協会・参与
　　　　　保健師・看護師・弁護士　友納　理緒・氏
参加者数：36名

⑤看護管理者と保健師の連携強化に向けた研修会
（四職能合同）
（保健師職能委員会の項を参照）

⑥青森県内の訪問看護師がうける利用者・家族か
らの暴力に関する実態調査の報告
青森県看護学会にて口演発表
　　期　　日：令和3年10月2日（土）

開催形態：リモート

⑦広報活動
ア　県協会誌「看護・青い森」への記事掲載
イ　ホームページ「職能委員会」のコーナー

にイベント記事掲載

２．看護職の役割拡大の推進と人材育成
（1）青森県助産師活用推進事業（県受託事業）

①出向事業
　マネジメント研修出向2カ所実施
・11月8日〜11月12日　八戸市立市民病院か

ら1名青森県立中央病院へ出向
・10月4日〜10月8日　青森市民病院から1名
青森県立中央病院へ出向

②助産師の質向上研修
・青森県の周産期医療の現状と課題について
　〜臨床推論の基本的概念を理解しよう〜
期　　日：令和3年7月31日（土）午前
場　　所：ホテル青森
講　　師：弘前大学大学院医学研究科
　　　　産科婦人科学講座

教授　横山　良仁・氏
受講者数：38名
・明日から活用できる超音波検査〜助産師に求
められる超音波検査の知識と技術〜
期　　日：令和3年7月31日（土）午後
場　　所：ホテル青森
講　　師：埼玉医科大学総合医療センター
　　　　総合周産期医療センター・母体・
　　　　胎児部門　客員教授

　馬場　一憲・氏（リモート）
受講者数：43名

③事業案内の作成・送付
　事業周知のためのチラシを作成
　作成部数：500部
　送 付 先：県内病院、助産師会員

④協議会の開催
・第1回
　期　　日：令和3年8月19日（木）
　場　　所：アラスカ会館
　出 席 者：協議会委員10名
・第2回
　期　　日：令和4年2月17日（木）
　開催形態：リモート
　出 席 者：協議会委員8名

⑤評価会議の開催
・第1回
　期　　日：令和3年10月7日（木）
　場　　所：青森県立中央病院
　出席者：事業課長、コーディネーター1名
・第2回
　期　　日：令和3年11月11日（木）
　場　　所：青森県立中央病院
　出 席 者：コーディネーター1名

（2）新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種
人材確保業務（日本看護協会委託事業）

①ワクチン接種研修の実施
・青森会場
　期　　日：令和3年9月15日（水）
　場　　所：アップルパレス青森
　参加者数：28名
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１．地域看護活動の推進
（1）医療的ケア児保育所等受入促進事業の推進（県

受託事業）

①医療的ケア児保育所普及啓発フォーラムの実施
期　　日：令和3年11月15日（月）
場　　所：ホテル青森
内　　容
ア　講　演「本県における医療的ケア児支援

の現状と課題及び小児に対する医療的ケ
アの留意点について」
　講　師　青森県立中央病院・成育科

部長　網塚　貴介・氏
イ　事例紹介
　　・新宮団地こども園

園長　木村　重介・氏
　　・五所川原市子育て支援課

課長　山内かおり・氏
ウ　パネルディスカッション

　　・新宮団地こども園
園長　木村　重介・氏

　　・五所川原市子育て支援課
課長　山内かおり・氏

　　・八戸市立市民病院・
小児看護専門看護師　奥寺さおり・氏

　　・青森県保育連合会　　　金子　泰雅・氏
　　・にじいろ保育園　　　　山上華奈子・氏
　　・医療的ケア児の保護者3名
参加者数：40名（リモートにて参加）

②医療的ケア技術研修の実施
・第1回
　期　　日：令和3年8月21日（土）
　場　　所：東奥日報・新町ビル
　対 象 者：保育所等に勤務する保育従事者
　内　　容：

ア　講　義「小児の医療的ケアについて」
　　　講　師　青森県立中央病院・成育科

Ⅳ．地域ケアサービスの実施及び促進等による県民の健康及び福祉の増進に関する事業
　本会の目的である「人々の健康な生活の実現」のため、地域に密着した各種事業を実施する。

・弘前会場
　期　　日：令和3年9月23日（木）
　場　　所：ホテルニューキャッスル
　参加者数：28名
・八戸会場
　期　　日：令和3年9月28日（火）
　場　　所：八戸ユートリー
　参加者数：20名

②ワクチン接種業務への就業支援
・ワクチン接種業務への協力を促すため、チ
ラシを作成し広く周知

・協力者名簿を作成し、リスト管理を実施

③就業準備金支給申請に関する支給対象者への
必要な支援
・ワクチン接種業務希望者に、保健所や自治
体その他で接種業務に従事した場合、就業
資金申請ができること、就業した場合ナー
スセンターに電話連絡することをメールや
手紙等で周知

・保健所や自治体に対して、新型コロナワク
チン接種業務に従事した看護職に、就業支
給金準備金についての周知依頼文書を送付

３．医療・看護安全活動の推進
医療・看護安全委員会活動の推進

　⑴医療安全担当者研修の開催
①令和3年度・青森県医療安全担当者研修会・
交流会（前期）

期　　日：令和3年5月7日（金）
場　　所：東奥日報新町ビル
内　　容：
講　演「医療事故発生時の早期対応」
講　師　弘前大学大学院医学研究科

　医療安全学講座
教授　大德　和之・氏

グループワーク「医療事故事例をもとに早
期対応や今後の対策について」

受講者数：25名

②令和3年度・青森県医療安全担当者研修会・
交流会（後期）
期　　日：令和3年12月17日（金）
場　　所：東奥日報新町ビル
内　　容：
講　演「開示や訴訟に耐えうる看護記録」
講　師　土肥法律事務所・

弁護士　友納　理緒・氏
グループワーク

受講者数：39名

　⑵医療安全の普及・啓発活動
①最新の情報を提供
県協会誌「看護・青い森」及びホームページ
に記事を掲載

②医療事故発生時の対応の検討

③患者誤薬防止のためのガイドラインの作成
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副部長　大瀧　　潮
イ　演習「医療的ケアの実際について」

　　　演習指導：国立病院機構青森病院
副看護師長　小林かおり

看護師　海老名則子
参加者数：22名

・第2回
期　　日：令和3年11月8日（月）
場　　所：アートホテル青森
対 象 者：保健所等に勤務する看護職
内　　容
　ア　講　義「小児の医療的ケアについて」
　　　講　師　青森県立中央病院・成育科

副部長　大瀧　　潮・氏
　イ　演　習「医療的ケアの実際について」
　　　演習指導　国立病院機構青森病院

副看護師長　小林かおり・氏
看護師　海老名則子・氏

受講者数：16名

（2）特別支援学校ならびに保育所等で働く看護職交
流会

　期　　日：令和3年11月13日（土）
　場　　所：ホテル青森
　対　　象：特別支援学校および保育所等に勤務

する看護職員
　内　　容

①講　義「医療的ケア児支援法を受けて連携
のあり方を再考する」

　　講　師　青森中央学院大学・看護学部
教授　齋藤美紀子・氏

　②テーマ「現場で感じる連携の必要性」
　　・ぴよぴよルーム青い鳥

看護師　小笠原佳奈・氏
　　・若葉養護学校　 看護師　吉崎　朋子・氏
　参加者数：23名

（3）青森県看護協会「まちの保健室」事業の推進

リーダー会議の開催
期　　日：令和3年11月22日（月）
場　　所：県民福祉プラザ
出 席 者：まちの保健室協力員リーダー5名

（4）リソースナース活用事業の推進
目的：専門看護師、認定看護師等の人材を各病院

や施設に派遣し、ニーズに沿った研修を行
うことで県内の医療・福祉で働く職員の質
の向上を図り、確保・定着を促進する。中・
高校生を対象に、命の大切さや看護職を志
望する動機付けになるよう、看護の出前授
業を実施する。

内容：県内の専門・認定看護師及び出前授業の講

師が可能な看護職に登録してもらい、希望
のある施設や学校で研修等を行う。

　　　登録者（リソースナース）と依頼施設・学
校は、派遣に係る調整を直接行う。

　　　プラチナナースを活用する。
方法：リソースナースを募集し、協会ホームペー

ジに掲載

（5）令和3年度青森県看護協会介護施設における看
護職員の資質向上推進事業
【青森県介護従事者確保対策事業費補助事業】
期　　間：令和3年6月〜12月
実施分野：感染管理、皮膚・排泄ケア、認知症

看護、糖尿病看護
実施内容：派遣先での研修や指導・助言

ニーズ確認のための事前打ち合わせ
実施後の「認定看護師派遣事業実施
報告書」の作成

実施施設：特別養護老人ホーム・介護老人保健
施設・等　18施設

（6）後期高齢者医療保健事業（訪問指導）
期　　間：令和3年10月〜令和4年1月
対 象 者：令和2年度において、健康診査結果や

受診行動に問題のあった後期高齢者
指導内容：健康異常放置者受診勧奨、生活習慣

病治療中断者受診勧奨、脳梗塞発症
予防、受診行動適正化

指導方法：家庭訪問、電話による指導
実施状況：対象9市町村、訪問件数144件、電話
　　　　　指導19件

（7）令和3年度新型コロナウイルス感染症受診・相
　　談センター電話相談事業（青森県受託事業）

内　　容：青森県内に居住または滞在している
相談者からの新型コロナウイルス感
染症に関する相談や問い合わせの電
話を受け、回答マニュアルに従って回
答する

期　　間：令和3年4月1日〜令和4年3月31日
　実施状況

実施場所 看護職
延べ人数（実数）

相談延べ
件数

相談件数のうち医療機
関を紹介した件数

県保健衛生課 472人（4人） 3,896件 0件（※）
東地方保健所 235.5人（2人） 697件 566件
弘前保健所 547.5人（4人） 13,101件 178件
三戸地方保健所 234人（2人） 1,364件 229件
五所川原保健所 398.5人（2人） 2,955件 676件
上十三保健所 389人（3人） 4,618件 1,494件
むつ保健所 256人（5人） 654件 497件

計 2,532.5人（22人） 27,285件 3,640件
（※）医療機関の紹介は県職員が行うため0件

（8）令和3年度新型コロナウイルス感染症の無症状
者等に係る宿泊療養における看護業務（青森県
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受託事業）
内　　容
①入所・退所時の対応
②無症状者等への説明、健康管理（電話による
健康観察、健康相談等）

③医師への連絡
④感染性廃棄物の処理
⑤急患発生時の対応（当番医への連絡、受診時
の同行、救急車への同乗）

⑥夜間の対応（オンコール）
⑦待機（1市の全ホテルが入所者ゼロになった
場合、新規対応に備える）

⑧夜勤（病床ひっ迫に伴う強化型対応時）
期　　間
　令和3年4月1日〜令和4年3月31日
実施状況
実施場所
（ホテル数）

看護職延べ
人数（実数）

従事
延べ日数

療養者延べ数
（うち入院数）

青森市内ホテル
（3ヵ所） 952人（19人） 353日 1,551人

（38人）
弘前市内ホテル
（2ヵ所） 533人（11人） 301日 542人

（12人）
八戸市内ホテル
（2ヵ所） 882人（15人） 386日 1,154人

（30人）

計 2,367人（45人） 1,040日 3,247人
（80人）

（9）一時保護所等体制強化事業（青森県受託事業）
内　　容
①平時
一時保護入所児童の健康観察、服薬指導等、
一時保護所職員への新型コロナウイルス感染
症対策の一般的な指導・助言（3か所の児童
養護施設等での指導を含む）

②濃厚接触児童入所時
濃厚接触児童の健康観察・接触個所の消毒、
その他入所児童・職員の健康観察、職員への
感染対策の指導・助言

期　　間：令和3年4月1日〜令和4年3月31日
実施状況

実施場所 看護職延べ人数（実数） 従事日数
中央児童相談所 40人（1人） 40日
子ども自立センターみらい 4人（1人） 4日
浩々学園 7人（2人） 6日
美光園 4人（1人） 4日

合　計 55人（5人） 54日

（10）令和3年度新型コロナウイルス感染症対応看
　　 護職員の人材確保業務（青森県受託事業）

内　　容
①支援医療機関と派遣先医療機関等（医療機関
及び社会福祉施設等）との応援派遣看護職員
の調整に係る業務

②支援医療機関の登録及び応援派遣看護職員の

人材確保に係る業務
③応援派遣看護職員に対するスキルアップ研修
の実施に係る業務

④その他、応援派遣に係る必要な業務
期　　間：令和4年2月1日〜令和4年3月31日
実施状況
①応援派遣看護職員の調整
応援派遣の依頼がなかったため実績なし

②支援医療機関の登録及び応援派遣看護職員の
人材確保
医療機関の登録数：当事業による登録18施
設（令和3年度内の登録33施設）

③応援派遣看護職員に対するスキルアップ研修
の実施
・弘前地域
　　期　　日：令和4年3月10日（木）
　　場　　所：愛成会病院　
　　講　　師：県感染対策コーディネーター

　　　　　医師　大西　基喜・氏
（リモート）

　　　　　　　平川市碇ヶ関診療所・
　　　　　　　　感染管理認定看護師

毛利　暢子・氏
　　参加者数：25名
・八戸地域
　　期　　日：令和4年3月19日（土）
　　場　　所：松平病院　
　　講　　師：県感染対策コーディネーター

　　　　　医師　大西　基喜・氏
（リモート）

　　　　　　　青森労災病院
　　　　　　　　感染管理認定看護師　

渡辺季代子・氏
　　参加者数：36名
・青森地域
　　期　　日：令和4年3月26日（土）
　　場　　所：浅虫温泉病院　
　　講　　師：県感染対策コーディネーター

　　　　　医師　大西　基喜・氏
（リモート）

　　　　　　　青森厚生病院
　　　　　　　　感染管理認定看護師　

荒内久美子・氏
　　参加者数：18名

（11）令和3年度新型コロナウイルス感染症対応看
　　 護職員等人材派遣調整事業「広域人材調整事
　　 業」（日本看護協会受託事業）

内　　容
適宜、県との情報共有を図りつつ、予め登録し
ている県内の支援医療機関に県外派遣について
も依頼する。また、潜在看護職への説明会等に
より、県外派遣の協力を依頼する等円滑な広域
調整のための取組を行う
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①応援派遣元の県協会としての派遣調整
②派遣要請県の県協会による派遣調整
期　　間：令和3年12月20日〜令和4年3月31日
実施状況
①応援派遣元の県協会としての派遣調整
・広域人材調整事業の担当者として職員3名
を配置
・広域応援派遣者リスト（医療機関）の看護
部長メーリングリストを作成
・派遣要請のあった沖縄県と派遣職員の取扱
いに関する協定を締結
協定締結：令和4年1月14日
派遣期間：令和4年1月16日〜1月29日
派遣者数：1名
勤務場所：宿泊療養施設
・ナースセンター登録者等に広域人材調整事
業周知のためリモート説明会を実施
第1回：令和4年3月4日（金）
　　　　参加者数・32名
第2回：令和4年3月11日（金）
　　　　参加者数：11名

②派遣要請県の県協会による派遣調整
・未登録施設へ往訪、または電話にて登録を
依頼
・メーリングリストを用いた情報提供及び事
業内容を周知

２．災害看護活動の推進
（1）災害看護活動委員会活動の推進

①災害支援ナースの周知及び募集
・「災害支援ナースの第一歩〜災害看護の基本
的知識〜」受講者へ

　災害支援ナースへの登録について説明・PR
実施

・災害医療と看護－実務編－研修会でのPR実
施

②災害医療と看護（実務編）研修会の企画・運営・
評価
期　　間：令和3年9月7日（火）
開催形態：リモート
講　　師：国際医療福祉大学大学院
　　　　　医療福祉学研究科・保健医療学専攻
　　　　　　災害医療分野　

助教　内海　清乃・氏
受講者数：18名

③災害支援ナース交流会・フォローアップ研修会
の企画・運営・評価
期　　間：令和3年11月5日（金）
開催形態：リモート
内　　容：講義、意見交換
講　　師：神奈川県立保健福祉大学
　　　　　ヘルスイノベーション研究科　

教授　吉田　穂波・氏
参加者数：63名

④助産師職能委員会が主催する災害母子支援
フォーラムへの参加
　災害看護活動委員1名が参加し情報提供を実施

⑤日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同
訓練
期　　間：令和3年11月9日（火）〜11日（木）
実施概要：秋田県県南内陸部に発生した集中豪

雨、災害レベル2
訓練状況：災害支援ナース111名（45施設）中、

派遣可能支援ナース53名（32施設）

⑥青森県看護協会災害支援マニュアルの適宜見直
し

⑦災害支援ナースハンドブックの見直し

（2）災害時受援体制の整備

受援体制検討会の実施
期　　間：令和3年11月18日（木）
開催形態：リモート
対　　象：病院看護管理者、関係者等
内　　容
①事例発表
・令和2年度日本看護協会災害支援ナース
合同訓練における受援の実際
青森県看護協会・専務理事　大鰐　恭子

・COVID－19クラスター発生時の感染管
理認定看護師の支援を通して受援のあり
方を考える
　青森県立中央病院　感染管理認定看護師

赤平　恵美・氏
・看護職員派遣の受援体制整備〜感染症ク
ラスター及び自然災害に備える〜
　十和田市立中央病院・看護局長

簗場理利子・氏
②意見交換
③情報提供「新型コロナウイルスクラスター
発生時の支援医療機関登録について」

参加者数：41名

３．在宅看護の推進
在宅看護推進検討会

⑴在宅検討委員会の開催
・第1回
期　　日：令和3年9月2日（木）
場　　所：リンクモア平安閣市民ホール
参 加 者：委員5名

・第2回
期　　日：令和3年12月2日（木）
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場　　所：青森県観光物産館アスパム
参 加 者：委員5名

・第3回
期　　日：令和4年2月8日（火）
場　　所：リモート
参 加 者：委員4名

⑵新卒・新人訪問看護師教育プログラム作成部会
①第1回
　期　　日：令和3年6月17日（木）
　場　　所：県民福祉プラザ
出席者数：委員6名

②第2回
　期　　日：令和3年7月15日（木）
　場　　所：県民福祉プラザ
出席者数：委員6名

③第3回
　期　　日：令和3年9月16日（木）
　場　　所：リモート
出席者数：委員7名

④第4回
　期　　日：令和3年10月15日（金）
　場　　所：リモート
出席者数：委員7名

⑤第5回
　期　　日：令和3年11月25日（木）
　場　　所：県民福祉プラザ
出 席 者：委員6名（1名リモート出席）

⑥第6回
　期　　日：令和3年12月21日（火）
　場　　所：県民福祉プラザ
出 席 者：委員6名

⑦第7回
　期　　日：令和4年2月25日（金）
　場　　所：リモート
出 席 者：委員5名

⑶訪問看護体験型研修（県受託事業）
　期　　間：令和3年7月〜12月
　体 験 先：県内訪問看護ステーション
　内　　容：
①Aコース（1日の入門コース）
　オリエンテーション、同行訪問、振り返り
②Bコース（2〜5日の実践コース）
　看護ケアの実際、事例検討、基礎技術の演
習、他職種連携の実際

　参加者数：Aコース38名、Bコース5名

４．看護の心普及活動に関する事業
（1）出前事業の実施

①看護の日・看護週間事業「看護の出前授業」の
実施
　期　　間：令和3年5月〜12月
　対　　象：県内の中学生・高校生等
　内　　容：「命の大切さ」「妊娠・中絶・性感染

　　　　　　　　症について」「思春期の身体と心
　　　　　　　　の変化」「看護の仕事について」等

　実施状況：12校

②思春期応援隊員の会議
・第1回会議
　期　　日：令和3年5月8日（土）
　場　　所：県民福祉プラザ
出席者数：思春期応援隊員12名、運営本部役
　　　　　職員3名
・第2回会議
　期　　日：令和3年9月25日（土）
　場　　所：リモート
出 席 者：思春期応援隊員7名、運営本部役

職員3名

③出前授業の評価
　対　　象：「出前授業」を受けた生徒全員
　方　　法：感想文を学校毎に依頼し、提出してもら

い、それを基に会議等で評価を実施。

④出前授業についてのアンケート調査
県内の中学校・高校に調査を実施

⑤思春期応援隊員の募集
県協会ホームページにて随時募集

（2）高校生一日看護体験

進路に関する実態調査の実施
　時　　期：令和4年3月
　対　　象：看護体験参加高校75校
調査結果：回答数58校（回答率77％）

（3）企画広告の掲載

　期　　日：令和3年5月12日（水）
　内　　容：デーリー東北朝刊紙面に「看護の

日」企画広告掲載

Ⅴ．日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業

諸会議等への出席

日本看護協会主催の会議等へ出席
⑴通常総会及び全国職能別交流集会
⑵理事会

⑶法人会員会
⑷全国職能委員長会
⑸地区別法人会員会・職能委員長会
⑹その他会議
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Ⅵ．その他本会の目的を達成するために必要な事業

１．広報活動
（1）広報出版委員会活動の推進

①県協会誌「看護・青い森」の発行（7月、10月、1月）
　ア　第109号（令和3年7月15日発行・
　　　※ナースセンターだより合併号）：10,200部
　イ　第110号（令和3年12月3日発行）：9,300部
　ウ　第111号（令和4年1月15日発行・
　　　※ナースセンターだより合併号）：10,400部

②支部、職能委員会、常任委員会との連携
活動内容報告、イベント紹介、支部だより等を
県協会誌「看護・青い森」に掲載

③県協会主催イベント等の取材
随時実施

（2）会員への情報提供

①ホームページによるタイムリーな情報の提供
　随時更新

②パンフレット（協会案内）の作成と配付
　随時配付

２．会員の福利厚生

⑴会員の表彰（青森県看護協会長表彰）
令和3年度青森県看護協会長表彰：受賞者12名

⑵各賞候補者の推薦
・令和3年度日本看護協会名誉会員：

被推薦者　對馬　庸子・氏
・令和3年度日本看護協会長表彰：

被推薦者　山本　春江・氏
・令和3年度看護功労者知事表彰：

被推薦者　長尾　弘子・氏
・令和3年度母子保健功労者表彰：

被推薦者　白濱奈々子・氏
・令和4年度日本看護協会名誉会員：

被推薦者　岩﨑　なみ・氏
・令和4年度日本看護協会長表彰：

被推薦者　熊谷　崇子・氏

⑶弔慰見舞・災害見舞
東青支部2名、三八支部2名、下北支部1名、
上十三支部3名

⑷役員・委員等の公務災害補償等
役員傷害保険、役員賠償責任保険、ボランティ
ア活動保険、災害支援ナース障害保険、看護協
会イベント等参加者の傷害保険等の加入

⑸福利厚生拡大の検討

　令和4年度開始の会員特典の検討
・宿泊施設の優待割引等
・書店の購入価格割引
・クレジットカード年会費の割引

３．組織強化
（1）会員の加入拡大強化

①入会に関する調査

令和3年度会員数（前年度増減）
総　　数 8,684人（－53）
保 健 師 244人（－11）
助 産 師 323人（＋ 2）
看 護 師 7,773人（－25）
准看護師 344人（－19）

②会員の加入促進
ア　会費未納者への加入継続の通知
　　令和3年7月送付

イ　施設・学校・市町村等への役員訪問

地　区 訪問先 訪問日

東青
（13ヵ所）

青森厚生病院 令和3年9月27日
松丘保養園 令和3年11月2日
青森市立浪岡病院 令和3年12月6日
母子ケアハウスふくい助産院 令和3年12月6日
平内中央病院 令和3年12月13日
浅虫温泉病院 令和3年12月13日
青森敬仁会病院 令和3年12月13日
外ヶ浜中央病院 令和3年12月15日
青森県立中央病院 令和4年3月23日
浪打病院 令和4年3月23日
青森厚生病院 令和4年3月23日
青森市立浪岡病院 令和4年3月23日
青森慈恵会病院 令和4年3月23日

中弘南黒
（8ヵ所）

板柳中央病院 令和3年10月8日
黒石あけぼの病院 令和3年11月12日
弘前メディカルセンター 令和3年12月10日
弘前小野病院 令和3年12月10日
須藤医院（外来部門・入院部門） 令和3年12月10日
老健希望ケ丘ホーム 令和3年12月10日
老健幸陽荘 令和3年12月10日
訪問看護事業所共 令和3年12月10日

三八
（18ヵ所）

ハーモニーナースステーション 令和3年11月10日
青森労災病院 令和3年11月10日
湊病院 令和3年11月10日
八戸市立市民病院 令和3年11月10日
しろがね訪問看護ステーション 令和3年11月10日
八戸市保健所 令和3年11月10日
八戸市医師会長（熊谷眼科） 令和3年11月10日
城北病院 令和4年3月24日
メディカルコート八戸西病院 令和4年3月24日
南部病院 令和4年3月25日
五戸総合病院 令和4年3月25日
南部町医療センター 令和4年3月25日
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三八
（18ヵ所）

八戸赤十字病院 令和4年3月25日
佐々木泌尿器科病院 令和4年3月28日
於本病院 令和4年3月28日
岸原病院 令和4年3月28日
八戸市立市民病院 令和4年3月28日
はちのへ江陽クリニック 令和4年3月28日

西北五
（4ヵ所）

つがる総合病院 令和3年10月8日
中泊町役場 令和3年12月15日
尾野病院 令和3年12月15日
西北五医師会 令和3年12月15日

上十三
（4ヵ所）

公立野辺地病院 令和3年11月30日
公立七戸病院 令和3年11月30日
特養野辺地ホーム 令和3年11月30日
特養美土里荘 令和3年11月30日

ウ　他団体での情報交換及び看護協会PR

エ　施設退職者への会員継続の案内送付

オ　新人看護職員向けに協会案内を送付

カ　施設代表者会議の開催
期　　日：令和3年12月8日（水）
開催形態：リモート
内　　容
講　演「看護職の社会的責任と看護協会

の使命」青森県看護協会・会長
講　演「青森県看護協会の入会状況につ

いて」青森県看護協会・総務課長
意見交換「看護協会加入に係る現状／会

員加入拡大のアイディア」
参加者数：21名（16病院）

キ　ナースマンカフェの開催
期　　日：令和4年1月22日（土）
開催形態：リモート
内　　容
テーマ「男性看護職の多彩なキャリア」
　芙蓉会病院・看護教育科長兼看護師長

成田　隆雄・氏
　特別養護老人ホームつくし荘・施設長

成田　怜央・氏
　六戸町役場福祉課・保健師

種市　　雅・氏
参加者数：23名

③看護学校の入学式・戴帽式・卒業式等へ出席と
入会の働きかけ
　・弘前市医師会看護専門学校・入学式
　期　　日：令和3年4月3日（土）
　場　　所：平川市文化センター
　出 席 者：専務理事
　・千葉学園高等学校・進級式
　期　　日：令和3年4月8日（木）
　場　　所：千葉学園高等学校
　出 席 者：会長

・弘前市医師会看護専門学校・誓い式へ出席
期　　日：令和3年10月2日（土）
場　　所：弘前市医師会館
出 席 者：看護師職能II理事
・千葉学園高等学校・継灯式へ出席
期　　日：令和3年11月11日（木）
場　　所：千葉学園高等学校
出 席 者：常務理事
・青森県立保健大学・卒業証書・学位記授与式
へ出席
期　　日：令和4年3月10日（木）
場　　所：青森県立保健大学
出 席 者：会長

（2）支部組織の強化

①支部集会に参加し、看護協会事業説明・PR実
施
・東青支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：ねぶたの家ワ・ラッセ
参 加 者：山内第一副会長
・中弘南黒支部
期　　日：令和3年5月29日（土）
場　　所：弘前市民文化交流館（ヒロロ）
参 加 者：柾谷会長
・三八支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：八戸市総合保健センター
参 加 者：柾谷会長
・西北五支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：五所川原市ふるさと交流圏民セン
　　　　　ター「オルテンシア」
参 加 者：山形常務理事
・下北支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：公済会館
参 加 者：前田常務理事
・上十三支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：三沢市国際交流教育センター
参 加 者：大鰐専務理事

②支部管内看護管理者ネットワークの構築
　支部ネットワーク研修の開催

期　　日：令和3年7月27日（火）
場　　所：ハートピアローフク（青森県労働

福祉会館）
テ ー マ：良質な看護を提供するためのネッ

トワーク構築
　　　　　〜山形県看護協会の取組に学ぶ〜
講　　師：前・山形県看護協会会長

井上　栄子・氏
参加者数：来場10名、リモート37名
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４．円滑な組織運営
（1）会議等の開催

①通常総会
　　期　　日：令和3年6月19日（土）
　場　　所：リンクモア平安閣市民ホール
　出席者数：来場者74名、委任状6,840名

②特別講演
　　期　　日：令和3年6月19日（土）
　場　　所：リンクモア平安閣市民ホール
　 テ ー マ：看護の力で健康な社会を！
　　　　　　　　〜看護ベンチャーの挑戦から〜
　講　　師：ケアプロ株式会社・代表

川添　高志・氏（リモート）

③理事会
　定例6回、臨時1回、書面開催1回

④業務執行理事会
　適宜開催（週1回）

⑤拡大業務執行理事会
・第1回
期　　日：令和3年7月16日（金）
場　　所：県民福祉プラザ
出 席 者：会長、第一副会長、専務理事、常

務理事2名、事務長
・第2回
期　　日：令和3年12月14日（火）
場　　所：県民福祉プラザ
出 席 者：会長、副会長2名、専務理事、常

務理事2名、事務長

⑥支部長・常任委員長会合同会議（年2回）
・第1回
期　　日：令和3年7月17日（土）
場　　所：新町キューブ

・第2回
期　　日：令和3年10月16日（土）
場　　所：新町キューブ

⑦職能・常任委員会
　適宜開催

⑧支部集会
・東青支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：ねぶたの家ワ・ラッセ

・中弘南黒支部
期　　日：令和3年5月29日（土）
場　　所：弘前市民文化交流館（ヒロロ）

・三八支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：八戸市総合保健センター

・西北五支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：五所川原市ふるさと交流圏民セン

ター「オルテンシア」
・下北支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：公済会館

・上十三支部
期　　日：令和3年5月22日（土）
場　　所：三沢市国際交流教育センター

⑨教育懇談会
期　　日：令和3年10月30日（土）
開催形態：リモート
内　　容
講　演「組織における人材育成」
　　一般社団法人弘前市医師会・会長
　　弘前市医師会看護専門学校・学校長

澤田　美彦・氏
報　告

・令和4年度の教育体系および今年度の
研修実施状況について

・来年度の計画案について
・認定看護管理者教育課程および受託研
修について

・新卒看護職育成支援事業の実施状況に
ついて

・意見交換
参加者数：35名

⑩協会所有地売却代金用途検討会
期　　日：令和4年1月26日（水）
場　　所：県民福祉プラザ
出 席 者：検討会委員5名（1名欠席）

（2）推薦委員会活動の推進

①令和3年度改選役員及び職能委員等の候補者の
推薦

②県協会ホームページに公募掲載

（3）会員登録管理・運用

①「ナースシップ」の管理・運用
　　随時対応

②会員管理に関する照会への対応
　　随時対応

５．社会参加・他機関との連携に関する事項
（1）社会参加の推進

①青森県訪問看護ステーション連絡協議会理事
会・会議等に出席
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　・理事会への出席
期　　日：令和3年7月24日（土）
場　　所：ほ〜むおんナースステーション
出 席 者：会長、専務理事（オブザーバー）

　・会議への出席
期　　日：令和3年9月4日（土）
場　　所：ほ〜むおんナースステーション
出 席 者：会長、専務理事

　・理事会への出席
期　　日：令和3年10月23日（土）
場　　所：ほ〜むおんナースステーション
出 席 者：会長、専務理事

　・研修会への出席
期　　日：令和3年11月20日（土）
場　　所：県民福祉プラザ（リモート開催）
出 席 者：会長、専務理事

　・理事会への出席
期　　日：令和4年2月19日（土）
場　　所：ほ〜むおんナースステーション
出 席 者：会長、専務理事

②行政、関係機関、他団体へ委員として参画

③看護連盟との情報交換等
　　看護連盟に同行して施設訪問し情報交換実施

・令和4年3月24日（木）
八戸城北病院、メディカルコート八戸西病
院

・令和4年3月25日（金）
南部病院、五戸総合病院、南部町医療セン
ター、八戸赤十字病院

・令和4年3月28日（月）
佐々木泌尿器科病院、於本病院、岸原病院、
八戸市立市民病院、はちのへ江陽クリニック

④関係団体の後援、推薦依頼への協力

（2）政策形成

青森県健康福祉部長との意見交換会に参加
　期　　日：令和3年7月16日（金）
場　　所：青森県庁
出 席 者：会長、第一副会長、専務理事、常務

理事2名
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