
令和４年度青森県看護協会事業計画

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。

【令和４年度重点事項（３ヵ年計画：１年目）】
１．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．組織力の強化

＊太字ゴシックは新規事業
＊「（重）」は重点事業

１．継続教育
（1）教育委員会活動の推進

研 修 数：新人研修：3　准看護師研修：1　　
　専門研修：28　看護教育研修：3
　管理者教育研修：2　　

研修日数：42日

【重点事項に関わる研修】（重）
・学ぼう！看護職の役割と責任／睡眠セミナー／

WRAP「自分のトリセツ」を作ろう
・新型コロナウイルス感染症禍でのコミュニケー

ション技術
・実地指導者研修
・教育担当者研修
・准看護師のための看護実践力アップ　口腔ケ
ア・スキンケア
・小児・重症心身障がい児看護
・外来看護と地域連携
・訪問看護の実際〜事例を中心に〜
・地域連携におけるアドバンスケアプランニング
（ACP）
・看護師の特定行為研修〜看護師の特定行為修了
者の育成と組織内での活動を考える（仮）〜
・看護補助者の活用推進のための看護管理者研修

【新規研修】
・小児のアレルギーと感染症
・医療安全担当者スキルアップ研修 予期せぬ事

態に柔軟に対応するチームマネジメント
・がん患者のアピアランスケア（医療者が行う外

見ケア）
・終末期の家族へのグリーフケア
・看護過程を見直そう
・中堅看護師のための人材育成
・医療メディエーションの基礎～対話による関係

構築～
・セルフカウンセリングでリフレッシュ
・伝わりやすい看護研究の発表方法～効果的なプ

レゼンテーションとは～
・「看護」を語るシリーズ（1）～（4）

（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（3コース）
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〜」
「認知症高齢者の看護実践に必要な知識」

②JNAオンデマンド配信研修
「医療安全管理者養成研修プログラム」
・集合研修：令和4年10月28日（金）
・場　　所：県民福祉プラザ

（3）教育懇談会の開催
・期　　日：令和4年10月29日（土）
・場　　所：県民福祉プラザ
・内　　容：講演、研修実施状況報告、次年度

研修計画案説明、長期研修・受託
研修予定説明、新卒看護師の離職
について、意見交換

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事業

の実施

令和4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4年5月13日（金）〜6月30日（木）
・内　　容：所定のカリキュラム・120時間
　　　　　　（21日間）
・定　　員：80人

事業計画は、定款第４条の６つの事業に沿って掲載
１．看護教育及び学会等に関する事業
２．看護職の労働環境等の改善及び就業促進に関する事業
３．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

４．地域ケアサービスの実施及び促進等に関する事業
５．日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業
６．その他本会の目的を達成するために必要な事業
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（2）認定看護管理者教育課程サードレベル事業の実
施

2022年度認定看護管理者教育課程サードレベルの
運営及び評価
・期　　間：令和4年10月13日（木）〜12月14日（水）
・内　　容：所定のカリキュラム・195時間（33日間）
・定　　員：20人

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4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4年7月〜10月
・会　　場：県民福祉プラザ
・内　　容：所定のプログラム、e-ラーニング、集

　　合研修
・定　　員：40人

（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4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4年11月〜12月（7日間）
・会　　場：県民福祉プラザ
・内　　容：所定のプログラム
・定　　員：12人

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：約4ヶ月
・場　　所：未定・各圏域実習場所
・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（事
例検討会2日）

５．看護職員認知症対応力向上の推進
青森県看護職員認知症対応力向上研修の開催

令和4年度青森県看護職員認知症対応力向上研修の
運営及び評価（県受託事業）
・期　　間：令和4年8月
・開催形態：リモート
・内　　容：所定のプログラム18時間（3日間）

６．介護施設における看護職員の感染管理スキル
アップの推進

介護施設における看護職員の感染管理スキルアップ
研修の開催

令和4年度介護施設における看護職員の感染管理ス

キルアップ研修の運営及び評価
・期　　間：令和4年7月〜11月
・場　　所：県民福祉プラザ
・内　　容：研修会3回（講義・演習）

７．高齢者権利擁護等推進事業の実施
高齢者権利擁護等推進事業 看護職員研修の開催

令和4年度高齢者権利擁護等推進事業・看護職員研
修の運営及び評価
・期　　間：（未定）
・場　　所：県民福祉プラザ
・内　　容：標準プログラムに沿った3日間の研修会

８．介護施設看護力推進事業の実施
介護施設看護力推進研修の開催

令和4年度介護施設看護力推進研修の運営及び評価
・期　　間：（未定）
・場　　所：県民福祉プラザ
・内　　容：研修会、意見交換会・等

９．学会等学術の振興
（1）学会委員会活動の推進

第51回青森県看護学会の運営及び評価
・期　　日：令和4年11月12日（土）
・場　　所：リンクモア平安閣市民ホール
・メインテーマ：「未来へ繋ぐ看護」
・内　　容：
　　　①特別講演
　　　　講　師：ワコール女子陸上競技部

福士加代子・氏
　　　②口演

（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

10．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4年5月21日（土）
・場　　所：県民福祉プラザ
・対　　象：看護職（会員・非会員）
・内　　容：プラチナナースの働き方（仮）

②事例検討会
・期　　日：令和4年10月22日（土）
・場　　所：アピオあおもり
・対　　象：看護職（会員・非会員）、多職種
・内　　容：地域保健活動の現状と課題（仮）
　　　　　　〜処遇困難事例から学ぶ〜

（2）中弘南黒支部
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①看護学習会
・期　　日：令和4年5月21日（土）
・場　　所：弘前市民文化交流館ホール（ヒロロ）
・対　　象：看護職（会員・非会員）
・内　　容：新人看護師とのかかわりを学ぶ（仮）
　　　　　　講　師　弘前医療福祉大学・

教授　小玉　有子・氏

②秋の研修会
・時　　期：（未定）
・場　　所：弘前市民文化交流館ホール（ヒロロ）
・対　　象：看護職（会員・非会員）
・内　　容：看護師のストレスに対する対処法につ
　　　　　　いての講義とリフレッシュ法を学ぶ

（3）三八支部

①春の特別講演会
・期　日：令和4年5月28日（土）
・場　所：総合リハビリ美保野病院
・対　象：看護職（会員・非会員）、一般市民
・内　容：地域包括ケアに関連する講演会
　　　　　講　師　八戸赤十字病院・

医師　藤澤健太郎・氏

②第3回看護実践報告会
・期　　日：令和4年11月26日（土）
・場　　所：総合リハビリ美保野病院
・対　　象：看護職（会員・非会員）、看護学生
・内　　容：看護実践報告

（4）西北五支部

①第1回研修会
・期　　日：令和4年5月21日（土）
・場　　所：つがる市生涯学習交流センター
　　　　　　「松の館」
・対　　象：看護職（会員・非会員）及び介護職
・内　　容：実践的ケアについての講演（2題を予定）

②第2回研修会
・期　　日：令和4年10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）
・対　　象：看護職（会員・非会員）、介護職
・内　　容：地域で取り組む救急医療
　　　　　　講　師　八戸市立市民病院・
　　　　　　　　　　　救急看護認定看護師

神田　新一・氏

（5）下北支部

①第1回研修会
・期　　日：令和4年6月4日（土）
・場　　所：公済会館
・対　　象：看護職（会員）
・内　　容：講　演「セルフケアマッサージ」
　　　　　　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

②第2回研修会
・期　　日：令和4年12月3日（土）
・場　　所：公済会館
・対　　象：看護職（会員・非会員）、介護職、ケ
　　　　　　アマネジャー、医療従事者
・内　　容：症例発表
　　　　　　「看看連携の推進〜地域を知る〜」

（6）上十三支部

①看護研修会
・期　　日：令和4年5月28日（土）
・場　　所：リモートリモート開催
・対　　象：看護職（会員・非会員）
・内　　容：自らが望む人生の最終段階、考えそし
　　　　　　て伝えていますか（仮）

②看護ケア検討会
・期　　日：令和4年10月22日（土）
・場　　所：三沢市国際交流教育センター
・対　　象：看護職（会員・非会員）
・内　　容：在宅緩和ケアへの支援について

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。

看護職の確保・定着に関する事業
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
等を行う。

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
現在の状況を確認する。
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する。

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
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　・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
・時　　期：令和4年10月〜12月
・対　　象：ナースセンターから紹介し採用した施設
・訪問施設数：2箇所
・内　　容：就業状況及び教育体制等の状況把握
③求人施設への訪問
・時　　期：随時
・対　　象：ナースセンターに登録している求人

施設等
・訪問施設数：2箇所
・内　　容：状況把握等

⑶NCCSの運用及び各種データの管理
①NCCSの運用
　NCCSを運用し、紹介事業を行う。
②データ管理
NCCSのデータを活用し、県への定期報告の作
成及び各種データの管理を行う。
③セキュリティ対策
個人情報流出やウイルス等に対するセキュリ
ティの強化を行う。
・内　　容：ナースセンター設置PC4台を看護協会

運営本部LANに接続しセキュリティ
機器対象エリアに配置する。

⑷県との連携（U・I・Jターン）
①合同移住フェア参加（県主催）
首都圏からのU・I・Jターンを希望している看
護職のための情報提供及び相談を行う。
・参 加 者：2名
・時　　期：令和4年9月頃
・場　　所：東京
・内　　容：ブース設置、資料の配付
②青森暮らしまるごとセミナー相談会参加（県主催）
首都圏からのU・I・Jターンを希望している看
護職のための情報提供及び相談を行う。
・参 加 者：2名
・場　　所：県内1回、東京2回
・内　　容：ブース設置、資料の配付
③会議等
青森県企画政策課との打ち合わせ会議を年3回
程度行う。

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）
・内　　容：「看護のお仕事移動相談」を実施する。
　　　　　　就業相談員会議を年1回開催する。
②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。

③ハローワークとの連絡調整会議
ハローワーク（青森・弘前・八戸）との会議を
各年2回程度実施する。

④広報誌掲載
各市町村の広報誌に記事掲載を依頼する。

⑹届出制度の周知及び退職者への登録促進
①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4年4月
・方　　法：郵送
・作 成 数：800セット
・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
　　　　　　（※）パンフレットは3,000部作成
②退職者へのナースセンター及び届出についての
説明

・対　　象：希望のあった病院
・時　　期：随時
・方　　法：希望のあった施設に相談員が出向く

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
県協会誌「看護・青い森」に「ナースセンターだよ
り」を掲載し、最新の医学・看護に関する情報提
供を行う。
・対　　象：約2,200箇所（病院・診療所・保健所・

訪問看護ステーション・市町村・在宅介
護支援センター・特別養護老人ホーム・
個人会員・求職者・届出登録者）

・時　　期：令和4年7月・令和5年1月

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開催する。
・対　　象：令和4年度卒業予定学生
・時　　期：随時
・開催形態：リモート
・配布資料：協会案内、ナースセンターパンフレット

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
・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

⑴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（2コース）
①最新の医療知識が学べる講義
②看護技術を再確認できる手順書と動画
・定　　員：各コース49人
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・募　　集：教育計画及びホームページへの掲載、
求職登録者へ案内送付

⑵看護職の腰痛予防対策研修の実施
・期　　日：令和4年5月31日（火）
・場　　所：県民福祉プラザ
・内　　容：講演・演習「看護職の腰痛予防対策

　　～ボディメカニクスを取り入れた看
　　護・介護を学ぶ～」
　　講　師　青森県理学療法士会

会長　古木名寿登 氏

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
①ママ・パパナースカフェ
結婚・出産した看護職が復職し、仕事と家庭、
子育てを両立させるために託児所等の情報や、
復職後の現状など復職した看護職から実例を紹
介してもらう。また、参加者同士が悩みや、復
職への想いを話し、交流することで復職への不
安を払拭できる場とする。
・期　　日：（未定）
・対　　象：県内のパパ・ママナース
・定　　員：15人程度
・内　　容：講演・交流会

②セカンドキャリア研修
・時　　期：令和4年11月3日（木）
・場　　所：県民福祉プラザ
・対　　象：県内50歳以上の看護職
・講　　師：青森県立保健大学・

前学長　上泉　和子・氏

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4年5月頃
・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：調査用紙を発送し返信用封筒で回答

⑶看護労働環境対策委員会
　①医療勤務環境改善支援センターとの連携
・目　　的：ハラスメント撲滅に向け、ハラスメ

ント担当者（他職種）を対象とした
研修会を医療勤務環境改善支援セン
ターと共同で開催する。

・期　　日：令和4年9月3日（土）
・対　　象：看護職、医療関係者、事務・等
・定　　員：50人程度
・内　　容：ハラスメント担当者研修会の開催

②「夜勤・交代制勤務に関する実態調査」報告書
作成および報告・研修会
・目　　的：青森県で働く看護職の夜勤・交代制勤

務に関するガイドライン普及を進める。

・期　　日：令和5年3月
・場　　所：（未定）
・対　　象：県内病院の看護職・医療関係者・事

務・等
・定　　員：50人程度
・内　　容：報告書作成、報告、研修会
・報告書配付先：会員所属施設・約320ヵ所

③日本看護協会主催の看護職のWLB推進担当者
会議に出席

５．看護の啓発活動

⑴看護大学等進路説明会の開催
・期　　日：令和4年7月30日（土）
・対　　象：高校生、保護者、教師等（100人程度）
・場　　所：県民福祉プラザ
・内　　容：講演・個別相談（相談はリモートにて実施）
　　　　　　ポスターの作成と県内高校への送付

⑵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。

⑶看護の日イベント
①「看護の心をみんなの心に」看護の出前授業
・期　　日：令和4年5月11日（水）

　・内　　容：日本看護協会のPRバスとコラボし
　　　　　　　て実施・県庁で出発式
　　　　　　青森明の星中学・高等学校で、出前

　授業を実施
　　　　　　バスの前で記念撮影
②看護職への応援メッセージ募集
③看護の日ポスター・チラシの送付
　会員施設、個人会員、県内中学校・高校へ送付

６．訪問看護の質向上及び支援

訪問看護師ブラッシュアップ研修の実施
⑴肺炎予防のためのフィジカルアセスメント
・期　　日：令和4年6月24日（金）
・場　　所：青森県立保健大学
・定　　員：20人程度
・講　　師：青森県立保健大学・健康科学部看護学科

・教授　角濱　春美・氏

⑵在宅における摂食嚥下
・期　　日：令和4年12月2日（金）
・場　　所：県民福祉プラザ
・定　　員：20人程度
・講　　師：摂食・嚥下障害看護認定看護師

　丹藤　　淳 氏

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
・時　　期：令和5年3月
・内　　容：実施報告、次年度計画案・等
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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。

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
・期　　日：令和4年6月18日（土）
・場　　所：リンクモア平安閣市民ホール
・内　　容：講　話「医療従事者のためのアロマセ
　　　　　　ラピー」
　　　　　講　師　IFA認定アロマセラピスト・
　　　　　　　　　　　看護師　野沢　京子・氏
　　　　　活動報告・情報交換

②活動報告冊子の作成（総会要綱に掲載）
・看護職の連携強化に向けた研修会（四職能合同）
実施報告
・看護協会に関するアンケート　実施報告

③看護職の連携強化に向けた研修会（四職能合同）
・時　　期：令和4年11月17日（木）
・場　　所：県民福祉プラザ
・対　　象：県内病院看護師・助産師、施設看護師、

行政保健師、産業看護職等
・内　　容：演　題「全ての人々が必要な時に切れ

目なく提供される看護を目指して」
　講　師　日本看護協会・

会長　福井トシ子・氏
　話題提供「看護職の連携事例」

話題提供者　病院看護師、市町村保健
師、助産師、産業看護職

　意見交換「看護職の連携のためにでき
　ること」

④感染管理認定看護師の感染対策に係る取組状況把
握のための実態調査・ワークショップ
ア．実態調査
・調査時期：令和4年5月頃
・調査対象：感染管理認定看護師
・調査内容：感染対策の取組状況・等
・調査方法：郵送調査
イ．ワークショップ
・時　　期：令和4年9月頃
　・対　　象：県内の保健師・看護師・産業看護職・等
・場　　所：県民福祉プラザ
・内　　容：講　演「ここまでの新型コロナウイ

ルス感染症を総括して」
　　　　　講　師　青森県感染症対策

コーディネーター　大西　基喜・氏
　　　　　ワークショップ

・事例1「感染管理認定看護師」
・事例2「職場における感染対策」
・事例3「保健所における対応」
　意見交換

⑤産後ケア事業推進交流会（保健師職能・助産師職

・委　　員：12名

⑵中央ナースセンターとの連携
①担当者会議に出席
②地区別意見交換会に出席

⑶相談員のスキルアップ
①他機関等での研修に参加
②全国民営職業紹介従事者研修に参加

⑷無料職業紹介事業の運営
無料職業紹介事業の更新

８．新卒看護職離職防止（重）

新卒看護職の相談窓口
就業に関する不安や悩みを解消できるよう、相談
窓口を設置し、離職防止につなげる。
・時　　期：令和4年9月開始

　・内　　容：週1回（月4回）相談日、相談時間を定め、
　　　　　　　電話またはメール等で相談対応をする。

・相 談 員：心理カウンセラー・看護職のコーチ
ング資格者

９．看護職の働き方改革の推進（重）

⑴就業可能な看護職の働き方の提案・業務効率化
フォーラム
・期　　日：令和4年10月22日（土）
・場　　所：県民福祉プラザ
・対　　象：県内看護職・事務職 等
・内　　容：講　義「働き方改革について」
　　　　　　講　師　（元）日本看護協会常任理事

　　　　　　　　　　　　　　　熊谷　雅美 氏
　　事例紹介　業務効率に関して好事例

　　紹介（看護記録）
　　システム説明　具体的なシステムに

　　ついて紹介
⑵看護補助者質向上研修

①看護補助者対象研修会
・期　　日：（未定）
・場　　所：（未定）
・対　　象：県内病院に勤務する看護補助者
・内　　容：（未定）
②オンデマンド研修の周知

県内病院に対し、日本看護協会のオンデマンド
研修を周知する
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能合同）
・共　　催：青森県（健康福祉部こどもみらい課）
・期　　日：令和4年8月27日（土）
・場　　所：県民福祉プラザ
・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
　　　　　（主任以上の全ての看護管理者）
　　　　　県及び市町村の母子保健担当者、医師・等
・内　　容：講　演「コロナ禍における安全・安心

な地域包括ケアシステムの推進」
〜混合病棟の中で妊産褥婦に必要なケ・・
アを提供するために必要なこと〜
　講　師　日本赤十字社・姫路赤十字病院
　地域連携室　副室長　太田　加代・氏
　情報提供　八戸市立市民病院
　意見交換会

⑥保健師関係組織意見交換会
・時　　期：令和4年7月もしくは8月の土曜日
・対　　象：青森県保健師長会役員、市町村保健師

活動協議会役員、青森県がん・生活習
慣病対策課、青森県看護協会役員・保
健師職能委員

・内　　容：保健師活動の課題や看護協会への要望等

⑦会員拡大活動（重）
ア．未加入市町村への加入働きかけ
イ．市長会、村長会に出席し、統括保健師の必要

性のPRおよび入会の働きかけ

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

⑨日本看護協会との連携

（2）助産師職能委員会

①職能集会の開催
・期　　日：令和4年6月18日（土）
・場　　所：リンクモア平安閣市民ホール
・内　　容：講演・意見交換
・講　　師：聖路加国際大学・学長　堀内　成子・氏

②活動報告冊子の作成（総会要綱に掲載）
・産後ケア事業推進交流会・実施報告
・コロナ禍における災害時母子支援フォーラム・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（重）
・共　　催：青森県（健康福祉部こどもみらい課）
・期　　日：令和4年6月3日（金）

・場　　所：県民福祉プラザ
・対　　象：県内看護職（県、市町村、大学、青森県

助産師会、災害支援ナース、保育士、病
院事務、一般県民）、防災活動に関心
のある個人・団体・企業、県・市町村の
防災関係部署、社会福祉協議会の職員、
災害時支援ネットワークに興味のある方

・内　　容：講　演「災害時、未来につながる連携
と母子支援を考えるinあおもり」

　　　　　講　師　熊本市民病院　
看護部長　桑原　美保・氏

　パネリスト　助産師・保健師（災害母子支
援にかかわった人）、防災士

　質疑応答・意見交換

⑤看護職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「いいお産の日」事業への参加
・日　　時：令和4年11月3日（木）
・場　　所：ヒロロ（弘前市）
・内　　容：妊婦体験、血管年齢測定、血圧測定等
　　　　　（助産師職能委員が協力員として参加）

⑦災害看護活動委員会との協働
ア．災害看護活動委員会との合同委員会開催
イ．災害看護活動委員会への助産職能委員長参加

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

⑨日本看護協会との連携

（3）看護師職能委員会Ⅰ

①職能集会の開催（看護師職能委員会Ⅱと合同）
・期　　日：令和4年6月18日（土）
・場　　所：リンクモア平安閣市民ホール
・内　　容：講　演「地域包括ケア時代に期待され

る看護職の役割」
　　　　　講　師　東京医療保健大学

・副学長　坂本　すが・氏
　　　　　意見交換

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事例検討会実
施報告

・介護施設で働く看護師の病院研修　実施報告

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4年7月30日（土）
・場　　所：ハートピアローフク（青森県労働福祉会館）
・対　　象：県内の病院及び診療所・介護施設に勤

務する看護師
・内　　容：シンポジウム・事例発表4人（外来に勤
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務する看護師）
　　　　　意見交換
　　　　　講　演（講師から在宅支援についての・

　講演）

④介護施設で働く看護師の病院研修
・時　　期：令和4年9月頃
・場　　所：三八・西北五地域の病院
・対　　象：三八・西北五地域の介護施設で働く

看護師
・内　　容：シャドーイング、意見交換

⑤看護職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

⑦日本看護協会との連携

（4）看護師職能委員会Ⅱ

①職能集会の開催（看護師職能委員会Ⅰと合同）

（看護師職能委員会Ⅰの項を参照）

②活動報告冊子の作成（総会要綱に掲載）
・ハラスメント研修
　〜訪問看護師が利用者・家族からうける暴力に
関する研修〜・実施報告
・1日介護施設見学ツアー（中弘南黒圏域）実施
報告

③1日介護施設見学ツアー
・時　　期：令和4年9月頃
・場　　所：三八圏域の特別養護老人ホーム・有

料老人ホーム・介護老人保健施設
・内　　容：介護施設の見学及び意見交換

④BCP作成における実態調査・報告会
ア．実態調査
・調査時期：令和4年6月頃
・調査対象：介護老人保健施設、特別養護老人
　　　　　　ホーム、グループホーム、ショート

ステイ、訪問看護ステーション
・調査内容：BCP策定における各施設での進捗状

況及び困っていること・等
・調査方法：郵送調査

イ．報告会
・時　　期：令和4年8月20日（土）
・場　　所：青森県観光物産館アスパム
・対　　象：調査対象者と同じ、介護職・他
・内　　容：講演、事例発表、意見交換

⑤看護職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ハラスメントに係る意見交換会
・時　　期：令和4年11月5日（土）
・場　　所：県民福祉プラザ
・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、介護老人保健施設

・内　　容：事例発表、意見交換

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

⑧日本看護協会との連携

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

⑴出向事業

⑵産科医療機関看護管理者研修・交流会
・期　　日：令和4年7月24日（日）
・場　　所：ホテル青森
・対　　象：産科医療機関看護管理者・県内看護職

⑶助産師の質向上研修

⑷事業案内の作成・送付

⑸協議会の開催

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医療安全管理者研修の開催
①令和4年度・青森県医療安全担当者研修会・交流
会・前期

・期　　日：令和4年6月10日（金）
・場　　所：東奥日報新町ビル
・内　　容：講　演「多職種チーム医療における心

理的安全性」
　　　　講　師　近畿大学病院安全管理部

・・教授　辰巳　陽一・氏

②令和4年度・青森県医療安全担当者研修会・交流
会・後期

・期　　日：令和4年10月19日（水）
・場　　所：東奥日報新町ビル
・内　　容：講　演「安全確認！パトロール」

　　　　講　師　弘前大学大学院医学研究科
・教授　大德　和之・氏

　　　　グループワーク

⑵医療安全の普及・啓発活動
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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。

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医療的ケア技術研修〔保育従事者対象〕
　・期　　日：令和4年7月6日（水）
　・場　　所：リンクステーションホール青森
　・対　　象：県内の保育所等に勤務する保育士等
　・講　　師：青森県立中央病院　
　　　　　　　　総合周産期医療センター・成育科

副部長　大瀧　　潮・氏
　　　　　　　国立病院機構青森病院

副看護師長　海老名則子・氏
　副看護師長　小林かおり・氏

②医療的ケア技術研修〔看護職対象〕
・期　　日：令和4年8月20日（土）
・場　　所：アップルパレス青森
・対　　象：県内の保育所に勤務する看護職
・講　　師：青森県立中央病院　
　　　　　　　　総合周産期医療センター・成育科

副部長　大瀧　　潮・氏
　　　　　　　国立病院機構青森病院

副看護師長　海老名則子・氏
　副看護師長　小林かおり・氏

③医療的ケア児保育普及啓発フォーラムの開催

（2）保育施設で働く看護職の質向上研修

研修会の開催
・期　　日：（未定）
・場　　所：（未定）
・対　　象：県内保育園等に勤務する看護職
・講　　師：（未定）

（3）特別支援学校ならびに保育所で働く看護職の合
同交流会・研修会

特別支援学校ならびに保育所等で勤務する看護職
が連携・情報共有等することで母子のための安全・
安心な地域包括ケアシステム構築の一助とする。

（4）在宅医療的ケア児対応看護師確保・育成事業

①医療的ケア児支援普及啓発研修の開催
・期　　日：令和4年7月8日（金）
・場　　所：リンクステーションホール青森

・対　　象：訪問看護師、放課後等デイサービス
　　　　　　及び児童発達支援に従事している看
　　　　　　護師、小児病棟に従事している看護
　　　　　　職、ナースセンター登録者・等

②医療的ケア児支援初期研修の開催

③医療的ケア児支援フォローアップ研修の開催

（5）青森県看護協会「まちの保健室」事業の推進

まとめの作成
・内　　容：活動実績、各地区リーダーから・等
・作成部数：200部程度
・配 付 先：他都道府県看護協会、まちの保健室

協力員・等

（6）リソースナース活用事業の推進

リソースナース事業実施・事業の周知（特別養護
老人ホーム、介護老人保健施設）

２．災害看護活動の推進
災害看護活動委員会活動の推進

⑴災害支援ナースの周知及び募集

①災害医療と看護－基礎編－オンデマンド研修で
のPR実施

②災害医療と看護－実務編－研修会でのPR実施

③「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

⑵災害医療と看護（実務編）研修会の企画・運営・
評価
・期　　日：令和4年9月8日（木）
・場　　所：東奥日報新町ビル
・講　　師：国際医療福祉大学大学院

内海　清乃・氏
・内　　容

①災害及び災害看護の基本について
②災害支援ナースの必要性及び具体的な役割
について

③災害支援ナースとして自己完結型支援の必
要性及び準備品について

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についてアンケートの実

施・フローチャート作成

③患者誤薬防止のためのガイドライン作成後の評
価

- 9 -



④机上シミュレーションや演習を通して災害
支援ナースとしての行動ができる

⑶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　　日：令和4年11月4日（金）
・場　　所：リンクステーションホール青森
・対　　象：災害支援ナース登録者
・講　　師：（未定）
・内　　容：交流会・フォローアップ研修

⑷日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓
練・

⑸青森県総合防災訓練への参加
・期　　日：令和4年9月1日（木）
・場　　所：十和田市・六戸町

⑹青森県看護協会災害支援マニュアルの適宜見直し

⑺災害支援ナースハンドブックの適宜見直し

⑻災害担当者会議（日本看護協会）への出席

⑼災害看護活動委員ブラッシュアップ研修への参加
・時　　期：令和4年5月31日（火）
・場　　所：岩手県盛岡市
・参 加 者：災害看護活動委員

３．在宅看護の推進
（1）訪問看護推進事業（県受託事業）（重）

①在宅看護推進検討委員会の開催

②教育プログラムの推進

③訪問看護体験事業

（2）訪問看護相談窓口の設置（重）
訪問看護支援センターの機能である相談窓口を設
置し、訪問看護の人材確保や育成の支援につなげ
る。また訪問看護支援センター開設につながるよ
う、機能整備を段階的に実施していくうちの一つ
とする。
・内　　容：週1回（月4回程度）相談時間を決め、

電話やメール等で相談対応する。
・相 談 員：訪問看護に精通した看護職

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
・対　　象：県内の中学生・高校生等
・時　　期：学校等の依頼により実施
・内　　容：学校等に出向き、「出前授業」を実施

する

②思春期応援隊員の会議・研修会
ア．会議の開催
・時　　期：令和4年4月・10月
イ．研修会の開催
・期　　日：令和4年4月16日（土）
・講　　師：子どものネットリスク教育研究会

・代表　大谷　良光・氏

③出前授業のまとめ・評価
ア．まとめ

中・高校を対象に実施したアンケートを基に、
今までの活動を振り返り、今後の活動に活か
していく。まとめを作成しホームページ、県
協会誌等に掲載。

イ．評価
実施学校へ感想文・実施報告書の提出依頼を
継続し、その内容を基に活動の評価をする。

④思春期応援隊員の募集
県協会ホームページ、県協会誌「看護・青い森」等に
掲載

⑤出前授業のチラシの作成・送付
チラシを300部程度作成し、実施案内に同封する。

⑵高校生一日看護体験

①看護体験
　協力施設での看護体験・見学
・時　　期：令和4年7月〜9月
・対　　象：県内高校生
・場　　所：県内協力病院25ヵ所

②進路に関する実態調査の実施
・時　　期：令和5年3月
・対　　象：体験参加高校

⑶企画広告の掲載
・時　　期：令和4年5月
・内　　容：デーリー東北紙に「看護の日」企画
　　　　　　広告を掲載

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
・通常総会及び全国職能別交流集会
・理事会

・法人会員会
・全国職能委員長会
・地区別法人会員会・職能委員長会
・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）
（うち年2回はナースセンターだより合併号）

②支部、職能委員会、常任委員会との連携
活動内容報告、イベント紹介等を記事へ反映

③県協会主催イベント等の取材

（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

②パンフレット（協会案内）の作成と配布（随時）

２．会員の福利厚生

①会員の表彰（青森県看護協会長表彰）

②各賞候補者の推薦（日本看護協会名誉会員・日本
看護協会長表彰他）

③弔慰見舞・災害見舞

④役員・委員等の公務災害補償等

⑤会員特典の開始と拡充

３．組織強化
（1）会員の加入拡大強化

①入会に関する調査
准看護師の入会状況分析と基礎データの作成

②会員の加入促進
ア．会費未納者への加入継続の通知
イ．会員未加入及び加入率の低い施設・学校・市

町村への役員訪問
ウ．他団体での情報交換及び看護協会PR
エ．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．施設代表者会の開催
キ．ナースマン交流会の開催

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

④バス車内アナウンスを活用した看護協会のPR

（2）支部組織の強化

①各支部との情報交換及び連携強化

②支部集会に参加し、看護協会事業説明・PR実施

③支部管内看護管理者ネットワークの強化
支部管内看護管理者ネットワーク構築に向け、モデ
ル事業（1支部）を立ち上げる。また、モデル事業
の実践報告を行い、他支部へ周知する。

４．円滑な組織運営
（1）会議等の開催

①通常総会
・期　　日：令和4年6月18日（土）
・場　　所：リンクモア平安閣市民ホール

②理事会（定例：年6回）

③業務執行理事会（週1回）

④拡大業務執行理事会（年2回）

⑤支部長・常任委員長会合同会議（年2回）

⑥職能・常任委員会（年6回〜10回程度）

⑦支部集会（各支部・年1回）

（2）推薦委員会活動の推進

①令和5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

②会員管理に関する照会への対応

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等
に出席

②行政、関係機関、他団体へ委員として参画

③看護連盟・四師会との情報交換

④関係団体の後援、推薦依頼への協力

（2）政策形成

①制度改革への提言

②政策決定の過程への参画と働きかけ
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