
令和２年度　日本看護協会関係報告
報告事項２

（１） 法人会員会等報告
会長　小椋　史香

１　全国法人会員会
　第１回

　　　　日　　時　　令和2年7月31日（金）10：00～12：00

　　　　場　　所　　JNAホール Web参加

　　　　出 席 者　　会長　小椋　史香

　　　　議　　題　　日本看護連盟との連携について意見交換

　第２回

　　　　日　　時　　令和2年8月18日（火）15：00～17：00

　　　　場　　所　　JNAホール Web参加

　　　　出 席 者　　会長　小椋　史香

　　　　議　　題　　新型コロナウイルス感染症に関する人材確保について

　　　　　　　　　　１）新型コロナウイルス感染症対応における看護職員の支援

　　　　　　　　　　２）新型コロナウイルス対応における看護職員派遣のための体制整備

　　　　　　　　　　　　～地域の医療提供体制確保のための看護職員の派遣調整事業の活用～

　　　　　　　　　　３）都道府県ナースセンターにおける看護職確保の対応状況

　　　　　　　　　　４）東京都看護協会におけるコロナウイルス感染症への対応について

　第３回

　　　　日　　時　　令和2年11月27日（金）9：15～12：00　　

　　　　場　　所　　JNAホール Web参加

　　　　出 席 者　　会長　小椋　史香

　　　　議　　題　　日本看護連盟との連携について

　　　　　　　　　　１）厚生労働省　島田看護課長概算要求説明

　　　　　　　　　　２）日本看護連盟　大島会長講演　テーマ「看護政策の実現のために」

　　　　　　　　　　３）意見交換

　第４回

　　　　日　　時　　令和3年2月26日（金）11：30～12：30

　　　　場　　所　　JNAホール Web参加

　　　　出 席 者　　会長　小椋　史香

　　　　議　　題　　日本看護連盟との連携について

　　　　　　　　　　１）会員の福利厚生サービス事業

　　　　　　　　　　２）これまでの経緯と今後の対応

　　　　　　　　　　３）公益法人が行なう活動と運動
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２　地区別法人会員会（中国・四国地区）
　　１） 法人会員会

　　　　日　　時　　令和2年10月22日（木）13：30～17：00

　　　　場　　所　　ホテルニューオータニ鳥取

　　　　出 席 者　　会　　長　小椋　史香

　　　　　　　　　　専務理事　二宮　加惠美　

　　　　協議事項　　（１）2040年を見据えた看護のあり方について

　　　　　　　　　　（２）看護師の継続教育のあり方について

　　　　　　　　　　（３）その他

　　　　

　　２） 法人会員連絡会

　　　　日　　時　　令和2年10月23日（金）9：00～12：00

　　　　場　　所　　ホテルニューオータニ鳥取

　　　　出 席 者　　会　　長　小椋　史香

　　　　　　　　　　専務理事　二宮　加惠美

　　　　協議事項及び情報交換

　　　　　　　　　　（１）新型コロナウイルス感染症への対応状況について

　　　　　　　　　　（２）研修等に係るWebシステムの導入について

　　　　　　　　　　（３）訪問看護総合支援センターに関することについて

　　　　　　　　　　（４）「ナースセンター運営会議」に関することについて

　　　　　　　　　　（５）入会促進に関することについて

　　　　　　　　　　（６）災害に備えた対応について

　　　　　　　　　　（７）感染管理認定看護師に関することについて

　　　　　　　　　　（８）旅費支給に関することについて

　　　　　　　　　　（９）会館建設に関することについて
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（２） 日本看護協会主催会議等報告

1　2020年度　ナースセンター事業担当者会議
　　　　日　　時　　令和2年7月3日（金）

　　　　開催方法　　書面

　　　　参 加 者　　副会長・ナースセンター長　立川　妃都美

　　　　　　　　　　技術職員　田中　佳奈

　　　　内　　容　　1）看護職確保対策の今後の展望

　　　　　　　　　　　厚生労働省医政局看護科看護職員確保対策官　田中　規倫

　　　　　　　　　　2）地域に必要な看護職確保の推進に向けたナースセンター機能の強化・拡大について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　熊谷　雅美

　　　　　　　　　　3）2020年度ナースセンター事業について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　労働政策中央ナースセンター課

　　　　　　　　　　4）2019年度NCCSの運用について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　労働政策中央ナースセンター課

　　　　　　　　　　5）2019年度地域に必要な看護職確保の推進について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　労働政策中央ナースセンター課

　　　　　　　　　　6）2019年度地域に必要な看護職確保推進事業実施報告

　　　　　　　　　　　北海道看護協会・石川県看護協会・熊本県看護協会・宮崎県看護協会

　　　　　　　　　　7）新型コロナウイルス感染症対応に関するナースセンターによる看護職確保について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　労働政策中央ナースセンター課

　　

2　2020年度　第１回全国職能委員長会
　　　　日　　時　　令和2年8月～9月30日（水）

　　　　開催方法　　キャリナースに掲載された音声付パワーポイントと資料を視聴

　　　　参 加 者　　保健師職能委員長　野村　美千江、助産師職能委員長　嶋屋　順子

          　　　　　　看護師職能Ⅰ委員長　久保　幸、看護師職能Ⅱ委員長　日浅　千代美

　　　　内　　容　　1）全体会

日本看護協会の重点政策・重点事業／看護師基礎教育4年制化の推進／准看護

師制度の課題解決に向けた取り組み／地域包括ケアの実現を支える看護機能連

携システムの構築／重症化予防等における看護職活動モデルの創出／訪問看護

師倍増策の推進／母子のための安心・安全な地域包括ケアシステムの構築／看

護職の働き方改革モデルの構築／看護業務の効率化・生産性向上のための支援

策の提案／新たな認定看護師育成の推進／特定行為に係る看護師の研修制度の

活用推進／ナース・プラクティショナー（仮称）制度の構築／看護職の資格管理

体制の構築／地域に必要な看護職確保の推進に向けたナースセンター機能の強

化・拡大

　　　　　　　　　　2）全国保健師職能委員長会

2019年度事業報告・2020年度事業／2019年度活動報告・2020年度活動方針

　　　　　　　　　　3）全国助産師職能委員長会～あなたの地域で母子のための地域包括ケア病棟を作ろう～

2019年度事業報告・2020年度事業／2019年度活動報告・2020年度活動方針

　　　　　　　　　　4）全国看護師職能委員長会Ⅰ

職能委員会の任務と機能／2019年度活動報告・2020年度活動方針／情報収集

について
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　　　　　　　　　　5）全国看護師職能委員長会Ⅱ

2019年度活動報告／2020年度活動方針／在宅・介護領域における特定行為研

修について／各県からの情報提供に向けて

3　2020年度　都道府県看護協会　会員情報管理情報交換会
　　　　日　　時　　令和2年9月10日（木）13：00～15：30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　副 会 長　立川　妃都美

　　　　　　　　　　事務職員　菊池　忍

　　　　内　　容　　1）入会状況について（分析結果の報告）

　　　　　　　　　　2）キャリナースの紹介、キャリナースのユーザー登録・利用状況について

　　　　　　　　　　3）アンケート集計結果について

4　2020年度　認定看護管理者教育機関担当者会議
　　　　日　　時　　令和2年9月17日（木）13：30～16：30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　教育担当　川本　和子

　　　　内　　容　　1）2017年度認定看護管理者カリキュラム基準改正について

　　　　　　　　　　　認定看護管理者制度委員　佐藤　美子

　　　　　　　　　　2）事例紹介

　　　　　　　　　　　（1）統合演習の支援者のためのファシリテーション研修　愛知県看護協会

　　　　　　　　　　　（2）オンライン会議システムを使用した遠隔授業の実施　東京都看護協会

5　2020年度　都道府県ナースセンターとの地区別意見交換会
　　　　日　　時　　令和2年9月29日（火）13：30～16：00

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　副会長・ナースセンター長　立川　妃都美

　　　　　　　　　　技術職員　田中　佳奈

　　　　内　　容　　1）地域に必要な看護職確保推進事業　進捗報告

　　　　　　　　　　2）ナースセンター事業報告

　　　　　　　　　　3）情報提供（第6次NCCSについて、社労士相談窓口・メンタルヘルス相談窓口の

設置について、職業紹介・キャリアコンサルティングに関する研修会の開催（1

月予定）について、新型コロナウイルス感染症対応に関する看護職確保につい

て（第2波に備える）

6　2020年度　地区別職能委員長会
　　　　日　　時　　令和2年10月23日（金）13：30～16：30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　保健師職能委員長　野村　美千江、助産師職能副委員長　石川　幸枝

　　　　　　　　　　看護師職能Ⅰ委員長　久保　幸、看護師職能Ⅱ委員長　日浅　千代美

　　　　内　　容　　1）地区別保健師職能委員長会

　　　　　　　　　　　（1）事業及び委員会報告

　　　　　　　　　　　（2）効果的な看護職間連携の強化について

　　　　　　　　　　　　①コロナ禍における連携の状況について

　　　　　　　　　　　　②生活習慣病・重症化予防における連携の状況について
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　　　　　　　　　　　（3）保健師のネットワーク及び組織強化について

　　　　　　　　　　　（4）組織力のさらなる強化策について

　　　　　　　　　　　（5）産業保健活動に関する取り組みについて

　　　　　　　　　　　（6）各地の産業保健活動の現状と課題について

　　　　　　　　　　2）地区別助産師職能委員長会

　　　　　　　　　　　（1）活動報告

　　　　　　　　　　　（2）アドバンス助産師更新申請等について

　　　　　　　　　　　（3）周産期における新型コロナウイルス感染症拡大時のマネジメントと産業ケア

　　　　　　　　　　　　　事業について

　　　　　　　　　　　（4）分娩取扱医療機関における産科混合病棟の実態について

　　　　　　　　　　　（5）医療機関の助産師が地域で母子支援を実施するための検討

　　　　　　　　　　3）地区別看護師職能委員長会Ⅰ　病院領域

　　　　　　　　　　　（1）意見交換・新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、自施設及び地域の

　　　　　　　　　　　　　体制整備をどのように強化していくか

　　　　　　　　　　　　①地域で新型コロナウイルス感染症対応（外来での検査対応、軽症・中等症・

重症患者の受け入れ）を行っていた医療機関において、人員調整や業務のマ

ネジメントがどのように実施されていたか

　　　　　　　　　　　　②地域での看護管理者が連携して行った取り組み

　　　　　　　　　　4）地区別看護師職能委員長会Ⅱ　介護・福祉関係施設・在宅等領域

　　　　　　　　　　　（1）委員会報告

　　　　　　　　　　　（2）情報提供

　　　　　　　　　　　　①看護管理者に求められるリスク管理

　　　　　　　　　　　　②在宅・介護領域における特定行為研修／意見交換「訪問看護師倍増策の推進

～進捗と今後の課題」

7　2020年度　公益法人運営に関する勉強会
　　　　日　　時　　令和2年10月28日（水）10：00～15：30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　事務局長　宇和川　仁巳

　　　　　　　　　　事務主任　水沼　真弓

　　　　内　　容　　1）公益法人会計の基礎知識（財務諸表、区分経理）について

　　　　　　　　　　　大光経営研究所　公認会計士　定免　賢一郎

　　　　　　　　　　2）寄附を受け入れる際の会計処理及び寄附者の税制優遇について

　　　　　　　　　　　大光経営研究所　公認会計士　定免　賢一郎

　　　　　　　　　　3）公益認定が取り消される事由（公益認定基準の逸脱、欠格事由）

　　　　　　　　　　　①認定取消までの手続き上の流れについて

　　　　　　　　　　　②認定取消による法的な影響について

　　　　　　　　　　　日本看護協会公益法人制度担当　井之輪　豪

8　2020年度　都道府県看護協会　災害看護担当者会議
　　　　日　　時　　令和2年11月11日（水）14：00～16：30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　専務理事　二宮　加惠美

　　　　内　　容　　1）日本看護協会と都道府県看護協会における災害時の看護支援活動について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　鎌田　久美子
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　　　　　　　　　　2）報告「2019年度災害支援ナース派遣調整合同訓練について～被災想定県におけ

る訓練の実際～」

　　　　　　　　　　　兵庫県看護協会　専務理事　西口　久代

　　　　　　　　　　3）情報提供「令和元年台風19号における災害支援ナース派遣に係る看護支援活動」

　　　　　　　　　　　宮城県看護協会　専務理事　狩野　クラ子

　　　　　　　　　　4）情報提供「令和2年7月豪雨における災害支援ナースの派遣について」

　　　　　　　　　　　大分県看護協会　副会長　藤本　紀代美

　　　　　　　　　　5）意見交換

　　　　　　　　　　　（1）都道府県看護協会による医療機関の支援ニーズの把握について

　　　　　　　　　　　（2）災害支援ナースの登録と更新について

　　　　　　　　　　6）情報提供「2020年度災害支援ナース派遣調整合同訓練について」

　　　　　　　　　　　日本看護協会　看護開発部

　　　　　　　　　　7）書面報告

　　　　　　　　　　　（1）令和元年台風19号青森県災害支援ナース派遣活動報告（青森県看護協会）

　　　　　　　　　　　（2）令和元年台風19号における災害支援ナース派遣の看護支援活動～派遣を通し

　　　　　　　　　　　　　て感じた課題～（山形県看護協会）

　　　　　　　　　　　（3）令和2年7月豪雨における災害支援ナース派遣に係る看護支援活動（熊本県看

　　　　　　　　　　　　　護協会）

9　2020年度　都道府県看護協会・都道府県訪問看護連絡協議会合同会議
　　　　日　　時　　令和2年11月19日（木）14：00～16：00

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　会長　小椋　史香

　　　　内　　容　　1）情報提供「訪問看護総合支援センターの設置に向けて」

　　　　　　　　　　　（1）訪問看護総合支援センターの機能、目的

　　　　　　　　　　　（2）モデル事業の紹介

　　　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　岡島　さおり

　　　　　　　　　　2）報告「山形県・新潟県・富山県看護協会における2020年度訪問看護総合支援セ

　　　　　　　　　　　ンター試行事業の進捗状況について

　　　　　　　　　　　山形県看護協会　常任理事　鈴木　郁子

　　　　　　　　　　　新潟県看護協会　常務理事　青柳　玲子

　　　　　　　　　　　富山県看護協会　専務理事　向野　勝美

10　2020年度　都道府県看護協会　看護労働担当者会議
　　　　日　　時　　令和2年11月25日（水）10：00～12：30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　副会長　立川　妃都美

　　　　内　　容　　1）情報提供「看護職の労働環境改善に向けた本会事業について」

　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　熊谷　雅美

　　　　　　　　　　2）情報提供「本会における『ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）』の推進

　　　　　　　　　　　について」

　　　　　　　　　　　日本看護協会　労働政策部

　　　　　　　　　　3）報告「2019年病院および有床診療所における看護実態調査および詳細分析結果

　　　　　　　　　　　について」

　　　　　　　　　　　日本看護協会　労働政策部
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　　　　　　　　　　4）意見交換「新型コロナウイルス感染症対応と労働環境」

11　2020年度　全国准看護師理事会議
　　　　日　　時　　令和2年12月10日（木）13：30～15：20

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　准看護師理事　石川　恵子

　　　　内　　容　　1）准看護師制度に関する日本看護協会の方針と取り組みについて

　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　岡島　さおり

　　　　　　　　　　2）質疑・意見交換

　　　　　　　　　　　①ガイドラインの活用状況について

　　　　　　　　　　　②准看護師の入会促進策について

12　2020年度　都道府県看護協会　広報担当役員会議
　　　　日　　時　　令和3年1月15日（金）13：30～16：00

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　専務理事　二宮　加惠美

　　　　　　　　　　事務職員　大堀　麻弥

　　　　内　　容　　1）新たな「看護の日・看護週間」事業の方針について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　広報部長　坂路　幸恵

　　　　　　　　　　2）2021年度「看護の日・看護週間」事業について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　広報部長　坂路　幸恵

　　　　　　　　　　3）都道府県看護協会の取り組み状況（ふれあい看護体験／看護の出前授業）について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　広報部課長　伊藤　雄介

　　　　　　　　　　4）事例発表「若年層を対象にした看護の普及に関する取り組み」

　　　　　　　　　　　①若年層を対象にした広報活動について～ふれあい看護体験発表会～

　　　　　　　　　　　　北海道看護協会

　　　　　　　　　　　②県行政と連携した出前授業～若年層を対象にしたふれあい看護体験・出前授

　　　　　　　　　　　　業の実施～

　　　　　　　　　　　　栃木県看護協会

　　　　　　　　　　　③小学生・中学生を対象にした出前授業「いのちのせんせい」の実施

　　　　　　　　　　　　香川県看護協会

13　2020年度　都道府県看護協会　図書室担当者研修会
　　　　日　　時　　令和3年1月29日（金）10：00～12：30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　教育担当　丹治　優子

　　　　内　　容　　1）実際に役立つデータベースの使い方：効率的なデータベースの使い方

　　　　　　　　　　　最新看護索引Web、医中誌Web、CiNii Articles、J-STAGE、NDL ONLINE等

　　　　　　　　　　　日本看護協会　図書館長　今泉　千代

　　　　　　　　　　2）最新看護索引Webの使い方／事前課題の解説（質疑応答を含む）

　　　　　　　　　　　日本看護協会　図書館長　今泉　千代、図書館職員

　　　　　　　　　　3）意見交換「日本看護協会図書館に望むこと」
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14　令和2年度　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
　　　　日　　時　　令和3年2月8日（月）13:00～17:00

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　保健師職能委員長　野村　美千江

　　　　　　　　　　助産師職能委員長　嶋屋　順子

　　　　内　　容　　1）国における母子保健施策の動向

　　　　　　　　　　　厚生労働省　母子保健課長　小林　秀幸

　　　　　　　　　　2）「母子のための地域包括ケア病棟（仮称）モデル事業」における分娩取扱医療機関

　　　　　　　　　　　と子育て世代包括支援センター棟との地域連携について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　井本　寛子

　　　　　　　　　　3）地域包括ケアシステム推進にむけた保健医療福祉の連携強化の基本的な考え方

　　　　　　　　　　　について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　鎌田　久美子

　　　　　　　　　　4）グループディスカッション

　　　　　　　　　　　テーマ「地域における母子のための地域包括ケアシステムのあるべき姿、課題、

　　　　　　　　　　　ネットワーク構築の検討」

15　2020年度　都道府県看護協会　政策責任者会議
　　　　日　　時　　令和3年2月25日（木）9:30～12:10

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　会長　小椋　史香

　　　　　　　　　　専務理事　二宮　加惠美

　　　　内　　容　　1）講演「人生100年時代に向けて看護に期待すること」

　　　　　　　　　　　法政大学　教授　菅原　琢磨

　　　　　　　　　　2）人生100年時代を見据えた保健・医療の課題と看護の役割

　　　　　　　　　　　日本看護協会　副会長　齋藤　訓子

16　2020年度　都道府県看護協会　医療安全担当役員会議
　　　　日　　時　　令和3年3月3日（水）14:00～16:00

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　専務理事　二宮　加惠美

　　　　内　　容　　1）我が国の主な医療安全施策について

　　　　　　　　　　　厚生労働省医政局総務課　医療安全推進室

　　　　　　　　　　2）日本看護協会における医療安全事業とその取り組みについて

　　　　　　　　　　　日本看護協会　常任理事　熊谷　雅美

　　　　　　　　　　3）意見交換テーマ「『医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラ

　　　　　　　　　　　ム作成指針』改訂に伴う医療安全管理者への支援等、医療安全において看護職へ

　　　　　　　　　　　どのような支援が必要か」

17　2020年度　地域に必要な看護職確保推進事業　事業報告
　　　　日　　時　　令和3年3月4日（木）15:00～16:40

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　副会長・ナースセンター長　立川　妃都美

　　　　　　　　　　技術職員　田中　佳奈

　　　　内　　容　　地域に必要な看護職確保推進事業　事業報告

　　　　　　　　　　山形県・石川県・鳥取県・三重県・愛媛県看護協会　ナースセンター
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18　2020年度　第2回全国職能委員長会
　　　　◇全体会

　　　　日　　時　　令和3年2月25日（木）～3月31日（水）

　　　　開催方法　　キャリナースに掲載された音声付パワーポイントを視聴

　　　　内　　容　　1）令和2年度日本看護協会重点事業報告

　　　　　　　　　　2）令和3年度日本看護協会重点政策・重点事業

　　　　　　　　　　　日本看護協会　担当役員

　　　　　　　　　　3）新型コロナウイルス感染症における日本看護協会の取り組み

　　　　　　　　　　　日本看護協会　保健師職能委員長　鎌田　久美子

　　　　　　　　　　4）令和2年度3職能4委員会活動報告

　　　　　　　　　　　日本看護協会　各職能委員会　委員長

　　　　◇全国保健師職能委員長会

　　　　日　　時　　令和3年3月11日（木）14:00～17:00

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　保健師職能委員長　野村　美千江

　　　　内　　容　　1）2020年度活動報告、2021年度活動方針

　　　　　　　　　　　日本看護協会　保健師職能副委員長　篠岡　有雅

　　　　　　　　　　2）2020年度関連事業報告、2021年度関連事業

　　　　　　　　　　　日本看護協会　保健師職能委員長　鎌田　久美子

　　　　　　　　　　3）クラスター対策における保健所の対応について

　　　　　　　　　　　北海道江別保健所石狩振興局保健環境部　技術主幹　深津　恵美

　　　　　　　　　　4）コロナ禍における医療機関の取り組みについて

　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学病院　副院長・看護部長　本館　教子

　　　　　　　　　　5）グループ討議「新型コロナウイルス感染症における自治体および医療機関の連携

　　　　　　　　　　　強化に向けて」

　　　　◇全国助産師職能委員長会

　　　　日　　時　　令和3年3月11日（木）10:00～13:00

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　助産師職能委員長　嶋屋　順子

　　　　内　　容　　1）2020年度関連事業報告、2021年度関連事業

　　　　　　　　　　　日本看護協会　助産師職能委員長　井本　寛子

　　　　　　　　　　2）2020年度活動報告、2021年度活動方針

　　　　　　　　　　　日本看護協会　助産師職能副委員長　佐山　理絵

　　　　　　　　　　3）都道府県看護協会　助産師職能委員長に求められる役割

　　　　　　　　　　　青森県看護協会　助産師職能理事　橋爪　直美

　　　　　　　　　　4）「母子のための地域包括ケア病棟（仮称）」の実現にむけて

　　　　　　　　　　　日本看護協会　助産師職能委員　喜多村　道代

　　　　　　　　　　5）グループ討議「医療機関における『母子のための地域包括ケア病棟（仮称）』普及・

　　　　　　　　　　　推進に向けて」

　　　　◇全国看護師職能委員長会Ⅰ　病院領域

　　　　日　　時　令和3年3月10日（水）14:00～17:00

　　　　開催方法　Web会議

　　　　参 加 者　看護師職能Ⅰ委員長　久保　幸
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　　　　内　　容　　1）2020年度活動報告

　　　　　　　　　　　日本看護協会　看護師職能委員会Ⅰ委員長　熊谷　雅美

　　　　　　　　　　2）2021年度活動方針について

　　　　　　　　　　　日本看護協会　看護師職能委員会Ⅰ委員長　熊谷　雅美

　　　　　　　　　　3）グループ討議「新型コロナウイルス感染症第３波の対応経験を踏まえて、患者・

　　　　　　　　　　　利用者・地域住民、そして職員を守るために看護管理者が行うことは何か」

　　　　◇全国看護師職能委員長会Ⅱ　介護・福祉関係施設・在宅等領域

　　　　日　　時　　令和3年3月10日（水）13:30～16:30

　　　　開催方法　　Web会議

　　　　参 加 者　　看護師職能Ⅱ委員長　日浅　千代美

　　　　内　　容　　1）報告

　　　　　　　　　　　日本看護協会　看護師職能委員会Ⅱ副委員長　兼城　綾子

　　　　　　　　　　2）事業報告「訪問看護を提供する医療機関と訪問看護ステーションの連携に関す

　　　　　　　　　　　る委託事業について」

　　　　　　　　　　　日本看護協会　看護師職能委員会Ⅱ委員長　岡島　さおり

　　　　　　　　　　　小笠原訪問看護ステーション

　　　　　　　　　　　稲沢市民病院訪問看護ステーション

　　　　　　　　　　3）グループ討議「看護師職能委員会Ⅱにおける組織強化を考える」
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