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令和４年度事業計画

●事業計画は、定款第₄条の事業に沿って掲載
　　₁　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
　　₂　看護職確保定着推進に関する事業
　　₃　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業
　　₄　その他本会の目的を達成するために必要な事業

₁　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容

⑴　看護研修事業 ＜教育委員会＞
・研修計画の企画・実施� 73種類94回
①地域社会のニーズに応じた看護職の役割発揮を支援する研修
� 15種類21回
　・臨床の課題解決を目的とした研修
　・社会的な役割発揮を意図した研修
　　　訪問看護師養成講習会（e-ラーニング）（北海道委託）
　　　�新　診療所・訪問看護ステーション・介護事業所等の看護師等

向け、認知症対応力向上研修（北海道委託）
　・診療報酬算定関連の研修

②教育に関する能力育成を支援する研修� 14種類16回
　・自己教育・研究能力育成のための研修
　・施設内教育担当者育成・支援のための研修
　・新人看護職員の教育責任者・担当者育成のための研修
　・実習指導者育成のための研修
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会（北海道委託）
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）（北海道委託）
　・教員の養成・支援のための研修
　　　北海道専任教員養成講習会（北海道委託）

③ラダーと連動した継続教育� 17種類18回
　・保健師の標準的ラダーに対応する研修
　　　�新　複雑かつ多重課題事例を紐解く～事例検討会を通して自分

の力量を振り返る～（北海道委託）（仮）
　・助産師のクリニカルラダーに対応する研修
　・看護師のクリニカルラダー（JNA版）に対応する研修
　　　�新　【JNAラダーレベルⅡ到達のための研修】看護の視点で考

える―糖尿病の病態とケア―

④チーム医療・ケア及び多職種連携の推進に資する研修
� ３種類６回

⑤�看護管理者とこれから看護管理を担う人々への看護管理能力向上を
支援する研修� 12種類18回
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事業区分 事業内容

　・�看護管理能力向上を意図した研修（看護管理者向け診療報酬算定
関連含む）

　　　�新　外来で始める在宅療養支援～全世代型地域包括ケア推進に
向けた外来看護師の役割について～（北海道委託）

⑥資格認定教育� 12種類15回
　〈認定看護管理者教育運営委員会〉
　　認定看護管理者教育課程ファーストレベル� ₁種類₂回
　　認定看護管理者教育課程セカンドレベル� ₁種類₂回
　　認定看護管理者教育課程サードレベル� ₁種類₁回
　　フォローアップ研修
　　公開講座

⑦支部における研修
　・支部担当研修
　・支部企画研修
　・施設間交流研修事業

⑧その他
　・【再掲】Web（Zoom活用）研修� 40種類48回
　・【再掲】日本看護協会DVD活用研修� ₃種類₈回
　・札幌配信通信研修（旭川・釧路・函館）休止
　　　新型コロナウイルス感染終息後、実施について検討
　・関係団体との連携
　　　日本看護協会：�都道府県看護協会教育担当者会議、認定看護管

理者教育機関担当者会議への出席
　　　　　　　　　　研修受講履歴管理・キャリナースへの登録
　　　北海道及び札幌市：委託事業関連
　・講師ほか他機関教育事業の情報提供

⑵�　医療の安全に関する事
業

①医療安全活動の推進
　・支部における医療安全活動の推進
　　　医療安全セミナー（Web開催）
　・医療事故調査制度の周知

＜医療事故調査支援委員会＞
　・外部委員（専門家）派遣のためのシステム周知・運用
　・医療事故調査への協力・支援
　・医療事故調査制度の周知
　　　ホームページの更新
　・�各施設の医療安全管理者の困り事に対応できるネットワークづく

りへの支援

②医療事故の把握と相談対応

③日本看護協会等との連携
　・医療安全推進会議への出席
　・北海道医療安全推進協議会への出席
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事業区分 事業内容

⑶�　看護研究学会に関する
事業

①北海道看護研究学会の開催

＜学会委員会＞
　・企画、運営、評価
　・発表演題の募集
　・応募演題の査読・選考
　・交流セッション

②＜研究倫理審査会＞
　・研究倫理審査

⑷�　保健師・助産師・看護
師職能の専門性を発揮す
るための活動

①看護の質の向上及び地域ネットワークの強化
　・全世代型地域包括ケアシステム構築に向けた看護職の連携強化
　　　支部職能委員長会議の開催
　・特定行為研修を修了した看護師の実践を支援
　　　制度の理解や受講の推進
　　　特定行為研修を修了した看護師の活動等に関する意見交換会
　・特定行為研修教育機関との連携
　　　特定行為研修教育機関の活動に関する意見交換会
　　　※隔年開催（令和₄年度は、開催しない予定）

＜保健師職能委員会＞
　・保健師の専門性の向上（キャリアラダーの活用等）
　・新型コロナウイルス感染症対策における保健師の役割発揮
　　　活動状況の把握
　・支部との連携推進
　　　支部職能委員長会議
　　　支部保健師職能委員会への支援（メーリングリストの運用等）
　・会員拡大に向けた実態調査（分析・評価）
　・北海道保健師関係団体連絡会との連携

＜助産師職能委員会＞
　・新　母子のための地域包括ケアシステムの課題の明確化
　　　�母子のための地域包括ケア病棟の₄つの機能の実態に関する情

報収集
　　　「母子のための地域包括ケア病棟」推進に向けた手引きの周知
　　　支部職能委員長会議
　・�「新型コロナウイルス感染症」の感染状況を踏まえた母子支援（情

報共有）
　・�医療機関の助産師が地域で行う母子支援の実態調査結果の分析お

よび課題解決に向けた取り組み
　・�「助産師実践能力習熟段階（クリニカルラダー）CLoCMiPレベル

Ⅲ認証制度」更新等を支援
　　　アドバンス助産師交流会の開催
　・支部職能委員長とのネットワークづくり
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事業区分 事業内容

＜看護師職能委員会Ⅰ・Ⅱ＞
　・多職種連携における看護職の役割発揮
　　　病院領域と介護・福祉関係施設・在宅領域との連携強化
　・看護師職能委員会Ⅰ企画による交流会
　　　新人看護師教育の現状と課題等（検討中）
　・�介護・福祉関係施設・在宅領域で働く看護職の実践力とネット

ワーク強化
　　　【看護師職能委員会Ⅱ企画】在宅・介護保険施設等で働く
　　　看護職の交流会―実践報告・交流―
　・訪問看護・介護保険施設等の看護管理者のネットワーク推進
　　　高齢者ケア施設の看護管理者交流会（Web開催）
　・�「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断ガイドライン」の啓発

②職能集会の開催
　　保健師　検討中
　　助産師　検討中
　　看護師　検討中

③全国職能別交流集会（日本看護協会）への参加

④准看護師の進学支援等の充実
　・准看護師懇談会の実施（看護師職能委員会Ⅰ企画）（Web開催）
　・准看護師からの相談対応

⑤「看護職の倫理綱領」の普及・啓発

⑸�　図書室の運営に関する
事業

①図書室の管理・運営・整備
　・看護に関する文献複写、情報提供
　　　文献複写サービス
　　図書、DVD等の貸出し
　・利用者に対する文献活用の指導支援
　・図書資料の収集、整備
　・蔵書管理検索システムの維持管理
　・利用者の利便性に考慮した運営

②関係図書館・団体との連携協力とネットワーク活動
　・日本看護協会図書館、道内看護大学等

₂　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容

⑴　情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
　・「看護の日」行事の実施
　　　北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員会において企画
　・ふれあい看護体験の開催
　　　各支部において開催

②看護職志望者への進路相談
　・「きらり看護を語る～先輩からのメッセージ～」の開催
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事業区分 事業内容

　　　平日放課後　北海道看護協会（Web開催）
　・小学校・中学校・高校への情報提供
　・ホームページの充実（看護学生向けを含む）
　・日本看護協会PRバス（「看護の日」事業PR）の活用
　　　₅月₉日　札幌市内

③行政機関等との連携
　・事業に関連する行政機関等と連携する。

⑵　労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進
　・北海道医療勤務環境改善支援センターとの連携・協力
　　　北海道医療勤務環境改善支援センター運営協議会への参画
　　　実務者連絡会議への参加
　　　個別支援への協力
　・日本看護協会看護労働担当者会議への出席
　
＜働き続けられる職場づくり推進委員会＞　
　・働き続けられる労働環境づくりの推進
　　　�「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～の啓発　　講演会の開催
　　※�日本看護協会「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」（₅

要因10項目）の実現に向けた周知・普及活動について検討
　　　�「新型コロナウイルス感染症」影響下における働き方の見直し

等検討
　・看護職の禁煙サポート体制の確立
　　　「禁煙支援講演会」の開催
　　　看護学生を対象とした啓発
　　　看護職の喫煙関連状況等の把握

②看護職員需給状況調査
　・�毎年調査　病院・診療所・訪問看護ステーション・介護保険施設等
　・₅年毎実施年　シニア会員就業実態調査（次回調査2025年）

⑶　看護職の就業支援事業 ①北海道ナースセンター事業の実施
　・ナースバンクの運営（北海道委託）
　　　看護職員無料職業紹介事業の推進
　　　　道内移住希望者への支援
　　　　相談員の人材育成
　　　ナースバンク業務支所の運営
　　　ｅナースセンターへの登録促進
　　　　NCCSの活用
　　　　ホームページ等による広報の充実
　　　　求人施設訪問時の登録説明
　　　未就業看護職員等の教育、再就職支援
　　　　看護職就業促進講習会の開催（メンタルヘルスの講義含む）
　　　　就業支援講習会の開催
　　　　潜在保健師のための復職支援研修会
　　　　再就業のための体験研修の開催
　　　確保困難な地域・施設への就業促進
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事業区分 事業内容

　　　　看護職の求人・求職合同面接会
　　　　看護職の就業相談会（ハローワークとの連携）
　　　マッチングの促進
　　　　求人施設訪問（Web・電話訪問含む）
　　　プラチナナースの就業促進
　　　　セカンドキャリア支援・プラチナナース交流会
　　　　電話訪問、求人情報送付
　・離職看護職員相談事業（北海道委託）
　　　届出制度（とどけるん）の周知および登録促進
　　　求人施設訪問（電話訪問含む）（再掲）
　　　登録者の状況把握、情報提供等の支援
　　　復職に向けての支援　
　　　　セカンドキャリア支援・プラチナナース交流会（再掲）
　　　　ｅラーニングによる復職支援講習
　・地域応援看護師確保対策事業（北海道委託）
　　　地域応援ナース事業の周知、登録、マッチングの促進
　　　報告会の開催
　・助産師出向支援事業（北海道委託）
　　　助産師出向支援のためのマッチング促進
　・看護職の復職支援研修会（札幌市委託）
　　　復職支援研修会の開催　₃回
　　　（内₁回はプラチナナース対象）

②中央ナースセンターとの連携
　・都道府県ナースセンター事業担当者会議への出席
　・第₆次NCCS（ナースセンターコンピュータシステム）の運用

③関係機関との連携
　・北海道労働局
　・北海道社会福祉協議会
　・北海道医療勤務環境改善支援センター
　・北海道立保健所
　　看護連携推進検討会議への参加

⑷�　看護制度及び看護政策
に関する事業

①関係各法律等情報提供

②看護政策の推進

₃　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容

⑴�　在宅ケアの推進に関す
る事業

①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
　・北海道総合在宅ケア事業団への参加
　・看護職等連携の推進
　　　高齢者および認知症支援のための看護職連携等推進事業
　　　（希望₂支部）地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修
　　　　　　　　　　住民フォーラム

②訪問看護の推進
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事業区分 事業内容

　・�地域包括ケアの推進が求められる中で療養の多様化等に対応でき
る訪問看護実践の重要性やその魅力の周知・啓発

　・�新卒者の訪問看護ステーションへの就業促進等、訪問看護人材確
保のための就業促進や人材育成体制等の整備推進（訪問看護ス
テーション出向支援事業を含む）（北海道委託）

　・北海道新卒訪問看護師採用・育成ガイドラインの周知・活用
　・地域包括ケアシステムにおける看護職等の連携シンポジウム
　・「訪問看護ｅ－ラーニング」の広報

⑵�　災害時の看護支援活動
に関する事業

①災害時支援体制の整備
　・派遣（訓練）を通しての評価・見直し
　・�看護管理者（訪問看護ステーション）のための災害時のBCP（業

務継続計画）ワークショップ

②災害支援ナースの養成
　・�災害支援ナースの第一歩～災害看護の基本的知識（日本看護協会

収録DVD）研修
　・災害看護Ⅱ＜災害支援ナース養成＞研修

③災害支援ナース派遣体制の整備（募集・登録の推進）
　・災害支援登録者
　・災害支援ナース登録者へのフォローアップ
　　　災害支援ナース交流会

＜災害支援委員会＞
　・災害支援ナースの支援スキルの向上等に関する検討
　・災害支援ナース交流会の企画・運営・評価　
　・日本災害看護学会への参加（活動紹介等）

④行政等関係機関との連携・協力
　・日本看護協会
　　　災害支援ナース派遣調整合同訓練への参加
　　　都道府県看護協会災害看護担当者会議への出席
　　　�新型コロナウイルス感染症対応のための都道府県外看護職員の

応援派遣調整に関する協定
　・各種訓練（北海道防災訓練ほか）への参加
　・北海道COVID－19支援ナース事業への協力
　　　支援医療機関の登録、派遣調整等

⑶�　母子保健活動の推進に
関する事業

①思春期保健活動の推進
＜助産師職能委員会＞
　・教育機関等での講義
　　　札幌支部や当該地区の施設との連携の検討
　・女性のライフサイクル全般に関わる健康教育

②妊娠・出産・育児に関する情報提供
<助産師職能委員会＞
　・「いいお産の日」（11月₃日）の実施
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事業区分 事業内容

⑷�　健康づくりに関する事
業

①道民の健康づくりに関する事業の実施
　・住民フォーラム（再掲）

②北海道健康づくり実行委員会への参加

③関係団体への協力
　・北海道マラソン実行委員会
　・北海道老人クラブ連合会（健康づくり指導者講習会講師派遣）

⑸　広報活動 ①看護関連情報等の提供
＜広報出版委員会＞
　・「北海道看護協会ニュース」の発行

　・ホームページによる広報
　・マスメディアを通じた広報
　　　NHK、毎日新聞、北海道新聞、北海道医療新聞ほか

②相談対応

₄　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容

⑴��　会員支援に関する事業 ①会員サービスの充実
　・協会活動への参加促進、情報提供
　・会員登録管理システムの運用・管理
　・ナースシップの活用
　　　ナースシップの更なる周知
　・キャリナースの周知
　　　研修受講者へのPR活動
　・教育研修教材の貸出
　　　心肺蘇生練習用人形
　　　フットケア練習モデル
　　　疑似体験セット（片マヒ用）
　　　インジェクショントレーナー（皮内・皮下・筋肉）
　・会員証の送付及び新入会員への定款・バッジの送付
　・看護職賠償保険加入の案内
　・事業案内（協会パンフレット）の配布
　・日本看護協会との連携

②加入促進
　・看護教育機関への働きかけ
　・関係団体への情報提供
　・看護師等学校養成所への看護協会説明会
　・入会の働きかけ
　　　看護職員の就業する施設への働きかけ
　　　未加入会員への働きかけ
　　　リーフレット等（シニア・退職者向け、看護Ⅱ領域向け）の配布
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③支部活動への支援
　・支部運営の助成
　・支部活動・教育等への支援
　　　支部運営会議の開催
　・Web活用への支援

⑵�　会員の福利厚生に関す
る事項

①各賞候補者の推薦
　・叙勲
　・日本看護協会名誉会員
　・日本看護協会会長表彰
　・北海道社会貢献賞
　・読売医療功労賞
　・その他

②各賞推薦候補者のリスト更新・整備

③災害見舞

④慶事・弔事

⑶　教育助成に関する事業 ①看護学生に対する奨学金の貸与

②看護大学院生に対する奨学金の貸与

③奨学金制度について会員及び看護学校への広報

⑷　組織に関する事項 ①協会組織の強化
　・支部との連携・調整・相談
　・会員懇談会の開催
　・看護管理者懇談会の開催
　・看護政策推進のための組織強化事業（日看協事業）

②公益社団法人としての運営管理
　・運営管理体制の強化
　・関係規程等の整備
　・支部運営会議の開催（再掲）

③円滑な組織運営
　・会議等の開催
　　　通常総会
　　　理事会
　　　常務理事会
　　　支部長会議
　　　委員合同会議
　　　職能委員会
　　　常任委員会
　　　特別委員会
　　　支部職能委員長会議（再掲）
　・日本看護協会に関する会議
　　　通常総会
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事業区分 事業内容

　　　理事会
　　　法人会員会
　　　全国職能委員長会
　　　地区別法人会員会・地区別職能委員長会
　　　北海道・東北地区看護協会長連絡協議会
　　　都道府県看護協会事務担当者会議
　　　全国看護基礎教育担当役員会議
　　　都道府県看護協会政策責任者会議
　　　新会員情報管理体制担当者会議
　　　都道府県看護協会広報担当役員会議
　　　訪問看護連絡協議会全国会議
　　　代議員研修会

④委員・担当者の育成、研修
　・研修会・学会への派遣・参加（ボランティアを含む）

⑤組織の人材育成等
　・役員研修
　・職員研修

⑸　渉外に関する事項 ①看護関係団体との連携
　・日本看護協会
　・北海道看護連盟
　・北海道助産師会
　・日本精神科看護協会北海道支部
　・北海道看護教育施設協議会
　・北海道訪問看護ステーション連絡協議会

②関係機関・関係団体との連携・協力
　・行政機関
　・保健医療福祉関係団体との連携
　・助成団体への協力参加
　・その他関係団体行事・研修等への後援・協力参加
　　　北海道医師会・北海道看護協会懇談会の開催

③国際交流の推進
　・国際会議等の周知
　・研修・視察等への対応
　・関連資料の提供

⑹�　会館の維持運営に関す
る事項

①施設の管理運営
　・会館の適正な管理運営
　・総合情報システムの更新
　・機器備品等整備並びに管理運営
　・建物の維持管理

②防災体制の構築
　・災害時・緊急時の規程等や体制の強化
　・避難訓練の実施
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