報告事項１

2020 年度 事業報告
（事業報告は、定款第 4 条の 8 の事業に沿って報告）

Ⅰ 訪問看護事業に関する情報交換、連携、調整等によるネットワーク強化事業
1．定時総会開催
開催日：2020 年 7 月 11 日（土）
場 所：兵庫県看護協会 研修室 3
参加事業所数：出席会員 23 事業所、委任状提出 282 事業所、書面による意思表示 35 事業所
合計 340 事業所（会員数 453）
2．理事会開催（理事会報告参照）
5 月、7 月、9 月、3 月
3．訪問看護部会開催（訪問看護部会報告参照）
5 月、7 月、9 月、12 月、1 月、3 月
4．ブロック活動の推進（ブロック活動報告参照）
ブロック活動を推進し、コロナ禍での地域のネットワークを強化した。
5．委員会活動の推進（委員会活動報告参照）
委員会ごとに活動を実施し、コロナ禍での情報共有で連携を強化した。
6．訪問看護に関する周知活動
多職種連携会議等へ積極的に参加し、地域で訪問看護の役割を果たした。
7．組織力強化と入会への働きかけ
・非会員への広報を推進し、入会に向けて、協議会事務局・ブロック会員からの働きかけを強化した結果、
2020 年度会員数は、476 件（団体会員 11、訪問看護ステーション 465、個人会員 0）となり、前年度より
訪問看護ステーションが 10 件増加した。
・賛助会員は、新規入会 1 社、退会 1 社で、昨年と同じ 8 社であった。
Ⅱ 訪問看護の質向上に関する研修会、講演会等の開催
1．委員会活動（委員会活動報告参照）
1）研修委員会
一元的な研修実施のためのプログラムを検討した。
2）検討委員会
『新型コロナウイルス感染症対策フローシート・フローチャート』を作成した。
3）管理者育成委員会
COVID-19 に関する広報誌を作成した。
2．ブロック内での研修会開催（ブロック活動報告参照）
3．兵庫県看護協会が行う訪問看護人材育成関連研修会への参加
1）訪問看護管理者研修
参加者 初任者編 1 日目 44 名・2 日目 48 名、一般編 54 名
2）訪問看護導入研修
参加者 106 名
3）機能強化型訪問看護ステーション普及セミナー
参加者 62 名
4）看-看連携研修（研修受入登録ステーション：28 事業所） 参加者 44 名
4 ステーションから 9 名
8 病院から 35 名
Ⅲ 訪問看護事業における管理者育成及び運営改善に対する課題検討、政策提言等に関すること
1．管理者育成委員会活動（委員会活動計画参照）
2．管理者研修参加の推奨
兵庫県看護協会等が開催する管理者研修への参加を促した。
3．訪問看護ステーション運営における課題の明確化と政策提言
COVID-19 陽性者訪問に関して、行政へ提案した。

Ⅳ 地域包括ケア推進における関連団体との連携・協働推進事業
1．理事会・ブロック活動
・理事会において、他団体との連携・協働推進を図った。
・ブロック活動では、多職種がかかわる研修や会議等に参加し、地域包括ケア推進を図った。
2．ホームページのリンクを活用した情報の連携
・日本訪問看護財団や全国訪問看護事業協会、県医師会ホームページと連携し、新型コロナ感染症に関する
情報の共有を図った。
Ⅴ 訪問看護事業の普及啓発に関する事業
1. 地域住民、他職種等への広報
1）ホームページの訪問看護ステーションマップを更新し、活用できるようにした。
2）広報誌を発行し、本会の活動を紹介した。
3）ブロックの多職種連携会議等へ参加した。
（ブロック活動報告参照）
Ⅵ 訪問看護事業に関する行政等からの通知及び情報の周知
1. 訪問看護事業に関する県の支援について周知を行うため、兵庫県看護協会が行う訪問看護人材育成事業で
行政からの情報提供を行った。
2. 発送（1 件）
、メール（130 件）やホームページ（3 件）の掲載により、行政等からの情報を周知した。
（資
料 3-2 参照）
Ⅶ 訪問看護事業の経営及び訪問看護の質の確保・向上等に関する調査研究
Ⅷ その他、本会の目的達成に必要な事項
1．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
2020 年 11 月 19 日（木） Web 1 名出席
2．近畿ブロック訪問看護ステーション連絡協議会会議
2020 年 11 月 6 日（金） Web 開催 3 名出席
3．日本訪問看護財団「訪問看護サミット 2020」
2020 年 12 月 19 日（土） Web 2 名出席
4．兵庫県プライマリ・ケア協議会
2020 年 12 月 20 日(日) 兵庫県医師会 1 名出席
5．行政、他団体への後援・共催・支援
1）後援：1 件
・第 26 回兵庫県作業療法学会
2）共催：2 件
・神戸市看護大学 Web 研修 『With コロナ時代における ICT を活用した訪問看護ステーションの感染
予防対策研修会』
・公益社団法人兵庫県看護協会 Web シンポジウム 『With コロナ 在宅療養支援における感染対策』
3）支援：なし
6．会議への委員の推薦・派遣 23 件（31 名）
行政・他団体への推薦
地域包括ケア推進部会在宅療養者の服薬管理に関する専門部会
2020 年度 須磨区医療介護推進会議
令和 2 年度 灘区在宅ケア推進会会議
令和 2 年度 東灘区在宅医療・介護連携推進協議会
令和 2 年度 長田区医療介護多職種連携会議
令和 2 年度 兵庫区医療介護連携推進協議会
令和 2 年度 神戸市兵庫区医師会地域医療連携委員会
令和 2・3 年度 神戸市垂水区 地域連携会議
地域ケア推進検討委員会
勉強会検討小委員会
看取り検討小委員会
緊急時医療介護連携小委員会

氏名
加藤美奈子
有田麻理
奥河典子
冨野恵美子
徳山久恵
姜京子・赤井志美・藤永惠子
粟津雅代・出口隆子
横山美穂・笠間律子
加藤美奈子・金田永子
瀧口里美・升迫千代美
石井加代・塩田明美

メディネットタイム小委員会
制度のはざま検討小委員会
令和 2 年度兵庫県医療的ケア運営協議会
阪神南圏域健康福祉推進協議会
阪神南地域医療構想調整会議
阪神北地域医療構想調整会議
阪神北圏域健康福祉推進協議会「介護・福祉部会」
兵庫県難病医療ネットワーク支援協議会委員
令和 2 年度介護職員等によるたんの吸引等の研修事業 検討委員会
令和 2 年度 兵庫区医療介護連携推進協議会

森川えみ・信川千賀子
宝満博子
二宮園美
菅原恵子
菅原恵子
笹嶋佳代・保田みつ子
笹嶋佳代・伊藤慈子
岩崎美智子
舟越利恵子
森川久美子

