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報 告 事 項 ２ 

平成 30年度 事業報告 

 

Ⅰ 看護の質の向上に関する事業（公益目的事業） 

 １ 看護の専門性を高める教育と生涯学習の支援 

１） 生涯教育研修の推進 

(1) 生涯教育体制の充実 

看護生涯教育・研究センター運営会議の開催（3回/年） 

                 開催 7月 30日、9月 10日、3月 18日 

(2) 教育プログラムの企画・実施・評価 

平成 30年度広島県看護協会教育計画に基づいて実施 

(3) 生涯教育研修事業報告書の作成・配布（750部） 

「平成 29年度広島県看護協会生涯教育研修事業報告書」 各施設等へ配布 

(4) 中堅研修・看護管理者キャリアサポート研修（3回） 

10月10日、31日、12月12日  

(5) 新人研修体制構築支援アドバイザー派遣事業（3施設） 

9月1日～2月末日 

(6) 受講者履歴管理 （キャリナース）6月から実施 

 

２） 新人看護職員研修の推進 

(1) 新人看護職員教育担当者の育成研修の実施  

・研修責任者研修 （広島）11月 22日、23日、29日 修了者 53人 

・教育担当者研修 （広島）12月 6日～8日 修了者 74人 

 （福山） 1月 10日～12日 修了者 43人 

・実地指導者研修 （福山）12月 12日～14日 修了者 42人 

 （広島） 1月 9日～11日 修了者 81人 

(2) 各施設における「OJT研修」充実を支援 

・補助金の申請施設 74施設 

(3) 集合研修の実施 

・新人ナース集合研修 5テーマ 開催期間（6月3日～2月14日） 参加者延べ246人 

・新人助産師集合研修 9テーマ 開催期間（8月8日～1月19日） 参加者延べ111人 

                              

(4) 医療機関受け入れ研修を支援 

・本会 HPに各病院の受け入れ研修計画等の関連情報を掲載 

 受け入れ機関 35施設  

３） 専門看護師・認定看護師の育成と活用 

・認定看護師研修会の開催 開催：10月 28日 参加者 82人 

 

４） 看護管理者の育成 

(1) 認定看護管理者教育課程の運営 

・ファーストレベル教育課程（2回開催） 
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第 1期開催期間：5月 18日～8月 9日 修了者 52人 

第 2期開催期間：9月 7日～12月 7日 修了者 55人 

・セカンドレベル教育課程 開催期間：6月 14日～11月 20日 修了者 52人 

 

(2) 認定看護管理者・教育課程修了者の活動支援 

・セカンドレベル修了者フォローアップ研修の実施    

 開催：1月 25日 修了者 42人 

５） 看護指導者の育成 

(1) 広島県保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）の開催（8日間） 

 開催：9月 3日～9月 12日 修了者 43人 

(2) 広島県保健師助産師看護師実習指導者講習会の開催（8週間） 

 開催：10月 17日～12月 12日 修了者 41人 

(3) 専任教員継続研修の開催                     

 開催：6月 30日、7月 28日、8月 2日、10月 20日 

12月 22日、26日 

(4) 臨床における指導者育成のための研修開催 

・指導者のための救急蘇生（3日間） 開催：6月 20日、21日、7月 4日 修了者 31人 

 

６） 訪問看護師の育成 

(1) 訪問看護研修ステップ 1の開催 

 開催期間：7月 6日～11月 9日 修了者 11人 

(2) 在宅ケアに関する研修会の開催 

・在宅・施設につなぐストーマケア 開催： 9月 13日 参加者 47人 

・訪問看護記録と情報開示 開催：11月 14日 参加者 28人 

  

７） 看護研究活動の振興 

(1) 看護研究倫理審査委員会の開催 

・看護研究倫理審査 第 1回 審査受付：6月 21日（2件） 

 第 1回 審  査：7月 20日 

 第 2回 審査受付：8月 22日（2件） 

 第 2回 審  査：9月 4日 

 第 3回 審  査：10月 16日 

(2) 看護研究に関する研修会の開催   

・シリーズ看護研究（7日間） 開催期間：5月 19日～3月 9日（3組 6人） 

・各支部における看護研究の支援  

                    

８） 図書サービスの充実                        

(1) 図書、教材の充実                        

・図書室運営会議の開催（3回） 開催：4月 24日、8月 27日、3月 5日 

・図書利用状況 利用者数 1,656人 

(2) 学習支援機能の充実（文献検索機能の充実、HPの運用） 

(3) 文献情報サービスの推進              

他館からの依頼件数 145件 
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 ２ 保健師・助産師・看護師職能に関する事項 

１） 保健師職能の活動 

(1) 地域保健・産業保健フォーラムの企画・運営 開催：12月 1日 参加者 72人 

(2) 保健師職能研究会の企画・運営 開催：9月 29日 参加者 26人 

テーマ：「保健師活動にすぐに役立つファシリテーションの基本」 

(3) 保健師交流会の企画・運営 

「西日本豪雨災害における保健師交流会」 開催：3月 9日 参加者 28人 

(4) 広島県産業保健研究会、市町村保健活動協議会、広島県保健師研究協議会、 

全国保健師長会広島県支部との合同会議を開催 

２） 助産師職能の活動 

(1) 「国際助産師の日」記念行事の企画・運営 開催：5月 13日 

「めざせイクメン！ パパとママの育児教室」 参加者 5組（11人） 

(2) 助産師職能研究会の企画・運営 

テーマ「周産期における災害対策」 ～災害時のネットワーク構築に向けて～ 

 開催：11月 10日 

 参加者 20人 

(3) 中四国地区助産師職能合同研修 開催：7月 28日（高知県） 

(4) 地域子育て支援 

育児相談「子育て応援団 すこやか 2018」 開催：5月 19日、20日 

会場：広島グリーンアリーナ 相談件数：80件 

(5) 周産期医療体制の支援強化事業 

・助産師出向支援協議会等の開催  5回 

・助産師出向支援事業       3件 

(うち 1件は、開業助産師３名の実践能力強化支援を含む) 

 

３） 看護師職能の活動（准看護師を含む） 

(1) 看護師職能研究会の企画・運営 

テーマ：「専門看護師（CNS）、認定看護師（CN）と地域を語り合おう」 

 開催：10月 21日 

 参加者 28人 

テーマ：「外来から始める「切れ目のない看護」」 開催：12月 15日 

 参加者 59人 

(2) 准看護師研修会 

テーマ：「進学に関する気がかりを解決しませんか」 開催：7月 28日 

 参加者 16人 

(3) 准看護師交流会 開催：3月 23日 

 参加者 8人 

４） 保健師・助産師・看護師三職能の連携強化 

(1) 三職能合同研究会の企画・運営 

テーマ：「つなごう、看護の手～大人の発達障害への理解と支援～」 

 開催：1月 12日 

 参加者 85人 

５） 日本看護協会職能委員会との連携 

(1) 職能委員長会 開催：8月 8日 地区別：10月 5日（島根県） 
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 ３ 医療安全対策の推進 

１） 医療安全対策の推進 

(1) 医療事故防止の取り組みの推進 

・「医療安全管理者養成研修」 開催期間：8月 29日～10月 27日（全 7日） 

 修了者 60人 

・相談対応と支援件数 1件 

(2) 医療安全推進週間行事の企画・実施 

・医療安全週間 ポスターを会員施設等に配布 

(3) リスクマネジャーの育成とネットワークづくり 

・リスクマネジャー意見交換会（1回開催） 

・テーマ：医療安全と身体拘束について 開催：1月 17日 参加者 55人 

 

２） 関係団体との連携 

・広島県医療安全推進協議会への出席 

・医療安全推進協議会への出席（日本看護協会主催） 

・医療事故調査等支援団体連絡協議会への出席（広島県医師会） 

・医療事故調査支援団体統括者セミナーへの出席（日本医師会主催） 

３） 医療安全に関する情報収集と情報発信 

・ホームページに安全情報掲載 

     

Ⅱ 調査研究及び看護制度等の提言に関する事業（公益目的事業） 

 １ 医療介護総合確保推進法に基づく広島県事業の実施 

(1) 魅力ある看護の人材確保総合推進事業 

・広島県版自己点検ツール「チャレンジ」の実施 期間：8月 1日～10月 15日 

 参加：63施設 7,923人 

・チャレンジキックオフ（事例共有会） 開催：9月 18日 参加者 24人 

・チャレンジワークショップ 2回 広島 開催：11月 1日、21日 

 参加者 63人 

・管理者セミナーの開催 各 1回（福山・広島） 開催：12月 4日、18日 

 参加者 53人 

・個別医療機関支援事業（訪問型・集合型） 開催：12月 21日、2月 25日 

 参加者 19人（5施設） 

・「チャレンジ活用事例集」作成 

・「ナースなひととき」の活用 

 ２ 看護に係る実態調査等の実施 

(1) 実態調査等の実施 

 ３ 日本看護協会等関係機関・団体の調査への協力 

(1) 日本看護協会、日本訪問看護財団等が実施する調査への協力 

(2) 関係行政等が実施する調査への協力 

 ４ 看護業務及び看護制度の改善等に関する情報提供 

(1) 看護業務及び看護制度等に関する情報提供 

(2) 看護業務及び看護制度等への関心を喚起 

 ５ 看護関連政策の充実 

１） 看護業務及び看護制度の改善への提言・要望 

広島県及び関係行政機関等への提言・要望 
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広島県知事、広島県議会議長へ要望書を提出 

２） 関係会議等への意見反映 

関係会議への出席 

 

Ⅲ 看護職の人材確保と定着促進に関する事業（公益目的事業） 

 １ ナースセンター事業の推進 

１） ナースセンター運営の充実 

(1) 事業運営に関わる諸会議の開催 

(2) 行政及び関係機関との連携  

・日本看護協会、中央ナースセンターとの連携 

・広島県等との連携会議 

２） 再就業促進事業 

(1) 全国ネットのコンピュータシステム等による就業相談 就業者 818人  

（求職・求人相談・就業斡旋等・施設訪問等） 

(2) 県内市町、ハローワークへの出張就業相談：10カ所（107回／年） 相談者 314人 

市町への出張相談：８カ所（22回／年） 相談者 55人 

(3) 再就職支援セミナー 参加者 25人 

(4) 情報提供等（チラシの作成・ホームページへの掲載） 

３） 看護職員復職支援事業 

(1) 協力病院、訪問看護ステーションにおける研修の実施 

・実践研修 研修協力病院 107施設 参加者 30人 

研修協力訪問看護ステーション 86施設 参加者 10人 

・事前研修 広島開催（2回）前期：7月 4日～6日 参加者 8人 

後期：11月 7日～9日 参加者 10人 

福山開催（3回）：9月 13日、12月 13日、2月 7日 参加者 4人 

呉開催（2回）：9月 27日、11月 29日 参加者 5人 

(2) シミュレーター研修 

・市立三次中央病院開催（5 回）：7 月 12 日、9 月 20 日、11 月 15 日、1 月 17 日、3 月 14 日

 参加者 3人 

・広島県看護協会開催（12回）：毎月第 2金曜日 参加者 52人 

４） 看護職員確保対策推進事業 

(1) 「看護職員の職場環境づくり実態調査」の実施 

(2) 「看護職員離職者実態調査」の実施 

(3) 看護職届け出（とどけるん）の推進 1,068人 

(4) 「いきいき子育てママのナースカフェ」  8市町 17回開催 

開催期間：7月 26日～12月 14日 参加者 103人 

 ２ ワークライフバランス推進事業 

(1) 働き続けられる職場環境づくりの支援  

研修会開催：①10月 23日 参加者 113人 ②12月 5日 参加者 138人 

(2) 相談体制の整備 

・職場環境等に関する相談 77施設 

・施設訪問：職場環境づくり支援 21施設 

・アドバイザー派遣 1件 

・産業カウンセラー相談（第 1・3金曜日） 相談者 67人 

 ３ 看護に関する相談支援の充実 

「看護なんでも相談」の実施 相談者 40人 
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Ⅳ 在宅ケアの推進及び地域住民の健康増進に関する事業（公益目的事業） 

 １ 協会立訪問看護ステーション事業の推進               

１） 訪問看護ステーション等の事業運営 

(1) 訪問看護ステーション等運営会議の開催 

・訪問看護事業局運営に関する会議等の開催  1回／月 

・訪問看護ステーション等所長会議の開催   2回／月 

(2) 各事業の運営 

・訪問看護ステーション  6カ所 

・居宅介護支援事業所   6カ所 

・地域包括支援センター  1カ所 

２） 事業の安定と質の高いサービスの提供 

(1) 安定した事業経営基盤の強化 

(2) 質の高いサービスの提供                    

・24時間訪問看護体制の充実 

・医療依存度の高い在宅療養者（児）及び家族への支援 

・看取り体制の充実（在宅看取り件数 100件）   

(3) 職員の教育・研修の推進 

・訪問看護事業局職員合同研修会の開催 3回／年   

３） 訪問看護実習等への協力 

(1) 訪問看護実習の受け入れ                    

・看護系大学校、看護専門学校、通信課程、看護職 

(2) 講師の派遣等 

４） 関連施設の管理 

(1) 己斐センターの施設管理 

(2) 訪問看護ステーション等の施設管理 

 

 ２ 在宅医療の人材（訪問看護師）確保のための推進事業 

(1) 新卒等訪問看護師の育成支援（育成マニュアルの活用） 

(2) 医療機関と訪問看護ステーションの相互交流派遣研修（各 10施設） 

(3) 新卒訪問看護師指導者育成プログラムの実施 開催期間：11月 10日～1月 19日 修了者 23人 

(4) プラチナナース支援事業 

・プラチナナース支援研修会の開催：10月 11日、18日、26日 参加者 7人 

    

 ３ 訪問看護の普及啓発 

(1) 県民に対する在宅ケアに関する情報発信 

・チラシやホームページに掲載 

・県民フォーラムへの参加 

(2) 看護職や看護職を目指す人への情報発信 

・ホームページに掲載 

 ４ 地域看護連携の推進 

退院支援担当看護師の育成及び連携 

・退院調整看護師養成研修 修了者 32人 

・病棟ナースができる退院支援 開催：9月 29日（広島） 受講者 174人 

 11月 10日（福山） 受講者 56人 
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 ５ 地域住民の健康増進事業の推進 

(1) 健康増進・介護予防等に関する活動 

・世界糖尿病デーの協力 開催：11月 18日 

・支部等における「まちの保健室」事業支援 開催：概ね毎月 1回 

・ピンクリボン活動（ピンクリボン deカープ） 開催：9月 21日 

・禁煙支援ネットワーク研修会の企画・参画 開催：10月 13日（広島県薬剤師会館） 

・在宅ケア関係機関等の活動への参画・協力 

・関係市町等への委員の派遣 

(2) 子育て支援に関する活動 

・「国際助産師の日」の活動として育児相談を実施 開催：5月 13日 

・地域の子育て支援事業に協力（支部事業として）広島東支部、広島西支部、広島北支部 

(3) 小児救急医療電話相談（＃8000）事業 

・平日 19時から 22時の相談を実施。（2回線） 相談件数 9,531件 

・相談員研修の実施（2回／年） 

・広報カードを作成し市町へ配布 

(4) 行政・関係団体との連携事業 

・在宅ケア関係機関等の活動への参画・協力 

・関係市町・団体等への委員派遣等 

 

Ⅴ 看護の普及啓発に関する事業（公益目的事業） 

１「看護の心」普及啓発事業 

１） 「看護の日」広島県大会の実施 

(1) 「看護の日」広島県大会 5月 13日（日）県民文化センター 

「看護の心をみんなの心に」 参加者 536人 

特別講演：「めぐりあい～父 相田みつをの人生～」 

講  師：相田 一人氏 

２） 「看護週間」関連事業の実施   

(1) 一日まちの保健室 5月 3日～5日 ひろしまフラワーフェスティバル会場 

 健康チェック 1,203 健康相談 267人 介護相談 1人 

(2) 進路相談会 支部で実施             

(3) ふれあい看護体験                   実施施設 83 1,150人 

(4) 看護出前授業 県内の中学校、高等学校で開催      実施校 24校 2,469人 

 

２ 看護広報事業 

(1) 機関紙「看護ひろしま」表紙の見直しに関する検討 

(2) 「看護の日」メッセージカード、ポスター等の配布 

(3) マスコミの活用：中国新聞に公告（5月 10日、10月 10日、11月 28日） 

 

Ⅵ 災害支援、健康危機支援に関する事業（公益目的事業） 

１ 災害等看護支援体制の充実 

１） 災害支援体制の整備 

(1) 災害時看護体制の見直し 

・都道府県看護協会災害担当者会議への出席（日本看護協会） 

・災害時看護支援マニュアルの一部修正 
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(2) 災害支援ナースの派遣 

・災害名：平成 30年 7月豪雨災害 

①派遣期間：平成 30年 7月 12日～8月 31日 

②レベル ：（※１） レベル１ 平成 30年 7月 12～8月 2日、8月 23日～8月 31日  

           （※２）  レベル２ 平成 30年 8月 2日～8月 23日 

          (※１) レベル１とは、単独支援対応 （※２）レベル２とは、近隣支援対応 

③派遣場所：被災地 9避難所 

④派遣人数：県内 132人（延べ 519人）県外 42人（延べ 184人） 

⑤報告会の開催と参加 

・平成 30年７月豪雨災害報告会・こころのケア講演会 10月 19日 参加者 58人 

・平成 30年７月豪雨災害時公衆衛生活動（保健師チーム）報告会  

・平成 30年７月豪雨災害における保健医療活動検証会 

⑥災害支援ナースの登録・管理 

・災害支援ナース登録システムの改修及び運用   

災害支援ナース登録者 365人（114施設） 

(3) 災害支援関連物品の整備及び管理 

 

２） 災害支援ナースの育成 

(1) 災害支援ナース育成研修 開催：2月 6日、7日 修了者 37人 

(2) 災害支援ナースフォローアップ研修 開催：2月 8日 受講者107人 

 

３） 災害時支援ネットワークによる活動 

(1) 日本看護協会主催合同防災訓練「災害支援ナース派遣調整合同訓練」参加 

 開催日：11月 6日、7日、8日 

(2) 行政機関及び他関係機関との支援活動 

・圏域地対協研修会への参加 開催：2月 3日（呉市） 

テーマ：「生活習慣病の発症予防・重症化予防について 

～健康寿命が延伸する社会に向けて～」 

・新型インフルエンザ等対策訓練への参加 

 

Ⅶ その他本会の目的を達成するために必要な事業（公益目的／収益／法人管理事業） 

１ 公益社団法人としての適切な運営 

(1) 定款に基づいた組織運営 

(2) 公益会計基準に基づく運用 

(3) 公益立入検査  

立入検査日時：11月 27日 

立入検査機関：広島県 

(4) 平成 30年 7月豪雨災害に関すること 

・災害義援金口座の開設 

期間：７月 23日～8月 31日   

義援金総額：7,510,539円 

広島県贈呈：12月 7日 

・10府県からの支援金受領 

受領金総額：8,138,097円 

使途 ：公益事業（災害支援物品の整備） 6,638,097円 

 共益事業（会員への見舞金） 1,500,000円 



― 19 ― 

２ 職能団体としての組織・運営 

１） 協会組織の強化 

(1) 会員の増加：会員数 19,602人（平成 31年 3月末、対前年同時期比 324人増） 

保健師 437人 助産師 506人 看護師 17,534人 准看護師 1,125人 

（名誉会員 4人） 

・未加入施設、未加入看護職への働きかけ 

・退職会員への加入継続の働きかけ 

(2) 支部組織の強化 

・新任支部役員連絡会議：10月 13日 

・支部長会（年 3回）：7月 21日、10月 20日、2月 16日 

・担当支部役員等連絡会議の開催 

社会経済福祉担当 （年 2回）：6月 21日、11月 15日 

教育担当 （年 2回）：6月 28日、1月 25日 

(3) 施設代表者等への支援 

・施設代表者研修会の開催（広島県看護連盟との共催）  

テーマ：「組織で生きる看護職」勝原裕美子 2月 28日 参加者 200人 

２） 諸会議等の開催 

(1) 諸会議の円滑な運営 

① 通常総会 開 催 日：6月 9日 

開催場所：広島国際会議場フェニックスホール 

出席者数：15,714人（出席会員：895人 委任状：14,819人） 

② 理事会 7回開催 

③ 常任理事会 12回開催 

④ 監査 5回実施 

⑤ 支部長会 3回開催 

⑥ 職能委員会 保健師職能委員会 11回開催 

助産師職能委員会 11回開催 

看護師職能委員会 12回開催 

三職能合同委員会 3回開催 

⑦ 常任委員会 月 1回開催 

⑧ 特別委員会 月 1回程度開催 

⑨ その他 代議員研修会 5月 19日 ・代議員 20人 

 ・予備代議員 23人 

３） 会員管理 

(1) 新入会員の登録管理 

(2) 継続登録会員の管理・役員履歴・受賞履歴等の管理 

(3) 日本看護協会との連携 会員システムの運用 

４） 日本看護協会との連携 

（1）第 49回日本看護学会 看護教育 学術集会  

  日 時 8月 16日、17日 

  場 所 広島国際会議場 

  参加者 3,811人 

(2) 諸会議への出席 

① 通常総会 6月 12日 開催場所：パシフィコ横浜 国立大ホール 

   代議員 20人出席 
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全国職能別交流集会 6月 13日 開催場所：パシフィコ横浜   

  会議センター、国立大ホール 

② 理  事  会 会長出席  6回／年 

③ 法人会員会 会長出席 

地区別法人会等 10月 4～5日（島根県） 

④ 全国職能委員長会 8月 8日 

⑤ 地区別職能委員長会 10月 5日（島根県） 

⑥ 都道府県看護協会看護労働担当者会議 5月 23日 

⑦ ナースセンター事業担当者会議 5月 16日 

⑧ 都道府県ナースセンター相談員連絡会議 5月 17日 

⑨ 都道府県看護協会会員情報管理担当者会議 7月 12日 

⑩ 都道府県看護協会教育担当者会議 8月 1日～2日 

⑪ 都道府県ナースセンター地区別意見交換会 9月 4日 

⑫ 都道府県看護協会災害担当者会議 9月 12日 

⑬ 都道府県看護協会政策責任者会議 9月 13日 

⑭ 医療安全推進会議 10月 11日 

⑮ 都道府県看護協会広報担当者会議 2月 1日 

⑯ 都道府県看護協会図書室担当者研修会 2月 15日 

⑰ 都道府県看護協会訪問看護担当者会議 2月 28日 

⑱ 日本看護学会運営会議 3月 12日 

⑲ その他  

（3）要望、情報の提供等                 

 

３ 支部活動に関する事業 

１） 支部事務所の運営支援 

・支部事務所訪問：1カ所 

・支部事務所職員連絡会議 開催：3月 4日 

・支部事務所移転（広島東支部：9月 26日） 

２） 支部事業の推進  

① 支部総会：1回／年 

② 諸会議：支部役員会、施設代表者連絡会、委員会 

③ 研修事業 

④ 交流事業 

⑤ 地域看護事業：まちの保健室 

⑥ 研究事業：看護研究サポート、研究発表会 

⑦ 看護広報事業：進路相談会、支部だより 

⑧ 関連職種地域連携事業：地域連携推進会議、研修会 

 

４ 会員支援に関する事業 

１） 看護管理者等への支援  

(1) 新任看護管理者（トップマネジャー）研究会の開催（3回／年） 参加者 16人 

 5月 17日、6月 28日、7月 26日 

(2) 看護管理者（トップマネジャー）研究会Ⅰの開催 (2回／年) 参加者 36人 

 9月 8日、11月 17日 
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(3) 看護管理者（トップマネジャー）研究会Ⅱの開催 (2回／年) 参加者 10人 

 8月 30日、9月 20日 

(4) 中間看護管理者（副看護部長） 研究会の開催（2回／年） 参加者 42人 

 9月 8日、11月 10日  

 （看護師長） 研究会の開催（2回／年） 参加者 97人 

 9月 8日、12月 20日 

(5) 中間看護管理者（新任看護師長）研究会の開催（3回／年） 参加者 63人 

 5月 24日、6月 7日、7月 26日 

  

２） 会員への情報提供 

(1) 会員施設や個人会員宛てに情報発信 （集中発送 13回／年） 

・機関紙「看護ひろしま」 第 218号～223号 

・ホームページを活用した情報の発信 

(2) 会員名簿作成及び会員施設に配布  

３） 会員のための福利厚生の充実 

(1) 表彰候補者の推薦 

・叙勲 1人 

・平成 30年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦 1人 

・平成 30年度日本看護協会長表彰候補者の推薦 3人 

・ひろしまナイチンゲール賞（知事表彰） 4人 

(2) 表彰：広島県看護協会長表彰 5人 

(3) 慶弔等 

・叙勲受章者へ記念品料贈呈 1人   

・ひろしまナイチンゲール賞（知事表彰）受賞者へ記念品料贈呈 4人（会員） 

・病気見舞 5人   ・罹災見舞 112人（豪雨災害） ・罹災見舞 2人 

物故会員への弔意 8人 

・式典等への参列（入学式、宣誓式、卒業式） 

(4) 日本看護協会看護職賠償責任保険の加入促進 

・看護職賠償責任保険制度の周知 

(5) 会務傷害対策：傷害保険への加入 

４） 奨学助成 

(1) 広島県看護協会奨学金貸与 

・平成 29年度からの継続 2人 

・平成 30年度からの新規 3人 

(2) 広島県看護協会齊藤利子奨学金貸与 該当者なし 

５ 行政機関・関係団体との連携 

(1) 広島県四師会役員連絡会議開催の企画・運営 

(2) 行政機関・関係団体からの後援・推薦・依頼等への協力 

 

６ 広島県看護協会会館の管理・運営 

１） 会館の維持管理 

(1) 土地、建物、設備の保守点検の実施 

(2) 会館の貸与：広島県看護連盟との賃貸借契約 


