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准看護師　　  918 名
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令和４年度 通常総会
公益社団法人　茨城県看護協会

新 役員紹介

　総会員数 14,760 名（出席会員 179 名・役員 21 名・委任状 11,719 名）の出席をいただき、進行の中島
専務理事より定款第 17 条に則り総会成立が宣言され、提出された 3 つの議案は全て承認されました。

令和 4 年度より新たに役員となりました 3 名の方をご紹介いたします。

◆議決事項　
第一号議案　令和 3 年度決算報告（案）及び監査報告
第二号議案　令和 4 年度改選役員及び推薦委員の選任
第三号議案　令和 5 年度日本看護協会通常総会代議員
　　　　　　及び予備代議員の選任
◆報告事項
報告事項 1　令和 3 年度事業報告
報告事項 2　令和 4 年度重点事業並びに事業計画
報告事項 3　令和 4 年度収支予算　

日時：令和 4 年 6 月 17 日（金）
　　　13：00 ～ 15：30
場所：ザ・ヒロサワ・シティ会館
　　　大ホール
　　　（茨城県立県民文化センター）

会長 白川　洋子 副会長 山口　　忍 副会長 沼尻　信子
専務理事 中島　貞子 常任理事 樫谷　厚子 常任理事 須藤　礼子
保健師職能担当理事 小野村順子 助産師職能担当理事 妹尾　月子 看護師職能担当理事 檜山　千景
水戸地区担当理事 川又　光子 日立地区担当理事 菅澤　裕子 常陸太田・ひたちなか地区担当理事 三本松まゆみ
鹿行地区担当理事 小原　一也 土浦地区担当理事 平賀　京子 つくば地区担当理事 山下美智子
取手・竜ヶ崎地区担当理事 桑田今日子 筑西・下妻地区担当理事 鈴木　和子 古河・坂東地区担当理事 佐伯　久美
准看護師理事 塚原　優香 監事 宮本　康子 監事 戸島　正巳

「看護の力と地域連携」	 土浦地区担当理事　平賀　京子（石岡第一病院）
　この度、土浦地区の担当理事として活動させて頂くことになりました。
　令和 4 年度、茨城県看護協会の重点事業の推進と強化をめざすと共に、地区会員の皆さまと一緒に、住
み慣れた地域で安心して日常生活が送れるよう、保健・医療・介護を連携する役割を果たしてまいりたいと
思います。どうぞよろしくお願い致します。

「地域における連携強化活動を目指す」　	鹿行地区担当理事　小原　一也（鹿島病院）
　今年度から、鹿行地区を担当させて頂くことになりました。
　COVID － 19 の新規感染者数も、ピーク時から比較すると大幅に減少はしていますが、いまだ多くの感
染者が出ています。そのため昨年度は活動の足かせとなり、研修の回数、会員会議の開催などに影響が出ま
した。今年度は、開催方法などを検討し、活動が見える形にして鹿行地区の連携強化が出来たらよいと考え
ています。ご協力をよろしくお願いいたします。

「母子支援体制の強化を目指して」助産師職能担当理事　妹尾　月子（霞ヶ浦医療センター）
　この度、助産師担当職能理事に就任いたしました。核家族化や地域社会の希薄化に伴う母親の孤立、産後
うつの増加など出産や育児に関して様々な問題が生じており、対応は急務です。妊娠期から育児期にかけて
切れ目のない支援を提供する為、地域と連携し母子支援体制の強化に取り組んでまいります。どうぞよろし
くお願い致します。

令和４年度 役員紹介
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令和４年度 ３職能合同集会
公益社団法人　茨城県看護協会

　合同会社ヴィーヴォ保健師事務所代表の岸美帆先生を講師に招き、ご自身の保健師活動経験に基づいた対人
スキルについてご講演いただきました。幸せ力が向上するたった一つの習慣は、感情や考えていることなどを「言
語化」すること。言語化することにより「現実」から少し距離を置くことができ、８割方解決できるのだそうです。

令和 4 年度通常総会において、優良看護職員茨城県看護協会長表彰式が行われ、52 名の方が受賞されました。

　令和 4 年度通常総会終了をもって 3 名の役員の皆様が
退任されました。

相田　輝子　　　秋元　　薫　　　秋山　順子　　　秋山美保子
天貝　恵子　　　井川　恵子　　　石井　満美　　　上野富美江
浦川　哲司　　　大竹和歌子　　　大塚　宏子　　　大和田和美
小野　陽子　　　小野田里織　　　川上　信子　　　木上　春美
菊地　陽子　　　木原　邦子　　　倉持美保子　　　監物　輝子
小坂由紀子　　　児玉　美春　　　小林　美紀　　　古谷　恭子
佐井川まさ子　　佐川　朋美　　　佐久間直美　　　佐藤　篤子
下山田弘子　　　白根みゆき　　　鈴木　智子　　　須能　弘美
髙尾　弘子　　　髙野　直美　　　田口さとみ　　　寺田えり子
遠峯　鈴香　　　富田　順子　　　長沼　順子　　　仁平　洋子
野口　悦子　　　野澤由美子　　　野尻　陽子　　　野原美代子
橋本　雅子　　　蓮見　和代　　　長谷　弘子　　　平松　裕子
松井　洋子　　　宮本三千代　　　森下　　静　　　谷澤　伸次

日　時：令和４年６月 18 日（土）
　　　　13:30 ～ 15:30
場　所：オンライン（zoom）開催
参加者：オンライン　53 名
　　　　本会大研修室参集　27 名
　　　　（職能委員のみ）

ありがとうございました

優良看護職員茨城県看護協会長表彰受賞おめでとうございます

助産師職能担当理事　　遠藤　香織さん　
鹿行地区担当理事　　仲田美佐子さん
土浦地区担当理事　　大塚あけみさん　

合同会社ヴィーヴォ保健師事務所　
代表　岸　美帆　先生

講演テーマ

「寄り添い、ともに歩む保健師活動
  ～ well-being を支える看護職の対人スキル」
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　県立中央看護専門学校の学生によるキャンドルサービスが行われました。
　キャンドルサービスを終えた学生からは、「今日の経験を大切にし、しっかりと考えていきたい」「看
護学校の戴帽式は親にも見せられなかったので、今回大勢の方に見て頂いて、しっかり勉強しないとい
けないと改めて思った」などの言葉が聞かれました。コロナ禍で制限も多い学生生活の中で、今回の祭
典での経験が看護師になるという決意を新たにする機会になったのではないかと感じました。

「地域での学習・生活支援～わたしの場合～」
医療法人社団芳尚会　吉成医院　院長補佐　栗山洋一先生

　「いば☆きら塾」を立ち上げ、幼児教育、特に生活困窮世帯への支援に尽力
されています。具体的には、学校の宿題、予習・復習の支援、季節の行事への
参加、体験活動（スポーツ、講演会）、居場所づくり（クリスマス会、卒業式、進級）、生活サポート（個
人面談、自宅～会場間の送迎）など精力的に活動されています。
　子どもにとって居心地の良い場所にするということを大事に取り組まれています。

　茨城県優良看護職員知事表彰では、県内の保健師、看護師、准看護
師の中から多年にわたり看護業務に献身的に従事し、顕著な功績の
あった、保健師 2 名、助産師 1 名、看護師 4 名の方が表彰されました。

【受賞者】
■保健師　八重樫　友　　山口　文子
■助産師　遠藤　香織
■看護師　高麗美智子　　大川　和子　　後藤　文子　　御園日登美

「第58回いばらき看護の祭典」
が開催されました

日時：令和 4 年 5 月 15 日（日）13：00 ～ 16：30　　※ロビーイベント 11：00 ～ 16：00
場所：ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール（茨城県立県民文化センター）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2 年（第 56 回）、令和 3 年（第 57 回）の過去 2 年間の開
催ができませんでしたが、今年度は、感染拡大防止策を取りながら、YouTube のライブ配信も含めたハイブリッ
ドでの開催となりました。

★キャンドルサービス★

★特別講演★

優良看護職員知事表彰受賞おめでとうございます

3年ぶり
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ちびっこナース服
の試着体験

令和4年5月10日開催

　日本看護協会広報部が、若年層に向けて看護の仕事や魅力をアピールするため、2021 ～ 24 年度の 4 か年
をかけて、全国を 4 地区に分け「看護の日・看護週間」を中心に「看護の日」ロゴマークなどをデザインした 
PR バスを運行して「看護の日」事業を PR します。
　さらに、バスの巡行にあわせて各地域で学生を対象としたイベント（看護の出前授業など）を開催。今年度
は 5 月 9 ～ 13 日の「看護週間」中に、東日本を中心に 14 道県看護協会で実施しました。
　茨城県では、アダストリアみとアリーナにおいて来賓を招き出発式を行い、水戸市内を巡回後に茨城県立桜ノ牧
高等学校において、看護の出前授業を実施しました。18 名の生徒に看護の魅力について講義と演習を行いました。

★茨城県警察音楽隊★ ★ロビーイベント★

　アニメソングや懐メロなど会場を巻き込ん
だ演奏は大いに盛り上がりました。交通安全、
オレオレ詐欺への対策など、分かりやすくお
話ししていただきました。

●私自身、看護師をしています。コロナ禍でしたが子供も医療関係に興味があるようなので来てみました。
　このようなイベントが開催されれば看護を身近に感じる事ができていいなと思います。
●警察音楽隊の演奏曲を懐かしく、楽しく聞かせていただきました。ドリフターズ、楽しいですね。
●休憩時間のアナウンスがあると良いと思いました。 【取材者：岩﨑・大金】

参加者の声

まちの保健室

「看護の日・看護週間」事業

ＰＲバス出発式・出前授業

出前授業  茨城県立水戸桜ノ牧高等学校PRバス水戸市内巡回（茨城県庁前）
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NewNurse2022
茨城県立こども病院

高木 紗也香

取手北相馬保健医療
センター医師会病院

増田 亜希子

いちはら病院

柏　　湧斗

日立総合病院

森　裕里加

東京医科大学
茨城医療センター

石井　　葵

日鉱記念病院

上林　由実

①学ぶことと笑顔を大
切に、子ども達が安
心して過ごせるよう
サポートできる看護師になりたいです。

②素敵な風景や人物の写真を撮ることです。
③千里の道も一歩から：地道な努力を大切に
出来る言葉だからです。

①私は、患者様の気持
ちに寄り添い、患者
様に笑顔で接するこ
とができる看護師になりたいです。

②映画鑑賞です。
③私の座右の銘は「知恩報恩」です。

①1日1日を大切に知
識・技術を身につけ、
患者さんの安全を第
1に守れる看護師になりたいです。

②趣味はサーフィンとスノーボード。
　特技は空手です。
③「点滴穿石」という言葉を大切にしていきた
いと思います。

①感謝と笑顔を忘れず、
常に患者さんとご家
族の立場に立って考
えられる看護師になりたいです。

②好きなアイドルのライブDVDを観て、心癒
やされています。

③「成し遂げる」です。中学生から大切にして
います。

①思いやりを持って危
機的状況の患者さん・
ご家族を全力で支
え、頼りにされる看護師を目指します。

②音楽を聴きながらのランニング・筋トレ
　愛犬（小太郎）との散歩。
③初志貫徹！頑張り貫く強い力を持って、何事
もやり遂げます。

①知識や技術を身につ
けるだけでなく、患
者様の気持ちにも寄
り添えるような優しい看護師になりたいで
す。

②趣味は読書で、新しい知識や考え方・自分
とは違った価値観を学ぶことが楽しいです。

③努力は裏切らない。
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NewNurse2022 ①どういう看護師になりたいか
②趣味・特技
③好きな言葉・座右の銘

愛正会記念
茨城福祉医療センター

田畑　晴菜

茨城東病院

軍司　将臣

県北医療センター
高萩協同病院

鈴木　彩夏

きぬ医師会病院

土信田 飛翔

ひたちなか総合病院

大内　愛華

茨城西南医療センター病院

荒川　七海

①常に笑顔を絶やさ
ず一人一人個別性に
沿った看護・ケアを
行える看護師になりたいです。
②バッティングセンター球を打つ事、カラオケ
で歌う事が好きです。
③笑う門には福来るです。笑顔を忘れずに過ご
したいからです。

①患者さんにとって話
しかけやすく、笑顔
で優しい雰囲気のあ
る看護師になりたいです。
②趣味：音楽を聴くこと
　特技：５年以上続けているギターです　
③七転び八起き
　失敗にめげず、何度も挑戦したいと思います！！

①患者さん一人ひとり
に寄り添い個別性に
合わせた看護を提供
し信頼される看護師になりたいです。
②ウォーキング、映画鑑賞、スポーツ観戦です。
③好きな言葉：成功すれば挫折は成功に変わる
　座右の銘：凡事徹底

①疾患や治療などの勉
強を行い、患者さん
一人ひとりの思いに
寄り添えるような看護師になりたいです。

②釣り、アクアリウム、ゲーム。
③明日死ぬかのように生きよ。
　永遠に生きるかのように学べ。

①日々の業務からたく
さんの学びを得て成
長していき、患者さ
んを第一に考えられる看護師になりたい。

②ドライブと自宅で映画鑑賞が好きです。
③一期一会：患者さんや病棟スタッフとの出会
いを大切にしたい。

①日々学びを深め、知
識・技術だけでなく、
相手の立場になって
考え、寄り添うことができる助産師。

②美術館・カフェめぐり。
③十人十色
　周りの考え、自分の考えを大切にし、成長し
ていきたい。
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小美玉市医療センター
藤平　一江

仕事をしていて、　　　 に残った一言こころ

　呼吸器内科病棟に勤務して 4
年、病棟には治療で入退院を繰り

返す患者さんが多くいます。前回の入院は歩行し
ていた患者さんが、次の入院は歩行困難で酸素を
使用したり、病気の進行を感じることがあります。
　ある時、顔見知りの患者さんの状態が悪化し、
モルヒネを使うことになりました。意識が遠のい
ていく中で「お世話になりました、ありがとうね」
と、私に向けてくれた言葉は、患者さんと交わし
た最後の言葉となり、忘れられない思い出です。
　私は患者さんの最期の瞬間までも、尊く関わる
ことができる看護職は素晴らしいものだと感じま
す。「そばにいてもらいたい、あなたがいてくれて
よかった」と思っていただけるような看護師に私
はなりたいです。

　「知らないうちに怖い気持ちを我慢していたみた
い。手術をしてくれたのはお医者さんだけど、そ
の手術を頑張れるように背中を押してくれたのは
看護師さんね。」
　これは手術室配属になりまだ日も浅い頃、術後
の患者さんにかけられた言葉です。病棟勤務しか
経験のなかった私には患者さんとの距離を遠くに
感じる手術室勤務の日々に“手術看護って何だろ
う”と自問自答する日々でした。この言葉をかけ
て頂いてからは手術が怖いという当たり前の感情
を受け止めることや、患者さん自身が前を向いて
治療に取り組めるようなお手伝いを看護の形で還
元できること、それこそが手術室看護師ならでは
の大切な役割で、醍醐味なのだと実感させて頂い
た言葉でした。

JA とりで総合医療センター 
齋藤　盛子

国家公務員共済組合連合会　水府病院
手術室　看護師長　岡野　聡美

三岳荘小松崎病院
松本　貴稔

　資格を取得して七年目になり
ました。業務も一通り自立して出来るようになり
ましたが新しく学ぶことも多く、看護は日々学習
だなと改めて感じながら仕事をしています。
　私のストレス解消法は、映画鑑賞です。映画館に
行き、一人でひたすら集中して観る二時間前後の時
間の中で、様々な出来事が起きその時間の間は、何
も考えず作品だけに没頭できるからです。仕事で落
ち込んだり、悩んだりしたときは、映画の中の大き
な世界を体験し、そうすることで自分はこんな小さ
なことで悩んでいたのかと気付かされると同時にモ
チベーションアップにもつながります。
　これからも様々な映画を見て、適度に気分転換を
し、ストレスと上手に向き合っていきたいと思います。

　４年前に職場で大正琴同好会を結成し、患者さん
向けのミニコンサートを開いています。金属の弦は
澄んだ軽快な音色を奏で、耳に心地よい懐かしさを
感じます。
　大正琴は左手で鍵盤を抑え、右手はピックを持ち、
弦を手前もしくは奥からはじいて演奏します。左右
バラバラの手の動きと、左手での演奏に、最初は苦
労しましたが、思い通りのメロディーが弾けたとき
にはうれしく、更に美しい音、聴きやすいテンポは・・
と演奏に集中すると１時間はあっという間、良い気
分転換になります。
　コロナ以前は外部の先生とティータイムを交え楽
しくお稽古できていたのですが、それもできなくな
り、自主練習が中心となっています。コンサートは
童謡中心の演奏ですが涙を流される方、「もっと聴
きたい」とその場を離れない方もおり、演奏者とし
て嬉しい体験が数多く得られました。今後も練習を
重ね、多くの方に大正琴の音色に触れていただきた
いと思います。

「ストレス解消法」

「大正琴の練習」

シリーズ
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地域のみなさまの健康を支える

まちの保健室
今  まちの保健室が

　茨城県保健衛生会館内「まちの保健室」では市民の皆さまをはじめ会員の皆さまのヘルスチェックの
場として「血圧測定・体重測定・体脂肪測定・血管年齢測定」等を実施しております。令和 4年度は、
これらに併せて乳がんの早期発見のために「自己検診を学ぼう～乳房模型によるヘルスチェック」とフ
レイル予防のための「茨城県看護協会長杯お手玉選手権」を企画いたしました。

茨城県看護協会長杯「お手玉選手権」
　お手玉は、奈良時代から始まった日本古来の遊びで、現在健康面で見直しをされています。笑顔にな
ることでβ波が増し脳が活性化することや手先を動かすことで筋力の衰え防止、さらに動体視力や瞬間
判断力が増強し老化防止に役立つとされています。さらに世代を超えたコミュニケーションを作るとさ
れ世界に誇れるグッズとしても見直されています。

記

〇期　間：令和 4年 5月～令和 5年 2月
　　　　　毎（水）（木）9：30～ 16：30
〇場　所：保健衛生会館「まちの保健室」
〇ルール：落とすまで上げる
〇部　門：①両手の部（2個・3個）
　　　　　②片手の部（2個・3個）
〇その他：お手玉の中身は小豆・数珠玉・シジミ等で
　　　　　重さは 40g

益々　面白くなる「まちの保健室」です。
研修等で保健衛生会館においでの際は　是非お立ち寄りください。

まちの保健室　担当　保健師　中山　友子
メール　zaitaku1@ina.or.jp

面白い！
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訪問看護ステーションにおける
医療・看護安全管理に関する活動の現状調査報告

1　調査目的
医療依存度の高い在宅療養への移行や継続、在宅療養への多様なニーズなどに応えるべく訪問看護サービス
へのニーズは急速に高まっている。訪問看護は、利用者宅でサービスを提供する特殊性もあり、現場に即し
た事故予防および事故対応を行う必要がある。
そこで、訪問看護ステーションにおける事故予防・事故対応の取り組みを把握し、訪問看護ステーションが
抱える課題や悩みを支援すべき方向性を検討するために、県内訪問看護ステーションにおける医療・看護安

全管理に関する活動の現状を調査する。

2　調査対象　茨城県内訪問看護ステーション 205 事業所の管理者及びスタッフ

3　アンケート回収率　回収率 53.2％（109/205 事業所） ※管理者回答数 109 名、スタッフ回答数 466 名

4　アンケート結果（一部抜粋）

■安全管理体制や事故事例等で困っていること
・私たちが訪問することで 「コロナ感染したらどう責任取ってくれるんですか！」 と怒鳴られたこと。
・セクハラと感じた行為があったが大事 （おおごと） になるのが嫌で我慢しようと思った。
・医療者は付き添いが必要と思っても、 本人が必要性を感じず転倒してしまうときジレンマを感じる。
　 （本人の気持ちも大切）
・関係職種による情報共有の不足 （コロナ禍になりサービス担当者会議、 退院カンファレンスがない事が原因か。）
・駐車場に停車していたところに追突されて事故処理するケースあり （警察介入）、 訪問変更することとなった。
・訪問中に物品が足らない。
・新型コロナウイルス感染のリスクについて、 スタッフのプライベート領域に対する管理指導に苦慮、 専門職と

しての自覚に委ねるだけではなく、 その家族や行動、 活動等把握し、 注意喚起を続けているが、 徹底するには
難しく、 打開の見えない状況。

・盗難事故（コンビニ トイレタイム中にとられた、 入浴介助中に家族に取られたなど）

■経験した事例を教えてください（複数回答可）

■事故発生直後に適切な措置が講じられるよう
　スタッフに教育をしていますか

■事故防止マニュアルを作成していますか

公益社団法人茨城県看護協会　医療・看護安全対策推進委員会

事故事例 件数 事故事例 件数
転倒・転落　 153 誤嚥 40
クレーム 152 処置 36
暴言・暴力・ハラスメント 146 感染に関係すること 35
患者の急変 116 医療機器 31
誤薬 103 入浴中のトラブル 30
コミュニケーションエラー 97 個人情報の取り扱い 27
交通事故 70 ケア中の骨折 10
ドレーンチューブ 64 盗難 10

はい
87％

いいえ
13％

はい
69％

未回答
16％

いいえ
15％
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　茨城県ナースセンターでは、定着促進コーディネーターが施設を訪問し、看護管理者が取り組んでいる、も
しくは取り組もうとしている看護職員の確保定着に関することや、健康で安全に働き続けられる職場づくりを
支援しています。
　令和 3 年度は、新型コロナ感染症に注意しながら、施設を訪問させていただきました。今回は、その一部を
紹介させていただきます。
　多忙な業務の中で、看護管理者の皆様は WLB の推進、働き方改革、業務改善、ハラスメント対策、クリニ
カルラダーの導入、人事評価制度の導入等々、多くの課題に取り組んでいます。訪問を受け入れていただいた
看護管理者の皆様、有難うございました。

働き続けられる
職場づくりを支援します 訪問施設紹介

主な取り組み課題

茨城リハビリテーション病院

日立おおみか病院 身近な支援者として
ご活用下さい。

野上病院

★人材確保と定着促進
★クリニカルラダーの導入
★記録の改善
★超過勤務時間の削減

★教育プログラムの構築
★有給休暇取得促進
★人材確保と定着促進

★人材確保と定着促進
★看護記録の見直し
★業務改善

公益社団法人茨城県看護協会・
茨城県ナースセンター
担当　定着促進コーディネーター
　　　青木妙子・青木章子
〒 310-0034   水戸市緑町 3-5-35　
TEL 029-221-7021　FAX 029-226-0493
E-Mail  k-3955@ina.or.jp

（お問い合わせ）
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　今年は 3 年ぶりに看護の祭典が開催されました。ご夫婦や小さなお子さま連れなど多数の方々が来場され会場は活気や笑顔であ
ふれていました。世界では紛争が起こっている国や地域があります。看護の心だけではなく、相手を思いやる心、お互いに助け合う心、
私たち一人一人が分かち合う、こうした心を、老若男女問わず誰もが育むきっかけとなるよう願っています。　　　　広報委員会一同

令和４年度理事会報告

【協議事項】
１　令和３年度事業報告について　承認
２　令和３年度決算報告（案）について　承認
３　令和４年度職能委員会委員の選任（案）　承認
４　令和４年度常任委員会委員の選任（案）　承認

【報告事項】
１　令和４年度日本看護協会第１回理事会報告
２　令和３年度下期・年度監査実施について
３　令和４年度理事・推薦委員並びに令和５年度日本看護協会

通常総会代議員及び予備代議員候補者について
４　令和４年度選挙管理委員の選任について
５　令和４年度茨城県看護協会通常総会について
６　第58回いばらき看護の祭典について
７　令和４年度茨城県看護協会３職能合同集会について
８　厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材

確保事業における令和４年度広域人材調整事業の実施について

■第 1 回　令和 4 年 5 月 20 日（金）
【協議事項】
１　役員の選定について（案）　承認
２　会長代行の優先順位について（案）　承認
３　業務執行理事の業務分担について（案）　承認
４　地区委員会委員の選任について（案）　承認
５　鹿嶋訪問看護ステーション管理者について（案）　承認
６　令和４年度地区意見交換会について（案）　承認
７　認定看護管理者教育課程細則の改正について(案) 　承認

【報告事項】
１　令和５年度予算編成に向けた関係機関等への要望・提案に

ついて

■第 2 回　令和 4 年 6 月 17 日（金）

編集
後記

令和 4年度茨城県看護研究学会開催のお知らせ

以下の通り誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
令和4（2022年度）公益社団法人茨城県看護協会通常総会要綱 正誤表

■テーマ　未来につなげる看護の挑戦
■開催日時　令和 5 年 1 月 28 日（土）　13：00 ～ 16：30
■特別講演　「タスク・シフト / シェア推進に関する日本看護協会の方針」
　　　　　　井本　寛子　氏（公益社団法人　日本看護協会　常任理事）
■シンポジウム　「特定行為研修修了者の活用と展望
　　　　　　　　　　　　　　－特定行為研修を修了した看護師の現状と課題－」
■運営方法　特別講演並びにシンポジウム（生配信とアーカイヴ機能を使用し、一定期間の配信）
　　　　　　一般演題（アーカイヴ機能を使用し、一定期間の配信）
■参加方法　1）「manaable」よりお申し込みください。
　　　　　　※発表者および共同研究者も、学会参加申し込みが必要です
　　　　　　2）一般参加応募期間　　令和 4 年 10 月 11 日（火）～ 12 月 11 日（日）まで
※詳細は、茨城県看護協会ホームページをご参照願います。

ページ 訂正箇所 誤 正

22 令和 3年度　事業方針・重点事業
事業報告（4月～ 3月） ３　地域包括ケアにおける看護提供体制の推進 ３　地域包括ケアにおける看護提供体

制の構築

36～37 令和 4年度　事業方針・重点事業 ３　地域包括ケアにおける看護提供体制の推進
４　組織力強化

３　地域における看護提供体制の強化
４　組織基盤の強化

102 【資料 19】
令和 3年度いばらきがん患者トータルサポート事業報告

5. 相談実績
(1) 相談件数：1085件

5. 相談実績
(1) 相談件数：1035件
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