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Ⅶ．委員会企画交流会
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Ⅵ 委員会企画交流会

１）助産師職能委員会実施
（1）研修内容【オンライン研修】

研修テーマ 目標 主な内容 講師

産科管理者交流会

地域における危機管
理体制の強化、助産
師を取り巻く状況・
求められる課題を共
有し助産師の発展に
向けた活動を考え
る。

助産師職能委員会の動向・理事会報告／
災害時に職員を守るマネジメント～コロナ
禍をとおして～／地区別グループワーク

田中産婦人科クリニック
石田　麗子

（4）まとめ
　参加者は総合病院から８名、クリニックから３名の計 11 名であり、職位は師長６名（54.5％）、副師長
１名（9.1％）、主任３名（27.3％）、看護部長１名（9.1％）であった。
　参加者の声として、「コロナ禍で各施設での対応を知ることができた」「コロナ禍等の危機的状況下にお
いては、管理者視点だけでなく、実務に携わるスタッフが中心となって業務基準・手順を検討する必要が
あると感じた」「他の病院の情報が得られた」「顔が見える関係づくりができた」「各施設の現状・取り組
みについて知ることができた」「看護協会や県、国の動向について知ることができた」「管理者間でなけれ
ば聞けないこともあるので、有意義であった」などが挙げられた一方、「もう少し人数がいたら良かった」
「交流会の時間が短かった」などの意見が寄せられた。
　また、今後の課題として、助産師出向システムの活性化、対人関係の調整・人材育成、特定妊婦支援に
おける地域連携の必要性が挙げられた。
　このことから、令和４年度は「困難を抱える母子とその家族のための地域包括ケア」をテーマにシンポ
ジウムを開催予定である。

（2）受講状況 （人）
実施日 日数 定員 応募者数 決定者数 受講者数
9/26
（日） 1 50 12 12 11

（3）アンケート結果 （％）

満足度
（N=11）

できる やや
できる

あまり
できない できない 未回答

36.4 63.6 0.0 0.0 0.0

（％）

役立ち度
（N=11）

できる やや
できる

あまり
できない できない 未回答

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Ⅵ 委員会企画交流会

３）社会経済福祉委員会実施

（2）受講状況 （人）
実施日 日数 定員 応募者数 決定者数 受講者数

10/27
（水） 1 100 110 110 91

（1）研修内容【オンライン研修】
研修テーマ 目標 主な内容 講師

みんなで目指すヘルシーワーク
プレイス（健康で安全な職場）

ヘルシーワークプレイス
作りについて学び、その
中でも組織全体で「働き
方改革」や「多職種連携」
で看護業務改善に取り組
んだ 2施設の報告を通し
て、自施設における課題
解決に生かす

①ヘルシーワークプレイスとは
②働き方改革が必要な現状
③看護現場に求めれれるもの
　（雇用主・管理者・労働者）
④事例報告　　等

宇部フロンティア大学
原田　博子
公立羽咋病院
玉田　千秋
潤和会記念病院
小柳　優美子

（3）まとめ
　今年度は新型コロナウイルス感染状況を鑑み、事前にWEB研修を計画し、問題なく実施できた。働き
方改革を推進していく上で、ヘルシーワークプレイスの概念や組織全体で取り組んだ２事例の報告を行っ
た。参加者は管理者およびスタッフが半数ずつ参加していた。管理者からは、「課題が明確になり参考になっ
た」とのコメントがあり、スタッフからは「組織が取り組んでいる意味が理解できた」との意見が寄せら
れていた。今後は、管理者のみならず、スタッフへの理解がさらに進み、組織全体で働き続けられる職場
を目指した企画を検討していきたい。
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２）看護師職能委員会Ⅰ実施

（2）受講状況 （人）
研修テーマ 実施日 日数 定員 応募者数 決定者数 受講者数

「看護師職能委員会Ⅰ」企画意見交換会
～新型コロナウイルス感染症対応に関わる
　看護管理者の意見交換会～

11/6
（土） 1 50 47 47 44

（1）研修内容
研修テーマ 主な内容 講師

「看護師職能委員会Ⅰ」企画
意見交換会
～新型コロナウイルス感染症対応に
　関わる看護管理者の意見交換会～

新型コロナウイルス感染症の対応における看
護管理上の課題について
（事例発表・質疑応答・グループワーク）

福岡大学病院　
中川　朋子
福岡市民病院　
田邉　郁子
夫婦石病院　
後藤　裕子
福岡大学筑紫病院　
樋口　靖子

（3）アンケート結果 （％）

役立ち度
（N=43）

研修テーマ できる やや
できる

あまり
できない できない 未回答

「看護師職能委員会Ⅰ」企画意見交換会
～新型コロナウイルス感染症対応に関わる
　看護管理者の意見交換会～

48.8 51.2 0.0 0.0 0.0

（4）まとめ
　看護管理者は、未曽有の新型コロナウイルス感染症患者に対して情報交換を行う場が少ない中で奮闘し
てきた。そこで今回、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた現状や経過、看護管理者としての課題
を発表する機会を企画した。主な内容は「大病院での ECMOセンターの立ち上げや看護管理者のマネジ
メント力を発揮したプロセス」「コロナ受入病院でフェーズが急速に変化する中、患者の増加とともに組
織を変化させたプロセスや看護管理者としての発信力」「中小病院での院内クラスター発生時の対応やそ
の後に振り返りを行う重要性」「コロナ受入病院でどのように寄り添う看護を実践したか等、具体的な看
護実践やメンタルサポートの重要性」と、各々の看護管理者の在り方を学ぶことが出来た。講演後、参加
者した看護管理者間でグループワークを行い、各施設の現状と課題について意見交換を行った。
　研修終了後のアンケートでは「看護管理者としてビジョンを明確に発信し、組織化することの重要性を
実感した」「他施設の取り組みを聞き、第６波の準備のヒントになった」「今後もコロナ対策について継続
してほしい」などの意見が多く聞かれ、有益な意見交換の場となった。今後も看護管理者が語る企画を提
供したいと考えている。
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Ⅵ 委員会企画交流会

５）在宅支援・訪問看護委員会実施

（2）受講状況 （人）
実施日 日数 定員 応募者数 決定者数 受講者数

9/19
（日） 1 50 58 58 53

（1）研修内容【オンライン研修】
研修テーマ 目標 主な内容 講師

訪問看護ステーションにおける
BCPを考える

感染症や非常災害時におい
て訪問サービスの提供を継
続的に実施するための事業
継続計画（BCP）の策定に
必要な知識や方法を学ぶ

BCPとは何かを理解する /感染症発生
時と自然災害時の BCP 策定 / 運用に
ついての知識や方法

慶應義塾大学
山岸　暁美

（3）アンケート結果 （％）

満足度
（N=47）

できる やや
できる

あまり
できない できない 未回答

46.8 44.7 8.5 0.0 0.0

（％）

役立ち度
（N=47）

できる やや
できる

あまり
できない できない 未回答

78.7 21.3 0.0 0.0 0.0

（4）まとめ
　初めての ZOOM開催であったが、オンラインの方が参加しやすいという意見が多かった。一方でやは
り対面の方が伝わりやすいという意見もあった。特にグループワークが上手くできなかったのが反省点で
ある。各委員のファシリテーション力や事前の打ち合わせにも課題があったかと思う。参加者側がログイ
ンできないなどのトラブルもあったが、オンラインに慣れている参加者も多いと感じた。コロナ過の現状
を考えるとオンライン研修を取り入れていくことが必須であり、委員会として運用の力量を上げることも
が重要と考える。
　内容については、アンケートから分かるように実践に役立つ内容であった。訪問看護に特化した BCP
研修であったし、具体的なステップも参考になった。何から取り組んでいいか分からない状態から、これ
をやってみようという視点に変わった方も多いのではないかとアンケートから感じられた。今後、研修を
企画する際は、訪問看護サミット等の研修に委員が実際に参加し、今の訪問看護に求められる知識や技術
を肌で感じ、この方の話は響いたという講師を選ぶとよいと思う。それが現場で悩み困っている訪問看護
師達の視点や捉え方を変えて、また明日からやってみようと元気になるような研修につながると考える。
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４）看護の進路・進学支援委員会実施

（2）受講状況 （人）
研修テーマ 実施日 日数 定員 応募者数 決定者数 受講者数

看護学校と職場の情報交換会 8/18
（水） 0.5 80 81 81 74

（1）研修内容【オンライン研修】
研修テーマ 目標 主な内容 講師

看護学校と職場の情報交換会

マスク越しの世界で基礎教育と
新人教育について語り合おう
～ちょっと気になる学生・新人
ナースの支援について～

看護師養成学校と職場
が情報を交換する場を
設け、学生や新人看護
師の現状理解を深め、
教育的課題を共有し、
新たな教育の在り方を
探る。

グループワーク

提供された話題やそれぞれの経験を
もとに教育指導上の困難感、学生や
新人看護師の社会的背景や言動の背
景、教育指導における支援の工夫・
成功事例等の情報共有を行う。

ファシリ―テーター

看護の進路・進学支
援委員　他

（3）アンケート結果 （％）

満足度
（N=64）

研修テーマ できる やや
できる

あまり
できない できない 未回答

看護学校と職場の情報交換会 76.6 23.4 0.0 0.0 0.0

（％）

役立ち度
（N=64）

研修テーマ 役立つ やや
役立つ

あまり
役立たたない 役立たない 未回答

看護学校と職場の情報交換会 56.3 37.5 4.7 0.0 1.5

（4）まとめ
　例年、実施してきたこの情報交換会が、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となり、今
年度は、初めてオンラインを活用して、実施することが出来た。
　グループディスカッションを通して、学生指導や新人教育について、臨床と教育の場それぞれの支援方
法等の意見交換・情報共有の場となった。
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