
一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会 

第６回理事会議事録 

 

１．開催された日時 ２０２２年３月１０日（木）１４時００分～１６時００分 

 

２．開催された場所 大阪府社会福祉会館 503 号室 

          （大阪市中央区谷町７丁目４番１５号 5 階） 

３．理事総数及び定足数 総数２４名、定足数１３名 

 

４．出席状況 １８名 

出席理事：立石容子（会長）、髙澤洋子（副会長）、松井由加里（副会長） 

松本康代（副会長）、山口恵子（副会長）、前川たかし、藤井照代 

原田かおる、長濱あかし、井上ゆかり、村山真弓、山本 恵、山﨑京子 

米原早苗、山本克美、芋生和代、井坂徳子、西本好栄 

欠席理事：中尾正俊（副会長）、小野惠美子（副会長）、梶山直美 

岩出るり子、塩津浩美、山本克美、宮川光代 

出席監事：安田照美、前久保邦昭、雨師みよ子 

 

５．議事 

 議事は高澤副会長の司会で定足数の確認後、議長を立石容子が行うことを確認し、議事録

署名人として議長並びに出席監事の安田照美氏、前久保邦昭氏及び雨師みよ子氏を選出し、

開会した。 

 

６．審議事項 

第１号議案 ２０２１年度 修正予算承認の件 

 議長から今年度に急きょ健康観察事業（大阪府から受託）及び施設ワクチン接種事業（大

阪府医師会に協力）を行ったことにより予算の修正が必要となったことが述べられた。議長

の指名により松井副会長から資料を基に修正予算案の説明があり、承認が求められたとこ

ろ、満場一致で可決確定した。 

 

第２号議案 ２０２２年度 事業計画（案）の承認 

 議長から資料を基に標記事業計画の説明があり、この承認を議場に諮ったところ、満場一

致で可決確定した。 

 

第３号議案 ２０２２年度 予算（案）の承認 

 議長の指名により松井副会長から資料を基に標記予算案の説明があり、この承認を議場

に諮ったところ、満場一致で可決確定した。 

 

第４号議案 ２０２２年度 定時総会日程について 

 議長より標記日程につき下記のとおりとし、この承認を議場に諮ったところ満場一致で

可決確定した。 

 



記 

１．開催日時：２０２２年６月３０日（木）１４時～ 

２．開催場所：大阪府看護協会 ナーシングアート大阪 

（大阪市東区鴫野西２－５－２５） 

以上 

 

第 5 号議案 定時総会審議事項について 

 議長より標記につき下記のとおりとし、この承認を議場に諮ったところ満場一致で可決

確定した。 

記 

１．議案 

第 1 号議案 2021 年度事業報告（案） 

第 2 号議案 2021 年度決算報告（案） 

第 3 号議案 役員変更（案） 

第 4 号議案 定款変更（案）（役員報酬の規程） 

２．報告事項 

 １）2022 年度事業計画 

 ２）2022 年度予算 

以上 

 

７．報告事項及び検討事項 

１）新型コロナウルス関連 

（1）訪問看護師による自宅療養者への健康観察事業(実績) 

 議長より資料1を基に3月8日現在時点の実施状況及び以下の5項目につき報告があり、

参加者で確認した。 

① 修正見積 

2 月度、当初想定していた以上の「健康観察」実績があったため、3 月度に入り 3 回

目の修正見積の更新手続きを進めている。 

 ②仕様書の変更 

   業務内容に電話対応が追加された。但し、1 回以上の訪問を行った場合に限る。 

 ③陽性者対応行っている訪問介護等への支援 

 ④健康観察における検査依頼の可否について 

   陽性者対応以外は不可。但し、かかりつけ医からの依頼による訪問看護では可。 

 ⑤健康観察事業の情報交換会の検討 

   窓口ステーションや登録ステーションで情報交換会の開催の必要性があるが、時間

的猶予がない。ブロック会で情報交換の場を設定し、会員間で「健康観察」事業や陽性

者対応訪問看護の活動内容や問題点などの情報共有を十分おこない、地域ごとの課題

を明らかにし、次年度に向けた地域の体制作りへの検討にむかえるよう取り組んでい

ただきたい。 

 

（2）検査キット及び N95 マスクの緊急配布について 

 議長より資料 2 を基に以下の通り報告があった。 

【検査キット配布について】 

濃厚接触となった訪問看護職員の就業停止期間短縮のための抗原検査（定性）キット



の配布（2022 年 2 月 3 日から）。 

    現在配布数：204 事業所 1,025 個（3/9 現在） 

  

【N95 マスクの再配布について】 

陽性者・濃厚接触者等対応中又は積極的対応をしようとする当協会会員事業所への

配布。PPE ヘルパー研修（2/25）受講者にも配布中。 

  現在配布数（3/9 現在） 

     当協会会員事業所：215 ステーション 51,450 枚配布 

     PPE ヘルパー研修受講者：21 事業所   620 枚配布 他 

 

（3）訪問介護等を対象とする感染症対策研修 

 議長よりヘルパーにいかに学んでもらうかを目的に 2 月 25日に Zoom ウェビナーで開催

した標記研修につき、870 名の申し込みがあり、当日接続デバイス数 511 件があったことが

報告された。 

 また、アンケート結果についても資料 3 を基に報告がなされた。なお、アンケート結果は

協会ホームページにて公開中である。 

 

（4）緊急補助金について 

 議長より、2021 年 5 月 27 日の理事会にて緊急追加議案として承認された標記補助金の

支払実績として以下の報告があった。なお、本補助金は 3 月末日迄であるが、予算額に達し

た時点で取り下げる予定である。 

  3 月 8 日現在の支払実績：47 件（申請中 7 件） 

 

２）２０２２年度研修日程（案） 

 司会より資料 4 を基に暫定的ではあるが、次年度の研修日程案（資料４）を基に報告がな

された。ブロック活動・研修や教育ステーション日程などの設定時に参考にするよう説明が

あった。 

 

３）大阪府訪問看護シンポジウムについて 

 司会より 2022 年 2 月 12 日に開催予定であった標記シンポジウムにつき、コロナウイル

ス第 6 波の影響で延期になったこと、次回の開催は現在検討中であり、決定すればアナウ

ンスすることが報告された。 

 

４）看護未来展２０２２の講演会について 

 司会より、２０２２年６月９日に開催予定の標記講演会につき、以下の案が報告された。 

 また、ブースでは新卒動画を流すなどで検討を進めている。 

  テーマ：未来の訪問看護師を育てる（仮題） 

  講 師：水方 智子 氏 

 

５）次年度会議予定 

 指名で事務局から資料を基に次年度の理事会、運営員会等の開催日程表の説明があり、確

認した。 

 

６）「大阪府保健医療協議委員会の委員」推薦について 

 司会より資料６を基に標記委員の推薦について、本会議が終了後に意見を求めたいとの



報告があった。 

 

７）就業規則の変更に向けて 

 指名で就業規則の変更（案）作成に向けた臨時検討会のリーダーである長濱理事から以下

の要旨で進捗の報告がなされ、参加者で確認した。 

 ・現在の就業規則は平成 28 年（2016 年）当時のものであり、修正が必要になっている 

 ・本日の会議に修正案を提出することが困難であった 

 ・内容の詳細については事務局の意見を聞きながら修正したい 

 ・熟慮を重ねた上で修正案を作成したい 

 

８）役員改選に向けて 

 議長より 3 月までにブロック長から推薦を受け、5 月に推薦委員会を開催し、理事会に総

会議案として提出する承認を得たいとのスケジュールが報告された。 

 

９）継続会員手続き 

 議長より、前回の会員郵送物に同封している 2022 年度継続会員手続きが開始しているこ

とが報告された。 

 

１０）大阪府訪問看護実態調査 新卒対応事業所 実習受入れ事業所一覧 

 議長より今年度の実態調査で付随的に行った意向確認の結果、標記一覧を希望する大学

や学校に提供しており、現在看護大学から 6 校、養成学校から 1 校の申し込みがあったこ

とが報告された。リスト活用については、１校より受諾してもらえる事業所が未だ見つから

ないと連絡があったため、連絡を取り合いながら、調整を進めていることが報告された。 

 

１１）理事活動報告 

 立石会長：報告書記載のとおり 

 高澤副会長：大阪市保健医療審議会参加。府がんネットワーク協議会オブザーバー参加 

       十三市民病院 3 回目ワクチン接種 32 名 

 松井副会長：専門研修の実施報告。教育 ST2 次チェック報告。 

ナースセンター運営員会参加報告 

 松本副会長：委員会、部会活動報告 

 山口副会長：委員会、部会活動報告 

2021 年度地域に必要な看護職確保促進事業ワーキング参加報告。 

 

 続いて参加理事から各ブロックの地域報告に加え、以下の報告がなされた。 

（1）原田理事：2021 年度実態調査の進捗。 

 （2）長濱理事：次年度学術集会について。 

 （3）松本副会長：副会長報告で報告済みのため省略。 

 （4）岩出理事：欠席のため、松本副会長が代理報告済みのため省略。 

 （5）井上理事：看多機交流会の開催報告 

 （6）村山理事：精神科算定要件研修実施結果報告。 

 （7）塩津理事：欠席のため、山口副会長が代理報告済みのため省略。 

 （8）山本恵理事：倫理委員会報告。 

 （9）山﨑理事：災害委員会コア会議報告。DWAT 会議参加報告 

 （10）米原理事：欠席のため、松井副会長が代理報告済みのため省略。 



 （11）山本克美理事：新卒部会報告。インターンシップ動画視聴会（3/13）。 

           スタプロ事例報告会（3/19） 

 （12）宮川理事：欠席のため、山口副会長が代理報告済みのため省略 

 （13）芋生理事：適正化部会報告。 

 （14）井坂理事：実務相談報告。大阪府看護協会の訪問看護支援検討会参加報告。 

 （15）西本理事：シンポジウム延期報告。災害拠点 ST に関する報告 

 

８．その他情報提供・情報交換 

１）医師会からの情報 

 前川理事から資料を基に研修開催の情報提供があった。 

２）看護協会からの情報 

 藤井理事より、資料を基に研修開催の情報提供があった。 

３）介護支援専門員協会からの情報 

 雨師監事より、次年度からの介護支援専門員実務研修等のオンライン化の予定などにつ

いて情報提供があった。 

 

 

 以上をもって本日の議事が終了したので、この議事録が正確であることを証するため、 

出席した会長及び監事は記名押印する。 

 

 

 

 ２０２２年３月１０日 

 

会 長  立石 容子 

 

 

 

監 事  安田 照美 

 

 

 

監 事  前久保邦昭 

 

 

 

監 事  雨師みよ子 


