
奈看協発第17―6号 

2022 年 9 月 30 日  

施設長様 

公益社団法人奈良県看護協会 

会長 飯尾 美和 

（公印省略） 

「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」事例報告会開催について（ご案内） 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は看護協会の活動にご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当協会看護労働環境改善推進委員会では県内の看護職が生涯働き続けられる良い労働 

環境づくりを目指す目的で、2021年 10月に、「業務改善の実態調査」を実施した結果、積極的な取り 

組み事例が多いため、県内の医療・福祉施設において、これらの取り組みを実践することが出来れば、 

県内医療機関全体の質の向上が図られ、処遇・待遇改善はもとより、ひいては看護職の定着率の増加 

等にも繋がると考えます。つきましては下記のとおり事例報告会を開催いたします。 

貴職員の参加につきまして、ご高配いただきますようお願い申し上げます。 

記 

1. 日 時  ： 2022年11月22日（火）13：30～16：00（受付13：00～）

2. 場 所  ： 奈良県看護研修センター 大研修室（橿原市四条町288-8）

3. 内 容  ： 別紙プログラム参照

4. 発表病院： 登美ヶ丘リハビリテーション病院・済生会奈良病院

天理よろづ相談所病院白川分院・阪奈中央病院（4施設・発表順） 

5. 対 象 ： 県内の病院・診療所・高齢者施設等・訪問看護ステーション・看護師等学校

養成所・行政で働く看護職及び施設管理者等（会員・非会員は問いません） 

6. 定 員 ： 来館50名 ・ Web（Zoom配信）90施設（接続は1施設1台に限る）

いずれも先着順 

7. 参加費 ： 無料

8. 申込方法：  別紙申込書にご記入のうえ、10月31日（月）必着にてFAXでお申込み

ください。応募者多数で受講をお断りする場合のみ連絡いたします。 

＊新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じて実施します。 

＊専用駐車場には限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。 

＊奈良県看護研修センター敷地内、周辺道路、看護研修センター前の民間駐車場、コンビニ、 

近隣施設（かしはら万葉ホール、奈良県立医科大学附属病院等）には絶対に駐車しないでください。 

≪担当≫ 

公益社団法人奈良県看護協会  

看護労働環境改善推進委員会 委員長 井上ゆかり 

≪問い合わせ≫ 

公益社団法人奈良県看護協会 専務理事 西岡令子 

橿原市四条町288-8 

Tel 0744-25-4014  Fax 0744-24-7703 



奈良県看護協会「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」事例報告会 

日時：2022年 11 月 22日（火）13：30～16：00（受付 13：00～） 

場所：奈良県看護研修センター 大研修室 

目的：県内の看護職が県内で生涯働き続けられるように、事例報告から業務の効率化や働き 

方改革の推進を図るための取り組みを共有する 

【プログラム】 

時間 主な内容 講師または担当者 

13：30～ 
開会 

オリエンテーション

13：35～ 挨拶 奈良県看護協会 会長 飯尾 美和 

13：40～ 事業内容の説明 奈良県看護協会 専務理事 西岡 令子 

13：50 

 ～ 

14：30 

事例発表 

1. 『超過勤務時間の減少』 登美ヶ丘リハビリテーション病院

2. 『外来と連携し患者支援を強化した取り組み』 済生会奈良病院

3. 『バーンアウトによる離職者ゼロ』 天理よろづ相談所病院白川分院

4. 『病院救命救急士との連携で外来看護師のトリアージ業務の負担軽減

と適切な対応』 阪奈中央病院

14：30 

 ～ 

15：00 

質疑応答・意見交換 

15：00～ 休憩 

15：10～ 講評 
日本看護協会 看護労働政策部看護労働課 

課長 小村 由香 氏 

15：40～ 総評 
奈良県看護師がいきいきと働き続けるための実効策検討委員会 

委員長 石澤 美保子 氏 

15：50～ まとめ・閉会の挨拶 
看護労働環境改善推進委員会 

委員長 井上 ゆかり 

16：00 閉会 

本報告会は『2022 年度教育計画冊子』p.33に掲載されている「『看護師の業務負担軽減に資

する看護業務改善』に関する報告会」を改題したものです。 



2022 年 11 月 22 日(火）

場所：奈良県看護研修センター 大研修室 

業務の効率化や働き方の推進を図るための取り組みを共有し、 看
護職が生涯働き続けられる環境を構築するために学びませんか? 

 

看護労働環境改善推進委員会 

『超過勤務時間の減少』･･････････登美ヶ丘リハビリテーション病院 

『外来と連携し患者支援を強化した取り組み』･･････済生会奈良病院 

『バーンアウトによる離職者ゼロ』･･天理よろづ相談所病院白川分院 

『病院救命救急士との連携で外来看護師のトリアージ業務の負担軽減 

と適切な対応』･･･････････････････････････････････阪奈中央病院 

事例報告 

（４病院） 

定 員 

（先着順） 

対象者 

問い合わせ 

〒634－0813 橿原市四条町 288-8 公益社団法人奈良県看護協会 

  TEL 0744-25-4014（担当：西岡令子） 

-000 〇〇〇〇事務局 TEL: 00-0000-000

参加費 

13：30～16：00（受付 13：00～） 

奈良県内の病院・診療所・高齢者施設等・訪問看護ステーション・ 

看護師等学校養成所・行政で働く看護職 及び 施設管理者 等 

（会員・非会員は問いません） 

来館 50 名・Web 90 施設（1 施設 1 アカウント）来館 50 名・Web(Zoom 配信) 90 施設（接続は 1 施設 1 台に限る） 

無料 

申込書に必要事項を記入のうえ 10 月 31 日（月）までに 

FAX（0744-24-7703）してください。 
申込方法 



 

公益社団法人奈良県看護協会 看護労働改善推進委員会 宛 
 

就業継続が可能な看護職の働き方の提案事例報告会 申込書 

施設名  

申込責任者  

電話番号                  （内線      ） 

FAX 番号  

（Web 参加希望の場合のみ） 
メールアドレス 

 

 

№ 氏名 職種 職位 
参加希望（いずれかに
○をつけてください） 

1   
 

来館 Web 

2   
 

来館 Web 

3   
 

来館 Web 

4   
 

来館 Web 

5   
 

来館 Web 

（申込枠が足りない場合はコピーをしてください） 

 来館参加の方   参加可否通知はいたしません。ご参加いただけない場合のみ連絡いたします。 

 

 Web 参加の方  11 月 8 日（火）以降に順次 Zoomミーティングの ID とパスコードをお知らせします。 

 

※新型コロナウイルス感染症に関する状況により、中止する場合があります。その際は、申込責任者に  

連絡いたします。奈良県看護協会ホームページにも掲載いたしますので、ご確認下さい。 

 

【 担 当 】公益社団法人奈良県看護協会 看護労働改善推進委員会 

【問い合わせ】〒634－0813 橿原市四条町 288－8 公益社団法人奈良県看護協会 

           ＴＥＬ ０７４４－２５－４０１４（担当：西岡令子） 

日 時 2022 年 11 月 22 日（火）13：30～16：00（受付 13：00～） 

参加費 無料 

応募期限 2022 年 10 月 31 日（月）必着 

 FAX：０７４４－２４－７７０３（送付状不要） 



 

 

就業継続が可能な看護職の働き方の提案 

～好事例集の作成と報告会による水平展開の実施～ 

 

公益社団法人奈良県看護協会   

看護労働環境改善推進委員会   

 

看護労働環境改善推進委員会では、看護職の業務負担軽減を図り、安心して働き続けられる職場環境を構築

するための活動を行っています。ここ数年の活動を通して、各医療機関や施設では様々な取り組みを実践し、

業務・処遇改善を行っていることが分かってきました。しかし、その内容は「単なる業務の一環」として評価

され、改善は当たり前のことだと捉えられています。 

当委員会としては、「当たり前のこと」ではなく、その改善がもたらした看護職員への、待遇や処遇改善を評

価することで、人的、物的、金銭的、時間的にどのような効果があったのかを検証し、今後も業務・処遇改善

を積み重ね、より良い職場環境作りに繋げて欲しいと考えています。 

また、他施設の業務改善事案を知ることで、自病院にもその取り組みを取り入れる契機となり、質の向上や

待遇・処遇改善につながると考えています。県内全域でこれらの取り組みを実践することが出来れば、県内医

療機関全体の質の向上が図られ、処遇・待遇改善はもとより、ひいては看護師の定着率の増加等にも繋がると

考えています。 

 

今後の取り組みスケジュール 

病院 

日程 実施内容 

2021 年 10 月 業務改善アンケート 

2022 年 4 月 事例集冊子作成協力依頼 

    11 月 事例報告会 

 

訪問看護ステーション・助産施設・看護師等学校養成所・行政等 

日程 実施内容 

2022 年 10 月 業務改善アンケート 

2023 年 4 月 事例集冊子作成協力依頼 

    11 月 事例報告会 

 

高齢者施設等 

日程 実施内容 

2023 年 10 月 業務改善アンケート 

2024 年 4 月 事例集冊子作成協力依頼 

    11 月 事例報告会 

 

 


