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2019年度 事業報告

1.新人研修会 (石川ブロック2019)
13:30-16:002019年 6月 22日 (土 )催 日開

石川県立中央病院

手術室看護師が知ってお くべき体位について
所場

容
           ,

内

講義・ グループワーク

(会員 23名  非会員 25名 )参加人数

                      ～15:00'/―
t             9:00′

北陸地区学ム2.第 36回 日本手術看護学会
2019年 7月 6日 (土 )開 催 日

福井県立大学永平寺キャンパス所場
           9演 題研究発表内
          「奇蹟のすぐそばにいるとい うこと 周産期医療の安全を

容

特別講演

極める」
講師 :り んくう総合医療センター 産婦人科部長 荻田 和秀先生

非会員 64名 )(会員 216名参加人数

3.新人研修会 (富 山ブロック2019)
13:30´

‐V16:002019年 7月 27日 (土 )開 催 日
         リ

富山県済生会高岡病

雷びその支壕:体制を考える

所場

手術室の新人教育およ容

                                    ,

内

                    非会員 22名 )

グループワーク・講演
(会員 15名  :参カロ人数

4.麻酔看護研修 (石川ブロック2019)
13:00-16:002019年 8月 3日 (土 )開 催 日        リ

金沢医科大学附属病

蹂酔看護実鵬認における知識 と技術の習得

所場

手術室看護師 として″容内

講義

(会員 79名  非会員 33猛 )参加人数
′

                                                          D-16:30
5,日 本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)

12:3(2019年 8月 31日 (土 )開 催 日

福井県立病院

講演 :手術看護につながる画像の読み取 り

蒐 )

所場

内

              (会 員 56名  非会員 224
容

参加人数
            .

6。 認定看護師研修会 (2019)            13:30～
16:002019年 9月 21日 (土 )開 催 日

金沢医科大学附属病
警看護倫理の)基礎知識

所場

講演 :手術室におけ

鸞理分析の方法

容内

事例を用いた

R員 名 非会員 8名 )(`参加人数

7.日 本手術看護学会北陸地区研修会 (富山ブロック2019)
13:00-16:002019年 11月 16日 (土 )開 催 日

富山大学附属病院

高齢者の周術期看護について1事例を挙げ、看護過程を通 して
所場

容内

周術期看護を学ぶ (シ リーズ 1)

講演 :①心理・サポー ト、②呼吸・循環、③DVT予防
非会員 34名 )(会員 50名参加人数

に
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8.日 本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)

開 催 日   2019年 11月 30日 (土)        13:30～ 16:30

場  所   福井循環器病院 榊原記念ホール

内  容   様々な患者情報からのアセスメン トを学び、手術看護の

質向上を図る

講義 。実践

参加人数           (会 員21名  非会員2名 )

9。 日本手術看護学会北陸地区研修会 (2019)

開 催 日   2020年 1月 25日 (土)         13:00～ 16:00

場  所   金沢大学附属病院

内  容   最新の感染対策について学ぶ

講義
参加人数 (会員 86名  非会員 39名 )

10。 日本手術看護学会北陸地区研修会 (富 山ブロッグ2019)

開 催 日   2020年2月 15日 (土)         13:00～ 16:00

場  所   富山大学附属病院
内  容   高齢者の周術期看護について1事例を挙げ、看護過程を通して

周術期看護を学ぶ (シ リーズ2)

講演 :④手術体位、皮膚・神経障害、⑤体温管理、⑥術後訪問

参加人数           (会 員 60名  非会員 26名 )

11。 日本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)

* コロナ ウイルスの影響 により中止 とな りま した

第
"回 晶Υ舒看譲ざ訴な重合脊倉日0'電期

'餘

魏
場  所   岡山コンベンションセンター

′        ホテルグランヴィア岡山、他

参加人数   会長、副会長、理事等    名

―
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2019年度 役員会報告

1.北陸地区役員会

第 1回 :2019年 4月 13日 (土)  於 :石川県立中央病院

理事会報告  会則・組織図・各役割の活動内容  事業計画・予算案

ホームページについて 年次大会について

第2回 :2019年 5月 11日 (土)  於 :石川県立中央病院

組織図、事業計画の確認、予算案作成年次大会委員会報告    2019年度

各役割の活動内容について文書化  年次大会について

第3回 :2019年 6月 8日 (土 ) 於 :石り|1県立中央病院

理事会報告 年次大会について

各担当役割の活動内容について  2020年度地区学会について

第4回 :2019年 7月 6日 (土)  於 :石り|1県立中央病院

2019年度 地区学会振 り返 り
ヽ

各担当役割の活動内容について  2020年度地区学会について

第5回 :2019年 8月 10日 (土)  於 :石り|1県立中央病院

年次大会について  理事会報告  研修会について

ホームページについて  各担当役割の文章化 第37回北陸地区学会について

第6回 :2019年 9月 14日 (土)  於 :石川県立中央病院

年次大会について     研修会・地区学会について

第7回 :2019年 10月 19日 (土)   於 :,石川県立中央病院

年次大会について  研修会報告  各担当役割の文書化

地区学会開催運営マニュアルの見直し

第8回 :2019年 11月 9日 (土)  於 :石川県立中央病院

年次大会について  地区学会について 各担当役割の文書化

地区学会開催運営マニュアルの見直し

第9回 12019年 12月 14日 (土 ) 於 :石川県立中央病院

理事会報告  年次大会について  地区学会について

研修会報告  地区学会開催運営マニュアルの見直し

第10回 :2020年 1月 25日 (土)  於 :石川県立中央病院

年次大会について  地区学会について

第11回 :2020年 2月 8日 (土)  於 :石り|1県立中央病院

理事会報告  年次大会について  地区学会について

研修会報告  地区学会開催運営マニュアルの見直し

2.本部理事会 (評議員会 )

.2019年 10月 11日  (金 )

3.石川ブロック会議

第1回 :2019年 4月 13日 (土 )

於 :岡 山コンベンションセンター

於 :石川県立中央病院

新役員について  2019年度事業計画について

北陸地区役員会報告

Ｉ
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第2回 :2020年 3月 28日 (土)   オンライン会議

新役員について 2020年度事業計画について

年次大会協力員について

4.福井プ ロック会議

第1回 :2019年 4月 19日 (木)於 :福井県立病院

1.2019年度第1回北陸地区役員会報告

2.第36回 日本手術看護学会北陸地区学会について

第2回 :2019年 5月 17日 (木).於 :福井県立病院

1.2019年度第2回北陸地区役員会報告日

2.2019年度北陸地区役員連絡先名簿の確認

3.第36回 日本手術看護学会北陸地区学会について

第3回 :2019年 6月 14日 (金)於 :福井県立病院

1・ 2019年度第3回北陸地区役員会報告
ヽ

2.第36回 日本手術看護学会北陸地区学会について

3,日 本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)について

4。 日本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2018)ア ンケー ト結果報告

第4回 :2019年 7月 6日 (土) 於 :福井県立大学

1.2019年度第4回北陸地区役員会報告    ・
ロ

2.日 本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)について

3.第36回 日本手術看護学会北陸地区学会について反省会

第5回 :2019年8月 31日 (土)於 :福井県立病院

1.2019年度第5回北陸地区役員会報告ロ

2.第36回 日本手術看護学会北陸地区学会アンケー ト結果報告

第6回 :2019年 9月 20日 (土) 於 :福井県立病院

1.2019年度第6回北陸地区役員会報告

第7回 :2019年 11月 30日 (土) 於 :福井循環器病院

1,2019年度第7・ 8回北陸地区役員会報告

2.日 本手術看護学会北陸地区研修会 (2019)について

3。 日本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)について反省会

第8回 :2019年 12月 20日 (金) 於 :福井県立病院

1.2019年度第9回北陸地区役員会報告

2.第37回 日本手術看護学会北陸地区学会 (2020)について

3.日 本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)ア ンケー ト結果報告

第9回 :2020年 1月 31日 (金)於 :福井県立病院
｀  1.2019年度第10回北陸地区役員会報告

2.第37回 日本手術看護学会北陸地区学会 (2020)について

3.日 本手術看護学会北陸地区研修会 (福井ブロック2019)について

第10回 :2月 13日 (木) 於 :福井県立病院

1.2019年度第11回北陸地区役員会報告  .
2.日 本手術看護学会北陸地区 (福井ブロック)事業計画について (2020)

Ｉ
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5.富山ブ ロック会議

第1回 :2019年 4月 20日 (土)  於 :富山赤十字病院

北陸地区役員会報告

2019年度 日本手術看護学会北陸地区学会 打合せ

第2回 :2019年 5月 25日 (土)  於 :富山赤十字病院

北陸地区役員会報告

2019年度 日本手術看護学会北陸地区学会 打合せ

新人研修 富山ブロック2019 打合せ

第3回 :2019年 7月 13日 (土)   於 :富山赤十字病院

新人研修 富山ブロック2019 打合せ

2019年度 日本手術看護学会北陸地区学会 報告

第4回 :2019年 7月 27日 (土)  於 :富山県済生会高岡病院

新人研修 富山ブロック2019 実施報告
|■

ト

日本手術看護学会北陸地区研修会 (富山ブロック2019)打合せ

第5回 :2019年 10月 5日 (土)   於 :富山赤十字病院

北陸地区役員会報告

新人研修 富山ブロック2019 報告 (ア ンケー ト)

日本手術看護学会北陸地区研修会 (富山ブロック2019)打合せ

第6回 :2019年 11月 16日 (土)  於 :富山市立富山市民病院

北陸地区役員会報告

日本手術看護学会北陸地区研修会 (富山ブロック2019)実施報告

日本手術看護学会北陸地区研修会 (富山ブロック2019)打合せ

第7回 :2020年 1月 18日 (土)  於 :富山赤十字病院

北陸地区役員会報告

日本手術看護学会北陸地区研修会 (富山ブロック2019)実施報告

2020年 日本手術看護学会北陸地区学会 打合せ

第8回 :2020年 2月 15日 (土)  於 :富山市立富山市民病院

北陸地区役員会報告

日本手術看護学会北陸地区研修会 (富山ブロック2019)実施報告

2020年 日本手術看護学会北陸地区学会 打合せ

Ｉ
Ｌ
穐



2019年度 日本手術看護学会北陸地区決算報告

I。 一般会計

入 の部》 単位 :円

項 目 予算額 執行額 差 額 備 考

1.前年度繰越金 1,902,763 1,902,763
富山 826,495円
石川 780,315円
福井 295,953門

2.会費収入 1,263,00C 1,173,000 -90,000
会員391名 X3,000円  富山 141名

石り|1 163名

福井  87名

3.研修会参加費 1,220,00C 1,121,000 -99,00Ю

■ヽノ劇` 4ン ,9T]多喜尋ミ   0∠イ■彗八1,Vυυ

円

(2)ホ
゜
イント研修非会員 154名 ×4,000

EE

(1)ホ
゜
イント研修会員 350,000 322,000 -28,000

3/3  石川 79名
3/31 福井 56名
11/16 富山 50名
1/25 全体研修 (石川)77名
2/15 富山 60名

(2)ホ
゜
イント研修非会員 600,00C 616,00C 16,00C

8/3    石り‖  33名
8/31 福井 22名
11/16 富山 34名
1/25 全体研修 (石川)39名
2/15 富山 26名

(3)研修非会員 270,000 183,000 -87,00C

3/22 石川 27名
7/27 富山 22名
9/21 認定  8名
11/30 福井  4名

4.貯金利息 10
富山

石川

福井

円

円

円

５

４

１

収入合計額 4,385,768 4:196,773 …188,990

出の識

項 目 2019年度予算審 執行額 差額 備考

1.研修事業費 1,450,000 833,593 -616,407
講師謝む 会場費・その他

(1)ホ
・
イント研修

(2)認定研修
(3)研修

(1)ホ
゜
イント研修 570,034

8/3  石川 125,130円
3/31 福井  86,000円
11/16 富山  92,500円
1/25 全体研修 (石川)168,904円
2/15 富山  97,500円

(2)認定研修 61,42C D/21      61,420円

(3)研修 202,139
5/22 7=り 11 110,640円
7/27 富山  71,499円
11/30 福井  20}000円

2.地区会議費 870,000 714,760 -165,240
役員会 10回

富山 233,080円
石JI1 201,860円

福井 269,820円

3.プ ロック会議費 800,000 497,910 -302,090
富山 5回  179,920円
石川 1回  23,160円
福井 9回  294,830円

一k
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項   目 2019年度予算額 執行額 差額 備考

4.認定会費 400,000 64,480 …335,520
富山 4回  33,320円
石り|1 1回  31,160円

5.通信・印BIJ費 300,000 206,342 -93,658

富山  60,376円
石り11  19,760円
福井   93,150円
認定   24,000円
年次大会 9,056円

6.出張費 280,000 125,530 -154,470 10/12 年次大会 評議員 3名
(座長 1名含む)

7.40周年記念事業積立 150,000 100,000 -50,000 富山 50,000円
石り|1 50,000円

8.ホームページ更新料 130,000 39, 149 -90,851 維持費含む

9.予備費 5,763

4,385,763 2,571,764 -1,808,236

一般会計収支決算   収入 4,196,773円 ― 支出 2,571,764円  = 1,625,009円

=
(2019年度の支出はありません 位 :円

項   目 予算額 執行額 差 額 備 考

1.前年度繰越金 1,424,261 1,,424,261

s~i出    291,765円
石川 1,032,496円
優井  100,000円

2.一般会計より 150,00C 100,000 -50,000
富山 50,000円
石川 50,000円

3.貯金利 .息 179 Ｏ
υ

ウ
イ

円

円

７６

山

Ｊｌｌ

富

石

収入合計額 1,574,261 1,524,440 -49,821

40周年記念事業会計収支決算  収入 1,524,440円  一 支出 0円 = 1,524,440円

Ⅲ。日本手術着護学会北陸地区学会
収

卜

燿

入の部 位 :円

項   目 予算額 執行額 差 額 備 考

1.前年度繰越金 1,562,456 1,562,456
冨出 1,162,3oO円
石り|1  400,096円

2.地区学会参カロ費 470,500
7/6 会員  214名 Xl,000円

非会員  62名 ×4,000円
キャンセル代  17名 × 500円

3.協賛金 160,00C 7/6 参all業者 16社 ×10,000円

4.弁当代金 64,000 7/6 弁当  64名 Xl,000円

5.■1息 15
本部
富山
石川

円
珊
用

収入合計額 2,256,971



出の
位 :

項 目 予算額 執行額 差 額 備 考

1.会場費 129,494
福井県立大学 48,710円
看板代    79,920円
手数料     864円

2.講師謝礼 162,285

講師料  100,o00円
講師料   52,000円
水 `お菓子 5,425円
土産    4,860円

3.通信・印刷費 244,191

富山総会資料 36,828円
石川総会資料 54,432円
福井総会資料 10,045円
学会抄録   142,886円

4.弁当代 112,398

弁当 103個 Xl,000円
お茶 103本 ×86円

手数料 540円

5.会議・交通費 175,00g

山
川
井

富
石
福

9名 X6,000円
11名 X6,000円
11堪 ×5,000円

支出合計額 823,368

《支

北睦地区学会会計収支決算 収入 2,256,9π l円―支出 823,368円  =1,433,603 円

日本手術看護学会斑L陸地区

銀 行 残
昔
同 (円 )

北睡銀行

(本部振込用 )
6,979

北陸銀行
(́一般会計 )

646,305

北陸銀行
(記念事業積立 )

341,768

北陸銀行
(地区学会会計 )

1,162,371

lL國銀行
(一般会計 ) 840,705

北国銀行
(記念事業積立 )

1,082,672

北団銀行
(地区学会会計 )

400,098

福井銀行
(一般会計) 2,154

福井銀行
(記念事業積立)

100,00C

合  計 4.580,052

監査報告書

日本手術看護学会北陸地区2019年
度決算報告書類を監査した結果、会
則ならびに法則に則り適正であること
を認めます。

2020/8/

日本手術看護学会北陸地区

騨 未波ふてあЮ

監事 )私 知 レ

外
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2020年度  日本手術看護学会北陸地区役員名簿

会長 石 田 静恵 富山県済生会高岡病院

副会長 橋本 裕美

森 千里

金沢大学附属病院

福井大学医学部附属病院

書記 中川 浩子

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院

玉木 仁美

福井県立病院

島崎 真理子

高岡市民病院

会 計 吉岡 節子

公立松任石川中央病院

吉村 美紀

福井県済生会病院

朝倉 由紀

富山労災病院

教育 垣内 紀子

金沢医科大学病院

内田 あけみ

福井循環器病院

金和 みづほ

富山県立中央病院

認定看護師 北川 カズ美

石川県済生会金沢病院

宮川 久美子

福井大学医学部附属病院

源通 文恵

富山赤十字病院

監事 山岸 純子

石川県立中央病院

松谷 百合江

JCHO福井勝山総合病院

村中 弘志

富山市立富山市民病院

石りIIブ ロック 福井ブロック 富山ブロック

ブロック長 橋本 裕美

金沢大学附属病院

森 千里

福井大学医学部附属病院

石田 静恵

富山県済生会高岡病院

副ブロック長 山岸 純子

石川県立中央病院

市島 哲

医療法人博俊会 春江病院

村中 弘志

富山市民病院

書記 中川 浩子

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院

藤本 祐子

杉田玄白記念公立小浜病院

島崎 真理子

高岡市民病院

会計 吉岡 節子

公立松任石川中央病院

吉村 美紀

福井県済生会病院

朝倉 由紀

富山労災病院

教育 垣内 紀子

金沢医科大学病院

内田 あけみ

福井循環器病院

金和 みづほ

富山県立中央病院

認定看護師 北原 雅恵

公立能登総合病院

宮川久美子 福井大学医学部附属病院
斎藤一彦 福井県立病院

常見いずみ 福井赤十字病院

源通 文恵

富山赤十字病院

役員 山内 千香

石川県済生会金沢病院

吉村 靖子

公立丹南病院

藤井 まゆみ

富山大学付属病院

住田 晴美

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター

山内 和彦

福井総合病院

清水 みどり

黒部市民病院

金 田 知子

医療法人社団浅ノ川総合病院

川端 和代

福井赤十字病院

廣野 和子

厚生連高岡病院

山作 三枝子

国民健康保険 小松市民病院

石原 美恵子

市立砺波総合病院

東野 順子

金沢医科大学附属氷見市民病院

に



2020左
「 炉譴 日本手術看護学会北陸地区予算 (案 )

単位 :《収入の部》 円

項 目 2020年度収入予算 備考

前年度繰越金 1,625,008

会費収入 1,140,000 富山140名 、石川160名 、福井80名

研修会参加費
会員60名 ×1,000円 (ポイン ト研修 )

非会員60名 X4,000円 (ポイン ト研修 )

非会員60名 ×3,000円

会員 研修会参力日費 (富山)

非会員 研修会参加費 (富山)

会員 研修会参加費 (石川 )

非会員 研修会参カロ費 (石川 )

会員 研修会参加費 (福井 )

非会員 研修会参加費 (福井)

20,000 ,000円 ×20名

140,000 3,000円 ×20名  4,000円 ×20名

20,000 ,000円 X204

140,000 000円 ×20名  4,000円 ×20名

20,000 ,000円 ×20名

140,000 3,000円 ×20名  4,000円 X20名

計 3,245,008

の

項 目 2020年度支出予算 備考

研修事業費

内訳

100,000 富山 講師謝礼 。会場費・資料代

100,Oσ0 石川 講師謝ネL。 会場費・資料代

100,000 福井 講師謝礼 。会場費・資料代

会議費

内訳

700,000 北陸地区会議

500,000 各ブロック会議

手術看護認定看護師活動費 400,000

通信 ,印刷費 300,000 切手・総会資料等・学会通信費

出張費 200,000 評議員、座長

40周年記念事業積立金 150,000

ホームページ更新料 40,000

予備費 0

計 2,590,000

*40周年記念事業積立金

項 目 2020年度収入予算 備考

前年度繰越金 1.524.44C

2020年度積立金一般会計より 150,000

計 1,674i440

単位 円

円

―

鴨

*日本手術看護学会北陸地区学会

項 目 2020年度収入予算 備考

前年度繰越金 1,433,603

計 1,433,603

単位


