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一般社団法人日本准看護師連絡協議会
平成30年度 第1回 定時社員総会次第

1.開会の辞

2.会長挨拶

3.議長選出

4.議事録署名人の選任

5.議       事

第1号議案　平成29年度事業報告に関する件

第2号議案　平成29年度収支決算に関する件
会計監査報告

第3号議案　役員の選任に関する件

6.そ の 他

7.閉会の辞
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第1号議案　平成29年度事業報告に関する件

平成29年度事業報告
平成29年4月1日から平成30年3月31日

Ⅰ .定期総会・特別講演会
1.第1回定期総会
日 程：平成29年5月19日（金） 13時00分～14時00分
会 場：日本医師会館3階 小講堂
総 会 員：4,945名　
出席会員：3,633名（うち出席24名、委任状3,425名、議決権行使184名）
会 次 第
・開会の辞
・会長挨拶
・議長選出　　　　　　会長 滝田浩一
・議事録署名人選任　　高山尚美、松原清樹
・議事
第1号議案　　平成28年度事業報告
第2号議案　　平成28年度決算報告

会計監査報告
第3号議案　　平成29年度事業計画案及び予算案
第4号議案　　一般社団法人化に向けた計画案
その他
・閉会の辞

2.特別講演会
日 程：平成29年5月19日（金） 14時30分～16時00分
会 場：日本医師会館  3階小講堂
共 催：公益社団法人日本医師会・一般社団法人日本病院会・公益社団法人全日本病院協会

一般社団法人日本医療法人協会・公益社団法人日本精神科病院協会
後 援：公益社団法人東京都医師会
テーマ：医原性サルコペニアを作らないために必要なリハ栄養の視点
講 師：若林秀隆（横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科）
受講数：121名（会員：27名・非会員：94名）

Ⅱ．会議
1.理事会
第1回開催：平成29年 7月21日（金） 於：日精協会館
第2回開催：平成29年 9月15日（金） 於：日精協会館
第3回開催：平成29年12月 8日（金） 於：日精協会館

2.委員会
教育委員会と広報委員会は、理事会と同日に開催した。
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Ⅲ．研修事業
1.基礎研修会
岡山県開催：平成29年 6月22日（木） 於：岡山県医師会館 受講数54名
宮城県開催：平成29年 8月24日（木） 於：宮城県医師会館 受講数22名
福岡県開催：平成30年 1月17日（水） 於：福精協会館 受講数62名

2.ステップアップ研修会
福岡県開催：平成29年 7月19日（水） 於：福岡県医師会館 受講数49名
東京都開催：平成29年 9月25日（月） 於：日本医師会館 受講数48名
愛知県開催：平成29年10月27日（金） 於：愛知県医師会館 受講数62名
広島県開催：平成29年11月16日（木） 於：広島県医師会館 受講数53名
沖縄県開催：平成30年 2月 7日（水） 於：沖縄県医師会館 受講数46名

3.第2回講演会
1）市民公開講座
地域住民を対象に、『睡眠』を主テーマにした講演会を開催した。
日 程：平成29年12月14日（木） 14時00分～15時30分
会 場：日本医師会館 1階大講堂
共 催：公益社団法人日本医師会・一般社団法人日本病院会・公益社団法人全日本病院協会

一般社団法人日本医療法人協会･公益社団法人日本精神科病院協会
協 賛：東洋羽毛工業株式会社
テーマ：ストレス社会と睡眠
座 長：佐野英孝（医療法人社団敬成会白根緑ケ丘病院 理事長・院長）
講 師：遠藤拓郎（慶応義塾大学医学部睡眠医学研究寄附講座特任教授／東京睡眠医学センター長）
受講数：115名

2）交流会
職場復帰や進学を考えている看護職、これから看護師を目指そうと考える人たち等を対象に、「復職支援」
「相談」「体験」の3つのブースを設置した交流会を開催した。
日 程：平成29年12月14日（木）12時30分～16時30分
会 場：日本医師会館　1階フロア
協力企業：11社

東洋羽毛工業株式会社･株式会社ムトウ･ヤンセンファーマ株式会社
株式会社バイオシルバー･東京医研株式会社･パラマウントベッド株式会社
オムロン株式会社･愛宕商事株式会社･株式会社オムニ商会･松吉医科器械株式会社
スリープクリニック

Ⅳ．広報事業
1.准看協Newsの編集及び2018.Vol 01～03を発行した。
2.雑誌「精神科看護」に、3回（4月号・9月号・2月号）連載を掲載した。
3.公式ツイッターで情報配信に努めた。

Ⅴ．情報システム
准看協ホームページの拡充を図った。
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Ⅵ．他団体等との連携
1.准看協支援協議会
1）会議
日　程：平成29年10月23日（月）／平成30年2月8日（木）  於：日本医師会館
委員構成
・公益社団法人日本医師会 常任理事：釜萢 敏
・一般社団法人日本病院会　理事：望月 泉
・公益社団法人全日本病院協会 副会長：織田正道
・一般社団法人日本医療法人協会 副会長：菅間 博
・公益社団法人日本精神科病院協会 常務理事：林 道彦
・公益社団法人日本精神科病院協会 常務理事：岡本呉賦

2）日本医師会及び四病院団体協議会の協力・支援をいただき、各団体関係者に会員獲得のための広報活
動等を行った。

2.第48回中四九地区医師会看護学校協議会
日　程：平成29年8月19日（土）～20日（日）
会　場：ホテル日航熊本
シンポジウム「医師会立看護学校の現状と展望」～准看護師課程の存在意義について～
基調講演：島田陽子（厚生労働省医政局看護 課長）・釜萢 敏（公益社団法人日本医師会 常任理事）

藤川謙二（藤川病院 理事長）・滝田浩一（一般社団法人日本准看護師連絡協議会 会長）
3.会員獲得に向けた取り組み
各地にて、会員獲得のための広報活動等を行った。

1）平成29年度日精協看護管理者講習会
日　程：平成29年 8月 4日（金） 於：学士会館（東京都）

2）第6回日本精神科医学会学術大会
日　程：平成29年10月12日（木）～13日（金） 於：広島国際会議場（広島県）

3）日精協学術教育研修会「看護部門」
日　程：平成29年10月26日（木）～27日（金） 於：ホテルメトロポリタン（秋田県）

4）平成29年度看護・コメディカル委員会（移動委員会）
日　程：平成29年11月10日（金） 於：ホテルニューオータニ （佐賀県）

5）四病協総合部会、日医・四病協懇談会
日　程：平成29年12月20日（水） 於：日本病院会・日本医師会（東京都）

6）平成29年度新潟県精神科病院協会臨時総会
日　程：平成30年 1月30日（火） 於：ホテルイタリア軒（新潟県）

7）平成30年度診療報酬・介護報酬改定説明会
日　程：平成30年 3月23日（金） 於：ニューピアホール（東京都）

Ⅶ．その他
1.看護専門学校等への支援
平成29年12月8日（金）、准看護師課程の新設開校を目指す看護専門学校からの要請を受け、意見交換
の結果、その趣旨に賛同し全面的な協力支援を行うことで意見がまとまった。
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第2号議案　平成29年度決算報告及び会計監査報告
様式1

貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在

様式1

当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部

1.流動資産
現金預金 現金 8,914 1,295 7,619

普通預金 13,254,927 9,794,212 3,460,715
通常貯金 8,227,000 5,639,000 2,588,000

未収入金 未収入金 1,404,033 30,000 1,374,033
流動資産合計 22,894,874 15,464,507 7,430,367

2.固定資産
（1）基本財産 0 0 0

基本財産合計 0 0 0
（2）その他固定資産

一括償却資産 55,350 110,700 -55,350
その他固定資産合計 55,350 110,700 -55,350
固定資産合計 55,350 110,700 -55,350
資産合計 22,950,224 15,575,207 7,375,017

Ⅱ　負債の部
1.流動負債

未払金 14,130 14,001 129
仮受金 457,000 219,000 238,000

流動負債合計 471,130 233,001 238,129
負債合計 471,130 233,001 238,129

Ⅲ　正味財産の部
1.指定正味財産 0 0 0

指定正味財産合計 0 0 0
（うち基本財産への充当額） （ ）（ ）（ 0）
（うち特定資産への充当額） （ ）（ ）（ 0）

2.一般正味財産 22,479,094 15,342,206 7,136,888
（うち基本財産への充当額） （ ）（ ）（ 0）
（うち特定資産への充当額） （ ）（ ）（ 0）
正味財産合計 22,479,094 15,342,206 7,136,888
負債及び正味財産合計 22,950,224 15,575,207 7,375,017

大科目 中科目 小科目
科 目

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

平 成 30年 　３ 月 ３１ 日現在
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様式2
正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

様式2

当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
（1）経常収益
①基本財産運用益

基本財産受取利息 0
②受取入会金

受取入会金 0
③受取会費

受取会費 基本会費 17,143,540 12,646,270 4,497,270
④事業収益

受講料収入 2,336,000 64,000 2,272,000
⑤雑収益

受取利息 149 93 56
雑収益 1,678,274 86,400 1,591,874

経常収益計 21,157,963 12,796,763 8,361,200

（2）経常費用
管理費

人件費
給与負担金 5,131,182 4,286,644 844,538

事務費
広告宣伝費 1,857,100 0 1,857,100
減価償却費 55,350 55,350 0
旅費交通費 1,905,870 697,660 1,208,210
消耗品費 156,907 64,677 92,230
通信運搬費 351,058 156,495 194,563
手数料 119,803 94,362 25,441
租税公課 29,100 0 29,100

接待交際費 10,000 0 10,000
顧問料 154,224 102,816 51,408
会議費 321,857 3,780 318,077
渉外費 79,897 3,780 76,117
諸謝金 2,014,500 0 2,014,500
登記費 231,000 0 231,000
印刷製本費 148,856 0 148,856
雑費 1,454,371 3,380,702 -1,926,331

経常費用計 14,021,075 8,846,266 5,174,809
　当期経常増減額 7,136,888 3,950,497 3,186,391

　当期一般正味財産増減額 7,136,888 3,950,497 3,186,391
　一般正味財産期首残高 15,342,206 11,391,709 3,950,497
　一般正味財産期末残高 22,479,094 15,342,206 7,136,888

Ⅱ　正味財産期末残高 22,479,094 15,342,206 7,136,888

正味財産増減計算書

平成29年　４月　１日から平成30年　３月３１日まで

科 目
大科目 中科目 小科目
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様式3
財務諸表に対する注記

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
1. 重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし
（3）固定資産の減価償却の方法

該当なし
（4）引当金の計上基準

該当なし
（5）リース取引の処理方法

該当なし
（6）消費税等の会計処理

税込処理
2 . 会計方針の変更

該当なし
3 . 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
基本金 0

0
0

小　計 0 0 0 0
特定資産

0
0
0

小　計 0 0 0 0
合　計 0 0 0 0

4 . 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　　目 当期末残高 (うち指定正味財産
からの充当額 )

(うち一般正味財産
からの充当額 )

(うち負債に対応す
る額 )

基本財産
基本金 （　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

（　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）
小　計 0 0 0 0

特定資産
（　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）
（　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

小　計 （　　　　　 0） （　　　　　 0） （　　　　　 0）
合　計 0 （　　　　　 0） （　　　　　 0） （　　　　　 0）



一般社団法人日本准看護師連絡協議会

― 9 ―

5 . 担保に供している資産
該当なし

6 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
一括償却資産 166,050 110,700 55,350

合　計 166,050 110,700 55,350

7 . 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した
残額のみを記載した場合）
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科　　　目 債権金額 貸倒引当金の当期
末残高 債権の当期末残高

該当なし 0
合　計 0 0 0

8 . 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務に対する保証債務は0円である。
該当なし

9 . 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科　　　目 帳簿価額 時　　価 評価損益
該当なし

合　計 0 0 0

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上
の記載区分

該当なし
　　　合　計 0 0 0 0 0

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内　　　容 金　　額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
経常外収益への振替額
目的達成による指定解除額

該当なし

該当なし
合　計 0

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

属性 法人等
の名称 住所 資産

総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割合

関係内容 取引の
内容

取引　
金額 科目 期末　

残高役員の
兼務等

事業上
の関係

該当
なし

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

13.重要な後発事象
該当なし

14.その他
該当なし
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様式4
財 産 目 録

平成30年3月31日現在

様式4

Ⅰ　資産の部

1.流動資産
（1）現金

現金手許有高 8,914
（2）普通預金

三菱UFJ銀行　　 　        本店 No.1877778 12,706,923
　　　　　　           田町支店 No.1442110 105,000
ゆうちょ預金 No.51710181 442,004

No.89569681 1,000
（3）郵便貯金

郵便貯金事務センター No.00130-6-265056 8,205,000
No.00160-3-588020 22,000

（4）未収入金
未収入金 1,404,033

流動資産合計 22,894,874

2.固定資産
その他固定資産

一括償却資産 55,350

その他固定資産合計 55,350
固定資産合計 55,350
資産合計 22,950,224

Ⅱ　負債の部
1.流動負債

未払金 14,130
仮受金 457,000

流動負債合計 471,130
負債合計 471,130

正味財産 22,479,094

財　　　産　　　目　　　録

平 成 ３０ 年 　３ 月 ３１ 日現在

科 目 金　　　額
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第3号議案　役員の選任に関する件
　平成29年12月の理事会で役員（理事・監事）選挙の公示が決議され、平成29年12月27日～平成30年2月
8日まで候補者の公募が実施されました。その結果、下記候補者が全員役員候補者として決定され、平成
30年4月の理事会において、平成30年度定時社員総会に役員選任議案として上程することになりました。
　つきましては、下記の理事10名および監事2名の候補者をそれぞれ理事・監事に選任していただきたく
お願いいたします。
　なお、役員の任期は平成32年度の定時社員総会において次期役員が選任されるまでの2年間となります。

一般社団法人日本准看護師連絡協議会 役員候補者名簿
平成30から31年度

理事候補者 10名 五十音順・所属は平成30年4月30日現在

氏名 所属機関 その他

笠嶋　晴子 医療法人五星会新横浜リハビリテーション病院 新任

鈴木　瑛雄 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会桜ヶ丘記念病院 新任

苑田かすみ 医療法人社団光生会平川病院 重任

滝田　浩一 医療法人社団じうんどう慈雲堂病院 重任

原　　律子 医療法人山崎会サンピエール病院 新任

原島　和泉 医療法人財団赤光会斎藤病院 重任

半澤　啓至 医療法人社団薫風会山田病院 重任

北條　文夫 医療法人社団欣助会吉祥寺病院 重任

山本　哲生 社会福祉法人玉医会たまきな荘 重任

和田　美香 医療法人社団正心会よしの病院 重任

監事候補者 2名 五十音順・所属は平成30年4月30日現在

氏名 所属機関 その他

小山　正人 医療法人社団新新会多摩あおば病院 重任

原田　俊樹 医療法人梁風会こころの医療たいようの丘ホスピタル 重任


