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日本准看護師連絡協議会 

 平成 28年度正会員 殿 

日本准看護師連絡協議会 

会 長 滝田 浩一  

（ 公 印 略 ） 

 

平成 29年度第 1回定期総会のご案内 
 

 桜花の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より本会会務運営に格別のご高配を賜り、 

厚く御礼申し上げます。 

さて、来たる平成 29年 5月 19日に開催いたします平成 29年度第 1回定期総会におきまして、下記内容を 

ご審議頂き、ご承認賜わりたく、お願い申し上げる次第であります。 

ご多忙中のところ恐縮でございますが、ご出席くださいますようご案内申し上げます。 

 つきましては、正会員の皆様は、別紙 1のご自身の氏名横に押印又は本人サインをしていただき、「出席」又

は、欠席の場合「委任状」「議決権行使」のいずれかにチェックを入れていただきますようお願いいたします。 

お手数ではございますが、別紙 1は、5月 15日（月）までに必ずファックスで返信願いただきますようお願い

申し上げます。 

なお、委任状の受任者の欄に指定のない場合は、受任者は議長とみなさせていただきます。 

何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

日   時：平成 29年 5月 19日（金）13：00～14：00（予定） 

場   所：日本医師会館３階小講堂（〒113－8621東京都文京区本駒込 2-28-16 TEL：03-3946-2121） 

次  第：12：00～ 受付 

     13：00～ 開会の辞、議長挨拶、会長挨拶、来賓祝辞 

     13：30～ 議題 

・第 1号議案 平成 28年度事業報告 

・第 2号議案 平成 28年度決算報告及び会計監査報告 

・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検討及び計画案 

・その他 

     14：00  閉会の辞 

 
※平成 29年 5 月 15日（月）必着にて必ず返信をお願いいたします。 

※今回の議決権行使者は、平成 28 年 4月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日までに加入した正会員となります。 

  
 

 

 

 

 

※引き続き、同会場にて特別講演会を開催します（無料）。※別紙チラシ参照 

14：30～    開会の辞 

14：40～15：50 特別講演会 

タイトル：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） 

15：50～    閉会の辞 

以 上 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

日本准看護師連絡協議会 

〒108-0023東京都港区芝浦 3-15-14-6階 

TEL:03-6435-0647 FAX:03-5232-3309 E-mail：office@junkankyo.com 

総会に出席される方は、同封した議案書を当日ご持参願います。 



准看協会員代表者 殿

日本准看護師連絡協議会第 回定期総会について お願い

日 時：平成 29 年 5 月 19 日（金）13：00～ 
会 場：日本医師会館３階小講堂 

 
＜ご協力のお願い＞ 
①貴施設の正会員一覧（別紙 1）の方々に、定期総会のご案内と議案書をお渡しくだ 

さい。※2017.04.05 までに退会届を提出いただいている方の分は除いてお送りしています。 

②正会員に「出席」・「委任状」・「議決権行使」のいずれかを確認ください。 
※「出席」・「委任状」・「議決権行使」のいずれかに○又はチェックを入れてください。 

③正会員一覧（別紙 1）に、押印又はサインをいただきます。 
④貴施設の正会員全員に上記①～③をご確認いただいたのち、ＦＡＸ返信ください。 

 
◎別紙１記載例 
総会に出席される方 

1.准看花子さん参考：押印又はサインをし、出席欄に○を付けてください。 
総会に欠席のため委任状を選択される方 

2.准看太郎さん参考：押印又はサインをし、委任状欄のどちらかにチェックを付けてください。 
議長にすべて一任の場合、議長は当会会長となります。 
代理人に委任の方は、代理人氏名を記載ください。 

総会に欠席のため議決権を行使される方 
3.日准看一朗さん参考：押印又はサインをし、議決権行使欄の第 1～第 4 すべての議案の賛・ 

否にチェックを付けてください。 

 

会則により、総会は、議決権を持つ正会員の過半数以上の出席（委任状含）が必要と

なっております。必ず返信をお願いいたします。【重要】 

准看

 印

印



提出締切：5/15（月）まで

開催日程：平成29年5月19日（金）

人数 押印 出席 委任状 議決権行使

1 東京 由実

　□議長（会長）にすべて委任

  □代理人に委任
　（代理人氏名　　　　　　  　　 　　）

　第１号議案　□賛　・　□否
　第２号議案　□賛　・　□否
　第３号議案　□賛　・　□否
  第４号議案　□賛　・　□否

2 愛知 美智子

　□議長（会長）にすべて委任

  □代理人に委任
　（代理人氏名　　　　　　  　　 　　）

　第１号議案　□賛　・　□否
　第２号議案　□賛　・　□否
　第３号議案　□賛　・　□否
  第４号議案　□賛　・　□否

3 宮城 文子

　□議長（会長）にすべて委任

  □代理人に委任
　（代理人氏名　　　　　　  　　 　　）

　第１号議案　□賛　・　□否
　第２号議案　□賛　・　□否
　第３号議案　□賛　・　□否
  第４号議案　□賛　・　□否

4 福岡 和子

　□議長（会長）にすべて委任

  □代理人に委任
　（代理人氏名　　　　　　  　　 　　）

　第１号議案　□賛　・　□否
　第２号議案　□賛　・　□否
　第３号議案　□賛　・　□否
  第４号議案　□賛　・　□否

5 大阪 貞子

　□議長（会長）にすべて委任

  □代理人に委任
　（代理人氏名　　　　　　  　　 　　）

　第１号議案　□賛　・　□否
　第２号議案　□賛　・　□否
　第３号議案　□賛　・　□否
  第４号議案　□賛　・　□否

ＦＡＸ返信先：０３―５２３２―３３０９

日本准看護師連絡協議会　第１回定期総会　出欠確認　兼　委任状　兼　議決権行使書

別紙１

正会員氏名

医療法人○○病院　正会員一覧



平成29年度 第1回

定期総会議案書

日程　平成29年5月19日（金）　

於　 日本医師会館

日本准看護師連絡協議会



日本准看護師連絡協議会

平成29年度 第1回

定期総会議次第
1.開会の辞

2.会長挨拶

3.来賓祝辞

4.議長選出

5.議事録署名人の選任

6.議       事

第1号議案　平成28年度事業報告

第2号議案　平成28年度決算報告及び会計監査報告

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検討及び計画案

その他

7.閉 会 の 辞
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第1号議案　平成28年度事業報告

Ⅰ .会議
1.理事会
第1回開催：平成28年6月17日（金）於：日精協会館
第2回開催：平成28年 9月 2日（金）於：日精協会館
第3回開催：平成28年12月9日（金）於：日精協会館
第4回開催：平成29年2月17日（金）於：日精協会館

2.委員会
教育委員会と広報委員会を設置し、各委員会ともに平成28年12月より理事会と同日に開催した。
第1回開催：平成28年12月9日（金）於：日精協会館
第2回開催：平成29年2月17日（金）於：日精協会館

Ⅱ．研修事業
1.第1回講演会
月　日：平成29年3月10日（金）於：日本医師会館
受講数：104名（会員：72名・非会員：32名）
資料代：会員及び看護学生は無料、非会員2,000円
テーマ：「認知症」
第1部「認知症の理解」
講師 佐野英孝（医療法人敬成会白根緑ケ丘病院 理事長・院長／公益社団法人日本精神科病院協会看

護・コメディカル委員／准看協専門対応チーム委員）
第2部「認知症ケア」
講師 大塚恒子（一般財団法人仁明会精神衛生研究所 副所長／一般社団法人日本精神科看護協会副

会長）
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：厚生労働省・一般社団法人日本精神科看護協会

Ⅲ．広報事業
1.准看協Newsの編集及びVol 01（発行日：平成28年12月31日）を発行した。
2.雑誌「精神科看護」12月号に、連載を掲載した。
3.公式ツイッターを開設した。

Ⅳ．情報システム
1.准看協ホームページを開設し、会員登録等のシステム化を図った。

Ⅴ．他団体等との連携
1.准看協支援協議会
1）会議
月　日：平成28年8月26日（金）於：日本医師会館
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月　日：平成29年3月 3日（金）於：日本医師会館
＜准看協支援協議会委員構成＞
・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 常任理事：川島 周
・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：南 良武

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。
支援団体
・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

2.公益社団法人日本精神科病院協会が各県で主催する委員会や研修会等において、会員獲得のための広
報活動等を行った。

1）日精協支部長会議
月　日：平成28年8月4日（木）於：ホテル JALシティ田町（東京都）

2）平成28年度看護管理者講習会
月　日：平成28年8月5日（金）於：学士会館（東京都）

3）「平成28年度看護・コメディカル委員会」「精神保健指定医分科会」合同 新潟県移動委員会
月　日：平成28年10月7日（金）於：ホテルオークラ（新潟県）

4）第5回日本精神科医学会学術大会
月　日：平成28年11月16日（水）～17日（木）於：仙台国際センター（宮城県）

3.公益社団法人日本精神科病院協会の各都道府県支部等が主催する部会において、会員獲得のための広
報等を行った。

1）日本精神科病院協会青森県支部「看護管理者伝達講習会」
月　日：平成28年10月11日（火）於：ホテル青森（青森県）

2）東京精神科病院協会「看護部門研修会」
月　日：平成29年2月15日（火）於：東京都内

4.自民党「地域を支える看護職員養成促進議員連盟」に要望書を提出した。

❖ 参考資料 ❖ 

平成28・29年度准看協役員一覧

役職 氏名
会　長 滝田 浩一
副会長 苑田 かすみ

理　事
井上 剛　・岩崎 さくら・大下 千鶴
木村 忠・根本 和子・原島 和泉
半澤 啓至・平良 末子・北條 文夫
山本 哲生・和田 美香

監　事 小山 正人
原田 俊樹

顧　問 冨松 愈

平成28年度准看協各種会員人（件）数

会員種別 平成28年度会員数
平成28年4月1日～平成29年3月31日

正会員 4,945人
賛助会員・個人 315人
賛助会員・団体 238件
学生会員 58人
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第2号議案　平成28年度決算報告及び会計監査報告
様式1

貸 借 対 照 表
平成29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

普通預金

通常貯金

未収入金 未収入金

流動資産合計

2.固定資産

（1）基本財産

基本財産合計

（2）その他固定資産

一括償却資産

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

1.流動負債

未払金

仮受金

流動負債合計

負債合計

Ⅲ　正味財産の部

1.指定正味財産

指定正味財産合計

（うち基本財産への充当額） （ ）（ ）（ ）

（うち特定資産への充当額） （ ）（ ）（ ）

2.一般正味財産

（うち基本財産への充当額） （ ）（ ）（ ）

（うち特定資産への充当額） （ ）（ ）（ ）

正味財産合計

負債及び正味財産合計

大科目 中科目 小科目
科 目

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

平 成 ２９年 　３ 月 ３１ 日現在
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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

②受取入会金

受取入会金

③受取会費

受取会費 基本会費

④事業収益

受講料収入

⑤雑収益

受取利息

雑収益

経常収益計

（2）経常費用

管理費

人件費

給与負担金

事務費

減価償却費

旅費交通費

消耗品費

通信運搬費

手数料

顧問料

会場借上料

渉外費

会議費

雑費

経常費用計

　当期経常増減額

　当期一般正味財産増減額

　一般正味財産期首残高

　一般正味財産期末残高

Ⅱ　正味財産期末残高

正味財産増減計算書

平成２８年　４月　１日から平成２９年　３月３１日まで

科 目

大科目 中科目 小科目

様式2
正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
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様式3

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。

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

小　計

特定資産

小　計
合　計

科　　　目

財務諸表に対する注記
様式3

財務諸表に対する注記
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
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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。

基本財産
基本金

小　計

特定資産

小　計
合　計

5.担保に供している資産
該当なし

　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。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

一括償却資産

合　計

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。

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

合　計

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

科　　　目

科　　　目 当期末残高

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）

(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)

科　　　目
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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

該当なし

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。

該当なし

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。

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額 該当なし

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

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。

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

合　　　計

交付者 前期末残高 当期増加額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分

期末
残高

科　　　　目 帳簿価額 時　　価 評価損益

関係内容
取引の
内容

取引
金額 科目属　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

合　　　　計

補助金等の名称

役員の
兼務等

当期減少額

内　　　　容 金　　額

合　　　計

事業上
の関係
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様式4

Ⅰ　資産の部

1.流動資産

（1）現金

現金手許有高

（2）普通預金

三菱銀行　本店

ゆうちょ預金

（3）郵便貯金

郵便貯金事務センター

（4）未収入金

未収入金

流動資産合計

2.固定資産

その他固定資産

一括償却資産

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

1.流動負債

未払金

仮受金

流動負債合計

負債合計

正味財産

財　　　産　　　目　　　録

平 成 ２９ 年 　３ 月 ３１ 日現在

科 目 金　　　額

様式4
財 産 目 録

平成29年3月31日現在
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第3号議案　平成29年度事業計画案及び予算案

Ⅰ .平成29年度第1回定期総会及び特別講演会の開催
月　日：平成29年5月19日（金）
開催地：日本医師会　3階小講堂

Ⅱ .役員会・委員会の開催
1.理事会　4回／年
2.広報委員会　4回／年
3.教育委員会　4回／年

Ⅲ .教育研修に関する事業
1.研修会：8回／年
開催地：岡山県、福岡県、宮城県、東京都、愛知県、広島県、沖縄県

2.講演会：1回／年
開催地：東京都

3.交流会：1回／年
開催地：東京都

Ⅳ .広報に関する事業
1.准看協Newsの編集及び発行を年3回行う。
2.関係団体の協力による情報提供を継続するとともに、パンフレットやポスター、WEB等の媒体を更新・
活用しながら、他団体主催の学会・研修会等に参画しPR活動を行う。

3.准看協シンボルマーク作成の検討を行う。

Ⅴ .情報システムに関する事業
1.ホームページに活動報告を掲載し、会員等に向けた情報配信を行う。
2.ホームページの管理・運営を行い、内容の充実を図る。

Ⅵ .他団体等との連携
日本医師会・四病院団体協議会、及び、関係諸団体等と緊密に連絡をとり、必要に応じて支援・協力を求
める。

Ⅶ .その他
1.法人設立に向けた、諸手続き等に関する準備・検討を行う。
2.求人情報や看護専門学校等に関する情報をホームページに掲載し、就業・養成等の支援を積極的に行う。
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収入の部

支出の部

諸謝金 講師謝礼・旅費等

平成29年度日本准看護師連絡協議会収支予算案
平成29年4月1日～平成30年3月31日

項目 予算額 　備 考

会費収入
正会員：加入見込数　10,000人

賛助会員・個人：加入見込数300名・口数：1,000

賛助会員・団体：加入見込数350件・口数：700

受講料収入
研修会：受講者見込み 会員：320人,一般：160人

講演会：受講者見込み 会員：300人,一般：100人

雑収入 寄附金,出展料等

受取利息

当期収入合計（a）

前期繰越金（ｂ)

収入合計（C）＝(a)+(b)

項目 予算額 　備 考

消耗品費 資料袋、コピー紙購入、封筒,ファイル購入等

印刷製本費 総会関連資料,研修配布資料等

旅費交通費 役員・職員：旅費・日当

手数料 支払手数料

通信運搬費 総会関連通知,依頼文書等

人件費 職員給与等

顧問料 会計士顧問料+会計ソフトレンタル料

会議費 理事会,定期総会,特別講演会

雑費
サーバーレンタル費用,システム保守料,SSL暗号化証明書発行費

（年間）,システム改修等

渉外費

予備費

当期支出合計（ｄ)

当期支出差額（e)＝（ａ）-（ｄ）

次期繰越金（ｆ)＝（ｃ）-（ｄ）

登記費 登録免許税,司法書士手数料,登記簿謄本代,交通費等

広告宣伝費
第48回中四九地区医師会看護学校協議会協賛広告掲載

シンボルマーク使用のグッズ作成 等

収 支 予 算 案
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

第4号議案　一般社団法人化に向けた検討及び計画案
第4号議案は、日本准看護師連絡協議会ホームページの会員専用ページに掲載します。会員ログイン後、
「総会」のページにて内容をご確認ください。



この機会に、

是非学んでみませんか。

今日からできることを、

講師が分かりやすく解説します！

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

若林 秀隆 先生

「サルコペニア」をご存知ですか？
「サルコペニア」とは、加齢に伴う進行性かつ全身性の筋肉量と、
筋力の減少により身体機能の低下がもたらされることです。
健康長寿社会を実現するための重要なキーワードでもあるのです。
今回は、「サルコペニア」について分かりやすく解説します。
また、リハビリテーション栄養（リハ栄養）についても、そのポイントを
伝授します。

参加費
無料

プロフィール（ＱＲコード）
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