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会長相澤

日本病院会

孝夫様

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より、本会事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、新型コロナウイルス感染症のクラスター発生などにより、各地の医療機関では、

看護職員が圧倒的に不足している状況が生じております。通常の診療体制が困難となる

事態が想定されることから、各都道府県看護協会が平時から看護職員の応援派遣が可能

な医療機関の把握等を進めるとともに、都道府県が当該地域を含む都道府県のみでは看

護職員の確保が著しく困難で、県外からの応援派遣の受入を判断した場合には、都道府

県看護協会を通じて本会に応援派遣要請をする仕組みを構築いたしました。(別添参照)

本仕組みにより、看護職員の確保が必要とされる医療機関等に対し、都道府県を越え

た効果的かつ速やかな支援、および応援派遣の対象となる看護職員の安全の確保も可能

としております。

大変恐縮に存じますが、貴会会員にご周知頂き、各医療機関におかれましては、本仕

組みについてご理解の上、ご活用いただくとともに、ぜひ応援派遣兀医療機関として都

道府県看護協会への登録にご協力賜りますよう何卒お願い申し上げます。

なお、本仕組みにつきましては、厚生労働省医政局看護課より各都道府県衛生主管部

(局)宛に、「新型コロナウイルス感染症対策における看護職員の確保に向けた取組に

つぃて」(令和2年Ⅱ月25日付事務連絡)を発出していることを申し添えます。

新型コロナウイルス感染症対応のための

都道府県外看護職員の応援派遣について
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１ 総則 

１）目的 

本要領は、特定の地域において新型コロナウイルス感染症の拡大が発生し、当該地域

を含む都道府県内のみでは看護職員の確保が著しく困難である場合に、支援を要する都

道府県の看護協会の負担軽減及び一元的かつ効率的な看護職員の応援派遣を可能とす

るため、別項に規定する、新型コロナウイルス感染症対策のための応援業務を行う看護

職員（以下、「感染症対策応援派遣ナース」という。）を派遣し、看護職員を必要とする

場において、ニーズに応じて柔軟に看護活動を実践するための体制及び対応方法を定め

るものである。 

 

２）応援派遣の基本的な考え方 

感染症対策応援派遣ナースの派遣に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大の

状況に応じて、本要領に則り、本会と該当する都道府県看護協会とが連携し、感染症対

策応援派遣ナースの応援派遣調整を行う。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大時に効果的な看護活動を実践するため、本会

と都道府県看護協会等との連携の在り方を明確にし、応援体制を整備しておく（図１参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：感染症対策応援派遣ナースの応援派遣調整関係図 
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２ 感染症対策応援派遣 

１）感染症対策応援派遣とは 

感染症対策応援派遣（以下、「応援派遣」という。）は、新型コロナウイルス感染症の

拡大の際に、看護職員を必要とする場（新型コロナウイルス感染症対策のために看護職

員を必要としている医療機関、社会福祉施設、宿泊療養施設及び保健所等。以下、「応

援派遣先医療機関等」という。）において、感染者や感染疑いのある者に対してニーズ

に応じた看護を提供する看護職員を派遣することであり、派遣する医療機関（以下、「応

援派遣元医療機関」という。）は都道府県看護協会に登録されている。 

また、感染症対策応援派遣ナースは、応援派遣元医療機関と応援派遣先医療機関等と

の出向契約及び応援派遣先医療機関等と感染症対策応援派遣ナースとの雇用契約（以下、

「応援派遣先医療機関等との契約等」という。）に基づき、応援派遣先医療機関等の指

揮下で活動を行うものとする。 

 

２）登録要件 

応援派遣元医療機関の登録にあたっては、以下を必須の要件とする。 

① 新型コロナウイルス感染症対策のために看護職員を必要としている他の医療機関、

社会福祉施設、宿泊療養施設及び保健所等へ看護職員を派遣する調整が可能である

こと 

② 実務経験が 5年以上あり、感染症対応が可能な看護職員の選出が可能であること 

③ 登録に関する病院長の承諾があること 

 

３）本会による応援派遣調整の対象となる状況 

  自都道府県内のみでは新型コロナウイルス感染症への対応を行う看護職員の確保

が著しく困難であり、他都道府県からの応援派遣（以下、「県外応援派遣」という。）

を必要とする状況を対象とする。県内の応援派遣は、各都道府県と都道府県看護協会

により実施するものとする。 

 

 ４）県外応援派遣調整の根拠 

応援派遣を要する都道府県と都道府県看護協会との協定書等及び都道府県看護協

会と本会の間における協定書に基づき応援派遣調整を行う。 
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なお、感染症対策応援派遣ナースの活動は、応援派遣先医療機関等との契約等に基

づくものとする。 

 

５）応援派遣期間 

個々の感染症対策応援派遣ナースの応援派遣期間は、以下を含むものとする。 

① 応援派遣先医療機関等における 2週間程度の活動期間 

② 応援派遣に係る移動期間 

③ 応援派遣終了後の新型コロナウイルス感染症の PCR 検査（以下、「PCR 検査」

という。）実施から結果が判明するまでの検査期間 

 

６）活動場所 

感染症対策応援派遣ナースの活動場所は、原則として、新型コロナウイルス感染症の

拡大により看護職員が不足した医療機関、社会福祉施設、宿泊療養施設及び保健所等と

する。 

 

７）応援派遣に係る費用負担 

感染症対策応援派遣ナースの応援派遣に係る費用（以下に掲げるものを含む。）につ

いては、応援派遣を要する都道府県が負担する。 

① 応援派遣期間中の給与等 

② 応援派遣元医療機関から応援派遣先医療機関等までにかかる旅費、宿泊先から応

援派遣先医療機関等までの通勤費 

③ 応援派遣先医療機関等での活動期間中の宿泊費 

④ 応援派遣が決定した感染症対策応援派遣ナースが、活動前後に PCR 検査を受け

る際の実施費用 

 

８）安全確保のための対応 

① 応援派遣先医療機関等は、感染症対策応援派遣ナースの活動期間中の労災保険に

加入すること。 

② 本会より応援派遣の要請を受けた都道府県看護協会（以下、「応援派遣元県看護協

会」という。）は、応援派遣が決定した感染症対策応援派遣ナースが、活動前後に
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PCR検査を受けられるよう調整をすることを原則とする。 

３ 応援派遣に関する都道府県看護協会及び本会の役割 

応援派遣にあたって、都道府県看護協会と本会は、主に以下のような役割を担い、日

頃から連携して体制の整備を進める。 

 

１）平常時の役割 

（１）都道府県看護協会の役割 

 ① 都道府県及び本会並びに関係機関等との連携強化と都道府県看護協会の体制整

備 

新型コロナウイルス感染症が拡大した際の、看護職員確保に関する都道府県と都

道府県看護協会、本会と都道府県看護協会の協定書等を締結し、体制を整備する。 

また、都道府県及び関係機関等と平時より情報共有し、連携強化に努める。 

  ② 新型コロナウイルス感染症に対応できる看護職員の育成 

   新型コロナウイルス感染症に関連する研修や情報提供等により、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大時に看護による支援活動に従事できる看護職員を育成する。 

③ 応援派遣の周知と募集 

   都道府県内の看護職等に向けて、応援派遣に関する周知を行い、応援派遣元医療

機関の募集に努める。 

 ④ 応援派遣元医療機関の登録及び名簿管理 

   応援派遣元医療機関の登録に際しては、応援派遣の概要について医療機関に説明

を行うとともに、医療機関に対して、都道府県看護協会は、感染症対策応援派遣ナ

ースの応援派遣時の身分や、県外応援派遣を必要とする場合には本会が調整を行う

こと等について理解を得る。 

   また、応援派遣元医療機関の名簿管理については、個人情報の保護に努めるとと

もに、適切な取り扱いができるよう十分に留意する。 

 

（２）本会の役割 

① 全都道府県看護協会との応援派遣に関する情報共有 

新型コロナウイルス感染症対応のための県外看護職員の県外応援派遣に関する

仕組み等について、全都道府県看護協会と情報共有し、連携強化に努める。 
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② 厚生労働省等関係機関との応援派遣に関する情報共有と連携強化 

応援派遣の仕組み等について、厚生労働省等関係機関と情報共有し、連携強化に

努める。 

③ 感染症対策応援派遣ナースの育成と必要な情報提供 

応援派遣元医療機関が選出した看護職員に、感染症対策応援派遣ナースとして活

動するために必要な知識・技術を習得するための機会を設け、必要な情報等を提供

する。 

④ 応援派遣元医療機関の登録促進のための取り組み 

広報等を通じ、応援派遣に対する理解を進め、応援派遣元医療機関の登録促進に

努める。 

 

２）応援派遣時の役割 

（１）本会に応援派遣の要請をする都道府県看護協会 

 ① 都道府県対策本部への参画と医療機関等のニーズの把握 

  都道府県看護協会は、都道府県と連携を図り、新型コロナウイルス感染症の拡大

により、都道府県に対策本部が設置された場合には、これに参画する。都道府県よ

り応援派遣要請があった都道府県看護協会（以下、「応援派遣先県看護協会」とい

う。）は、地域の感染拡大状況に関する情報収集を行う。さらに、新型コロナウイル

ス感染症が拡大している医療機関等の状況、看護支援ニーズについて把握し、応援

派遣に備える。 

 ② 県外看護職員の県外応援派遣の要否の検討及び日本看護協会への応援派遣要請 

  応援派遣先県看護協会は、都道府県が県外からの応援の要否を検討するための情

報を収集し、都道府県と双方向で共有を行う。都道府県より県外からの応援派遣要

請を受けた場合は、本会へ、近隣県からの感染症対策応援派遣ナースの応援派遣に

ついて要請する。 

 

（２）本会より応援派遣要請を受けた都道府県看護協会 

 ① 応援派遣調整を受けた際の候補者リストの作成と本会への提出 

  本会より新型コロナウイルス感染症に対応する感染症対策応援派遣ナースの県

外応援派遣要請を受けた応援派遣元県看護協会は、応援派遣元医療機関に対して応
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援派遣要請を行う。応援派遣元医療機関の管理者は候補者を選出し、本人の同意を

得て感染症対策応援派遣ナースの候補者リストを作成し応援派遣元県協会へ提出

する。 

 ② 感染症対策応援派遣ナースの活動に伴う調整 

  応援派遣元医療機関に対し、応援派遣先医療機関を連絡する。 

 ③ 応援派遣元医療機関と応援派遣先医療機関等との出向契約の締結状況の把握 

応援派遣要請を行った後の応援派遣元医療機関と応援派遣先医療機関等との出向

契約の締結状況について把握し、本会へ報告する。 

 

（３）本会の役割 

 ① 厚生労働省等関係機関との情報共有及び活動の調整 

  県外応援派遣の状況について、関係機関等へ情報共有を行うとともに、他の支援

団体等と感染症対策応援派遣ナースの活動について調整を行う。 

 ② 応援派遣先県看護協会との情報共有 

  応援派遣先県看護協会に対し、応援派遣先医療機関等、応援派遣人数及び活動期

間等について情報共有する。 

 ③ 感染症対策応援派遣ナースの活動場所における受け入れ態勢の整備支援 

 感染症対策応援派遣ナースが応援派遣先で円滑に活動できるよう、応援派遣先医

療機関等からの相談窓口を設置し、受け入れ態勢の整備を支援する。 

 ④ 感染症対策応援派遣ナースの活動に伴う調整 

  応援派遣先医療機関等と感染症対策応援派遣ナースの活動に係る契約等が円滑

に結べるよう支援する。 

 ⑤ 応援派遣中の感染症対策応援派遣ナースのサポート 

  応援派遣中の感染症対策応援派遣ナースからの相談に対応する。 

 

４ 感染症対策応援派遣ナース派遣調整手順 

本会からの応援派遣調整に関する手順は以下を原則とする。 

①応援派遣先県看護協会から本会への応援派遣の要請 

都道府県より都道府県外からの感染症対策応援派遣ナースの応援派遣要請を受

けた応援派遣先都道府県看護協会は、要請内容（応援派遣先医療機関等、応援派遣
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人数及び活動期間等）を決定し、「感染症対策応援派遣ナース派遣要請票（様式 A）」

により、本会に対し感染症対策応援派遣ナースの県外応援派遣を要請する。 

② 本会が調整する応援派遣元県看護協会への応援派遣要請 

ア） 上記①により本会が要請を受けた際には、本会に設置されている新型コロナ

ウイルス感染症対策本部において、応援派遣元県看護協会を決定する。なお、決

定に際しては、応援派遣先県看護協会からの要請内容、移動時間、応援派遣元医

療機関数などを基準とする。 

イ） 本会は、「感染症対策応援派遣ナース派遣要請（様式１）」をもって、応援派遣

元県看護協会に感染症対策応援派遣ナースの応援派遣を要請する。 

ウ） 応援派遣元県看護協会は、応援派遣元医療機関に応援派遣要請を行い、「感染

症対策応援派遣ナース候補者リスト（様式 B）」を作成し、本会に送付する。 

③ 応援派遣調整の結果の通知 

ア） 本会は、応援派遣元県看護協会が提出した様式 Bに基づき、個別の活動場所

に応じた「感染症対策応援派遣ナースシフト表（様式２）」（以下「シフト表」と

いう。）を作成し、応援派遣元県看護協会、応援派遣先県看護協会に送付する。 

イ） 本会は、「応援派遣状況通知（様式３）」を作成し、全都道府県看護協会に対

し、法人会員ネットで応援派遣調整の状況を周知する。 

④ 応援派遣の準備 

ア） 応援派遣元県看護協会は、シフト表に基づき応援派遣が決定した応援派遣元

医療機関に対し、感染症対策応援派遣ナースの概要、活動期間、活動場所、活動

内容及び持参物品等を連絡する。 

イ） 応援派遣元県看護協会は、応援派遣が決定した感染症対策応援派遣ナースが、

活動前後で PCR検査を受けられるよう調整をすることを原則とする。検査の結

果、感染症対策応援派遣ナースに感染が確認された場合、応援派遣元県看護協会

は本会へその旨を連絡する。 

ウ） 本会は、応援派遣の状況について、厚生労働省等の関係機関等へ情報共有を

行うとともに、活動の調整を行う。 

エ） 本会は、感染症対策応援派遣ナースが応援派遣先医療機関で円滑に活動がで

きるよう、受け入れ態勢の整備を支援する。 

⑤ 応援派遣先県看護協会への継続的支援 
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本会は、応援派遣が終了するまで、状況の変化等を常に注視しながら、応援派遣

先県看護協会との緊密な連携を継続する。 

⑥ 応援派遣中の感染症対策応援派遣ナースのサポート等 

本会は、応援派遣中の感染症対策応援派遣ナースとの連絡方法等について応援派

遣元県看護協会と調整を行い、感染症対策応援派遣ナースからの相談対応等を行う。 

また、本会は必要時、感染症対策応援派遣ナース自身の健康状態や活動状況等の

報告を受ける。 

⑦ 応援派遣終了における手続 

ア） 感染症対策応援派遣ナースの応援派遣要請を終了する場合には、応援派遣先

県看護協会は、活動場所ごとに「応援派遣要請終了票（様式 C）」を作成し、速

やかに本会へ送付する。 

イ） 本会は、「応援派遣要請終了通知（様式４）」により、応援派遣元県看護協会

に対し追加の応援派遣が必要ない旨を通知する。応援派遣元県看護協会は、応

援派遣元医療機関にその旨を通知する。 

ウ） 応援派遣元県看護協会は、すべての感染症対策応援派遣ナースの帰還を確認

し、「応援派遣終了票(様式 D)」により本会へ通知する。 

エ） 本会は、応援派遣調整したすべての感染症対策応援派遣ナースの帰還を確認

し、法人会員ネットで、全都道府県看護協会に対し感染症対策応援派遣ナース

の応援派遣が終了した旨を周知する。 

 

５ 本要領の見直しについて 

 本要領施行日から 1年を目途に本要領の見直しを行うこととする。 

 

６ 施行日 

この要領は 2020年 11月 17日から施行する。 
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（別  添） 

 

事 務 連 絡 

令和２年 11月 25日 

 

各都道府県衛生主管部（局）御中 

 

厚生労働省医政局看護課 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策における 

看護職員の確保に向けた取組について 

 

 

日頃より、看護職員確保の推進に多大なるご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、看護職員の確保に向けた取組については

「地域の医療提供体制確保のための看護職員の派遣調整事業」（令和 2年 5月 26日付

事務連絡）及び「医療機関等におけるクラスター発生時の看護職員の派遣に関する支

援について」（令和 2年 6月 10日付事務連絡）において、お示ししており、既にご対

応をされていることと存じます。 

今後、クラスター発生などにより通常の診療体制の維持が困難となる事態が想定さ

れることから、各都道府県看護協会が平時から看護職員の応援派遣が可能な医療機関

の把握等を進めるとともに、有事の際に都道府県が県外からの応援派遣の受入を判断

した場合には、都道府県看護協会を通じて公益社団法人日本看護協会（以下「日本看

護協会」という。）に応援派遣要請をする仕組みを整理しました。 

なお、日本看護協会は、各都道府県看護協会との調整に基づき、広域での看護職員

の応援派遣調整を行うこととしています。（別添参照） 

 各都道府県におかれましては、この仕組みについてご活用していただくとともに、

貴管内医療機関等に向けた周知及び応援派遣元医療機関としての協力依頼について、

お取り計らいくださいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

【照会先】 

厚生労働省医政局看護課  

担当者： 村井・片山・竹中 

電話：03-5253-1111（内線 4171・2599） 

h-miki.kusuda
新規スタンプ
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 2020年度　都道府県看護協会一覧 2020.7.07

№ 協会名 会長名 〒 住所１ 住所２ TEL FAX

1 公益社団法人 北海道看護協会 上田　順子 003-0027 札幌市白石区本通１７丁目北３－２４ 011-863-6731 011-863-3204

2 公益社団法人 青森県看護協会 柾谷　京子 030-0822 青森市中央３－２０－３０ 県民福祉プラザ３階 017-723-2857 017-735-3836

3 公益社団法人 岩手県看護協会 及川　吏智子 020-0117 盛岡市緑が丘２－４－５５ 019-662-8213 019-662-9550

4 公益社団法人 宮城県看護協会 石井　幹子 980-0871 仙台市青葉区八幡２－１０－１９ 022-273-3923 022-276-4724

5 公益社団法人 秋田県看護協会 白川　秀子 010-0874 秋田市千秋久保田町６－６ 018-834-0172 018-835-9522

6 公益社団法人 山形県看護協会 井上　栄子 990-2473 山形市松栄１－５－４５ 023-685-8033 023-646-8868

7 公益社団法人 福島県看護協会 今野　静 963-8871 郡山市本町１－２０－２４ 024-934-0512 024-991-5560

8 公益社団法人 茨城県看護協会 白川　洋子 310-0034 水戸市緑町３－５－３５ 茨城県保健衛生会館内 029-221-6900 029-226-0493

9 公益社団法人 栃木県看護協会 朝野　春美 320-8503 宇都宮市駒生町３３３７－１ とちぎ健康の森４階 028-625-6141 028-625-8988

10 公益社団法人 群馬県看護協会 荻原　京子 371-0007 前橋市上泉町１８５８－７ 027-269-5565 027-269-8601

11 公益社団法人 埼玉県看護協会 松田　久美子 331-0078 さいたま市西区西大宮3-3 048-624-3300 048-624-3331

12 公益社団法人 千葉県看護協会 寺口　惠子 261-0002 千葉市美浜区新港２４９－４ 千葉県看護会館内 043-245-1744 043-248-7246

13 公益社団法人 東京都看護協会 山元　惠子 160-0023 新宿区西新宿４－２－１９ 03-6300-0730 03-6300-0875

14 公益社団法人 神奈川県看護協会 花井　惠子 231-0037 横浜市中区富士見町３－１ 045-263-2901 045-263-2905

15 公益社団法人 新潟県看護協会 斎藤　有子 951-8133 新潟市中央区川岸町２－１１ 025-265-1225 025-266-1199

16 公益社団法人 山梨県看護協会 古屋　玉枝 400-0807 甲府市東光寺２－２５－１ 055-226-4288 055-222-5988

17 公益社団法人 長野県看護協会 松本　あつ子 390-0802 松本市旭２－１１－３４ 0263-35-0421 0263-34-0311

18 公益社団法人 富山県看護協会 松原　直美 930-0885 富山市鵯島字川原１９０７－１ 076-433-5680 076-433-6428

19 公益社団法人 石川県看護協会 小藤　幹恵 920-0931 金沢市兼六元町３－６９ 076-232-3573 076-232-3973

20 公益社団法人 福井県看護協会 江守　直美 918-8206 福井市北四ツ居町６０１ 0776-54-7103 0776-54-8474

21 公益社団法人 岐阜県看護協会 青木　京子 500-8384 岐阜市薮田南５－１４－５３ 岐阜県県民ふれあい会館1棟5階  058-277-1008 058-275-5300

22 公益社団法人 静岡県看護協会 渡邊　昌子 422-8067 静岡市駿河区南町1４－２５ エスパティオ３階  054-202-1750 054-202-1751

23 公益社団法人 愛知県看護協会 三浦　昌子 466-0054 名古屋市昭和区円上町２６－１８ 052-871-0711 052-871-0757

24 公益社団法人 三重県看護協会 西宮　勝子 514-0062 津市観音寺町字東浦４５７－３ 三重県看護研修会館 059-225-1010 059-226-5200
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25 公益社団法人 滋賀県看護協会 廣原  惠子 525-0032 草津市大路２－１１－５１ 077-564-6468 077-562-8998

26 公益社団法人 京都府看護協会 中島　すま子 606-8111 京都市左京区高野泉町４０－５ 075-723-7195 075-723-7272

27 公益社団法人 大阪府看護協会 高橋　弘枝 540-0001 大阪市中央区城見２-２-２２ マルイトOBPビル８階 06-6947-6900 06-6947-6901

28 公益社団法人 兵庫県看護協会 成田　康子 650-0011 神戸市中央区下山手通５－６－２４ 078-341-0190 078-361-6652

29 公益社団法人 奈良県看護協会 平　葉子 634-0813 橿原市四条町２８８－８ 奈良県看護研修センター 0744-25-4014 0744-24-7703

30 公益社団法人 和歌山県看護協会 東　直子 642-0017 海南市南赤坂17番地 073-483-1005 073-483-1266

31 公益社団法人 鳥取県看護協会 内田　眞澄 680-0901 鳥取市江津３１８－１ 0857-29-8100 0857-29-8102

32 公益社団法人 島根県看護協会 秦　美惠子 690-0049 松江市袖師町７－１１ 0852-25-0330 0852-25-3157

33 公益社団法人 岡山県看護協会 宮田  明美 700-0805 岡山市北区兵団４－３１ 086-226-3638 086-226-1157

34 公益社団法人 広島県看護協会 山本　恭子 730-0803 広島市中区広瀬北町９－２ 082-293-3362 082-295-5361

35 公益社団法人 山口県看護協会 西生　敏代 747-0062 防府市大字上右田２６８６ 0835-24-5790 0835-24-1230

36 公益社団法人 徳島県看護協会 稲井　芳枝 770-0003 徳島市北田宮１－３２９－１８ 088-631-5544 088-632-1084

37 公益社団法人 香川県看護協会 安藤　幸代 769-0102 高松市国分寺町国分１５２－４ 087-864-9070 087-864-9071

38 公益社団法人 愛媛県看護協会 小椋　史香 790-0843 松山市道後町２－１１－１４ 089-923-1287 089-926-7825

39 公益社団法人 高知県看護協会 藤原　房子 780-8066 高知市朝倉己８２５－５ 088-844-0678 088-844-0053

40 公益社団法人 福岡県看護協会 大和　日美子 812-0054 福岡市東区馬出４－１０－１ ナースプラザ福岡  092-631-1141 092-631-1142

41 公益社団法人 佐賀県看護協会 南里　玲子 849-0201 佐賀市久保田町大字徳万１９９７－１ 0952-68-3299 0952-68-3603

42 公益社団法人 長崎県看護協会 西村　伊知惠 854-0072 諫早市永昌町２３－６ 0957-49-8050 0957-49-8056

43 公益社団法人 熊本県看護協会 本　尚美 862-0901 熊本市東区東町３－１０－３９ 096-369-3203 096-369-3204

44 公益社団法人 大分県看護協会 大戸　朋子 870-0855 大分市大字豊饒２－７－１ 097-574-7117 097-545-3751

45 公益社団法人 宮崎県看護協会 中武　郁子 889-2155 宮崎市学園木花台西２－４－６ 0985-58-0622 0985-58-2939

46 公益社団法人 鹿児島県看護協会 田畑　千穂子 890-0064 鹿児島市鴨池新町２１－５ 099-256-8081 099-256-8079

47 公益社団法人 沖縄県看護協会 仲座　明美 901-1105 島尻郡南風原町字新川２７２-１７ 098-888-3155 098-888-3126
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