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あけましておめでとうございます。昨年6月に会
長に就任し、会員の皆様に支えられ事業を進めて参
りました。旧年中は協会運営にご支援とご協力をい
ただきありがとうございました。今年も皆様にとり
健やかな一年となりますようお祈りいたします。
2016年8月には台風10号が北海道を直撃し、十勝
地方を中心に甚大な被害を受けました。被災された
皆様に心からお見舞い申し上げますと共に穏やか
な良い年となりますよう祈念致します。当会では
万一の場合に備え、被災地の地区理事や支部長の報
告を基に災害支援ナース派遣の準備をしておりま
したが、今回は要請なく収束しました。この経験か
ら、災害支援ナースの役割の大きさを再認識すると
共に、日常の訓練等に一層取り組む覚悟を致しまし
た。
さて、2016年は、団塊の世代がすべて後期高齢者
となる2025年に向けて地域医療構想の策定が進めら
れ、将来のあるべき医療提供体制実現への施策が検
討された年でした。また、地域包括ケアシステムを
推進する中で、「医療」と「生活の質」の両方の視
点を持つ看護職が「いのち」と「暮らし」、そして
「尊厳」をまもり支える看護を実践するという看護
の将来ビジョンに向かって大きく動き出した年でも
ありました。
二次医療圏域ごとに開催された調整会議には22
支部の各支部長さん達が参画する等、病院や生活
のあらゆる場で看護職が役割を発揮するために、看
護職の力を変革に向けて結集する重要な局面に共に
立ち、職能団体としての組織力の強さを実感しまし
た。
2016年の主な取り組みを振り返りますと、まず、
地域包括ケアシステムの構築と推進に向け、日本看
護協会看護職連携構築モデル事業に遠紋支部が取り
組みました。地域の特徴を活かした看護職間の連携
や、住民参加型の地域づくりの示唆が得られました
ので2017年度の活動に生かしたいと考えます。
離職看護職員相談事業では、離職看護師等の届

出制度が開始してから2016年12月までの1年3ヶ月間
で、届出総数は2,715人（全国2位）、再就業者428人
（全国1位）でした。施設の看護管理者の声掛けが届
出への最も高い動機づけとなっていると共に、ナー
スセンターと道内5支所のきめ細やかな相談対応が
奏功していると実感しております。
地域応援ナース事業では、道外からの登録者が北
海道の離島や地方に応援ナースとして赴任するな
ど、予想以上の反響の大きさに将来につながる体制
として期待しております。さらに助産師出向支援事
業でも、前年度の意向調査で賛同された施設間で意
見交換会を実施し、1名が4月から出向予定です。こ
れらの取り組みから、施設や地域の枠を超えて、道
内全域で人材を活用し相互に協力し地域包括ケアを
支えていく道筋が見えてきました。今後は、こう
いったコーディネート機能を、病院から訪問看護ス
テーションへの出向などにも応用できればと考えて
おります。
キャリア開発の支援と看護職の質の向上では、看
護職の実践能力向上や、マネジメント力の向上、准
看護師の進学支援、認知症ケアや看護補助者活用等
診療報酬に反映される研修など研修を充実しまし
た。また、2017年10月の札幌における日本看護学会
-看護管理-学術集会の開催に向け、着々と準備を進
めております。多くの皆さんの参加を期待しており
ます。
いよいよ、2017年4月から新会員情報管理体制

（ナースシップ）が導入されます。移行手続きが順
調に進み、更に未入会の看護職の方々にも入会して
いただけることを願っております。
北海道看護協会は、あらゆる分野で働く看護職が
自律的に行動し、安全かつ安心して看護を提供でき
るように、労働環境の改善等に努めて参ります。ま
た、看護職及び多職種との連携体制の整備や、研修
の充実、“人財”のネットワーク構築に全力投球し
て参ります。今年もご支援ご協力を宜しくお願い申
し上げます。

新年の
　ご挨拶

会長　上田　順子
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代議員及び予備代議員の立候補並びに推薦について
　北海道看護協会が定める、公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員選任規程並びに公益社団法人北海道看護協会選挙
及び選挙管理委員会規程に基づき、次のとおり告示する。

　選挙管理委員長　橋本　みどり

平成30年度 公益社団法人日本看護協会

Ⅰ　平成30年度日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員数

Ⅱ　立候補の基準

Ⅲ　受付期間など

・ �日本看護協会代議員総数750名のうち、北海道看護協会の代議数は44名、予備代議員数は44名である。
・ �支部枠は40名とし、日本看護協会算出根拠に基づき支部の会員数に応じて割り当てる。
・ �支部枠は各支部から最低1名以上を選出する。根拠に基づく算出により0名の場合でも、支部間の調整により、1名を確保する。
・ �代議員数と同数の予備代議員を選出する。なお、2名以上の予備代議員を選出する時は、当該予備代議員相互間の優先順位を
決定する。

・ �会員であること
・ �日本看護協会の理念・目的を理解し、1年間代議員としての任務を果たせること。
・ �日本看護協会通常総会に出席できること。

（1）�日本看護協会の代議員及び予備代議員に立候補される方は、会員5名の推薦を受け、別に定める日本看護協会代議員予備代
議員立候補届（第1号様式）により、立候補の届出をしてください。�
立候補届様式は北海道看護協会ホームページからダウンロードできます。

（2）提出期限　平成29年4月18日（火）
（3）問い合わせ先
　　北海道看護協会　総務課総務係　
　　T E L：011-863-6731
　　E-mail：hokkaido.kango.kyoukai@hkna.or.jp

（4）提出先
　　〒003-0027　札幌市白石区本通17丁目北3番24号　
　　北海道看護協会　選挙管理委員長　宛�　 親展
　　※提出にあたっては必ず親展でお送りください。

【支部ごとの代議員数及び予備代議員数】
支部名 代議員数 予備代議員数

道南南 3 3

道南北 1 1

小　樽 1 1

後　志 1 1

札幌第１ 3 3

札幌第２ 4 4

札幌第３ 5 5

札幌第４ 3 3

支部名 代議員数 予備代議員数

南空知 1 1

北空知 1 1

室　蘭 2 2

苫小牧 1 1

日　高 1 1

上川南 3 3

上川北 1 1

留　萌 1 1

支部名 代議員数 予備代議員数

稚　内 1 1

北　網 1 1

遠　紋 1 1

十　勝 2 2

釧　路 2 2

根　室 1 1
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【保健師職能】「地域包括ケアにおける保健師の役割」と題
し、札幌市介護保険課長岡島さおり氏をお招きして開催しま
した。3時間ノンストップの白熱した研修となり、参加者か
らは保健師の“みる、つなぐ、動かす”視点の重要さに気づ
いた、自分でやるべきことが明確になった、等の声が聞かれ
ました。
【助産師職能】助産院エ・ク・ボの高室典子先生をお招きし
「妊産婦に寄り添う助産ケアと分娩介助～開業助産師の技を
学ぼう～」と題して開催しました。新人からベテランまで
22名の参加者からは「自己の技術の振り返りと日々実践で
きる内容で楽しく学ぶことができた。」と、満足度の高い研
修となりました。
【看護師職能Ⅱ領域】「摂食嚥下障害患者の看護」をテーマに
脳卒中リハビリ認定看護師中井結花先生の講義を受けまし

平成28年度、道南北支部「働き続けられる職場づくり研
修会」を11月5日に行いました。
今回は「心の健康！ストレスを上手に発散するには？」と
題して、ストレスマネジメントについての講義をオフィス・
K代表、小松明広氏にしていただきました。当日は先生の体
験談も交え、ストレスとは何か、否定的認知ではなく肯定的
認知が大切であるということについてお話しいただきまし
た。参加者からは「肯定的認知の大切さが分かった」「自身
の日常を振り返るきっかけになった」「客観的に自分を見る
事ができた」等の意見が聞かれました。講義の中で医療・福

小樽支部では、今年度の事業計画通りに滞りなく事業を進
めてきております。
9月11日には小樽市、医師会などの各団体と協賛の小樽市
健康まつりに参加し、血管年齢・血圧・体脂肪測定、健康相
談を実施しました。特に血管年齢測定は人気で開始時間前か
ら行例が出来る程でした。参加された方達が測定値に一喜一
憂する姿を拝見し、お話しを聞いたりアドバイスすることが
出来たりと、充実した1日となりました。
また9月17日は小樽・後志支部合同の会員懇談会を開催し
ました。土曜日ではありましたがたくさんの会員の方々に参
加して頂きました。余市協会病院の看護師作田真由美さんか
ら「地域包括ケアシステムの構築に向けた看護の連携～患者

た。脳血管障害で年間2万人が嚥下障害となり衰弱の原因に
もなること、食べることが脳の活性化に大きな影響を与える
ことを学びました。ペアで反復唾液テストなど実施し、日々
のケアに活かせる研修となりました。

祉の職に就いている者はストレスがかかりやすく、メンタル
ヘルス不調者も多いという話もあり、今回の講義を通してス
トレスマネジメントの大切さについてあらためて考えるきっ
かけとなりました。

の意思決定を尊重していくために～」のテーマで講演してい
ただきました。現在の医療の現場は患者の意思より家族の意
思に対して同意を得ることが多いこと、そのような中、患者
の意思をどう支援するかについて事例を通してお話していた
だきました。会員の皆様からはとても有意義な学びができた
という意見が多数ありました。
今後も、地域及び会員との交流を深め、看護の質の向上を

目指して活動してまいります。

保健師 助産師

看護師

支部報告　道南南支部� 　支部長　高橋　純子

支部報告　道南北支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員　清水　美千子

支部報告　小樽支部� 　副支部長　小島　聡子
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看護研究発表会報告
日時　平成28年11月12日（土）
場所　市立札幌病院　2階講堂
札幌第1支部主催の看護研究発表会に参加し取材した内容
を報告します。
開会の挨拶で加藤久美子支部長が「もう一度ケアを考え直
し看護実践に活かすことができる機会にしてほしい」とお話
されたように、患者の視点に立った指導や療養環境に注目し
た研究など、日々の看護に活かせる演題ばかりでした。ま
た、院内暴力や労働者のストレスに関するものなども含めて
11演題が発表され、参加者は93名でした。さらに、山谷貞
子先生（札幌市病院局市立札幌病院　看護教育担当課長）に

例年になく早くから本格的な冬景色となり、ここ後志も白
く美しい山並みを見られるようになりました。雪に閉ざされ
た半年は、どの地域も山越えをする現状から、残すは支部大
会のみとなっております。そんな前期過密日程でも充実した
研修を行えた事は、会員一人一人の熱意に支えられたからだ
と感謝しております。
12月10日には、小樽支部と協力体制のもと「医療安全管
理者フォーラム」を実施させて頂きました。北海道大学病院
医療安全管理部部長�南須原康行先生による、医療安全につ
いての講演会、市立室蘭総合病院医療安全管理室の矢野健治
氏による「施設における警察対応」など、参加者がすぐに活
用できる内容で、グループワークも大変活気のあるものでし

平成28年9月15、16日に「看護管理者育成研修」が開催
されました。この研修は、北海道委託事業―看護管理者地域
別研修の一つとして行われており、看護副師長・主任・師長
補佐の任にあるものが、全道から参加する支部担当研修で
す。今年度は、51名の参加があり、1日目は講義、「看護の
動向・看護管理の基本」、「スタッフ育成」、2日目は「師長
補佐の役割と実際」の講義、グループワークを行いました。
参加者のほとんどが、管理者経験3年未満で、中には、これ
から昇任するという方もいました。参加者からは、「主任の
役割が再認識、理解できた」、「難しい内容だったがわかりや
すく教えて貰えた」など講義に対する意見があり、グループ

より演題毎にわかりやすく丁寧な講評が行われたことは、大
きな学会にはない魅力だと感じました。
最後に、運営に携わった教育委員・研究発表した皆様の努

力のおかげで私自身も日々の看護を振り返り活かす機会にな
りました。次年度も多数の参加をお待ちしています！

た。何よりも、予想外の猛吹雪の中、多くの参加を頂けた事
は、感謝に堪えません。
会員数の少ないこの地域だからこそ、他職種と顔の見える

関係性の中で、よりよい地域医療を目指して行きたいと思っ
ております。
We�are�team�shiribeshi�！

ワークについても「課題が明確になり取組の方向性を考えて
いく」「悩みを共有でき気持ちが楽になった」などの意見が
ありました。研修のはじめは、不安げな表情をしていた参加
者も2日間の研修を終え、笑顔が見られ、各々が自己の課題
を明確に出来た研修になりました。

支部報告　後志支部� 　支部長　森本　千恵子

支部報告　札幌第２支部� 　教育委員長　本間　正美

支部報告　札幌第１支部� 　広報出版委員　佐藤　文子
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平成28年10月1日（土）に札幌4支部合同の会員懇談会が
開催され、参加者は119名でした。今年度、北海道看護協会
会長に就任された上田順子会長から「看護の動向」の講義が
ありました。超高齢社会から何を求められ、そのための準備
を今から始める必要性について、専門職としての活動の在り
方を考えさせられました。また、参加者からも大変分かりや
すく良く理解できたと高評でした。午後の講演では、パート
ナー研究所主宰の土倉玲子先生から、「働きやすい職場づく
りのためのコミュニケーションスキル～職場を活性化するた
めの工夫～」というテーマで講演がありました。コミュニ
ケーションを、医療の現場で強化される「問題追及型思考」
から、理想の状態を達成するためにはどうすればよいかと考
える「成功追及型思考」に変えることで、チームの一体感が

平成28年11月5日に看護師職能研修を行いました。
今回、老人看護専門看護師の山下いずみ先生をお招きし、

“認知症のコミュニケーションについて”というテーマでご
講演いただきました。
参加人数が100人予定でしたが140人の参加希望があり、
悪天候のため107人の参加となりました。
講演では、認知症の基本知識から特徴を捉えたケアや、コ
ミュニケーション技法について分かりやすく指導して頂きま
した。

9月に看護師職能委員会ⅠⅡ委員会で「地域包括ケアシス
テムにおける看護職の連携～これからの看護職の役割とは」
の多職種シンポジウムを開催しました。
10月は支部担当研修「認知症看護の実際」、保健師職能委
員会「保健師の専門性を高めるための“実践力up事例検討
会”」で演習を含む研修会でした。
11月は助産師職能委員会「新生児蘇生法（NCPR）の
ステップアップ研修」、教育委員会の看護研究発表会では、
140名以上の参加者が各病院の取り組み、研究内容に熱心に
耳を傾けていました。また、働き続けられる職場づくり推進
委員会は「職場のメンタルヘルス基礎講座」でメンタルヘル

増すことを学びました。相手に質問するとき「なぜできない
のか」から、「どうしたらできるか」という問いかけに変え
てみる等、具体的な方法についても体験でき学びとなりまし
た。

今回の講演により参加された皆様には、高齢社会の現状を
再認識し、認知症に対する理解を深め看護の向上に役立てる
ことが出来たのではと感じました。

スの現状、基礎知識、対策等の講演で、参加者からは「興味
深い内容だった」「今後の取り組みに活かしたい」という感
想を多数いただきました。このように活発な活動が行われ、
地域での連携につなげています。

支部報告　札幌第３支部� 　支部長　大橋　由美子

支部報告　南空知支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員会　大沼　笑子

支部報告　札幌第４支部� 　支部長　本間　美恵

午前：看護の動向 午後：講演会
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苫小牧支部では各委員会の事業が次々と開催されています。
・�8月20日「始めよう！病院と在宅との継続看護～連携は現
場から～」（看護師職能集会　参加者：74名）
・�9月10日「医療安全について（医療事故調査制度）」（支部
担当研修　参加者60名）
・�9月24日「各市町村の目指すべき方向性から見えてきた保
健指導対策を考える」（保健師職能集会　参加者26名）
・�10月8日「産科出血について～分娩時出血への対応～」
（助産師職能集会　参加者24名）
・�10月15日「コンフリクトマネジメント・メディエーショ
ンについて」（医療安全ワークショップ　参加者38名）
11月12日はグランドホテルニュー王子で看護研究発表会

今年度の支部事業の中から支部担当研修・看護師職能集
会・看護研究発表会について報告します。
【支部担当研修】8月6日に「フィジカルアセスメント（呼
吸・循環）」をテーマに4名の集中ケア認定看護師による講義
を行いました。98名の参加があり、呼吸と循環の関係性を再
確認でき、今後の看護に役立てたいとの声が聞かれました。
【看護師職能集会】9月3日に「認知症の理解と看護」をテー
マに研修会を行いました。認知症の基礎から認知症患者への
対応の仕方を学びました。66名の参加があり、増加する認
知症患者とどのように係わっていくと良いのか興味深く講義
を受ける受講者の姿が印象的でした。

が開催されました。札幌医科大学助産学専攻科准教授�荒木�
奈緒先生に1つ1つの演題について、丁寧に講評していただ
きました。今後の研究に役立つ具体的な助言に参加者は熱心
に聞き入り、学びが多い発表会でした。「昨年よりレベルが
上がっている」という大変嬉しい評価をしていただき、教育
委員を初め、参加者皆、モチベーションが上がり充実した看
護研究発表会でした。

【看護研究発表会】11月2日に行われ、10演題が発表されま
した。357名の参加があり、発表後の質問も多くみられ、そ
れぞれの病院での取り組みへの興味の深さがうかがえました。
次年度も会員の期待に応えられる研修を企画したいと考え

ています。

平成28年11月5日（土）砂川市地域交流センターゆうを
会場とし、26名の参加でWLB普及活動を実施しました。研
修内容としては滝川市立病院と砂川市立病院の2施設での
WLBの取り組みに関する活動報告をしていただきました。2
施設とも病院の特性に合せた創意工夫された内容でモデル
ケースとして「参考になった」「当院でも取り入れてみたい」
という声が聞かれました。勤務環境改善が看護職のやりがい
感につながり、患者へのケアの質の向上に結びつき好循環を
生み出すことを学びました。
その後、グループに分かれ、WLBに関する内容で施設間
交流を実施しました。各病院での勤務体制や夜勤の状況と
いった勤務条件に関する内容や育児、家事、娯楽の充実と
いったプライベートな時間の過ごし方などを中心に活発な意
見交換が出来ました。アンケート結果では「同じ支部とはい
え、なかなか交流する機会がなかったが他施設との情報交換

ができ有意義な時間が過ごせました」という声が多数聞かれ
ました。今回のグループワークで自分の仕事と生活の両立は
どんなスタイルなのか、どうすれば最良のバランスがとれる
かを考える場になりWLBの普及、推進のきっかけを作れた
と思います。
今後も働きやすい職場づくりを推進し、看護職がいきいき

とやりがい感を持ちながら仕事に従事できるような活動を継
続していきたいと思います。

支部報告　苫小牧支部� 　支部長　田上　志のぶ

支部報告　室蘭支部� 　支部長　小竹　紀代美

支部報告　北空知支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員会　横浜　太一
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H28年9月3日、名寄市立大学にて「フィジカルアセスメント」を題材にした上川北支部担当
研修会が開催されました。
名寄市立大学保健福祉学部看護学科教授長谷部佳子氏と講師の村上正和氏による「フィジ
カルアセスメント」の講義・演習がありました。グループに分かれ、触診・打診・聴診を実
際に行い、観察の視点・手法を学ぶことで、今後のケアに繋げていける研修会になったと思
います。
10月1日、働き続けられる職場づくり推進委員会による「ヨガでストレス・運動不足解消
パートⅡ」が名寄市清峰園で行われました。日本ヨガ学会師範メドウズ弘子さんを講師にお
迎えし、1時間半にわたりヨガを行い、心も体もリフレッシュ出来ました。
11月12日には坂下千瑞子氏（東京医科歯科大学医学部付属病院血液内科医師）を講師にが
んを体験した医師からのメッセージ～病気を持ちながらどう生きるか～をテーマに三職能合
同研修会が開催されました。命と向き合う体験からがん征圧の為のチャリティー活動などに
ついて多くのお話をいただきました。

1. 看護管理者懇談会
7月30日サンアザレアにて看護管理者懇談会を開催致しま
した。参加者は112名でした。午前中は荒木専務理事より看
護の動向として、看護協会の将来ビジョンや地域包括ケアシ
ステムの推進などの説明がありました。午後からのシンポジ
ウムでは、医療安全ネットワーク会役員の4施設の医療安全
管理者から自施設での取り組みについての発表がありまし
た。会場からも多くの質問があり、有意義なディスカッショ
ンが行われました。

2. 小規模病院等施設間交流研修事業
今年度は受講希望10施設27名、受け入れ13施設で研修事

業を行いました。受講志望者の動機は「看護記録」「身体抑
制」「在宅看護」と多岐に渡り、他施設での経験を有意義に
活かしたいという意欲が伺われました。また、訪問看護ス
テーションの受け入れが増え、病院で勤務する看護師が在宅
看護を学ぶ機会が広がりました。

支部担当研修は無事に開催できました。
低気圧の影響で延期になっていた研修会ですが、平成28
年10月8日土曜日、3連休の初日にも関わらず45名の参加の
もと、キャンナス札幌の真鍋智美氏を迎えることができまし
た。「認知症に必要なコミュニケーション～地域包括ケアを
すすめるために～」をテーマに、認知症ケアで重視する点や
地域で支える地域包括ケアについて学び、改めて超高齢社会
を迎え看護職の役割を考えることができました。
また、講義の最後にはキャンナスの活動から、対象の方や
ご家族の病気や療養に対する思いをご紹介いただきました。
スクリーンに映し出された人々の表情や文字に記された声
は、参加者一人一人の心に強烈な印象を残し貴重な時間とな
りました。

他にも各職能委員が工夫を凝らして企画した研修会が開催
されています。研修会等をとおして会員同士の交流も活発に
なっています。
これからも、日高支部は会員の横の繋がりを大切にして活

動したいと思います。

支部報告　上川北支部� 　支部長　太田　泰子

支部報告　上川南支部� 　支部長　新野　さゆり

支部報告　日高支部� 　副支部長　吉田　祐子
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平成28年度　会員懇談会
北網支部では8月27日（土）、JA北海道厚生連�網走厚生
病院にて「会員懇談会」を開催しました。午前の部では、北
海道看護協会副会長より「看護の動向」について講義を頂
き、地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化・
連携に関する内容や認知症施策推進総合戦略関連など専門職
能団体としての役割について、また看護職の現状について知
ることが出来ました。
午後の部では「在宅ケア推進に向けた看護の連携上の課
題」をテーマに北見保健福祉部�主幹�長尾智美さんより話題

看護師職能活動報告
平成28年9月3日、稚内ふれあい広場�福祉フェスタに今年
度も参加しました。
手洗いチェック、血圧測定などのブースには約70名来て
いただきました。手洗いチェックは多くの小学生が体験し、
洗い残しがある状況に驚く姿が見受けられました。普段の手
洗いの意識づけに役立つことができ、効果的な手指衛生を少
しでも広めることができたのではないかと感じております。

平成28年度稚内支部看護管理地域別研修を終えて
今年度当支部では10月1日（土）支部にとっては初めて
の「認知症患者の看護」研修を札幌愛全病院よりお二人の認

提供を頂き、看護職の役割・使命についてグループワークを
行いました。
各施設、病院の現状を伝えあい“その人らしく暮らせるた

めに何が必要か？何ができるのか？”各グループともに活発
な意見交換の場になりました。

定看護師をお迎えして、参加者17名での研修でした。内容
は認知症疾患の定義などの基礎知識、看護の実際について講
義して頂いた後、事前に持ち寄った自部署の課題でグループ
ワークを行い、解決策などディスカッションしました。ほぼ
全員の参加者からは「問題解決の糸口が得られた」という好
評価が得られました。来年度も会員のニーズに合った研修を
企画して行きたいと思います。

活動報告「秋の部」です。
①�10月8日（土）：助産師職能・保健師職能・通称「はたサ
ポ委員会」3者合同主催研修会「TFT療法を用いた看護職
のストレスマネジメント」を開催しました。タッピングだ
けで得られる効果に驚きの2時間でした。
②�10月22日（土）：教育委員会主催「花とふれあい�心をリ
フレッシュ！」フラワーアレンジメントの研修会でした。
参加は15名と小規模ながら、講師の個別指導が受けやす
く、それなりに仕上がる自分の作品にほれぼれしておりま
した。「どんな花でも1週間もあれば萎れてしまう。それ
が良いところでもあるんですよ」との講師の言葉が趣深
い・・。

③11月5日（土）：�看護師職能委員会主催�
「おいしい低カロリー食」参加19名

�最近恒例になってきた調理実習です。同じレシピなのに違
う作品（？）ができたり、毎回楽しい研修会です。

※�これ以降、留萌支部は冬眠します。真冬の支部大会は、寝
た子を起こす大イベント！どうか、天候が荒れませんよう
に！

支部報告　北網支部� 　広報委員長　古川　尚子

支部報告　稚内支部� 　副支部長　渡邊　加奈枝

支部報告　留萌支部� 　支部長　茂木　二三子

講義の様子 グループワークの様子
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9月4日釧路町「健康福祉フェスティバル」10月16日「釧
路市健康まつり」に参加し、グリッターバグによる手洗い体
験、触診模型を使用した乳がんの早期発見や相談、血圧測定
を行いました。手洗い体験はこれからの季節の予防対策とし
て好評でした。
9月24日支部研修では、認知症をテーマに滝川市立高等看
護学院�菅谷清美先生にご講演して頂き「課題の糸口を見出
すことができた」など今後への発展性と繋がりました。
9月27日に「一日看護体験」を実施しました。12施設の
協力で8高校98名の参加があり「看護師になりたいと改めて
感じた」など体験を通して感想を頂きました。

十勝支部では、11月5日・6日に吉田学園医療歯科専門学
校�救急救命学科長�三上剛人氏をお招きし、支部担当研修会
「症状アセスメント力を高めよう～シミュレーション教育を
用いて～」を開催いたしました。
急変対応時に急変プロトコールを選択し対応できること、
自己の学習課題を明確にすることを目標として、講義の後各
ブースにわかれてシミュレーションを行いました。「呼吸困
難」「腹痛」「意識障害」の各ブースでは、講師の先生扮する
患者様に対して、緊急度の判断、緊急処置の対応と二次救命
処置の準備、原因検索（フィジカルアセスメント）、SBAR
を用いた医師への報告の4ステップを体験しました。グルー

根室支部では、9月3･4日と2日間に渡って支部担当研修
を開催しました。講師に釧路赤十字病院・糖尿病看護認定看
護師の齋藤茉莉子氏を迎え、「糖尿病患者さんの指導につい
て学ぶ」をテーマに講演して頂きました。1日目は、糖尿病
の基礎知識からインスリンと痩せの関係、糖に関しての知
識、最新の血糖測定機器などについて教えて頂きました。2
日目は、「糖尿病患者さんへの指導に対する困難感を紐解く」
と題し、参加者の実例によるグループワークから、患者指導

11月26日看護研究合同発表会は96名の参加があり、口演
5題と今年から示説7題も行われ盛況でした。
今後の活動計画�
2月18日三職能合同集会及び支部大会　同時開催

プごとに症例について考え、意見を出し合い、時には熱演の
あまり笑いも起こるといった状況で、大変有意義で楽しく学
ぶことができた研修会となりました。
今回の研修を機会に、現場で急変に遭遇した時には根拠と

自信をもって患者様の対応ができる看護師が十勝で多数活躍
することを期待します。

について理解を深めることが出来ました。
患者指導に一番大切なことは、「患者理解から始め、患者

自身の自己管理能力を引き出すための心のケアが重要である」
という言葉が印象的であり、参加者からは「糖尿病について
とても分かりやすく勉強になった」「仕事で生かしていきたい」
など好評の声が多く、とても有意義な時間となりました。�

遠紋支部では、9月24日看護師職能学習交流会を開催しま
した。
テーマ「いまさら聞けない？介護保険制度と地域包括ケア～
在宅と病院の連携～」について、看護職26名が参加しました。
研修内容は、介護保険のしくみや介護サービスの利用の
仕方、調査から認定結果通知がでるまでの流れや、また地
域包括ケアシステムや看護師の役割について講義やグループ
ワークを通して学びを深めました。

参加者からは、「他院との退院支援の取り組み方の違いが
理解できた」、「介護保険制度や地域包括ケアについて知らな
かった内容や流れを詳しくわかり
勉強になった」などの感想が聞か
れました。今後も遠紋地域の看護
職のネットワークを強化し、楽しく
学べる学習会を企画していきたい
と思います。

支部報告　釧路支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員会　三浦　富士枝

支部報告　十勝支部� 　教育委員　藤原　美加

支部報告　根室支部� 働き続けられる職場づくり推進委員会　委員長　谷藤　美和

支部報告　遠紋支部� 　看護師職能委員　菱川　彩香

釧路市健康まつり 一日看護体験 看護研究合同発表会示説
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平成28年度

高齢者および認知症者支援のための
看護職連携構築モデル事業報告

TOPICS

1

日本看護協会から全国20ヶ所で委託を受け、北海道では
北海道看護協会との共催により遠紋支部が取り組むこととな
りました。遠紋支部では役員会を中心に「看護職の連携強化
に向けた研修会」と「終活フォーラム」を実施したので報告
します。

「看護職研修会」は11月3日に、病院・在宅・施設などあ
らゆる分野で働く看護職を対象に紋別市内で開催し、17施
設から37名が参加しました。午前中は訪問看護認定看護師
の門脇睦子先生の講義で、医療処置やケアだけでなく生活の
支援や思いに寄りそうことも看護であること、そこに看護の
やりがいや魅力があること、目に見えるサービスだけでなく
目に見えないつながりが大切であることを伝えていただきま
した。参加者からは「その人らしく生きることを支える難し
さや喜びを感じた」「看護の仕事が大好きだと実感した」と
いった感想があり、改めて看護の本質から地域包括ケアシス
テムにおける看護職の役割を考えるきっかけとなりました。
午後は紋別保健所から地域の在宅医療に係る情報提供の後、
グループに分かれ、事例演習をしました。「植木鉢（地域
包括ケアシステムのイメージ図）」の一番下にあるのが「本
人・家族の選択と心構え」であることを踏まえ、まずAさん
の生活歴や価値観からAさんをどう理解するか、その後、入
院中のAさんの退院支援を考えました。病院で働く人は地域
とのつながりの必要性を強く認識し、在宅や施設関係者はよ
り一層顔の見える連携づくりの重要性を感じたようです。
私たち看護職は働く分野が違っても「看護」という共通言
語をもっています。看護職が医療と介護の橋渡しをしていく
ことで、地域包括ケアシステムの推進に役立てるのではない
かと感じました。

「終活フォーラム」は11月12日に、一般住民を対象に遠
軽町内で開催しました。できるだけ多くの方に関心を持っ
ていただけるよう、講演会とミニコンサートの二部構成と
し、管内市町村や医師会等関係団体にも周知等にご協力いた
だきました。看護協会として一般住民向けにフォーラムを実
施するのは初めてで何人くらい集まるか心配でしたが、当日
は155名の方が参加してくださいました。札幌南青洲病院の
前野宏先生の講演では、多くの患者さんの療養生活をとお
し「良く死ぬことは良く生きること」というメッセージを伝
えていただき、「終活や在宅ケアについて考えることができ
た」「家族と話し合いたい」「日々の生活を丁寧に生きていき
たい」「遠紋地域の訪問診療がもっと充実して欲しい」など
という感想が聞かれました。続くミニコンサートでは、地元
を拠点に活動する夫婦デュオHORANEROと尺ルート奏者の
谷藤紅山先生がコラボし、オホーツクをイメージしたオリジ
ナル曲や樋口了一さんの「手紙～親愛なる子どもたちへ」な
ど計8曲を披露。手拍子あり、涙ありの感動のステージとな
り、「講演の内容を膨らませてくれた」「生きる力がわいた」
「感動で涙がとまりませんでした」という感想がきかれまし
た。ミニコンサートとの組み合わせで参加しやすかったとい
う声もあり、自らの生や死、健康について考え関心を持つ機
会になったと思います。

遠紋地域は、二次医療圏としては全国4番目という広大な
面積に約7万人が暮らしています。全道や全国よりも早いス
ピードで高齢化が進む中、ほとんどの方が医療機関で亡く
なっており、在宅療養への期待や関心はあまり高くありませ
ん。しかし、モデル事業を通し、この地域でも最期まで自宅
で過ごせる体制が実現すると良いという声が多く聞かれ、引
き続き支部事業や関係団体での事業継続によりネットワーク
を強化していきたいと考えています。

遠紋支部副支部長　石谷　絵里

門脇睦子先生の講演

皆さん真剣に耳を傾けています

紋別保健所からの情報提供

地元を拠点に活動するホラネロのお二人

上田会長の開会挨拶

前野宏先生の講演

事例検討後のグループ発表

三人でこきりこ節（富山民謡）

11/3

11/12
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昨年度、日本看護協会の業務委託により実施した「地
区別高齢者ケア施設の看護管理者交流会」を、今年度は
北海道看護協会独自で「高齢者ケア施設の看護管理者交
流会」として開催しました。今年度の交流会は、「高齢者
ケア施設で働く看護管理者としてのマネジメントを再確
認し、看護管理者同士の意見交換や情報共有を行い、自
施設の課題を明らかにする」を目的とし、参加人数は41
名でした。
基調講演として、社会福祉法人うらら特別養護老人
ホームみずべの苑　川崎千鶴子施設長に、『高齢者施設に
おける看護管理者のマネジメント～看護職・介護職の連
携及び人材育成を中心に～』についてご講演いただきま
した。高齢者ケア施設での管理におけるキモは“多職種
連携”で、それには良好なコミュニケーションがなくては
ならない。また、看護管理者は、状況を俯瞰し対応策を
提示し、全体を俯瞰しなければマネジメントはできない
というお話から、高齢者ケア施設での看護管理者の役割
について再確認することができました。

基調講演に続き、北海道看護協会看護師職能委員会Ⅱ
の委員をファシリテーターとし、自施設の課題と解決に向
けてグループワークを行いました。看護職と介護職の連携、
看護職・介護職の教育とモチベーション維持、医療依存度
の高い入所者への医療提供、看取り、人員確保・離職防
止等のさまざまな課題が出され、他施設からの情報も得ら
れ、解決策等についての活発な意見交換が行われました。
講師から最後に、「看護職は、本来は黒子。生活の場に

おいて、何も起こらないことに一番の意義があるために
は、黒子に徹すること」、「悩むことが管理者だと思うの
で、楽しんでお仕事をすすめていて欲しい」と激励の言
葉がありました。

と　き　平成28年12月17日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成28年度 高齢者ケア施設
の看護管理者交流会報告

川崎千鶴子氏 グループワークの様子

診療看護師外来中の様子 週間予定表指導医から指導を受けて
いる様子（ビデオレヴュー）

特定行為研修を修了した看護師の活動紹介②Seriesシ�リ�ー�ズ

私は、北海道医療大学のナースプラクティショナー養
成コース修了後、平成25年4月より総合診療医を育成し
ながらグループ診療を実施している北海道家庭医療学セ
ンター本輪西ファミリークリニックに就職しました。
しかし、診療看護師の雇用は組織としてはもちろん初
めてであり、現任教育プログラムがない中、役割獲得や
スキル向上について悩みつつ2年が経過しました。
平成27年3月、組織より「診療看護師プロジェクト」
立ち上げの話を頂き、毎月1回指導医、看護師長と自身で
話し合いを持ち、当クリニックでの診療看護師のあり方
や今後の方向性などについて検討を重ね、同年7月より指
導医の指導のもと外来診療を実施しています。
具体的な活動内容としては、週1回水曜日の指導医の
外来枠と並行して1日3～ 4名の外来診療を実施。診療時
間は、患者1名につき1時間を目標とし、診療30分、残り
30分を記録や自己学習に当てています。診療看護師の診

療終了後、指導医へ患者の状態を報告し、薬剤調整など
相談した後、最後に指導医と一緒に患者を診察し診察終
了という流れで現在は実施しています。
外来診療に並行して、専攻医の教育プログラムへ参加

し、定期的なケースカンファレンスや診療のビデオレ
ビュー、オンラインでの講義への参加、週1回指導医との
振り返りを実施し学習を深めています。
診療看護師外来プロジェクトを開始し1年半が経過しま

す。プロジェクト開始以前は、家庭医と診療看護師の役
割は重複する部分が多く、なかば活動を諦めていました
が、指導医や看護師長が、活動の機会を与えてくれたこ
とで、役割を発揮できるようになりました。診療看護師
外来では、十分な時間が確保できるため、患者・家族の
生活や、思いを聞き取ることができ、患者のニーズに即
した診療が可能となります。将来的には訪問診療や、施
設・在宅での看取りなどに貢献できると考えています。

北海道家庭医療学センター 本輪西ファミリークリニック　田村 真美

▷看護管理者から 看護グループ 部長・本輪西ファミリークリニック 看護師長　大杉 直美
看護師の特定行為のあり方を更に模索し、地域の人々に周知・信頼されるための実績を積んでいきたいと考えています。

月 火 水 木 金�

 7：30～ 8：30 ケース
カンファレンス

ビデオ
レビュー

 8：30～12：30 看護業務 指導医と
振り返り 外来診療 看護業務 看護業務�

13：30～14：30 院内
カンファレンス

院内
カンファレンス

院内
カンファレンス

院内
カンファレンス

院内
カンファレンス

14：30～18：30 看護業務 看護業務 部門活動 看護業務 看護業務�
18：30～20：00 専攻医講義
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と　き　平成28年11月12日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成28年度
災害支援ナース交流会報告

派遣時の物品準備の体験
初めに、グループワークで被災状況と発災4日後からの派遣決
定を前提として準備物品を話し合いました。必要物品を準備する
際のフレームとして支援活動を行うためのもの、身を守るためのも
の、自己完結型の生活をするためのものの3つから考えていきまし
た。その後、実際に荷物を詰めて、その荷物を身につけ階段を昇
降しました。体験後、必要物品をつめることの難しさ、約20Kg前
後の荷物を身につけての感想等発表しました。

◦荷物準備ブース

災害発生時に自施設に押し寄せる患者をどのように受け入れるかを考えるブース
災害時の医療対応での原則（CSCATTT）について学んだ。「発
災直後、外来診療部門のリーダーとして何をするか考える」、「患者
の受け入れトリアージについて」をグループワークしました。
トリアージエリア、各診療エリアの設置では、各グループ特徴的

な発表があり、活発な意見交換がされました。最後に災害発生時
に備えて、今できることを考えておくことと、マネージメントの視
点を持って日常業務を行っていくことが災害時に役立つと学びまし
た。

◦自施設での患者受け入れブース

東日本大震災で災害支援ナースとして派遣された3人の体験を聴き、災害支援ナースとしての活動をイメージする。
本間�大樹氏は、宮城県石巻市の避難所に活動しました。派遣時
の準備では、自己完結型なので持ち物や移動手段も自分で考えな
ければならないこと、避難所の活動では、自分自身アドレナリン
が出ているため危険であり、安全確保が重要であること。そして、
被災した多くの人が、皆つらい経験を乗り越え復興に向け頑張る
姿が印象的で、自分が逆に元気をもらいましたと話されました。
玉井�留理子氏は、岩手県の病院で活動し、車窓の風景から被
災地に向かう際、生半可な気持ちではならないこと、もしかした
ら、帰ってこれないかもしれないという気持ちになったと話されま
した。活動を通して、支援者とは「何ができた」と満足することは
できなく、被災者の方々が判断するものであること、支援後は自
ら二次被災者になることを理解し、メンタルヘルスを意識すること
が重要であると話されました。帰還後は、辛いときに話を聞いて
もらうこと、リラックスできるよう家族との時間を持つことを心が
け、徐々に気持ちの切り替えができたと話されました。参加者に

は、この先派遣時に一緒に協力して支援できることに心強く感じ
ていますとエールを送りました。
賀佐�洋子氏は、岩手県の病院で活動しました。災害支援ナース
として注意すべきこととして、分かっているけどできない状況を理
解すること。現地のスタッフは、被災者であり疲労困憊しながら活
動していることを理解した上で行動、言動に配慮する、外から入っ
てきてできていないことを責めたりはしてはいけないと話されまし
た。災害支援ナースとして大切なことは「これ以上害を与えないこ
と」、あくまでもお手伝いさせていただく
などの謙虚な気持ちで活動することであ
り、常識を持って対応するサポーティブ
な援助が基本と話されました。
その後、災害支援ナースについてグルー
プワークで語り合いました。

◦体験談聴講ブース

今年度の交流会には、北海道看護協会の災害支援ナース115名が参加しました。（平成28年7月31日現在登録者511名）内容と
しては、昨年度の交流会後のアンケートで希望の多かった「支援ナースの経験談を聴き実際の支援について考える」「自施設での
災害・防災に活用できる内容」「実働訓練」の3つとし、3ブースをローテーションするワークショップ体験型としました。企画・運
営は、今年度で活動が終了となる災害支援プロジェクトチームが行いました。

◦お願い
災害支援ナースは、登録項目に変更および登録を中止する場合は、直ちに「災害支援ナース登録（変更・中止）申請書」の
提出をお願いします。
勤務施設が変更になった場合は、あわせて「北海道看護協会災害支援ナース登録申請書」を提出ください。

交流会参加者は、「期待通りためになる内容だった。」「交流会に参加することでモチベーションが上がった。」との声も聞かれ、終了後のア
ンケートは約96％の方が「満足した」と答えていました。

体験談聴講中

荷物約20Kgパッキング

トリアージについて発表中 ファシリテーターの皆様
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教育課よりお知らせ
１　平成 29 年度 日本看護学会―看護管理―学術集会のご案内

（1）学会テーマ　変化をみかたに！～地域包括ケアシステムを支えるマネジメント～
（2）開　催　日　平成29年10月12日（木）～ 13日（金）
（3）会　　　場　札幌コンベンションセンター・札幌市産業振興センター
　詳細は、日本看護協会ホームページ　https://www.nurse.or.jp/nursing/education/gakkai/　をご確認ください。
演題登録期間　　　2月��1日（水）から5月17日（水）12時まで
事前参加登録期間　6月22日（木）から8月28日（月）まで

２　平成 29 年度 北海道看護研究学会のご案内
（1）学会テーマ　�ケアが支える北海道の未来��

－地域の人々に寄り添うためのケアの創造と統合－
（2）開　催　日　平成29年6月18日（日）
（3）会　　　場　�ニトリ文化ホール、ホテルさっぽろ芸文館�

札幌市中央区北1条西12丁目
（4）プログラム　�基調講演、口演発表、示説発表、ランチョンセミナー、企業展示�

○ランチョンセミナー券（お弁当付）は当日朝に配布します。�
○ランチョンセミナー券をお持ちでない方も、セミナー会場への入場・セミナー聴講ができます。

（5）参加申込み　4月中旬、各施設の看護管理者宛にご案内します。
（6）参　加　費　

参加費
区　分

事前参加費 当日参加費

　会　員※１ 3,000 円 4,000 円
非会員 4,500 円 6,000 円

　学　生※２ 1,500 円 1,500 円

３　平成 29 年度 北海道看護協会教育研修計画等について
　入会手続きが完了した方には、「平成29年度北海道看護協会教育研修計画（冊子）」を3月中旬頃からお届けします。入会手続
きが完了されていない方は、早めに手続きをお願いします。教育研修計画が届いていない方は、ホームページ（2月中旬頃更新
予定）で内容をご覧いただけます。

●研修応募期間
Ⅰ期（3月1日～ 15日）※開催期間や、応募期間にご注意ください。
講師名（開催要領で確認可能）、申込状況、受講決定通知状況等については、随時ホームページに掲載いたします。

領域 研修会名 ☆開催期間～ 定員 対象 内容等

看
護
共
通

＜看護研究シリーズ1＞
さぁ！はじめよう看護研究
－研究計画書のつくり方－
札幌会場

4/19 ～ 4/20

200
保健師・助産師・看護師・准看護師
看護研究に取り組んだことがあること（初心者～研究経験
の浅い者）

【研究への取り組み】【研究テーマの絞込
み】【研究デザインと種類】【文献の活用
とクリティーク】【看護研究計画書の作
成】

旭川会場 50
釧路会場 30
函館会場 30

養
成
研
修

医療安全管理者養成 4/24 ～ 4/29 100

（1）��所属する医療機関で医療安全管理者の任にある者、
または今後医療安全管理者の任につく予定の者

（2）��保健師・助産師・看護師
（3）��全日程（6日間）受講できる者
※�過去に「医療安全管理者養成研修会」を修了した者は受
講できない。
※�本研修は、社会保険診療報酬「医療安全対策加算」算
定要件内の「医療安全対策に係る適切な研修」に該当す
る。
※�全日程・全プログラムを受講した者に修了証を発行し、
遅刻・早退は認められないものとする。

【医療安全の基礎知識】【看護職の責務
と法的責任】【医療安全のための組織的
な取り組み】【医療安全管理者の役割と
業務】【医療安全のための職員教育】【医
療安全とコミュニケーション】【事故発生
時の対応の実際】【危険予知訓練の実際】
【事例分析の基本的な考え方】【事例分析
法】ImSAFERを用いた演習【医療安全管
理の実際】（パネルディスカッション）【施
設における医療安全管理の課題の明確
化】修了式

参加費は、学会参加申込時での「入会の有無」によって決まります。
早目に入会手続きをお願いします。
※１　会員とは、「平成29年度北海道看護協会会員」を指します。
※２　�学生とは、看護の免許を未取得の看護学生です。（全学年参

加可能）

学会の基調講演、発表演題、ランチョンセミナー等の詳細は、4月30日発行の看護協会ニュース117号に掲載します。
また、詳細が決まり次第、随時ホームページにプログラムを公開していきます。

演題申込みは、平成28年12月1日で
締め切りました。
ご応募ありがとうございました。

看護協会ニュース No.116
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領域 研修会名 ☆開催期間～ 定員 対象 内容等

北
海
道

委
託
事
業

（北海道委託）
新人看護職員研修
－実地指導者－（第1回）

4/30 ～ 5/3 100 実地指導者（新人看護師の指導に関わる者）
保健師･助産師・看護師

【新人看護職員研修ガイドラインの理解
と活用方法】【新人看護師の理解と実践】
【新人看護師支援の実際と評価】【新人看
護師および実地指導者のメンタルヘルス
の支援】

看
護
共
通

＜看護研究シリーズ2＞
看護研究に使える統計学
－講義コース－

5/9 ～ 5/10 100
「さぁ！はじめよう看護研究」研修会を受講、またはそれ
相当の知識を有する者
保健師・助産師・看護師・准看護師

【統計学の基本概念】【データ収集方法と
整理方法】【調査票の作成】【統計量の計
算】【データ分析】【相関関係】【検定と推
定】

北
海
道

委
託
事
業

（北海道委託）
地域包括ケア病棟の運営と
地域連携のあり方を考える
－看護管理者研修会

5/13 300 看護管理者（師長以上）
保健師・助産師・看護師

【診療報酬－地域包括ケア病棟入院料の
意図するもの】【地域包括ケア病棟の運営
と地域連携のあり方を考える】★【地域
包括ケア時代の看護の方向性－看護の将
来ビジョンを踏まえて：講師�日本看護協
会�会長�坂本すが氏】

北
海
道
委
託
事
業

（北海道委託）
新人看護職員研修
－研修責任者・教育担当者－

5/17～ 5/19 100

次の2点を実施している研修責任者・教育担当者または今
後その役割を予定する者
（1）�施設（部署）の新人看護職員研修の企画、運営を中

心となって担当する者
（2）�実地指導者への助言および指導を行い、新人看護職

員への指導評価も行う者

【新人看護職員研修ガイドラインの理解と
活用方法】【効果的な教育研修をデザイン
する】【新人看護職員研修の企画と評価】

精
神

看
護

成人の発達障害の理解と対
応 5/19 100 保健師･助産師･看護師･准看護師

【発達障害とは】【発達と発達障害の過
程】【成人の発達障害の特徴、診断基準、
治療、合併症】【成人の発達障害へのア
プローチ】

看
護

管
理

看護管理Ⅰ
－看護管理のはじめの一歩－
※第1回､ 第2回は同じ内容

5/23 ～ 5/24 200 新任主任および主任に準ずる任についている者
新任師長（その任について2年以内）
保健師・助産師・看護師

【看護管理の基本】【部署における師長・
主任の役割と協働】【部署内教育（人材育
成）】5/30 ～ 5/31 200

看
護

共
通

＜看護研究シリーズ3＞
質的研究の基礎知識を学ぶ 5/26 100

「さぁ！はじめよう看護研究」研修会を受講、またはそれ
相当の知識を有する者
保健師・助産師・看護師・准看護師

【看護研究の基礎知識】【研究方法】【研
究のプロセス】【質的研究における倫理的
配慮】【研究論文の作成】

が
ん

看
護 がん化学療法の基礎知識 6/1 200 保健師･助産師･看護師･准看護師 【がん化学療法の基礎知識】【抗がん剤の

取扱い】

が
ん

看
護

がん放射線看護の最新知識
－治療の実際と看護ケアを学
ぶ－

6/6 80 保健師･助産師･看護師･准看護師 【放射線治療】【放射線治療を受ける患者
の看護‐チームでの支援‐】

★印「地域包括ケア時代の看護の方向性－看護の将来ビジョンを踏まえて」の講師は、日本看護協会�会長�坂本すが氏です。

４　平成 29 年度訪問看護師養成講習会 ( 全日程：31 日間 )（北海道委託事業）
　訪問看護初心者またはこれから訪問看護を目指す看護職を対象とした講習会です。
　質の高い訪問看護サービスの提供にむけて、訪問看護活動に必要な基本的知識と技術を修得することがねらいです。
　講習会の詳細はホームページをご覧ください。また、講習会のなかから、13の講座を公開講座としています。
開催期間　平成29年4月27日（木）～　6月15日（木）　※4月29日～ 5月7日、土日を除く31日間

講習会名 応募期間 定員 資料代
訪問看護師養成講習会�(全日程：31日間) 2月13日～ 3月17日 40名 31,000円
　　　　 〃 　　　公開講座（13講座） 2月13日～ 3月31日 20名または40名 1日�　1,000円

<公開講座>　日程等の詳細はホームページでご確認ください。
１）定員各20名の公開講座（4講座）

1日の講座 スキンケア フィジカルアセスメント 感染管理 呼吸管理
選考方法　＊先着順　1施設1名まで　札幌市以外の住所の施設を優先します。
※�札幌市内の施設の方には、同じ講師の『訪問看護入門(札幌市委託事業)』を、別途、7月以降に実施予定です。詳細について
は、今後ホームページ等でお知らせいたします。

２）定員各40名の公開講座（9講座）※先着順ではありません。
2日間の講座 訪問看護概論

1日の講座
＊訪問看護技術　各論

面接技術 栄養管理 排泄ケア
ターミナルケア 認知症の看護 難病患者の看護

小児・障がい児看護 精神症状のある在宅療養者の看護

５　図書室よりお知らせ
★休室について　蔵書点検・整理：平成29年3月22日（水）～ 3月29日（水）6日間

蔵書点検・整理期間中は休室します。閲覧・貸出・文献検索・複写・郵送文献複写サービスの利用ができません。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようよろしくお願いします。
詳細はホームページ「図書室」をご覧ください。
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ナースセンターだより第54号

日程：12月6～ 7日
場所：北海道看護協会
対象：看護職として復職を希望している札幌市に居住している方
１　受講背景：受 講 者 数：27名
　　　　　　　未就業期間：

�
２　アンケート結果（回収数�24）
①受講動機（複数回答）� （人）

知識・技術に
不安があった

最新の医療・
看護の情報を知る 再就業の準備 内容に興味が

あった 無回答

18 13 13 10 1

②今後の就業活動に役立つか� （人）

役立つ 少し役立つ どちらでも
ない

あまり
役立たない 役立たない 無回答

15 9 0 0 0 0

３　研修会の感想等（一部抜粋）
・とてもためになる講義が多く、この機会をいただいたことに感謝します。やはり看護が好きだと思えました。
・託児があったので、研修に集中できとても助かりました。演習があったので受け身だけの学習にならず、身をもって学べてよかった。

1年未満
12%

3～5年
8%

6～9年
13%

10～15年
17%

15年以上
17%

無回答
8%

1～3年
25%

日　程：12月10日
場　所：北海道看護協会
参加者：19名（14施設）事務部長、看護部長、副看護部長、師長職相当

【開催の様子】
　グループワーク・全体会では、各施設の周産期医療や助産師就業の現
状と課題、出向経験のある施設からの情報提供等、活発な意見交換が行
われました。今後は、施設間のマッチングを行い、出向実施に向けて取
り組みます。

１　届出方法� （人）

本人 代理 施設からの代行 合計
924 642 1,149 2,715

２　年齢� （人）

20 ～ 29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60歳以上 無回答 合計
664 716 683 359 181 112 2,715

３　居住地� （人）

道南 道央 道北 オホーツク 十勝 釧路・根室 無回答 合計
97 1,926 216 135 125 108 108 2,715

４　再就業状況� （人）

保健師 助産師 看護師 准看護師 合計
4 5 356 63 428

看護職復職支援研修会～第2回～（札幌市委託事業）　開催報告

北海道助産師出向支援事業 意見交換会 開催報告 届出制度実績
平成27年10月1日～平成28年12月31日

平成29年4月採用求人一覧について～ No.2 ～
北海道ナースセンターのホームページに掲載しています。

求職者の方は、ぜひご覧いただき、不明な点は北海道ナースセンター（011-863-6794）にご連絡ください。

安全な看護技術（演習）

リスクマネジメント（演習） フィジカルアセスメントの基本

看護協会ニュース No.116
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支所

ナースセンターは、看護職と求人施設をサポートします。
ナースセンターは北海道から委託を受けて開設している看護職員のための無料職業紹介所です。厚生労働省の許可を得ています。看護協会の会員・非会員を問わずご利用いただけます。

場所
公益社団法人�北海道看護協会
北海道ナースセンター
〒003-0027�札幌市白石区本通17丁目北3番24号
TEL：（011）863-6794���FAX：（011）866-2244

北海道は広域のため5ヶ所に支所があります。
お近くの支所にご相談ください。
相談日�月火木金　9：30 ～12：00、13：00 ～16：00

受付
時間

相談日 月曜日～金曜日（土・日・祝日休み）

9：00～ 17：00

●�渡島支所　渡島保健所内
�������〒041-8551　函館市美原4丁目6-16� （0138）47-9160
●�上川支所　上川保健所内
�������〒079-8610　旭川市永山6条19丁目� （0166）46-5282
●�帯広支所　帯広保健所内
�������〒080-8588　帯広市東3条南3丁目1� （0155）21-3353
●�釧路支所　釧路保健所内
�������〒085-0038　釧路市花園町8-6� （0154）22-6685
●�北見支所　北見保健所内
�������〒090-8518　北見市青葉町6-6� （0157）61-6668



ナースシップ移行に伴い、入会申込書の記入方法と送付先が変わりました。
　�入会メリット・会員特典は協会ホームページをご覧ください。

◦入会申込書の書き方

施設所属の方はグレーの封筒に
入れて施設代表者へ提出してください。

個人の方はオレンジの封筒に
入れて切手を貼って投函してください。

平成29年度入会受付中

平成29年度入会受付中

⼊会申込書の書き⽅

 ナースシップ移行に伴い、入会申込書の記入方法と送付先が変わりました。

施設所属の⽅はクレーの封筒に
⼊れて施設代表者へ提出してください。

個⼈の⽅はオレンジの封筒に
⼊れて切⼿を貼って投函してください。

⼊会メリット・会員特典は
協会ホームページをご覧ください。
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年が明けて、厳しい寒さが続く日々ですが、皆さん体調を崩していないでしょうか。
寒い日が続くとどうしても家にこもりがちに。みかんや干し芋などおやつを食べて
はストーブの前でゴロゴロする日々です。今年も札幌雪祭りが開催される時期にな
りました。引きこもってばかりいないで、久しぶりに札幌雪祭りに出かけてみよう
かなと思っています。� （S　記）

編 集 後 記 発行／公益社団法人��北海道看護協会
札幌市白石区本通17丁目北3番24号
TEL（011）863－6731�代�
http://www.hkna.or.jp/�
編集責任者／上田　順子
印刷／株式会社正文舎

道民の健康情報　　 笑いの効果
私たちが住む現代は、非常にストレス社会と言われていま

す。忙しい毎日を過ごしていると、ストレスが溜まり自然と笑
顔が少なくなってしまいがちです。しかし、この笑顔こそ実は
健康維持につながる大きな効果があります。今回は、笑いがも
たらす5つの健康効果についてお伝えします。
①免疫力アップ
体内に新入したウイルスや細菌を破壊する細胞とその抗体を

作り出す細胞が活性化することで、免疫力が高まるだけでな
く、がんを抑制する効果があります。
②記憶力・判断力アップ
人は笑うと脳への血流が増加し自然と脳の働きが活性化され

ます。とくに、記憶をつかさどる海馬や側頭葉が活性化され、
記憶力・判断力のアップにつながります。

③ストレスを軽減し幸福感をもたらす
笑顔はエンドルフィン、ドーパミン、セロトニンなどのホル
モンを分泌させるため、多幸感・ストレス解消・リラックス・
プラス思考といった効果をもたらします。
④アレルギ−改善
原因となる体内のIgE抗体を減少させ、アレルギーを改善し
ます。
⑤心臓病・糖尿病・リウマチを予防
強烈なストレスにさらされたとしても、笑顔でいれば�血圧

の上昇を抑え、ストレスからの立ち直りが速くなります。ま
た、炎症や免疫疾患を悪化させる細胞を減少させたり、食後の
血糖値上昇を抑える効果があります。

●平成28年度第4回理事会
₁　日　時　平成28年11月18日（金）9時30分から11時50分
₂　会　場　北海道看護協会　2階会議室
₃　理事数　23名
₄　出席者　理事22名、監事2名
₅　議　事
 1 協議事項
（₁）第48回（平成29年度）日本看護学会-看護管理-学術集会抄録選考委員（案）
（₂）平成29年度北海道看護協会教育研修企画（案）
（₃）平成29年度訪問看護師養成講習会開催（案）
（₄）平成29年度保健師助産師看護師実践指導者講習会カリキュラム（案）
（₅）育児、介護休業法等の改正に伴う諸規程の一部改正（案）

（₆）平成29年度北海道看護協会通常総会代議員数（案）
（₇）平成30年度通常総会、看護研究学会日程（案）
（₈）平成29年度北海道看護協会目標会員数（案）
 2 報告事項
（₁）平成28年度事業報告（7月～ 9月）
（₂）平成28年度上期予算執行状況報告�
（₃）平成28年度上期監事監査報告
（₄）第48回（平成29年度）日本看護学会-看護管理-学術集会テーマ及び企画
（₅）日本看護協会理事会報告
（₆）日本看護協会地区別法人会員会報告
（₇）地区別職能委員長会報告
 3 その他

11月1日 打合せ会議　上田会長ほか
北海道医療大学第5回認定看護師研修センター運営委員会（当別町）　上田会長

3日 地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修（紋別市）　上田会長ほか
4日 医療と介護の連携の推進に向けた意見交換会（市内）　砂山常務理事
7日 上期監事監査　須田監事、髙橋監事、桶谷監事、上田会長ほか

北海道150年事業実行委員会設立総会及び第1回総会（市内）　事務局
9日 第8回常務理事会　上田会長ほか

10日 看護職の就業相談会（市内）　事務局
第2回北海道地域医療介護総合確保基金（介護分）検討協議会（市内）　砂山常務理事
札幌市営企業調査審議会第2回病院部会（市内）　荒木専務理事

11日 平成28年医療安全に関するワークショップ（市内）　荒木専務理事ほか
災害支援プロジェクトチーム委員会　事務局
北海道助産師出向支援事業協議会（市内）　上田会長ほか

12日 災害支援ナース交流会　上田会長ほか
終活を考える住民フォーラム（遠軽町）　砂山常務理事ほか

14日 介護・看護就職デイ（市内）　事務局
15日 北海道アルコール健康障害対策推進会議（市内）　砂山常務理事

第1回（仮称）さっぽろ未来医療プラン策定専門委員会（市内）　荒木専務理事
16日 支部会計支援（十勝支部）（帯広市）　事務局

地域応援看護師就業状況調整（利尻町）　井本常務理事ほか
教育委員会（市内）　事務局
選挙管理委員会（市内）　荒木専務理事ほか
平成28年度北海道医療勤務環境改善支援センター運営協議会（市内）　井本常務理事

17日 認定看護管理者教育課程サードレベル平成28年度第2回運営委員会（市内）　上田会長
組織検討委員会（市内）　荒木専務理事ほか

18日 第4回理事会　上田会長ほか
第2回支部長会議　上田会長ほか

19日 「地域包括ケアシステムの構築の推進に向けた取組」第4回シンポジウム　砂山常務理事ほか
20日 メディカルウイングの本格運航を目指す道民集会（市内）　上田会長ほか
22日 打合せ会議　上田会長ほか

第48回日本看護学会学術集会準備委員会（市内）　砂山常務理事ほか
24日 日本看護協会理事会（東京都）　上田会長
25日 日本看護協会法人会（中央）（東京都）　上田会長

支部会計支援（根室支部）（別海町）　事務局
26日 北海道病院ライブラリー研究会第60回研修会（市内）　事務局

第48回日本看護学会学術集会抄録選考説明会　砂山常務理事ほか
北海道リハビリテーション学会平成28年度評議委員会（市内）　上田会長

27日 訪問看護サミット2016（東京都）　砂山常務理事ほか
29日 地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修（紋別市）　砂山常務理事ほか

看護学生への概要説明会（恵庭市）　荒木専務理事
29日～ 30日 平成28年度北海道・東北地区看護協会事務担当者地区別勉強会（青森県）　事務局

29日～
12月1日

災害支援ナース派遣調整合同訓練　上田会長ほか

30日 看護職の就業相談会（市内）　事務局
12月1日 北海道防災会議幹事会（市内）　事務局

2日 地域応援看護師確保対策事業施設訪問（京極町）　事務局
看護学生への概要説明会（北見市）　荒木専務理事

6日 打合せ会議　上田会長ほか
看護職復職支援研修会開講式　井本常務理事

7日 看護職復職支援研修会閉講式　井本常務理事
8日 看護職の就業相談会（千歳市）　事務局

北海道医療大学修了式（当別町）　上田会長
9日 平成28年度第2回北海道医療審議会（市内）　上田会長

10日 平成28年度医療安全管理者フォーラム（小樽市）　荒木専務理事ほか
北海道助産師出向支援事業意見交換会　上田会長ほか

12日 市立札幌病院床頭台システム企画競争実施委員会（市内）　荒木専務理事
13日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

セカンドレベル全体会・閉講式　上田会長ほか
14日 地域応援看護師確保対策事業就業環境視察（江差町）　井本常務理事ほか
15日 第9回常務理事会　上田会長ほか

教育委員会（市内）　事務局
15日～ 16日 平成28年度法人会員対象研修「災害支援ナース育成」（神戸市）　事務局

16日 看護学生への概要説明（旭川市）　荒木専務理事
17日 高齢者ケア施設の看護管理者交流会　上田会長ほか
19日 打合せ会議　上田会長ほか

札幌刑務支所視察（市内）　上田会長ほか
20日 離職看護職員相談事業協議会（市内）　上田会長ほか

北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会合同会議（市内）　砂山常務理事
21日 日本看護協会「協会ニュース」特集記事取材　上田会長ほか

北海道医療大学認定看護師研修センター第7回運営委員会（市内）　上田会長
23日 日本看護協会看護師職能Ⅰ委員会（東京都）　荒木専務理事
26日 看護学生への概要説明会（苫小牧市）　上田会長

江別市立病院経営健全化評価委員会（江別市）　井本常務理事
28日 仕事納め

協会の動き
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