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春の日差しを感じさせる今日この頃、会員の皆様に
おかれましては、益々、ご活躍のことと存じます。昨
年は、未だ経験のない台風の襲来や大雪・暴風雨など、
各地で自然災害の影響を大きく受けた年でしたが、重
点事業が滞りなく進みましたことは、各支部長の皆様・
各委員会の皆様をはじめとする全ての皆様方のご尽力
とご協力の賜物と感謝申し上げます。

さて、今年度は、地域医療構想の検討が二次医療圏
毎に進められる中、将来を見据え重点事業に積極的に
取り組んだところです。会員数も42,412人と目標よ
り312人上回り、新会員情報管理体制「ナースシップ」
の導入により、新たな会員証が届けられました。今後、
日本看護協会では研修受講歴の確認も可能にするとし
ていますので、ご自身のキャリア開発に活かしていた
だけるものと思っております。それでは、以下に重点
事項について報告いたします。
1．地域包括ケアシステムの構築と推進では、地域包

括ケアシステムに向けた4師会（医師会・歯科医師会・
薬剤師会）共催のシンポジウムに229名が参加し、多
職種連携の強化に繋がりました。また、地域医療構想
調整会議にかかる情報交換会では、看護職能団体とし
て、よりよい仕組みづくりに向けて「平成28年度都道
府県看護協会地区支部等における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」を遠紋支
部で実施し、「地域包括ケア看護職ネットワーク強化事
業」と「終活を考える住民フォーラム」が開催され、
地域住民の皆様も含めて約200名の参加がありました。
関心の高さと共に、これからのあり方の基盤となる大
きな成果となりました。
2．働き続けられる職場づくりの推進では、潜在化

防止と定着を図っていくことを課題に取り組みました。
働く環境の改善をめざして、WLB推進事業と共に医療
勤務環境改善支援センターの活用、「夜勤・交代制勤務
に関するガイドライン」の活用について啓発活動を継
続しました。また、ナースセンターへの届出制度が始
まり、3月までに3,181名の届け出があり、地域応援看

護師確保対策事業では、6名の看護師が新ひだか町・利
尻町・京極町・天塩町に1か月から数か月単位で応援に
行っていただきました。今後の体制の定着に向けて大
きな足掛かりとなりました。
3．キャリア開発の支援と看護職の質の向上では、看

護職のキャリア開発、質の向上、様々な分野で働く看
護職が共に育つことを願い関係団体と連携しました。
医療安全管理者養成研修では、集合教育とe-ラーニン
グ研修の両方を継続し、セカンドレベル研修の受講機
会を2回にするなど、社会ニーズに対応すべく多くの研
修の拡大を図って参りました。
その結果、平成28年度当初の計画は、376.5日、87

種類、129回数、9,429人を定員としていましたが、
503日、95種類、148回、12,617人と大幅に上回るこ
とができました。多くの皆様のご協力により達成でき
ましたことに深く感謝申し上げます。

平成29年度の重点項目について
団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向かい、

「時々入院、ほぼ在宅」のキャッチフレーズの下に、全
世代を対象にした地域包括ケアシステムの構築が進め
られています。北海道看護協会は基本理念のもと、看
護職が相互に尊重し、病院に留まらず施設や在宅など、
あらゆる領域で他職種と連携し「看護」を実践するた
めに、方針と重点事業を掲げ取り組んで参ります。
方針1．全世代型地域包括ケアシステム構築の推進
方針2．看護職が働き続けられる環境づくりの推進
方針3．看護職の役割拡大の推進と将来を担う人材の育成

2025年問題を見据え、社会の動向を捉えながら、こ
れからの協会運営が会員の皆様にとってより有意義な
ものになるように努めてまいります。
平成29年度北海道看護協会通常総会は6月17日（土）

ニトリ文化ホールにて開催いたします。多くの会員の
皆様にご参加いただき、活発なご意見をお寄せいただ
きますようご案内申し上げます。

副会長  近藤 ときえ 

北海道看護協会
通常総会にむけて
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平成29年度 公益社団法人北海道看護協会
通常総会プログラム

月　日 平成29年6月17日（土）

場　所 さっぽろ芸術文化の館ニトリ文化ホール
札幌市中央区北1条西12丁目

12：30 開　　場
オリエンテーション

13：00 開　　会
物故会員への黙とう
会長挨拶
来賓祝辞
来賓紹介
祝電披露

13：35 （休　　憩）

13：45 議長団選出
議事録署名人選出

13：50 議決事項
　第1号議案
　　�平成28年度決算報告・監査報告
　第2号議案
　　�北海道看護協会定款の改正
　第3号議案
　　�平成30年度日本看護協会代議員
及び予備代議員の選出

　第4号議案
　　�平成29年度北海道看護協会役
員・推薦委員の選出

　１　改選役員・推薦委員候補者紹介
　２　投票

14：35 報告事項
　報告事項1
　　平成28年度理事会報告
　報告事項2
　　平成28年度事業報告
　　・職能委員会報告
　　・委員会報告
　報告事項3
　　�平成29年度北海道看護協会重点
事業・事業計画

　報告事項4
　　�平成29年度北海道看護協会予算
　報告事項5
　　�平成28年度日本看護協会地区理
事報告

　報告事項6
　　�平成30年度北海道看護協会通常
総会開催

16：15 選挙結果発表
新役員・推薦委員の紹介・挨拶
旧役員・委員への謝辞・挨拶

16：30 閉　　会
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総会提出議題

 第1号議案

平成28年度決算報告及び監査報告

 第2号議案

公益社団法人北海道看護協会定款の改正（案）
改正趣旨
本会の監事のうち､ 定款細則第13条第3項に定める ｢会員以外から選任する会計制度に精通した者｣ については､
特に公益法人会計に精通している公認会計士を選任してきたところである｡
監事の再任を定める､ 定款第34条第4項では､ ｢監事として引き続き就任するときは､ 最初の選任後6年以内に終了
する事業年度のうち､ 最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することができない｡｣ と規定されてお
り､ 現在､ 監事として選任している公認会計士は､ 平成30年度の総会をもって退任することとなる｡
現行の公益法人制度は､ 平成20年に､ 明治年代に始まる旧制度を､ 関係法規やこれに基づく会計制度について抜本
的に見直し､ 新たにスタートしたものであり､ 未だ10年に満たないことから､ 実際の制度の運用など､ 公益法人会計
に精通した者は極めて少なく､ 人材の確保が困難となることが危惧される｡
このため､ 今後における本会の運営に支障を来すことが無いよう､ ｢会計制度に精通した監事｣ については､ 本規程
を見直し弾力的に運用することができるようにしようとするものである｡

 第3号議案

平成30年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出
　公益社団法人日本看護協会定款第12条及び第14条、並びに定款細則第13条、第14条及び第15条の規定により、ま
た、北海道看護協会「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」に基づいて、平成30年度日本看護
協会代議員及び予備代議員を選出する。
� 選挙管理委員長

 第4号議案

平成29年度北海道看護協会役員・推薦委員の選出
　公益社団法人北海道看護協会定款及び定款細則に基づき、理事11名、監事1名、推薦委員9名を選出する。
� 選挙管理委員長
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平成30年度日本看護協会代議員及び予備代議員候補者の告示

支部名
代議員 予備代議員

No. 職能 氏名 勤務先名 No. 職能 氏名 勤務先名

道南南
1 助 古　川　万里子 函館厚生院函館五稜郭病院 1 看 網　野　真　紀 函館脳神経外科病院
2 看 寺　井　瑞　江 函館新都市病院 2 助 川　渕　ゆかり 函館中央病院
3 看 武　田　真　澄 富田病院 3 看 門　脇　喜和子 ななえ新病院

道南北 4 助 泉　　　理佐子 八雲総合病院 4 看 谷　澤　美佐子 八雲総合病院
小 樽 5 看 阿　部　純　子 小樽掖済会病院 5 助 佐　藤　栄見子 小樽市立病院高等看護学院
後 志 6 看 森　本　千惠子 北海道社会事業協会余市病院 6 看 松　田　鈴　子 北海道社会事業協会岩内病院

札幌第1
7 看 山　内　麻起子 国家公務員共済組合連合会斗南病院 7 看 仲　田　恵　子 土田病院
8 看 佐　藤　祐　子 川西内科胃腸科病院 8 看 桐　生　眞由美 定山渓病院
9 准 大　関　啓　子 JA北海道厚生連札幌厚生病院 9 看 吉　田　美　紀 札幌円山整形外科病院

札幌第2

10 看 本　川　奈穂美 慈啓会病院 10 看 岡　本　友　紀 NTT東日本札幌病院
11 看 杉　原　久美子 札幌宮の沢脳神経外科病院 11 看 小　鹿　映　子 さっぽろ二十四軒病院
12 看 土　屋　和　枝 札幌秀友会病院 12 看 渡　邉　由美子 手稲渓仁会病院
13 看 齋　藤　香奈恵 旭山病院 13 看 千　田　典　子 北海道脳神経外科記念病院

札幌第3

14 看 荒　木　礼　子 札幌徳洲会病院 14 看 柳　家　恭　子 札幌北楡病院
15 看 小田原　幸　子 恵み野病院 15 看 吉　田　厚　子 えにわ病院
16 看 田　中　惠　子 柏葉脳神経外科病院 16 看 春　口　優　紀 北海道がんセンター
17 看 畠　山　央　子 札幌センチュリー病院 17 看 石　黒　利　恵 白石中央病院
18 看 大　場　朝　宏 KKR札幌医療センター 18 看 高　橋　由　美 札幌恵佑会病院

札幌第4
19 保 関　戸　砂　織 北海道消化器科病院 19 保 吉　岡　尚　美 愛心メモリアル病院
20 助 越　後　美　佳 北海道大学病院 20 助 佐々木　理　恵 札幌マタニティウィメンズホスピタル
21 看 三　浦　優　子 開成病院 21 看 兼　平　佳　恵 天使病院

南空知 22 看 高　田　恵　子 北海道せき損センター 22 看 佐々木　雅　一 岩見沢市立総合病院
北空知 23 看 森　　　佳　子 砂川市立病院 23 看 室　屋　亜矢子 市立芦別病院

室 蘭
24 看 青　山　房　子 聖ヶ丘病院 24 看 熊　谷　広　美 市立室蘭総合病院
25 准 富　森　志　保 北海道社会事業協会洞爺病院 25 看 塚　田　秀　子 製鉄記念室蘭病院

苫小牧 26 看 菅　原　紀　子 同樹会苫小牧病院 26 看 大　野　幸　江 勤医協苫小牧病院
日 高 27 看 西　岡　せい子 新ひだか町立静内病院 27 看 宮　本　博　志 静和会石井病院

上川南
28 保 青　木　奈　緒 JA北海道厚生連�旭川厚生病院 28 看 関　東　久美子 医療法人元生会�森山病院
29 看 川　端　　　香 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 29 看 田　中　理　佳 旭川医科大学病院
30 看 石　川　みつ子 北海道社会事業協会�富良野病院 30 看 志　田　ゆかり 医療法人仁友会�北彩都病院

上川北 31 看 早　坂　尚　美 士別市立病院 31 看 太　田　泰　子 士別市立病院
留 萌 32 看 茂　木　二三子 留萌市立病院 32 看 渡　邉　育　子 北海道立羽幌病院
稚 内 33 保 伊　藤　智　恵 稚内市保健福祉センター 33 看 惣　万　睦　子 市立稚内病院
北 網 34 看 石　田　芳　恵 北海道立網走高等看護学院 34 看 垣　元　美恵子 北海道立網走向陽ケ丘病院
遠 紋 35 看 藤　岡　園　生 広域紋別病院 35 看 山　澤　大　樹 JA北海道厚生連�遠軽厚生病院

十 勝
36 保 境　谷　美智子 幕別町役場 36 看 光　　　恵　子 JA北海道厚生連�帯広厚生病院
37 看 浜　名　真由美 北海道社会事業協会�帯広病院 37 保 渡　辺　こづ江 地域包括支援センター愛仁園

釧 路
38 保 山　田　千　景 釧路市音別町行政センター 38 助 横　田　厚　美 市立釧路総合病院
39 看 杉　山　好　美 釧路労災病院 39 看 野　田　志津代 釧路孝仁会記念病院

根 室 40 看 竹　中　仁　美 町立別海病院 40 看 佐　藤　静　枝 町立別海病院

本 部

41 保 竹　内　明　子 個人 41 看 近　藤　ときえ 市立札幌病院
42 看 荒　木　美　枝 北海道看護協会 42 助 中　村　敦　子 天使病院
43 保 近　藤　明　代 札幌保健医療大学 43 看 佐　藤　ひとみ 北海道大学病院
44 看 鹿　毛　美千子 個人 44 看 萩　原　直　美 札幌医科大学付属病院

（勤務先は平成29年3月31日現在）

第3号議案

　北海道看護協会［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］に基づき候補者を告示する。
選挙管理委員長
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平成28年度 職能委員会報告

保健師職能委員会 保健師職能委員長　近　藤　明　代

看護師職能委員会Ⅱ 看護師職能Ⅱ委員長　鹿　毛　美千子

平成28年度は、保健師活動の更なる体制強化と実践力向上
に向けた活動を展開しました。
保健師職能集会では、リーダー保健師の果たすべき役割と
機能を確認しました。また、今年度からは教育課と協力し、統
括保健師の人材育成研修を行い、統括保健師の必要性と各組
織における課題の共有を行いました。29年度は統括保健師
の普及啓発とその能力向上をねらい、研修の充実を予定して
います。

看護職能委員会Ⅱに分かれて6年目となる今年度は、地域
包括ケアの推進に向けて在宅や施設など地域で働く看護職の
状況把握や連携・協働の支援を中心に活動しました。7月16
日に開催した「在宅・施設の看護職の交流会」には、昨年同
様介護職や介護支援専門員など他の職種21名を含む105名
が参加して、看取りについて活発に意見交換が行われました。
訪問看護実態調査の集計・検討では、各施設がマンパワー

新任期保健師を対象とした実践力向上の研修では「実践
力UP事例検討会」と「ファシリテーター研修」を実施しま
した。本研修会は引き続き実施する予定です。
各支部職能委員会とは、各支部担当の職能委員を介し、双方

向の情報交換を行い、支部保健師集会に参加し、事例検討会や
保健師の専門性に関する情報提供を行ってきました。今後も
支部職能委員会の協力を得ながら、活動を実施したいと考え
ています。

平成28年度は、「助産の質向上を図る助産実践力の強化支
援」を中心に活動しました。
まず助産師職能集会では、昨年度に引き続き助産倫理のス
テップアップ研修として「助産倫理を考えるー倫理カンファ
レンスのあり方」をテーマに、基調講演および事例を用いた
倫理カンファレンスのグループワークを実施しました。参加
者から、倫理的ジレンマに直面する妊産婦の意思決定にどう
関わるか、家族を含めた助産ケアのあり方について再考でき
たとの評価を頂きました。
また、北海道委託事業の「産科管理者研修会」の企画・運
営に協力しました。助産ケア提供体制の人的資源管理の質向
上を目的に「産科マネジメントの基本～中堅助産師の人材

助産師職能委員会 助産師職能委員長　須　藤　桃　代

育成に焦点をあてて」として基調講演、産科管理者による実
践報告、グループ討議に協力しました。研修会を通して中堅
助産師の人材育成の現状や課題を共有し、参加者から組織の
活性化への示唆を得たとの反応をいただきました。
CLoPMiPレベルⅢ認証に関しましては、今年度は道内で

302名が合格し昨年度の合格者数を加えると470名に上り就
業助産師の28.5％を占めるにいたりました。今後は、アドバ
ンス助産師としてのキャリアを発展させ更新に向けた支援に
継続的に取り組んでまいります。
平成29年度もすべての妊産褥婦と新生児に提供される助

産の質向上を図るため、支部職能委員会と連携をはかり、助産
実践力の強化支援活動を中心に取り組んでまいります。

平成28年度の職能集会は、認知症の人々を支えるために看
護職に期待されている役割を理解し、認知症に強い看護提供体
制づくり等に役立てることができるようにと、姫路マリア病院
の地域連携室室長で、老人看護専門看護師である得居みのり氏
による講演会を、看護師職能委員会Ⅱと合同で開催しました。
その後、それぞれの領域に分かれて報告を行いました。
また、看護師職能委員会Ⅰでは、昨年に引き続き准看護師の
進学支援を含めて、准看護師懇談会を開催しました。37名の

看護師職能委員会Ⅰ 看護師職能Ⅰ委員長　中　村　敦　子

参加があり意見交換の場となったと多くの方に感じていただ
けました。今回、勝俣浜子理事からの講演もあり、准看護師の
現状を含めて興味深い内容となりました。もう一つの事業は、
一昨年度実施した北海道で働く中堅看護師の実態調査の分析
結果から、体験報告を含めた交流会を行いました。今回は、川
本看護師職能理事から「看護を取り巻く医療情勢の変化と
中堅看護師に期待されること」と題して講演会があり、さら
に勇気をもらった交流会となりました。

不足に苦しみながら看護の質の維持と経営に苦慮している実
情が見えました。29年度の総会資料とする予定です。今年
度は介護保険施設の看護職の実態調査をしました。これから
結果を集計・分析をして次年度報告したいと思っております。
次年度も小規模・少人数で働いている看護職能Ⅱ領域に属

する看護職に寄り添い、課題に取り組みたいと考えています。

看護協会ニュース No.117

6



平成28年度 委員会報告

働き続けられる職場づくり推進委員会 委員長　森　浦　佳奈子

働き続けられる職場づくり推進委員会では、昨年度末に
「看護職が職場で受けている暴力について」の冊子を発行し
ました。今年度は調査結果を7月の支部担当者研修の場で各
支部の委員へ伝達しました。今後は各支部で職場の暴力対
策について取り組んで頂けたらと思います。また、課題と

して明らかとなったパワーハラスメント防止対策について
の講演会を2月に実施しています。暴力対策、パワーハラス
メント対策は職員を守るために各施設が取り組んで行かな
ければいけない問題であると思います。当委員会では今後
もこの問題に取り組んで行きたいと考えています。

広報出版委員会 委員長　大　方　葉　子

新シリーズ「特定行為研修を修了した看護師の活動紹介」
の記事を掲載し、看護の役割拡大について考える機会とな
りました。また、「道民の健康情報」では会員以外の皆様に

も健康増進や予防対策など日常生活で実践できる内容を企
画し掲載を行いました。

選挙管理委員会 委員長　橋　本　みどり

選挙及び選挙管理委員会規程に基づき、平成29年度改選
役員及び推薦委員、並びに平成30年度日本看護協会代議員
及び予備代議員の選出にあたり、立候補者・推薦候補者の

公示・告示を行い、通常総会に於いて候補者の選挙及び開
票の管理・運営を行います。

教育委員会 委員長　長　田　千　穂

今年度は、北海道看護協会の継続教育の方針にのっとり、
社会の変化や地域のニーズに対応した、会員の皆様が実践
に活用できる効果的な研修の企画、運営を目指してまいり
ました。皆様のご協力のもと、すべての研修を計画通りに

実施できました。次年度は、看護師のクリニカルラダーと
北海道看護協会の研修会の方向性についての検討を進めな
がら、さらに効果的な研修の実施をめざします。多くの方
の参加をお待ちしています。

学会委員会 委員長　梅　田　聖　子

今年度の学会テーマは「看護の可視化と社会への発信－
看護の実践知を未来へ－」とし、1,913名の方に参加してい
ただきました。47演題の研究発表があり活発な意見交換が
され、ランチョンセミナーなども含め、盛況のうちに学会
を終えることができました。次年度は、学会テーマを『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』としました。基調講演は、服部万里子氏
にお願いし、地域特性に応じたケアの創造と統合について
先駆者の取り組みを語っていただき、隅々までにケアを届
けるための方策の一助にしたいと考えております。多くの
方の参加をお待ちしております。

推薦委員会 委員長　渋　谷　かをり

北海道看護協会定款並びに定款細則、役員等の推薦及び
推薦委員会規定に基づき役員、委員、代議員等の推薦を行
いました。

1．平成29年度改選役員候補者の推薦
2．平成29年度改選職能委員候補者の推薦
3．平成29年度推薦委員・選挙管理委員候補者の推薦
4．平成30年度日本看護協会代議員及び予備代議員の推薦

HOKKAIDO NURSING ASSOCIATION NEWS No.117

7



認定看護管理者教育運営委員会 委員長　長　山　美知子

看護管理者として柔軟な判断力や実行力をもち、リーダー
シップやマネジメント能力を発揮できる人材を育成するため
の教育課程の企画・運営・評価及び修了審査を実施しまし
た。ファーストレベルの受講者が毎年200名を超えるように
なり、今年度はセカンドレベルを2回開催しました。平成28

年度はファーストレベル204名、セカンドレベル82名が受
講しました。平成29年2月末時点の修了者数はセカンドレベ
ル731名、ファーストレベル2,242名になりました。次年度
もファーストレベル、セカンドレベルとも2回開催し、日本
看護学会と重ならないように開催時期を調整します。

組織検討委員会 委員長　長　山　美知子

効果的・効率的な支部事業の推進に向けた管轄区域につ
いて検討した結果、札幌圏の大規模支部の管轄区域の見直
しは保留とし、当面現状を維持することとしました。
支部活動の充実に向けた検討を目的に「支部活動に関す

る調査」を実施し、提出された課題について協議した改善
策を支部長会議で提示しました。支部役員の任期等を含め、
見直しを進めています。

継続教育のあり方検討委員会 委員長　佐　伯　和　子

3回委員会を開催し看護師のクリニカルラダー（日本看
護協会版）を参考にした学習段階、研修領域のあり方、コ
ンピテンシーについて検討を行いました。看護協会として、
強化すべき研修、重点的に取り組むべき研修について継続

して検討します。また、専門看護師の会等との連携や協会
事務局が地域に出向き、地域を支える取組も必要と考え、
実現に向けて検討していきます。

第48回（平成29年度）日本看護学会―看護管理―学術集会準備委員会 委員長　良　村　貞　子

今年度は、標記学術集会の開催に向けて取り組んできま
した。
札幌コンベンションセンター・札幌市産業振興センター
を会場に、募集定員3500名、メインテーマ「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」に基

づき基調講演1、特別講演2、シンポジウム3、交流集会3、
展示企画1を企画しました。
全道各地の看護管理者が一堂に会し、2025年に向けてあ

るべき看護管理を共有する機会にするとともに口演・示説
での発表をお待ちしております。

医療安全推進委員会 委員長　中　山　日登美

北海道看護協会は医療事故調査制度における支援団体と
なっています。支援団体として、依頼・調査に応じた外部
委員を派遣・紹介できるよう委員会として情報収集、意見
交換、派遣者の処遇等について検討してきました。継続し
て適切な外部委員の派遣を行うために今後の委員会のあり
方、委員の構成について協議し、提言を提出致しました。

提言の内容は次の2点です。
1．�平成29年度以降も本委員会を継続し、適切な派遣のた
めのシステム構築・可視化が必要である。

2．�委員は日本看護協会が示す「院内事故調査に外部委員と
して派遣する専門家の定義」に該当する人材が望ましい。

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会 委員長　福　井　純　子

本委員会は、第48回日本看護学会―看護管理―学術集会
の口演および示説発表演題の抄録選考と優秀発表賞の推薦
に向けて設置されました。登録演題数を450 ～ 500演題と
見込んでおり、46名の委員一人あたり10演題程度の選考を
予定しています。
第1回委員会を、平成28年11月26日（土）に開催しまし
た。委員会では、日本看護学会学会企画課から抄録選考・
発表演題プログラム作成ガイドに基づいて、抄録選考フ

ロー、選考基準、学会管理システムの操作についての説明
を頂き、今後のスケジュールについて以下のとおり確認し
ました。また、抄録の再選考の方法について協議し、委員
の中からコアメンバーを選出し再選考にあたることとなっ
ています。
演題登録期間　　平成29年2月1日～ 5月17日
初回選考期間　　平成29年5月22日～ 6月5日
再選考期間　　　平成29年6月30日～ 7月7日
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小樽支部
支部長　萩　原　正　子

道南北支部
支部長　菊　地　祐　子

後志支部
支部長　森　本　千恵子

道南南支部
支部長　九　嶋　圭　子

支 部 長 あ さい つ

桜の花の便りも聞かれ、卒業から入学へと慌
ただしい季節となりました。
この度の大会で、支部長として2期目を迎え
ました。
後志は小さな支部ですが、医療介護を支える
他職種の皆様との連携協力をして顔の見える関係つくりを、積極的に
行って行きたいと考えています。
また支部会員皆様の夢が実現できるようなサポートができればと
思っております。
We�are�shiribeshi！

支部長2年目になります。あっという
間の1年でした。支部役員や委員の皆様
の暖かい支援を受けながら、楽しく支部
活動をしております。
平成29年度も、引き続きこの組織風土

を大切にしながら、進めてまいりたいと思っています。「医療
安全ネットワーク」や「高齢者や認知症支援のための連携に
関する事業」ならびに「管理者ネットワーク」等、時代にそし
て会員からの要望に応えていけるように努力していきます。

今年度より道南南支部の支部長に就
任いたしました。今まで委員や役員の
経験がなく、ご迷惑をおかけすることも
あるとは思いますが、役員・委員・会員
の皆さまのご支援をいただき、円滑で活発な支部活動を進め
られるように取り組んでいきたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

今年度も支部長を務めさせていただ
きます。3期目最終年度です。会員入会
率が低い当支部ではありますが、去る2
月25日の支部大会には大勢の会員が集
い、29年度方針の共有をはかり、また、「勇気づけ理論」を
共に学ぶ事ができました。まさに支部長として勇気づけられ
る一日となりました。どうぞよろしくお願い致します。

支部のページ

札幌第１支部
支部長　加　藤　久美子

札幌第２支部
支部長　田　中　いずみ

今年度、支部長に就任いたしました。
地域包括ケアシステムを推進するには、
ケアの担い手の中心となる看護師の
有機的な連携が鍵になると思います。
4000名を超える大きな支部ですが、会員のつながりが深め
られるような活動を目指したいと思っております。役員や会
員の皆様にご協力を頂き、明るく楽しく支部活動を進めたい
と思います。よろしくお願いいたします。

支部長2期目を務めさせていただくこ
ととなりました。支部会員の皆様の活発
な事業参加とご協力をいただき、毎年有
意義な活動を展開できていると認識して
おります。今年度一部事業の変更もございますが、築いてき
たネットワークを大切にし、より良い活動につなげていけるよ
う努力していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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札幌第３支部
支部長　大　橋　由美子

北空知支部
支部長　中　野　厚　子

今年度から北空知支部長を務めさせて
頂きます。
各委員会、支部役員と共に、本部および
支部事業を通し、看護と介護・在宅との
連携や地域と協働することに繋がる交流会や研修会を目指し
ます。
また、会員を増やす働きかけも継続して行いたいと思います。
今年度も会員のみなさまのご支援ご協力をお願い致します。

室蘭支部
支部長　青　山　房　子

この度、支部長に就任いたしました。
室蘭支部は、北海道看護協会において
入会率トップを継続しており、その活動に
大きな期待が寄せられていると感じてお
ります。
変化し続ける社会の中で職能団体を意識した支部活動を
会員の皆様と共に進めてまいりたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

札幌第４支部
支部長　飯　野　智恵子

今年度より支部長に就任致しました。
昨年度までは、一会員として研修会、講演
会に参加させていただいておりました。
今年度より運営する側に立場が変わりま
すので、役員・委員長・委員、そして北海道看護協会の皆様の協
力を得ながら支部活動を進めていきたいと思っています。また、
支部会員の皆様のご意見をいただきながら、支部活動の充実に
尽力して参ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

苫小牧支部
支部長　立　花　枝美子

今年度より苫小牧支部の支部長に就
任いたしました。
役員、委員、会員の皆様のご協力、ご支
援をいただき、看護職のネットワークを
強化し、地域のニーズに応えることのできる支部活動を目指
していきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

南空知支部
支部長　髙　橋　真美枝

前年度までの2年間、副支部長を務め
て参りましたが、役員・委員をはじめ、会
員が元気で明るい活動を行っている支部
だと思います。地域連携の強化をめざし
た取り組みの中で、会員数も増加しました。今年度は支部長と
して、会員の皆様のご支援とご協力を得ながら努力して参りま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

日高支部
支部長　澤　田　まゆみ

支部長として2期目の任をお受けする
ことになりました。1期目の反省を生か
し新任の役員・委員とともに地域に貢
献できるよう活動していきたいと思いま
す。
会員の皆様のご協力とご支援を宜しくお願い致します。

上川南支部
支部長　新　野　さゆり

支部長として2年目を迎えます。会員・
役員、本部の皆様のご支援を頂き、滞り
なく事業を行うことが出来ました。高齢
化社会での地域包括ケアシステムでは、
看看連携の推進や介護・福祉に携わる職種と積極的に繋が
ることで地域の皆様に満足して頂ける活動が出来ると考えま
す。今後も役員で協力し合い活発な支部運営を進めて行き
たいと思います。皆様のご協力をよろしくお願い致します。

会員の皆様には日頃より、支部活動にご支援、ご
協力をいただきありがとうございます。
支部長として3期、6年目最後の年となりました。
今年度も本部事業を含め、研修会や講演会を開
催いたします。多くの皆様に参加していただける
ことを願っております。
開催された研修会、講演会につきましては協会のホームページに「さんさ
ん広場」として掲載いたします。是非、ご覧ください。
今年度も支部活動が円滑に進められるよう取組んでまいります。
これまで同様、ご支援ご協力よろしくお願いします。
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上川北支部
支部長　堀　岡　恒　子

北網支部
支部長　福　田　尚　子

遠紋支部
支部長　石　川　ひろみ

北海道看護協会遠紋支部長の石川ひ
ろみです。支部長代行期間を含めると、
早くも4年目になります。昨年度は日本
看護協会モデル事業の委託を頂き、改め
て地域包括ケアシステムとは、“人の生まれてからの一生涯を
支える”ものであり看護職が関わり、実力を発揮する課題だと
実感致しました。今年も会員を始め、地域の方々と共に活動し
たいと思います。

このたび、北網支部支部長を務めさせ
ていただくこととなりました。今年度の
事業方針は、「地域包括ケアの推進」、「看
護の質向上」、「働き続けられる環境づ
くり」、そして「組織の活性化」といたしました。地域医療を
支えるべく、施設間の交流を深め、看護職の持てる力を活かせ
るよう活動してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

今年度、上川北支部支部長の任に就
かせて頂くことになりました。医療・福
祉を取り巻く厳しい現状を踏まえ、地域
での連携強化と情報交換を行い、会員増
加に務めてまいります。
会員の皆様のご支援・ご協力を頂きながら、役員、委員の

方々と楽しくパワフルな支部活動をしていきたいと思ってお
ります。よろしくお願い致します。

根室支部
支部長　川　村　紀代美

今年度より、根室支部の支部長に就任
しました。
看護職能団体として、地域住民のため
に私たちが出来ることは何か考え地域連
携ネットワークを活用し、活動していきたいと考えております。
また各施設との情報交換、研修会を通じて交流を深めていき
たいと思います。
会員の皆様のご協力とご支援をよろしくお願いいたします。

留萌支部
支部長　石　坂　直　子

留萌支部では､慣習で道立羽幌病院､
留萌市立病院､保健師職能で支部長を務
めています｡ 今年度､36年ぶりに増毛町
役場の保健師職能として支部長の任に
就きました｡
田舎の小規模な事業所で働く看護職の立場を大切に活動

していきたいと思います｡ よろしくお願いいたします｡

十勝支部
支部長　横　尾　洋　子

支部長として瞬く間に2年が過ぎましたが、
今年度、更に1年間支部長を務めさせて頂く
事になりました。会員の皆様や役員・委員の
協力により、28年度支部事業を終えることが
できました事を心より感謝申し上げます。
さて29年度も、研修会や交流会を通して会員相互の連携を深め

たいと思います。
また超高齢化社会に向け、職業団体として役割を果たせるよう興

味深い研修を企画して参ります。引き続き、会員の皆様のご支援、
ご協力を宜しくお願いいたします。

稚内支部
支部長　細　川　早　苗

今年度より稚内支部の支部長を務めさ
せていただきます。支部長の大役を果た
せるか不安はありますが、役員や委員の
皆様に支えていただき、支部活動が順調
に進められるよう取り組んでいきたいと思います。また、研修
会等を通じ、看護の専門性を高め、地域住民への貢献ができ
るよう努めていきたいと思います。会員の皆様のご協力とご
支援をどうぞよろしくお願いいたします。

釧路支部
支部長　杉　山　好　美

今年度より釧路支部の支部長に就任
いたしました。支部活動は初めてですが、
会員、役員の方々にご教示いただき、役割
の遂行に務めてまいります。地域包括ケ
ア時代に対応する看護職の更なる連携、ネットワークの強化を
目標として努力してまいります。会員の皆様のご協力、ご支援
を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。
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会員専用ページ 

に登録
4 4

してください｡

登録の手順 ※登録の際は免許番号をご用意ください｡

STEP 1
日本看護協会のホームページに
アクセス､ 右上のキャリナースの
バナーをクリック

STEP 2
マイページ登録のボタンを
押して､ 必要事項を入力

STEP 3
登録が完了したら､
登録したメールアドレスと
パスワードでログイン

はこんなことが出来ますよ

① 会員の基本情報変更ができます｡
�　改姓､ 住所､ 電話番号､ 勤務先の変更がいつでもできます｡
�　※勤務先の変更の場合､ 会費納入方法を必ず施設代表者に確認してください｡

② 会員証の再発行手続きができます｡

③ 会費の納入状況が確認できます｡

④ 領収証の発行ができます｡

⑤ 履歴情報が閲覧できます｡

⑥ 電子会員証を導入しました｡
�　�会員証を携帯しなくても､ スマートフォンなどで会員証の表
示ができ､ 研修受講時や図書室利用時に便利です｡

資料室の資料にアクセスできます｡
従来の ｢会員ダイレクト｣ に掲載されていた情報閲覧､ 機能の利用はキャリナースか
らアクセスできます｡
アクセスできる資料等
◦日本看護協会認定看護師教育課程の入試問題
◦日本看護学会（学術集会優秀発表表彰､ 抄録集､ 優秀論文､ 論文集）
◦文献検索（看護文献データベース）
◦日本看護協会の発行物

情報活用
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TOPICS

2
平成29年度
北海道看護協会保健師・助産師・看護師職能集会

保
健
師
職
能
集
会

日　　　時 平成29年6月24日（土）　10：00～ 15：30
場　　　所 北海道看護協会
プログラム ��9：30 受付開始

10：00～ 10：05 開会挨拶　北海道看護協会�会長　上田　順子
10：05～ 10：20 報告事項　「平成29年度�看護協会職能委員会活動方針」

　　　　　北海道看護協会保健師職能委員長　近藤　明代
10：20～ 12：00 講　　演　「妊娠期から子育て期への“ひとつながり”の支援�～保健師に期待すること～」

講　　師　吉備国際大学保健医療福祉学部社会福祉学科�教授　高橋　睦子
12：00～ 12：10 質疑応答
12：10～ 13：10 昼 休 憩
13：10～ 14：40 実践報告「各地域における妊娠、出産、子育て�～切れ目のない支援体制づくり」

（1）「札幌市における母子保健事業の包括的展開」
　　報告者　札幌市保健所母子保健担当課長
（2）「母子保健における包括的支援の取組み」
　　報告者　幕別町住民福祉部保健課�保健係長　伊丹　　恵
（3）「児童福祉と母子保健の連携」
　　報告者　恵庭市子ども未来部�次長　　　　　髙橋　明子
座長　北海道看護協会保健師職能委員長　近藤　明代

14：40～ 15：30 全体討議
助 言 者　吉備国際大学保健医療福祉学部社会福祉学科�教授　高橋　睦子

15：30 閉会挨拶　北海道看護協会保健師職能委員長　　　　　　　　�近藤　明代

日　　　時 平成29年6月16日（金）　13：30～ 16：30
場　　　所 北海道看護協会
テ　ー　マ「健やかに生まれ育つことへの支援�～札幌市の初妊婦訪問実施状況および産後ケア事業の報告」
プログラム 13：00～ 受付開始

13：30～ 13：35 開会挨拶　北海道看護協会�会長　上田　順子
13：35～ 14：05 北海道看護協会助産師職能委員長　報告

①平成28年度�北海道助産師職能委員会活動報告
②平成29年度�北海道助産師職能委員会活動計画
③日本看護協会助産師職能交流会報告
④助産師職能関連事業（トピック）報告

14：05～ 14：15 休憩
14：15～ 15：15 実践報告　（1）「初妊婦への訪問事業」

　　　　　　　札幌市保健所健康企画課母子保健係�係長　筒井　有美
　　　　　（2）「産後ケア事業」
　　　　　　　北海道助産師会�会長　　　　　　　　　　髙室　典子
座長　北海道看護協会助産師職能委員長　須藤　桃代

15：15～ 15：25 休憩
15：25～ 16：30 情報交換（グループ討議）
16：30 まとめ　閉会

助
産
師
職
能
集
会

看
護
師
職
能
集
会

日　　　時 平成29年6月16日（金）　12：55～ 16：30
場　　　所 北海道看護協会
プログラム 12：30～ 受付開始

12：55 オリエンテーション
13：00～ 13：10 開会挨拶　北海道看護協会�会長　上田　順子
13：10～ 13：50 平成28年度活動報告　①看護師職能委員会Ⅰ　看護師職能Ⅰ委員長　中村　敦子

　　　　　　　　　　�②看護師職能委員会Ⅱ　看護師職能Ⅱ委員長　鹿毛美千子
13：50～ 14：00 休憩
14：00～ 15：00 基調講演　「地域包括ケアシステムが機能するために果たす看護職の役割�～資源不足の北海道における看・看・保連携～」

　　　　　講　師　北海道医療大学看護福祉学部看護学科�地域保健看護学（地域看護学）講師　
　　　　　地域看護専門看護師　川添恵理子�

15：00～ 16：30 シンポジウム
テ　 ー 　マ　「看看連携を通して地域包括ケアシステムにおける看護職の役割を考える」
座　　　　長　川添�恵理子（北海道医療大学看護福祉学部）
シンポジスト　（1）「慢性期病院における退院支援の取り組み」
　　　　　　　　　勤医協札幌西区病院�地域連携室�退院調整看護師長　山田　真琴
　　　　　　　（2）「利用者・家族が安心して暮らせるための在宅復帰支援～多様化するニーズにおける老健看護師の役割～」
　　　　　　　　　介護老人保健施設�アメニティ帯広�看護部長兼在宅支援部長　北畑　良子
　　　　　　　（3）「在宅への移行の実際と課題」
　　　　　　　　　訪問看護ステーション禎心会東�管理者　今野　好江
　　　　　　　（4）「疾病を持つ人が住み続けられる地域づくり－『十勝地域入退院時連携ルール』の検討を通して－」
　　　　　　　　　北海道十勝総合振興局保健行政室企画総務課�主査（保健推進）　齊藤しのぶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�専門主任　　　　 宮部　恭子

16：30 閉会
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TOPICS

3

平成25年度から実施した本事業も、4年目となります。平成26年度から参加した3施設（札幌共立五輪橋病
院、滝川市立病院、東小樽病院）が、今年度でワークショップへの参加が終了となります。「看護職のワーク・
ライフ・バランス推進ワークショップ事業」の報告会を開催し、3年間の取り組みと成果を発表し、一般参加者

を含み、63名の参加がありました。
参加施設には、講師･プロジェクト

チームメンバーから暖かいエールが
送られ、今後は各施設で取り組んでい
くこととなります。

平成28年度看護職の

ワーク・ライフ・バランス推進
フォローアップ・ワークショップ報告WLB

札幌共立五輪橋病院

ワークショップの様子プロジェクトチームリーダー
井本常務理事

⑴ ミッション：�南区における二次救急も担う急性期病院�
がん診療連携指定病院として治療から終末期までを担う病院�
在宅療養支援病院として高齢化する南区の住民のニーズに応える病院

　�ビ ジ ョ ン：働き続けられる環境
　　　　　　　　　　魅力ある職場環境を作る

⑵ 3年間の取り組み
＜課題＞� ：＜3年間の取り組み＞
①ケア・連携への不満� ：個人面談による他職種への連携に対する要望の把握
� 　WLB取り組み結果報告会の開催
� 　外来週間時間割の見直し
� 　委員会の規程作成
� 　Thank�youカードの作成とThank�you�Treeの掲示
� 　交流会（焼肉大会）開催
� 　新入職者のWelcome対応（ひよこシール・歓迎掲示物）
� 　新任教育体制の整備
� 　他部署の意見聴取
②職員への配慮� ：個人面談による「大切にされていない感」の把握と分析
� 　議事録の作成・配布
� 　接遇委員会とタイアップし、接遇対応の強化
③時間外勤務への不満� ：部署別時間外勤務時間の要因調査と結果活用　　　　
� 　他部署と調整が必要な項目への対応
� 　委託業者の導入
④組織の将来への不安� ：朝礼内容録の配布
� 　学術集会での院長講話
⑤就業規則・制度の認知不足�：オーダリングシステム上に「就業規則」をアップ
� 　�「就業規則」の周知に向けた朝礼での案内と不明点への�

対応と説明会開催。入職者へオリエンテーションで説明

⑶ 今後に向けて
　部署間調整を推進していくためにも、今後も連携が重要である。部署間の交流会等を継続して実施し、コミュニケーションをとりつつ、
そのスキルの向上に向けての取り組みを行っていくことが必要。また、情報発信を継続し、風通しのよい職場環境を提供。新任教育の充実
や受け入れ態勢整備を行うことで離職を予防したい。また、個人面談で意見聴取することを継続し「意見を聞いてくれる職場環境」との認
識を定着できるよう努力したい。

と　き　平成29年2月4日（土）
ところ　北海道看護協会

皆さんのご苦労により、成果が芽を
だしています。大輪の花にせいちょ
うすることを祈念いたします。
�プロジェクトチーム推進者�櫛引久丸

看護が中心となり、ますます働きや
すい職場つくりの継続を�
3年間お疲れ様でした。
�プロジェクトチーム支援者�山下珠美

札幌共立五輪橋病院ＷＬＢ推進ワー
クショップメンバーの皆さま、３年間
お疲れ様でした。「ありがとう」の輪
が広がることを確信します。
� プロジェクトチーム推進者�篠原誠

３施設の取り組み
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滝川市立病院

東小樽病院

⑴ ビジョン
　「職員が元気で働きやすい職場」
　「人材確保・育成のできる病院」

⑵ 3年間の取り組み
①WLB支援に関する制度の認知度アップ
　・制度に関するポスターの掲示･シリーズ化
　・就業規則についての意見交換、相談会の実施
　・就業規則の資料の作成・配布
②時間外勤務の削減
　・看護部と他部署間での業務連携
　・看護部リリーフ体制の強化
　・医師への病棟オリエンテーションの実施（協力依頼）
③年休取得率アップ
　・各師長への年休取得アップの協力依頼
　・各所属毎の対策・実施・評価（6ヶ月ごと）

④ケアに費やす時間の満足度アップ
　・部署目標との連動
　・目標管理の中で「看護」や「やりがい」に向けての支援
　・目標管理シートの変更
　・看護の体験を語る研修の回数の増加、レポート見える化
⑤人材確保
　・募集用パンフレットの改訂
　・ホームページの改訂、更新
　・新卒メンタル支援
　・中途採用者の茶話会
　・夜勤手当の見直し

⑶ 今後に向けて
　3年後のゴールの数値目標の全てを達成することはできなかったが、離職率の低下、時間外勤務の減少、年休取得率のアップなど、推進
チームだけではなく、多職種や看護部の協力のもと、一定の成果を得ることができた。WLBの推進は、看護職だけのことではなく病院で
働く全ての職員が対象となる事から、今後もこの活動を引き継ぎ、院内全体で継続して取り組んでいきたいと考える。

⑴ ビジョン
・お互いを思いやるような職場環境
・それぞれのライフステージにあった働き方ができる
・教育・指導体制が充実している
・職員がやりがいを持って活き活きと働き続けられる

⑵ 3年間の取り組み
①若手・中堅層の仕事への満足感が上がる
　・基本方針の明示
　・看護職員・介護職員のクリニカルラダーの作成、導入準備
②夜勤の負担軽減
　・夜勤業務の改善
　・夜勤専従者の導入
　・勤務表作成基準の見直し（平均夜勤回数、連続夜勤後の連休等）

③看護・介護ケア時間の不足感の軽減
　・�職員確保のための広報活動の強化
（ホームページ、募集要項の更新）

④支援制度の認知度が上がる
　・育児、介護支援制度の研修会（全職員、管理職）
　・簡易版就業規則の配布

⑶ 今後に向けて
　取り組みの結果、支援制度を含む就業規則について認知度が上がり、育児短時間や看護休暇の利用が増えた。
ビジョンに挙げた職場環境づくりはまだ途上であり、職員の意見、要望を吸い上げながらWLB推進に向けた活動を継続し達成したいと考
えている。

平成26年度参加施設へ～今後に向けてのエール～
講師：一般財団法人三友堂病院財団本部�財務部部長・人事企画部部長　田林 義則

平成26年度ワークショップ参加施設の三病院（札幌
共立五輪橋病院・滝川市立病院・東小樽病院）の皆さ
ま、改めましてワークショップご卒業おめでとうござ
います。あっという間の三年間かと思われているので

はないでしょうか。
先日のフォローアップワークショップでの最終プレゼンを拝聴したとき、
三年間の色んな思い出が走馬燈の如く流れたのを覚えました。札幌共立五輪
橋病院、スライドが課題毎に理路整然と分類され、とても分かり易いプレゼ
ンでした。中でもお互いの感謝の気持ちを可視化する「Thank�you�tree�は
Good-Idea ！」見事に満開の花を咲かせていたのは印象的でした。滝川市立
病院、「私たちの休暇・休業の種類」をすごろく形式での公開掲示、また医師
を始めとする他職種連携の推進による時間外労働削減の達成したことは特筆
に値します。東小樽病院、「こんな職場がいいな～」としみじみと語る看護部

長さんは、「雪あかりの小樽（スライドの表紙）」に負けず劣らずの「人あか
りの病院」を醸し出すプレゼンでした。正にビジョンに掲げる「お互いを思
いやる職場環境」が表出されていました。また、北海道WLBワークショップ
の大きな特徴は、素晴らしい支援者がたくさんいらっしゃったことかと考え
ます。皆さんの的確なアドバイスの下、課題を列挙しては歯止めと改善を見
事に指導されていました。参加病院にとっては、この上もない頼もしい味方
だったでしょう。
今政府では働き方改革に向かってまっしぐら、特に長時間労働の是正は政府
挙げての命題としています。私たちWLB実践者は、その意味では一日（三年）
の長があり、また先見の明があったものと言えます。これこそが経営戦略の優
位性ではないでしょうか。
最後に、皆さまの益々のご活躍を心よりご祈念申し上げ、ささやかなる
エールといたします。

チームワーク抜群で、明る
く・楽しい・実りあるワーク
ショップを実践していただき
ました。滝川市立病院の看護
職は幸せですね。
�プロジェクトチーム推進者　

�菅原一美

全ての取り組みで成果が上が
りました！ EXCCELLENT！
みなさ～ん、滝川市立病院の
アクションプランはとても参
考になりますよ！
�プロジェクトチーム支援者　

�萩原直美

3年間大変お疲れ様でした。これからも更に
働きやすい職場を目指して頑張られること
を心よりお祈りしています。
� プロジェクトチーム支援者�吉野賀寿美

介護職も一緒にチームで活動！お疲れ
様でした。病院機能編成で過渡期です
が、3年間の取り組みを今後も活かし
てください。
� プロジェクトチーム推進者�和田悦子

医療と介護の連携のもと推進された東小樽
病院の取り組みは、大いに参考になると思
いました。これからの施設の発展とみなさ
んの御健康をお祈りしています。
� プロジェクトチーム推進者�阿久津雅子

▲田林講師
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（1）「北海道の訪問看護師に望むもの」
　　 ～ 30年度診療・介護報酬同時改定にむけて～

公益社団法人日本看護協会 常任理事　齋藤 訓子
2025年に向けた人口構造推移、単身高齢者世帯の割合など医療・介護を取り巻く状
況、北海道の動向なども含め、「平成30年度の診療・介護報酬同時改定で訪問看護に求め
られる役割」について基調講演を頂きました。
訪問看護の現状として、医療保険・介護保険共に利用者数は増加する中で、医療保険利
用者はどの年齢層も増加し、利用者の主傷病は精神科疾患、神経系の疾患が、各約3割を
占め、医療ニーズの高い小児の利用者と改めて看護の質が問われています。反面、訪問看
護における人材不足も深刻であり、新卒者、潜在看護師、病院看護師など、多様な訪問看
護未経者の参入促進が急務です。また、訪問看護ステーションの数は増加しているが、約
7割が小規模事業所、設置主体の4割が営利法人であり、休止する事業所もあると報告さ
れました。
地域包括ケアシステムの構築実現に向け、人材確保や訪問看護事業所の整備・効果的
サービス提供など具体的にお話ししていただきました。

齋藤�訓子�講師

1 演題発表

2 講演 

TOPICS

4
と　き　平成29年1月21日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成28年度
訪問看護実践発表会報告

訪問看護実践発表会は、北海道の委託事業とし18回目を迎えました。
例年、看護実践発表には多くの方々が参加され、自施設でのケアの振り返り、新たな学びはもちろん、訪問看護に

携わる看護職の情報交換・交流の場として定着しています。
今年度は、看護職234名、理学療法士1名、作業療法士2名の237名が参加しました。

7演題の実践発表がありました。参加者は積極的に、質問や意見交換など行い、演題への興味・関心の高さが見られ
ました。

演　題

第1群
座長　訪問看護ステーションかえで 所長　土田 孝行

第2群
座長　札幌秀友会病院 看護部長　土屋 和枝

１　肺気腫・肺性心終末期に関わった訪問看護師の
　　倫理的ジレンマからの学び

勤医協柏ヶ丘訪問看護ステーション　内藤　昭子

２　親の命は永遠と考える姉妹との関わり 
　　～家族看護の学びを通しての振り返り～

東苗穂訪問看護ステーション　村上　珠美

3　「俺まだ生きれるな。よし、生きてみよう！」
　　につながった1事例
　　～チーム医療による取り組みと看護師の役割～

岩見沢市立総合病院　永井　知美

４　在宅療養を望んだ妻の思いを振り返って
　　～お悔やみ訪問から見えたこと～

むかわ町鵡川厚生病院　中西美雅子

５　Aステーション利用者の栄養状態の把握　　　
　　～ MNAスコアを用いて低栄養者を早期に発見するために～

訪問看護ステーション�ちゅうおう　後藤　裕美

６　地域の急性期病院における訪問看護師の役割 
　　～医療領域を支援する院内訪問看護師体制の実際～

北海道社会事業協会�小樽病院　長尾　　恵

７　病棟看護師の退院後同行訪問の取り組み　　
　　～ 5年間の実績と評価～

王子総合病院　矢崎　伸子
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訪問看護は医療・介護の連携および在宅医療推進の重要な鍵であり、「地域での看護の
安定的なサービス提供体制を一層強化する必要がある。」と今後の方向性を学ぶ機会を得
ました。

（2） 『ミニデイサービス陽だまり』から『看護小規模多機能ホームひなた』開設まで
　　 ～独立起業して認知症ケアにこだわり続けたこれまでの取り組み～

有限会社コミュニティ 取締役　羽田 三紀子
「認知症の人の居場所を作りたい。」と会社を設立され、認知症の人や家族の声に耳を傾
け、住み慣れた地域で、最後までその人らしい生活を支え、職員と共に地域住民のニーズ
に応えようと取り組んだ、13年間の経緯と歩みについてお話がありました。
「看護の魂をベースに、在宅療養を支える看護のあるべき姿について、立ち止まり考え
る機会にしていただきたい。」と現在も奮闘中であるという羽田さんの姿勢に看護へのパ
ワーと感動をいただきました。

（3）訪問看護における特定行為研修修了者の活用
北海道医療大学大学院看護福祉学研究科 教授　塚本 容子

プライマリ・ケアにおいて看護師は患者に対して包括的なアプローチが必要であり、高
度実践看護師が現場にいることが医療の質を保証することにつながる。「訪問看護師はど
れだけすばらしいのか。」を自分たちが伝えていかなければならない等、多くの示唆をい
ただきました。

（4）「特定行為研修修了後訪問看護における活動の報告」
恵み野病院訪問看護ステーション ｢はあと｣ 室長　樋口 秋緒

「科学的根拠を持ったうえで、訪問看護活動を行い、利用者さんへ安全・安楽なケアを
提供したい。」とナース・プラクティショナーを目指した動機から、現在の活動について
話されました。
「地域に貢献する訪問看護だからこそ、やれることがたくさん。ぜひ特定行為研修受講
を！」と力強いエールをいただきました。

羽田�三紀子�講師

塚本�容子�講師

樋口�秋緒�講師

会場の様子

参加者からは、「実践発表、講演等、
今後に活かせる内容であり、日常の振
返りができた。」「講師のパワーはどこ
からくるのか、パワーをもらいたい。」
等の感想が多数聞かれました。
多くの皆様にご参加いただきましてあ
りがとうございました。�
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特定行為研修を修了した看護師の活動の実際
患者や介護者の高齢化、当事業所の母体となる医療機
関が一般急性期病院である特徴から、医療処置と共に不
安を抱えて退院する患者、体調不安定となり予約外受診
を必要とする患者への支援も多く、もっとなにかできる
ことはないか、支援の幅を広げたい、といった思いか
ら北海道医療大学大学院ナース・プラクティショナー
（NP）養成コースの入学を決意しました。
日本NP教育大学院協議会では、ナース・プラクティ
ショナーを「患者のQOL向上に必要とされる初期診療行
為を医師や他の医療従事者と連携・協働し、効果的、効
率的、タイムリーに実践できる能力を備えた看護師」と
して定義しています。
特定行為研修というと手技獲得を思い浮かべがちです
が、研修の大半は、患者に安心・安全を保障しながら、根
拠で裏づけされた判断の上で特定行為実践をするための、
医学的知識と包括的健康アセスメント能力の習得です。
私の修了後の活動は、在宅療養者の症状をアセスメン
トし、現状維持とQOLの向上を軸に、異常の早期発見が

できるように努力しています。自分が全宅を訪問する訳
ではないので、スタッフ一人ひとりからの報告に耳を傾
け、受診や次回訪問のタイミングをアセスメントし、医
師連携と共に予期せぬ受診に至らぬよう心がけています。
また、特定行為に関しては、主に在宅療養で必要とされ
る、気管カニューレ交換、膀胱瘻・腎瘻・胃瘻カテーテ
ルの交換や褥創のデブリートマンなどに焦点をあてて実
践しています。膀胱瘻カテーテルの交換例は年間8名前後
130回程、気管カニューレの交換は5例程度60回前後の
回数を在宅で実践してきました。医療費や通院のための
交通費削減のほか、受診で生じる負担感と時間削減に貢
献し、介護者の方々からも安心の声を頂いています。

ペグ交換 車で出発

三木�明子講師

特定行為研修を修了した看護師の活動紹介③Seriesシ リ ー ズ

医療法人北晨会 恵み野訪問看護ステーション「はあと」　樋口 秋緒

▷看護管理者から 医療法人北晨会 恵み野病院 看護部長　佐藤 真理
特定行為研修修了者が、在宅において特定行為や症状マネジメントを実践することで、患者や家族の安心・信頼に繋

がっており、在宅医療機能の不足を補う上で大きな役割を果たしています。

TOPICS

5
と　き　平成29年1月21日（土）
ところ　北海道看護協会
働き続けられる職場づくり推進委員　池田　陽子

平成28年度
暴力対策講演会

働き続けられる職場づくり委員会では、2008年、2014
年に暴力の実態調査を行いました。2014年の調査は、
2008年と比較し、管理職・所属長からの暴力が2倍に増
え、ハラスメントの相談窓口の設置は30％と一般企業に
比べ半数以下であり、暴力対策マニュアルのある施設は
45％と半数以下でした。また、暴力対策の研修を実施し
ていない施設の中で、90％は今後も実施予定がないとい
う結果でした。このことから、暴力対策を組織の中で対
応できる体制づくりを推進する必要があると考え、管理
職を対象にこの講演会を企画しました。
講演会には全道の病院、訪問看護ステーション、グ
ループホームから174名の看護管理者の参加がありまし
た。講師に筑波大学医学医療系准教授�三木明子先生をお
招きし、「医療・介護現場におけるハラスメント防止のた
めに」というテーマでご講演していただきました。
講演では、暴力の定義、暴力の被害の実態、包括的暴
力防止対策、病院現場で発生するハラスメントなど、体
験を交えお話ししていただきました。質疑応答時間では、
具体的な内容の質問などが多く聞かれ、時間が足りない
といった状況でした。
アンケート結果では、「ハラスメントを正しく理解でき
た。」「管理者がハラスメントの内容を把握する必要性を感

じた。」「ハラスメント研修を取り入れたい。」など、暴力に
関する関心の高さを知ることができました。また、半日、
1日間など長時間の研修を希望する意見も聞かれました。
今回、講演会を通し、暴力やハラスメントについて、正

しい知識を得ることも必要ですが、暴力を受けたスタッフ
の二次被害を防ぐことや、組織の安全文化・風土づくりを
どのようにつくるかが大切であることを学びました。
働き続けられる職場づくり推進委員会では、今回の学

びを活かした活動を今後も企画していきたいと思います。
多数参加いただきありがとうございました。

活発に行われた質疑応答

看護協会ニュース No.117

18



教育研修計画の概要について平成29年度

常務理事　砂山 圭子

平成28年度は、3月12日に開催した「看護業務基準から学ぶ看護管理」研修会を最後に、合計95種類148回
の研修を実施しました。診療報酬改訂に対応する認知症関連の研修をできるだけ多くの方に受講いただけるよ
うに企画した結果、前年度より大幅に増えました。

平成29年度は、10月12、13日に札幌で第48回日本看護学会-看護管理学術集会を日本看護協会と当協会の
共催で開催いたします。そのため、研修本数はほぼ前年並みですが、学会前後の日程を除いた開催日程として
おります。新規企画等は次のとおりですので、有効にご活用ください。

1　看護管理

2　医療安全

❶ 「医療安全管理者養成研修」は、開催研修とeラーニング研修の両方を継続します。

❷ 「現場に活かせるリスクマネジメント」は、「基礎編-KYTでリスク感性を高めよう」と 
　 ｢アドバンス編-ImSAFERを用いて」の2コースとし、各2回開催します。

❸ 「医療安全管理者－フォローアップ」は、医療事故調査制度がテーマです。

4　その他

❶  新 企 画　 「質的研究の基礎知識を学ぶ」

❷  新 企 画　 「基礎から学ぼうがん看護　～診断・治療とケア」

❸  新 企 画　 「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」

❹  帯広市で開催　 「目指せ排泄ケアの達人」

3　地域包括ケアシステム関連

❶  新 企 画　 「生活の場に戻る患者さんの退院支援を学ぶ」は、病棟で働く看護職等を対象とし、退院支援につい
て学びます。旭川、釧路へ配信します。

❶ 認定看護管理者ファーストレベル（80人定員）研修を2回、セカンドレベル（45人定員）研修を2回実施します。

❷ 北海道委託事業として、各分野の看護管理に係る研修を実施します。

研　修　名　【資料代（受講料）1日1,000円です。】

看護管理者【医療機関看護管理者等向け】
－地域包括ケア病棟の運営と地域連携のあり方を考える－
＊午後は、坂本すが日本看護協会会長の講義です！

統括保健師の人材育成研修会【行政の保健師役職者等向け】
＊日本看護協会が開発したプログラムです。

危機管理における産科マネジメントの基本【産科管理者等向け】
－災害時の助産師ネットワークの構築－

※�平成28年度�教育研修実施録をホームページに掲載しました。
　「教育研修」のバナーから入ってご覧ください。（各研修の内容、講師、受講者数等）
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教育課よりお知らせ

研修
No.

開催期
間 研修会名 対象 科目 

看護共通
23

8/17
～
8/18

その人らしい最期を迎える
ために
※札幌会場の配信研修

札幌会場

保健師･助産師･看護師･准看護師 【終末期から看取り､ グリーフケア】
【在宅における看取りのケア】

24 旭川会場
25 釧路会場
26 函館会場

8 8/30
＜看護研究シリーズ指導者編＞
指導者のための看護研究
－研究をクリティークしてみよう－

看護研究の指導的立場にあり､ 実際に看護研究を行った経験
がある者
保健師･助産師･看護師

【学会発表への取り組みに向けて－北海道看護研究学会査読を通して－】
【研究への取り組み】【演習：質的研究のクリティーク】【演習：量的研
究のクリティーク】（グループワーク）

7 8/31
＜看護研究シリーズ4＞
看護研究のまとめ方とプレゼンテー
ション

看護研究に取り組んだことがあり､ 現在､ 具体的な研究デザイ
ン･研究計画･データ資料等を保有している者
保健師･助産師･看護師･准看護師

【研究発表とは】【研究論文の作成】【プレゼンテーションとは】

13
9/5
～
9/6

今こそベテランナースの力を活かすと
き！－自己の強みをより発揮できるた
めに－

保健師･助産師･看護師･准看護師
＊ただし､ 実務経験7年以上

【チームの中で期待される役割とは】【自己の傾向の認識】【自己の強み
を活かすためのソーシャルスキル】【課題の明確化】

18 9/14
～
9/15

現場で活かせる感染管理
※札幌会場の配信研修

札幌会場
保健師･助産師･看護師･准看護師

【感染管理組織と感染症法】【感染管理の基礎知識】【感染管理の実
際】【職業感染対策】【感染対策マニュアル】【感染管理教育･コンサル
テーション】【ファシリティーマネジメント】【洗浄/消毒/滅菌】

19 釧路会場
20 函館会場

老年看護
33

9/8
認知症ケア－対象者を深く
理解するために－
※札幌会場の配信研修

札幌会場

保健師･助産師･看護師･准看護師
【高齢者の特徴】【認知症患者の特徴】【せん妄について】【高齢者の特
徴を踏まえたケアの視点】【認知症の人を捉える視点と関わりのあり方】
【病院･施設･在宅での取り組み】

34 旭川会場
35 釧路会場
36 函館会場

母性看護

45
9/12
～
9/13

周産期看護の専門性を高
めよう！ 助産師または周産期領域で勤務している保健師･看護師 【周産期における看護判断】【助産録】

養成研修

80

8/1
～

11/30
（集合研修）
11/19
～
11/20

＜社会保険診療報酬算定要件研修＞
【e-ラーニング活用型】医療安全管理
者養成

次の要件をすべて満たすもの
（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

【医療安全の考え方】【日本における医療安全の施策】【事故発生のメ
カニズム】【医療における業務プロセスと標準化】【医療安全の啓発と
教育】【医薬品の安全管理】【医療機器の安全管理】【臨床現場におけ
るエラーや事故】【医療の質改善の考え方】【事故発生時の対応】【患
者･家族とのパートナーシップによる医療安全】【危険予知トレーニン
グ】【海外からの学びを活かす】【安全文化の醸成】【医療事故をめぐ
る組織的対応の実際】【高いリスクと信頼の中で】【転倒･転落事故防止
をシステムで考える】【医療安全管理者としての役割と実践】

82
8/10
～
8/12

＜社会保険診療報酬算定要件研修＞
精神科訪問看護基本療養費算定要件
研修
･ �保健師､ 看護師､ 作業療法士の有
資格者には､ 精神科訪問看護基本
療養費（I）（II）（III）（IV）算定要
件となる修了証を発行する｡
･ ��准看護師の有資格者には､ 精神科
訪問看護基本療養費（I）（III）（IV）
算定要件となる修了証を発行する｡

※�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｡

次の要件をすべて満たすもの
（1）�訪問看護･精神科訪問看護に従事する保健師･看護師･准看

護師･作業療法士
（2）�精神科看護に従事する保健師･看護師･准看護師
（3）�全日程（3日間）受講できる者

【精神保健福祉の現状と動向】【保険･医療サービス提供システム】【精
神科訪問看護の基本】【精神疾患の理解】【精神疾患における薬物療
法】【精神科訪問看護の制度･報酬の活用】【精神科訪問看護の実際】
【事例検討】

85
8/22
～
8/23

エンド･オブ･ライフ･ケア（ELNEC-J）
（第1回）

次の要件をすべて満たすもの
（1）�がん看護に3年以上携わっている保健師･助産師･看護師
（2）�全日程（2日間）受講できる者
※�過去に本研修会を受講した者は除く
※�定員を超えた場合は､ 協会で選考する｡
※�全日程を受講した者には､ 日本緩和医療学会ELNEC-Jコア
カリキュラム看護師教育プログラム修了証を発行し､ 遅刻･早
退は認められないものとする｡

【イントロダクション】【エンド･オブ･ライフ･ケアの定義】【エンド･オブ･
ライフ･ケアが目指すもの】
【Module�1】エンド･オブ･ライフ･ケアにおける看護ケア
【Module�2】痛みのマネジメント
【Module�3】症状マネジメント
【Module�4】エンド･オブ･ライフ･ケアにおける倫理的問題
【Module�5】エンド･オブ･ライフ･ケアにおける文化への配慮
【Module6】コミュニケーション－患者の意思決定を支えるために－
【Module�7】喪失･悲嘆･死別
【Module�8】臨死期のケア
【Module�9】高齢者のエンド･オブ･ライフ･ケア
【Module�10】質の高いエンド･オブ･ライフ･ケアの達成
【修了式】

86
8/24
～
8/25

エンド･オブ･ライフ･ケア（ELNEC-J）
（第2回）

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（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）�

札幌市産業振興センター（札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1）
（4）演題登録期間　�平成29年2月1日（水）から�5月17日（水）12時まで�

※演題登録方法は、日本看護協会ホームページよりWeb登録となります。
（5）事前参加登録期間　平成29年6月22日（木）から�8月28日（月）まで

※詳細は北海道看護協会ホームページ（http://www.hkna.or.jp/news/kyoukai/4829.html）、
　日本看護協会ホームページ（http://www.nurse.or.jp/nursing/education/gakkai/ichiran7.html）をご覧ください。

２　研修会応募期間について
　平成29年度に実施する研修会の応募期間は、Ⅰ～Ⅴ期に分かれています。次回、Ⅲ期の応募期間及び研修会は以下のとおり
です。詳しくは教育研修計画（冊子）又は北海道看護協会ホームページをご覧ください。

●研修応募期間　Ⅲ期（平成29年5月8日～ 5月22日）

看護協会ニュース No.117
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研修
No.

開催期
間 研修会名 対象 科目 

89
9/21
～
9/23

＜社会保険診療報酬算定要件研修＞
看護職員認知症対応力向上① 北海道に勤務する指導的役割の看護職員（師長以上）

【認知症の基本知識】【対応力向上】認知症【対応力向上】地域連携
【対応力向上】せん妄【対応力向上】認知症･せん妄･演習
【マネジメント】人材育成【マネジメント】演習

セカンドレベル公開講座

57 7/28 クオリティマネジメント 看護管理の役割にあたっている者（師長職以上）
または､ 看護管理者に準じる役割にあたっている者（主任職以上）【看護サービスの質保証と改善】【アウトカムマネジメントの考え方】

58 7/29 組織マネジメントの基本理論（第1回） 看護管理の役割にあたっている者（師長職以上）または､ 看護管理者に準じる役割にあたっている者（主任職以上）【組織構造と機能】【組織化の方法】

60 7/30 戦略的コミュニケーション･論理的プ
レゼンテーション（第1回）

･�看護管理の役割にあたっている者､ または､ 看護管理に関心
のある者
･�認定看護管理者教育課程の受講を考えている者

【論理的文書作成】【論理とコミュニケーション】

62 8/22 コンフリクトマネジメント 看護管理の役割にあたっている者（師長職以上）
または､ 看護管理者に準じる役割にあたっている者（主任職以上）【コンフリクトマネジメント】【交渉術】

63

8/11
8/12
8/19
8/20
8/26

看護管理実践計画の策定（第1回）
－組織･環境分析･原因分析･解決策策
定･戦略デザイン･戦略マップ･BSC策
定－

No.58 ｢組織マネジメントの基本理論｣ を受講する者
または､ H26 ～28年の認定看護管理者ファーストレベル教育
課程を受講した者

【問題解決技法】【戦略】【戦略マップ】【バランススコアカード】【演
習】

65 8/23 看護組織のナレッジマネジメント 看護管理の役割にあたっている者（師長職以上）
または､ 看護管理者に準じる役割にあたっている者（主任職以上）【ナレッジマネジメント】

66 9/2 看護人事･労務管理Ⅰ－人事システム－ 看護管理の役割にあたっている者（師長職以上）
または､ 看護管理者に準じる役割にあたっている者（主任職以上）

【就業規則･各種制度】【採用（職務要件､ 人材確保の方法､ 効果的な
選抜方法）】【人事考課･能力評価】

インターネット配信研修（オンデマンド）

91
8/24
～
8/25

災害支援ナースの第一歩～災害看護
の基本的知識～ 保健師･助産師･看護師･准看護師

【災害医療の基礎知識】【災害時に求められる看護支援活動】【災害時
の心理的変化と心のケア】【災害時の保健師の役割と災害支援ナース
との連携】【看護協会の災害時看護支援活動】【災害支援ナースとして
の活動の実際】

看護補助者研修

120 8/8 チームの中で看護補助者の力を発揮
しよう 看護補助者 【医療･福祉現場で看護補助者に求められる倫理】【チーム医療の機能

と役割】【看護補助者の業務上の責任】
北海道補助研修

97
8/1
～
8/2

集まれ‼新人助産師さん
－日ごろの疑問を解決しよう－（妊娠
期から新生児期まで）

新人助産師
【今､ 助産師に求められる役割と機能とは】【妊娠期のフィジカルアセス
メント】【分娩期･産褥期のフィジカルアセスメント】【新生児のフィジカ
ルアセスメント】

103
8/4
～
8/5

統括保健師の人材育成
保健所､ 市（区）町村等の保健師で
①�現在､ 統括保健師（統括的役割を担う立場の保健師）である者
②�次期統括保健師の立場にある者

【統括保健師の役割や機能】【自組織での活動の紹介】【統括保健師に
期待する役割】【組織内のリーダーシップと調整力】【自組織における
統括保健師としての活動の評価】【統括保健師としての活動紹介】【保
健活動推進に向けての方略】【自己課題の明確化】【統括保健師として
の自組織での活動計画の提案と検討】【統括保健師としての活動計画
の発表】【実践の評価】まとめ

99
9/1
～
9/2

介護保険施設等における
看護職のためのリーダー
シップ
－日常生活支援から看取り
まで－

全日程

介護保険関連施設等に勤務する者
保健師･看護師･准看護師

【介護保険施設等における看護職の役割】【施設におけるセーフティマ
ネジメントの理解】【多職種との連携と協働】【看取り期のケアの理解】

100 9/1 公開講座
1日目

【介護保険施設等における看護職の役割】【施設におけるセーフティマ
ネジメントの理解】

101 9/2 公開講座
2日目 【多職種との連携と協働】【看取り期のケアの理解】

３　ホームページについて
　北海道看護協会のホームページでは、研修会に関わる情報を随時、更新しています。以下の順で、ホームページ画面を開き、
研修会情報の閲覧などにご活用ください。

ホームページに掲載する研修会情報
◦研修会開催要領（研修会目的・プログラム・担当講師等）
◦受付を延長している研修会のお知らせ
◦受講決定通知の進捗状況（選考中、受講決定通知発送日）
◦事前課題フォーマット（事前課題レポート等がある場合に掲載しますのでダウンロードしてお使いください）
◦教育研修計画（PDF形式）

４　図書室よりお知らせ
●平成29年度文献検索ミニ講座の開催について

開催日時
（第1回）5月16日（火）　　（第2回）6月8日（木）　　（第3回）6月22日（木）　　
（第4回）7月13日（木）　　（第5回）9月7日（木）　　
【時�間】14：00～ 15：00

場　　所 北海道看護協会図書室（IT室）
定　　員 各回　5名（会員・非会員を問わない）

申込方法 事前に電話受付　TEL�011-861-3273（北海道看護協会教育課/図書室）
電話受付時間�9：00～ 17：00

参 加 費 無　料
内　　容 ①看護文献の検索　②郵送文献複写サービスについて

＊各自持参のテーマで検索が実施できます。

  各研修会開催要領
  などの掲載

 研修会
 年間計画  教育研修  ホームページ

  http://www.hkna.or.jp/
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TOPICS

6
平成29年度北海道看護研究学会のご案内

会場 内容 入場における注意事項

ニトリ文化ホール 受付・第1会場（口演・ランチョンセミナー・基調講演）
北海道主催「北海道社会貢献賞表彰式」

・�ニトリ文化ホールで受付を済ませてから、ホテルさっぽろ芸文館
にご入場ください。
・�ニトリ文化ホールとホテルさっぽろ芸文館を結ぶ建物内の連絡通
路はありませんので、一度外にでてから、ご入場ください。ホテルさっぽろ芸文館 3階 第2会場（口演・ランチョンセミナー）・第3会場（示説）・

第4会場（示説）・第5会場（ランチョンセミナー）・企業展示

3参加申込み　�「事前参加申込み」と「当日参加申込み」があります。当日参加申込みは、受付窓口での混雑が予想され、また、
手続きのために時間を要しますので、原則、事前参加申込みをお願いたします。

　≪事前参加申込み≫
　�4月上旬に各施設の看護管理者宛てに送付する「平成29年度北海道
看護協会通常総会並びに研究学会事前参加申込書」にて、指定期
日までに申込みと参加費の振込みをお願いします。参加費の振込確
認後に参加証を送付いたします。

事前参加申し込み・送金締切　平成29年5月25日(木)
注）期日を過ぎた場合は、全て当日参加扱いになります。

　≪当日参加申込み≫
　ニトリ文化ホールロビーの「当日受付」で参加申込みの手続きと当日参加費をお支払いください。
　会員の方は会員証、もしくは北海道看護協会会員番号の控えをご持参ください。

4受 付 方 法　ニトリ文化ホールロビーにて8時30分から受付開始します。
　≪事前参加申込者≫
　「事前申込者受付」で学会参加証を係員にお渡しください。（学会参加証は切り取らずにご持参ください）
　引き換えに参加証半券と学会集録をお受け取りください。参加証半券を首にかけて会場にご入場ください。
　≪当日参加申込者≫
　「当日受付」で、当日参加受付手続きのあと参加証半券と集録をお渡しします。参加証半券を首にかけて会場にご入場ください。

5学会会場でのお願い
　・会場内における写真撮影や録音は禁止しています。
　・託児室は設けておりませんので、ご了承ください。
　・学童及び未就学児の会場への入場はできません。
　・�参加証をお持ちでない方の入場はできません。必ず、事前もしくは当日に参加の申込みをしてください。演題発表者のご家族
等は、当日参加申込みをお願いします。

6ランチョンセミナー　内容の詳細は北海道看護協会ホームページでお知らせしています。
　≪時間≫12時10分～13時10分
　≪会場≫第1会場（ニトリ文化ホール）、第2会場（ホテルさっぽろ芸文館3階�瑞雪の間）、第5会場（ホテルさっぽろ芸文館3階�清流の間）

7企業展示
　≪会場≫ホテルさっぽろ芸文館3階�玉葉の間・ロビー
　各分野の企業が出展しますので、是非お立ち寄りください。

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
※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)

整理券（弁当引換券）の配布
学会参加証を提示のうえ、整理券をお受け取りください。

先着順で配布し、なくなり次第終了いたします。（配布数：各会場180 ～300枚程度）
≪配布開始時間≫�8時30分　　≪配布場所≫ニトリ文化ホール2階ロビー

※�各会場は、ランチョンセミナー整理券配布数よりも収容人数が多いので、座席の許す限りセミナーの聴講が可能です。整
理券をお持ちでない方も、是非、ご持参の昼食をとりながらセミナーにご参加ください。

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－

1開　催　日　平成29年6月18日（日）

2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

会場図
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基 講調 演 13：50 ～15：20

「地域の人々に寄り添うためのケアの創造と統合 ～平成 29 年介護保険法改正をふまえて～」
講　師 　日本ケアマネジメント学会　副理事長　服　部　万里子
座　長 　学会委員長　札幌医科大学附属病院　　梅　田　聖　子

発 プ ラ表 グロ ム

●口演　第 1 群　看護管理 ･ 慢性期看護　4 題 ―――――――――――――――――  9：30 ～10：25
座長　北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院　　杉　山　ひかる

1
退院支援におけるプライマリー看護師の役割における問題点と今後の課題
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 渡　邉　真璃華

2
下肢の手術を受けた患者の生活過程を整える退院支援･指導
医療法人社団悠仁会　羊ケ丘病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 大　場　由　佳

3
脳外科手術においてボディ･イメージの変容を受けた患者の思いと社会生活の現状
－頭蓋形成術を受けた患者のインタビューから－
社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 北　崎　春　香

4
骨延長を受けた学童期の患者がリハビリテーションを継続することを困難にする要因
リハビリテーションの遅延により退院が延期となったB氏との関わりからの考察
国立大学法人　旭川医科大学病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 片　川　俊太朗

●口演　第 2 群　慢性期看護 ･ 在宅看護　3 題 ―――――――――――――――――  10：25 ～11：10
座長　　国立大学法人　旭川医科大学　　藤　井　智　子

5
末期心不全･腎不全患者の緩和ケア　
患者や家族の意思を尊重し､ QOLを維持した関わり
医療法人　王子総合病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 澤　田　萌　理

6
A 訪問看護ステーションと介護支援専門員との連携の現状と課題
旭川赤十字訪問看護ステーション�――――――――――――――――――――――――――――――――――― 梁　田　亜矢子

7
身寄りのない重度認知症高齢者の終末期を支えた多職種連携�
－連携における訪問看護師の役割を考える－
社会福祉法人札幌東勤労者医療福祉協会　勤医協札幌ひがし訪問看護ステーション� ―――――――――――― 小　林　昌　子

●口演　第 3 群　慢性期看護　3 題 ――――――――――――――――――――――  11：10 ～11：55
座長　社会医療法人北斗　北斗病院　　淺　津　眞由美

8
外来におけるテリパラチド自己注射患者の実態�
～コンプライアンスの現状と抱える思い～
医療法人元生会　森山病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 渋　谷　佑　香

9
血液透析における穿刺時疼痛に対するリドカイン･プロピトカイン配合クリームの有効性
社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院�――――――――――――――――――――――――――――― 高　見　瑞　枝

10
白色ワセリンの垢の除去効果の検討
社会福祉法人北海道社会事業協会　函館病院�――――――――――――――――――――――――――――― 新　山　琴　絵

第１会場 ニトリ文化ホール  ����������������������

●口演　第 4 群　急性期看護　3 題 ――――――――――――――――――――――  9：40 ～10：25
座長　学校法人東日本学園　北海道医療大学　　唐　津　ふ　さ

11
急性期一般病棟の緩和ケア病床でケアを提供する看護師の困難感
札幌市病院局　市立札幌病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 加　藤　加　菜

12
脳神経外科急性期における深部静脈血栓症のリスク因子の検討
特定医療法人　柏葉脳神経外科病院�――――――――――――――――――――――――――――――――― 更　谷　和　樹

13
A 病院の心臓血管外科病棟に勤務する看護師が捉えるせん妄発症要因
市立函館病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 佐　藤　真輝子

第 2 会場 瑞雪の間  �������������������������
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●示説　第 7 群　急性期看護 ･ 看護管理 1　5 題 ――――――――――――――――  9：40 ～10：25

20
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術を受けた患者の意思決定と看護支援
国立大学法人　旭川医科大学病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 奥　山　奈　々

21
A 病院集中治療室における面会時間に対する家族のニード�
－面会者に行ったアンケート調査から－
苫小牧市立病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 菅　原　美　香

22
肩関節外転装具を装着したままでの肌着着用の工夫�
～サットつけれーるを作成して～
医療法人三和会　札幌南整形外科病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 武　田　可奈子

23
緊急冠動脈バイパス手術の患者受け入れ準備の優先順位�
～シミュレーション結果の分析から～
医療法人サンプラザ　新札幌循環器病院� ――――――――――――――――――――――――――――――― 本　庄　育　実

24
離床センサー使用患者に対する看護師の意識の変化　
ケアを見直す取り組みをして
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 山　川　巳　穂

●示説　第 8 群　看護管理 2　5 題 ―――――――――――――――――――――― 10：25 ～11：10

25
クリニカルラダーⅢを取得した看護師の役割発揮の現状と今後の課題
JA 北海道厚生連　旭川厚生病院�――――――――――――――――――――――――――――――――――― 藤　森　好　美

26
A 病院急性期病棟看護師の､ 経験年数､ リーダー経験の有無による ｢せん妄｣ に対する認識の差とケアの実態
独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院�―――――――――――――――――――――――― 要　覚　信　吾

27
急変時対応における看護師の不安に対する実態調査とシミュレーションの有効性
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 小田原　紫　音

28
身体拘束による苦痛の疑似体験による意識の変化
社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院�――――――――――――――――――――――――――――― 浦　　　幸　子

29
手指衛生遵守率向上に向けた取り組みが手指衛生行動に及ぼす影響
～病棟スタッフの手指衛生に対するアンケート調査から～
医療法人三和会　札幌南整形外科病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 近　藤　美姫子

●示説　第 9 群　看護教育 ･ 精神看護 ･ 在宅看護 1　4 題 ―――――――――――― 11：10 ～11：50

30
社会人基礎力の傾向と研修への活用の検討
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 丹　内　絵　理

第 3 会場 蓬莱の間  �������������������������

●口演　第 5 群　急性期看護　3 題 ―――――――――――――――――――――― 10：25 ～11：10
座長　伊達赤十字病院　　山　内　智　子

14
せん妄に対する ICU 看護師の認識の変化�
～教育的介入と ICDSCの活用を通して～
JA 北海道厚生連　旭川厚生病院�――――――――――――――――――――――――――――――――――― 仲　野　瑞　穂

15
手術室への車椅子入室導入の検討
－患者､ 看護師におこなったアンケート調査から－
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――― 山　岸　加　奈

16
術前診察室で術前オリエンテーションを受ける患者のニーズ
国立大学法人　旭川医科大学病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 片　岡　聖　佳

●口演　第 6 群　ヘルスプロモーション ･ 精神看護　3 題 ――――――――――――― 11：10 ～11：55
座長　学校法人天使学園　天使大学　　澤　田　優　美

17
高齢初産婦が抱く産後1か月までの育児不安の特徴
札幌市病院局　市立札幌病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 鈴　木　七　奈

18
セルフマッサージによる不眠改善効果　
患者の主体的取組を目指して
特定医療法人　富田病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 木　村　智　恵

19
医療者が隔離室入室時に不安･恐怖を感じる要因と対処行動
医療法人社団静和会　石井病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 村　上　美智代
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●示説　第 10 群　慢性期看護 1　5 題 ―――――――――――――――――――――  9：40 ～10：25

34
外来糖尿病患者に足のセルフケアチェックシートを導入することによる効果
江別市立病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 手　塚　真　子

35
仙骨部 D3 褥瘡ならびに褥瘡内段差を併せ持つ寝たきり高齢者の臀部皮膚のたるみに
治癒促進を目的に創固定を取り入れた事例報告
社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院�――――――――――――――――――――――――――――― 渡　邊　千亜紀

36
慢性維持血液透析患者の痒みに対する保湿剤塗布によるアプローチ
市立芦別病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 三　好　清　勝

37
ガンマナイフ治療を受ける患者が抱く不安やイメージ
社会医療法人医仁会　中村記念病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――― 和　知　香　里

38
気管切開によりコミュニケーションが困難となった患者への看護介入
－思いを表出できるためにスピーチカニューレを導入して－
社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院�――――――――――――――――――――――――――――― 対　馬　由紀子

●示説　第 11 群　慢性期看護 2･ 在宅看護 2　5 題 ――――――――――――――― 10：25 ～11：10

39
NICUにおける在宅人工呼吸器を装着した児の退院支援�
－看護師が体験した母親との協働について振り返る－
市立釧路総合病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 鈴　木　直　美

40
退院後自宅で生活する心不全患者の思い�
～日常生活で感じている不安や負担及び希望や期待について～
社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院� ―――――――――――――――――――――――――――――― 田　中　真　紀

41
自宅退院を困難にする家族の不安要因　
家族へのアンケート調査を通して
岩見沢市立総合病院� ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 佐　藤　朋　子

42
退院支援における受け持ち看護師の意識の変化�
～退院支援アセスメントシートの使用を試みて～
社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院�――――――――――――――――――――――――――――― 葛　西　敦　子

43
在宅でのポリエチレングリコール＋アスコルビン酸電解質製剤服用に対する前処置の検討
－内視鏡検査を受ける患者と外来看護師の実態調査から－
市立室蘭総合病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 山　田　祐　樹

●示説　第 12 群　慢性期看護 3　5 題 ――――――――――――――――――――― 11：10 ～11：55

44
長時間ビデオ脳波モニタリング検査で制限された患者のニード
社会医療法人医仁会　中村記念病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――― 武　田　道　代

45
認知症のある大腿骨骨折患者の疼痛への対処�
～日本語版アビー痛みのスケールを用いた痛みの評価～
小樽市立病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 五十嵐　里江子

46
暴言･暴力や拒否のある認知症患者の現状と対応
医療法人社団静和会　石井病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 天　羽　久美子

47
認知機能の低下した高齢者の入院生活パターンの明確化
社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院� ―――――――――――――――――――――――――――――― 虻　川　絵理子

48
急性期治療後の認知機能の向上を目指す看護�
～排尿誘導の工夫による影響～
医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――― 齊　藤　恵　莉

第 4 会場 黎明の間  �������������������������

31
｢看護を語る研修｣ を体験した看護師の感じたこと�
～記述式アンケートの質的分析結果から～
医療法人健康会　くにもと病院� ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 宇　野　真喜子

32
神経内科病棟における患者への先回り看護を実践して
公益社団法人函館市医師会　函館市医師会病院�―――――――――――――――――――――――――――― 尾　関　美都利

33
通所リハビリテーションでの服薬内容把握不足の原因�
－利用者の健康管理に役立てるために－
社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院�――――――――――――――――――――――――――――― 黒　坂　生　美
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ナースセンターだより第55号

復職に向けて､ 演習を取り入れた実践的な講習会
日　時 講義内容

��5月10日（水）
10～ 12時

安全な看護技術（採血・点滴法）（演習を含む）
11月��8日（水） 褥瘡ケアの実際（演習を含む）

場　　所：北海道看護協会
受講対象：未就業の看護職、未就業期間があり復職後1年未満の看護職
応　　募：北海道ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX
応募締切：各講習会14日前
受 講 料：無料（5月10日演習物品費�1,000円）
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）

届出制度実績（平成27年10月1日～平成29年3月31日）

復職を目指している方を対象に看護の現場や復職への取り組みなどを学ぶ研修会
日　　時：第1回　��7月19日（水）･20日（木）
　　　　　第2回　10月17日（火）･18日（水）　��9：30～ 15：30�※第1回・第2回重複受講は不可

　　　　　第3回　12月��5日（火）･��6日（水）　10：00～ 15：00
場　　所：北海道看護協会
受講対象： ・未就業で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 

・原則全日程受講可能な者
応　　募：北海道ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし､ 郵送またはFAX
応募締切：各講習会14日前
受 講 料：無料
受講許可：定員（40名）を超える申込みがあった場合は抽選。
そ の 他：駐車場（無料､ 事前申込）、託児保育（無料、事前申込、定員8名、申込多数の場合は抽選）

｝

看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

復職に向けて､ 講義･演習･施設実習を組み合わせた講習会
期　　間：9月7日（木）～ 8日（金）､ 9月12日（火）～ 14日（木）4.5日間
時　　間：9：30～ 16：00（最終日12：00終了）
場　　所：北海道看護協会（8日はカレスサッポロシミュレーションセンター）
受講対象：未就業の看護職､ 未就業期間があり復職後1年未満の看護職
応　　募：北海道ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし､ 郵送またはFAX
応募締切：8月7日（月）
受 講 料：無料（演習物品費�1,500円）
そ の 他：駐車場･託児保育（無料､ 事前申込）

看護職就業促進講習会

就業支援講習会

平成29年度ナースセンター事業のお知らせ（第1弾）

１　届出方法� （人）

本人 代理 施設からの代行 合計
1,044 783 1,354 3,181

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
806 827 785 422 217 124 3,181

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
110 2,258 263 158 133 139 120 3,181

４　再就業状況� （人）

保健師 助産師 看護師 准看護師 合計
4 6 431 73 514
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地域応援ナースが活躍しています !!

平成27年8月から看護職の地域偏在解消を目的に､ 地域応援看護師確保対策事業 ｢地域応援ナース｣【北海道委託事
業】の取り組みが始まりました｡ 10名の方が地域応援ナースとして登録をしています｡（平成29年3月末日現在）

平成28年度は､ 北海道内4施設に6名の地域応援ナースが1ヶ月～ 6ヶ月の期間就業しました｡ 2月に終了した1名、
5月に終了予定の1名にインタビューを行ったので紹介します｡

 利尻島国保中央病院
 地域応援ナース　鬼頭 加奈 さん

【就業期間】
平成28年8月22日～平成29年2月28日（6ヶ月間）

【地域応援ナースの登録・参加理由】
　岐阜県出身の鬼頭さんは、平成29年4月から名古屋市内で正職員として
就業が決定し、4月までの期間、就業について検討していたところ、地域
応援ナースの取り組みを知り、愛知県ナースセンターの紹介で応募しまし
た。

【応援の実際】
　応援施設を選択した理由は、「あこがれ・行ってみたかった」ことや
「住環境が整備されていた」ことが決め手となっています。休日は、趣味
の登山・温泉等で有意義に過ごされ、地元から遠く離れた島生活も充実
していたようです。応援時期については、利尻島の過ごしやすい時期は
夏なので、もう少し早い時期から始めたかったと言われていました。応
援期間については、人間関係や業務に慣れた頃に終業となったので、1年
間就業してもよかったと感想を述べられていました。自身の変化につい
ては、「地域医療・看護に携わり、自己研鑽につながった」と実感してい
ました。

▶看護管理者から 看護部長　田熊 裕美
　冬期間の応援や早い段階で夜勤も行っていただき、現場は大変助かり
ました。できる限り、長く就業してほしいと思いました。地域応援ナー
スは、今後も人材不足解消に必要なので、希望者がいましたら受入をし
ていきたいです。

吉田副看護部長　鬼頭さん　田熊看護部長

 天塩町立国民健康保険病院
 地域応援ナース　河合 比呂味 さん

【就業期間】
平成28年10月26日～平成29年5月7日（6ヶ月間）

【地域応援ナースの登録・参加理由】
　祖母の看病等で休職し､ 看病中に在宅医の総合診療の力を感じ､ 地域医
療に興味をもちました｡ そのような中 ｢地域応援ナース｣ の取り組みを知
り､ 応募しました｡

【応援の実際】
　これまで経験してきた分野（小児）と異なる成人看護は､ 毎日勉強をし
て必死でしたが､ 楽しく勤務することができましたと言われていました｡
当初､ 3ヶ月間の就業予定でしたが､ 患者さんと慣れてきた時期だったの
で､ 期間を延長し､ 医師･看護師等の関係者から ｢大変助かっている｣ とお
言葉をいただきました｡ 休日は､ 自家用車で稚内に行ったり､ 札幌に帰省
し､ 気分転換をされたようです｡
　｢今後も必要としてくださるならまた働きたい｣ という思いを述べられて
いました｡

▶病院長から 病院長　林 修也
　地域医療が勉強したい､ 在宅医療に興味がある天塩型医療､ 意欲のあ
る看護職の就業･活躍を期待しています｡

▶看護管理者から 看護師長　佐々木 千代子
　冬期間はスタッフ確保が非常に困難だったので､ 本当に助かりまし
た｡ 当初の3ヶ月から期間を延長していただき､ 長い期間助けていただ
きました｡ 道北での人員確保はどこも大変な思いをしています｡ このよ
うな事業ができたことに本当に感謝しています｡
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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

看　護　職 求　人　施　設 

看護職の相談員が相談対応しています。お気軽にご相談ください。無料です。　※個人情報保護法に則り、業務を遂行しています。

◦お仕事を探している方・お休みしている方
◦看護学生　　◦仕事をしているが、不安や悩みをお持ちの方等

◦看護職を募集している施設
◦募集条件等の相談



道民の健康情報　　
ストレッチで全身のむくみと疲労をリセットして､ 凝り固

まった筋肉をほぐして心身リラックスさせましょう｡ 筋肉の柔
軟性を高めることは基礎代謝をアップさせる効果があるそうで
す｡ 今回のお勧めは､ 夜寝る前に ｢副交感神経｣ に働きかけて
全身をリラックスさせるストレッチです｡ 質の高い睡眠を長時
間とダイエット効果もあるそうですし､ 美肌も寝ている間に作
られると言われます｡ 寝る前に是非､ 実行しましょう｡

◦脇腹から腰､ お尻の筋肉を伸ばして体型の崩れにストップ
1　�仰向けになり､ 両腕を大きく開いて右ひざを胸元に軽く引
きつける｡

2　�左手を右膝小僧の外側に添え､ 息を吐きながら右膝を左方
向に倒します｡ 目線は右腕の先に向ける｡ 右脇腹に伸びを
感じながら約10秒間キープする｡

3　�仰向けの姿勢に戻り､ 左膝を立てて反対側も同様の要領で
行う｡

リンパ節がある股関節と脇の下を同時に伸ばし､ 老廃物を流す
1　�仰向けになり両膝を立てます｡ 右腕は右横､ 左腕は真上に
伸ばす｡

2　�膝を開いて両足の裏を合わせます｡ 股関節まわりが伸びて
いることを意識する｡

3　�息を吐きながらお尻と背骨を持ち上げます｡ お尻から肩が
一直線になるところでストップし､ 呼吸しながら約10秒
キープする｡ ※この時､ 腰が反らないように気を付けて｡

4　�仰向け姿勢に戻し､ 右腕を真上､ 左腕を左横に伸ばして同
様に行う｡

寝る前のストレッチは､ 快眠を誘うものなので心身を起こし
てはいけません｡ 呼吸を止めず ｢無理なく行う｣ 範囲でチャレ
ンジしてはいかがですか？

22支部において､ 次の日程で開催いたします｡
各支部に会長はじめ役員が足を運び最新の看護情報の提供とともに､ 北海道看護協会の役割と課題を支部の皆様と共有したいと
考えております｡ 多数の参加をお待ちしています｡
※参加申し込みは各支部単位で行います｡ 詳細については各支部にお問い合わせください｡

平成29年度　会員懇談会･看護管理者懇談会のお知らせ

支　部 会 管 開催日 会　場
苫小牧 ○

7月1日（土）
ホテルグランドニュー王子（苫小牧市）

根　室 ○ 根室総合文化会館
上川北 ○

7月8日（土）
紅花会館（名寄市）

釧　路 ○ 釧路労災病院
留　萌 ○

7月22日（土）
苫前温泉ふわっと

稚　内 ○ 市立稚内病院　看護研修室
上川南 ○ 8月5日（土） 旭川トーヨーホテル
日　高 ○

8月19日（土）
新ひだか町静内公民館

十　勝 ○ 帯広道新ホール
札幌第1～ 4（担当：札幌第2） ○

8月26日（土）
東京ドームホテル札幌

南空知 ○ 北海道グリーンランドホテルサンプラザ（岩見沢市）
北　網 ○ 未定（北見市）
道南南･北（担当：道南南） ○

9月2日（土）
未定（函館市）

北空知 ○ ホテルスエヒロ（滝川市）
小樽･後志（担当：小樽） ○ 9月9日（土） 小樽市立病院
小樽･後志（担当：後志） ○ 9月23日（土） 余市商工会議所
札幌第1～ 4（担当：札幌第3） ○ 9月30日（土） 札幌全日空ホテル
室　蘭 ○

10月21日（土）
製鉄記念室蘭病院

遠　紋 ○ 紋別セントラルホテル

◦会員懇談会：9支部　◦看護管理者懇談会：10支部
※道南南･道南北支部は合同で看護管理者懇談会を開催｡
※小樽･後志支部､ 札幌第1～ 4支部は合同で会員･看護管理者懇談会を開催｡

ストレッチでリフレッシュしましょう !!春です！
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1月4日 仕事始め
5日 年始挨拶回り（市内）　上田会長ほか

札幌市医師会新年交礼会（市内）　上田会長ほか
6日 年始挨拶回り（市内）　上田会長ほか

北海道医師会新年交礼会（市内）　上田会長ほか
7日 北海道柔道整復師会新年交礼会（市内）　砂山常務理事

札幌薬剤師会新年交礼会（市内）　井本常務理事
10日 打合せ会議　上田会長ほか
11日 第1回北海道保険者協議会企画調査部会（市内）　荒木専務理事

第48回日本看護学会会場打合せ　砂山常務理事ほか
12日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

地域応援看護師確保対策事業施設訪問　事務局
13日 認定看護管理ファーストレベル研修開講式　上田会長ほか

北海道看護連盟第3回支部長会（市内）　上田会長
北海道作業療法士会新年交礼会（市内）　荒木専務理事

14日 北海道看護連盟特別講演会・新春の集い（市内）　上田会長ほか
北海道放射線技師会新年交礼会（市内）　砂山常務理事
北海道歯科医師会新年交礼会（市内）　井本常務理事

16日 保健師助産師看護師実習指導者講習会開校式　上田会長ほか
「看護文献の検索」講義・図書室オリエンテーション　事務局

17日 打合せ会議　上田会長ほか
18日 訪問看護人材育成推進協議会（市内）　砂山常務理事ほか
19日 委員長会議　上田会長ほか

第10回常務理事会　上田会長ほか
21日 訪問看護実践発表会　砂山常務理事ほか

北海道理学療法士会新年交礼会（市内）　荒木専務理事
H28年度�北海道HTLV-1母子感染予防対策研修会　井本常務理事

23日 日本看護協会看護師職能委員会Ⅰヒアリング（福島県）　荒木専務理事
認定看護管理者教育課程サードレベル・第3回運営委員会（市内）　上田会長

24日 「看護職の賃金モデル」推進事業会議（東京都）　井本常務理事ほか
北海道リハビリテーション学会学術委員会（市内）　上田会長

25日 看護職の就業相談会（市内）　事務局
27日 第5回理事会　上田会長ほか

第3回支部長会議　上田会長ほか
企画検討会議　砂山常務理事ほか

30日 日本看護協会都道府県看護協会広報担当役員会議（東京都）　荒木専務理事ほか
2月1日 打合せ会議　上田会長ほか

2日 日本看護協会都道府県看護協会政策責任者会議（東京都）　上田会長ほか
助産師出向支援事業施設視察（遠軽町）　事務局
平成28年度第2回北海道医療・福祉関係職能団体等意見交換会（市内）　井本常務理事ほか
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会第3回正副会長・幹
事合同会議（市内）　砂山常務理事

2日～ 3日 公益法人協会会計セミナー（市内）　事務局
4日 平成28年度看護職のWLB推進FUWS　上田会長ほか
6日 第48回日本看護学会会場打合せ　砂山常務理事ほか

北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会（市内）　上田会長ほか
8日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

医療事故調査制度「トップセミナー」（市内）　荒木専務理事
第2回北海道医療審議会地域医療部会（市内）　上田会長

9日 看護職の就業相談会（千歳市）　事務局
北海道介護保険審査会（市内）　砂山常務理事

10日 北海道「看護の日」および「看護週間」実行委員会会計監査（市内）　事務局
13日 認定看護管理研修運営委員会　砂山常務理事ほか
14日 第11回常務理事会　上田会長ほか
15日 北海道専任教員養成講習会　「図書管理」講義　事務局
16日 日本看護協会理事会（東京都）　上田会長

H28年度�北海道HTLV-1母子感染対策協議会（市内）　井本常務理事
17日 日本看護協会理事会・法人会員会（中央）（東京都）　上田会長

北海道専任教員養成講習会閉講式　砂山常務理事
認定看護管理ファーストレベル研修閉講式　砂山常務理事ほか
北海道医療大学特定行為研修管理委員会（市内）　砂山常務理事
第3回札幌市救急業務検討委員会（市内）　荒木専務理事
北海道小児救急医療体制整備推進協議会（市内）　井本常務理事

18日 平成28年度暴力対策講演会　井本常務理事ほか
20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

第2回地域応援看護師確保対策検討会議（市内）　上田会長ほか
第3回北海道地域医療介護総合確保基金検討協議会（市内）　砂山常務理事
プロトコール専門委員会（市内）　事務局

21日 看護職復職支援研修会開講式　井本常務理事ほか
日鋼記念看護学校　講義（室蘭市）　荒木専務理事
看護学生への概要説明会（市内）　砂山常務理事
看護学生への概要説明会（旭川市）　上田会長
平成28年度第2回北海道健康づくり実行委員会ワーキンググループ会議（市内）　事務局
第48回日本看護学会学術集会準備委員会（市内）　上田会長ほか

22日 看護職の就業相談会（市内）　事務局
道老連「健康をすすめる運動」委員会（市内）　事務局
看護職復職支援研修会閉講式　井本常務理事ほか
看護学生への概要説明会（岩見沢市）　砂山常務理事

23日 看護学生への概要説明会（市内）　荒木専務理事
看護学生への概要説明会（釧路市）　上田会長
看護学生への概要説明会（市内）　砂山常務理事

24日 看護学生への概要説明会（深川市）　井本常務理事
看護学生への概要説明会（釧路市）　上田会長
日本看護協会平成28年度第2回訪問看護連絡協議会（東京都）　砂山常務理事ほか

27日 看護学生への概要説明会（岩見沢市）　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 看護学生への概要説明会（苫小牧市）　荒木専務理事
北海道人材センター第2回運営委員会（市内）　井本常務理事

3月1日 打合せ会議　上田会長ほか
平成28年度北海道医療安全推進協議会（市内）　砂山常務理事

2日 看護師の特定行為研修シンポジウム（東京都）　上田会長ほか
北海道自殺対策連絡会議（市内）　砂山常務理事

3日 日本看護協会全国職能委員長会（東京都）　荒木専務理事ほか
第2回ナースセンター本所・支所打合せ会議　井本常務理事ほか
札幌刑務支所処遇のあり方協議会（市内）　事務局

4日 「まちの保健室」ボランティア交流会　荒木専務理事ほか
第2回小児等在宅医療連携拠点事業協議会（市内）　井本常務理事

6日 看護学生への概要説明会（恵庭市）　上田会長
看護学生への概要説明会（旭川市）　砂山常務理事
看護学生への概要説明会（釧路市）　荒木専務理事
継続教育のあり方検討委員会（市内）　砂山常務理事ほか
第2回北海道高齢者虐待防止推進委員会（市内）　井本常務理事

8日 専任教員養成講習会運営会議（市内）　砂山常務理事ほか
第12回常務理事会　上田会長ほか

9日 看護学生への概要説明会（市内）　井本常務理事
実習演習発表会　上田会長ほか
看護職の就業相談会（市内）　事務局

10日 保健師助産師看護師実習指導者講習会閉講式　上田会長ほか
11日 特定行為研修を終了した看護師の活動等に関する懇談会　上田会長ほか
12日 キャリタス看護フォーラム（市内）　事務局
14日 札幌市医療安全推進協議会（市内）　荒木専務理事

第48回日本看護学会打合せ　砂山常務理事ほか
地域包括ケア等に係る北海道厚生局との意見交換　上田会長ほか

15日 北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会（市内）　砂山常務理事
糖尿病と歯周病に関わる医科歯科連携推進委員会（市内）　荒木専務理事ほか

16日 ナースセンター事業運営委員会（市内）　上田会長ほか
北海道「看護の日」および「看護週間」実行委員会　上田会長ほか
学会委員会（市内）　事務局

17日 第6回理事会　上田会長ほか
第4回支部長会議　上田会長ほか

18日 支部運営会議　上田会長ほか
21日 北海道医療大学第10回認定看護研修センター運営委員会（市内）　上田会長
22日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

第2回北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会看護対策小委員会（市内）　上田会長
23日 打合せ会議　上田会長ほか

医療勤務環境改善マネジメントシステム講習（帯広市）　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

24日 北海道心臓協会�第2回理事会（市内）　上田会長
北海道医療事故調査等支援団体連絡協議会（市内）　荒木専務理事ほか

27日 医療勤務環境改善マネジメントシステム講習（函館市）　事務局
北海道マラソン実行委員会（市内）　事務局
第2回周産期医療検討委員会（市内）　上田会長

28日 札幌市立大学�第3回経営・教育研究合同審議会（市内）　上田会長
29日 北海道総合在宅ケア事業団第3回理事会（市内）　上田会長ほか
30日 第21回北海道医療対策協議会（市内）　上田会長

第1回医療的ケア児支援部会（市内）　井本常務理事
平成28年度第2回医療施設整備等検討委員会（市内）　上田会長

協会の動き
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●平成28年度第5回理事会
₁　日　時　平成29年1月27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21名､ 監事2名
₅　議　事
 1 協議事項
（₁）平成29年度北海道看護協会方針と重点事業（案）
（₂）平成29年度事業計画（案）
（₃）平成29年度支部事業計画･予算（案）
（₄）平成29年度教育研修計画（案）
（₅）平成29年度認定看護管理者教育課程カリキュラム（案）
（₆）平成29年度理事会･支部長会議日程（案）
（₇）平成29年度会員懇談会･看護管理者懇談会（案）
（₈）北海道職員の給与等の改定に伴う諸規程の一部改正（案）
（₉）平成30年度日本看護協会代議員数（案）
（10）平成29年度日本看護協会代議員研修会日程（案）
（11）平成29年度支部運営会議開催（案）
（12）�平成29年度高齢者および認知症支援のための看護職

連携等推進事業（案）
（13）支部活動に関する調査結果と今後の対応について
 2 報告事項
（₁）平成28年度事業報告（10月～ 11月）
（₂）平成28年度会員懇談会･看護管理者懇談会開催報告
（₃）看護基準から学ぶ看護管理研修会の開催
（₄）日本看護協会理事会報告

●平成28年度第6回理事会
₁　日　時　平成29年3月17日（金）
　　　　　　9時30分から12時00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21名､ 監事1名
₅　議　事
 1 協議事項
（₁）平成29年度北海道看護協会収支予算（案）
（₂）北海道看護協会定款の一部改正（案）
（₃）北海道看護協会定款細則の一部改正（案）
（₄）平成29年度北海道看護協会通常総会（案）
　　　①平成29年度北海道看護協会通常総会プログラム
　　　②平成29年度通常総会議長団及び議事録署名人
（₅）平成29年度北海道看護協会研究学会プログラム（案）
（₆）医療事故調査支援委員会の設置（案）
（₇）平成29年度北海道看護協会委員会委員の委嘱（案）
（₈）重要な職員の任免（案）
（₉）平成29年度北海道看護協会支部長の選任の報告
（10）支部役員の任期の見直し
（11）地区理事･准看護師理事提案事項
 2 報告事項
（₁）平成28年度事業報告（12月～ 1月）
（₂）平成29年度北海道看護協会支部大会開催状況
（₃）平成28年度職能委員会報告
（₄）平成28年度常任･特別委員会報告
（₅）2017年北海道における看護職員需給状況調査
（₆）�認定看護管理者教育課程セカンドレベル教育課程修了

状況
（₇）日本看護協会理事会報告
（₈）全国職能委員長会報告

理事会報告

日本看護協会名誉会員 故 齋藤和子様より寄付
ありがとうございました｡

　日本看護協会名誉会員で先日お亡くなりになりました齋藤和子様のご遺志により､

平成29 年2月14日㈫､ 姪御様を通じて本協会に寄付がございました｡
　ご厚意に感謝し､ 今後の協会運営に活用いたします｡
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毎号掲載している「道民の健康情報」は、お役に立てましたでしょうか？身体を動
かすことや食べ物について等、ジャンルを変えて知って得をする内容を紹介しまし
た。今年度も健康増進に役立つ心も体もリフレッシュできる情報を掲載していきた
いと思っております。
さて、私ごとになりますが、実は今までサーカスを観覧したことがありません。6
月から道内で始まる大サーカスでは空中ブランコやホワイトライオンが見られるこ
とを聞き、今からドキドキ、ワクワクと心待ちしております。� （N　記）
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