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平成29年6月17日さっぽろ芸術文化の館ニトリ文化
ホールにおいて、北海道看護協会通常総会が開催され
ました。全道の各支部から選出された代議員197名と
役員・一般会員を含め808名の参加がありました。
上田会長は、挨拶の中昨年度は、2025年に向けて
地域医療構想の策定や地域包括ケアシステムの構築に
あたり、地域の課題、強みは何か、看護職は何ができ
るのか、研修会や懇談会等を通して考える機会を持ち
ました。平成29年度は、これまでの取り組みを更に一
歩進める予定ですと述べ、主な事業として、あらゆる
世代を対象とするケアシステムの充実に向けて活動し
ます。次に看護師等の届出制度の周知によるナースセ
ンターへの更なる登録促進と再就職支援を強化すると
共に ｢地域応援ナース事業｣ ｢助産師出向支援事業｣ を
推進します。また、職場の勤務環境改善に向けて取り
組みます。看護職の役割拡大としては、特定行為研修
を修了した看護師が、道内の在宅医療等を支える役割
を担えるように、医療施設や訪問看護での活動を推進
するとともに、アドバンス助産師の周産期医療におけ
る活躍を期待しています。また、将来を担う人材の育
成に取り組んでいきます。これからも、地域の視点に
立ち、会員一人ひとりの声を大切に事業の充実に努め、
会員の皆様とともに道民の健康と福祉の向上に寄与し

ていきたいと述べました。あ
わせて、関係各位からご祝辞
を頂きました。
引き続き議決事項は、28年
度事業、決算、監査報告が承認され、北海道看護協会
定款の改正も承認されました。また、30年度日本看護
協会代議員及び予備代議員が選出され88名が決定し、
29年度北海道看護協会改選役員・委員の選挙では、理
事11名、監事1名、推薦委員9名が信任されました。
29年度重点事業、事業計画、予算について説明があり
承認されました。
以上審議の内容について簡単に説明しました。その
他として次年度通常総会開催地（札幌市）、開催日時
（平成30年6月23日）が決定しました。
今後、社会に貢献する看護職として社会の期待に応
えられるように努力をしてまいりたいと存じますので、
会員の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上
げます。

TOPICS

1 副会長　竹内 明子

北海道看護協会
通常総会を終えて

平成29年度 北海道看護協会方針と重点事業

方針1. 全世代型地域包括ケアシステム構築の推進
重点事業
1）�高齢者や妊産婦・乳幼児など全世代を対象とした地域包括ケ
アシステム構築・充実に向け、職能集会や交流会、研修会等
を通して、意見交換を行い看護職の役割発揮の方向性につい
て共有する

2）�二次医療圏を単位とする看護職等連携事業や交流会、シンポ
ジウム等に取り組み、医療機関と「生活の場」で活動する看
護職間の連携や地域住民への地域包括ケアに関する知識の普
及を図るなど、地域包括ケアシステムの構築を推進する

方針2. 看護職が働き続けられる環境づくりの推進
重点事業
1）�ナースセンターへの看護師等の届出制度の更なる周知・登録
促進とともに、就業に向けた支援を強化する

2）�地域応援ナース支援システムの更なる推進を図る
3）�助産師出向支援システムの構築を図り推進する

4）�「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」を活用した勤務環
境改善の取り組みができるように支援する

5）�ワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ（最終年）に
取り組むとともに、医療勤務環境改善支援センターの活用を
推進する

6）�職場の暴力防止対策を推進する

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
重点事業
1）�クリニカルラダーを活用した看護職のキャリア開発、質向上
を支援するとともに、専門性を高める研修の一部を地方開催
するなど、受講機会の拡大を図る

2）�特定行為に係る看護師の研修の修了者及び看護管理者との情
報交換を行い、特定行為研修修了者の活用を推進する

3）�児童・生徒に、“看護の仕事を知り関心を持つ機会”を提供し、
将来を担う人材の確保を図る

4）�日本看護学会－看護管理－学術集会を日本看護協会と共催する

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もとに、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る。平成28年度、北海道看護協会は地域医療構想構築に向けた会議に参画して
きた。平成29年度以降は地域医療構想の実現に向けて、地域の実情に即した看護の役割を発揮し、関係する職種や道民ととも
に地域完結型の医療・介護をめざす。

北海道看護協会の基本理念のもと、保健師・助産師・看護師・准看護師が相互に尊重し、病院にとどまらず施設や在宅などあ
らゆる領域で多職種と連携し「看護」を実践する。
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●事業計画は、定款第４条の事業に沿って掲載

　１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

　２　看護職確保定着推進に関する事業

　３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

　４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

平成29年度事業計画

1教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事　業　区　分 事　業　内　容

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
<教育委員会>
・研修計画の企画・実施　62種類92回
　　看護共通　14種類29回
　　　新：質的研究の基礎知識を学ぶ、現場に活かせるリスクマネジメント基礎編、アドバンス編
　　がん看護　3種類3回
　　　新：がん放射線看護の最新知識、基礎から学ぼうがん看護
　　成人看護　1種類1回
　　老年看護　1種類4回
　　精神看護　1種類1回
　　地域看護　3種類5回
　　　新：生活の場に戻る患者さんの退院支援を学ぶ
　　小児看護　　��2種類��2回
　　母性看護　　��1種類��1回
　　看護管理　　15種類25回
　　指導者研修　��5種類��5回
　　　新：看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）を活用した施設内教育
　　養成研修　　8種類9回
　　インターネット配信研修【オンデマンド】3種類4回
　　看護補助者　1種類1回
　　札幌市委託事業　3種類3回
　　札幌発信通信研修（函館・旭川・釧路）
　　新：地域開催研修（1地域）
・日本看護協会との連携
　　都道府県看護協会教育担当者会議への出席
　　都道府県看護協会における継続教育のプログラム開発（オンデマンド研修）への参加
　　キャリナースにおける研修受講履歴への対応に関する検討
・関係団体との連携及び協力
　　北海道（北海道専任教員養成講習会等）
　　日本看護協会出版会（全国看護セミナー）
　　北海道看護教育施設協議会
　　日本訪問看護財団
　　札幌市
　　その他
　　　講師派遣及び情報提供
　　　他機関教育事業の情報提供・活用
　
②資格（認定）教育
<認定看護管理者教育運営委員会>
・認定看護管理者ファーストレベル教育課程　1種類2回
・認定看護管理者セカンドレベル教育課程　　1種類2回

③北海道委託研修
・訪問看護師養成講習会　　�14種類14回
・保健師助産師看護師実習指導者講習会　2種類2回（新：公開講座）
・新人看護職員研修　研修責任者研修　　3種類4回
・新人助産師合同研修　　　　1種類  1回
・北海道専任教員養成講習会　1種類  1回（予定）
・認知症対応力向上研修　　　1種類  2回
・看護管理研修　27種類29回
　
④地域における研修
・支部担当研修　22種類（北海道委託事業（再掲））
・支部企画研修　未定
・小規模病院等施設間交流研修事業
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事　業　区　分 事　業　内　容

⑵医療の安全に関する事業
　

①医療安全活動の推進
・支部における医療安全活動の推進
　　医療安全管理者フォーラムの開催
　　（希望2支部、他支部にも公開とする。）
・「医療安全推進のための標準テキスト」の啓発
・医療事故調査制度の周知　

<医療事故調査支援委員会>
・外部委員（専門家）派遣のためのシステム整備
・医療事故調査への協力
　
②医療事故の把握と相談対応　
　
③日本看護協会等との連携
・医療安全推進会議への出席
・北海道医療安全推進協議会への出席

⑶ 看護研究学会に関する事業 ①北海道看護研究学会の開催　
<学会委員会>
・企画、運営、評価　　　
・発表演題の募集
・応募演題の査読、選考
・発表論文の指導
・集録の発行
・論文指導の評価
・ランチョンセミナーの開催
・企業展示
　
②日本看護学会学術集会への協力
〈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〉
・日本看護学会学術集会の運営準備及び当日運営

〈抄録選考委員会〉
・抄録選考の実施

⑷ 保健師・助産師・看護師職
能の専門性を発揮するため
の活動

①調査研究資料、情報収集、調査報告等を活かした看護の質の向上及び地域ネットワークの強化
<保健師職能委員会>
　日本看護協会「都道府県看護協会保健師職能委員会活動状況調査」の結果による課題の明確化
・支部との連携強化（3～ 4支部）講師派遣・情報交換
　　実践力アップ事例検討会の普及
　　「保健師活動指針」の普及啓発
　　保健師の専門性について
　　統括保健師の配置・役割について
・日本看護協会「保健師のキャリア形成推進事業」への協力
・保健師の専門性に特化した研修事業への協力

<助産師職能委員会>
・支部との連携強化（希望支部）
　　�「助産師実践能力習熟段階（クリニカルラダー）CLoCMiPレベルⅢ認証制度」の普及啓発、アドバンス助産師

の活動および更新の推進
・「助産師出向支援システム」に関する情報交換
・NICU/GCUから退院する児とその家族への在宅支援の道内の実態把握
・ウィメンズヘルスケア能力の周知
・「健やか親子21」における課題の検討
・助産師の専門性に特化した研修事業への協力

<看護師職能委員会Ⅰ>
・病院領域に関する日本看護協会事業（課題発見・意見集約）への協力
・中堅看護師キャリア支援に関する交流会

<看護師職能委員会Ⅱ>
・在宅・介護保険施設等で働く看護職の交流会
・「平成28年度介護保険施設における看護職の実態調査」結果から課題の明確化
・介護・福祉関係施設・在宅等領域に関する日本看護協会事業への協力（課題発見・意見集約）
・在宅・介護保険施設等で働く看護職の課題検討
・「高齢者ケア施設の看護管理者交流会」
　
②保健師・助産師・看護師各職能集会の開催<各職能委員会>

③全国職能別交流集会(日本看護協会)への参加
　
④准看護師の進学支援、研修等の充実
・准看護師懇談会の実施<看護師職能委員会Ⅰ>
・准看護師からの相談対応
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事　業　区　分 事　業　内　容

⑤特定行為研修を修了した看護師の活動支援
・制度の理解促進
・特定行為研修を修了した看護師の活動等に関する懇談会
　
⑥「看護者の倫理綱領」の普及・啓発

⑸ 図書室の運営に関する事業 ①図書室の管理・運営・整備
・看護に関する文献複写、情報提供
　　文献複写サービス
　　図書、DVD等の貸出し
・利用者に対する文献活用の指導支援
・図書資料の収集、整備
・蔵書管理検索システムの維持管理
・利用者の利便性に考慮した運営
　
②関係図書館・団体との連携協力とネットワーク活動
・日本看護協会図書館、道内看護大学等

2看護職確保定着推進に関する事業

事　業　区　分 事　業　内　容

⑴情報提供・相談事業
　

①看護学生・教育機関への情報提供
　
②医療・介護施設への情報提供
　
③ ｢看護の心｣ 普及啓発
・｢看護の日｣ 行事の実施
　　北海道 ｢看護の日｣ 及び「看護週間」実行委員会において企画
・ふれあい看護体験の開催
　　各支部において開催
　
④看護職志望者への進路相談
・ふれあい看護体験発表会の開催
・小学校・中学校・高校への情報提供

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進
・看護職のワーク・ライフ・バランスの推進
　　「看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ」の実施
　　継続3施設（3年目3施設）

<働き続けられる職場づくり推進委員会>　
・働き続けられる職場づくりに関連した講演会等の開催
　　各支部働き続けられる職場づくり推進委員1名参加及び公開
・日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務のガイドライン」の啓発

②関係機関との連携
・日本看護協会
　　看護労働担当者会議への出席
・北海道労働局
　　北海道医療勤務環境改善支援センター運営協議会への参画
　
③看護職の職場における暴力対策の推進
<働き続けられる職場づくり推進委員会>
・「平成26年度看護職が受けている暴力の実態調査」結果の啓発
・相談対応

④看護職員需給状況調査

⑤シニア会員就業実態調査（5年毎実施：次回2020年）

⑥看護職の禁煙サポート体制の確立
・看護学生のたばこ対策の啓発

⑶ 看護職の就業支援事業
　

①北海道ナースセンター事業の運営（北海道委託事業）
・ナースセンター事業の実施
・事業運営委員会の開催
　
②中央ナースセンターとの連携
・都道府県ナースセンター事業担当者会議への出席
・第5次NCCS（ナースセンターコンピュータシステム）の運用

③ナースバンクの運営
・看護職員無料職業紹介事業の推進
・ナースバンク業務支所の運営
・eナースセンターへの登録促進
　　NCCSの活用
　　ホームページによる広報の充実
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事　業　区　分 事　業　内　容

・未就業看護職員等の教育、再就職支援
　　看護職就業促進講習会の開催
　　就業支援講習会の開催
　　再就業のための体験研修の開催
・確保困難な地域・施設への就業促進
　　看護職の求人・求職合同面接会
　　看護職の就業相談会・施設説明会（ハローワークとの連携）
　
④離職看護職員相談事業（北海道委託事業）
・「とどけるん」の周知および登録促進
・「届出状況・登録者への支援」等意見交換会
・登録者の状況把握、情報提供等の支援
・復職に向けての支援　
　　eラーニングの導入
　
⑤地域応援看護師確保対策事業（北海道委託事業）
・地域応援ナースによる支援システムの推進
　
⑥助産師出向支援事業(北海道委託事業)
・助産師出向支援システムの構築及び推進
　
⑦看護職の復職支援研修会（札幌市委託事業）
・復職支援研修会の開催　3回
　
⑧関係機関との連携
・北海道労働局
・北海道社会福祉協議会
・北海道立保健所
　　看護連携推進検討会議への参加

⑷ 看護制度及び看護政策に関
する事業

　

①関係各法律等情報提供
・診療報酬・介護報酬改正
・保健医療福祉の動向
　
②看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

3地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事　業　区　分 事　業　内　容

⑴ 在宅ケアの推進に関する事
業

　

①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
・北海道総合在宅ケア事業団への参加

②看護職等連携の推進
・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（希望3支部）
　　地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修
　　住民フォーラム

③訪問看護活動に関する支援・相談・情報提供
・地域包括ケアシステムにおける看護職等の連携シンポジウム
・｢訪問看護e-ラーニング｣ の広報

⑵ 災害時の看護支援活動に関
する事業

　

①災害時支援体制の整備
・派遣（訓練）を通しての評価・見直し

②行政との連携
・各種訓練（北海道防災訓練ほか）への参加
　
③災害支援ナース養成
・災害看護Ⅰ<災害医療と看護（インターネット配信）>研修・災害看護Ⅱ<災害支援ナース養成>研修の実施
　
④災害支援ナース募集・登録の推進
・災害支援登録者
・災害支援ナース登録者へのフォローアップ
　　災害支援ナース交流会
　
⑤関係機関との連携・協力
・日本看護協会
　　災害支援ナース派遣調整合同訓練
　　都道府県看護協会災害看護担当者会議への出席
・日本災害看護学会
　　組織会員会
　　日本災害看護学会年次大会への参加
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事　業　区　分 事　業　内　容

⑶ 母子保健活動の推進に関す
る事業

　

①思春期保健活動の推進　<助産師職能委員会>
・教育機関等での講義
　　札幌支部や当該地区の施設との連携の検討
・女性のライフサイクル全般に関わる健康教育
　
②妊娠・出産・育児に関する情報提供　<助産師職能委員会>
・「いいお産の日」（11月3日）の実施

⑷ 健康づくりに関する事業
　

①地域からの講師派遣依頼への対応
　
②健康情報等の提供
・住民フォーラム（再掲）
　
③「北海道健康づくり」実行委員会への参加
　
④関係団体への協力
・北海道マラソン実行委員会
・北海道老人クラブ連合会（健康づくり指導者講習会講師派遣）
・北海道管区行政評価局（札幌市総合行政相談所における老人介護等の相談）
・全国健康福祉祭<ねんりんピック>（救護担当看護職員派遣）

⑸ 広報活動 ①健康情報等の提供
・「北海道看護協会ニュース」の発行　<広報出版委員会>
・ホームページによる広報
・マスメディアを通じた広報
　　NHK、毎日新聞、北海道新聞、北海道医療新聞ほか
　
②看護等に関する道民及び看護職からの相談

4その他本会の目的を達成するために必要な事業

事　業　区　分 事　業　内　容

⑴会員支援に関する事業
　

①会員サービスの充実
・協会活動への参加促進、情報提供
・会員登録管理システムの運用・管理
・ナースシップの活用
　　ナースシップの更なる周知
　　キャリナースの周知
　　日本看護協会との連携
・会員証の送付及び新入会員への定款・バッジの送付
・看護職賠償保険加入の案内
・事業案内（協会パンフレット）の配布
　
②加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・看護師等学校養成所への看護協会説明会
・入会の働きかけ
　　看護職員の就業する施設への働きかけ
　　未加入会員への働きかけ

③支部活動への支援
・支部運営の助成
・支部活動・教育等への支援
　　支部運営会議の開催（新支部長へ協会事業の説明会）

⑵ 会員の福利厚生に関する事
項

　

①各賞候補者の推薦
・叙勲
・日本看護協会名誉会員
・日本看護協会会長表彰
・北海道社会貢献賞
・読売医療功労賞
・その他
　
②各賞推薦候補者のリスト更新・整備
　
③災害見舞
　
④慶事・弔事

⑶ 教育助成に関する事業
　

①看護学生に対する奨学金の貸与
　
②看護大学院生に対する奨学金の貸与

③奨学金制度について会員及び看護学校への広報
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事　業　区　分 事　業　内　容

⑷ 組織に関する事項
　

①協会組織の強化
・支部との連携・調整・相談
・会員懇談会の開催
・看護管理者懇談会の開催
　
②公益社団法人としての運営管理
・運営管理体制の強化
・関係規程等の整備
・支部運営会議の開催
　
③円滑な組織運営
・会議等の開催
　　通常総会
　　理事会
　　常務理事会
　　支部長会議
　　委員長会議
　　委員合同会議
　　職能委員会
　　常任委員会
　　特別委員会
　　支部職能委員長会議
・日本看護協会に関する会議
　　通常総会
　　理事会
　　法人会員会
　　全国職能委員長会
　　地区別法人会員会・地区別職能委員長会
　　北海道・東北地区看護協会長連絡協議会
　　都道府県事務担当者会議
　　代議員研修会
　
④委員・担当者の育成、研修
・研修会・学会への派遣・参加（ボランティアを含む）
　
⑤組織の人材育成等
・職員の研修
　
⑥継続教育のあり方の検討
・検討委員会の開催

⑸ 渉外に関する事項
　

①看護関係団体との連携
・日本看護協会
・北海道看護連盟
・日本助産師会北海道支部
・日本精神看護技術協会北海道支部
・北海道看護教育施設協議会
　
②関係機関・関係団体との連携・協力
・行政機関
・保健医療福祉関係団体との連携
・助成団体への協力参加
・その他関係団体行事・研修等への後援・協力参加
　　北海道医師会・北海道看護協会懇談会の開催
　
③国際交流の推進
・国際会議等の周知
・研修・視察等への対応
・関連資料の提供

⑹ 会館の維持運営に関する事
項

　

①施設の管理運営
・会館の適正な管理運営
・総合情報システムの構築及び管理
・機器備品等整備並びに管理運営
・建物の維持管理
・防災体制の構築
　　避難訓練の実施
　
②研修室の貸出し
・北海道精神保健福祉センター（北海道）

看護協会ニュース No.118

8



平成29年度　予算の概要

（単位：千円）
（A）経常収益 753,336
（B）経常費用 732,943
（C）当期経常増減額（A-B） 20,393
（D）一般正味財産への振替額（減価償却費相当） △�5,373
（E）正味財産期末残高（C＋D） 15,020

（1）経常収益�　　　　　　　　　　　　　�（単位：千円）　　�　　　　　　����　　（単位：千円）
内　　訳 当年度予算額 構成比 前年度予算額 増　　減

受取会費 491,050 65％ 484,150 6,900
受講料等収益 110,051 14％ 102,125 7,926
会館利用料収益 865 0％ 3,410 △�2,545
日看協助成金 34,614 5％ 13,539 21,075
受託事業収益 104,420 14％ 93,665 10,755
その他 12,336 2％ 11,820 516

収益合計 753,336 100％ 708,709 44,627
◦　収益のポイント（前年度予算との増減の主なもの）
【受取会費】　　� � �491,050千円� 6,900千円増
　・目標会員数� 42,100名�→� 42,700名� 600名増
【受講料等収益】� � �110,051千円� 7,926千円増
（増減の主なもの）
　・受講料� 96,645千円�→�104,571千円� 7,926千円増
� 119種類�→� 120種類� 1種類増
� 161回�→� 162回� 1回増
� 11,237名�→� 11,552名� 315名増
　・新規受託事業受講料
　　　専任教員養成講習会（30名）
� 0円�→� 5,850千円� 5,850千円増
　　　認知症対応力向上研修（200名）
� 0円�→� 600千円� 600千円増
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会［特定分野］（30名）
� 0円�→� 240千円� 240千円増
　・専門性を高める研修種類･定員の増
� 50,715千円�→� 53,045千円� 2,330千円増

� 56種類�→� 57種類� 1種類増
� 7,634名�→� 7,884名� 250名増
　・保健師助産師看護師実習指導者講習会［既存］定員の減
� 8,000千円�→� 6,400千円� 1,600千円減
� 200名�→� 160名� 40名減
【会館利用料収益】� � � 865千円� 2,545千円減
（増減の主なもの）
　・研修室外部利用料の増
� 210千円�→� 865千円� 655千円増
　・専任教員養成講習会貸室終了
　　（H29年度より道委託事業として受託）
� 3,200千円�→� 0円� 3,200千円減
【日看協助成金】� � � 34,614千円� 21,075千円増
（増減の主なもの）
　・H29年度日本看護学会-看護管理-学術集会開催
� 0円�→� 18,176千円� 18,176千円増
　・会員登録事務業務に対する助成金の増

　　（会員数の増および助成金算定式改訂による増）　
� 3,015千円�→� 5,913千円� 2,898千円増
【受託事業収益】� � �104,420千円� 10,755千円増
（増減の主なもの）
　・道委託研修　
　　新規受託
　　　専任教員養成講習会
� 0円�→� 10,370千円� 10,370千円増
　　　認知症対応力向上研修
� 0円�→� 1,880千円� 1,880千円増
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会［特定分野］
� 0円�→� 1,257千円� 1,257千円増
　　受託収益の減　　
　　　ナースセンター事業
� 50,136千円�→� 47,135千円� 3,001千円減

（2）経常費用　� 　（単位：千円）
区分 内訳 主な事業内容 当年度予算額 構成比 前年度予算額 増　減

公益

質向上 研修、学会、医療安全、保・助・看の活動、図書室 139,090 19% 103,725 35,365
確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 79,394 11% 83,682 △�4,288
健康福祉 在宅ケア推進、災害看護、健康づくり、広報活動 15,197 2% 17,696 △�2,499
支部事業 支部における事業 80,218 11% 79,276 942
公益共通 人件費・維持費・経費 271,801 37% 283,218 △�11,417

小　　計 585,700 80% 567,597 18,103
収益等 会員 加入促進、会員に対する福利厚生等 14,324 2% 13,934 390
法人 管理 本会を運営するために必要な事業 132,919 18% 135,423 △�2,504

費用合計 732,943 100% 716,954 15,989
◦　費用のポイント（前年度予算との増減の主なもの）
【質向上】� � �139,090千円� 35,365千円増
（増減の主なもの）
　・H29年度日本看護学会-看護管理-学術集会開催
� 3,120千円� →� 17,628千円� 14,508千円増
　・道委託研修　
　　新規受託　　　
　　　専任教員養成講習会
� 0円� →� 16,220千円� 16,220千円増
　　　認知症対応力向上研修
� 0円� →� 1,880千円� 1,880千円増
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会［特定分野］
� 0円� →� 1,497千円� 1,497千円増
【確保定着】� � � 79,394千円� 4,288千円減
（増減の主なもの）
　・道委託料の減
　　　ナースセンター事業
� 53,948千円� →� 50,495千円� 3,453千円減

【健康福祉】� � � 15,197千円� 2,499千円減
（増減の主なもの）
　・高齢者･認知症者支援のための看護職連携等推進事業および
　　看護職ネットワーク強化研修事業の拡充
� 272千円� →� 2,287千円� 2,015千円増
　・ホームページ維持管理（スマートフォン対応の完了等）
� 4,936千円� →� 658千円� 4,278千円減
【公益共通】� � �271,801千円� 11,417千円減
（増減の主なもの）
　・租税公課の増（消費税納付額の増）
� 7,334千円� →� 11,000千円� 3,666千円増
　・賃借料の増（コピー機リース料）
　� 5,100千円� →� 6,523千円� 1,423千円増
　・人件費の増
� 130,005千円� →�131,729千円� 1,724千円増
　・印刷製本費の増（研修資料印刷費）
� 5,750千円� →� 6,397千円� 647千円増

　・減価償却費の減
� 87,151千円� →� 70,884千円� 16,267千円減
　・電気料の減
� 12,645千円� →� 10,481千円� 2,164千円減
【管理】� � �132,919千円� 2,504千円減
（増減の主なもの）
　・人件費の増
� 78,236千円� →� 79,048千円� 812千円増
　・マイナンバー制度導入に伴う郵送料等の増
� 580千円� →� 1,300千円� 720千円増
　・総会会場代の増
　　（H28年度札幌コンベンション→H29年度ニトリ文化ホール）
� 858千円� →� 1,556千円� 698千円増
　・選挙公報新規作成
� 0円� →� 680千円� 680千円増
　・減価償却費の減
� 17,798千円� →� 12,723千円� 5,075千円減

　当協会は、公益法人として次の財務三基準を満たすことが要求されます。
⑴　収支相償：公益目的事業に係る収入が費用を超えないこと

　　収益�　499,542,000円　＜　費用　585,700,000円

⑵　公益目的事業比率：公益目的事業費用は、総費用の50％以上でなければならないこと

　　 公益目的事業費用 　⇒　 585,700,000円 　＝　79.9％
　　　　　総費用　　　　　　 732,943,000円

⑶　遊休財産額の保有制限：遊休財産額が公益目的事業に係る費用を超えないこと
　　※遊休財産額とは、法人の純資産のうち使途の定まらないものの額

　　　⇒　453,280,115円（平成27年度決算時）　＜　585,700,000円

◦　事業区分別収益および費用（平成29年度予算）
（単位：千円）

区　　　分 収　　益 費　　用
公益目的事業会計 499,542 585,700
収益事業等会計 5,913 14,324
法　 人　 会　 計 247,881 132,919
合　　　計 753,336 732,943

1　予算額

平成29年度予算においては、事業計画に基づき、全国の看護職が参加する「日本看護学会-看護管理-学術集会」の開催をは
じめ、道の委託による「専任教員養成講習会」や「認知症対応力向上研修」等の開始など、看護の質の向上に向けた取組みの
充実を図るとともに、看護職の確保定着や道民の健康福祉の増進に資する各種事業に要する経費を計上しました。
予算額は、経常収益�753,336,000円に対して経常費用�732,943,000円であり、当期経常増減額（収支差額）は

20,393,000円となります。さらに公益法人会計基準に基づき、指定正味財産として計上する寄付金相当の固定資産に係る減
価償却費の一般正味財産への振替額△5,373,000円を加えますと、正味財産期末残高は、15,020,000円となります。

※　�内訳欄は、正味財産増減計算書の主な科目を記載し、少額な科目については「その他」
に一括して計上しています。

2　公益社団法人の要件となる財務三基準
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科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　⑴経常収益
　　特定資産運用益 0 0 2 0 2
　　　特定資産受取利息 0 0 2 2
　　受取会費 245,525 0 245,525 0 491,050
　　　受取会費 245,525 0 245,525 491,050
　　事業収益 110,916 0 0 0 110,916
　　　学会参加料収益 5,480 0 0 5,480
　　　受講料収益 104,571 0 0 104,571
　　　会館利用料収益 865 0 0 865
　　　支部事業収益 0 0 0 0
　　受取補助金等 149,721 5,913 0 △�15,500 140,134

道費補助金 0 0 0 0
日看協助成金 28,701 5,913 0 34,614
受託事業収益 104,420 0 0 104,420
本部助成金 15,500 0 0 △�15,500 0
本部交付金 0 0 0 0
看護の日助成金 1,100 0 0 1,100

　　受取寄付金 4,406 0 1,967 0 6,373
　　　受取寄付金 0 0 1,000 1,000
　　　受取寄付金振替 4,406 0 967 5,373
　　交流会参加収益 1,659 0 0 0 1,659
　　　交流会参加収益 1,659 0 0 1,659
　　雑収益 2,815 0 387 0 3,202
　　　受取利息 0 0 3 3
　　　雑収益 2,815 0 384 3,199

　　　経常収益計 515,042 5,913 247,881 △�15,500 753,336
　　⑵経常費用
　　事業費 601,200 14,324 △�15,500 600,024

役員報酬 14,215 100 14,315
給料手当 108,664 3,791 112,455
賃金 31,513 0 31,513
法定福利費 25,671 636 26,307
通勤手当 5,352 277 5,629
役員退職慰労引当金繰入額 730 0 730
退職給付費用 4,583 0 4,583
賞与引当金繰入額 0 0 0
福利厚生費 784 401 1,185
旅費交通費 71,604 390 71,994
通信運搬費 16,700 1,177 17,877
減価償却費 70,884 1,656 72,540
消耗什器備品費 0 0 0
消耗品費 15,667 1,032 16,699
修繕費 143 0 143
印刷製本費 27,894 1,248 29,142
会場費 14,368 0 14,368
光熱水料費 11,820 0 11,820
賃借料 13,101 0 13,101
保険料 2,695 0 2,695
委員謝金 25,200 0 25,200
諸謝金 56,961 0 56,961
支払報酬 0 0 0
租税公課 12,152 0 12,152
支払負担金 2,473 2,079 4,552
支部助成金 15,500 0 △�15,500 0
支払寄付金 0 0 0
委託費 35,524 0 35,524
保守料 4,104 1,510 5,614

平成29年度　正味財産増減予算書内訳表
平成29年�4月�1日から平成30年�3月31日まで

（単位:千円）
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科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計

新聞図書費 3,797 26 3,823
会議費 4,409 0 4,409
広報費 1,310 0 1,310
支払手数料 2,191 1 2,192
渉外費 0 0 0
諸会費 46 0 46
支払利息 0 0 0
研修費 199 0 199
雑費 946 0 946

　　管理費 132,919 0 132,919
役員報酬 16,955 16,955
給料手当 47,842 47,842
賃金 0 0
法定福利費 10,188 10,188
通勤手当 1,434 1,434
役員退職慰労引当金繰入額 735 735
退職給付費用 1,894 1,894
賞与引当金繰入額 0 0
福利厚生費 432 432
旅費交通費 9,930 9,930
通信運搬費 2,439 2,439
減価償却費 12,723 12,723
消耗什器備品費 300 300
消耗品費 2,864 2,864
修繕費 147 147
印刷製本費 2,595 2,595
会場費 1,556 1,556
光熱水料費 2,648 2,648
賃借料 1,172 1,172
保険料 628 628
委員謝金 740 740
諸謝金 0 0
支払報酬 4,719 4,719
租税公課 131 131
支払負担金 236 236
支部助成金 0 0
支払寄付金 1,000 1,000
委託費 3,984 3,984
保守料 1,517 1,517
新聞図書費 120 120
会議費 209 209
広報費 0 0
支払手数料 713 713
渉外費 938 938
諸会費 0 0
支払利息 2,034 2,034
研修費 0 0
雑費 96 96

　　　経常費用計 601,200 14,324 132,919 △�15,500 732,943
　　　当期経常増減額 △�86,158 △�8,411 114,962 0 20,393
　２．経常外増減の部
　　⑴経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0 0 0
　　⑵経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 △�86,158 △�8,411 114,962 0 20,393
　　　一般正味財産期首残高 － － －
　　　一般正味財産期末残高 － － － 20,393
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　一般正味財産への振替額 △�4,406 0 △�967 0 △�5,373
　　　当期指定正味財産増減額 △�4,406 0 △�967 0 △�5,373
　　　指定正味財産期首残高 － － －
　　　指定正味財産期末残高 － － － △�5,373
Ⅲ　正味財産期末残高 － － － 15,020
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平成29年度通常総会における選挙により、選任された役員及び推薦委員名を公益社団法人北海道看護協会選挙及び選挙管理
委員会規程第22条(当選者の告示)に基づきお知らせします。
� 選挙管理委員長

平成29年度北海道看護協会役員・推薦委員選挙結果報告

平成29年度公益社団法人北海道看護協会役員

役職名 氏　名

副 会 長 近　藤　ときえ

常務理事 佐々木　衿　子

助産師職能理事 小　泉　由貴美

看護師職能Ⅰ理事 中　村　敦　子

一般理事 金　山　弘　美

一般理事 佐　藤　ひとみ

准看護師理事 阿　部　美　恵

役職名 氏　名

札幌地区理事 萩　原　直　美

上川空知地区理事 児　玉　真利子

胆振日高地区理事 佐　藤　信　子

釧路根室地区理事 名　塚　優　子

役職名 氏　名

推薦委員 岩　谷　敦　子

　 〃 大　場　千　佳

　 〃 兼　平　佳　恵

　 〃 京　野　由　美

　 〃 瀬　川　真砂代

　 〃 中　村　一　美

　 〃 福　井　純　子

　 〃 増　田　愛里子

　 〃 山　田　眞　弓

役職名 氏　名

監　　事 加　倉　雅　代

役職名 氏　名

会　　長 上　田　順　子

副 会 長
近　藤　ときえ

竹　内　明　子

専務理事 荒　木　美　枝

常務理事
砂　山　圭　子

佐々木　衿　子

保健師職能理事 近　藤　明　代

助産師職能理事 小　泉　由貴美

看護師職能Ⅰ理事 中　村　敦　子

看護師職能Ⅱ理事 鹿　毛　美千子

一般理事

金　山　弘　美

樋　口　春　美

佐　藤　ひとみ

役職名 氏　名

道 南 地 区 理 事 澤　田　信　子

札幌後志地区理事 長　山　美知子

札 幌 地 区 理 事 萩　原　直　美

上川空知地区理事 児　玉　真利子

胆振日高地区理事 佐　藤　信　子

道 北 地 区 理 事 岩　城　美　幸

オホーツク地区理事 篠　田　千佳子

十 勝 地 区 理 事 金　元　信　子

釧路根室地区理事 名　塚　優　子

准 看 護 師 理 事 阿　部　美　恵

監　　　事

髙　橋　久美子

加　倉　雅　代

桶　谷　洋　幸
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❶　公益社団法人北海道看護協会

❷　�健康で元気なこと。あまり落ち込みすぎない所。

❸　�看護職が他職種と連携することで活き活きと働き続け、地域社会から求めら
れる役割の提供ができるよう会員の皆さんとともに考え行動していきます。

常務理事
佐々木 衿子

❶　個人

❷　�良く言えば「プラス志向」でしょうか。看護管理者としての20年間「何とかなる
さ」で乗り越えてきました。

❸　�今年度から胆振日高地区理事を務めさせていただきます。支部役員の経験を活
かし、室蘭・苫小牧・日高支部の支部長さんたちと連携・協働し支部活動の充
実を目指したいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。胆振日高地区理事

佐藤 信子

❶　個人

❷　�知らず知らずに火中の栗を拾いに行ってしまう“たち”ですが、一方で物事
を俯瞰的に見ることができます。

❸　�これまでの看護職及び会員としての経験を活かし、本会が、会員が求め社会
が期待する活動を推進できるよう、会の運営について客観的に捉え見守って
いきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。監事

加倉 雅代

❶　医療法人�社団正心会�岡本病院

❷　�ドライブ好きで、1人車中泊旅行にも行きます。毎日、元気に明るく患者様と接
して働かせていただいています。

❸　�微力ではありますが、准看護師理事として、頑張らせていただきます。

准看護師理事
阿部 美恵

新 役 員 介紹 ❶所属施設　❷アピールポイント　❸抱負

❶　JCHO札幌北辰病院

❷　�興味感心のあることにアンテナを張って回遊魚のように、ネットワークを活
用し活動すること。

❸　�今年度は、11月3日「いいお産の日」のイベントを開催します。世間は少子化で
すが、看護職員の産休育休は増加傾向と感じます。働き続けることは、専門職
としてのキャリアアップにつながると考えます。この機会に、助産師の仕事と妊
娠出産・育児に関する理解の機会になるように、取り組んでいます。

助産師職能理事
小泉 由貴美
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今年度の学会は、平成29年6月18日（日）にさっぽろ芸

術文化の館ニトリ文化ホール、ホテルさっぽろ芸文館にて開
催しました。参加者数は、1,743名（内、学生184名）でし
た。
学会テーマは「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、地域包括ケア
システム構築を目指している今こそ、看護専門職が多職種と
人々の健康問題を地域特性に即して、ケアを創造し統合する
ための方策を考える必要があると企画しました。基調講演
は、テーマを「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～」とし、講師に
日本ケアマネジメント学会副理事長服部万里子氏をお迎えし
ました。介護保険法の改正から介護支援事業の現状と課題、
地域包括ケアシステム構築に向けての看護職への示唆などケ
アマネジメントを実践されている先生ならではの豊富な知見
をお話しいただき、看護専門職がケアの統合に向けて日々の
看護実践を行うことの重要性を考える機会となりました。
研究発表は、口演19演題『（看護管理・慢性期看護：4

題）、（慢性期看護・在宅看護：3題）、（慢性期看護：3題）、
（急性期看護：3題）、（急性期看護3題）（ヘルスプロモー
ション・精神看護：3題）』と示説29演題『（急性期看護・
看護管理1：5題）、（看護管理2：5題）、（看護教育・精神看
護・在宅看護1：4題）、（慢性期看護1：5題）、（慢性期看護
2・在宅看護2：5題）、（慢性期看護3：5題）』で、口演・示
説併せて48演題の多岐にわたる内容が報告されました。示
説会場においては参加者の積極的な質問や意見交換を行う姿
勢が多く認められ、演題への興味・関心の高さが伺われまし
た。
今年度のランチョンセミナーは『ディズニーリゾートの

行動指針に学ぶサービス提供のあり方』『女性のライフス
テージとヘルスケア』『コンチネンスケアから始める組織活
性化～地域でのよりよいケア実現を目指して～』の3つを開
催することができました。企業展示も13社の展示があり、
多くの方にご覧いただきました。
以上、皆様のご参加とご協力のもと無事学会を終了する

ことができましたことを報告させていただきます。

と　き　平成29年6月18日
ところ　ニトリ文化ホール
　　　　ホテルさっぽろ芸文館
学会委員長　梅田　聖子

北海道看護研究学会

平成29年度地域における看護職等の連携シンポジウム  シンポジスト募集
平成29年度の重点事業を踏
まえ「地域における看護職間
の連携推進」に焦点を当て
た標記シンポジウムを開催す
ることにいたしました。つき
ましては、地域において積
極的に看護職連携を図って
いる訪問看護ステーション2
施設からシンポジストを募集
いたします。

〈開催日〉�平成30年１月13日 (土曜日) 10：00 ～15：30　

〈シンポジウム内容〉

テ 　ー　 マ：�「地域における看護職間の連携推進」
シンポジスト：�平成29年度高齢者及び認知症支援のための看護職連携等推進事業に参加していた2地域

地域において積極的に看護職連携を図っている訪問看護ステーション2施設

　発表を希望される方は、北海道看護協会ホームぺージから取組概要の所定用紙をダウンロードし、
メールで jigyou@hkna.or.jp 事業課に応募ください。申込締切：平成29年9月29日（金）必着

※シンポジウム10：15～12：30
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平成29年6月16日看護師職能集会を開催し、398名の会
員の参加がありました。
上田会長の開会挨拶の後、平成28年度の看護師職能委員
会Ⅰ及び看護師職能委員会Ⅱに関する活動報告がありまし
た。次いで『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』をテーマに北海道医療大学看護福祉学部看護
学科の川添恵理子先生より、ご講演をいただきました。地域
包括ケアシステムの成り立ちや本質を踏まえ、看護本来の
“意思決定を支える看護”の重要性について語られ、生活を
支えていく看護の大切さが実感できました。
シンポジウムでは、『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』をテーマに、4施設、
5名のシンポジストから実践報告がありました。勤医協札幌
西区病院退院調整看護師長の山田真琴さんからは『慢性期病
院における退院支援の取り組み』、介護老人保健施設アメニ
ティ帯広看護部長の北畑良子さんからは『利用者・家族が安
心して暮らせるための在宅復帰支援』、訪問看護ステーショ
ン禎心会東管理者の今野好江さんからは『在宅への移行の実

平成29年度の助産師職能集会は総会前日に開催され、50
名の参加がありました。上田順子会長の開会挨拶の後、須藤
桃代助産師職能理事から日本看護協会助産師職能重点政策・
重点事業報告を行いました。29年度委員会活動計画は、子
育て世代包括ケアシステム推進モデル事業への協力、アドバ
ンス助産師による院内助産・助産外来の推進、助産師出向支
援、ウィメンズヘルスケア能力強化支援、NICU/GCU退院
児とその家族への在宅移行支援、災害時における助産師ネッ
トワークの構築となっています。
集会は「健やかに生まれ育つことへの支援」をテーマと
し、札幌市保健所健康企画課の筒井有美氏と、北海道助産師
会会長の高室典子氏から講演をいただきました。初妊婦は不
安が強く戸惑いながら育児をしていることから初妊婦訪問事
業がはじまり、28年度の実施率は34.7％であったこと、母
子手帳交付時から継続支援を行っていると話があり、支援を
要する妊婦等を把握した医療機関は、その旨を市町村に情報
提供をするよう努めなければならないことを確認しました。
平成28年9月から始まった産後ケア事業については、助産所
だからこそ行える濃密なケアが紹介されました。分娩入院期
間の短縮、産婦の背景変化から今後さらに強化が必要な事業
であることを再認識でき、施設で行うべきケアのヒントを数

際と課題』、十勝総合振興局保健環境部主査の斉藤しのぶさ
んと専門主任の宮部恭子さんからは『疾病を持つ人が住み続
けられる地域づくり』について報告がありました。発言か
ら、訪問看護師との病棟ラウンドによる情報共有や看護職と
介護職の連携や人材育成、在宅移行支援における意思決定支
援の重要性など、様々な実践や課題について知るとともに、
看護職が地域包括システムの一翼を担っていることを再認識
しました。これからの地域包括ケアでは、対象となる人の生
き方を尊重し支える視点を基本に看護職が連携することに
よって、地域で暮らす人が多様な生き方や暮らしを選択でき
るようになると希望が持てる機会となりました。

多く得ました。
講演後の情報交換では、退院後も支援を要する母子が増え

ており、対応や連携、産後一か月健診以外のサポート体制の
工夫を検討できました。母子に経済的な負担が少ない方法を
模索し国の施策を期待すると共に、親になることを支える助
産師の役割を再確認しました。
終了後のアンケートでは、参加者全員が「今後の看護に活

かせる内容だったと思う。」「ややそう思う。」と答えられて
いました。また、「タイムリーな話題について知識を得、情
報交換できた。成果を現場に活かしたい。」と意見も聞かれ
ました。多くの示唆をいただいた職能集会でした。

と　き　平成29年6月16日
ところ　北海道看護協会
看護師職能委員Ⅱ　渋谷　洋子

と　き　平成29年6月16日
ところ　北海道看護協会
助産師職能委員　澤田　和美

平成29年度
看護師職能集会報告

平成29年度
助産師職能集会報告

川添講師

髙室典子講師

ＧＷの様子

筒井有美講師

シンポジスト：宮部氏・斎藤氏・今野氏・北畑氏・山田氏
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第5回「看護職の
WLB推進カンゴサウルス賞」授賞式

TOPICS

5

特定行為研修を修了した看護師の活動紹介④Seriesシ リ ー ズ

医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 診療看護師　桝田 佳枝

▷看護管理者から 　認定看護管理者 看護部長　坂本 眞起代
当院には現在3名の診療看護師が在籍しています。研修医と一緒に早朝の症例カンファレンスに参加し、指導医と一緒に回診に

同行し日常業務においては医師と看護師の調整役を担っています。地域で活躍して行くためにも今は正しい現場教育が必須と考えて
います。
管理者として最も心掛けているのは安全面での配慮です。月一回指導医などと共に定例会議を行い情報交換や業務の確認の場と

します。そして半年に1回は外部委員も入り診療看護師研修管理委員会を実施し、院内で1年間と定めた初期研修を修了できるよう
に支援します。またカルテレビューを中心とした医療安全研修を外部の先生に入っていただき先日初めて開催しました。早朝からの
勤務で時間外も増加しますので、組織図上では看護部に籍をおき労務管理にも気を配るようにしています。
まだまだ判断に迷う事が多々ある現状ですが、大学院との連携や院内のコミュニュケーションを密にしながら、彼らが自立した看

護師に成長できるようこれからも支援して行きたいと考えています。

大学院で特定行為の研修を終了し、当院に入職してから
今年で3年目を迎えます。病院としても診療看護師（仮称）
の受け入れは初めてでしたが、指導医と一緒に動きながらま
ず手順書の作成に取り組みました。さらに特定行為の「末
梢留置型中心静脈用カテーテルの挿入」が自立できる様に
PICCチームを立ち上げました。そして研修会などで研鑚
も積みながら徐々に医師からの信頼も受け、年間100件の
PICC挿入依頼も受けるようになりました。また管理をする
中で長期留置の患者様との関係性も築く事ができ、感謝の声
をいただけるようにもなったのは私の喜びです。

病院主催の市民公開講座
では主に禁煙に関する講演
を行いながら、診療看護師
としての周知も地域に向け
て行っている所です。現在
もローテーション研修を行
いながら生涯学び続けると
言う気持ちで、これからも
自分たちの役割を謙虚にか
つ確実に培って行ければと思っています。

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 18 日（木）にアルモニーソルーナ表参道にて、第 5 回「看護職の WLB 推進カンゴサウルス賞」授賞式が行われました。 

同賞は、看護職の WLB 推進ワークショップ事業に参加し、3 年間の取り組みを続けた医療機関に贈られます。今回受賞の

対象となったのは、37 都道府県、99 施設でした。 

北海道からは、平成 26 年度から参加の共立五輪橋病院、滝川市立病院、東小樽病院の 3 施設が受賞し、授賞式には滝

川市立病院の齊藤ひとみ看護部長が参加し、表彰を受けました。 

3 施設の皆さんおめでとうございます。 

第 5 回「看護職の WLB 推進カンゴサウルス賞」授賞式 

北海道は授賞式のトップバッターです。 

「繁栄」と「変革」のシンボル『カンゴサウルス』 

坂本すが 前日本看護協会会長との記念撮影 

今年のケーキにはカンゴサウルスが乗っています。 
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4月1日 新採用職員等辞令交付　上田会長ほか

4日 日本看護学会学術集会準備委員会（市内）　上田会長ほか

10日 日本看護協会看護師職能委員会Ⅰ　荒木専務理事

12日 打合せ会議　上田会長ほか

14日 北海道総合在宅ケア事業団第1回事業所管理者会議懇親会　上田会長ほか

20日 第1回常務理事会　上田会長ほか

24日 札幌市立大学講義　上田会長

26日 打合せ会議　上田会長ほか

28日 総会・学会会場打合せ　事務局

5月9日 打合せ会議　上田会長ほか
札幌医科大学講義　上田会長

10日 専任教員養成講習会開講式　上田会長
北海道たばこ対策連絡協議会　井本常務理事

11日 第1回訪問看護連絡協議会全国大会（東京都）　砂山常務理事
第1回ナースセンター本所・支所打合せ会議　井本常務理事

12日 日本看護協会理事会（東京都）　荒木専務理事（オブザーバー）
日本看護協会法人会員会（東京都）　荒木専務理事
看護師さんありがとう感謝の集い　近藤副会長

13日 キャリタス看護フォーラム　事務局

16日 第2回常務理事会　上田会長ほか

17日 総会・学会全体打合せ　事務局

18日 都道府県看護協会看護労働担当者会議（東京都）　井本常務理事
第68回結核予防全国大会研修集会（市内）　砂山常務理事

19日 第68回結核予防全国大会（市内）　上田会長
第1回北海道高齢者虐待防止推進委員会　井本常務理事
北海道防災会議幹事会　事務局

22日 平成29年度ナースセンター事業担当者会議（東京都）　井本常務理事

23日 第2回北海道保険者協議会　荒木専務理事

24日 打合せ会議　上田会長ほか
平成28年度監事監査　上田会長ほか

25日 平成29年度災害通信連絡訓練（地震・津波）　上田会長ほか
北海道在宅ケア事業団平成28年度監査　砂山常務理事

26日 第1回理事会　上田会長ほか
日本看護協会代議員研修会（市内）　上田会長ほか

27日 北海道看護支援専門員協会平成29年度定時社員総会　荒木専務理事

29日 日本看護協会看護師職能委員会Ⅰ　荒木専務理事

30日 北海道防災会議　上田会長

6月1日 打合せ会議　上田会長ほか
認定看護管理者教育課程ファーストレベル開講式　上田会長ほか
平成29年度北海道福祉人材確保推進協議会　事務局

6日 日本看護サミット（千葉県）　上田会長ほか

7日 日本看護協会理事会（東京都）　上田会長
日本看護協会通常総会（千葉県）　上田会長ほか

9日 北海道総合在宅ケア事業団第1回理事会　上田会長ほか

13日 日本看護学会－看護管理－抄録選考委員会（市内）　砂山常務理事
北海道受動喫煙の防止に関する条例（案）意見交換　井本常務理事

14日 北海道厚生局・四師会意見交換　上田会長ほか

15日 第3回常務理事会　上田会長ほか

16日 北海道看護協会看護師職能集会　上田会長ほか
北海道看護協会助産師職能集会　上田会長ほか
平成29年度北海道看護教育施設協議会総会　砂山常務理事

17日 北海道看護協会通常総会　上田会長ほか
第2回理事会　上田会長ほか

18日 北海道看護協会看護研究学会　上田会長ほか

22日 北海道総合在宅ケア事業団通常総会　上田会長ほか

23日 札幌市立大学第1回運営委員会（サードレベル）　上田会長
委員合同会議　上田会長ほか

24日 北海道看護協会保健師職能集会　砂山常務理事
北海道看護連盟通常総会　上田会長

27日 結核予防会評議員会　上田会長

28日 打合せ会議　上田会長ほか

29日 第1回経営・第1回教育研究合同審議会　上田会長

協会の動き

●平成29年度第1回理事会
₁　日　時　平成29年5月26日（金）13時00分から14時25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）平成28年度決算報告
（₂）平成28年度監査報告
（₃）�平成29年度北海道看護協会通常総会進行次第及び進行表（案）
（₄）認定看護管理者教育課程サードレベルの検討（案）
（₅）平成29年度委員会委員の委嘱（案）
 2 報告事項
（₁）平成28年度事業報告
（₂）日本看護協会理事会報告

●平成29年度第2回理事会
₁　日　時　平成29年6月17日（土）通常総会終了後
₂　会　場　ホテルさっぽろ芸文館清流の間
₃　理事数　23名
₄　出席者　理事23名、監事₃名
₅　議　事
 1 平成29年度通常総会議事運営について
 2 新役員紹介
 3 協議事項
（₁）�公益社団法人北海道看護協会役員及び業務執行理事の選定

（案）
（₂）�公益社団法人北海道看護協会職務執行順位及び業務執行理

事の担当業務（案）
（₃）�北海道看護協会事務局組織規程の改正（案）
 4 報告事項
　平成29年度会員懇談会・看護管理者懇談会開催予定

理事会報告
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教育課よりお知らせ
1　第48回 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）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

※募集定員に達した場合は登録期間中でも〆切ります。原則、当日参加の受け付けは行いません。お早めに申し込み下さい。

※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。Ⅴ期の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。

●研修会応募期間　　Ⅴ期  （平成29年9月1日～ 15日）

研修
No.

開催
期間 研修会名 対象 科目

指
導
者
研
修

54
12/1
～
12/2

看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）を活用
した施設内教育

施設内においてクリニカルラダーの見
直しや導入に実際に取り組んでいる者
（看護師長以上）、各施設2名まで

【看護師のクリニカルラダー（日本看護協
会版）とは】【看護師のクリニカルラダー
を活用した施設内教育の体制整備・運用
について】【病院および高齢者介護施設
等での人材育成の実際】【看護師のクリ
ニカルラダーを活用した施設内教育の体
制整備・運用について】（演習を含む）

小
児
看
護

44 12/5

子ども・家族中心のプレパ
レーション－子どもの権利の
尊重とケアモデルを活用した
日々の看護の振り返り－

保健師･助産師･看護師･准看護師

【小児医療における子どもの権利と倫理
的課題】【小児看護におけるプレパレー
ション】【プレパレーションの実際】（演
習）

が
ん
看
護

31
12/7
～
12/8

基礎から学ぼうがん看護～
診断・治療とケア～ 保健師･助産師･看護師･准看護師

【腫瘍学概論】【がんを体験している患者
と家族の理解とがん看護実践の基本概
念】【がん治療と看護】【緩和ケア】【が
ん患者の療養の場と看護】【がん患者と
家族の意思決定支援】【がんにおける
チーム医療】

認
定
看
護
管
理
者
教
育
課
程
公
開
講
座

（
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
ベ
ル
）

70 H30
1/13 第2回

看護管理に必要な
基礎知識
※第1回と同じ内容

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 【組織の成り立ちと構造】【システム論】

75 H30
1/14 第2回

論理的思考－論理
的文書の作成－
※第1回と同じ内容

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、
セカンドレベル受講を予定している者

【論理的な論文の記載方法】

77

H30
1/21
・
1/28

第2回 問題解決
※第1回と同じ内容

NO.67～70「看護管理に必要な基
礎知識�組織論」を受講する者

【論理的思考】【問題解決思考】【問題解
決過程】

北
海
道
委
託
事
業

95

H30
3/10
～
3/13

第2回
新人看護職員研修
－実地指導者－
※第1回と同じ内容

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】（グルー
プ検討を含む）【新人看護師および実地
指導者のメンタルヘルスの支援】

106

H30
2/13
～
2/14

実習指導の原理と実際 施設内で臨地実習の経験がないか、
3年以内の者、保健師･助産師･看護師 【実習指導の原理】【実習指導の実際】
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3　図書室よりお知らせ

主な継続雑誌
看護、病院、看護展望、看護管理、ベストナース、月刊ナーシング、ナースマネージャー、Nursing�Business、
Expert�nurse、Emergency�Care、Brain�nursing、看護技術、看護実践の科学、看護研究、看護教育、緩和ケア、
呼吸・循環ケア、がん看護、小児看護、精神看護、精神科看護、クリニカルスタディ、Infection�control、Ope�nursing、
Uro-Lo: 泌尿器 care＆ cure、訪問看護と介護、コミュニティケア、難病と在宅ケア、助産雑誌、保健師ジャーナル、
地域保健

★大変広い閲覧室があります。樹木庭園に面した静かな環境で資料整理等ができます。
★図書や文献の検索は「北海道看護協会ホームページ」からインターネットを通じてもできます。
★図書館司書を配置しています。『文献検索ミニ講座』を年 5 回程度実施しています。
★看護関連の雑誌・学会誌等 203 タイトル所蔵してます。バックナンバーもあります。
★文献検索用のパソコン５台を備えた IT 室があります。

協会の前庭散歩＆
図書室を利用

図書室を有効に活用してください

定年退職後、
一息ついて、

そろそろ新しい領域で
働いてみようと
考えている方

プラチナナースの皆様へ
会館が新しくなって

4年目です
どうぞ来てください

図書室もご利用ください

看護研究で
文献検索をしたい方

職場を離れ、
調べ物をしたい時

離職中（充電中）、
次に働くために、
事前に医療や看護に
ついて調べたい時、

ナースバンクのついでに
寄ってください

近所や周りの方から
病気について相談を受け、
詳しい最新の知識を
調べたい方
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ナースセンターだより第56号

復職に向けて、講義・演習・施設実習を組み合わせた講習会
日　　時： 9月��7日（木）、�����8日（金）、�

9月12日（火）～ 14日（金）4.5日間
　　　　　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）
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
　　　　　原則全日程受講可能な者

応募締切：8月7日（月）
　　　　　　�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
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）

各地域のハローワークでナースバンク相談員が、就業相談を行っている就業相談会の開催日に合わせて、施設説明会を行います。求人担当者から情報を直接聴けます。
開催場所：函館ハローワーク
日程 時間 13：30 ～ 14：30 14：30 ～ 15：30
��8月17日 国立病院機構八雲病院 道南ロイヤル病院
��9月21日 社会福祉法人函館共愛会共愛会病院 道南ロイヤル病院
10月19日 医療法人立青会なるかわ病院 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院
11月16日 函館渡辺病院 社会福祉法人函館共愛会共愛会病院
12月19日 社会医療法人仁生会西堀病院 国立病院機構八雲病院
��1月16日 医療法人函館循環器科内科病院 函館厚生院ななえ新病院
��2月15日 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 函館脳神経外科病院
��3月15日 医療法人社団向仁会ユニット型介護療養型老人保健施設喜郷 道南森ロイヤルケアセンター

開催場所：釧路ハローワーク
日程 時間 13：30 ～ 15：30

��9月15日

釧路労災病院
道東勤医協釧路協立病院
社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院
医療法人東北海道病院

10月20日

市立根室病院
釧路北病院
釧路労災病院
社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院

開催場所：北見ハローワーク
日程 時間 13：30 ～ 14：30 14：30 ～ 15：30

��9月21日 医療法人社団明正会介護老人保健施設サン・ヒルズ紋別 小林病院
美幌町立国民健康保険病院 オホーツク勤医協北見病院

12月21日 小林病院 医療法人社団久仁会介護老人保健施設いきいき
介護老人保健施設あるかさる 丸玉産業㈱津別病院

��3月15日 美幌町立国民健康保険病院 医療法人社団久仁会介護老人保健施設いきいき
オホーツク勤医協北見病院 丸玉産業㈱津別病院

看護職就業促進講習会

平成29年度ナースバンク事業のお知らせ（第2弾）

施設説明会

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2回　10月17日（火）・18日（水）��9：30～ 15：30
　　　　　第3回　12月��5日（火）・��6日（水）10：00～ 15：00
場　　所：北海道看護協会
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）

応募締切：各講習会14日前
　　　　　　�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
受 講 料：無料
そ の 他：駐車場・託児保育（無料、事前申込）

看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

あなたの居住地域の希望する施設で（病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等） 
実地体験研修ができます。
期　　間：随時（受講者の希望日時と実習施設と調整します）
場　　所： 受講者の希望施設　�

※受け入れ施設は北海道ナースセンターホームページに掲載
対　　象：�ナースセンター登録者（未就業）で1年以内に再就職する意

向がある者

内　　容： 希望項目に沿った実習型研修（2～ 5日間）�
（希望をすべて網羅できないこともあります）

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

受 講 料：無料　※看護職賠償責任保険（任意・受講者負担　1,550円）

再就業のための体験研修

・複数の施設から情報を直接聴けます。　履歴書不要／入退場自由／看護職が相談対応
・採血の演習コーナーもあります。

開催地 旭　川 帯　広
日　時 9月1日（金）　10：30～ 14：30（受付13：30まで） 9月29日（金）　10：30～ 14：30（受付13：30まで）
場　所 アートホテル旭川�2階ウエストルーム　旭川市7条通6丁目　TEL：0166-25-8811 とかちプラザ�1階ギャラリー　帯広市西4条南13丁目1番地　TEL：0155-22-7890

【対象】求人施設：実施管内及び近隣に所在する保健・医療・福祉施設の看護職員募集施設
　　 　求 職 者：就業を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）・看護学生

看護職の求人・求職合同面接会
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　日本看護協会は、現在活躍する准看護師の方が、さらに看護
職として力を発揮できるよう全力で看護師資格の取得を支援
し、看護職の質向上のため、専門職の基盤となる基礎教育の充
実に向け、取り組みを強化しています。
　昨年、厚生労働省  医道審議会保健師助産師看護師分科会に
おいて検討の結果、准看護師から看護師になるための2年課程

（通信制）について、入学要件などが変更されることになりま
した。

◦就業年限
2年課程（通信制）の入学要件として必要な准看護師としての就業経
験年数が短縮され、「（旧）10年以上」から「（新）7年以上」になりま
す。

◦専任教員数
2年課程（通信制）の専任教員の数が充実され、「（旧）7人以上」から
「（新）10人以上※」になります。
※�ただし、学生の定員数が300人以下の養成所では「8人以上」
◦教育内容の充実 
以下3点の内容を学ぶため、「対面による授業が10日」追加されます。
①�論理的思考のもと根拠に基づいた看護を実践するための問題解決プロ
セスを学ぶ内容
②�フィジカルアセスメントといった対象の理解と看護実践の基礎となる
技術を習得し、理論と実践を統合して学ぶ内容
③健康教育等において効果的なコミュニケーションについて学ぶ内容

◦ 2018年（平成30年）4月に入学する学生から上記変更内容が適用されます。

これまでとの変更点

施行期日

平成30年度4月採用求人一覧について～ NO.1 ～ 　 北海道看護協会・北海道ナースセンターのホームページ双方に掲載しています。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。

准看護師から看護師になるための2年課程（通信制）の入学要件が変更されます

届出制度実績
（平成27年10月1日～平成29年6月30日）

地域応援ナース

１　届出種類� （人）

本人 代理 施設からの代行 合計
1,181 904 1,755 3,840

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
1,062 989 909 508 239 133 3,840

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
118 2,703 309 221 184 177 128 3,840

４　再就業状況� （人）

保健師 助産師 看護師 准看護師 合計
9 7 526 85 627

1　平成29年度 応援要請希望施設数（6月末現在）※詳細はホームページに掲載
区分 施設数
病院 21

有床診療所 ��2
市町村 ��1
計 24

2　平成28年度 地域応援ナース実績

・�未就業の看護職の方は、ぜひ登録をお願いします。
・�看護管理者の方は、退職する看護職員に看護師等
の届出サイト「とどけるん」とともに「地域応援
ナース」の登録をお勧めください。
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応援エリア（病院）えりも

西興部

知内

利尻島国保中央病院
(応援1名＋就業1名）

天塩町立国民健康保険病院
（応援2名）

羊蹄グリーン病院
（応援1名）

静仁会静内病院
（応援2名）

【応援ナース実績】
・応援：6名、就業：1名

応援施設
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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（7月18日に移転しました）
�������〒085-0826�釧路市城山2丁目4番22号�（0154）65-6684
● 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



　昨年度より妊娠・出産包括支援事業が開始され、子育て支援と周産期医療、虐待防止、産後ケア等の拠点を通じた対応強化として成果を
上げてきている。一方で、周産期医療体制の整備として指定・認可されたNICU・GCUから退院する児とその家族への在宅支援は、北海道
においてはその実態は十分に把握できていない現状である。そこで、北海道におけるNICU・GCUから退院する児とその家族への在宅支援
に関する実態調査を実施し、単純集計結果を報告する。

Ⅰ.調査目的
　北海道内のNICU・GCUにおける在宅支援の現状を把握し、NICU・GCU退院児とその家族への在宅移行支援に向けた協働に関する課
題を明らかにする。

Ⅱ.調査概要
1．調査対象施設　北海道内のNICU・GCUを設置する病院32施設
2．調 査 期 間　平成29年4月10日（月）～ 4月28日（金）
3．調 査 方 法　郵送による無記名自記式アンケート
　1）データ分析方法
　　（1）データを単純集計した
　　（2）自由記載内容はそれぞれの素データから意味内容が類似した要素を抽出しカテゴリー化した
　　（3）集計結果について
　　　　・平均値は無回答を除いて算出した
　　　　・データとして誤記入と判断される数値は「外れ値」相当として除いて算出した
　　　　・新生児集中ケア認定看護師の平均は病床を有する施設数を分母とした
　　　　・「未熟児室」はNICUに含んだ
4．倫理的配慮
　調査協力は自由意志に基づく。無記名とし、施設・個人が特定されないように統計的処理する。回答・返答があったことで調査の了解を
得たこととした。

Ⅲ.調査結果
　質問紙の配布回収率は20施設62.5％であった。有効回答数は19施設59.4％であった。
1．施設の属性（表1・表2）

表1　対象施設の属性
平　均 最大値 最小値

勤務している看護師数　（n=17）
NICU 16.4人 28人 4人
GCU 9.4人 27人 6人

勤務している助産師数　（n=17） NICU 1.9人 5人 0人
GCU 0.6人 4人 0人

病床数　（n=19）　＊未熟児室をNICUに含む NICU 8.1床 15床 3床
GCU 6.8床 21床 0床

NICU平均在院日数　（n=17）
GCU平均在院日数　(n=9)

　 31.1日 65.5日 2.0日
　 26.1日 73.8日 3.0日

新生児集中ケア認定看護師の配置数 NICU　(n=19) 0.7人 2人 0人
GCU　(n=12) 0.08人 1人 0人

表2　出生時の在胎週数および体重
　 　 施設数
　 　 0% 1 ～ 24% 25 ～ 49% 50 ～ 74% 75% ～

出生時の在胎週数(n=15)

在胎40週～ 0 10 5 0 0
在胎36～ 39週 0 0 5 10 0
在胎28～ 35週　 0 7 7 1 0
在胎27週以下 4 11 0 0 0

出生時の体重(n=15)
2500g以上 0 0 5 7 3
1500 ～ 2499g 0 3 11 1 0
1500g未満 2 12 1 0 0

　1）NICU・GCUにおいて在宅支援が必要な児の主病名（図1）
　　�　在宅支援が必要な児の主病名は、18トリソミーや21トリソミーなど染
色体異常が11施設（57.9％）、重症新生児仮死が7施設（36.8％）、慢性
肺疾患7施設（36.8％）、先天性奇形5施設（26.3％）、低酸素性虚血脳症
4施設（21.1％）、脳室周囲白質軟化症、脊髄髄膜瘤など脳神経疾患4施設
（21.1％）、低出生体重児3施設（15.8％）、気管軟化症や喉頭軟化症など呼
吸器疾患3施設（15.8％）、心疾患2施設（10.5％）、嚥下障害1施設（5.3％）
であった。

NICU・GCUから退院する児とその家族への
在宅支援に関する調査（概要）
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図１ 在宅支援が必要な主な疾患名(n=19)
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　2） NICU・GCU退院支援コーディネーター（それに該当する看護職員）の
有無（図2）

　　�　NICU・GCU退院支援コーディネーター（それに該当する看護職員）が
いる施設は6施設（31.6％）、いない施設は13施設（68.4％）であった。
退院支援を専門的に行うスタッフが少ない現状であった。

2．在宅支援の現状
　1）地域での主な連携施設について（複数回答可）（図3）
　　�　保健センターが17施設（89.5％）、保健所7施設（36.8％）、市町村12施
設（63.2％）、訪問看護ステーション11施設（57.9％�）、児童相談所11施
設（57.9％）、他施設のNICU病床4施設（21.1％）、他施設の小児科病床
2施設（10.5％）、小児科在宅医の診療所・クリニック2施設（10.5％）で
あった。

　2）地域との連携方法について（複数回答可）（図4）
　　�　看護サマリーが17施設（89.5％）、カンファレンス13施設（68.4％）、
電話連絡14施設（73.7％）、その他として保健所依頼書、母子支援連絡票、
養育支援連絡書、養育支援連絡票の書式による方法が4施設（21.1％）で
あった。

　3） 地域とより密な連携を図るために日頃から行っていること 
（複数回答可）（図5）

　　�　保健師への書類送付8施設（42.1％）、保健師との電話連絡5施設
（26.3％）、退院調整部門の活用4施設（21.1％）、保健師へ妊娠期から
情報提供3施設（15.8％）、多職種合同の退院前カンファレンス2施設
（10.5％）、訪問看護師と顔の見える関係づくり2施設（10.5％）、退院支援
コーディネーターの外部との連携1施設（5.3％）、保健師との学習会1施設
（5.3％）であった。

　4） 在宅支援に関するスタッフ教育について、方法および困難なこと 
（図6・図7）

　　�　教育方法では、部署内での日々のカンファレンスが3施設（17.6％）、部
署内での学習会3施設（17.6％）、部署内での事例検討会2施設（11.8％）、
退院支援看護職による学習会2施設（11.8％）、退院支援看護職や訪問看護
師とカンファレンス1施設（5.9％）、在宅支援を要する対象がほぼいないた
めなし1施設（5.9％）であった。

　　�　困難なことは、在宅支援の経験が少ない看護師が多く指導できるスタッ
フが少ないため教育が困難6施設（35.3％）、機会が少ないため知識、技術
の周知や獲得が困難2施設（11.8％）、在宅支援への教育や学習する意識が
低い2施設（11.8％）、学習する機会が少ない2施設（11.8％）、在宅支援を
要する対象がほぼいないためなし1施設（5.9％）であった。

　5）NICU・GCUの在宅移行に関して困難なこと（図8）
　　�　社会資源が少ない5施設（31.3％）、親の生活環境（住居環境、経済的貧
弱、若年等）4施設（25.0％）、親の受け入れや指導4施設（25.0％）、他部
署や地域との連携3施設（18.8％）、職員の在宅移行への意識が低い2施設
（12.5％）、在宅支援の必要性を判断すること1施設（6.3％）、タイムリー
な支援ができない1施設（6.3％）、在宅支援を要する対象がほぼいないため
なし1施設（6.3％）であった。

　6）NICU・GCUの在宅移行に関する北海道看護協会への要望（図9）
　　�　学習会・研修会8施設（61.5％）、行政への働きかけ4施設（30.8％）、北
海道の在宅支援に関する現状報告2施設（15.4％）、小児訪問看護の増加へ
の働きかけ1施設（7.7％）、他施設との交換留学に関するコーディネート1
施設（7.7％）、特になし1施設（7.7％）であった。

NICU・GCUから退院する児とその家族への
在宅支援に関する調査（概要）

6,｠
31.6%

13,｠
68.4%

図2 退院支援コーディネーターの有無
（n=19）

あり なし

0% 20% 40% 60% 80%100%

保健センター
保健所
市町村

訪問看護ステーション
児童相談所

他施設の小児科病床
小児在宅医の診療所・クリニック

その他

89.5%
36.8%

63.2%
57.9%
57.9%

21.1%
10.5%
10.5%

0%

図3 地域での主な連携施設(n=19)
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図4 地域との連携方法(n=19)
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図5 地域と日頃行っていること(n=19)
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図6 在宅支援に関するスタッフ教育の方法(n=17)
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図7 在宅支援に関するスタッフ教育の困難(n=17)
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図8 在宅移行に関して困難なこと(n=16)
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図9 北海道看護協会への要望(n=13)
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道民の健康情報　　 認知症予防 脳トレ
認知症予防は、高齢者だけのものではありません。悲しいこ

とに、40代でも自覚がないだけで、脳は少しずつ萎縮していっ
ています。高齢者になってからではなく、早くから脳を働かせ
る生活がよいようです。そして、どれも楽しく行うことが大事
です。しなければならないと思うようになると、それがストレ
スになり、認知症予防にはならず逆効果といわれています。今
回は、「認知症ネット」で紹介されている内容をお伝えしたい
と思います。

たとえば、トロント大学で行われた研究で、認知症予防には
パズルが効果ありとされました。続けて行う事が大事です。パ
ズルはどのようなものでも構いません。また数字のパズルであ
る数独も効果があるとされています。他にも、買い物をした時
にお釣りの「計算をする」、「読み書きをする」「麻雀・囲碁・将
棋・オセロを行う」「他人とのコミュニケーションを図る」「新し
い事を行う」ことがあります。
試してみて下さい。

看護協会ニュースリニューアルへの Webアンケート ご協力のお願い

平成29年春の叙勲、各表彰おめでとうございます。
◆叙勲
上　田　順　子（元旭川医科大学病院）
田　中　恵　子（元北海道医療センター）
佐　竹　恵美子（元北海道大学病院）
谷　口　ひろ子（元旭山病院）

◆北海道社会貢献賞
金　山　弘　美（元札幌市社会福祉協議会）
斉　藤　裕　子（共和町役場）
境　谷　美智子（幕別町役場）
谷　藤　伸　恵�（医療法人耕仁会訪問看護ステーションやまのて）
北　田　恵　美（助産院あゆる）
中　村　敦　子（社会医療法人母恋天使病院）
川　原　秀　子（�一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団北見西部地域訪

問看護ステーション�北見西部地域ケアプラン相談センター）
小　竹　紀代美（総合病院伊達赤十字病院）
児　玉　眞利子（元旭川赤十字病院）
鈴　木　淑　子（北海道社会事業協会洞爺病院）

武　田　美都子（特別養護老人ホームところ）
根　本　まり子（砂川市立病院）
宮　尾　スミエ（釧路孝仁会看護専門学校）
宮　部　偉貢子（元名寄市風連町国民健康保険診療所）
若田部　紀代子（�一般社団法人北海道総合在宅ケア事業

団�帯広地域訪問看護ステーション）

◆日本看護協会長表彰
一　柳　美由紀（北海道中央労災病院）
川　畑　いづみ（小樽協会病院）　
栗　原　倫　子（北海道看護協会）
須　藤　桃　代（北海道科学大学）
竹　内　明　子（元空知総合振興局保健環境部）
前　田　裕　子（元東札幌病院）
松　田　久　代（北海道看護協会）
的　場　由紀子（JCHO札幌北辰病院）
良　村　貞　子（北海道大学大学院保健科学研究院）

（※敬称略、所属は受賞時点のものです。）
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もうすぐ盛夏を迎えますが、今年は例年になく降雨量も多く、蒸
し暑い日が目立ちます。昨夏の北海道では雨による災害も発生し
ています。夏を楽しむ備えとして防災の備えも万全にしておきま
しょう！� （Ｏ記）
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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
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http://www.hkna.or.jp/�

編集責任者／上田　順子
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来年度、当会では「看護協会ニュース」のリニューアルを予定
しております。それに伴い、会員の皆様からのご意見を広く募
集いたします。ぜひ、皆様の生の声をお聞かせください。
アンケート期間は2017年8月1日（火）～ 2017年8月31日
（木）です。

◦�アンケートはインターネットでのみ受付いたします。

◦�8月1日より、当協会のホームページの「トピックス」欄（図
①）に告知します。IDとパスワード入力画面が表示されます
ので、下記のIDとパスワードを入力してからアンケートにお
進みください。

ユーザ名（ID）：news　／　パスワード：zx6hkn
※英字は小文字で入力してください。

図①


