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●北海道看護協会員数（平成29年8月31日現在）●
ナースシップ登録者数 入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師

42,311名 40,726名 1,117名 1,223名 35,503名 2,883名

平成29年度目標会員数42,700名（達成率95.3%）
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今年度のふれあい看護体験発表会は、ふれあい看護体験に参加した高校生からの体験発表と、先輩看護職から看護
職を目指すあなたへのメッセージ、そして看護学生の一日、新人看護師や様々な職場で働く看護職を紹介するDVDを
上映しました。参加人数は125名で、内訳は中学生32名・高校生54名・一般・保護者・学校教員39名でした。

TOPICS

1
平成29年
ふれあい看護体験発表会

看護週間に、一日看護体験をした札幌、旭川と帯広の高校生3名が発表を行いました。

1 ふれあい看護体験発表

池 羽花奈さん
体験施設：市立札幌病院
　看護師を志望するようになったのは、中学生の時の職場体験でやりがいを
感じたためです。今回、体験した病院では、新生児室で赤ちゃんを抱き、命の
重さを感じ、内科病棟では、手浴を行い、力加減や速度など難しかったですが、
終えた患者さんが笑顔を返してくれたことが嬉しかったです。また、長期入院
の患者さんが多く、看護師、患者さんと家族の信頼関係が重要であることが
分かりました。体験中、看護師さんから「私達、看護師が患者さんから元気を
もらっている」との言葉に感動し、看護師になりたいと強く感じました。将来、
一人でも多くの患者さんを支え励ますことができる看護をしたいと思います。

西垣 怜香さん
体験施設：黒澤病院
　私は、中学生の時からスポーツ部のマネージャーをしていましたが、的
確な処置ができず、身につけたいと思ったのが看護の道に進みたいきっか
けです。今回の看護体験では、「チャレンジ精神で積極的に」を目標に掲
げて参加し、血圧測定や車いす散歩等行いました。この体験で、自分自
身が患者さんに笑顔で沢山話しかけることができ、患者さんの笑顔を見
れたことが何より嬉しかったことです。看護師は、自分が成長できる喜び
をかみしめることができる素晴らしい職業なので、看護師として働き日々
の生活の中で喜びを感じていきたいです。

発表後、体験施設の担当者からのメッセージ
や当日会場にいらしたご両親からのメッセー
ジもあり、会場は温かい空気に包まれました。

多田 有美香さん
体験施設：旭川赤十字病院
　看護師を目指すきっかけは、母が病院で働いているため、そこで働く看
護師を見て、自分も人を元気づけられる仕事がしたいと思い続けていたか
らです。体験した病院では、ドクターヘリの見学、老人・妊婦体験等を行
いました。その中で一番印象に残ったことは、洗髪のお手伝いをし、患者
さんから「ありがとう」と声をかけていただき、心が温かくなり嬉しかった
ことです。また、看護師以外の仕事の姿を見ることで「チーム医療」につ
いて学ぶことができました。将来、患者さんに安心感を与えることができ、
患者さんを笑顔にできる看護師になりたいです。

と　き　平成29年8月5日（土）
ところ　国際ホール
主　催　�北海道「看護の日」及び

「看護週間」実行委員会

北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員
北海道看護協会常務理事　佐々木　衿子
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保健師・助産師・看護師の先輩が、看護職を目指した動機や職業としてのやりがいについて話してくれました。

2 看護職を目指すあなたへ～先輩からのメッセージ

保健師　中央区役所　笹岡 碧さん
　保健師をはじめから目指したわけではありませんが、両親から将来困
らないようにと勧められて看護の道に進みました。看護学生の実習の際、
自分の行った援助に感謝されることもあり、自分でも力になれた嬉しさ
と看護職としての意識が芽生えました。恩師より、「笹岡さんは、話すこ
とが上手だから保健師に向いている。」との言葉で保健師として働こう
と思いました。保健師は、対象として関わる期間が長い分、信頼関係を
築けなければ支援につなげることは困難です。他人との関わりを好まな
い方が、訪問を続けていく中で私に連絡してくれるようになったことは、
頼りになる人と認められたようで嬉しかったです。最後に、いつの日か
皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

助産師　手稲渓仁会病院　谷地向 益実さん
　助産師に興味を持ったのは、先輩が目指していることと「看護の日」
に開催されたシンポジウムに行き、助産師さんのお話しを聞いて、魅力
を感じこの仕事に就きたいと思いました。働いていてやりがいを感じる
ことは、赤ちゃんが産まれる感動的な瞬間に立ち会えること、元気に退
院していくご家族の姿を見届けられたときです。お腹の中で過ごしてき
た赤ちゃんが外の世界に出てくる瞬間を近くで見て、取り上げることが
できる感動的な瞬間に立ち会えることは魅力の一つです。最後に、助産
師の仕事を知るうえで、家族に自分が生まれた時のことを聞いてみてく
ださい。また、助産師を目指す方は、病院見学等で実際に働く助産師の
姿を見てほしいと思います。

看護師　小樽市立病院　川﨑 佳奈さん
　入院をした際の看護師さんを見て「看護師さんって優しいな」と思い、
医療ドラマを見ることが好きで医療現場に対する好奇心を持ちました。高
校生のインターシップで人の命に係わる責任が負えられるかを考えました
が、周囲の方に「看護師に向いているよ。」と言われたことが後押しとなり、
看護師になりました。看護師は、常に高い専門性や知識、繊細な看護技術
が求められますが、患者さんが元気になっていく姿をみることや患者さんを
支える家族の支えになることができたのかなと感じる瞬間がやりがいと感
じるときです。最後に、看護の仕事は、数学の“1＋1＝2”と答えが決まっ
ているものではなく、患者さんに合わせて、関わりを変えていかなければな
りません。責任のある仕事ですが、ぜひ看護の仕事についてもらいたいです。�

保健師・助産師・看護師の先輩からメッセー
ジのあと、会場の中高生より「中学、高校の
うちに知っておいた方が良いことは何か」「患
者さんと接するときに重要なことは何か」等
の様々な質問があり、会場が一体となり活気
ある時間となりました。
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TOPICS

2
介護保険施設は、看護職が少なく介護職はじめ他職種との協働連携がケアの質向上には欠かせない領域です。さらに昨今は、
医療依存度の高い入所者が増えて看取りの体制整備も進められてきています。このような医療福祉の動向を踏まえ、看護師職能
委員会Ⅱでは「介護保険施設における看護職の実態調査」を行いました。今回は、速報とし、一部の結果を報告いたします。

看護師職能委員会Ⅱ

平成29年度介護保険施設における
看護職の実態調査（速報）

2）入所者の状況
（1）入所者数
介護老人福祉施設の平均入所者数は67.3人、介護老人保健施設は78.2人、地域密着型介護老人福祉施設は28.2人であった

（表2）。

表1　回答施設の施設概要� n=191（施設数）

施設種別 設置主体
入所定員

無回答 小計 合計
30人以内 31〜 50人 51〜 80人 81〜130人 130人以上

介護老人福祉施設

市町村 2 1 5 1 1 10

82医療法人 1 1 2 4
社会福祉法人 7 19 22 17 1 66
その他 1 1 2

介護老人保健施設

市町村 3 2 3 1 9

83医療法人 4 4 9 37 1 55
社会福祉法人 2 14 1 17
無回答 2 2

地域密着型介護老人福祉施設 市町村 6 6 26社会福祉法人 20 20

（2）入所者の介護度
施設全体では、「要介護度4」が最も多く3,574人（28.6％）、次いで「要介護度3」2,942人（23.5％）、「要介護度5」2,894人

（23.2％）であり、平均介護度は、「3.4」だった。施設別では介護老人福祉施設が平均介護度「3.7」と最も高く、「要介護度3・
4・5」が87.3％を占めていた。介護老人保健施設においては、「要介護度4」の入所者数が最も多く1,506人（23.8％）だったが、
その他の介護度と大きな差はなかった。地域密着型介護老人福祉施設について、「要介護度4」が232人（30.5％）と最も多く、
「要介護度3・4・5」合わせて80.6％となった（表3）。《回答した187施設》

1 調査の概要
1）調査目的： 北海道の介護保険施設における看護管理、看護職と介護職の連携・協働の実態を調査し、介護保険施設で働く看

護職の課題を把握して看護師職能委員会Ⅱにおける活動の指針とする。
2）調査対象： 道内の北海道介護サービス情報公表システムに情報公開している介護老人福祉施設・介護老人保健施設・地域密

着型介護老人福祉施設617施設
3）調査期間：平成28年11月1日〜 11月30日
4）回収状況：194施設（回収率31.4％）

2 調査結果
1）回答施設の概要
施設種別では、介護老人保健施設83施設（43.5％）、介護老人福祉施設82施設（42.9％）、地域密着型介護老人福祉施設は
26施設�（13.6％）だった。
設置主体別では「社会福祉法人」が103施設�（54.0％）と最も多く、次は「医療法人」59施設�（30.9％）だった。これを施設種
別でみると、介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設では「社会福祉法人」、老人保健施設では「医療法人」が多かった。
入所定員は、介護老人福祉施設では「51〜 80人」が最も多く29施設、次いで「31〜 50人」「81〜130人」の順で、3者で
86.6％を占めた。介護老人保健施設は、「81〜130人」が最も多く52か所（62.6％）だった（表1）。《施設種別無回答3施設除く》

入所者数（人）
施設種別

平均値 中央値 最低値 最大値

調査施設全体 66.5 74 5 160
介護老人福祉施設 67.3 67 5 160
介護老人保健施設 78.2 89 11 148
地域密着型介護老人福祉施設 28.2 29 20 29

表2　入所者数 n＝191（施設数）
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　設置主体では、社会福祉法人が多く、入所定員からは中規模施設が多い。入所者の介護度は「要介護4」が多く、介護老人福
祉施設では入所要件の変更が反映している。入所者の医療依存度は、「膀胱留置カテーテル」他4項目で60％受け入れ可能であ
り、実際には「膀胱留置カテーテル」が最も多く「褥瘡処置」「インスリン」「吸引」が同程度だった。看取りは半数以上の施設が
行なっており、中間施設である介護老人保健施設が最も多かった。看取りをしていない理由は管理体制によるものが多かった。看
護職の教育・研修については、全職員を対象としている施設が多く、研修内容は制度上求められている研修や安全管理上スキル
アップを必要とする研修が多かった。
　現在、施設別の状況を集計分析している。施設種別で制度上求められている要件が異なるものも多く他設問も合わせて最終結
果を次年度の総会資料に掲載したい。

3. まとめと今後の方向性 

施設(施設数)
介護度

調査施設全体(n=187) 介護老人福祉施設(n=80) 介護老人保健施設(n=81) 地域密着型介護老人福祉施設(n=26)

介護度 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
要介護１ 1,271 10.2� 203 3.7� 1,044 16.5� 24 3.2�
要介護２ 1,818 14.5� 485 8.8� 1,267 20.0� 66 8.7�
要介護３ 2,942 23.5� 1,434 26.1� 1,328 21.0� 180 23.7�
要介護４ 3,574 28.6� 1,836 33.4� 1,506 23.8� 232 30.5�
要介護５ 2,894 23.2� 1,530 27.8� 1,163 18.4� 201 26.4�
その他 77 0.6� 7 0.1� 13 0.2� 57 7.5�
平均介護度 3.4 3.7 3.1 3.5

表3　入所者の要介護度 n＝187

3）看取りについて
（1）実施の有無
　看取りを行なっているのは、全体では103施設（53.1％）
だった。施設種別では介護老人保健施設が45施 設
（54.9％）、介護老人福祉施設45施設（54.9％）と同程度で
あり、地域密着型介護老人福祉施設は7施設（26.9％）で
あった。（図2）

（2）看取りをしていない理由（複数回答）
　「看取り体制が整っていない」が最も多く61件、次いで「医
療機関との連携・協力体制が不十分」43件、「職員の教育不
足」39件の順であった。（図3）

（3）医療ニーズのある入所者の受入れ体制
受け入れ可能な項目については、「膀胱留置カテーテル」

「褥瘡処置」「経管栄養法」「インスリン」「人工肛門」は60％
以上の回答だった。相談の上受け入れ可能を加えると、「褥
瘡」「膀胱留置カテーテル」「インスリン療法」「人工肛門」
「経管栄養法」についてはほぼ80％が可能と答えている。ま
た、受け入れ可能の少ない項目としては、「人工呼吸療法」が
最も少なく2施設、「腹膜透析」「気管切開、気管内挿管」「中
心静脈栄養」は、6〜7施設であった（図1）。

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

103 91調査施設全体
45 37介護老人福祉施設
49 34介護老人保健施設
7 19地域密着型介護老人福祉施設

■実施している ■してない

図2　看取りの有無　n=194

4）研修について
(1）施設内研修の対象（複数回答）
��対象については、「職場内職員すべて合同」が最も多く、次
いで「看護・介護職合同」、「職種別」の順であった。看護職
のみの研修は15施設と少なかった。（図4）

(2）実施している研修（複数回答）
　実施している研修は、「認知症」、「急変時の対応」「看取
り」の順だった。「その他」では、「感染」が最も多く「褥瘡」
「事故」「接遇」「身体拘束」が多かった。（図5） 0 50 100 150 200

148職場内職員すべて合同
98看護・介護職合同

37職種別
15看護職のみ

3その他

図4　施設内研修プログラムの対象（複数回答）　n=194

①経管栄養法
②インスリン療法
③中心静脈栄養
④末梢静脈注射
⑤酸素療法

⑥気管カニューレ
⑦人工呼吸療法

⑧吸引
⑨腹膜透析
⑩人工透析
⑪人工膀胱
⑫人工肛門

⑬膀胱留置カテーテル
⑭褥瘡処置

⑮気管切開、気管内挿管
⑯麻薬を用いた疼痛管理

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

133 21 27 13
129 34 23 8
7 8 160 19
76 35 68 15
69 38 69 18
23 27 123 21
24 166 22
99 51 28 16
6 8 159 21
12 17 143 22
80 35 64 15
127 33 23 11
166 12 8 8
152 28 6 8
7 16 151 20
34 39 102 19

■受け入れが可能 ■受け入れをしていない■相談の上受け入れ可能 ■無回答

図1　医療依存度の受け入れの有無　n=194

0 50 100

61看取り体制が整っていない
43医療機関との連携・協力体制が不十分
39職員の教育不足
35医師との連携不足

28設備環境の問題
23施設の方針

9その他
3無回答

図3　看取りをしていない理由（複数回答）　n=194

0 50 100 150 200

143

134

83

124

認知症

急変時の対応

看取り

その他

図5　実施している研修（複数回答）　n=194
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教育課よりお知らせ

1　平成30年度北海道看護研究学会のご案内について
（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30年6月24日（日）
（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）

3　第48回日本看護学会−看護管理−学術集会2　研修会の情報提供について

パソコン、スマートフォンからご覧いただけます。

当日参加できます！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。
研修会情報の閲覧などにご活用ください。

◦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）

ホームページに掲載する研修会情報

発表演題を募集します！たくさんの演題応募をお待ちしています！
演題申込期間　平成29年10月23日（月）～平成29年11月30日（木）17：00必着

演題申込の応募資格
・発表者および共同研究者は、平成29年度北海道看護協会会員に限ります（ただし、看護職以外の共同研究者はこの限りでは
　ありません）。
・研究内容は、未発表のものに限ります（自施設内職員間の発表にとどめ、二重投稿を禁止します）。
発表形式
・口演または示説（ポスターセッション）のいずれかを希望することができます。ただし、発表形式はご希望に添えないこと
　がありますのでご了承ください。以下の形式を参照のうえ、指定の「演題申込書」に希望を記載してください。
　▪口　演　口演発表は、パワーポイントを使用して研究成果を直接説明していく発表形式です。
　　（1）発表時間は1演題8分、質疑応答は1演題ごとに行います。
　　（2）スライド枚数は10枚以内です。アニメーション効果および動画は使用禁止とします。
　　（3）パソコンは協会で準備いたします。使用できる視聴覚媒体は、Windows版PowerPointです。
　　（4）発表時のパソコン操作は、演台にて発表者ご自身でお願いします。
　▪示　説（ポスターセッション）　示説発表は、パネル掲示という方法で伝達される発表形式です。
　　（1）発表時間は1演題5分、質疑応答は発表群終了後に行います。
　　（2）担当群の時間内は、パネルの前で待機し、参加者からの質問への対応をお願いします。
　　（3）掲示は、縦150cm×横90cmの範囲内でお願いします。
※パワーポイントの提出やポスター掲示に関する詳細は、採択決定後に通知いたします。

実施要綱（演題申込書類等の詳細）は、平成29年9月下旬にホームページに公開
予定です。インターネット環境がない場合は、教育課までお問い合わせください。

（教育課直通） TEL 011－861－3273

看護協会ニュース No.119
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平成29年度
上半期研修の実施状況報告（一部抜粋） 常務理事　砂山 圭子

領　　域 実　施　状　況　等� 【　】内は研修会名

保健師関係 【中堅保健師に求められる人材育成の役割と指導の実際】北海道委託
▶38名受講し、中堅保健師自身のキャリア発達の振り返りができたこと、母子、生活習慣
　病等事業別展開から保健師の専門性について考えられたことが、大きな成果でした。

【統括保健師の人材育成】北海道委託
▶�14名受講し、組織運営や統括としてのあり方について熱い意見交換がなされました。統
括保健師としてのネットワークづくりにつながると期待してます。

【実践力アップ事例検討会−新任期保健師と共に学ぼう】11月予定
▶事例検討の手法と共に、個別支援の考え方を学びます。今、注目の手法です。

助産師関係 【周産期看護専門性を高めよう！】（CTG・助産記録）9月
【医療安全と助産記録�他4本】日本看護協会看護研修センターオンデマンド研修
▶�上記すべてClocmipレベルⅢ認証申請のための必須研修です。すでに北海道で470名が認
証を受けています。制度が定着しつつあるようです。

【集まれ！新人助産師さん−日頃の疑問を解決しよう】
▶39名受講し、技術習得と共に、道内新人助産師のネットワークづくりになってます。

訪問看護師関係 【訪問看護師養成講習会】北海道委託
▶�全日程受講者29名、公開講座延341名受講し、知識・技術の獲得と共に、総合演習では
個別支援の考え方がディスカッションでき、満足度の高い研修でした。

【訪問看護ステーション管理者育成】北海道委託　11月

医療安全関係 【医療安全管理者養成】
【eラーニング活用型医療安全管理者養成】
▶集中型とeラン型のどちらにも定員近い受講希望があり2本継続実施しています。

【現場に活かせるリスクマネージメント　基礎編〜 KYTでリスク感性を高めよう】
【現場に活かせるリスクマネージメント　アドバンス編〜 ImSAFERを用いて】
▶�今年度から基礎編とアドバンス編に分けて、段階を追って知識が深められるようにしまし
た。アドバンス編は部署・施設内で医療安全の役割を持っている受講者が多く、自己課題
の相談場面もありました。

認知症関係 【認知症高齢者の看護実践に必要な基礎知識】〈診療報酬加算対応〉日看協オンデマンド
【看護職員認知症対応力向上】〈診療報酬加算対応〉北海道委託9月、11月
▶上記すべて認知症ケア加算2に対応する看護管理者向け研修です。実践に活かしましょう！

【認知症ケア−対象者を深く理解するために】
▶講師への質問が多かったので、回答をホームページに掲載します。

地域包括
ケアシステム関係

【地域包括ケア病棟との運営と地域連携のあり方を考える−看護管理者研修】北海道委託
▶地域包括ケア病棟が増え、地域連携の役割の果たし方について実践例から学びました。

【地域包括ケアシステムを構築するために−地域ケア会議の活かし方】
▶�介護保険の「地域ケア会議」について学び、個別事例検討の演習を「実践力アップ事例検
討会」の手法を用いて経験しました。看護師の受講者が多く、満足度の高い研修でした。

【生活の場に戻る患者さんの退院支援を学ぶ】
▶�病棟で働く看護師として、退院支援の基礎について学びました。施設での仕組みづくりや
実践への反映が課題です。
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第57号

就業支援講習会

平成29年度ナースバンク事業のお知らせ（第3弾）

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
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

いる者
※第1回目を受講された方は、第2回目は受講できません。

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：第2回�10月��3日
　　　　　第3回�11月21日
受 講 料：無料
そ の 他：駐車場・託児保育（無料、事前申込）

日　　程：9月9日
場　　所：北海道看護協会
参 加 者：39名（20施設）事務部長、看護部長、副看護部長、師長・副看護師長職相当他

看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

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：10月25日
受 講 料：無料
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）

出向元施設 出向先施設 出向助産師数
札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル 遠軽厚生病院 1名

町立中標津病院 市立根室病院 2名
札幌医科大学附属病院 浦河赤十字病院 2名

出向助産師　南波助産師 意見交換会・全体会の様子

【開催の様子】
　4月から出向が実施され、8月末現在3施設5名の助産師が3施設に出
向しています。報告会では、出向元・出向先施設の看護代表者と出向
助産師から、それぞれの立場から出向の実際について報告をいただき、
「助産師・人間として大きく成長し施設に還元できている」、「地域医療
に貢献できた」と述べられました。意見交換会・全体会では、各施設の
助産師就業の現状と課題、出向の目的・要件について活発な意見交換を
行うことができました。また、出向経験のある施設からは、出向に関す
る事務部門・看護部門の準備から出向の実際について詳細な情報を提供
いただく場となりました。多くの方々に参加いただきネットワーク構築
の機会となりました。

北海道助産師出向支援事業　報告会・意見交換会　開催報告

日　　時 講義内容
11月8日（水） 10 〜12時 褥瘡ケアの実際（演習を含む）

復職に向けて、演習を取り入れた実践的な講習会

日　　程：7月19〜 20日
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者
1　受講背景
受 講 者 数：31名
未就業期間：

2　アンケート結果（回収数�30）
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
23 18 24 6

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

18 10 2 0 0 0

3　研修会の感想等（一部抜粋）
・知っておきたい内容が盛りだくさんでした。
・自分のブランクや経験不足に不安を感じていましたが、同じような思いをもった方も沢山いて、少し安心しました。

安全な看護技術（演習）

フィジカルアセスメントの基本

リスクマネジメント（演習）

1年未満
7％

無回答
3％

3～5年
13％

10～15年
27％

15年以上
23％

6～9年
13％

1～3年
14％

看護職復職支援研修会～第1回～（札幌市委託事業）　開催報告
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届出制度実績
（平成27年10月1日～平成29年8月31日）

平成29年度地域応援ナース実績
（平成29年4月1日～8月31日）

１　届出種類� （人）

本人 代理 施設からの代行 合計
1,245 971 1,846 4,062

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
1,120 1,051 961 539 255 136 4,062

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
127 2,883 321 226 190 185 130 4,062

４　再就業状況� （人）

保健師 助産師 看護師 准看護師 合計
9 8 586 91 694

対　　象： 開催地の3次保健医療福祉圏及び近隣に所在する医療・保健施
設（病院、有床診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問
看護事業を行う事業所）の看護管理者、事務求人担当者

応　　募： 所定の申込用紙（郵送にて案内送付時に同封､もしくは北海道
ナースセンターホームページからダウンロード）を郵送またはFAX

応 募 締 切： 各会場　各開催日1ヶ月前まで
プログラム： 届出登録状況・届出制度登録者へのアンケート調査報告、

eナースセンター登録の求人・求職状況について、意見交
換会・全体会

平成27年10月より届出制度が開始され、2年が経過しました。届出登録状況や登録者へのアンケート結果等を報告いたします。
届出登録者や求職者への支援について、意見・情報交換を行い、勤務環境改善の推進に向けて考える機会としたいと思います。

月　　　日 時　　　間 開　催　地 場　　　所
10月��6日（金）

13：30〜 15：30

北見 北見経済センター　　　1階　1号室 北見市北3条東1丁目2番地
10月27日（金） 釧路 道東経済センタービル　3階　研修室 釧路市大町1−1−1
11月10日（金） 旭川 道北経済センター　　　2階　中ホール 旭川市常盤通1丁目
12月��1日（金） 帯広 帯広経済センタービル　6階　中会議室A 帯広市西3条南9丁目1
12月15日（金） 函館 函館経済センター　　　3階　第2会議室 函館市若松町7番15号　

平成30年��2月23日（金） 13：30〜 15：25 札幌 北海道看護協会　　　　2階　大講堂 札幌市白石区本通17丁目北3番24号

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

【応援ナース実績】応援：9名（11件）／�調整中：1名�／�就業：3名

　事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場
合に、その方に個別に育児休業等に関する制度（育児休業中・休業
後の待遇や労働条件など）を知らせる努力義務が創設されます。

子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度
などをお知らせしましょう。

改正内容 2

　1歳6ヶ月以後も保育園に入れないなどの場合には、会社に申
し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
（育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります）

最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。改正内容 1

　未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関
する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
（例：配偶者出産休暇、子の行事参加のための休暇、など）

改正内容 3 育児目的休暇の導入を促進

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぎ、また、
さらに育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやす
い職場環境づくりを進めるため、育児・介護休業法が変わります。

詳しくは厚生労働省ホームページ

平成29年度看護師等の届出制度　意見交換会　開催します！！

改正育児・介護休業法が
スタートします！！

平成 29 年

10 月 1 日より

・�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」の登録をお勧めください。
・�看護管理者の方は、退職する看護職員に「地域応援ナース」の登
録をお勧めください。
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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
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道南北支部は渡島半島北支部に位置する会員数200人余の
小規模な支部です。
看護協会への入会率が低い事が悩みではありますが、地域
に密着した活動を目指し、看護の日フェアでは昨年度から各
地域の春のお祭りに参加して看護をアピールしています。
昨年はせたな町の「水仙まつり」、今年は八雲町熊石地区
の「あわびの里のフェスティバル」に参加させていただきま
した。本部テントのすぐとなりの中央にブースを作っていた
だき、血圧測定・高齢者体験・白衣で写真撮影等を行いまし
た。今年度取り入れた乳房のシミュレーターを用いた「しこ
り触知体験」への関心が高く、順番を待って参加して下さる

方がいるほどでした。またパ
ンダの着ぐるみに役員が挑戦
しましたが、子供達に大変人
気でにぎやかな看護の日フェ
アとなりました。あわび祭り
は「あわび」や「ばか貝」が
生やバーベキューで格安で食
べられると非常に人気のお祭
りです。
皆様も是非一度お越しくだ

さい。

支部報告　道南北支部� 支部長　菊地　祐子

今期開催した主な事業を報告いたします。
5月13日の「看護の日記念講演会」では、おしま療育セン
ター所長高橋和俊先生をお招きし、「発達障がいのある人た
ちを支えるということ−看護に期待するもの−」をご講演い
ただきました。441名の方が参加され、市民や会員の関心の
高さがうかがわれました。発達障がいがあっても社会に適応
していくために、周囲の人達が理解し、対応をちょっと工夫
することで、コミュニケーションがスムーズにとれることや
医療にとってプラスの効果があることを学びました。
9月に予定している管理者懇談会では、「働き続けられる
職場づくり」のために、看護管理者としておさえておくべき

労働基準法等を、社会福祉労務士の池内美佐子先生をお招き
して、講義と意見交換会を予定しています。その他にも多く
の研修会を開催・計画しています。
また、地域においては、7月開催の函館マラソンの看護師

派遣や市民創作「函館野外劇」の救護班を担当しました。

支部報告　道南南支部� 　支部長　九嶋　圭子

今年の夏は、連日の猛暑の日々でしたが、皆様お変わりあ
りませんか？
支部活動も半年を過ぎ、それぞれの施設で「看護の日」に
ちなんだ「ふれあい看護体験」が行われました。
また、教育委員会を中心とした、各種研修では、受講者が
受け身の聞き役でなく、自ら学ぶ「アクティブラーニング」
を心がけて実施しております。参加者が楽しく参加しなが
ら、自身で考え、ほかの参加者の話を聞き、持ち帰り解決で

きる、そんな支部研修を、工夫して行っております。
どうぞ、機会がございましたら、当支部研修にもご参加い

ただければ幸いです。We�are�team�shiribeshi�!

支部報告　後志支部� 支部長　森本　千恵子

小樽支部は支部大会を終えてから新役員と共に4月より事
業を稼働しております。5月は看護の日の開催、6月のふれ
あい看護体験には高校生80人の参加があり、10か所の施設
が受け入れてくれました。
小樽市は道内でも高齢化率が高い地域です。今年度は高齢
者の退院支援や地域包括ケアに関する講演会などにたくさん
の方々に参加していただきました。今後は、小樽市民の皆様
方と触れ合えるイベントにも参加を予定しております。

今年度も役員共々、看護の動向や地域性に応じた研修の企
画を行い、会員の皆さんに役立てていただけるように取り組
んでいきます。

支部報告　小樽支部� 副支部長　小島　聡子
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5月20日（土）イオン札幌桑園ショッピングセンターで看
護の日健康フェアを開催しました。健康相談（生活習慣病
の予防、健康増進、物忘れ相談、禁煙相談）、健康チェック
（血圧測定、血管年齢測定、肺年齢測定）を企画しました。
今年度は前年を上回る111名の方が参加され（前年度は68
名）、地域の皆様の関心の高さが伺われました。一時的に混
雑する時間帯もありましたが、保健師職能委員の協力や人員
配置を臨機応変に行うことで、健康チェックの結果から健康
相談へ進む流れがスムーズにできました。
アンケート結果では「看護の日健康フェアがあって良かっ

た」「毎年楽しみにしています」「年に2〜 3回して頂けたら
嬉しいです」という暖かい感想もいただくことができまし
た。今後も市民の方々に看護の日のPRと、健康について考
えてもらう機会となるよう参加型のイベントとして開催して
いきたいと思います。

支部報告　札幌第１支部� 広報委員長　佐藤　文子

助産師職能研修会　報告
平成29年5月20日（土）に「出生前診断の結果がもたらす女
性の経験について−胎児に異常があることを伝えられた妊婦へ
の関わり−」が開催され、100名のご参加をいただきました。
札幌医科大学�助産学専攻科准教授�荒木奈緒先生をお招き
し、講演をしていただきました。昨年度の講演に引き続き、
本年度も開催となりました。講演では、出生前診断を受ける
妊婦や胎児異常を診断された女性に対する支援において、女
性の意思決定を支え、女性のニーズを受け止め寄り添うこと
の重要性を学びました。

参加者からは、意思決定する女性の支援についてわかりや
すく、また興味深かったという声や、助産師の役割やケアの
重要性に共感したと大変好評でした。終了後のアンケートか
らは、第3弾の研修会を望む声が聞かれるなど、実り多き研
修会となりました。

支部報告　札幌第２支部� 助産師職能委員会委員長　山下　真智子

7月15日（土）に今年から会場をホテルエミシア札幌に
変え、札幌第3支部看護研究発表会を開催しました。気温
が30℃を超える猛暑となり、ホテル内の冷房も追いつかな
いといった中、昨年より参加者数は52名減少し、120名の
参加となりました。演題数は14演題12施設が発表していま
す。多種多様な分野の看護について発表がありました。
日々、地域でつながりのある施設がお互いどのような看護
をしているのか、共有することができるのがこの支部発表会
だといえます。研究の発表の場として例年参加される施設も

多く、研究発表上のマナーやポイントを学ぶ機会にもなって
いると伺っています。互いに研鑽を積み、研究発表の質がよ
り向上していくことも期待されます。今後も多くの参加を期
待しています。

支部報告　札幌第３支部� 　教育委員長　大場　朝宏

活動報告
平成29年度事業計画に基づき、5月14日「看護の日」の
イベントをかわきりに支部主催研修会、各委員会主催研修会
など活発な活動が展開されています。7月8日（土）には支
部主催による医療安全研修会を開催しました。
今年度の医療安全研修会は、講師に弁護士の齊籐隆広先
生をお招きし、「病院・施設で生活する人々の医療安全」を
テーマに、患者様、そのご家族からのクレーム対応や法的制
度を学び、医療安全の確保に繋げることを目的に企画し、個
人情報の取り扱いとクレーム対応に焦点を当て講義をしてい
ただきました。

7月上旬にも関わらず真夏日が続き、当日も32度の猛暑日
でした。本研修は支部企画ではありましたが、札幌第2、第
3支部の皆様、会員に留まらず介護職の方など施設等で働く
方々にも研修をご案内し、222名の多くの方々にご参加いた
だきました。日頃現場で困っていることや講義を聞いての感
想など、会場からは活発な意見が出され外気温に負けない熱
気で研修会は終了しました。

支部報告　札幌第４支部� 　支部長　飯野　智恵子
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室蘭支部では5月13日（土）地域のショッピングモールに
て、市民の皆様を対象とした看護のイベントを開催しました。
今年度は、従来の健康相談や血圧測定などのほか、新たな
取り組みとして「健歩体操」と「ちびっこナースの記念撮
影」を加えた内容で行いました。血圧測定と健康相談には延
べ40名、健歩体操には10名が参加されました。自宅でも気
軽に行える転倒を予防する体操に、参加者はリズムに合わせ
楽しそうに取り組まれていました。ちびっこナースの記念撮
影には、20名のちびっ子たちが好みのユニフォームに着替
えて撮影に臨み、可愛らしい笑顔であふれていました。
また、地域の各施設では高校生を対象とした「ふれあい看
護体験」が実施されました。白衣に身を包み、患者模擬体験

や看護師との意見交換、実際に足浴などの看護ケアを体験し、
看護師の仕事を多少なりとも知ってもらうことができました。
これらのイベントは、地域の方々と触れ合う良い機会であ

り、多くの皆さんに看護のこころを伝えることができたので
はないかと思いました。

支部報告　室蘭支部� 　副支部長　熊谷　広美

当支部では地域における「健康まつり」としてイベント救
護班の派遣を行っています。
音楽イベントのJOIN�ALIVE、春季高校野球大会、三笠北
海盆踊りなどの救護支援です。
北海盆唄発祥の地とされる三笠北海盆おどりは高さ10.5
メートルのやぐらを3重に囲んで北海盆唄の歌声に合わせ、
近隣の町からも多くの方が参加します。今年の参加者は
23,000人で子供盆踊り、仮装盆踊りなどにぎやかに開催さ
れました。
昨年からは30㎏の石炭を担いで競う、石炭担ぎレースも
行われ、ますます救護支援の重要性が増しています。
市内の老人施設では毎年車椅子介助のお年寄りが踊りの輪
に入り、太鼓や笛、歌声に合わせて手拍子をとる姿が見ら

れ、病院では見られない生き生き、溌剌とした笑顔が見られ
ます。救護員としてはイベントが終わるまではハラハラしま
すが普段は見られないお年寄りの元気な姿を見ることが出
来、いつまでも続いていてほしい行事だと思います。

支部報告　南空知支部� 　書記　小林　省三

苫小牧支部は、5月の看護週間の行事を皮切りに今年度の
事業を進めています。各施設で健康相談、ポスター展示、看
護の日グッズの配布等を行いました。「ふれあい看護体験」
には108名の高校生の参加があり、手浴・足浴などを経験
し、「看護師になりたいという気持ちが強くなった」などの
感想が聞かれました。
7月1日には「地域包括ケアシステムの構築に向けた看護
の連携」をテーマに、会員懇談会を開催しました（36名参
加）。参加者の多くが病院勤務の看護師であったため、施設
や訪問看護で働く看護師の話しも聞きたかったという意見も
あり、看看連携として病院・施設・訪問看護の交流の強化が
課題としてあげられました。

7月8日には「看護研究の基礎―具体的事例に沿って―」
の支部研修を、札幌医科大学保健医療学部看護学科�上田泉
准教授を講師に開催しました。他の参加者との意見交換や個
別指導等を通し、看護研究についての理解を深めることがで
きました。

支部報告　苫小牧支部� 　支部長　立花　枝美子

平成29年6月24日（土）に、北空知支部企画研修を実施
しました。講師に福田智子先生（認知症認定看護師:砂川市
立病院）をお迎えし、「認知症の理解と看護の実際〜明日か
ら使える認知症ケア〜」をテーマに約3時間の研修です。参
加者は募集定員40名を超え61名の参加がありました。
認知症に関わる基本的な知識・看護技術と最新のトピック
ス、認知症と共に生きる方の尊厳を尊重することをお伝えい
ただきました。講義形式に加えプチ演習や参加者から提供さ
れた困難事例への助言など、まさに「明日から使える」研修
でした。受講者から「実践してみます」「自分の行動を振り
返ることができた」と、好評価をいただきました。
北空知においても地域の高齢化は顕著であり、日々認知症

と共に生きる方への質の高い看護の実践を模索しているのが
現状です。今後も会員の期待に応え、地域の健康と福祉の増
進に寄与できる
研修の企画運営
を継続したいと
思っております。

支部報告　北空知支部� 　教育委員長　戸田　悦子

滝川市の菜の花
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日高支部の活動を報告します。
5月14日に看護の日記念事業として、イオン静内店にて
グッズの配布や血管年齢測定などを行いました。
6月4日には「看護で大切なことはなにか〜看護倫理を考え
る〜」をテーマに、支部企画研修を行いました。講師に北海
道がんセンターの菊地美香さんをお招きし、看護職に求めら
れる倫理について、基本的な原則等の講義の他、倫理的問題
を解決する方法として四分割法にて事例検討を行いました。
自分の考えに偏らず広い視野を持ち、客観的に問題を捉える
重要性を再確認するとともに、日々の気付きを言葉にするこ

とで、自身の倫理的な客観性を養う必要性も学びました。
今後も各職能委員による様々な研修が予定されています。

日々の活動の振り返りはもちろん、支部内での交流やネット
ワークづくりに根差した活動をしていきたいと思っています。

支部報告　日高支部� 　第二副支部長　伊東　弘恵

上川北支部では、5月14日（日）に「看護の日」のイベン
トを地域のショッピングセンターで行いました。
内容は大学の看護学生さんによる血圧測定・栄養相談・乳
がんセルフチェック体験・ちびっ子ナース写真撮影を企画
し、地域の方にも「看護の日」のイベントに興味を持ってい
ただく機会になりました。
また、7月8日（土）には上川北支部会員懇談会を行いま
した。参加人数は39名（支部役員を含め）でした。
今年度は北海道看護協会の荒木専務理事による「看護の動
向」の講義と元名寄市風連国保診療所看護師長の宮部偉貢子
氏よる「在宅での看取り看護を振り返って」をテーマにした
講義を企画しました。
地域包括ケアシステム構築に向けた看護連携の視点から、
午前・午後の講義内容は興味深く聴講され、グループワーク
も含め情報交換・共有の機会となりました。

また、地域で働く仲間が顔見知りになることで、今後のネッ
トワークづくりの一歩になればと願い、有意義な一日でした。
9月��2日　�支部担当研修会「キネステティクスの考えに基づ

く動きの支援」
9月16日　�三職能研修会「実践を研究に〜これだけは知って

おきたい研究の基本」

支部報告　上川北支部� 　支部長　堀岡　恒子

爽やかな夏の到来とともに、留萌支部の活動が始まりまし
た。冬眠明けの道北は、短い観光シーズンでもあり、支部活
動も7月と9月がピークです。
さて、新体制の支部活動を順番にご紹介していきましょ
う。トップバッターは7月1日（土）の「認知症看護〜対象
を深く理解するために〜」（講師：砂川市立病院福田智子
氏）。自分が住む地域にも、職場にも、家族にも、そして近
い将来の自分たちにも関係の深い認知症。わかりやすい講義
で、とても真剣に学んだ1日となりました。
第2弾は、7月22日（土）の「会員懇談会」。上田順子会
長と樋口春美理事をお迎えしました。午前中は「看護の動
向」の講義を通し、看護協会の活動の理解と、社会情勢、そ

の中で自分たちが果たす役割についての会長の熱い思いを拝
聴しました。午後は「笑いヨガ」。楽しいことや、嬉しいこ
とがなくても笑うことができ、そのうち本当に笑っている自
分を発見！辛いことが多いみなさん、是非お勧めします。
そして、留萌支部は今年も秋まで頑張ります・・。美しい

夕陽をみなさまへ！

支部報告　留萌支部� 　副支部長　茂木　二三子

今年度の上川南支部夏期研修会は、「多様性の時代〜それ
ぞれの命と個性の尊重〜」というテーマで7月19、20日開
催されました。1日目は、医療法人社団旭川圭泉会病院�精神
科医師の佐々木彰先生をお迎えし、『大人の発達障害と子ど
もの発達障害』についての講演でした。発達障害の特徴をわ
かりやすく説明いただき、どの発達障害も程度に差があり、
色々な特性の人が含まれること、また、生活などで困ること
がおきているかどうかが大切なポイントだと話されていまし
た。一般市民の方もたくさん来場し、皆さんそれぞれの心に

響く言葉で、周囲との困難を抱えている人との関わりを学ぶ
ことができました。
2日目は、旭山動物園園長の坂東元先生より、『命の大切

さ』というテーマの講演でした。獣医師である坂東園長が、
高齢のエゾオオカミを治療する中で、長く生
きることよりも大切なことを誰が決めるのか
という話しをされ、私達も日々の生活の中で、
他人の幸せを決めつけていないか、命と個性
の尊重について考える機会になりました。

支部報告　上川南支部� 　助産師職能委員　巻島　愛
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平成29年7月22日遠軽厚生病院（地下講堂にて）特別講
演会「看護の原点を語る�〜地域包括ケアシステムを構築す
るために、今看護ができること」パートⅡと題して、一昨年
に続き、講師に北海道医療大学の石垣靖子先生をお迎えし
て、講演をしていただきました。
当日は70名以上の参加がありました。まず、ケアシステ
ムについて、よく連携が大切と言われるが、連携と言っても
システムばかりでなく顔を合わせて対応することが大切であ
る。また、その情報は、病気や症状だけでなくその人自身の
人間としての営みの情報が十分であるかが大切である。
90歳以上を超高齢者とする学会の提案がされているが、個

人差が非常に大きいので個人をみる必要がある一方、その人
生の最終段階における課題として、救命、胃瘻、透析などの
年齢を問わない医療の問題がある。「人生の最終段階における
医療決定のプロセスに関するガイドライン」もできているの
で、医療従事者はよくみて活用し、本人のQOLを中心にその
プロセスを大切に考えることが必要である。看護師の役割は、
医療提供者（医師）の側から、医療を受ける側（患者）に重
点を置くという立場となってきている。それが本来の看護師
の役割である。がん末期や高齢者への看護では、QOLを尊重
するとは、生きる治療ではなく、目標を達成するための治療
も考える。そのためには相手をわかろうとする姿勢が大事で、

支部報告　遠紋支部� 　副支部長　深澤　万喜子

平成29年度稚内支部担当研修を終えて
　平成29年度の稚内支部担当研修は、道内支部中のトップ
を切り、6月3日（土）「めざそう急変時対応のスキルアップ」
と題して研修を行いました。
　今年度は旭川医科大学病院救命救急センターの安念尋美
講師を筆頭に他3名の認定看護師をお迎えして、多数のシ
ミュレーション器材を持ち込んでいただいてのとても実践的
で分かり易い研修を構成していただきました。
　安念講師の基調講議の後、急変症状として臨床場面で遭
遇する機会の多い「呼吸困難事例」、「心肺停止事例」、「胸痛
事例」、「意識障害事例」の、フィジカルアセスメントを行い
対応や一連の流れについて、それぞれ4つのブースに講師が分

かれ、具体的な対応について演習していただきました。
　参加者は37名と当支部では過去最高の参加人数であり、
遠くは、枝幸国保病院、幌延町立診療所からも参加していた
だき、研修後のアンケートからも皆さんの研修内容への満足
度を伺うことができ、救急時の対応への関心の高さを感じた
研修となりました。

支部報告　稚内支部� 　教育委員長　田中　幸江

看護の日「ふれあい看護デイ」を開催
北網支部では、5月13日（土）に東武イーストモール端野店
において、地域住民に看護活動についての関心と理解を深め
てもらうために「ふれあい看護デイ」を開催しました。
天候にも恵まれ、風船を配り子供から大人まで賑わいまし
た。会場では血圧測定、健康
相談、疾病予防のパンフレット
配布など行いました。来場者
は健康チェックをしたり、真剣
に話を聞いており、自身の健
康状態や生活習慣病の予防に
関心を持っている人が多いと感
じたイベントでした。
第34回　看護研究発表会
7月9日に開催した「第34回看護研究会・働き続けられる
職場づくり学習会」。会場となった北見赤十字病院多目的
ホールには、122名が集まり「勤務環境の改善」をテーマに
ワーク・ライフ・バランスについての学習会を行いました。
看護研究会では7題の演題発表があり、質疑応答も活発に

行われ、各病院・施設の特殊性を明らかにし今後の改善に繋
げられる内容でした。
<参加者としての感想>
7年ぶりの参加でしたが、振り返りになる事や関心を引く

内容であり良い経験となりました。また同じ悩みを共有でき
たことも働く励みになりました。
<発表者としての感想>
数年間に試行錯誤しながら自部署で取り組んだ災害対策に

ついて、原稿やパワーポイントを作成しながら振り返ること
で、新たな気づきがありました。その気づきは現在の自部署
での活動につながっています。また他施設の方に活動を聞い
て頂いたことや発表後に質問を頂いたことは、今後の励みで
す。ありがとうございます。

支部報告　北網支部� 　広報委員会委員長　篠木　靖子

46名の来場者で賑わった
「ふれあい看護デイ」
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保健師助産師職能集会・交流会
平成29年7月15日に、社会事業協会帯広病院を会場に、
保健師助産師職能集会・交流会を開催しました。「いのちの
応援舎」を設立した、助産師の山本文子先生をお招きして、
講演いただきました。
十勝支部では、平成28年度から、助産師職能による高校
生を対象に性教育を実施する事業を開始しており、会員のス
キルアップを目的に山本文子先生に講演をお願いいたしまし
た。山本文子先生が実践している性教育は、「性=いやらし
い」というイメージを抱かずに、性は命を育む原点であり、
愛を育み人が生きることの原点であることを伝えていると伺
うことができました。
私も保健師として、思春期の性教育については、性感染症
や人工妊娠中絶を予防するという切り口で話しておりました
が、生徒の人生までも影響を与えることができる、山本先生

のお話に深く感銘を受け、ぜひ今後に生かしたいと考えます。
また、先生の話を伺い、参加者の多くが涙する場面があ

り、まさに私たちが「いのちの教育」を受けさせていただき
ました。
また、保健師・助産師職能交流会では、「妊娠期からの切

れ目のない支援」を実践する上で、助産師と保健師が連携を
取り合える関係をつくる大変良い機会となりました。

支部報告　十勝支部� 　第一副支部長　伊丹　恵

7月8日（土）に看護管理者懇談会を開催しました。
避暑地と呼ばれる釧路では珍しく、日中は気温が25度ま
であがる晴天の中、81名の参加者が集まりました。
砂山常務理事より午前は「看護の動向」、午後からは「働
き続けられる職場づくり～ワークライフバランス」をテーマ
に講義を頂きました。
グループワークでは「ワークライフバランスの取り組みの
成果と課題」をテーマに活発な情報共有と意見交換がされて
いました。
グループワークの発表では、今後の課題として「院内デイ
サービスの設置」と斬新でユニークなアイデアが出ており、
ユーモアのあるグループ発表を聞くことができました。
参加者からは「看護協会の動きや目指すところがわかりよ
かった」「楽しいグループワークで他病院の管理者と情報交
換ができてよかった」と好評な意見を多く頂いた研修となり
ました。
今後は働きやすい職場づくりを推進し、看護職がいきいき
とやりがいを感じながら看護ができるように、グループワー

クで見えてきた課題に対して取り組んでいきたいと思います。
<今後の活動計画>
��9月��3日　釧路町健康福祉フェスティバル
��9月16日　支部研修「地域包括ケアシステムの現状を知り、
　　　　　��看護職の役割を発揮できる」
��9月26日　高校生1日看護師体験
10月15日　釧路健康まつり
11月25日　看護研究合同発表会
��2月17日　三職能合同集会・支部大会（同時開催）

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委員長　齋藤　希久代

でした。我々は人間をみる専門職であり、どれだけ人を見る
ことができるか？との問いで最後を締めくくられました。先
生のこれまでの看護経験が結
集された大変濃い内容で、パ
ワフルな先生の講演2時間は
あっという間でした。
午後からは数人のグルー

プに分かれて講演の感想や、
日々の感動した看護体験等を
話し合いましたが、とても有
意義な時間を過ごすことがで
きました。

医療の質を左右するとの話もありました。興味深かったのは、
先生が以前受講された研修で、「自分は何歳まで生きられる
か？それまであと何年？」人生最後の日、臨終の床に寝てい
る状況を想像してみるというもので、自分自身への弔辞も書
かれたそうです。日頃考えない様な状況を想像することも自
分自身の振り返りとしても必要だと感じました。
この遠紋地域は、医療施設や人材も決して十分ではありま
せんが、看護に対する姿勢や専門家であるという自負を持ち
ながら、日々患者さんや住民と向き合うことの大切さを改め
て感じることができました。最後に先生が「我々は人間をみ
る専門職である」、「自身が自分を大事に思うことで初めて他
の人を思いやることができる。」という言葉もとても印象的
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少子超高齢社会に対応する社会保障制度の改革により、
医療・介護・予防・生活支援が地域で包括的に提供される
体制づくりが求められています。母子保健においても子育て
世代包括支援センターの全国展開が示されたことから、平成
29年度は、子育て世代包括ケアシステムを理解し保健師の役
割を考えることを目的に保健師職能集会を開催しました。
吉備国際大学の高橋睦子教授から「子育て世代包括支援
センターの意義と方向性〜これからの保健師の役割〜」の
テーマで、個別の対話による信頼関係を基盤とする「ひとつ
ながりの支援」「ワンストップ」の支援を基本とするネウボラ
や、利用者の立場から見た「切れ目のない支援」の必要性に
ついてお話いただきました。また、地域や家族全体が見えて
いるからハイリスクが分かることや、ネウボラの導入でフィン
ランドの児童虐待死が激減したことから「私のことを分かって
くれている」という安心感の重要性が示されました。

実践報告では、札幌市の斉藤そのみ氏から、初妊婦訪問
事業や妊婦支援相談事業等の紹介と支援拠点として保健セン
ターを強化する体制づくり、幕別町の伊丹恵氏からは、子育
て環境の分析と、ネウボラの理念を基盤として始めた母子保
健活動や子育て世代包括支援センターの立ち上げ、恵庭市の
高橋明子氏からは児童福祉の視点から、保健師としてのアセ
スメントの重要性や他機関・他職種との連携、母子保健分野
の保健師との関係について報告いただきました。
全体会では多くの意見が出され、講師からは子どもをいか

に支援するかが将来のその地域のあり方を左右することと、
他国の優れた制度のエッセンスを理解し自分の地域の強みを
活かしながらより良い仕組みを創って欲しいという助言をい
ただきました。参加者にとっては地区活動の重要性や地域を
理解している保健師の役割を考える集会となりました。

と　き　平成29年6月24日（土）
ところ　北海道看護協会
保健師職能委員長　近藤　明代

平成29年度
保健師職能集会報告

講師　高橋睦子全体討議の様子
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根室支部では、6月24日別海町にて「簡単にできる効果的
なストレッチ」をマスターストレッチ・ピラテス講師の川村詩
織氏を迎え28名の参加者より、気持ちよくリフレッシュでき、
他施設との交流をとおして意見交換ができ好評でした。
7月1日には、会員懇談会が開催されました。はじめて根
室市内で開催され、上田順子会長より「看護の動向」を、講
義していただき会長の熱意と思いが伝わり看護の動向につい
て関心を持ち理解できたとの意見もあり51名と多くの方の
参加が得られ看護協会について理解を深めて頂く良い機会と
なりました。午後は「地域包括ケアシステム構築に向けて看
護の連携」をテーマに北海道文教大学�地域看護専門看護師
鹿内あずさ教授と札幌保健医療大学在宅看護専門看護師�長
内さゆり准教授による講義のあとグループワークを実施しま
した。認知症から退院調整、在宅支援など看護師の役割など
を再認識しグループワークでは、他院での取り組みなど事例

を通して検討する事で大変効果的な研修となりました。
今後の活動計画
��9月2・3日　支部担当研修：フィジカルアセスメント
��9月���24日　助産師職能：アロマで出来るマタニティケア
��9月���30日　看護師職能：口腔ケア（続編）
10月���28日　保健師職能：災害看護
11月���11日　支部企画研修：乳がん患者における退院支援

支部報告　根室支部� 　支部長　川村　紀代美

会員懇談会「看護の動向」講義、グループワークの風景



7月1日 会員懇談会（苫小牧支部）（苫小牧市）　荒木専務理事ほか
会員懇談会（根室支部）（根室市）　上田会長ほか

3日 北海道医師会との懇談会（市内）　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）　砂山常務理事
日本看護協会認定看護管理者制度委員会（東京都）　上田会長

5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

6日 ファーストレベル全体会・閉講式　上田会長ほか

7日 支部職能委員長会議　上田会長
北海道総合保健医療協議会第1回運営委員会（市内）　上田会長
第1回北海道アルコール健康障害対策推進会議（市内）　佐々木常務理事

8日 会員懇談会（上川北支部）（名寄市）　荒木専務理事
看護管理者懇談会（釧路支部）（釧路市）　砂山常務理事

11日 北海道総合保健医療協議会総会（市内）　上田会長

12日 打合せ会議　上田会長ほか

13日 平成29年度都道府県看護協会災害看護担当者会議（東京都）　荒木専務理事
平成29年度第1回ナースセンター事業運営に関する検討委員会（東京都）　上田会長
看護職の就業相談会（市内）　事務局

17日 「北海道みんなの日」制定�記念式典（市内）　上田会長

18日 第1回地域応援看護師確保対策検討会議　上田会長ほか

19日 第2回教育委員会（市内）　砂山常務理事

20日 第4回常務理事会（市内）　上田会長ほか

22日 会員懇談会（留萌支部）（苫前町）　上田会長
会員懇談会（稚内支部）（稚内市）　砂山常務理事

24日 札幌市立大学経営・教育研究審議会（市内）　上田会長

26日 打合せ会議　上田会長ほか

27日 日本看護協会　法人会員会・理事会（東京都）　上田会長
札幌市営企業調査審議会第1回病院部会（市内）　荒木専務理事

28日 日本看護協会理事会（東京都）　上田会長
第1回北海道医療費適正化計画検討協議会（市内）　砂山常務理事

29日 北海道リハビリテーション学会平成29年度第1回評議員会（市内）　上田会長

30日 「めざせ看護師！檜山塾」H29年度夏季セミナー（江差町）　砂山常務理事

31日 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

8月1日 第1回離職看護職員相談事業協議会（市内）　上田会長ほか
第1回北海道糖尿病対策推進会議（市内）　荒木専務理事

3日 日本看護協会モデル事業説明会（東京都）　事務局

3日～ 4日 第48回日本看護学会−看護教育−学術集会（高松市）　事務局

4日 日本看護協会出版会（東京都）　上田会長ほか

5日 ふれあい看護体験発表会（市内）　上田会長ほか
看護管理者懇談会（上川南支部）　近藤副会長

7日 第3回理事会　上田会長ほか
第1回支部長会議　上田会長ほか
北海道医療計画に係る情報交換会　上田会長ほか
訪問看護人材育成推進協議会（市内）　砂山常務理事

8日 キャリタス看護フォーラム相談（市内）　事務局
平成29年度都道府県看護協会教育担当者会議（東京都）　砂山常務理事
看護職の就業相談会（市内）　事務局

9日 平成29年度都道府県看護協会教育担当者会議（東京都）　砂山常務理事

10日 打合せ会議　上田会長ほか
看護職の就業相談会（千歳市）　事務局

12日 北海道介護支援専門員協会第2回理事会（市内）　荒木専務理事

16日 平成29年度第1回北海道医療審議会地域医療部会（市内）　上田会長

17日 第5回常務理事会　上田会長ほか
第3回教育委員会（市内）　事務局

18日 北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会H29年度代議員総会（市内）　砂山常務理事
第1回北海道医療・福祉関係職能団体等意見交換会（市内）　荒木専務理事ほか

19日 会員懇談会（日高支部）（新ひだか町）　竹内副会長
看護管理者懇談会（十勝支部）（帯広市）　荒木専務理事

19日～ 20日 第21回日本看護管理学会学術集会（横浜市）　事務局

23日 打合せ会議　上田会長ほか
就業相談会（市内）　事務局

25日～ 26日 日本災害看護学会（倉吉市）　荒木専務理事

26日 看護管理者懇談会（札幌4支部合同）（市内）　竹内副会長
看護管理者懇談会（南空知支部）（岩見沢市）　砂山常務理事ほか
看護管理者懇談会（北網支部）（北見市）　上田会長
地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修（根室市）　事務局

28日 平成29年度第1回周産期医療検討委員会（市内）　上田会長
継続教育のあり方検討委員会（市内）　砂山常務理事

29日 第1回北海道高齢者保健計画・介護保険事業支援計画検討協議会（市内）　砂山常務理事
平成29年度第1回北海道助産師出向支援事業協議会（市内）　上田会長ほか

30日 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
推薦委員会（市内）　荒木専務理事

協会の動き

●平成29年度第3回理事会
₁　日　時　平成29年8月7日（月）9時30分から11時45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23名、監事3名
₅　議　事
 1 協議事項
（₁）北海道看護協会支部規則（準則）の一部改正（案）
（₂）北海道看護協会職員等就業規則の一部改正（案）
（₃）平成30年度北海道看護研究学会企画（案）
（₄）地区・准看護師理事提案事項

 2 報告事項
（₁）平成29年度北海道看護協会通常総会開催報告
（₂）平成29年度北海道看護協会看護研究学会開催報告
（₃）平成29年度事業報告（4月〜 6月）
（₄）平成30年度看護管理研修事業（委託）の企画
（₅）看護師等養成所等での看護協会についての説明の実施
（₆）平成29年度北海道看護協会支部職能委員長会議報告
（₇）日本看護協会理事会報告
（₈）日本看護協会通常総会報告
（₉）全国職能別交流集会報告
（10）第1回全国職能委員長会報告��
（11）平成29年度看護師等の届出制度意見交換会
（12）第7次医療計画策定にあたって

理事会報告
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いいお産の日 in 札幌
　助産師は、お産を取り巻く現状をより良くしていくこ
とを目的に様々な場所で活動しています。未来のお母さ
ん、子産み・子育て中の女性と家族、子育てを終えた女性、
お産を支える専門職を目指す人たちに助産師が身近にい
る存在であることを知ってもらいたいと思い交流の場を
企画しました。

日　時：2017年 1
い い お さ ん

1 月 3 日（金）祝日　13時〜16時
場　所：アリオ札幌（札幌市東区北 7条東 9丁目）
参加費：無料　
＊事前申し込み不要（直接会場にお越しください）

妊娠・出産・育児
相談コーナー

思春期
相談コーナー

妊婦・育児
体験コーナー

更年期
相談コーナー

助産師への
進学相談コーナー

助産 師はあらゆるライフサイクルにある女性
の人生に寄り添います
主催　公益社団法人北海道看護協会

道民の健康情報　　口腔ケアで肺炎・認知症予防
80歳になっても健康な20本の歯を保ち続けましょうと日本では

「8020運動（はちまるにいまる運動）」が推奨されています。健康な
歯を保つためには口腔ケアが重要です。また、口腔ケアは歯の健康
を保つだけでなく、内科疾患の予防効果もあるといわれています。
今回は、普段何気なく行っている口腔ケアの効果について紹介したい
と思います。

【口腔ケアの効果】
▪誤嚥性肺炎の予防
食事時に誤嚥してしまう方は食事前後での口腔ケアを、

唾液を無意識に誤嚥してしまう方は寝る前の口腔ケアをお
勧めします。
▪認知症の予防
しっかり噛むことができるということは脳への良い刺激になるとい

われています。噛む力を維持するために口腔ケアを行い、健康な歯
を維持しましょう。

▪心臓病の予防
口腔衛生の不良により口腔内の雑菌から、

感染性心内膜炎を引き起こす原因になること
があります。齲歯を放置しない、口腔内に傷を
作らないことが大切です。
▪唾液分泌の促進
唾液分泌が低下して、口腔が乾燥してしまうと雑菌が繁殖しやすく

なります。口の周りの筋肉を動かすことで舌がよく動くようになり、
唾液の分泌が促されます。口腔機能を保持・回復させる体操として、
顔面体操・舌のストレッチ・唾液腺のマッサージなどがあります。

食べることは楽しみの一つだと思います。いつまでも美味しく食
べられるように口腔ケアを大切にしてください。

舌の運動 唾液腺のマッサージ ➡

開 催 日：平成30年1月13日（土曜日）
開催時間：9：55 ～ 15：30
場　　所：公益社団法人北海道看護協会
≪プログラム≫
��9：55 オリエンテーション
10：00 開会挨拶　公益社団法人北海道看護協会�会長　上田　順子
10：05〜10：15 北海道訪問看護ステーション連絡協議会からの報告
10：15〜12：30 シンポジウム　「地域における看護職間の連携推進」　

・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に参加した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
　座　長　公益社団法人北海道看護協会�常務理事　砂山　圭子

12：30〜13：30 休　　憩
13：30〜15：00 基調講演「訪問看護の見える化」

　講　師　淑徳大学�看護栄養学部�地域看護学領域�講師　谷口　由紀子
　座　長　公益社団法人北海道看護協会�常務理事　砂山　圭子

15：00〜15：30 全 体 会
15：30 閉　　会

≪申込について≫
申込方法：�申込書をFAXでお送りください
締　　切：平成29年12月1日（金）
資 料 代：1,000円

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。是非
ご参加ください。
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平成29年度地域における看護職等の連携シンポジウムのご案内

こんにちは、今年の管理学会・学術集会は札幌で開催されます。メイン
テーマは「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」と題されています。ちなみにポスターに載ったエゾフクロウですが、
顔の形は「ハート形」で、瞳の色は黒、くちばしは黄色で、とても愛くる
しいですね。エゾフクロウはフクロウの中でも特に北海道に生息している
ものをさします。現在ワシントン条約保護下におかれており、飼育はして
はいけないことになっているそうです。それでは皆様、道内外からのたく
さんの参加をお待ちしております。� （N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


