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●北海道看護協会員数（平成29年10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

42,731名 41,515名 1,153名 1,239名 36,195名 2,928名

平成29年度目標会員数42,700名（達成率97.2%）



9月9日、今年度で11回目となる准看護師懇談会を開催し
ました。「進学の実際について理解し、進学を前向きに考え
ることができる」を目的に、参加者は22名（准看護師19名、
看護管理者3名、うち会員13名）でした。北海道看護協会荒
木専務理事の基調講演から始まり、通信制看護学校学科長
の講演、実際に働きながら進学した方の体験報告、グループ
ワークで参加者同士の意見交換という内容でした。また、阿
部准看護師理事から9月7日に開催された全国准看護師制度
担当役員会議の報告がありました。
基調講演では、准看護師を取り巻く現状について、看護
師・准看護師養成定員の推移、卒業就業状況、求人状況の
推移等について、全国と北海道の数値の比較などで分かりや
すく説明していただきました。また、看護協会として准看護
師の進学支援について伝えていただきました。
次に、学校法人西野学園札幌医学技術福祉歯科専門学校
看護科の水野亜希子学科長より、2年過程通信制の授業内
容、国家試験合格率や必要費用など、進学に関する具体的な
お話を講演していただきました。参加者の疑問や不安に対応
したお話が聞けました。
引き続き、医療法人菊郷会札幌センチュリー病院田中美
樹さんより体験報告がありました。働きながら通信制看護学
校へ進学を決めた経緯、放送大学からスタートした勉強のこ
と、面接授業や見学実習・事例レポート作成で困ったこと、

良かったこと、合格後の達成感などを語っていただきました。
また、現在は管理職へとステップアップし、生き生きと仕事を
している姿に参加者は力づけられました。
その後のグループワークでは、互いの悩みや知りたい情報

を共有し、水野先生や田中さんからの助言を聞く機会も持て
ました。参加者は前向きに進学に踏み出す勇気をもらい、最
後は笑顔で互いに励ましあう姿が印象的な懇談会でした。

と　き　平成29年9月9日（土）
ところ　北海道看護協会
看護師職能委員Ⅰ　新岡　郁子

平成29年度
准看護師懇談会報告

グループワークの様子

荒木専務理事 阿部准看護師理事 水野講師

田中講師

特定行為研修を修了した看護師の活動紹介⑤Seriesシ リ ー ズ

国立大学法人北海道大学病院 副看護師長　特定行為研修修了者(創傷管理モデル)
皮膚・排泄ケア認定看護師　秋田 珠実

▷看護管理者から 国立大学法人北海道大学病院 看護部長　佐藤 ひとみ
特定行為研修の院内実習を通して病院長他多数の教授陣に、ご理解と応援をいただきました。研修修了後は医師たちの信頼がさ

らに深まり、看護師や医師にとっても頼りになる存在として活躍しています。

私は、平成28年度に日本看護協会が認定看護師を対象に
した特定行為研修の「創傷管理モデル」を修了しました。こ
のモデルの役割は、様々な医療の場において、褥瘡や慢性創
傷が発生した患者に対し、高度な創傷管理の早期介入で重症
化予防をはかり、安全安心な療養生活が継続できるように支
援することです。これらの役割を発揮するため「栄養及び水
分管理に係わる薬剤投与関連」「創傷管理関連」「創部ドレー
ン関連」の特定3区分5行為を行います。具体的行為として
「栄養及び水分管理に係わる薬剤投与関連」では、持続点滴
中の高カロリー輸液の投与量の調整と、脱水症状に対する
輸液による補正を行います。「創傷管理関連」では、褥瘡ま
たは慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去や、
創傷に対する局所陰圧閉鎖療法を行います。また、「創部ド
レーン関連」では、創部ドレーンの抜去を行います。

特定行為研修では、病態の変化や疾患を包括的にアセス
メントする能力や、治療を理解し安全に医療や看護を提供す
る能力を強化することができました。今後は、特定行為研修
で強化した能力と、皮膚・排泄ケア認定看護師として長年
培ってきた知識や技術を活かし、特定行為を含むタイムリー
な対応で、質の高い医療や看護を効率的かつ効果的に提供し
てゆきたいと考えています。また、これらの活動が、患者の
意向にそった安全で安心
な療養生活を支えるもの
であるか、常に患者の立
場と看護の視点から評価
し、患者の満足度やQOL
の向上につなげてゆきた
いと考えています。

TOPICS
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高橋はるみ北海道知事をはじめとする来賓の方々
をお迎えして、第48回日本看護学会–看護管理–学
術集会は、「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～」をテーマに、10月12日
（木）13日（金）に北海道看護協会と日本看護協会
の共催により、札幌コンベンションセンター・札幌市
産業振興センターで開催されました。
2年前から準備委員会を立ち上げ、北海道看護協
会の上田順子会長を学術集会長とし、163人の協力
員のご支援を得て、全国から3,511人にご参加いただ
き盛会で無事終了できました。
学会1日目の日本看護協会の福井トシ子会長による
基調講演「医療制度改革の流れをキャッチアップ！！
～マネジメントに期待されるもの～」では、激変する
日本の医療制度と求められる看護管理について、現
状の「見方」を確認できました。2日目の朝からも多
数の熱心な参加者は、特別講演Ⅱの北海道大学の
長谷川英祐准教授による「働くアリと働かないアリの
“ありよう”からみる個性と組織の存続」から、労務

管理の「見方」の示唆を得ることができました。
超高齢社会の我が国での地域包括ケアシステムは
まだ創設期の段階ですが、この変革は、ピンチでは
なくチャンスととらえ、変化を「味方」にする機会と
考えることができます。全世代を支援する看護の重
要な視点を、講演3、シンポジウム3、交流集会3、
ファーストレベル修了者による展示企画1、ランチョ
ンセミナー 9、口演179、示説347、計526演題の
発表の中で検討することができました。本学術集会
は、看護管理上の今日的な課題への方策を考える貴
重な機会であったと考えます。
天候には必ずしも恵まれませんでしたが、実り多
い学術集会でしたと、多くの参加者から評価をいた
だいています。これも日頃の北海道看護協会の会員
の皆様の活動が基礎になっている成果と思います。
学術集会にご協力いただいた皆様、ご参加いただき
ました皆様、北海道看護協会の事務局の皆様、およ
び関係各位の多大なるご支援に心から感謝申し上げ
ます。
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第48回（平成29年度）日本看護学会-看護管理-
学術集会を終えて 学術集会準備委員会　委員長　良村　貞子



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

開催概要
　▪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－」
　▪開　 催 　日　平成30年6月24日（日）
　▪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

参加申込について
　▪参加資格　�北海道看護研究学会は、北海道看護協会会員の他、非会員、学生（看護の免許を未取得の看

護学生）も参加できます。
　▪参加費

※学会参加申込時点の入会の有無によって、参加費の区分(会員・非会員)が決まります。
　入会手続きは、お早目にお済ませください。

　▪参加申込　�学会の開催案内は、総会案内とともに平成30年4月中旬頃に送付予定です。参加申込の詳細
は案内文をご確認ください。

1）事前参加申込
各施設の看護管理者宛に「平成30年度北海道看護協会通常総会及び北海道看護研究学会の開催につ
いて」のご案内を送付いたします。
上記案内の参加申込方法にそって事前参加申込をしてください。参加申込期日、送金方法、送金期日
は必ず厳守願います。
※総会及び学会の開催案内は、平成29年度会員施設に送付いたします。

2）当日参加申込
学会当日受付にお越しください。
※会員証をお持ちの方は、当日受付時会員証を提示ください。
※�学会当日の時点で、平成30年度の入会手続きが完了していない場合は、非会員となることをご了承くだ
さい。

　▪北海道看護研究学会集録
・集録は、参加証と引き替えに、学会当日受付でお渡しいたします。

　▪参加にあたっての注意
・�発表会場内での写真撮影・ビデオ撮影・録音はご遠慮ください（取材のため予め許可を受けたものは
除く）。

・会場内では、携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに設定のうえ通話はご遠慮ください。
・資料（パンフレット、用具等）を会場内で配布することはできません。
・児童、幼児の学会会場への入場はご遠慮ください。

注意

参加費
区　分 事前参加費 当日参加費

会　　員 3,000 円 4,000 円
非 会 員 4,500 円 6,000 円
学　　生 1,500 円 1,500 円

演題申込みは、
平成29年11月30日で締め切りました。
ご応募ありがとうございました。

看護協会ニュース No.120

4



2　平成30年度訪問看護師養成講習会(全日程)のお知らせ

3　研修会のご案内

お問い合わせ先
電話　011－861－3273（教育課 直通）
※�北海道看護研究学会については、随時、北海道看護協会ホームページで更新するほかに、協会ニュースに
も学会情報を掲載していきます。

　訪問看護を目指す人や訪問看護ビギナーを対象とした講習会です。
　平成30年度からは、カリキュラムが変わり、新たな科目が加わります。
　また、講習会の一部の科目については、公開講座とする予定です。

　「訪問看護師養成講習会(全日程)」「公開講座」の申込方法を含め、詳細は、平成30年2月上旬に北海道看護
協会ホームページでご案内いたします。もうしばらくお待ちください。

平成 30 年度
訪問看護師養成

講習会

募　　集 平成 30年 2月下旬から募集開始予定

開催時期 平成 30年 4月中旬～ 6月上旬開催予定

定　　員 40 名

北海道看護研究学会の詳細はホームページをご覧ください。

研修会名　「退院支援看護師のための－生活と医療を統合する継続看護のマネジメント」研修会

開催期日　前期　平成30年1月20日（土）
　　　　　後期　3月23日（金）・24日（土）

応募期間　11月16日（木）～ 11月30日（木）

受講対象　◦医療機関に勤務する退院支援担当看護職
　　　　　◦前期・後期を通して受講できる者
　　　　　◦課題　後期：実践事例を提出できる者

詳細と応募延長の有無は協会ホームページでご確認願います。
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第58号

日　　程：9月7～ 8日、12日～ 14日（12～ 13日は病院で施設実習）
場　　所：北海道看護協会、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、未就業期間があり就職後1年未満の看護職
１　受講背景　受 講 者 数：21名
　　　　　　　平 均 年 齢：46.4歳
　　　　　　　就 業 状 況：未就業者：19名、就業者：2名
　　　　　　　未就業期間：

２　アンケート結果（回収数18）
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 就業予定（就業中）の

職場からの勧め その他

15 13 17 5 0 1

②講習会を受講して就業への意欲に変化はあったか　　　　　　　　�（人）
はい どちらともいえない いいえ
13 5 0

３　講習会の感想等（一部抜粋）
・講義では、現在の現場の状況を聞くことができてとても参考になりました。実習については、現場を見ることができたことがとてもよい刺激になり、
　必ず現場に復帰できるように頑張ろうと背中を押された気持ちになりました。
・講義内容が移乗、採血・点滴、感染予防等、臨床における基本手技を演習で学ぶことができたので参考になりました。

1年未満
33%

1～3年未満
9%

3～5年未満
5%

5～10年未満
14%

10～15年未満
10%

15～20年未満
14%

20年以上
5%

就業中
10%

日　　程：10月17～ 18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：23名
　　　　　　　平 均 年 齢：44.1歳
　　　　　　　未就業期間：

２　アンケート結果（回収数20）
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

17 16 17 5

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
12 7 1 0 0

３　研修会の感想等（一部抜粋）
・演習を通じ、集中して講義を受けることができました。
・最新の情報をお聞きでき、とても勉強になりました。

1年未満
13%

1～3年未満
8%

3～5年未満
9%

5～10年未満
13%

10～15年未満
26%

20年以上
9%

15～20年未満
22%

看護職就業促進講習会 開催報告

看護職復職支援研修会～第２回～（札幌市委託事業） 開催報告

トランスファーの理論
（演習）

安全な看護技術
（採血・点滴法）

救急場面での
BLS（一次救命処置）演習

リスクマネジメント
（演習）

フィジカルアセスメント
（演習）

安全な看護技術
（採血・点滴法）

感染対策
（ガウンテクニック）
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日　　程：北見会場�10月6日、釧路会場�10月27日、旭川会場�11月10日
場　　所：北見会場�北見経済センター、釧路会場�道東経済センタービル、旭川会場�道北経済センター
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、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
参 加 者：北見会場�11名（9施設）、釧路会場�9名（8施設）、旭川会場�17名（14施設）

【開催の様子】
　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。10月末日現在で、4,305名の登録があり、787名
が再就業しています。ナースセンターから、「届出登録状況・支援等について」、「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・求職者の状況＜地域の特性を踏まえて＞」について、報告を行いました。
意見交換会では、「離職者・求職者支援の実際」や「各施設の求人・退職状況」、「働きやすい職場環境づくり」等に
ついて、活発に意見交換を行うことができました。また、ネットワーク構築の機会となりました。

平成29年度看護師等の届出制度 意見交換会（北見・釧路・旭川） 開催報告

意見交換会の様子

帯広（12月1日 帯広経済センタービル）、函館（12月15日 函館経済センター）、札幌（2月23日 北海道看護協会）で開催予定です。

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

～ eナースセンターの登録・検索方法 ～
❶ 北海道看護協会のホームページ
（http://www.hkna.or.jp/）
から、ナースセンターをクリック

インターネット環境があれば、簡単に登録・求人検索が可能です。

届出制度実績
（平成27年10月1日～平成29年10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～10月31日）

１　届出方法� （人）

本人 代理 施設からの代行 合計
1,293 1,099 1,913 4,305

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
1,169 1,115 1,030 581 270 140 4,305

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
136 3,046 356 232 210 192 133 4,305

４　就業状況� （人）

保健師 助産師 看護師 准看護師 合計
9 10 672 96 787

【応援ナース実績】
応援：13名（延べ）／�調整中：2名�／�就業：3名

・�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。

❷ナースセンターの画面内、下部
　のeナースセンターをクリック

❸登録・ログイン画面

登録済みの方は
こちらから

初めての方は
こちらから

ログイン方法や検索方法等、
ご不明な点がありましたら、
遠慮なくお問い合わせください!!

ｅナースセンターを活用ください！！
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改選役員及び推薦委員への立候補並びに推薦について

Ⅰ　選挙日及び場所
平成30年6月23日（土）　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

　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12条（選挙の告示）に基づき、次のとおり告示する。
� 選挙管理委員長　金澤 由佳理

公益社団法人北海道看護協会代議員及び予備代議員選任規程に基づき、代議員及び予備代議員の選出及び立候補の受付期限等について
お知らせします。

Ⅰ　平成30年度北海道看護協会代議員及び予備代議員の定数等 
（１）北海道看護協会の代議員数は200名とする。
（２）�支部ごとの代議員数は、総会員数の割合により算出し、3名

以上とする。

（３）�職能ごとの選出は、支部ごとに原則として、保健師及び助
産師から各1名、看護師及び准看護師から1名を選出する。
代議員数が4名以上となる場合は、職能は問わない。

（４）�代議員の員数を欠くときに備えて予備代議員を置く。

Ⅱ　立候補の基準
（１）会員であること。
（２）北海道看護協会の理念・目的を理解し、1年間代議員として任務を果たせること。
（３）北海道看護協会総会に出席できること。

Ⅲ　立候補の受付期限等について
（１）�本会の代議員及び予備代議員に立候補される方は、代議員

及び予備代議員選任規程第9条に基づき、会員5名の推薦を
受け、「代議員立候補届」により各支部長に届出をしてくだ
さい。届出用紙は本会ホームページよりダウンロードでき
ます。

（２）受付期限は上記、立候補の受付期限を必着とする。

（３）提出先
　　　〒003-0027　札幌市白石区本通17丁目北3番24号
　　　公益社団法人北海道看護協会　○○支部　支部長　宛
　　　※届出については必ず支部名を記載し、「親展」でお送りください。
（４）問い合わせ先：総務部総務課　
　　　T��E��L：011-863-6731
　　　E-mail：hokkaido.kango.kyoukai@hkna.or.jp

平成30年度北海道看護協会

Ⅱ　改選役員等の職名と人数
定款第29条及び第34条並びに定款細則第14条第3項、第15条第3項、第35条第2項により、改選となる役員と推薦委員の人数は次のと

おりです。
1．役員　13名
（１）会長���������������������� 1名
（２）副会長��������������������� 1名
（３）専務理事�������������������� 1名
（４）常務理事�������������������� 1名
（５）保健師職能理事����������������� 1名

（６）看護師職能Ⅱ理事����������������� 1名
（７）一般理事��������������������� 1名
（８）地区理事��������������������� 5名
　　����（道南地区、札幌後志地区、道北地区、オホーツク地区、十勝地区）
（９）監事（本会業務に精通した監事）� ����������� 1名

2．推薦委員9名

Ⅲ　立候補の受付期間等について
立候補しようとする方は、選挙及び選挙管理委員会規程第14条に基づき、会員10名以上の推薦を受け「立候補者届」及び「立候補者推薦届」
を選挙管理委員長宛てに郵送してください。
各届出様式は本会ホームページからダウンロードしていただくか、本会総務部総務課（☎011-863-6731）までお問い合わせください。

1．受付期間
平成30年4月24日（火）必着

2．送付先
〒003-0027　札幌市白石区本通17丁目北3番24号
　　　　　　���公益社団法人北海道看護協会　選挙管理委員長�宛　※必ず「親展」でお送りください。

【支部ごとの代議員数及び予備代議員数等】
支部名 代議員数 予備代議員数 支部大会開催日 立候補の受付期限 支部名 代議員数 予備代議員数 支部大会開催日 立候補の受付期限 支部名 代議員数 予備代議員数 支部大会開催日 立候補の受付期限

道南南 17 5 2/17 1/18 南空知 6 2 2/17 1/18 稚　内 3 2 2/17 1/18

道南北 3 2 2/24 1/25 北空知 6 2 2/24 1/25 北　網 6 2 2/17 1/18

小　樽 6 2 2/17 1/18 室　蘭 9 2 2/24 1/25 遠　紋 3 2 2/17 1/18

後　志 3 2 2/17 1/18 苫小牧 7 2 2/17 1/18 十　勝 10 2 2/17 1/18

札幌第1 18 5 2/24 1/25 日　高 3 2 2/17 1/18 釧　路 9 2 2/17 1/18

札幌第2 21 5 2/17 1/18 上川南 17 5 2/17 1/18 根　室 3 2 2/17 1/18

札幌第3 25 5 2/24 1/25 上川北 3 2 2/17 1/18

札幌第4 19 5 2/24 1/25 留　萌 3 2 2/3 1/4

● ● 平成30年度北海道看護協会代議員及び予備代議員の選出と立候補について ● ● 
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9月1日 看護職の求人・求職合同面接会（旭川市）　佐々木常務理事ほか
北海道防災総合訓練（市内）　上田会長ほか

2日 看護管理者懇談会（道南南･北支部）（函館市）　近藤副会長
看護管理者懇談会（北空知支部）（滝川市）　上田会長

4日 打合せ会議　上田会長ほか
看護連盟との予算要望に関する意見交換（市内）　上田会長ほか

5日 第3回北海道保険者協議会（市内）　荒木専務理事
第2回北海道自殺対策連絡会議 ｢計画部会｣（市内）　佐々木常務理事
サードレベル講義（市内）　砂山常務理事

6日 認定看護管理教育課程運営委員会（市内）　砂山常務理事
第2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

7日 全国准看護師担当役員会議（東京都）　荒木専務理事
セカンドレベル全体会・閉講式　上田会長ほか

8日 北海道総合保健医療協議会救急医療専門委員会（市内）　荒木専務理事
看護職就業促進講習会（市内）　事務局

9日 准看護師懇談会（東京都）　荒木専務理事
助産師出向支援事業報告会・意見交換会　上田会長ほか
看護管理者懇談会（小樽支部）（小樽市）　砂山常務理事
第1回北海道小児等在宅医療推進協議会（市内）　佐々木常務理事

11日 平成30年度道予算要望（市内）　上田会長ほか
平成29年度第2回周産期医療検討委員会（市内）　上田会長

12日 日本看護学会学術集会準備委員会（市内）　上田会長ほか
第5回（仮称）さっぽろ未来医療プラン策定専門委員会（市内）　荒木専務理事
公益･一般法人定例講座（市内）　事務局

13日 北海道・東北地区看護協会長連絡協議会（青森市）　上田会長
14日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

根室市高齢者及び認知症者支援看護職連携推進事業（根室市）　砂山常務理事
20日 第4回教育委員会企画検討会議　砂山常務理事

日本看護協会理事会・法人会員会（東京都）　上田会長
北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会（市内）砂山常務理事ほか

21日 第6回常務理事会　上田会長ほか
22日 札幌市立大学教育研究審議会（市内）　上田会長

北海道・医療勤務環境改善支援センターとの打合せ（市内）　佐々木常務理事
北海道医療大学看護師特定行為研修運営委員会（市内）　砂山常務理事

23日 会員懇談会（後志支部）（余市町）　上田会長
25日 子育て世代包括ケアシステム推進のためのモデル事業第2回プロジェクト

チーム会議（市内）砂山常務理事
26日 平成29年度都道府県ナースセンター地区別意見交換会（秋田市）　佐々木常務理事

名寄市立大学看護マネジメント論講義（名寄市）　上田会長
札幌市救急業務検討委員会（市内）　荒木専務理事
北海道訪問看護人材育成会議（市内）　砂山常務理事

27日 「看護の日」および「看護週間」実行委員会（市内）　上田会長ほか
就業相談会（市内）　事務局

28日 医療安全推進会議（東京都）　荒木専務理事
29日 看護職の求人・求職合同面接会（帯広市）　事務局

札幌市保健所運営協議会（市内）　上田会長

30日 会員懇談会（札幌４支部合同）（市内）　上田会長
実践力アップ事例検討会運営会議　砂山常務理事

10月3日 日本看護学会-看護管理-学術集会職員説明会　上田会長ほか
4日 打合せ会議　上田会長ほか
5日 日本看護協会地区別法人会員会・懇親会（仙台市）　上田会長ほか
6日 日本看護協会地区別法人会員連絡会（仙台市）　上田会長ほか

平成29年度都道府県支部役員等研修（仙台市）　上田会長ほか
10日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

北海道保険者協議会保健活動部会（市内）　荒木専務理事
北海道障がい者施策推進審議会第4回医療的ケア児支援（市内）　佐々木常務理事

12日～13日 日本看護学会（市内）　上田会長ほか
14日 地域包括ケアに携わる多職種合同研修会（深川市）　砂山常務理事

北海道看護連盟第2回支部長会（市内）　上田会長
16日 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

第３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
北海道総合保健医療協議会救急医療専門委員会（市内）　荒木専務理事

17日 平成29年度北海道地区母子保健事業研修会及び妊娠・出産包括支援推進事
業研修会（市内）　佐々木常務理事
第2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

18日 平成29年度北海道地区母子保健事業研修会及び妊娠・出産包括支援推進事
業研修会（市内）　佐々木常務理事
平成29年度第3回周産期医療検討委員会（市内）　上田会長

19日 看護職の就業相談会（市内）　事務局
第7回常務理事会　上田会長ほか

20日 認定看護管理者制度委員会（東京都）　上田会長
21日 看護管理者懇談会（室蘭支部）（室蘭市）　上田会長

会員懇談会（遠紋支部）（紋別市）　佐々木常務理事
高齢者および認知症支援のための看護職連携推進事業住民フォーラム（根
室市）　砂山常務理事

23日 実習指導者講習会（特定分野）開講式　上田会長
札幌市立大学教育研究審議会（市内）　上田会長

25日 打合せ会議　上田会長ほか
セカンドレベル（2回目）開講式　上田会長ほか
就業相談会（市内）　事務局

26日 看護管理Ⅱ看護の動向講義　上田会長
27日 平成29年度看護職等の届出制度意見交換会（釧路市）　佐々木常務理事

継続教育のあり方検討委員会（市内）　砂山常務理事
30日 自民党札幌市支部連合会要望（市内）　上田会長ほか

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
31日 医療事故調査支援委員会（市内）　荒木専務理事

認定看護管理者教育機関視察（千葉県）　上田会長
平成29年度医療安全に関するワークショップ（市内）　事務局

協会の動き

平成29年秋の叙勲受章おめでとうございます。

◆瑞宝双光章

　田中美智子（元帯広協会病院看護部長）
◆瑞宝単光章

　佐藤　瑞惠（元日本郵政公社職員）
　柴田千惠子（元旭川医科大学病院看護部看護師長）
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道民の健康情報　　 今から実践！！「嚥下障害予防」
①嚥下おでこ体操 ②あご持ち上げ体操 ③い～発声体操

イィ　　ッ

④シンクスワロー

ごっくん

最近、「誤嚥性肺炎」と言う言葉をよく耳にしますが、これは食
物（唾液）を飲み込む力が弱くなるため、誤って食べ物や唾液が気管
（肺）に入ってしまうことでおこります。通常、元気な人なら肺に異物
が入っても咳込んで外に出すことができるので問題ありませんが、高
齢者や、体力や免疫力が落ちている人は、吐き出すことができずに
肺に入り細菌が繁殖して炎症を起こし誤嚥性肺炎になります。喉の衰
えは40代から起こると言われています。今回は、手軽にできる簡単な
「嚥下トレーニング」を紹介します。毎日1日5分程度実践しましょう！

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

「北海道看護協会ニュースに関するアンケート調査」結果報告一部抜粋

（1）協会ニュースを読んでいるか。n=144 （2）設問１でいいえの方の理由�（複数回答 n=14）

（5）年何回の発行が良いですか� n=130

（3）�昨年度、何回読みましたか。（年 5回発行）

（6）取り上げてほしいテーマについて (一部紹介 )（4）どの位の範囲を読みますか。� n=130

Ⅰ 調査の概要
調査対象：北海道看護協会会員��／��調査期間：平成29年8月1日（火）～ 8月31日（木）��／��回 収 数：144名

Ⅱ 調査結果

・�認定ナース、専門ナースの活動やインタビュー、広く活躍し
ている方の対談
・�研修会の講師として毎年来て下さっている講師の紹介
・先輩看護職のお話（定年後の方など）
・�小規模病院の看護師定着の取り組みや看護職として地域住
民への貢献していることなど
・�道民向けに情報提供：病気を持ちながらも暮らすための情
報提供や知識の普及啓発

68％

30%

2%

45％55％

はい
90％

いいえ
10%

5回：80％

4回：5％

3回：5％

2回：8％
1回：2％

理　　由 人　　数

手元に届いていない 1

読みたい情報がない 6

読みたいが時間がない	 7

読みにくい 2

■現状のまま年 5回　■年 4回以下　■年 6回以上■すべて詠む　■一部読む アンケートにご協力ありがとうございました。

9月11日(月)、上田会長より北海道保健福祉部長を通じ、知事に対して今後の地域包括ケアシステム推進に向けて、看護職員確保・育成等、
看護関連事業に継続的に取り組むため、平成30年度予算案の編成に際し、尽力をお願いしたい事項についての要望書を提出いたしました。

＜要望内容＞
1．�看護職の人材確保対策の充実
1)�ナースセンター事業の強化による看護職確保定着支援
2)「看護師等の届出制度」の充実・発展

2．地域応援ナースによる地方医療機関等への多様な人材確保対策の推進
3．助産師出向支援事業充実のための支援
4．�訪問看護ステーションへの看護師出向システム構築による人材確保と医療・介
護連携の強化

5．看護職の労働環境充実への支援
6．�地域包括ケアの推進に向けた、医療、介護等様々な分野で働く看護職の質向上
対策の充実

7．看護基礎教育の充実
8．「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進

平成30年度予算編成等に関する要望書を北海道知事へ提出いたしました。

n=130
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10月12・13日の第48回日本看護学会が多数の参加を得て盛況に終わり
ました。私達広報の委員も協力させていただきました。準備に2年間かけた
と報告ありましたが本当にすばらしい学会でした。天気は急に晩秋を感じ
させ、北海道旅行も楽しみたいと思った方々はちょっと残念かな？ですが、
味覚の旅は満喫してきたと思います。寒い日が続きます。インフルエンザ
の蔓延する時期です。皆様も、うがい・手洗いを励行しましょう。� （E記）

編 集 後 記


