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明けましておめでとうございます。会員の皆様におか
れましては、健やかな年明けをお迎えのことと思いま
す。ご家族とゆっくり過ごされた方、病院あるいは施
設等で患者さんや利用者さんと一緒に年越しされた方
もおられたことでしょう。いかなる時も24時間通して患
者さんや住民の皆さんの側で、いのちと暮らしを支え
る役目を担う職業は尊く、誇りに思います。その尊く、
誇りである「看護」を安全に質高く担い続けることがで
きるよう職能団体として一層精進しなければと決意を新
たにしております。

さて、2017年は北海道医療計画、介護保険事業支
援計画等の作成の年でありました。病院完結型から地
域完結型の医療への移行を推進するため、医療計画
の5疾病、5事業、在宅医療のすべての項目に訪問看
護ステーションの役割が明記されました。病院から地
域・在宅での継続した医療の提供とセルフコントロー
ルの支援、QOL向上等、医療と介護をつなぐ訪問看
護ステーションの役割を関係職種と共有するとともに住
民の皆さんに具体的に表明することができました。
本看護協会での取り組みを振り返りますと、全世代
型地域包括ケアシステムの構築に向けて、各支部単位
で地域の看護職連携を推進するために2事業を実施し
ました。1つ目は2016年度から開始した高齢者及び認
知症支援のための看護職連携推進事業であり、根室
支部（根室市、別海町）、北空知支部（深川市）で実施
しました。看護職ネットワーク研修や住民フォーラムを
通して、看護職間の連携が強まり、住民の皆さんの意
見や要望を直接伺うことができ、住民一人一人の希望
に沿った暮らし方を自由に選択できるよう環境を整え
調整する役割が看護職に求められていることを再確認
しました。
また、この事業は市町村が実施する地域支援事業
に繋がるものであり、今年も行政や関係団体等と連携
し取り組んで参ります。ぜひ、各支部から応募して頂
ければと思います。
2つ目は、札幌市における医療的ケア児支援のため
の看護職ネットワーク事業を新たに実施しました。医
療的ケア児支援に携わる保健師、助産師、看護師等
によるプロジェクトチームを結成し、意見交換会等を通
して現状と課題を抽出しました。今年も継続して取り組
むこととしており、道内各地の医療的ケア児とご家族
への支援や医療と福祉をつなぐ一助となるものと期待し
ています。
また、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」を実施しました。介護保険
施設での看取りを実施している施設は約53％、実施し
ていない施設の理由は「看取りの体制が整っていない」
が最も多く、医療機関との連携協力体制や職員の教
育、施設設備等の課題が明らかとなりました。これら

調査結果をもとに本看護協会として介護保険施設等の
課題解決に向けて支援して参りたいと思います。
教育研修関係の事業では、2018年は特定行為研修
制度の理解と活用、看護師クリニカルラダーの導入、専
門性を高める研修等を地域包括ケアシステムを推進す
る観点から、病院だけでなく、地域や在宅領域の看護
職の受講が増えるよう研修内容を充実させて参ります。
昨年開催した日本看護学会−看護管理−学術集会
では、会員の皆様のご協力により成功裏に終えること
ができましたことに、深く感謝申し上げます。また、会
員からの要望の高かった認定看護管理者教育課程
サードレベルを2018年度中の開講を目指し準備してい
ます。保健・医療・福祉のあらゆる分野で活躍する看
護管理者のマネジメント力の向上に寄与するものと考え
ております。
人材確保と活用に関する事業では、「離職看護職員
相談支援事業」の一環としてナースセンター支所のあ
る、5地域で求人施設との意見交換会を開催しました。
また、「地域応援看護師確保対策事業」では、離島や
地方へ赴任し就職に至ったケースもありました。「助産
師出向支援事業」では、遠軽、根室等へ出向していま
す。広域な北海道で看護職の地域偏在に対応するため
に、施設を越えた人材育成と活用は有効と考えます。
2018年は病院から訪問看護ステーションへの出向等も
開始する予定です。
看護職能団体としての普及啓発については、看護学
校42校にて看護学生を対象に専門職業人としての意義
と職能団体の理解を深めて頂くための説明会を開催し
ています。
今年は、北海道看護協会70周年の節目の年になり
ます。会館建設借入金の繰り上げ返済について理事会
で決定し、昨年11月残金を全て返済いたしました。会
員の皆様の事業運営へのご協力ご支援の賜物と感謝
申し上げます。今年は、診療報酬・介護報酬同時改
定の年でもあります。北海道の看護職が社会の変化を
的確に見極め連携・協力して、看護の力を発揮できる
よう全力投球して参ります。今年もご支援ご協力をよろ
しくお願いします。

結びに、今年も皆様が健康で希望に満ちた一年とな
りますよう祈念し、年頭のごあいさつと致します。

2018年
新年のごあいさつ

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

　選挙管理委員長　金澤　由佳理

2019年度 公益社団法人日本看護協会

Ⅰ　2019年度日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員数

Ⅱ　立候補の基準

Ⅲ　受付期間など

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

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

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

（2）提出期限　平成30年4月24日（火）必着
（3）問い合わせ先
　　北海道看護協会　総務課総務係　
　　T E L：011-863-6731
　　E-mail：hokkaido.kango.kyoukai@hkna.or.jp

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

【支部ごとの代議員数及び予備代議員数】
支部名 代議員数 予備代議員数

道南南 3 3

道南北 1 1

小　樽 1 1

後　志 1 1

札幌第１ 3 3

札幌第２ 4 4

札幌第３ 5 5

札幌第４ 3 3

支部名 代議員数 予備代議員数

南空知 1 1

北空知 1 1

室　蘭 2 2

苫小牧 1 1

日　高 1 1

上川南 3 3

上川北 1 1

留　萌 1 1

支部名 代議員数 予備代議員数

稚　内 1 1

北　網 1 1

遠　紋 1 1

十　勝 2 2

釧　路 2 2

根　室 1 1
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8月26日（土）、保健師職能集会「アドラー心理学で頭
スッキリ！～支援や人付き合いに活かすコツ～」を開催し、
多職域で活躍する看護職44名の参加がありました。講師に
は、はるこどもクリニック院長の高柳滋治先生をお招きし、
アドラー心理学の基本概念から実践的な内容まで、大変わか
りやすくご講義いただきました。
　支援や人付き合いで、実際に悩んだことを題材にした事例
検討も行われ、「何があったかの事実ではなく、出来事をど
う受け止めたのか」「なぜこの問題が起きたかではなく、こ
れからどうしたいか」に着目することの重要性などを学び、
問題解決の新たな糸口を知ることができました。また、自分
の考え方の癖を知る機会にもなりました。
　参加者からも「ものの考え方や視点が広がった」「価値観

本支部の保健師職能委員は3名、2名が男性保健師でとて
も頼もしい委員と今年度の保健師職能集会を計画実施してき
ました。
前委員からの引継ぎで、1回目の職能集会は情報交換や交
流を目的にしてほしいとのことで、「情報交換＆交流カフェ」
を開催、内容は「疾病予防・介護予防につながる保健指導」
をテーマに共通事例をもとに各町の取組み等の情報交換をし
ました。
後半はハーブティーとクッキーをいただきながら、テーブ
ルにはミントを飾りハーブの香りに癒されながら、仕事の悩
みや仕事以外の話もし気楽に交流できたようでした。
「楽しかった」「リフレッシュできた」との声が多く、「ま
たカフェをやってほしい」と要望もありました。
2回目の保健師職能集会は「地域ぐるみで取り組む糖尿病

小樽支部では、9月9日管理者懇談会を開催し、市内の看
護管理者の方々にお集まりいただき、看護協会の動向や今
後の支部活動についての意見交換を行いました。10月1日
（日）には、地域住民にいきいきと健康で過ごしてもらうこ
とを目的とした「いきいき健康祭り」へ参加しました。その
中の看護協会ブースでは、血圧測定・体脂肪測定をはじめ、
嗅覚テストや物忘れテストを実施し多くの方に来場していた
だき好評に終わりました。
研修会等においては年間事業計画通りに進み、「高齢者の
退院支援」「終末期における意思決定支援」「医療安全交流
会」などが終了いたしました。医療安全交流会には済生会小
樽病院で医療安全専従をされている笹山先生をお迎えし、病
院での取り組みなどについて講演をしていただきました。研
修会の後半ではグループワークを行い、参加者の病院・施設

や思い込みに基づいて行動していたことに気づいた」「支援
者としての自己分析をするうえで大変参考となった」などの
声が多く寄せられ、収穫の多い有意義な研修となりました。

対策」をテーマに講演を行い、地域での重症化予防には他職
種連携がかかせないことから、栄養士、看護師にも参加して
もらいグループディスカッションを行いました。地域と医療
機関の連携ツールの活用等、今できることを共有し実りのあ
る研修でした。

での取り組みについて意見交換を行い、情報の共有などを行
いました。
会員及び市民の皆様にも看護協会を知ってもらい、役に立

つ活動を今後も続けていきたいと思っています。

支部報告　道南南支部� 　保健師職能委員長　浅井　千絵美

支部報告　道南北支部� 　保健師職能委員長　佐藤　里美

支部報告　小樽支部� 　副支部長　阿部　純子
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平成29年10月21日に開催された札幌第一支部医療安全交
流会へ参加しました。交流会は前半に講義、後半は事例を用
いてグループワークを行いました。
講師の新納（にいの）美美先生（育ちの支援オフィス�か
のごの木�代表）による「安全と安心感を生み出す危機管理
としての職場づくりと対人問題への対処」をテーマとした講
義では、対人コミュニケーションを考えるうえでの「価値」
とは、といった倫理的な内容から、管理者はどうあるべきか
という示唆も得られる大変濃い講義を聴くことができまし
た。その後のグループワークと発表を行い、先生から直接講
評をいただくことができたこともより理解を深めることに繋
がりました。
実際に参加したことで、学ぶことの多い交流会だと感じる

9月9日に札幌ビューホテル大通公園において、「怒りを味
方に変えるアンガーマネジメント」というテーマで研修を開
催しました。各支部から210名の方の参加があり、皆様のア
ンガーマネジメントに対する関心の高さを感じることができ
ました。
怒りは二次的感情であり、その背景には何らかの一次的感

ことができました。医療安全交流会は次年度も開催予定とい
うことですので、第一支部以外の方興味のある方は是非一度
参加していただければと思います。

情があり、一次的感情の段階で収拾できていれば、怒りを感
じることは少なくなる可能性があるとのことでした。また、
ネガティブコレクションではなく、ポジティブコレクション
を目指すことが大切で、様々な人間関係に悩むことの多い私
たち看護者にとって、考え方をポジティブに変える良い機会
となりました。

外は、本格的な冬到来となり、ここ後志もあたり一面の銀
世界となりました。支部活動も、残すは支部大会のみとなっ
ております。
支部担当研修として「チーム力アップ」のグループワーク
を7月8日に、支部企画研修として、10月14日に、旭川赤十
字の精神科認定看護師、樋口和央先生を講師に招き「認知症
ケア研修会」を実施いたしました。どちらも定員を超える参
加者があり、会員皆様のニーズに貢献できたのではないかと
考えております。これも役員一人一人の熱意と、会員皆様の
協力があったからだと感謝しています。11月24日には支部

役員会で、次年度の活動へ向けて話し合いました。後志は、
会員数も少なく、また人口減少の地域だからこそ、地域の
人々と顔の見える関係性の中で連携し、よりよい地域医療を
目指して行きたいと思います。We�are�team�shiribeshi！

支部報告　後志支部� 　支部長　森本　千恵子

支部報告　札幌第２支部� 　働き続けられる職場推進委員会　中田　延子

会場では、先生の話を真剣に聞いています。富家先生が楽しい講義をしています。

支部報告　札幌第１支部� 　広報委員　佐藤　文子
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今年度の小規模病院等施設間交流研修では、各受け入れ施
設様のご協力を賜り、参加希望者は11名でした。5施設で研
修をさせて頂き、その参加希望の内訳は感染管理5名、新人
教育1名、施設看護3名、在宅看護1名、皮膚・排泄看護1名
でした。10月中旬には全ての研修が終了し最終報告も全て
届きました。皆さん目的を持って参加し、それぞれ達成して
いる様子が伝わる内容でした。
又、9月9日（土）支部担当研修会を実施しています。今
年度は、テーマ「気持ち良く働くために～脳の健康維持を考
える」で、講師は産業医である小林康太先生で開催しまし
た。先生からは、医療業界はメンタルヘルスの取り組みが、
他の業種よりも遅れていると思うという指摘がありました。

平成29年　札幌第3支部看護師職能委員会 講演会
この度、札幌第3支部看護師職能委員会では、北海道医療
大学名誉教授の石垣靖子先生をお招きし、講演会を開催しま
した。看護・介護をさせていただく私達は、患者様とご家族
様の思いを受け止めて側に寄り添い、意思を尊重出来るよう
に細やかな配慮を心がけていますが、倫理的配慮という面
で、今改めて考える機会となることを願い講演をして頂きま
した。演題は「アドボケートとしてのナース－その役割と意
義－」です。
石垣先生のお話から、人間尊重は「本人の自律を尊重す
る」「自己決定を尊重する」を含む。自律は大事、人は理性
だけで行動するわけではない。理性的な選択ができなくなっ
た人が、自分の気持ちを全身で表しているとき、それを受け
止め尊重して、どう応えるかを考える。まさに倫理の問題。

相手の意思を尊重する（相手の気持ち・存在を尊重すること
を含む）＝ケアという姿勢で相手に向き合い寄り添うこと。
アドボケート（擁護者・代弁者）として、患者様の最期の最
期までその人の内にある健康な力や残された機能をよく見定
め、その力を充分に使って生を全うできるよう、生活課程を
整えていくのがナースの役割と話されていました。

私たちの仕事は日々脳の疲労をさせている事柄も多いので、
その対処方法を具体的に教えて頂き盛況の内に終了となりま
した。

10月28日（土）に平成29年度�看護研究発表会が岩見沢
自治体ネットワークセンターで開催されました。演題数10
題、参加施設14施設、127名が参加し、口演発表では、1
群・2群共に、高齢者が多く病棟機能や役割がそれぞれ違う
病院・施設が集まる南空知地域ならではの内容が多かった印
象でした。
患者・家族が治療に積極的に参加し、その決定に従って治
療を受けるという考え方が、病院ばかりではなく、地域の中
で医療・介護を受けるにあたって根本となってきている今
日、患者・家族と、チームで動く医療職間との信頼関係が大
切であり、その中で、看護師としての専門性を発揮し、安全
で安心な看護を提供していくための取り組みが発表から伝
わってきました。質疑応答や終了後の交見室での意見交換も

活発でした。改めて看護を振り返る機会となり、今後、看護
の質を高めることに活かすことができ、また、看護の喜びを
共有できる意義深い時間でした。

支部報告　札幌第３支部� 　看護師職能委員長　根元　ひとみ

支部報告　南空知支部� 　教育委員長　細川　絵梨子

支部報告　札幌第４支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員会　田中　悦子
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室蘭支部は、10月21日に管理者懇談会、11月11日に看
護研究発表会が終了し、残すところ2月の支部大会のみとな
りました。
管理者懇談会では、北海道看護協会の上田順子会長より

「看護の動向」の講義とそうべつ温泉病院の岩村光子看護部
長による「働き続けられる職場作り」をテーマにした講義と
グループワークを企画しました。看護の動向では看護協会の
理念から少子超高齢化社会において看護職が求められている
ものは何か、看護職としてのキャリアをどう開発していくか
等を解りやすくご講演いただきました。午後からは、豊かな
感性を持つ看護職の育て方を自らの経験と理論や格言を用い

ながらご講演いただき、その後のグループワークを含め情報
交換や共有の機会となりました。
室蘭支部看護研究発表会は参加者328名の中、9演題の発

表が行われ活発な意見交換ができました。
今後も施設間の交流を深め会員の皆様に満足していただけ

る事業を展開したいと考えております。

平成29年8月19日（土）に会員懇談会を行いました。
午前中は北海道看護協会　竹内副会長より「看護の動向」
について講義を受け、看護職を取り巻く医療や地域の動きを
学び、期待される役割等を再確認しました。午後からは「働
き続けられる職場づくり」をテーマに、ワールドカフェを行い
ました。どのグループも和気藹々とリラックスした雰囲気で、
「働くことについて話す機会が持てて良かった」、「悩みや大変
さはあっても働く事は素晴らしい」、「長く働き続けたいと思っ
た」等々、たくさんの感想が寄せられました。
また、竹内副会長、金山理事もグループに参加いただき、

「自分達の思いを受け止めて貰った」、「看護協会の活動をより
身近に感じた」との意見もありました。短い時間ではありまし
たが、世代や所属を越えて看護職として働く意義を振り返る
貴重な時間となりました。

苫小牧支部では9月2日（土）に「認知症看護」をテーマに、
66名の参加で支部担当研修を行いました。多くの参加者から
今後の実践に活用できる、これまでのケアの見直しや課題の
明確化ができたなどの声があり、モチベーションを向上させる
機会ともなったようでした。　
10月28日（土）には、237名の参加で看護研究発表会を行
いました。札幌医科大学保健医療学部看護学科准教授の上田
泉先生から、演題1つ1つを丁寧に講評していただき、発表者、
参加者共に学びの多い発表会となりました。

保健師・助産師・看護師の各職能委員会も、それぞれの興
味関心の高いテーマでの職能集会を開催し、参加者からの好
評を得ています。
今後も、より多くの会員の

期待に応えられる研修を企画
していきたいと思います。

秋分の日の9月23日（土）、看護研究発表会を実施しまし
た。昨年12月より演題募集を行い、4施設・4演題の発表が
行われ、72名の参加がありました。
発表は、高齢化が進む北空知の特徴を捉えたもの、また日
頃の業務の参考となるもので、興味深い内容ばかりでした。
参加者からは「積極的な意見交換で発表者の熱意が伝わっ
た」「モチベーションが上がった」「自分と同じ思いを抱きな
がらも改善していける方法を検討している。（この思いは）
自分だけではないと安心した」などの感想を頂きました。
また、5月の学習会で研究計画書の作成について、講義及

び内容指導を頂いている札幌医科大学保健医療学部准教授の
桑原ゆみ先生より、全体の感想及びまとめを頂き、地域の特
徴から考えることや研究の意味・看護の拡がりを再認識する
ことができました。
看護研究発表会は、“明日か

ら早速実践したい”という意
欲につながる機会ともなって
おり、今後も継続し充実した
ものとしていきたいと思って
おります。

支部報告　苫小牧支部� 　支部長　立花　枝美子

支部報告　北空知支部� 　教育（研究）委員長　伊藤　美栄

支部報告　室蘭支部� 　副支部長　岩田　佳代

支部報告　日高支部� 　第二副支部長　伊東　弘恵
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上川北支部9月からの事業活動報告
9月2日　士別市立病院にて支部担当研修会が開催されま
した。「キネステティクスの考えに基づいた動きの支援」を
テーマにインストラクターの福川氏の講演と実技をメインにし
た内容であり、参加者は体験することで実感ができ、エビデ
ンスも明確になった研修会でした。
9月16日　名寄市立大学にて「実践を研究に～これだけは
知っておきたい研究の基本」をテーマに三職能合同研修会が
開催されました。辻�慶子氏（産業医科大学保健学部看護学科�
教授）を講師に実践を研究に取り入れる基本を学び、研究の
あり方を考える機会になりました。
10月14日　働き続けられる職場づくり推進委員会による

「ストレス解消メンタルヘルスケア�パートⅡ」～アロマで癒しの
空間～を駅前交流プラザ「よろーな」で行いました。講師に八
林素子氏を迎え「アロマを体験し心のリフレッシュをし、意欲
的に仕事に取り組める」を目的にアロマの種類、効能につい
てのお話やアロママッサージなどの体験等癒しのひとときを過
ごしリフレッシュでき、アロマへの興味も高まった企画でした。
11月11日　道北地区（上川北・留萌・稚内支部）
医療安全管理者フォーラムを名寄市立総合病院にて開催し
ました。
「医療安全に関する効果的な教育のすすめ方」をテーマに田
所亮一氏（社会福祉法人北海道社会事業協会�看護局長）の
講演とグループワークを行いました。
効果的な教育のすすめ方では対象者に合わせ教育内容・方
法を明確にして進めることが大事である。リスクの予測・・・

今年度、留萌支部おいて4回の研修会が開催されました。1
回目は、カラーセラピーについてで、色の持つ意味や見る人
に与える印象などについて、理解を深めました。2回目は、認
知症看護についてで、認知症患者の世界は私達が感じる感情
と変わらないものがあるため、まずファーストコンタクトが大
切となること、援助者はゆっくりな言葉、口調等の話しかけ
方が大切であることが理解できました。3回目は、更年期に
ついてで、更年期を心地よく過ごし、イキイキ働き続けるため
には、運動、食事などの生活習慣の見直しが大事であること
を教えていただきました。4回目は、対人関係の問題、世代
別の悩みの傾向と対応についてで、対人関係の問題の原因、

危険を感じる能力と教え合えるコミュニケーションが大切であ
るなど、今までになかった教育方法を教えて頂き「目から鱗」
でした。
グループワークでも現状課題や教育の方法など活発な意見

交換ができました。
来年度は留萌支部の担当で開催されます。

今後予定されている事業
＊上川北支部大会＜H30年2月17日＞
＊看護研究発表会＜H30年2月17日支部大会後＞
以上で今年度の事業が終了します。

年代別の理解、発達障害・人格障害の理解と接し方、リフ
レーミング、筋弛緩法、呼吸法、TFT療法等をもちいたモヤ
モヤへの対処方法について学ぶことができました。各研修会
も、看護職を中心に多数の参加があり、今後の看護に繋がる
等の意見を頂くことができました。

平成29年度の事業計画に基づき、「看護の日」のイオン
モール旭川西でのイベント開催から始まり、「多様性の時代
～それぞれの命と個性の尊重」と題し佐々木彰先生・坂東元
先生による夏期研修会には一般の方も含めて500名を超える
参加がありました。
また、支部企画研修として「急変時の対応に強くなる」、
地域における支部担当研修として「フィジカルアセスメン
ト」を行い、参加者からは日常業務に役立つ有意義な研修
だったとの声が聞かれました。

看護師職能委員会は「認知症と家族の希望に沿った意思決
定支援」と題し、山下いずみ老人看護専門看護師を講師に迎
え講義をしていただきました。高齢化社会となった今、次世
代に繋がる研修だったと思います。助産師職能委員会では
「周産期のメンタルヘルス」、働き続けられる職場づくり推進
委員会では「ワーク・ライフ・バランス」「たばこ対策」と
ニーズに合わせて多様なテーマで研修会を実施しました。
今後も会員の皆様が参加しやすい研修を企画、実施してい

きたいと思います。

支部報告　上川北支部� 　支部長　堀岡　恒子

支部報告　上川南支部� 　広報委員長　川端　香

支部報告　留萌支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員会委員長　堀田　紳悟

支部担当研修会働き続けられる職場づくり
～アロマで癒しの空間～

道北地区：医療安全管理者フォーラム
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遠紋支部では平成29年10月20日会員懇談会を開催し、介
護職も含めて、約60名が参加しました。午前中は、北海道看
護協会の佐々木理事による「看護の動向」の講義があり、改
めて社会情勢のめまぐるしい変化、超高齢社会の到来により
様々なシステムを構築していくことが必至であり、その中での
看護職の役割と専門職能としての成長、働き続けられる環境
整備等について考えることができました。
当支部では、昨年、看護職連携構築モデル事業を実施し、
地域包括ケアシステム推進に向けて看護・介護連携に力を入
れており、午後は川島みどり先生が代表を努める「日本て・
あーて推進協会」理事の八木美智子先生をお招きし、「触れ
る・癒やす・あいだをつなぐ手～タッピングタッチ」をテーマ
に、看護・介護現場で働く看護・介護職の学びや親交を深め
ました。互いに身体に触れあう演習では、相手に信頼・安心
の気持ちが芽生えた等の声が多数聴かれ、関係のとりにくい

対象者や住民の自助・互助促進のためのアプローチ等のヒン
トになりました。川島みどり先生の「看護と介護の原点は同
じ」というお考えを演習からも実感でき、互いの共通のスキ
ル向上と共に、看護・介護連携がまた一歩深まった1日にな
りました。

長く働き続けられる職場づくり研修会を通して
稚内支部の長く働き続けられる職場づくり研修会は、今回

「長く働くための体づくり」を目的に、豊富町で沖ヨガ、イン
ストラクターの中島まなみさんを講師に迎え、参加者20名で
ヨガを行いました。
立ち仕事で滞った臀部から下肢の血流、リンパの流れの改
善、筋肉疲労改善、体幹のバランス改善などで浮腫みや腰
痛、肩こりを自宅でも簡単に解消できる方法を教えていただ
きました。
参加者からは凝り固まっていた筋肉が運動後柔らかく軽く

なり、初めてヨガをしたが効果を感じられたとの声が聞かれ
ました。
心身のストレスを緩和し健康を維持することが大切です。こ

れからも取り巻く環境の問題を解決、解消できるよう働きか
け、お手伝いできるように委員として活動していきたいと思う
研修会となりました。

平成29年度　看護管理者懇談会・医療安全管理者交流会
北網支部では8月26日（土）北見赤十字病院にて「看護管
理者懇談会」「医療安全管理者交流会」を開催しました。参
加者の小清水赤十字病院、杉澤紀子さんにご感想をいただき
ました。
「2年に一度の看護管理者懇談会に参加し、現在および未来
の看護界で重点項目となりそうな事柄について話を聴くこと
ができました。特に平成30年度には診療報酬と介護報酬の
同時改定があり、病院・病棟機能の検討が必要となる事も予
想されるため、看護の動向を参考に今後の動きを考慮してい
きたいと思います。また、動機づけによる人材育成という講
義を受け、グループで動機づけを実践するための課題につい
て話し合い、管理者のキャパシティを広げてタイミングを合わ
せ、部下のモチベーションを下げないようにしないとね、とい
う結論に至りました。
医療安全管理者交流会は、初めての参加でしたが北網の医
療安全に携わる人たちが集まるため、顔を合わせてネットワー

クを作る良い機会でした。ただ一点だけ日常の管理者の悩み
を話し合えればもっと良かったと思いました。」

支部報告　北網支部� 　広報委員　篠木　靖子

支部報告　稚内支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員長　清水　繭

講義の様子

グループワークの様子

支部報告　遠紋支部� 　副支部長　大友　由紀子
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9月3日に釧路町で行われました「健康福祉フェスティバ
ル」に参加しました。来場者は600名を超え実行委員会から
もお礼状を頂きました。
9月16日に行われた支部研修では「地域包括ケアシステム
における看護職の役割を考える」をテーマに講義やグルー
プワークが行われました。54名の参加があり、第一線で関
わっている方が大方を占めていたため講義内容や事例など共
感できることが多かったという声がきかれていました。
9月26日は高校生を対象に一日看護師体験を実施しまし
た。12施設の協力で8校102名の参加がありました。看護師
になりたいという気持ちが強くなったという意見が聞かれ進
路を決めるうえでの一助になったと思います。
10月15日は「釧路市健康まつり」に参加しました。手洗
い体験や乳がん予防啓発、血圧測定など多いブースで279名
の来場者がありました。乳がん予防啓発ブースには若い方が

おびひろキッズタウン2017に参加して
平成29年11月5日（日）に帯広市主催で「おびひろキッ
ズタウン2017」が開催されました。「おびひろキッズタウ
ン2017」とは、キャリア教育の一環として、子供たちが就
業体験や社会にチャレンジし、楽しみながらの社会のしくみ
を考える機会を提供することで、働くことの意味や仕事の楽
しさ、お金（仮想通貨：じゃが）の価値などを考えることが
できるイベントです。
今年は帯広市内の小学校3・4年生、363名が参加し、当
コーナーには91名（前年度87名）の児童に来ていただきま
した。
十勝支部では、昨年に続き「看護師のお仕事体験」とし
て、児童に白衣に着替えてもらい、血圧・脈拍測定を実施
し、患者に見立てた人形の傷を処置（消毒・ガーゼ保護・包
帯を巻くなど）するなど、看護師の仕事の一部を体験しても

平成29年度　根室支部担当研修、企画研修を終えて
根室支部では、9月2、3日と2日間にわたり支部担当研修

「フィジカルアセスメント研修会」11月11日に支部企画研
修「乳がん患者の退院支援」の研修を開催しました。
「フィジカルアセスメント研修会」では、講師に市立根室
病院副院長　三好直貴先生をお迎えしました。フィジカルア
セスメントの知識のみならず、「看護のプロとは」とういう
内容でプロとしての解決する力・考え方を学ばせていただき
ました。参加者は49名と例年よりも多く、アンケート結果
では「看護のプロ」について、改めて考えることができたと
の感想があり大変好評でした。

多く、乳児を連れて相談を受けに来ている来場者もおり、関
心の高さが伺えました。
11月25日は看護研究合同発表会を開催し88名の参加でし

た。口演7題、示説5題が発表され、急性期から慢性期、在
宅ケアに関する等演題は多岐にわたり、参加者は熱心に発表
を聞いていました。
＜今後の活動計画＞
12月17日：三職能合同集会・支部大会（同時開催）

らいました。
看護師になりたいと言っていた児童、白衣を着る事に興味

を持っている児童もいました。今年は男子児童の参加が増え
て、（8→14名）みなさん真剣かつ楽しそうに、取り組んで
おり、興味の高さを感じました。
この活動を通じて将来看護師になりたいと考える児童が増

え、少しでも看護師不足の解消につながれば良いと考えてい
ます。

支部企画研修では乳がん認定看護師森美代子先生をお迎え
しました。リンパドレナージの実演、また、実際の乳がん患
者の事例を通してがん患者の看護についてふみとどまり考え
ることができました。

支部報告　釧路支部� 　働き続けられる職場づくり推進委員長　齋藤　希久代

支部報告　十勝支部� 　会計　佐々木　光春

支部報告　根室支部� 　教育委員長　大橋　陽子
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災害支援ナースの派遣調整に関する日本看護協会との合
同訓練は、平成21年度より毎年行っています。訓練に際し、
毎年災害支援ナース所属施設の看護管理者の皆様にご協力い
ただきありがとうございます。今回、この訓練での協会の動
きをご紹介いたします。
今年度の訓練は、11月7日～9日の3日間行われました。
この訓練は、被災県看護協会から日本看護協会を通し、災害
支援ナースの派遣要請が入り、これに対し都道府県看護協会
は、災害支援ナースの所属施設と派遣調整を行い、派遣候補
者を日本看護協会に連絡、日本看護協会が派遣シフト表を作
成し、都道府県看護協会に連絡するという流れで行われま
す。今年度より、日本看護協会–北海道看護協会–災害支援
ナース所属施設との連絡手段はすべてメールで行いました。
「東南海・南海地震（M8.6）が発生し、静岡県、愛知県、
三重県、和歌山県、徳島県、高知県の6県が被災県」の想定
で訓練がスタートしました。

【11月7日】9時発災

　日本看護協会より災害発生に関する報告書（第1報）が届き、
災害レベルは未定だが、被災県6県が災害支援ナースの派遣
要請を検討しているとの情報が入りました。北海道看護協会
では、会長・専務理事・事務局長が災害対策本部設置につい
て協議し、10：57 第1回災害対策本部会議を開催しました。
事務局は、道外派遣対象と
なる災害支援ナースのリス
トアップ、災害支援ナース
への貸出物品の点検、被災
地への交通ルート等を確認
し、日本看護協会からの派
遣要請に備えました。

　日本看護協会より災害発生に関する報告書（第2報）が届
き、災害レベル3、11月10日からの災害支援ナース派遣要
請があり、第2回災害対策本部会議を開催し、11月10日か
らの派遣要請につ
いて報告、同時に
事務局では、道外
活動可能な災害支
援ナースの所属176
施設と未就業の災
害支援ナース1名に
派遣調整の依頼を
しました。

貸出物品点検

平成29年度
災害支援ナース派遣調整合同訓練

TOPICS

1

　日本看護協会から、活動場所（派遣先）18か所毎の災害支
援ナース派遣要請が届き、第3回災害対策本部会議を開催し
現地の情報を共有しました。また、災害支援ナース所属施設
から送付された派遣可能者8名（6施設）のリストを日本看護
協会へ連絡しました。

【11月8日】
施設から送付された災害支援ナースの連絡用紙を元に災害

支援ナース候補者リストを作成し、17時に派遣可能者88名
（59施設）のリストを日本看護協会へ送りました。
派遣候補者について第4回災害対策本部会議を開催し報告

しました。

【11月9日】

　災害支援ナース派遣シフト表が、日本看護協会から届き、
第5回災害対策本部会議で派遣決定者の確認を行いました。
北海道看護協会からは、災害支援ナース74名の派遣が決定
し、所属施設に派遣先、派遣期間、現地情報を通知しました。

　災害支援ナース派遣要請終了の報告が日本看護協会からあ
り、各施設へ連絡しました。

　災害支援ナースの派遣終了（派遣した災害支援ナースの帰
路を確認）を日本看護協会へ報告しました。

　日本看護協会から訓練終了の報告があり各施設に連絡し、
訓練はすべて終了となりました。

事業部事業課

災害対策本部設置立ち上げ協議

災害支援ナース候補者作成

第1回災害対策本部会議

災害派遣可能者リスト

10：35

11：15

15：30

16：00

17：05

12：30

15：55

北海道内外での災害支援ナースの派遣、道外から
の受け入れはいつおきるかとも解らない状況にありま
す。協会–施設との通信手段をメールとし、今年度の
訓練では、災害支援ナースの所属施設に災害時の連
絡に使用するメールアドレスの登録していただきまし
た。今後も災害時の連絡に使用していただきますの
で、担当者変更によるアドレスの変更等の際は、必ず
ご連絡いただけますよう協力をお願いいたします。
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毎年全国各地で11月3日をいいお産の日としてイベントが
開催されています。
今年度は、北海道看護協会助産師職能委員会としては初の
試みで、同日にイベントを開催しました。
一般市民に広く助産師の役割、仕事をアピールする機会を
目的として、複数のブースを設置しました。
相談コーナーでは、日頃より専門性を深く学び実践してい
る助産師がそれぞれ思春期、更年期、妊娠期の健康相談及び
育児相談、学生の進路相談を行いました。
11名の進路相談があり、助産師になる事への関心、志に
触れて、未来へ繋ぐサポートが出来た事は大変嬉しく感じま
した。
体験コーナーでは、赤ちゃん人形を目にして笑顔で歩み寄
る姿が多くありました。
そして、リアルな赤ちゃん人形で抱っこやおむつ交換の体
験をして貰いました。
ご夫婦で来場されて、妊婦体験ジャケットを着用する夫の
妊婦体験では、「想像以上に重い、動けない」と驚きの感想
が聞かれました。
実体験から思いやりや助け合いが育まれる事を願いました。
また、より安全で楽に抱っこやおんぶができる方法を伝
え、実際に体験して実感して貰いました。

今年度の交流会は、対象を災害支援ナースの他に看護管
理者まで拡大し、災害支援ナース181名、看護管理者40名
が参加しました。まず、情報提供「熊本地震による看護支援
活動」について、被災県としての活動を熊本県看護協会嶋田
晶子会長、災害拠点病院の活動として済生会熊本病院宮下恵
里看護部長、そして、災害支援ナースの活動としてさいたま
市立病院加藤清美師長よりお話しいただきました。発災直後
からの現地の映像記録も紹介され、被災の大きさを改めて実
感するとともに、その状況での看護管理者としての迅速、柔
軟、適切な対応の重要性、特に現場において職員が安心して
働ける環境づくりの実際はとても参考になりました。そし
て、平時からの訓練の重要性を痛感しました。また、地震後
の看護職確保対策として熊本県と看護協会がタイアップした
とりくみ「くまもと復興応援ナース」からは、創造的復興に
向けての強い決意が伝わりました。災害支援ナースとして活
動した加藤さんの報告では、平時から医療者としてのスキル
を積み重ねておくことが重要であり、その一つとして災害訓
練に参加する必要があることを再認識しました。基調講演で
は、「災害時における看護管理者の役割について」のテーマで
東京医療保健大学石井美恵子准教授に、ご講演いただきまし
た。災害時は、情報の集約と情報を共有し可視化していくこ

体験コーナーには144名の参加がありました。
妊婦さんとその家族、また様々な年齢の親子など幅広い年

齢層で賑わいました。
他にも助産師の仕事及び助産師教育についてパネル展示や

ビデオを流して紹介しました。
大型商業施設の通路スペースでの開催となり、多くが通行

中に興味、関心を持ち、足を止めての参加でしたが、事前に
ポスターや紹介で知って参加した人もありました。
結果参加総数181名と大盛況のイベントとなりました。
イベントでの個別相談、体験を通じて少しでも安心や安

全、愛着などが育まれ、希望ある未来の助産師育成へのサ
ポートの場となり、女性の各ライフサイクルで寄り添い、支
援する助産師を身近に感じて貰える機会となったと期待して
います。

とが重要であること、そして、災害時の判断力は経験が伴わ
ないと養われないので、看護管理者として災害支援ナースの
支援活動への参加が可能な組織管理をお願いしたいと話され
ました。この交流会での学びを、参加者個々が、道内の災害
に備えてすでに自己研鑽、活動されていると思います。

と　き　平成29年11月3日（金）
ところ　アリオ札幌
助産師職能委員　山下　博子

と　き　平成29年11月18日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成29年度
「いいお産の日」開催報告

平成29年度
災害支援ナース交流会報告

嶋田講師

加藤講師

宮下講師

石井講師
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12月2日、①なぜ、「自分らしく生きる」、「自分らしく死ぬ」
ことが大切なのかを考える、②「生きる」を支えるために他の
職種・機関と協働連携する基本的な視点を振り返る、③他職
種が交流してお互いを知る機会とすることを目的に在宅・介
護保険施設等で働く看護職の交流会を開催しました。参加者
は介護福祉士8名、ソーシャルワーカー3名等の他職種を含む
103名でした。
基調講演では、北海道医療大学看護福祉学部教授山田律

子先生に「最期までその人らしく生きることを多職種で共に支
えるには～認知症高齢者の食支援を通して考える～」をテーマ
に、食べることの意味、摂食・咀嚼・嚥下機能における加齢変
化から認知症が食事に及ぼす影響と食支援の実際まで一連の
過程を分かり易く講義をしていただきました。
具体的な事例を通して、認知症の方の「その人らしく」を観

察、アセスメントを通して理解し、「食べること」を最後まで諦め
ずに支援することや多職種で構成するチームで協働することの
意義を再認識し、日頃の支援を振り返る動機づけとなりました。
グループワークでは、テーマを「住み慣れた場所で最期まで

その人らしく生きることを共に支えるためにできること」とし、

今年度の交流会には、28名の管理者が参加しました。基調
講演は、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団富士見台特別養
護老人ホーム施設長�海老根典子先生を講師に、「高齢者施設
における看護管理者のマネジメント～多職種連携を中心に～」
についてお話ししていただき、午後からはグループワークを
行いました。先に個人ワークとして、自施設の組織図、多職
種の役割と業務内容を見直し、そこから多職種連携に関する

動画で紹介された食事場面の事例について基調講演での学び
を元に多職種の様々な視点をいかした活発な意見交換がなさ
れ、受講者の92％が課題解決への具体策を見出すことができ
たとアンケートで答えていました。
他施設・多職種との交流を通じ、有意義な意見交換の場とな

り、職場に戻って実践に活かしたいという前向きな意見が聞か
れました。また、今後もこの
ような交流会への参加を希望
する声が多数あり、在宅・介
護保険施設等で働く看護職に
とって顔の見える関係ができ
横の繋がりが広がるきっかけ
になるよう、今後も交流会を
実施していきたいと思います。

課題を抽出しました。グループで共有する課題を選択し、そ
の解決策について意見交換しました。資料の「看護者の倫理
綱領」「看護業務基準」を参照し、積極的に意見交換が行われ、
まとめの時間も惜しいほど熱気に溢れた交流会でした。
海老根講師から、最後に「是非、一人で悩まず、職場の中

で仲間を作り、元気に取り組んでほしい。」と激励をいただき
ました。

と　き　平成29年12月2日（土）
ところ　北海道看護協会
看護師職能委員Ⅱ　上井　美保

と　き　平成29年12月16日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成29年度 在宅・介護保険施設等
で働く看護職の交流会報告

平成29年度 高齢者ケア施設
の看護管理者交流会報告

グループワークの様子海老根典子講師

山田律子講師

講義、グループワークの様子

全体会の様子

　株式会社モロオ様より、今年創業100周年ということで、7月に寄付をいただきました。
使い道を検討した結果、より多くの受講生の方々にくつろいでいただけるよう、1階ロビー
のベンチを増設するのに使わせていただきました。
ありがとうございました。

株式会社モロオ様より寄付をいただきました。
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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

（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
（4）プログラム　�シンポジウム「地域における看取りの現状と今後の方向性」、口演発表、示説発表、ランチョンセミナー、企業展示�

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

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

区　分
事前参加費 当日参加費

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

　学　生※１ 1,500 円 1,500 円

参加費は、学会参加申込時での「入会の有無」によって決まります。
早目に入会手続きをお願いします。
※１　�学生とは、看護の免許を未取得の看護学生です。
　　 （全学年参加可能）

学会のシンポジウム、発表演題、ランチョンセミナー等の詳細は、4月30日発行の看護協会ニュース122号に掲載します。
また、詳細が決まり次第、随時ホームページにプログラムを公開していきます。

２　平成30年度 北海道看護協会教育研修計画等について
　平成29年度会員の方には、平成30年度北海道看護協会教育研修計画（冊子）を2月下旬までにお届けします。平成30年度、新
規入会手続きが完了された方へは、随時、お届けします。
　3月1日より平成30年度研修会の募集を開始します。応募時点で会員手続が完了していない場合には、非会員価格となります。
早めに会員手続きをお済ませ下さい。
●研修応募期間
Ⅰ期（３月１日 ～15日）※開催期間や、応募期間にご注意ください。
講師名（開催要領で確認可能）、申込状況、受講決定通知状況等については、随時ホームページに掲載いたします。

領域 研修会名 開催
期間 定員 対　　象 内��容��等

養
成
研
修

医療安全管理者養成

※�本研修は、社会保険診療報酬「医療安全対策加算」算定
要件内の「医療安全対策に係る適切な研修」に該当する。

※�全日程・全プログラムを受講した者に修了証を発行し、
遅刻・早退は認められないものとする。

4/9�

～ �
4/14

100

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

(2)保健師・助産師・看護師
(3)全日程(6日間)受講できる者�
※�過去に「医療安全管理者養成研修会」を修了した
者は受講できない。

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

看
護
共
通

＜看護研究シリーズ1＞�
さぁ！はじめよう看護研究
-研究計画書のつくり方-
※札幌会場配信の通信研修

札幌会場
4/25�

～ �
4/26

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

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

旭川会場 50

釧路会場 30

北
海
道

委
託
事
業

新人看護職員研修-実地指導者-
※第2回は同じ内容

第1回
4/30�

～ �
5/3

100 実地指導者(新人看護師の指導に関わる者)�
保健師・助産師・看護師

【新人看護職員研修ガイドラインの理解と活用方法】【新人看護師の
理解と実践】【新人看護師支援の実際と評価】(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】

看
護

共
通

＜看護研究シリーズ2＞�
看護研究に使える統計学-講義コース-

5/8�

～ �
5/9

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

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

看
護
管
理

論理的思考-論理的文書の作成- 5/12 250

ファーストレベル・セカンドレベル・サードレベルの
受講を予定している者(推奨)�
論文作成に興味、関心がある者(保健師・助産師・看
護師)

論理的な論文の記載方法�
【論理的思考とは】【主語・述語・接続詞の使い方】
【文と文章の構造】【伝わる文章とは】

地
域

看
護 退院支援の基礎知識 5/15 200 保健師･助産師･看護師 【退院支援・退院調整】【医療連携について】

看
護

共
通

＜看護研究シリーズ3＞�
質的研究の基礎知識を学ぶ 5/18 100

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

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

北
海
道

委
託
事
業

診療報酬・介護報酬同時改定を理解し、役
割推進力を高めよう!!
※札幌会場配信の通信研修

札幌会場

5/19

200
看護管理者(師長以上)�
保健師・助産師・看護師

【診療報酬・介護報酬の改定の概要】
【地域における看護管理者としてのマネジメント】旭川会場 50

函館会場 30

母
性

看
護 周産期看護の専門性を高めよう!

5/22�

～ �
5/23

50 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診断1】【助産録】
【分娩期の胎児心拍数陣痛図（CTG）（演習含む）】

北
海
道
委
託
事
業

中堅期保健師の人材育成研修
5/24�

～ �
5/26

40 自治体の中堅期(経験年数5年以上)にある保健師

【保健師としての専門性とキャリア発達】�
【新任教育・現任教育における中堅期保健師の役割】
【公衆衛生看護を基盤としたテーマ別専門能力について】
【中堅期保健師としての専門能力の強化】(グループワーク)
【今、なぜ事例検討なのか-人材育成の観点から-】�
【スキルアップにつながる事例検討】【グループ演習】
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　< 公開講座 > 詳細はホームページでご確認ください。

３　平成30年度 訪問看護師養成講習会 ( 北海道委託事業 ) について
　訪問看護初心者またはこれから訪問看護を目指す看護職を対象とした講習会です。

　< 訪問看護師養成講習会（全日程：32 日間）＞

　応募期間：2018年3月1日（木）～�3月20日（火）
　開催期間：2018年4月19日（木）～�6月8日（金）　※ 5月2日、5月7日、土日祝を除く32日間
　定　　員：集中コース・分散コース　合わせて40名

　1) 定員10 名の講座は、1施設1名、先着順です。
　2)  講座によっては、資料代のほかに、副読本の実費（350円程度）をご負担いただく場合があります。該当する講座については、

受講決定通知でお知らせします。

◦日程が32日間になりました。
◦従来の連続して受講する「集中コース」のほかに
　今年と次年度の2期にわけて受講できる「分散コース」が新設されました。
◦カリキュラムが変わり、新しい科目が加わりました。
　リスクマネジメント論（リスクマネジメント、災害対応）
　がん看護、導尿・透析、在宅移行支援��等

★休室について　蔵書点検・整理：平成30年3月14日（水）～ 3月20日（火）   5日間

4　図書室よりお知らせ

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

　講習会の詳細はホームページをご覧ください。また、講習会のなかから、11の講座を公開講座としています。

コース 開催期間 資料代 備　考
集中コース　 2018年 4月19 日～ 6月 8日 32,000 円

分散コース
前期15日間 2018年 4月19 日～ 5月16日 15,000 円 前期・後期の

分納後期17日間 日程未定：2019 年5月～ 6月�開催予定 17,000 円

応募期間 定　員 1 講座の研修期間 資料代
3月1日～3月15日 10名 1）または 40名 1日間 1,000 円 2）

定　員 開催日 講座名

定員 10 名 5/25 スキンケア・褥瘡ケア・フットケア
選考方法�※先着順　1施設1名まで�（応募開始日厳守のこと）

定員 40 名

4/20 訪問看護概論①�－�訪問看護の役割と諸制度編
4/23 訪問看護概論②�－�訪問看護ステーション運営編
4/26 フィジカルアセスメント
5/1 コミュニケーション技術（面接技術）
5/8 リスクマネジメント論�－�感染管理
5/14 経管栄養法・中心静脈栄養法・摂食・嚥下障害への援助
5/17 精神障がい者の看護
5/18 がん看護
5/23 呼吸管理
5/28 認知症の人の看護

※医療安全管理者養成研修会は、平成30年度、e-ラーニングを中止します。4/9～4/14の６日間集中講義は継続します。

領域 研修会名 開催
期間 定員 対　　象 内��容��等

成
人

看
護 看護の視点で考える-心不全の病態とケア-

5/30�

～ �
5/31

250 保健師 ･助産師 ･看護師 ･准看護師
【心疾患を知るための基本的な知識】【心不全の病態生理①】
【心不全の病態生理②】【急性心不全の看護】【慢性心不全の特徴】
【慢性心不全の看護】

老
年
看
護

認知症ケア
-対象者を深く理解するために -
※札幌会場配信の通信研修

札幌会場

6/5

250

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】
【認知症患者の家族へのケア】
【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】

旭川会場 30

釧路会場 30

函館会場 30

平成30年度から
ここが変わります
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第59号

日　　程：12月５～６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：24名
　　　　　　　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
12 12 13 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
15 5 0 0 0

３　研修会の感想等（一部抜粋）

・�ブランクが非常に長いのでどの話も新鮮でかつて感じた看護への思いを蘇らせるものでした。具体的に復職に向けて気持ちが
固まったわけではありませんが、大きな一歩になったことは確かでした。どうもありがとうございました。
・色々な方のお話が聴けて、大変参考になりました。
・訪問看護の講義が特に参考になりました。今後の就職活動に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

1年未満
20%

3～5年未満
7%

5～10年未満
21%

10～15年未満
14%

15～20年未満
21%

1～3年未満
7%

20年以上
10%

日　　程：帯広会場�12月１日、函館会場�12月15日
場　　所：帯広会場�帯広経済センタービル、函館会場�函館経済センター
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：帯広会場�8名（6施設）、函館会場�5名（3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。12月末日現在で、4,512
名の登録があり、848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、また「職業安定法の一部改正」に
ついて説明を行いました。意見交換会では、「各施設の求人・退職状況」、「退職者への届
出制度の周知とその後のフォローについて」、「ナースセンターの活用とPR方法の工夫」等
について意見交換を行いました。また、参加施設間のネットワーク構築の場となりました。

看護職復職支援研修会～第3回～（札幌市委託事業） 開催報告

平成29年度看護師等の届出制度  意見交換会（帯広・函館） 開催報告

感染予防と看護師の役割
（演習）

意見交換会の様子

スキンケアの実際（演習）

札幌では2月23日（金）   北海道看護協会で開催します。

看護協会ニュース No.121

16



改正内容 1　労働条件の明示について
　　　　　　（求人施設）

改正内容 2　無期雇用( 期間の定めの無い)就職者の　
　　　　　　早期離職状況(求人施設 )

改正内容 3　労働条件の明示について（求職者）

1  募集・求人時の労働条件等の明示
　書面等により明示する事項の追加又は明確化
　　【追加項目】( 省令 )
　　◦�試用期間の有無及び内容、事業主・求人者の氏名又は名称、派遣労働

者として雇用しようとする場合はその旨
　　【明確化された内容】( 指針 )
　　◦労働時間に関し、裁量労働制が適用される場合はその旨を明示すべきこと
　　◦�賃金に関し、固定残業代についての事項が含まれること

２  労働契約締結前の労働条件等の明示
　求職者等に労働契約の締結前に、労働条件が変更される場合は、変更内
容について明示をしなければなりません。

３  労働契約締結時の労働条件等の明示
　労働基準法（第15 条第1項の義務）に基づき、労働条件通知書等により
労働条件を通知することが必要です。

1　職業紹介事業者に、以下の事項の情報提供を義務付け　
　2018年4月以降、eナースセンターに登録している求人施設で、ナースセ
ンターの紹介により「期間の定めの無い就職者」を採用した施設は、採用後
6ヶ月を経過した後にナースセンターに報告することが義務化されます。報
告方法は、システムを活用して回答を行います。（施設登録にメールアドレス
がある施設には、依頼メール自動送信。メールアドレスがない施設には電話
等で確認）
　【入力内容】
　◦採用後の就業の有無（有・無＜採用辞退＞）
　◦離職状況（離職・就業中）、離職理由（自己都合・それ以外）、離職日
　※�ナースセンターが連絡・確認しても、施設が結果を入力しない・回答しないため

不明となった場合は、施設側が労働局から指導の対象となる可能性があります。

e ナースセンターは、12 月以降システム変更が順次開始されています。シス
テム上でご案内していますので、ご確認をお願いいたします。ご不明な点は、
お問い合わせください。

　企業は、労働者を求人・募集に当たっては、労働条件を明示する義務があ
ります。左記　　　　　　の１～３が労働条件の明示が必要なタイミングとな
るので、そのタイミングで労働条件が明示されているか、確認しましょう。

改正内容 1

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

届出制度実績
（平成27年10月1日～平成29年12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～12月31日）

１　届出方法� （人）

本人 代理 施設からの代行 合計
1,334 1,176 2,002 4,512

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
1,221 1,172 1,082 606 287 144 4,512

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
145 3,186 378 248 215 203 137 4,512

４　就業状況� （人）

保健師 助産師 看護師 准看護師 合計
10 10 723 105 848

【応援ナース実績】
応援：11名（14件）／�調整済：3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。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

労働者の募集や求人申込みの制度が変わります。主な改正点をご紹介します。

職業安定法が改正されました!!

詳しくは厚生労働省ホームページ

平成30年
1月1日より施行
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NP活動の実際
私は以前大学病院で働いていましたが、患者さんが症状を
訴えた際に看護としてできることはおこなえても、それ以上
タイムリーにケアを提供することができず、もっと何かでき
ることがあるのではないかと思い大学院への進学を決意しま
した。2015年に北海道医療大学大学院のナースプラクティ
ショナー養成コース修了後、当院に就職し今年で3年目にな
ります。組織としても病院としても、診療看護師の受け入れ
は初めてでどのように活動をしたらいいのかを模索しながら
1年が過ぎました。その中で、総合診療科の医師と共に“糖
尿病の診療の質評価”をおこない、フットケア・透析予防指
導からなる糖尿病看護外来の立ち上げをおこない、外来患者
支援を主におこなってきました。具体的な活動内容として
は、毎週月～金の午前中に検査結果が出るまでの時間を使っ
て外来をおこない、外来終了後主治医へ報告、薬剤調整など
相談していました。外来診療に並行して、総合診療科の医師
の勉強会に参加させてもらったりしながら、学習を深めてき

ました。その他には、病棟患者の療養支援に入ったり、夜間
の救急当直を指導医と共に入り救急患者の診察もおこなっ
たりしてきました。外来にて関わっていた患者さんからは、
「あなたがいない日に来たって意味がない。」という言葉をい
ただき、この言葉は私の心の支えになっています。
12月からは、病棟勤務となり外来を週1回に集約すること

となりますが、外来での患者支援を継続しながら、病棟にお
いて診療看護師として何ができるのか考えて行ければと考え
ています。

講義の様子

川本理事 良村教授

特定行為研修を修了した看護師の活動報告⑥Seriesシ�リ�ー�ズ

JA北海道厚生連倶知安厚生病院　吉田 貴普

▷看護管理者から JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 看護部長　飛岡 貴子
特定行為の実践により多職種連携は強化し、医学の知識と看護のスキルに基づいた的確でタイムリーな療養支援は、患者の信頼

を得ると共に、安全な在宅療養に繋がっています。

TOPICS

6
平成29年12月9日に中堅看護師キャリア支援に関する交
流会を開催しました。今年度最後となる職能委員会の研修に
は道内各地から144名の参加がありました。
基調講演には、公益社団法人日本看護協会�常任理事�川本

利恵子先生より「看護師を取り巻く医療情勢の変化と中堅看
護師に期待されていること」をテーマに、変化する医療提供
体制における看護師の役割の変化、その中での中堅看護師の
役割について、熱意あふれるご講演をいただきました。人口
構造の変化、疾病の変化に伴い、病院の役割機能が変化して
いく中では看護師の役割変化も求められます。多様化する社
会状況において質の高い看護を提供する為に、看護の役割変
化に応じ役割を果たす中堅看護師（主任、師長含む）の意識
改革と活性化が重要となります。講義を通して、看護の価値
を見出し、専門性を発揮することにやりがいを感じる人材を
育成するために、人材育成のポイントや専門職として看護の
債務を果たしていくために必要なこと（生命の価値を自覚す
る、論理的思考ができる、自律できる）を改めて確認し、魅
力ある職場作りを考え、次世代の管理者を育成することの課
題を再認識する機会となりました。
続いて、北海道大学�名誉教授�良村貞子先生より、「中堅
看護師のキャリア支援」をテーマとして、キャリア・目標管
理・ラダーなど具体的な内容についてのご講演をいただきま

した。中堅看護師が看護管理者に求める支援として、仕事
の結果の正当な評価、信頼関係、考えや行動の尊重、目標
達成に向けて必要な知識・技能を身につける機会の提供な
どがあります。自己効力感を高めていくためのサポートが
大切であると改めて考える事ができました。

と　き　平成29年12月9日（土）
ところ　北海道看護協会
看護師職能委員Ⅰ　上野　朋美

中堅看護師キャリア支援
に関する交流会報告
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11月1日 日看協助成金（教育・普及啓発）実地監査　上田会長ほか
実習指導者講習会（特定分野）閉講式　上田会長ほか

3日 「いいお産の日」フェア（市内）　事務局
実践力アップ事例検討会-新任期保健師とともに学ぼう　砂山常務理事

4日 日本看護協会広報部取材（紋別看護職連携構築モデル事業）砂山常務理事
6日 認定看護管理教育課程サードレベル第2回運営委員会　上田会長

広報出版委員会（市内）　事務局
7日 介護・看護就職デイ（介護・看護合同面接会）（市内）　事務局

第48回日本看護学会-看護管理-学術集会評価会議（市内）　上田会長ほか
7日～9日 日看協　災害支援ナース派遣調整合同訓練　上田会長ほか

8日 打合せ会議　上田会長ほか
9日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

第8回常務理事会　上田会長ほか
10日 平成29年度看護職等の届出制度意見交換会（旭川市）　佐々木常務理事

平成29年度第1回北海道医療審議会（市内）　上田会長
「看護師のクリニカルラダー」講演会（市内）　砂山常務理事

11日 医療安全フォーラム（上川北・稚内・留萌）（名寄市）　荒木専務理事
札幌保健医療大学グローアップセレモニー特別講演会（市内）　上田会長

12日 訪問看護サミット2017（東京都）　上田会長
14日 北海道厚生局長・地域包括課長来館　上田会長ほか

平成29年度上期監事監査　上田会長ほか
認定看護管理者教育課程運営委員会（市内）　事務局
札幌市営調査審議会平成29年度第2回病院部会（市内）　荒木専務理事

15日 教育委員会（市内）　事務局
2017年度北海道相談員スキルアップ研修「就労支援」（市内）　事務局

16日 自民党道連団体政策懇談会（市内）　上田会長ほか
17日 第4回理事会　上田会長ほか

第2回支部長会議　上田会長ほか
18日 災害支援ナース交流会　上田会長ほか

北海道公衆衛生協会評議員会･定期総会監査報告（市内）　砂山常務理事
20日 北海道看護協会説明（市内）　佐々木常務理事

日本看護協会創立七十周年記念式典・祝賀会（東京都）　上田会長ほか
21日 道庁看護政策グループとの打合せ　荒木専務理事ほか

21日～22日 日本看護協会第5回理事会（東京都）　上田会長
22日 就業相談会（市内）　佐々木常務理事
23日 札幌市における医療的ケア児支援のための看護職ネットワーク事業地区別

会議ほか　上田会長ほか
25日 北海道病院ライブラリー研究会第62回研修会（市内）　事務局

北海道介護支援専門員協会第4回理事会（市内）　荒木専務理事
25日～26日 医療の質・安全学会（千葉県）　事務局

27日 公益法人立入検査　上田会長ほか
28日 認定看護管理者教育機関視察（東京都）　上田会長
29日 職業安定法改正に関する説明会（東京都）　佐々木常務理事

教員養成講習会運営会議　砂山常務理事

30日 看護職の賃金モデル導入支援者研修（福島県）　佐々木常務理事
目指せ排泄ケアの達人研修会（帯広市）　上田会長

12月1日 平成29年度看護職等の届出制度意見交換会（帯広市）　事務局
北海道医療大学講義（市内）　上田会長
看護職の賃金モデル導入支援者研修（福島県）　佐々木常務理事

2日 在宅・介護保険施設等で働く看護職の交流会　荒木専務理事
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（深川市）　上田会長

3日 パネルディスカッション「特定行為研修制度を今後の看護の発展にどう生
かすか」を考える（市内）　上田会長ほか

4日 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
選挙管理委員会（市内）　荒木専務理事

5日 札幌市立大学第4回会議（市内）　上田会長
6日 打合せ会議　上田会長ほか

札幌市社会福祉協議会第2回評議員会（市内）　上田会長
地域医療と質向上と看護職の健康管理のためのICT技術の開発とクラウド
サービス活用の実証研究に関する有識者会議（市内）　上田会長ほか

7日 北海道医療大学認定看護師研修センター修了式（当別町）　上田会長
7日～8日 日看協地区別勉強会（財産管理）（秋田県）　事務局

8日 セカンドレベル全体会・閉講式　上田会長ほか
天使学園創立七十周年記念祝賀会（市内）　砂山常務理事

9日 中堅看護師のキャリア支援に関する交流会　事務局
11日 日本の医療を守る道民協議会第14回総会（市内）　荒木専務理事
12日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

北海道リハビリテーション学会（市内）　上田会長
札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議（市内）　荒木専務理事

13日 打合せ会議　上田会長ほか
14日 看護職の就業相談会（千歳市）　事務局

看護管理者のための「モチベーションアップと労働法実務セミナー」（市内）　佐々木常務理事
15日 平成29年度看護職等の届出制度意見交換会（函館市）　佐々木常務理事

公益・一般法人定例講座（市内）　事務局
16日 高齢者ケア施設の看護管理者交流会　上田会長

地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修（別海町）　事務局
平成29年度北海道HTLV-1母子感染予防対策研修会（市内）　佐々木常務理事

18日 日本看護学会運営会議（東京都）　砂山常務理事
北海道防災会議幹事会（市内）　事務局
第2回北海道糖尿病対策推進会議（市内）　荒木専務理事

19日 北海道150年事業実行委員会（総会）（市内）　上田会長
北海道看護協会説明会（市内）　荒木専務理事

20日 北海道医療大学第8回認定看護師研修センター運営委員会（市内）　上田会長
21日 第9回常務理事会　上田会長ほか
26日 札幌市立大学教育研究審議会（市内）　上田会長
27日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

協会の動き

医療機関における安心・安全な電波利用について
　総務省北海道総合通信局では、電波をより安全かつ便利
に利用することが可能な環境の実現を目指すため「北海道の
医療機関における電波利用推進協議会」を設置しており、現
在、道内の医療機関における電波利用のトラブル事例の情報
を集めておりますので、情報提供いただける場合は次の連絡
先まで、医療機関名、所属、氏名、電話番号をお知らせくだ
さい。（電話で承ったあと、必要に応じ直接訪問させていただ
くとのことです。）

<連絡先 > 総務省北海道総合通信局�電波利用環境課
　電　話　011-737-0099
　メール　denjikankyo-hokkaido@soumu.go.jp

医療機関における電波利用に係る、質問、相談については
こちらをご活用ください。
ホームページ URL
https://reea.or.jp/iryo-denpa/soudan/
（総務省が電波技術協会に委託し開設したホームページ）

●平成29年度第4回理事会
₁　日　時　平成29年11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2名
₅　議　事
 1 協議事項
（1）会館建設借入金の繰上げ返済について（案）
（2）平成30年度北海道看護協会方針と重点事業（案）
（3）認定看護管理者教育課程サードレベル開講（案）
（4）平成30年度北海道看護協会教育研修企画（案）
（5）平成30年度訪問看護師養成講習会開催（案）
（6）平成30年度保健師助産師看護師実践指導者講習会
　　　カリキュラム（案）
（7）平成30年度北海道看護協会通常総会代議員数（案）
（8）平成31年度日本看護協会代議員職能別構成（案）
（9）北海道看護協会定款細則一部改正（案）

（10）北海道看護協会職員等就業規則等の一部改正（案）
（11）平成31年度通常総会・看護研究学会の開催日程（案）
（12）地区理事・准看護師理事提案事項
 2 報告事項
（1）平成29年度事業報告（7月～9月）
（2）第48回日本看護学会-看護管理-学術集会実施報告
（3）平成29年度上期予算執行状況報告
（4）平成29年度上期監事監査報告
（5）平成29年度暴力対策講演会の開催
（6）退院支援看護師のための
　　　-生活と医療を総合する継続看護マネジメント-研修会　
（7）平成30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
（8）平成30年度予算編成等に関する要望書の提出
（9）日本看護協会理事会報告
（10）日本看護協会地区別法人会員会報告
（11）地区別職能委員長会報告

理事会報告
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道民の健康情報　　 腎臓病を予防しましょう！
【腎臓とは】
　�腎臓は腰上部の両側にあるそら豆の様な形をした握り拳くらいの左右
一対の臓器です。

【はたらき】
　�最も重要な役割は血液を濾過して尿を作り、これを体外に排泄する事
です。
①尿をつくる
・血液中の老廃物の排泄
・水分、塩分をコントロールする
・電解質（カリウム、ナトリウム、カルシウム、リンなど）の調整
・体液のバランスを保つ
②ホルモンをつくる

・血圧を調整する
・血を作るホルモンをつくる
・ビタミンDをつくる
【腎臓を守るために】
1.��生活習慣、食生活に注意しましょう！
　�高血圧、糖尿病、脂質異常症の様な生活習慣
病は
　腎機能を低下させる原因になります。
2.��バランスの良い食事を心がけましょう！
　野菜をたくさん摂る、塩分・脂肪の摂り過ぎに注意が必要です。
3.��適度な運動と水分補給をしましょう！
　アルコールは適量にとどめ、喫煙している方は禁煙をしましょう。

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

あけましておめでとうございます。冬本番です。これから雪祭りですね。
インフルエンザ・腸炎には、お互い注意していきたいものです。また、転倒
によるケガも避けたいものです。しかし、美味しいものを食べ、ウインター
スポーツで冬を満喫しましょう！私は、ほんのり熱燗でリラックスしたいと
思います。皆様、今年もよろしくお願いします。� （A記）

編 集 後 記

● 平成29年度の会員の方には、順次、平成30年度「継続のお知らせ」が日本看護協会から送付されます。

会費の引落し日

申込書投函後、翌月27日（※）
（※）申込書提出締切日は、毎月15日です。（※）口座登録完了した

方が対象です。●振替は1回限りです。翌月以降の再振替はありま

せん。●資金不足等で引落し出来なかった場合は、ご自宅に届くコ

ンビニ収納票でお支払いください。

口 座 振 替

登録のある会員の方の会費は

平成30年2月末日
を目安に会費を専用口座に

お振込みください。

勤務先で取りまとめて納入

速やかにお支払いください

銀行振込・コンビニ収納

〒206‐8790
日本郵便株式会社多摩郵便局私書箱第21号
公益社団法人日本看護協会・都道府県看護協会会員登録事務局宛

所属していない会員の分は、北海道看護協会にご返送くださいますようお願いいたします。

返送先▶〒003-0027 札幌市白石区本通17丁目北3番24号 北海道看護協会 総務部総務課総務係 宛

施設取りまとめ担当者様へ

↑
●紛失された場合は、北海道看護協会まで

ご連絡ください。再発行いたします。

● 「平成29年度の会員」は平成30年度自動継続 となります

● 平成30年度 会費のお支払いについて

北海道看護協会 総務部総務課総務係 TEL 011-863-6731 FAX 011-863-3204
E-mail hokkaido.kango.kyoukai@hkna.or.jpお問い合わせ先

勤務先
を通して
申込▷

入会希望者取りまとめ担当者

●記入した用紙を封筒（グレー）に入れて、施設の

担当者へ提出。

個人で
申込▷

●記入した用紙を封筒（オレンジ）に入れて、切手（82円）

を貼付して投函してください。

※入会申込書を投函いただいてから、
登録までに30～60日程度かかります。
納入できるまで、しばらくお待ちください。

勤務先を通して申込 ▷勤務先に届きます。
個人で申込 ▷自宅住所に届きます。

※会員証は会費納入後、平成30年4月以降順次
発送します。

①入会案内・申込書をお取り寄せください。
②「入会申込書／会員情報変更届」の

必要事項をもれなく記入してください。

③「入会申込書／会員情報変更届」を返信用封筒に入れて提出して
ください。

④登録後、会費を納入ください。会員手続き完了

同封の「入会申込書／会員情報変更届の記入について」に
従って、必要箇所を記入し、以下送付先へ提出ください。

●変更届を提出ください

≪お 願 い ≫

●変更届の提出は≪不要≫

自動継続 となります。お知らせに記載されている
会費納入方法にしがって、会費をお支払いください。

不備や変更が
ある場合

不備や変更が
ない場合
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