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雪解けが進み、春の訪れを感じる今日この頃、会
員の皆様におかれましては、益々のご活躍のことと
存じます。
お蔭様で協会事業も順調に進み、平成29年度は
42,193名の方々に入会いただきました。目標数の
42,700人に507名足りない数となりましたが、こ
れは新システムへの移行の影響と考えております。
今後、システムの理解と伴に各支部の皆様のご協力
を得て、会員の確保に努めていきたいと思っており
ますので、ご協力よろしくお願いいたします。

平成29年度は、北海道医療計画、介護保険事業
支援計画の作成の年でありました。病院完結型から
地域完結型の医療を推進するため、医療計画のすべ
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。これは、今後、地域包括ケアを推進するう
えで大きな一歩となったと思います。
また、協会事業としては、全世代型地域包括ケア
システムの構築に向けて①高齢者及び認知症支援の
ための看護職連携事業②医療的ケア児支援のための
看護職ネットワーク事業の2つを実施しました。
教育研修では、133回10,223名の受講がありま
した。30年度は認定看護管理者教育課程サードレ
ベルの開催を目指し準備しています。
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」「地域応援看護師確保対策事業」
「助産師出向支援事業」を実施してきました。
各職能委員会では、各職能の問題点を明らかに
し、それを解決すべき活動を展開してきました。
30年度は、全世代型地域包括システムの推進に向
けて三職能事業を企画する予定です。

看護職を取り巻く環境が、今後、診療報酬の改
定・介護報酬の改定など大きく変化する1年になると
思います。今後とも皆様のご協力お願いいたします。

平成30年度の協会方針について

団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向かい、
「時々入院、ほぼ在宅」のキャッチフレーズのもと
に、全世代を対象にした地域包括ケアシステムの構
築が進められています。
北海道看護協会では基本理念のもと、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
携して「看護」を実践するため取り組んできました。
2018（平成30）年度は、診療報酬・介護報酬同時改
定年であることから、その改定を踏まえ昨年からの
方針を継続して更なる発展をめざします。

方針1．全世代型地域包括ケアシステム構築の推進
方針2．看護職が働き続けられる環境づくりの推進
方針3．�看護職の役割拡大の推進と将来を担う人材

の育成

これからも、社会や看護界の動向を捉えながら、
協会活動が会員の皆様にとってより役立つものにな
るようつとめてまいります。
平成30年度�北海道看護協会通常総会は6月23日

（土）札幌コンベンションセンターにて開催いたしま
す。多くの会員の皆様にご参加いただき、活発なご
意見をお寄せいただきますようご案内申し上げます。

副会長  竹内  明子 

北海道看護協会
通常総会にむけて

看護協会ニュース No.122

2



平成30年度 公益社団法人北海道看護協会
通常総会プログラム

月　日 平成30年6月23日（土）

場　所 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

12：15 開　　場
オリエンテーション

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

13：35 （休　　憩）

13：45 議長団選出
議事録署名人選出

13：50 議決事項
　第１号議案
　　平成29年度決算報告・監査報告
　第２号議案
　　北海道看護協会定款の改正
　第３号議案
　　�会計制度に精通した会員外監事の

選任
　第４号議案
　　�2019年度日本看護協会代議員及

び予備代議員の選出
　第５号議案
　　�平成30年度北海道看護協会役員・

推薦委員の選出
　１　改選役員・推薦委員候補者紹介
　２　投票

14：48 （休　　憩）

14：58 報告事項
　報告事項１
　　平成29年度理事会報告
　報告事項２
　　平成29年度事業報告
　　・職能委員会報告
　　・委員会報告
　報告事項３
　　�平成30年度北海道看護協会重点事

業・事業計画
　報告事項４
　　平成30年度北海道看護協会予算
　報告事項５
　　�平成29年度日本看護協会地区理事

報告
　報告事項６
　　�2019年度北海道看護協会通常総

会開催

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

16：30 閉　　会
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 第5号議案

平成30年度北海道看護協会役員・推薦委員の選出
　公益社団法人北海道看護協会定款及び定款細則に基づき、理事12名、監事1名、推薦委員9名を選出する。
� 選挙管理委員長

総会提出議題

 第1号議案

平成29年度決算報告及び監査報告

 第4号議案

2019年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出
　公益社団法人日本看護協会定款第12条及び第14条、並びに定款細則第13条、第14条及び第15条の規定により、
また、北海道看護協会「公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員選任規程」に基づいて、2019年度日本看
護協会代議員及び予備代議員を選出する。
� 選挙管理委員長

 第3号議案

会員外監事（会計制度に精通した監事）の選任

 第2号議案

公益社団法人北海道看護協会定款の一部改正（案）
改正趣旨
本会代議員及び予備代議員の選挙については、定款第15条により「毎年2月に実施する」こととされ、定款細則第9
号第1項により支部大会で行うこととなっている。
このため、支部大会は、各支部（22支部）で日程調整のうえ2月中に開催しているが、天候が不安定な時期であり、
道北や道東の支部から移動に危険が伴うので開催時期の弾力的な運用の要望がある。なお、支部大会の開催時期は、
支部規則（準則）により2月とされている。
また、任期については、定款第15条により「選任の1年後に実施される代議員選挙終了の時まで」となっており、各
支部大会の開催日が異なることから、任期が統一されていない状況にある。
こうしたことから、選挙の時期を弾力的（12月～2月）に運用できるようにするとともに、任期管理を円滑に行うた
め所要の改正を行う。

改正の概要
　（1）代議員の選挙及び任期（定款第15条関係）
　　①�代議員選挙の時期
　　　「毎年2月に実施」から「毎年支部大会で実施」に変更
　　②�代議員の任期
　　　「4月1日から1年間」に変更

　（2）予備代議員の任期（定款第18条関係）
　　「4月1日から1年間」に変更

※支部大会の時期は、支部規則（準則）を改正済み。
　（毎年2月→毎年12月から2月の間）
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2019年度 日本看護協会代議員及び予備代議員候補者の告示

支部名
代議員 予備代議員

No. 職能 氏名 勤務先名 No. 職能 氏名 勤務先名

道南南
1 助 曽　根　育　子 秋山記念病院 1 助 梅 田　　 恵 函館五稜郭病院
2 看 岩　島　みどり 亀田病院 2 看 柏 崎 幸 美 函館市医師会病院
3 看 後　藤　奈緒美 国立病院機構函館病院 3 看 二ッ森　真奈美 高橋病院

道南北 4 看 小 野 里 美 国立病院機構八雲病院 4 看 菊 地 祐 子 八雲総合病院
小 樽 5 看 大　橋　とも子 済生会小樽病院 5 看 佐 藤 仁 美 小樽市立病院
後 志 6 看 松 田 鈴 子 北海道社会事業協会岩内病院 6 看 飛 岡 貴 子 JA北海道厚生連倶知安厚生病院

札幌第1
7 看 山　崎　ちはる 愛全病院 7 看 中 野 美 子 萬田記念病院
8 看 勝 見 真 澄 市立札幌病院 8 看 金　　　まゆみ 北海道循環器病院
9 准 猪 原　　 歩 南札幌病院 9 准 佐 藤 裕 子 中村記念病院

札幌第2

10 看 金 橋 美 咲 国立病院機構北海道医療センター 10 看 福 島 奈 々 札幌同友会病院
11 看 谷 畑 陽 菜 愛育病院 11 看 瀬　川　真砂代 北海道大野記念病院
12 看 杉 目 典 子 札幌医科大学附属病院 12 看 樋　渡　ひとみ 札幌西円山病院
13 看 熱　田　恵里香 札幌第一病院 13 看 福　田　由紀子 北海道立子ども総合医療・療育センター

札幌第3

14 看 柳 谷 恭 子 札幌北楡病院 14 看 沓　澤　佳代子 JCHO北海道病院
15 看 吉 田 厚 子 えにわ病院 15 看 畑　中　るみ子 札幌しらかば台病院
16 看 池 田 美 智 国立病院機構北海道がんセンター 16 看 廣　島　真由美 札幌清田病院
17 看 伊 藤 節 子 恵庭南病院 17 看 木　村　ゆかり さっぽろ香雪病院
18 看 高 橋 由 美 恵佑会札幌病院 18 看 大　橋　由美子 新札幌循環器病院

札幌第4
19 保 望 月 千 尋 当別町総合保健福祉センター 19 保 池　田　千聖子 北海道結核予防会
20 助 平 田 由 佳 江別市立病院 20 助 村 上　　 歩 天使大学大学院助産研究科
21 看 小山田　玲　子 北海道大学病院 21 看 菊 地 修 代 北海道医療大学病院

南空知 22 看 小 林 紀 子 岩見沢市立総合病院 22 看 清 水 真 弓 市立美唄病院
北空知 23 看 浦　　 三 紀 滝川市立病院 23 看 佐 藤 七 重 空知中央病院

室 蘭
24 看 熊 谷 広 美 市立室蘭総合病院 24 看 小　熊　佐智子 JCHO登別病院
25 准 児 玉 和 紀 製鉄記念室蘭病院 25 准 高 谷 信 子 大川原脳神経外科病院

苫小牧 26 看 菅 原 紀 子 同樹会�苫小牧病院 26 看 大 野 幸 江 勤医協�苫小牧病院
日 高 27 看 髙　塚　富士美 浦河赤十字看護専門学校 27 看 岡　田　さゆり 静和会�石井病院

上川南
28 保 本　間　衣莉那 神楽・西神楽地域包括支援センター 28 保 久 保 千 夏 旭川医科大学病院
29 看 阿 部 昌 江 旭川赤十字病院 29 看 山　本　由美子 道北勤医協一条通病院
30 看 阿 部 朝 乃 市立旭川病院 30 看 遠　藤　美紀子 森山メモリアル病院

上川北 31 看 渡　辺　ゆかり 名寄市立総合病院 31 看 宮 方 佳 織 臨生会�吉田病院
留 萌 32 看 横 田 信 之 留萌市立病院 32 看 夏　伐　加代子 留萌市立病院
稚 内 33 看 佐 藤 静 子 市立稚内病院 33 保 堀　　 昌 恵 稚内市保健福祉センター
北 網 34 保 水 口 真 弓 北見地域保健室 34 保 大 貫 幸 代 北見市保健福祉部健康推進課
遠 紋 35 看 小 林 順 子 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 35 看 石　川　ひろみ 広域紋別病院

十 勝
36 保 佐 藤 清 美 広尾町役場 36 保 野 澤 友 美 JA北海道厚生連帯広厚生病院
37 看 永　井　かおり 十勝いけだ地域医療センター 37 看 春 日 美 佐 十勝の杜病院

釧 路
38 看 服　部　紀美子 釧路孝仁会記念病院 38 保 中 山 千 鶴 浜中町役場
39 看 佐 藤 恵 子 市立釧路総合病院 39 看 吉　岡　留美子 東北海道病院

根 室 40 看 小　倉　美由希 知床らうす国民健康保険診療所 40 看 吉 田 淑 子 知床らうす国民健康保険診療所

本 部

41 保 竹 内 明 子 個人 41 看 荒 木 美 枝 北海道看護協会
42 助 佐々木　衿　子 北海道看護協会 42 保 砂 山 圭 子 北海道看護協会
43 看 中 村 敦 子 天使病院 43 看 鹿　毛　美千子 個人
44 助 小　泉　由貴美 JCHO札幌北辰病院 44 看 篠　田　千佳子 個人

（勤務先は平成30年3月31日現在）

　北海道看護協会「公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員選任規程」に基づき候補者を告示する。
選挙管理委員長
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平成29年度 職能委員会報告

看護師職能委員会Ⅱ 看護師職能Ⅱ委員長　鹿　毛　美千子

平成29年度は地域包括ケア推進のためにⅡ領域の課題発
見と実践力の向上に取り組みました。職能集会では、ⅠとⅡ
に分かれた看護師職能が現場では密接に協働していることを
踏まえて共同開催し、看看連携の意義と実際について基調講
演とシンポジウムを行い398名が参加しました。「在宅・介
護保険施設等で働く看護職の交流会」には、他職種15名を含
む103名が参加して、認知症の方の食の支援を通して、在宅・

保健師職能委員会 保健師職能委員長　近　藤　明　代

平成29年度は、地域包括ケアの推進における保健師の専門
性と役割を考える1年でした。
保健師職能集会では「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」というテーマで講演と
実践報告を受け、保健師の役割と保健師活動の本質を確認す
ることができました。
支部職能委員会との連携強化も課題のひとつとして掲げ、
双方向の情報交換だけでなく、支部職能集会に参加し事例検

討会や保健師の専門性に係る情報提供や学習等も実施しまし
た。また、新たな取り組みとして、支部職能委員会との共催で
茶話会を実施しました。参加した保健師が日頃の思いを語り、
保健師としての専門性を確認することができました。今後も、
支部職能委員会と連携し、保健師の専門性の確認と課題の明
確化をすすめながら、保健師職能としての活動を活性化して
いきたいと思います。

今年度一番の事業は「いいお産の日」を、初めて単独開催
したことです。商業施設で不安はありましたが、来場のお子
様や妊娠中のご夫婦、学生さんが笑顔で参加され、助産師で
あることを誇りに思いました。また、育メンパパの姿も多く男
女共同参画が進行していると感じる1日でした。6月の助産師
職能集会「健やかに生まれ育つことへの支援」をテーマに2名
の実践報告。7月に支部職能委員長会議で、三職能協働の講
演会と日本看護協会助産師職能委員会報告・NICU/GCUか

助産師職能委員会 助産師職能委員長　小　泉　由貴美

ら退院する児とその家族への在宅支援の調査結果報告等と
情報共有。10月産科管理者研修で熊本地震体験を2名の助
産師から実践報告等を受けました。また、日本看護協会平成
29年度「分娩施設における災害発生時の体制整備に向けた
シンポジウム」に２名参加しました。委員9名と協会事務局
の皆様のお力添えを頂き、年度内の計画を無事終了すること
ができました。

H29年度は地域包括ケアシステム等において看護師に期待
されている役割を中心に活動しました。
まず、職能集会は職能委員会Ⅱとの合同開催で、「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
テーマに基調講演の後シンポジウムを行いました。
そして看護管理者研修では地域包括ケア病棟の運営と地
域連携の在り方について考える機会となりました。
また、准看護師懇談会では進学に関して具体的なお話をい
ただき、その後体験報告がありました。参加者からは前向き
に進学に踏み出す勇気をもらえたとの意見がありました。

看護師職能委員会Ⅰ 看護師職能Ⅰ委員長　中　村　敦　子

そして3回目となった「中堅看護師キャリア支援に関する
交流会」は144名の参加がありました。
「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」と題し、基調講演をいただき、続いて「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。
30年度は診療報酬・介護報酬同時改定の年でもあり、変

化する社会情勢の中で看護を展開していくための課題に取り
組んでいきたいと考えています。

施設領域における基本的なテーマである「その人らしく」
を支えるために熱い討論が交わされました。「介護保険施設
における看護職の実態調査」については最後のまとめの段階
に来ており、平成30年度の総会資料として報告を予定してい
ます。30年度は、２年間の実態調査の結果を反映し、現場の
声を大切にした委員会活動にしたいと思っています。
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平成29年度 委員会報告

働き続けられる職場づくり推進委員会 委員長　土　屋　和　枝

働き続けられる職場作りに向けて「職場内のパワーハラス
メントと2次被害を起こさないための管理者の役割」という
テーマで講演会を行いました。ハラスメントの理解と2次被
害対策における管理者の役割を学び、組織として取り組む
事の必要性を感じました。又、講演会テーマについて様々

なご要望もいただきましたので、継続課題として取り組ん
でいきたいと思います。今年度は北海道支部担当者会議に
変えて各支部より委員の方に研修会に参加いただきました。
各支部での暴力対策の取り組みに活かしていただきたいと
思います。

広報出版委員会 委員長　大　方　葉　子

看護協会ニュースリニューアルに向け、Webアンケート
調査を行いました。シリーズ企画は「特定行為研修を修了し
た看護師の活動紹介」の記事を継続して掲載し、看護の役割

拡大について考える機会となりました。また、「道民の健康
情報」では会員以外の皆様にも健康増進や予防対策など日常
生活で実践できる内容を企画し掲載をおこないました。

選挙管理委員会 委員長　金　澤　由佳理

選挙及び選挙管理委員会規定に基づき、平成30年度改選
役員及び推薦委員、並びに2019年度日本看護協会代議員及
び予備代議員の選出にあたり、立候補者・推薦候補者の公

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

教育委員会 委員長　津　村　寛　子

教育委員会では、北海道看護協会における継続教育の方
針に則り、教育の枠組みに応じた研修事業を展開し、社会
の変化や地域のニーズに対応した研修の実施に努めてまい
りました。今年度は、看護師のクリニカルラダー研修への
参加、地方開催研修を含め、全ての研修を実施することが
出来ました。次年度は受講者実績数を考慮し、会員のニー

ズを反映した教育研修を企画しました。委員会ではアン
ケートや研修評価などの意見も大切にしています。受講者
の皆さまのご意見を踏まえ、効果的な研修の実施に努めて
まいります。今後も多くの会員の皆さまの参加を心よりお
待ちしています。

学会委員会 委員長　梅　田　聖　子

今年度の学会テーマは「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、1,743
名の参加がありました。基調講演は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、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。また、48演題の研究発表があ

り盛況のうちに学会を終えることができました。次年度は、
学会テーマを今年度と同様とし、シンポジウムを開催いた
します。テーマは「地域における看取りの現状と今後の方
向性」と題して在宅での看護職の連携の方向性の示唆を得
たいと考えております。多くの方の参加をお待ちしており
ます。
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第48回(平成29年度)日本看護協会―看護管理―学術集会 抄録選考委員会 委員長　福　井　純　子

演題登録数が560演題あり、5月22日～ 7月7日の間に
Webを活用するなどして選考を行いました。大変タイトな
期間で45名の抄録選考委員のご協力の下、精力的な活動と

なりました。選考結果は、採択529演題、不採択20演題、
取下げ10演題、辞退1演題でした。あわせて、優秀演題候補
の一次選考、演題発表の群分けを行いました。

医療事故調査支援委員会 委員長　佐々木　純　子

北海道看護協会が医療事故調査の支援団体として、医療機
関や他支援団体から依頼された調査に対して適切な外部委員
（専門家）を派遣するシステム構築の可視化について取り組
みました。北海道看護協会ホームページのトップページ医療
安全→院内事故調査に「外部委員の派遣に関する支援体制」

を掲載しています。また、「医療事故調査に関する相談窓口」
および「医療事故調査制度に関する参考文献」を新たに追加
しました。是非、ご覧ください。
今後も、医療事故調査制度の会員への啓蒙と医療安全管理

者の教育に協力して活動を進めて行きたいと思います。

認定看護管理者教育運営委員会 委員長　長　山　美知子

看護管理者として柔軟な判断力や実行力をもち、リーダー
シップやマネジメント能力を発揮できる人材を育成するた
めの教育課程の企画・運営・評価及び修了審査を実施しまし
た。平成29年度はファーストレベルもセカンドレベルも２
回開催しましたが、応募者数は定員を大きく上回りました。
受講者数は、ファーストレベル199名、セカンドレベル95

名でした。平成29年度２月末時点の修了者数はセカンドレベ
ル826名、ファーストレベル2,446名になりました。次年度
もファーストレベル、セカンドレベルとも２回開催し、サー
ドレベルも開講する予定で準備を進めています。看護管理者
教育課程の教育内容をつなげ、地域で活躍できる管理者の育
成をめざします。

継続教育のあり方検討委員会 委員長　佐　伯　和　子

日本看護協会「看護の将来ビジョン」「看護師のクリニカ
ルラダー（日本看護協会版）」をふまえ、北海道看護協会に
おける教育理念、教育方針、研修領域（研修計画の柱）につ
いて検討しました。検討した結果については、2019年度の

教育計画から反映させるよう提言していく予定です。2018
（平成30）年度の教育理念、教育方針、研修領域は、これま
で同様とします。

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

10月12日（木）・13日（金）の2日間、「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
日本看護協会との共催で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しました。全国から3,511名にご
参加いただき盛会の内に終了することができました。特別
企画として、講演３本、シンポジウム３本、交流集会３本、

ファーストレベル修了者による企画展示１本を実施した他、
企業協賛のランチョンセミナー９本も行われました。演題発
表は、口演179演題、示説347演題で合計526演題の発表が
ありました。演題発表においても当日運営でも、全道の多く
の看護管理者の方々にご協力頂き、充実した内容となりまし
たことに、心から感謝申し上げます。

推薦委員会 委員長　岩　谷　敦　子

　推薦委員会の役割は、会長から諮問を受けた平成30年度
に改選予定である会長を始めとする役員・委員合わせて43
名の候補者並びに、2019年度日本看護協会代議員の推薦に
ありました。責任の重さを痛感しつつ、委員会での協議を経
て会員施設等の管理者の皆さんに多大なるご協力をいただ
き、無事1月中旬には全候補者が決定し、皆さんからご内諾

をいただくことができました。これもひとえに、会員の皆さ
んの多大なご協力があってのことと、皆さんに感謝しており
ます。選挙を経て役員・委員となった皆さんが、北海道看護
協会の活動を盛り上げてくださることを、推薦委員一同祈っ
ております。
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小樽支部
支部長　大　橋　とも子

道南北支部
支部長　館　山　祐　子

後志支部
副支部長　飛　岡　貴　子

道南南支部
支部長　九　嶋　圭　子

支 部 長 あ さい つ

後志支部は会員数470名と小さい支
部ですが、会員皆様の事業参加とご協力
により、支部活動を運営しています。
2025年を見据え、地域で暮らす人々の
支援者となるため、看護と介護の更なる連携強化を図り、支部
会員の増加にも繋げていきたいと考えております。
今年度も、役員・委員一丸となり支部活動に取り組んで参
りますので、よろしくお願いいたします。

今年度より支部長に就任いたしまし
た。高齢化率の高い小樽市において看
護職能団体に求められる役割は大きく
なっております。介護、福祉施設との連
携、推進をめざし、管理者のネットワークを強化し支部運営に
努めて参りたいと思います。会員の皆様のご支援、ご協力の
程よろしくお願いいたします。

昨年は、会員の皆様や役員・委員のご
協力により支部事業を終了することが
でき、心より感謝しています。支部長と
して2年目を迎え、より支部活動の充実
を図っていきたいと考えています。今年度は、前年度よりも
一歩進んだ研修を企画しています。多くの皆様に参加してい
ただきたいと思います。
今後とも皆様のご協力・ご支援をよろしくお願いいたします。

今年度より道南北支部支部長に就任
いたしました。一会員として参加は致し
ておりましたが、今後の2年間は、役員・
委員・会員の皆様の協力を得ながら支
部運営ができればと思います。地域包括ケアシステムを構
築していくうえで課題はありますが、看護専門職として知識
を高められるよう研修企画できればと考えます。シルバーパ
ワーをいかに発揮できるか？

支部のページ

札幌第１支部
支部長　勝　見　真　澄

札幌第２支部
支部長　田　中　いずみ

支部長となり瞬く間に１年が過ぎまし
た。右も左もわからない中、会員の皆様
のご協力と役員の支えによりここまでこ
られました。心より感謝申し上げます。
医療・介護との連携や、チーム医療など看護職の役割発揮が
ますます求められています。会員の交流・ネットワークを強
化し地域に貢献できるよう活動を進めたいと考えています。

超高齢社会の到来を目前にし、医療機
能の分化や在宅医療の充実が課題であ
る中、看護職への期待が高まっています。
この期待に応え、道民の健康と福祉の向
上に寄与することができるよう、微力ですが、支部活動を推
進したいと考えています。北海道看護協会のご支援をいた
だき、会員の皆様とともに様々な事業を実施してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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札幌第３支部
支部長　高　橋　由　美

北空知支部
支部長　中　野　厚　子

支部長となり、２年目を迎えます。
支部長として、事業費を把握していな
かった１年目を猛省致しました。２年目
の今年は、役員・委員長と共に事業を振
り返りながら、活発な支部運営を進めて行きたいと思います。
皆さんのご協力をお願いいたします。

室蘭支部
支部長　青　山　房　子

支部長として2年目を迎えます。
今年度、当支部は「高齢者および認知症者

のための看護職連携推進事業」に取り組む
予定です。
また、「看護研究発表会」は ｢室蘭支部学

会｣と名前を改め、多くの施設参加を期待してスタートを切ります。
会員の声の反映と地域のつながりを大切に、皆様のご支援のも

と室蘭支部活動を進めたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

札幌第４支部
支部長　飯　野　智恵子

1期2年目の支部長を務めさせていただき
ます。この1年は看護協会の方々にご相談
しながら、支部役員、委員、そして会員皆様
にご支援をいただきながらの活動でした。
昨年度の支部会員数は4,700名を超えておりますが、会員数にか
かわらず顔の見える支部活動を目指したいと思っております。今
年度は支部の要としての活動ができるよう尽力して参ります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

苫小牧支部
支部長　立　花　枝美子

支部長として２年目を迎えます。
１年目は役員・委員の皆様の助けをい
ただき、事業を無事に終了することがで
きました。
今年度も会員の皆様のニーズにできるだけ応えることがで
きるように、役員・委員と協力しながら活動していきたいと思
います。
どうぞよろしくお願いいたします。

南空知支部
支部長　髙　橋　真美枝

あっという間に1年が過ぎ、支部長2年
目になります。南空知という高齢者が多
い地域性を踏まえ、地域住民のニーズに応
えることができる職能団体として今年も
活動してまいります。看護職の力を活かしながら、多職種との
協働を推進していけるよう努めてまいりますので、会員の皆様
のご支援とご協力を引き続きどうぞ宜しくお願いいたします。

日高支部
支部長　澤　田　まゆみ

会員の皆様がやりがいを持って、それ
ぞれの役割を遂行できるように、より一
層充実した事業を展開して行きたいと思
います。
事業へのご参加、ご協力を賜りますようどうぞよろしくお
願いいたします。

上川南支部
支部長　原　口　眞紀子

今年度より上川南支部の支部長に就
任いたしました。会員、役員、委員の皆様
のご協力を得ながら、支部活動を進めて
いきたいと思います。少子高齢化社会に
対応した全世代型の地域包括ケアシステムに向けて、看護職
による地域のネットワークを更に強化し、支部の特徴を活か
した連携・協働を目標にし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。

今年度より支部長に就任いたしました。
支部長という大役を果たせるか不安はあ
りますが、役員や委員会の方々、会員の皆
様のご支援、ご協力を頂き、楽しく活気あ
る支部活動を進めていきたいと思います。第3支部は会員数
5,000名を超える支部ですが、ネットワークづくり、つながりを
深められるよう活動したいと考えております。どうぞ宜しくお
願いいたします。
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上川北支部
支部長　堀　岡　恒　子

北網支部
支部長　福　田　尚　子

遠紋支部
支部長　小　林　順　子

今年度より遠紋支部の支部長に就任
いたしました。
役員の経験がなく、若干緊張もしてお
りますが活発な支部活動を進められるよ
う取り組んでいきたいと思っています。地域包括ケアシステム
構築に向け、ネットワークの強化を目指しつつ、元気な遠紋支
部を引き継いでいきたいと考えております。どうそ宜しくお
願いいたします。

平昌オリンピックで名を馳せた“カーリン
グの街”北見で、支部長として２年目を迎えま
す。支部会員の皆さまには、日頃のご支援に
感謝申し上げます。
この任を受け、地域の在宅ケア推進事業や

高齢者支援事業等の渉外活動に参加させていただき、看護職への
期待と責任が、予想以上に大きいことを痛感しています。北網地域
の看護職がひとつのチームになれますよう、多くの方にご参加いた
だける支部活動を目指します。

支部会員・役員・委員の方々、協会本部の
皆様に支えられ支部長として2年目を迎える
ことができました。
右往左往しながらの1年目でしたが、支部

長会議・役員会議・支部事業などで多くの
ことを学ばせて頂きました。
今年度も、引き続き会員数の増加に向けた取り組みや看護連携

強化の一端を担える事業展開ができるよう支部役員・委員の方々
と協力してまいります。
会員の皆様からパワーを頂きながら、笑顔が繋がる支部活動をし

ていきたいと思っております。宜しくお願いいたします。

根室支部
支部長　川　村　紀代美

支部長として2年目を迎えます。根室支
部は、へき地であり片道3時間かかる地域
もあり、会員及び役員の方の協力のもと役
員会や研修会が無事開催されていることを
実感いたします。今年度は、役員の方の負担軽減のために役員
会のあり方や内容を検討し、より効果的な方法で開催していきた
いと思います。また研修会に際しても、会員の方にとって魅力的
な内容とし、会員数の増加につなげていきたいと思います。

留萌支部
支部長　石　坂　直　子

支部長としての私の1年目は、「ナゼ？」
の連続でした。一般会員とは、ひと味も
ふた味も違った感覚で看護協会の活動
に関わらせていただきました。２年目は
さらに深く理解できるようにと思っています。会員確保や研
修会の持ち方など、地方ならではの難しさはありますが、留萌
支部ならではの活動で乗り切っていこうと思っています。

十勝支部
支部長　光　　　恵　子

今年度より支部長を勤めさせていただき
ます。
十勝の人口減少は緩やかでありますが、
確実に減少しており、病院以外の施設の増
加とともに看護職の活躍の場が拡大しております。
今年度も会員のニーズに沿う企画を立て、各種研修会・交流会
を通して「顔の見える連携」を深めて参りたいと考えております。
会員の皆様のご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。

稚内支部
支部長　細　川　早　苗

平成29年度の支部事業は、会員の皆様
のご協力により、無事に終了することがで
きました。心より感謝申し上げます。支部
長となり２年目を迎えますが、この1年間
は、支部役員や委員の皆様に支えていただき、何とか取り組むこ
とができました。今年度も、研修会や交流会を通じ、連携の強化
や看護の専門性を高めていきたいと思いますので、会員の皆様
のご協力とご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

釧路支部
支部長　杉　山　好　美

支部長として2年目を迎えました。地
域包括ケアシステムを構築するに当たり
看護職の果たす役割は大変重要だと実
感しています。更に、保健師、助産師、看
護師のネットワークを強化し、地域社会の要請に応えられる
看護協会地区支部でありたいと思っています。引き続き会員
の皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
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TOPICS

2
平成25年度から実施した本事業も、５年目となり、北海道で

は、9施設が参加し、平成29年度をもって終了となります。平
成2７年度から参加した3施設（函館新都市病院、浦河赤十字
病院、北斗病院）が、「看護職のワーク・ライフ・バランス推進
ワークショップ事業」の報告会を開催し、３年間の取り組みと
成果を発表し、一般参加者を含み、54名の参加がありました。

参加施設には、講師・プロジェクトメンバーから暖かいエー
ルが送られ、今後は各施設で取り組んでいくこととなります。

平成29年度看護職の

ワーク・ライフ・バランス推進
フォローアップ・ワークショップ報告WLB

と　き　平成30年2月３日（土）
ところ　北海道看護協会

３施設の取り組み

函館新都市病院

函館新都市病院の皆さま、大変
お疲れ様でした。皆様の取り組
みは、病院職員に通じていると
思います。これからも応援して
おります。�
� 吉野委員

皆さんが積み重ねてきた
アイディア溢れる活動は、
より働きがいのある組織
風土を創り出すと確信し
ています！�
� 櫛引委員

（１）ビジョン
「職員が健康でやりがいを持って働き続けられる環境」

（２）３年間の取り組み
１. ＷＬＢ推進体制の立ち上げ
　①�Ｈ29年から全看護師長をメンバーへ加えた
　②�広報活動として広報誌発行
２. 育児・介護世代の離職防止
　①�全体朝礼で「制度ワンポイント講座」実施
　②�ライフイベント一覧表をグループウェアへ掲載
　③�新入職職員へＷＬＢの説明
３. 部署間で偏った残業時間の均一化
　①�看護事務補助者の配置
　②�師長・主任・リーダーによる残務確認と残務調整
４. 働きやすい環境作り
　①�定時に仕事を終える事と職員交流を目的とした「ザウルスカフェ」
　②�毎日一人は定時に帰る「かえるＤＡＹ」
　③�気兼ねなく年休取得「バースデイ休暇」の導入

＜今後の課題＞
ＷＬＢ推進事業に参加してインデックス調査から現状分析を行い、ゴール達成に向けこの３年間色々な側面から仕組みを取り入れてきま
した。中でも、定時に仕事を終える事や職員の交流を目的とした「ザウルスカフェ」は、看護部のみならずコメディカルスタッフの参加もあり、
過去に４回の企画でしたが盛大に盛り上がりました。また「バースデイ休暇」も「気兼ねなく休み希望が書ける」と好評であるので、看護部
のみの取り組みではなく院内全体の「特別休暇」として病院側と交渉が必要です。
当院はこの２年間、新卒看護師の離職率ゼロをキープしています。そして、目標としていた中堅看護師の離職率も今年度は 5.9% と全
国平均を大きく下回る見込みです。３年間取り組んだ成果だと思います。
しかしながら「時間外業務（時間前残業含む）の削減」「部署別有給取得率の均一化」等、まだまだ課題は山積みです。世の中的に「働
き方改革」を実現している企業が多い昨今、当院もビジョンに掲げた「職員が健康でやりがいを持って働き続けられる環境」作りを、これ
でおしまいではなく今後も継続して掲げ、より職員が働きやすい環境を提供していきたいと思います。

ワークショップの様子 プロジェクトチームリーダー
佐々木常務理事
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働き続けたい魅力ある
職場とは、看護ケアの
質を可視化し、チームで
共有・共感できること！
ですね。今後も応援し
ています。� 萩原委員

北斗病院が掲げるビジョン
「和を大切にし、夢や希望
を持って健康で働き続けら
れる職場」の実現をご祈念
申し上げます。
� 篠原委員

浦河赤十字病院

平成27年度参加施設へ～今後に向けてのエール～

院長はじめ他職種とチームになっ
て病院全体で取り組み、たくさ
んの成果がありましたね。これ
からも「認め合う・分かち合う・
支え合う」を大切に魅力ある職場
を作ってください。� 和田委員

（１）ビジョン
「患者中心の看護を基盤とし、看護師が認めあう・分かちあう・支えあうをキー
ワードとした働き続けたい魅力ある職場をつくる」

（２）３年間の取り組みと今後に向けて
３年間かけて実践してきたアクションプランは、①離職率の低下�②看護師の
定着�③時間外勤務の削減�④有給取得日数の増加�⑤女性の母性保護の制度・介
護制度の認知に対する指標を揚げる�⑥看護ケアに費やす時間を十分取ることが
出来るとしましたが、結果としては４～５年目の看護師の定着と介護の制度認
知に対する指標のみ達成することができた以外の項目においては、数値成果が
大きく現れませんでしたが、ＷＬＢ推進事業に参加したことで、看護部門のみ
ならず他部署との連携強化と業務の相互理解が図られ、組織への帰属意識が高
まったことが大きな収穫だったと思います。ＷＬＢ推進活動を通して看護部門以
外のメンバー全員から、この活動は継続して行く必要があるとの心強い意見を
いただけたことから、一人ひとりにプラスの変化が現れ、その変化が大きなう
ねりとなり好循環のサイクルを築けるのではないかと確信できました。
ビジョンの主語が「看護師」ではなく「職員」となるよう今後も努力して参りた
いと思います。

北斗病院の皆様、本当にお疲
れ様でした。この取り組みの
中で試行錯誤を繰り返し取り
入れてきた“北斗版ラダー”
の評価報告を楽しみに、待っ
ております。
� 菅原委員

北斗病院
（１）ビジョン
“和”を大切にし、夢や希望を持って健康で働き続けられる職場

（２）3年間の取り組み
・�WLB推進プロジェクトの立ち上げ�①職員を大切にする組織づくり、②看護ケ
アの時間と働き方の見なおし、③労働環境の改善（残業・有休対策）
・�インデックス調査結果のFB研修、院内報・グループウェアへの掲載、北斗学
会にて活動発表、ポスター作成など啓蒙活動実施
・�公正な評価に向け、ラダーの見直し改定→2017年度より新クリニカルラダー・
キャリアラダー・マネジメントラダーの作成、運用
・�看護ケアの標準化に向け、アンケートより問題点を抽出→時間を費やしたい看
護ケア内容を充実させ看護ケアにおける満足度の向上
・�時間管理研修会開催、固定チームナーシングを活かしチーム内の協力と連携を
強化、看護記録の方法も含め業務改善をはかる
・タイムスケジュール調査→時間外残業の実態調査と残務内容を調査
・時間外勤務や業務調整に対する看護部内の決めごと作製（共通理解）
・�時間外勤務指示申請書の様式変更、年休を合わせた1週間連続取得の奨励を規
則化、夏期休暇取得期間の延長

（３）今後に向けて
WLB推進活動3年間で平均在院日数の更なる短縮や関連病院・施設の増加など、激動の環境変化に対応しながらも、多くの職員の理解
協力のもとWLB推進活動を実施してきた。
活動の成果は数値として評価出来る物もあるが、結果以上に活動の経過やプロセスを重ねるなかで得られた物も大きかった。本活動を通
じて、看護部の業務改善のみならず、病院全体の業務見直しや新たな取り組みもスタート出来たことは、組織価値を高めることに繋がり、
さらには患者サービスにも繋がるものと考える。WLB推進プロジェクトとしての活動は終了するが、看護部として新ラダーの評価や労働
環境の整備、固定チームナーシングの活用など継続して活動行い、看護師がいきいきとやりがいを持って、健康で働き続けられる病院づく
りを目指していきたい。

　平成27年度ワークショップ参加施設の3病院（函館新都市病院・浦河赤十字病院・北斗病院）の皆さま、3年間のお取
り組み本当にお疲れ様でした。看護職の勤務環境を改善するために、院内横断的に取り組まれたのではないでしょうか。
　フォローアップ・ワークショップに出席し感じたのは、3施設に共通していた「時間外勤務時間削減」に向けて多角的に
取り組まれている、ということでした。時間外勤務時間の削減は多くの施設が取り組む内容であり、どの業務（あるいは
勤務帯）で時間外が発生しているのか？時間外申請は実績と相違ないか？など確認すべき視点が多い部分でもあります。
看護職が働き続けられる勤務環境に向けて、3施設の皆様がお取り組みになったことに敬意を表します。
　最後に、3年間の取り組みが終わり、新たな課題が生まれた施設もあろうかと存じます。平成27年度取り組みの前の
課題と、取り組み3年後に生じる課題は概ね異なります。ご自身がより働きやすく、患者さんへよりよい看護を提供でき
る環境となるよう、今後の活動をお祈りいたします。

公益社団法人
日本看護協会　泊野�香

3年間ご苦労様でした。今後も、益々働きやすい職
場環境を築いていかれることを期待しています。
� 山下委員
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平成30年度
北海道看護協会保健師・助産師・看護師職能集会

保
健
師
職
能
集
会

日　　　時 平成30年7月21日（土）�12：55～17：00
場　　　所 公益社団法人北海道看護協会
テ　ー　マ「地域に責任をもった活動のあり方と保健師の役割について考える」
プログラム 12：30 受　　付

12：55 オリエンテーション
13：00 開会挨拶　北海道看護協会�会長　上田��順子
13：05 報告事項　「平成30年度�北海道看護協会保健師職能委員会活動方針」　

　　　　　保健師職能委員長

13：20 講　　演　「公衆衛生看護活動の原点を探る～先輩保健師の語りから保健師の未来をみる～」
講　　師　歴史・民俗学者　木村��哲也

15：20 質疑応答
15：30 休　　憩
15：40 グループワーク�「地域に責任をもった活動のあり方と保健師の役割について考える」
16：30 全体討議

助 言 者　歴史・民俗学者　木村��哲也
17：00 閉会挨拶　保健師職能委員長

日　　　時 平成30年6月22日（金）�13：25～16：30
場　　　所 公益社団法人北海道看護協会
プログラム 13：00 受　　付

13：25 オリエンテーション
13：30 開会挨拶　北海道看護協会�会長　上田��順子
13：40 北海道看護協会助産師職能委員長　報告

・全国職能委員長会議および地区別委員長会議報告
・全国助産師職能交流集会報告
・日本看護協会助産師職能関連事業報告
・平成29年度北海道看護協会助産師職能委員会活動報告

14：40 休　　憩
14：50 講　　演　「妊娠・出産期の母親への支援」（仮）

講　　師　東京成徳大学子ども学部�教授　益田��早苗

15：50 グループワーク　「EPDS使用の現状と妊娠・出産期に必要な母親への支援」（仮）
16：30 閉　　会　助産師職能委員長　小泉��由貴美

助
産
師
職
能
集
会

看
護
師
職
能
集
会

日　　　時 平成30年6月22日（金）�12：55～16：30
場　　　所 公益社団法人北海道看護協会
プログラム 12：30 受　　付

12：55 オリエンテーション
13：00 開会挨拶　北海道看護協会�会長　上田��順子
13：10 基調講演　「おひとりさまの最期」（仮）�

講　　師　社会学者・東京大学名誉教授�
　　　　　認定NPO法人�ウィメンズアクションネットワーク(WAN)�理事長　上野��千鶴子

15：10 休　　憩
15：20 平成29年度看護師職能委員会Ⅰ・Ⅱ活動報告

(1)看護師職能委員会Ⅰ
・全国職能委員長会議報告および地区別委員長会報告
・支部職能委員長会議報告　
・准看護師懇談会報告　
・中堅看護師キャリア支援に関する交流会　
(2)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報告
・平成28年度介護保険施設における看護職の実態調査報告

16：30 閉　　会
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シンポジウム
「地域における看護職間の連携推進」

基調講演「ステーションの看護を見える化しよう！
　　　　　　－わくわくする看護の提供に向けて－」

TOPICS

4
と　き　平成30年1月13日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成29年度 地域における
看護職等の連携シンポジウム報告

平成10年より開催してきた訪問看護実践発表会にかわり、平成29年度方針と重点事業である「全世代型地域包括ケア
システム構築の推進」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しました。
今年度は、166名（看護職163名、ソーシャルワーカー2名、理学療法士1名）が、参加しました。

■シンポジスト

講師　淑徳大学看護栄養学部
　　　地域看護学領域 助手　谷口  由紀子
訪問看護実践の見える化については、看護の質の向上や人材の育成等

の効果があります。また、訪問看護は個々の看護師の考えに基づいた看
護が提供されやすく看護過程がブラックボックス化（実践知の宝庫）しや
すいためスタッフの実践や考えを引き出す仕掛けが必要です。何を見える
化するかにより、見ることが辛いと感じる場合も
あるが、成功事例等の知恵の見える化は、わくわ
くする体験につながります。効果的な質問をする
ためには聴く力が必要であり、質問力の基本とな
るファシリテーション力を向上させ、人材育成を
推進していく具体的方法についてお話していただ
きました。

道内における看護職間等の連携について具体的方法を学ぶとともに、
地域での体制作りを考える機会となりました。多くの皆様にご参加いた
だき、ありがとうございました。

「平成29年度高齢者および認知症支援のための看護職連携等推進事業 根室市における取組み」
 市立根室病院 看護部長　川村  紀代美
北海道看護協会の「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」に今年度参加した地域から根室市の報告があり

ました。看護職連携の構築による住民の安心な暮らしを支える体制をつくることを目的に、地域の看護職による地域包括ケア看
護職ネットワーク強化研修「看護職がつなぐ退院支援と在宅支援」（講演会・事例検討会）と住民フォーラム（認知症ケアの講演・
相談会）を行いました。研修会では、看護職間での顔の見える関係つくりのきっかけとなったことや地域における現状を知り連携
の重要性を再確認できたこと、また、住民フォーラムでは、住民が認知症高齢者のケアについて理解するきっかけになり、看護職
にとっても直接住民や家族の話を聴くことができたことや相談会のような場が必要であることを実感できた等の話がありました。

「紋別地域の医療介護連携における訪問看護ステーションの役割」
 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団 紋別地域訪問看護ステーション 所長　高橋  亜希子
昨年日本看護協会の「高齢者および認知症者支援のための看護職連携構築モデル事業」に参加した紋別地域の訪問看護ステー

ションから報告がありました。紋別地域訪問看護ステーションの訪問実施区域は広域ですが、看護の力で「できる限り住み慣れ
た家で療養できる」を支援するため、訪問看護の周知、医療機関との連携強化、介護・福祉・行政・地域との連携強化に取り組
んでいます。遠方の医療機関も含む連携、地域の消防（救急）や行政との連携についての話がありました。

「南檜山医療・介護連携推進会議の取組み」
 北海道檜山振興局保健環境部保健行政室企画総務課 主査　菊池  学
行政が中心となっての連携の仕組みづくりについての報告がありました。人口減少と高齢化率の進行や広域で、限られた医療

機関・介護サービスを活用するために、住民が安心して医療や介護をうけて暮らすことができるよう、保健・医療・介護の関係
者の顔の見えるネットワークづくり等の連携強化を図ることを目的に、南檜山医療・介護連携推進会議が設立されています。検
討会、企画会議、研修会、機関紙「リンクルみなみひやま」の発行（住民向け・関係者向け）、「連携マップ」作成・配付、「医療・
介護連絡シート」作成等活動内容について話がありました。

「医療的ケア児に関わる訪問看護における地域連携の現状」
 医療法人稲生会訪問看護ステーションくまさんの手 所長　松木  由理
日本看護協会の子育て世代包括ケアシステム推進のためのモデル事業「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」のプロジェクトチームである訪問看護ステーションから報告がありました。特別な医療が必要なハイリスク児の出
生率は増加傾向にあり、医療的ケア児数は増えています。法人内の多職種の連携は、訪問診療・訪問看護・居宅介護・短期入
所の 4 事業で子どもたち・ご家族を一体的に支援する体制をとっており、ライフステージにおける支援と連携についての話があ
りました。
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当院の位置する西胆振地域は、高齢化率が35%、糖尿病
患者の割合が、平成23年5月では10万人あたり入院143.3
人（全道140.8人）、外来5,279.7人（全道4,643.5人）と過去
の数値から比較しても増加傾向にあります。そのため、糖尿
病を抱えインスリン注射や経口血糖降下薬を服用しながら在
宅生活を送られている高齢の患者が多く、“治療を継続しな
がら自宅で生活する”ことに様々な問題が生じてきていま
す。このことから、もっと自分のスキルを高め、地域で安心
して生活することができるよう支援ができないかと考え、特
定行為研修を受講しました。
2017年3月、日本看護協会の認定看護師を対象とした特
定行為研修３行為２区分である「栄養及び水分管理に係る薬
剤調整」「血糖コントロールに係る薬剤関連」を受講したこと
で病態生理学や医療面接、臨床推論など医学的な知識を幅広
く修得することができました。
研修修了後私は、研修で得た医学的知識とこれまでの糖尿
病認定看護師としての経験を統合し糖尿病患者・家族の生活

背景を考慮したインスリン治療や経口血糖降下薬について医
師と検討しています。また、糖尿病センターで手順書に基づ
き外来通院患者のインスリン投与量の調整やアシドーシス、
脱水症状のある患者の輸液調整などを行っています。さら
に、今では他施設の看護師からのインスリンや血糖に関する
相談も多くなり、患者が望む生活の場で治療を継続できるよ
う協働しています。これからも、年齢別や仕事量に応じた支
援のあり方や地域包括ケアの推進、糖尿病合併妊婦・妊娠糖
尿病の妊婦への関わりの充実を図り、医療の質向上と地域の
人々の健康に貢献していきたいと考えています。

講義�ＧＷの様子

三木明子講師 意見交換の様子

特定行為研修を修了した看護師の活動紹介⑦Seriesシ リ ー ズ

社会医療法人  母恋  日鋼記念病院
糖尿病看護認定看護師  外来看護主任　清水 小百合

▷看護管理者から 日鋼記念病院 看護部長　関口 若栄
法人使命である『医療人として組織として社会に貢献する』ために、これからも育成し活かしていきたいと考えています。

TOPICS

5
H30年1月20日に筑波大学の三木明子准教授をお招きし
て、「職場内のパワーハラスメントと2次被害を起こさない
ための管理者の役割」をテーマに講演会を開催しました。
2008年、2014年に当委員会が北海道看護協会の会員を
対象に実施した「看護職が職場において受けている暴力の実
態調査」の結果から、職場内で暴力を受けている看護師が多
いことがわかりました。そこで、看護師が働き続けられる職
場づくりには暴力対策が欠かせないと考え、暴力対策講演会
は今年で3回目となります。
1回目は組織の暴力対策の必要性について、2回目は暴力
についての正しい理解、そして今回は暴力のなかでもパワー
ハラスメントに注目したテーマとしました。
当日は全道各地から200人近い参加者が集まりました。講
義中には小演習があったり、前後左右の人と話し合う時間
もあり、昨年度より時間を増やし5時間の講演会でしたが、
あっという間に時間が過ぎました。また、具体的な症例も提
示され共に考える機会となりました。各施設で抱えているこ
とを講師に質問する場もあり会場は共感の雰囲気に包まれま
した。
アンケートでは「とても理解できた」「もっと話を聞きた
い」「管理者だけではなく、スタッフにも聞いてほしい」とい
う意見が聞かれています。今後は他職種間での暴力について

の対策も知りたいという声もきかれました。
今回は各支部の働き続けられる職場づくり推進委員も参

加されました。参加できなかった会員の皆さんに支部活動
を通して伝達していただきたいと思います。今後も看護職
の働きやすい職場づくりにむけて、研修の企画をしていき
たいと思います。講演会で取り上げてほしい内容がありま
したら、委員会までご意見をお寄せください。よろしくお
願いいたします。

と　き　平成30年1月20日（土）
ところ　北海道看護協会
働き続けられる職場づくり推進委員　森浦　佳奈子

平成29年度
暴力対策講演会報告
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教育研修計画の概要について平成30年度

常務理事　砂山 圭子

平成29年度は、3月23・24日の「退院支援看護師のためのー 生活と医療を統合する継続看護マネジメントー」
研修会を最後に、合計90種類132回の研修を実施しました。また、10月12・13日には「第48回日本看護学会ー
看護管理ー学術集会」を日本看護協会と北海道看護協会の共催で取り組み、多くの方にご参加いただきました。
　平成30年度は、診療報酬・介護報酬改定関連の研修や看護師のクリニカルラダー（JNA版）の活用推進、地
域包括ケアシステムの推進に関する研修の充実などを予定しています。有効にご活用ください。

1　研修受講履歴の提供について

2　お知らせ

ナースシップ（新会員システム）への移行に伴い、日本看護協会や都道府県看護協会のホームページから、会員専用
WEBサイト（キャリナース）にアクセスできるようになっています。

このキャリナースに、平成30年 6月末頃より「 研修受講履歴 」の提供ページができます。日本看護協会や都道府県
看護協会主催の研修を受講した会員は、自動的に受講履歴が記載される予定ですが、北海道看護協会主催研修の掲載
方法は以下のとおりです。

１）看護管理
①認定看護管理者教育課程は、ファーストレベル（定員80人）2回、セカンドレベル（定員45人）2回、
　サードレベル（定員20人・申請中）1回を開催予定です。
②昨年まで開催していた「看護管理Ⅱ」は終了します。認定看護管理者教育課程の公開講座をご活用ください。
③「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！！」（北海道委託）を5月19日に開催します。
　講師は、日本看護協会�吉川久美子常任理事です。
④「統括保健師の人材育成」8月17・18日・平成31年1月26日、「助産実践能力習熟段階認証の推進」10月27日、
　「訪問看護ステーション管理者育成」11月22・23日、「介護保険施設における看護職の役割とチームケア」11月1・2
　日に開催します。（全て北海道委託）

２）養成研修等
①ｅラーニング活用型医療安全管理者養成研修は30年度中止します。（開催方法見直しのため）
②「看護師のクリニカルラダー（JNA版）を活用した施設内教育～自施設のキャリアラダーを考える」6月14・15日、
　11月17日に開催します。みんなで取り組みましょう。

３）図書室開室時間の変更
平成30年4月9日から、以下のとおり変更します。御利用ください。
開室時間　8：45～17：15
貸出時間　9：00～17：00

自動的に掲載する研修 ○教育研修計画に掲載の全ての研修（常務理事会で追加承認した研修含む）
○支部担当研修、支部企画研修

掲載時期 ○平成31年（2019年）3月中

掲載条件

・�受講時に会員であること（入会手続きはお早めに！新会員システムになったため、
入会手続き完了まで約2ヵ月程度かかります。）

・総時間の4/5以上出席すること
・ただし、養成研修及び支部担当研修・支部企画研修は全時間出席すること
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1　研修会応募期間について

教育課よりお知らせ

　平成30年度に実施する研修会の応募期間は、Ⅰ～Ⅴ期に分かれています。次回、Ⅲ期の応募期間及び研修
会は以下のとおりです。詳しくは教育研修計画（冊子）又は北海道看護協会ホームページをご覧ください。

●研修応募期間　Ⅲ期（平成30年5月14日～5月28日）
研修
No.

開催
期間 研修会名 会場 対象 科目 

看護共通

23

8/8
～
8/9

その人らしい最期を迎えるために
※札幌会場の配信研修

札幌

保健師・助産師・看護師・准看護師
【終末期から看取り、グリーフケア】
【終末期ケアと倫理的諸問題】
【在宅における看取りのケア】

24 旭川

25 釧路

26 函館

7 8/28
＜看護研究シリーズ指導者編＞
指導者のための看護研究
－研究をクリティークしてみよう－

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

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

17

8/30
～
8/31

現場で活かせる感染管理
※札幌会場の配信研修

札幌

保健師・助産師・看護師・准看護師

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

18 旭川

19 釧路

20 函館

12
9/4
～
9/5

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

保健師・助産師・看護師・准看護師
＊ただし、実務経験７年以上

【チームの中で期待される役割とは】【自己の傾向の認識】
【自己の強みを活かすためのソーシャルスキル】
【自分の課題を考えられる】

6 9/7
＜看護研究シリーズ4＞
看護研究のまとめ方とプレゼンテーション

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

【研究発表とは】
【研究論文・抄録の作成】
【プレゼンテーションとは】

21

10/2
～
10/3
(第1回）

家族看護－家族の理解を深めよう－ 保健師・助産師・看護師・准看護師

【家族の定義】
【家族理論】
【家族看護の目的】
【家族とのパートナーシップ形成】
【家族とのコミュニケーション】
【家族アセスメント】
【家族援助方法】（グループ検討を含む）

22

10/4
～
10/5�
(第2回）

養成研修

76
8/10
～
8/12

※�研修タイトル一部修正
＜社会保険診療報酬算定要件研修＞
精神科訪問看護基本療養指導に係る研修
・�保健師、看護師、作業療法士の有資格者
には、精神科訪問看護基本療養費(I)(III)
(IV)算定要件となる修了証を発行する。
・�准看護師の有資格者には、精神科訪問看
護基本療養費（I)(III)(IV)算定要件となる
修了証を発行する。

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

(1)��訪問看護・精神科訪問看護に
従事する保健師・看護師・准
看護師・作業療法士

(2)��精神科看護に従事する保健師・
看護師・准看護師

(3)�全日程（3日間）受講できる者
※�本研修は、社会保険診療報酬「精神
科訪問看護基本療養費」算定要件研
修に該当する。

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

78
8/23
～
8/24

エンド・オブ・ライフ・ケア（ELNEC-J）

(1)�がん看護に3年以上携わってい
る保健師・助産師・看護師

(2)全日程（2日間）受講できる者
※過去に本研修会を受講した者は除く
※定員を超えた場合は、協会で選考する。
※�全日程を受講した者には、日本緩和
医療学会�ELNEC-Jコアカリキュラム
看護師教育プログラム修了証を発行
する。

【イントロダクション】
【エンド・オブ・ライフ・ケア定義】
【エンド・オブ・ライフ・ケアが目指すもの】
【Module�1】エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護ケア
【Module�2】痛みのマネジメント
【Module�3】症状マネジメント
【Module�4】エンド・オブ・ライフ・ケアにおける倫理的問題
【Module�5】エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮
【Module�6】コミュニケーション－患者の意思決定を支えるために－
【Module�7】喪失・悲嘆・死別
【Module�8】臨死期のケア
【Module�9】高齢者のエンド・オブ・ライフ・ケア
【Module�10】質の高いエンド・オブ・ライフ・ケアの達成
【事例検討】
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ホームページに掲載する研修会情報
◦研修会開催要領（研修会目的・プログラム・担当講師等）
◦受付を延長している研修会のお知らせ
◦受講決定通知の進捗状況（選考中、受講決定通知発送日）
◦事前課題フォーマット（事前課題レポート等がある場合に掲載しますのでダウンロードしてお使いください）
◦教育研修計画（PDF形式）

  各研修会開催要領
  などの掲載

 研修会
 年間計画  教育研修  ホームページ

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

2　研修会の情報について（ホームページ）

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

研修
No.

開催
期間 研修会名 対象 科目 

セカンドレベル公開講座

58 9/8 組織マネジメントの基本理論（第2回）

看護管理の役割にあたっている者
(師長職以上)または、看護管理者
に準ずる役割にあたっている者(主
任職以上)

【組織構造と機能】
【組織化の方法】

60 9/9 組織分析(組織診断)（第2回） 「組織マネジメントの基本理論」を
受講する者

【所属組織の分析方法】【所属組織の評価方法】
【組織の経営戦略】【目標管理】

62

9/15
9/22
9/23
9/29

目標管理(原因分析～ BSC)（第2回）

「組織マネジメントの基本理論」お
よび「組織分析(組織診断)」を受講
する者
または、平成27～29年度認定看
護管理者ファーストレベルを受講
した者

【問題解決技法】
【戦略】
【戦略マップ】
【バランススコアカード(BSC)】

日本看護協会主催　インターネット配信研修（オンデマンド）

98

8/14
～
8/15
(第1回） ＜社会保険診療報酬算定要件研修＞

認知症高齢者の看護実践に必要な知識
看護師(認知症ケア加算2の施設基
準に準ずる)

【認知症高齢者の医療の現状と国の取り組み・認知症に関する原因
疾患と病態・治療】
【認知症高齢者の基本的な捉え方・認知症高齢者に有用な情報収集
とケアの方法(演習含む)】
【認知症高齢者の在宅移行に向けた情報共有と実際(演習含む)】
【認知症高齢者に効果的な院内デイケアと入院中の安全確保の実際】
【認知症高齢者に対する倫理的配慮と家族への意思決定支援・身体
拘束に対する捉え方とケア創造への取り組み(演習含む)】

99

8/16
～
8/17
(第2回）

100
8/21
～
8/22

多死社会に求められる看取りの看護 看取りに携わる看護職

【多死社会の看取りをめぐる状況】【看取りにおける看護の役割】
【看取りの看護に必要な知識・技術】
【さまざまな場所での看取り】(在宅移行支援を含む)
【看取りに関わる家族を支える看護】

101
9/27
～
9/28

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

【災害医療の基礎知識】【災害時に求められる看護支援活動】
【災害サイクル別疾病構造と看護】
【災害時の心理変化とこころのケア】
【災害時の保健師の役割と災害支援ナースとの連携】
【看護協会の災害時看護支援活動】
【災害支援ナースとしての活動の実際】

北海道委託研修

91

8/17
～
8/18
�
H31
1/26

統括保健師の人材育成

保健所、市（区）町村等の保健師で
①��現在、統括保健師（統括的役割
を担う立場の保健師）である者

②�次期統括保健師の立場にある者

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

80

9/12
～
9/14
(第1回） ＜社会保険診療報酬算定要件研修＞

看護職員認知症対応力向上
北海道に勤務する指導的役割の看
護職員　保健師・助産師・看護師

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

81

9/19
～
9/21
(第2回）
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TOPICS

6
平成30年度北海道看護研究学会のご案内

学会テーマ　ケアが支える北海道の未来～地域の人々に寄り添うためのケアの創造と統合～

1 開　催　日　平成30年6月24日（日）

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

≪当日参加申込み≫
「当日受付」で参加申込みの手続きと当日参加費を納入ください。
会員の方は会員証、もしくは北海道看護協会会員番号の控えをご持参ください。

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

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

6 ランチョンセミナー　内容の詳細は北海道看護協会ホームページでお知らせします。
　 3つのセミナーを行う予定です。
　 ≪時間≫ 12時10分～13時10分
　 ≪会場≫ 第1会場（1階大ホールAB）、第2会場（1階中ホール）、第5会場（2階204会議室）

7 企業展示　第3会場（1階大ホールC）
　 各分野の企業が出展しますので、是非お立ち寄りください。

8 託児について
　�託児室の利用を希望される方は、事前予約となります。お申し込みは、下記へお問い合わせください。
　�なお、利用規約、利用申込書につきましては、当協会ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
　�（託児室運営会社）��株式会社��札幌シッターサービス
　　　　　　　　　　電話番号：011-281-0511 ／ 受付時間：9：00～18：00
　　　　　　　　　　利用料金：お子様お一人��1回�2,000円（当日受付でお支払いください）

事前参加申し込み・送金締切　平成30年5月28日（月）
注）期日を過ぎた場合は、全て当日参加扱いになります。

≪事前参加申込み≫
4月中旬に各施設の看護管理者宛てに送付する「平成30年度北海
道看護協会通常総会並びに看護研究学会事前参加申込書」にて、
指定期日までに申込みと参加費の振込みをお願いします。参加費
の振込確認後に参加証を送付します。

参加費
区　分

事前参加費 当日参加費

　会　員※１ 3,000 円 4,000 円
非会員 4,500 円 6,000 円

　学　生※2 1,500 円 1,500 円
※１��会員とは、「平成30年度北海道看護協会会員」を指します。
※２��学生とは、看護の免許を未取得の看護学生です。(全学年参加可能)

整理券（弁当引換券）の配布

学会参加証を提示のうえ、整理券をお受け取りください。
先着順で配布し、なくなり次第終了いたします。（配布数：各会場180～300枚程度）

≪配布開始時間≫�8時30分予定　　≪配布場所≫�札幌コンベンションセンター1階ロビー
※各会場は、ランチョンセミナー整理券配布数よりも収容人数が多いので、座席の許す限りセミナーの聴講が可能です。
　整理券をお持ちでない方も、是非、ご持参の昼食をとりながらセミナーにご参加ください。
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シ ポン ジ ウ ム 13：50 ～15：20

発 プ ラ表 グロ ム

●口演　第 1 群　看護管理　4 題 ―――――――――――――――――――――――  9：30 ～10：15
座長　JA北海道厚生連旭川厚生病院　　船　橋　美智代

1
急性期病院におけるジェネラリストナースの退院支援実践に関する現状
－「病棟看護師の退院支援実践に関する自己評価尺度」を用いて－
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　���������������������������������� 御家瀬　真　由

2 自立支援に向けた情報共有方法がA病棟看護師に与えた影響
医療法人社団　医修会　大川原脳神経外科病院　���������������������������� 見　上　弘　菜

3
地域包括ケア病棟看護師が行う退院支援の課題
～患者・家族への満足度調査を通して～
市立旭川病院　������������������������������������������� 鴇　　　美貴子

4
せん妄患者に対するケアの向上を目指して
－チームで取り組むせん妄ケアの重要性－
社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院　��������������������������� 佐　藤　胡　桃

●口演　第 2 群　看護管理　4 題 ―――――――――――――――――――――――  10：20 ～11：05
座長　社会医療法人　製鉄記念室蘭病院　　塚　田　秀　子

5
A病棟看護師のコミュニケーションについての一考察
～アサーティブネス傾向測定ツールを用いての検討～
医療法人健康会　くにもと病院　����������������������������������� 奈　良　昭　子

6 A病院の職務満足度の実態と人材育成への課題
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院　�������������������������������� 小　林　まりえ

7 看護師の職場コミュニティ感覚調査から見た現状と課題
社会医療法人　北斗　北斗病院　����������������������������������� 番　場　稚加子

8 A病院病棟看護師の看護研究に対する感情の調査
医療法人社団　静和会　石井病院　���������������������������������� 小　田　貴　志

●口演　第 3 群　急性期看護　4 題 ――――――――――――――――――――――  11：10 ～11：55
座長　日本赤十字北海道看護大学　　山　川　京　子

9 診療看護師が施行する末梢留置型中心静脈カテーテル（PICC）の実態調査
医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院　��������������������������������� 増　田　陽　介

10
術後合併症を発症した患者の回復期における精神面への看護介入
～胸部大動脈瘤手術後脳梗塞を発症した患者の看護をワトソンのケアリング理論を用いて振り返る～
札幌市病院局　市立札幌病院　������������������������������������ 久　保　千　尋

11
尿管皮膚　を造設した患者のセルフケアを支援する看護
～ドロセア・オレムの看護理論を用いてストーマ管理支援の看護を振り返る～
札幌市病院局　市立札幌病院　������������������������������������ 古　舘　あかね

12
大腿骨骨折術後せん妄の早期ケア介入
－日本語版ニーチャム混乱／錯乱スケールを試みて－
旭川赤十字病院　������������������������������������������ 樋　口　和　央

第１会場 大ホール  �������������������������

シンポジスト

座　　　　長

名寄市立大学（元名寄市風連町国保診療所）� 宮　部　偉貢子
道北勤医協�訪問看護ステーション宗谷さわやかポート� 竹　谷　恵　未
特別養護老人ホームしゃくなげ荘� 加　藤　　　香

北海道医療大学� 竹　生　礼　子
学会委員長（札幌医科大学附属病院）� 梅　田　聖　子

「地域における看取りの現状と今後の方向性」
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●示説　第 7 群　急性期看護・看護管理　5 題 ―――――――――――――――――  9：40 ～10：25

24 股関節授動術後の座位獲得をめざした看護�～患者のセルフケア行動と看護師の関わり～
医療法人社団　悠仁会　羊ケ丘病院　��������������������������������� 中　嶋　光　代

25
手術を受ける認知症高齢者の家族の思い
～大腿骨近位骨折患者の手術に至るまでの意思決定プロセスを明らかにし、手術室における家族看護を考える～
江別市立病院　������������������������������������������� 小　室　育　代

26
A病院におけるラテックスアレルギーに対する認識調査
～安全な周術期医療を提供していくために～
社会医療法人　医仁会　中村記念病院　�������������������������������� 渡　邉　あずさ

27 A病院看護師の手術室に対する閉鎖的イメージの実態
独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院　������������������������ 高　橋　美　希

28 A病院の手術室看護師が感じる仕事におけるやりがいと影響要因
医療法人サンプラザ　新札幌循環器病院　������������������������������� 桐　生　麻　衣

●示説　第 8 群　看護管理・慢性期看護・ヘルスプロモーション　5 題 ――――――― 10：25 ～11：10

29 外来患者待ち時間の改善への取り組み�患者の苦痛の軽減を目指して
医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院　��������������������������������� 光　野　佳　代

30 若手看護師の看取りに対する困難感の検討
社会福祉法人　北海道社会事業協会　余市病院　���������������������������� 上　野　千　里

31
癌告知後、患者・家族が求める社会的支援の検討
心理的受容過程における適応に至るまでの患者・家族のニードから考察する
市立室蘭総合病院　����������������������������������������� 池　田　有　衣

第 3 会場 大ホールC  ������������������������

●口演　第 5 群　ヘルスプロモーション・慢性期看護・精神看護　4 題 ――――――― 10：20 ～11：05
座長　学校法人鶴岡学園　北海道文教大学　　坂　東　奈穂美

16 A大学病院内科における禁煙外来の診療実態と禁煙支援
国立大学法人　北海道大学病院　����������������������������������� 西　川　美　香

17 ACP導入に向けて患者・医療者の意識や行動変化から見えてきた事
社会福祉法人　北海道社会事業協会　函館病院　���������������������������� 砂　子　　　睦

18 A病院の緩和ケア外来におけるケアの質の評価
医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院　�������������������������������� 上　野　範　子

19 慢性期の統合失調症患者が通院を継続するための外来看護師の役割
北海道立緑ヶ丘病院　���������������������������������������� 對　馬　磨　弥

●口演　第 6 群　慢性期看護・在宅看護　4 題 ――――――――――――――――― 11：10 ～11：55
座長　公立大学法人札幌市立大学　　菊　地　ひろみ

20 胃切除術を受けた胃がん患者の体重減少についての要因分析�～体重減少率と生活行動を比較～
JA北海道厚生連　札幌厚生病院� ����������������������������������� 三　原　将　昭

21 乳がん手術後の高齢者が退院後に抱える困難とセルフケア行動
医療法人　元生会　森山病院　������������������������������������ 伊　藤　香　里

22 消極的だった悪性脳腫瘍の患者の家族が、外出・外泊を積極的に進められるようになったわけ
社会医療法人　医仁会　中村記念病院　�������������������������������� 八重樫　三　希

23
在宅で終末期高齢者を介護する家族への支援
－2事例の家族支援を通して訪問看護師の役割を考える－
社会福祉法人　札幌東勤労者医療福祉協会　勤医協札幌ひがし訪問看護ステーション　������������ 菊　池　みのり

●口演　第 4 群　看護教育　3 題 ―――――――――――――――――――――――  9：40 ～10：15
座長　医療法人渓仁会 札幌西円山病院　　中　出　貴　子

13
効果的なオムツの装着方法による重ねあて減少への取り組み
～装着方法の違いによる汚染状況を比較して～
特定医療法人　富田病院　�������������������������������������� 明　上　仁　江

14 スキン－テアの対応についての現状と今後の課題�～スキン－テア予防に向けての取り組み～
社会医療法人　札幌清田病院　������������������������������������ 五十嵐　美　咲

15 不眠に対するケアの勉強会によるスタッフの知識・行動の変化
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院　�������������������������������� 鷲　田　理　依

第 2 会場 中ホール  �������������������������
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●示説　第 10 群　慢性期看護・在宅看護　5 題 ―――――――――――――――――  9：40 ～10：25

39 血液透析患者の運動療法の取り組み�～ラジオ体操を取り入れて～
社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院　��������������������������� 崎　前　智　代

40 脳卒中再発防止のための退院指導を行う看護師の意識を考察する
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院　�������������������������������� 小　木　志　保

41 認知症高齢者を在宅で支える家族の実態と介護支援への課題
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院　�������������������������������� 澁　谷　美　香

42
A病院内科外来での在宅療養支援が必要な患者を把握するために
～在宅療養患者「かかわりきっかけシート」を作成して～
北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院　����������������������������� 中　島　直　美

43 利用者の選択に対する訪問看護師のジレンマの原因�～インスリン自己注射が困難な事例を通して～
社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院　���������������������������� 多　賀　ありさ

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

44 骨粗鬆症治療継続患者への食事・運動に関する現状調査�－再骨折予防となる生活指導に向けて－
医療法人社団　我汝会えにわ病院　���������������������������������� 佐　藤　伸　子

45 洗口液をスプレーして行う口腔ケア�－患者に負担が少なく乾燥予防に焦点をあてた方法－
小樽市立病院　������������������������������������������� 山　本　達　郎

46
ラクチュロース（オリゴ糖シロップ）摂取による苦痛のない排便コントロール�
～下剤に頼らない排便を目指して～
社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院　��������������������������� 久　保　裕　美

47 個別の排尿状況に合わせた適切なオムツ交換への取り組み
社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院　����������������������������� 佐々木　加奈子

48 A病院における脳梗塞患者に対しての排泄ニーズ対策の効果・検証�－より質の高い看護ケアを目指して－
医療法人　雄心会　函館新都市病院　��������������������������������� 金　子　美　貴

●示説　第 12 群　看護管理・看護教育　5 題 ―――――――――――――――――― 11：10 ～11：55

49 A病棟看護師の夜勤業務におけるストレス要因の実態
社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院　���������������������������� 斉　藤　友紀子

50 NGワード・サンクスカードを用いた仕事に対するモチベーションの向上を目指して
医療法人社団　静和会　石井病院　���������������������������������� 小　嶋　聡　史

51 A病棟における転倒・転落者の特徴�～インシデント・アクシデントレポートを調査して～
社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院　���������������������������� 徳　田　　　恵

52 急変対応シミュレーション教育の効果と課題
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院　�������������������������������� 佐　藤　　　渉

53 PNSマインド定着に向けた取り組み�～マインド研修後の看護師の意識変化～
社会福祉法人　北海道社会事業協会　函館病院　���������������������������� 永　田　詢　弥

第 4 会場 107・108 会議室  ���������������������

32
救命救急センター受診後に帰宅となった高齢患者の日常生活の現状
－患者の不安と看護師の気がかりの分析から－
砂川市立病院　������������������������������������������� 山　口　　　舞

33 妊婦の風疹に関する知識とその背景の分析
町立中標津病院　������������������������������������������ 佐　藤　みどり

●示説　第 9 群　看護教育・精神看護　5 題 ―――――――――――――――――― 11：10 ～11：55

34 「ここで働きたい」と思った臨地実習での体験�～Ａ病院に入職した看護師のインタビューから～
医療法人　札幌山の上病院　������������������������������������� 堀　田　彩　花

35 実習指導者の意識について考える�－指導の方向性の共通理解を目指して－
北海道立江差病院　����������������������������������������� 笠　谷　紗耶香

36 新卒看護師 4月研修の再考�～入職 7ヶ月後の意識調査から～
市立函館病院　������������������������������������������� 新　藤　竜　也

37 2年目看護師の学習の実態�－学習に影響を与える因子との関係－
独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター　��������������������������� 倉　本　春　佳

38 精神神経科外来受診患者の情報共有のあり方�～ケースカンファレンスを試みて～
社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院　���������������������������� 横　山　百合香
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復職を目指している方を対象に看護の現場や復職への取り組みなどを学ぶ研修会
日　　時：第1回　��7月10日（火）・11日（水）
　　　　　第2回　10月16日（火）・17日（水）　

��9：30～ 15：30

　　　　　第3回　12月��4日（火）・�� 5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 

・原則全日程受講可能な者
定　　員：40名(定員を超える申込みがあった場合は抽選)
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1回：6月19日、第2回：9月26日、第3回：11月14日
受 講 料：無料
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）、託児保育（無料、事前申込、定員あり、申込多数の場合は抽選）

｝

看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

復職に向けて、講義・演習・施設実習を組み合わせた講習会
期　　間：9月6日（木）7日（金）、9月11日（火）～13日（木）4.5日間
時　　間：9：30～16：00（最終日12：00終了）
場　　所：北海道看護協会（7日はカレスサッポロシミュレーションセンター）
受講対象：今後復職を考えている未就業の看護職、未就業期間があり再就業後1年未満の看護職
定　　員：40名
応　　募：北海道ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX
応募締切：8月6日（月）
受 講 料：無料（演習物品費�1,500円）
そ の 他：駐車場・託児保育（無料、事前申込）

看護職就業促進講習会

第60号

復職に向けて、演習を取り入れた実践的な講習会
日　時 講義内容

��5月��9日（水）
10～12時

安全な看護技術（採血法）（演習含む）
11月��7日（水） 褥瘡予防と看護（演習を含む）

場　　所：北海道看護協会
受講対象：今後復職を考えている未就業の看護職、未就業期間があり再就業後1年未満の看護職
定　　員：40名
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：5月9日開催分：4月25日、11月7日開催分：10月24日
受 講 料：無料（5月9日演習物品費�1,000円）
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）

就業支援講習会

平成30年度ナースバンク事業のお知らせ（第1弾）

日　　程：30年2月23日
場　　所：北海道看護協会
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：36名（30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。3月末日現在で、4,955名の登録が
あり、955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＞」、「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、雇用や勤務環境に関して工夫していること」、「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」等について意見交換を行いました。また、参加施設間の情報
交換とネットワーク構築の場となりました。

平成29年度看護師等の届出制度　意見交換会（札幌）開催報告

意見交換会の様子
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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

平成27年から北海道委託事業として「地域応援ナース」の取り組みが始まりました。これまで32名の方が地域応援ナースとして
登録しました。平成29年度は、9施設（第二次医療圏：宗谷、富良野、後志、日高、南檜山）に14名が1ヶ月～12ヶ月の期間就業
しました。昆布温泉病院に4ヶ月間応援ナースとして就業した藤生さんをご紹介します。

道内各地で活躍する地域応援ナース！！

届出制度実績
（平成27年10月1日～平成30年3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～ 平成30年3月31日）

１　届出種類� （人）

本人 代理 施設からの代行 合計
1,457 1,274 2,224 4,955

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
1,366 1,262 1,186 673 311 157 4,955

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
159 3,493 413 277 230 236 147 4,955

４　再就業状況� （人）

保健師 助産師 看護師 准看護師 合計
11 11 814 119 955

【応援ナース実績】
応援：14名（18件）／�調整済：4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。

【就業期間】
平成30年1月1日～4月30日（4ヶ月間）

【地域応援ナースの登録・参加理由】
　約3年前に『人生とは何か』を考えさせられる出来事があり、
それまで約 20年間勤務した病院を退職し、働き方（生き方）を
変化させ知り合いの少ない場所で一から頑張りたいと考えた結
果、地域応援ナースに応募しました。民間の派遣会社よりも看
護協会の事業で安心感があり、万が一すぐに働けなくても、親
身に相談にのってくれると感じたからです。

【応援の実際】
　昆布温泉病院は120床あり、私の配属病棟は44床の医療療
養病棟です。急性期を脱し在宅または施設での生活復帰を目指
し療養を続ける患者様の支援が主な業務となります。
　患者様の残存機能の維持・向上に努め、その人らしい療養生
活を送れるような看護を目標としていますが、私はどうしても

▶看護管理者から 看護部長　丸　優子
　慢性的なスタッフ不足に悩まされ、当院の様に都市部から離れ
た場所ですと、不便・不自由さを感じるかと思います。人材的に
長く就業していただきたいですが、またリピーターとして来てい
ただけると嬉しいです。ナースセンターの「地域応援ナース」の取
り組みは病院としても助かります。

『手』を出しすぎてし
まい、患者様の『でき
る力』を奪ってしま
いダメな看護をして
いるのが悩みの種で
反省の毎日でした。日々のカンファレンスでは、『どうしたらそ
の人らしくいられるか』を看護師・介護福祉士、全てのスタッフ
が垣根なく意見を出し合える風土が確立されているように感じ、
とても働きやすい職場でした。

昆布温泉病院
地域応援ナース　藤生 由美子 さん

丸看護部長　藤生さん　小堺看護主任
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道民の健康情報　　

平成30年度　会員懇談会･看護管理者懇談会のお知らせ

「運動」と「食物繊維」で大腸がんを予防しよう!!
日本人がかかるがんの中で最も多いと言われている
のが大腸がんです。予防するには「運動」と「食事」が大
切になってきます。「運動」は大腸がんのリスクを下げ
ることが分かっています。運動量が多いほど効果が高
い傾向ですが、日常生活の中での歩行や自転車走行等
の軽い運動でも効果が認められているので、できる範
囲で継続して体を動かすことが大事です。「食事」では

「食物繊維」をとることが予防となります。食物繊維は、
「野菜類」や「イモ類」、「豆類」、「果物」などに多く含ま
れています。また、飲酒でも大腸がんのリスクが高くな
ることが明らかになっています。お酒は１日23ｇ未満に
抑えるのが肝要でしょう。（23g：日本酒⇒１合、ビール
大瓶⇒１本、ワイン⇒グラス２杯）

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

支　部 会 管 開催日 会　場
苫小牧 ○

7月7日（土）

ホテルグランドニュー王子（苫小牧市）
日高 ○ 浦河町総合文化会館
上川北 ○ 紅花会館（名寄市）
根室 ○ 市立根室病院
稚内 ○

7月21日（土）
市立稚内病院　看護研修室

釧路 ○ 釧路労災病院
上川南 ○ 8月4日（土） 旭川トーヨーホテル
遠紋 ○ 8月5日（日） ホテルサンシャイン（遠軽町）
札幌第1～4（担当：札幌第4） ○

8月18日（土）
ANAクラウンプラザホテル札幌

南空知 ○ 北海道グリーンランドホテルサンプラザ（岩見沢市）
十勝 ○ 帯広厚生病院
北網 ○ 8月25日（土） 北見赤十字病院
小樽 ○

9月1日（土）
済生会小樽病院

北空知 ○ ホテルスエヒロ（滝川市）
後志 ○ 9月15日（土） 余市商工会議所
留萌 ○ 9月29日（土） とままえ温泉ふわっと
札幌第1～4（担当：札幌第1） ○ 10月6日（土） ANAクラウンプラザホテル札幌
室蘭 ○ 10月20日（土） 製鉄記念室蘭病院　がんセンター
道南南・北（担当：道南南） ○ 10月27日（土） 五島軒（函館市）

◦会員懇談会：14支部　◦看護管理者懇談会：5支部
※道南南・道南北支部は合同で会員懇談会を開催。
※小樽・後志支部、札幌第１～４支部は合同で会員・看護管理者懇談会を開催。
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〈申請書送付先〉 
〒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

〈お問合せ先〉 
〒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 総務部総務課総務係 

TEL:011-863-6731  FAX:011-863-3204 

ホームページお問合せフォーム:http://www.hkna.or.jp/contact/ 

 

平成３０年度看護協会入会受付中です 
（北海道看護協会と日本看護協会の同時入会となります。） 

継続会員の申請書は提出不要です！ 登録内容の変更は『キャリナース』で！ 

新規・再入会・他県からの移動の方は・・・ 年会費の納入について 

会員手続きご担当者様へ 

施設用 WEB について 会員証について 

●従来、継続ご希望の方には、継続申請書をご提

出いただいておりましたが、平成３０年度より

会員情報・口座情報に変更がない場合は、申請

書の提出が不要となりました。 

●会員情報に変更がある方（勤務先変更・自宅住

所変更・改姓など）は会員専用マイページ『キ

ャリナース』で変更してください。 
※『キャリナース』をご利用いただけない方は、『会員情報変

更届』を下記＜申請書送付先＞へご郵送ください。 

 北海道看護協会のホームページからログインできます。 

https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101 

 スマートフォンの方は、 
QＲコードからもアクセス 
できます。 

●平成３０年度用の『入会申
込書』（茶色）を下記＜申請書
送付先＞へご郵送ください。 
※平成２９年度用の入会申込書 

（青色）はご使用いただけません。

●他県で配布された『会員情
報変更届』（緑色）で、北海道
看護協会の入会手続きもで
きます。その際「県 No.」
欄は01 と訂正ください。 

●毎月１５日までに会員登録事務局へ届いた『口
座振替依頼書』は、翌月の２７日に引落し対象
となります。『口座振替依頼書』の不備により、
『口座振替依頼書』が返却され、翌月２７日の
締め日に間に合わない場合は翌々月２７日が
引落日となります。 

●平成３０年度は４月１日からスタートいたし
ました。研修の受講料や協会ニュースの発送な
ど、会員サービスに影響いたしますので、お振
込みの場合はお早めにお支払いいただきます

ようご協力のほどお願いいたします。 

平成 30 年度入会申込書（茶色）

●「勤務先で取りまとめて納入」の場合 
 申請書送付後、システムに登録が完了すると、『施

設用 WEB』で会員情報が確認できます。会費納入

者の特定を行った後、登録された振込金額と同額

を『施設専用口座』にお振込みください。 

●『施設用 WEB』では所属会員数の確認や入会
状況の確認もできますので大変便利です。ぜひ
ご活用ください。 

 

北海道看護協会のホームページ 

からログインできます。 

※別途 ID 申請が必要です。 

https://kaiin.nurse.or.jp/ 

shisetsu/JNG000201.action 

●平成２８年度より永年会員証となりました。 

●改姓や会員証を紛失した場合『キャリナース』
より再発行申請ができます。 

●北海道看護協会を退会する場合は、北海道看護
協会へご返却ください。（※） 

●再入会の場合は、再発行いたします。 

●他県へ移動する方は、移動先の県で発行されま
すので、北海道看護協会の会員証はご返却くだ
さい。（※） 

（※）退会する場合や他県へ移動する方は、ご返却する前に北海

道看護協会へご連絡ください。 
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フットケア練習モデル 

●巻き爪、肥厚爪（爪白癬）、胼胝（タ

コ）、鶏目などの病変を付け替えてフ

ットケアトレーニングが行えます。 

●足のアセスメント（観察方法と手順）

なども行えます。 
※本体のみ、貸し出しいたします。 

心肺蘇生練習用人形 

●気道確保トレーニングや

人工呼吸トレーニング、心

臓マッサージ（胸骨圧迫）

トレーニングが行えます。

●人形本体にメーターが付

いてますので、実技をしな

がら正しい心肺蘇生法が

確認できます。 

北海道看護協会の会員様へ

日本看護協会の看護職賠償責任保険に

安価な掛け金で加入できます。

お問い合わせ窓口：0120-088-073 

北海道看護協会が実施する各種研修会

を会員価格で受講できます。 

日本看護学会及び北海道看護研究学会

や当協会が開催するイベントなどに会

員価格で参加できます。 

「日本看護協会ニュース」・「北海道看護協会

ニュース」等で看護に関する情報をお届けし

ます。また、図書室の書籍・映像資料の貸し

出しサービスを会員待遇で利用できます。 

※詳しくは、北海道看護協会のホームページをご覧ください。 

http://www.hkna.or.jp/nyukai/kaiintokuten.html 

↓腰サポーター 

↓ひじサポーター 

↓下肢装具

↑折りたたみ杖 

  スキルアップ・キャリアアップ 

  各学会への参加・研究発表

  医療事故への対応   看護情勢・情報のキャッチ 

     会　員　特　典

  その他会員特典

・東京堂書店

・ホテルエミシア札幌 

・ＪＲタワーホテル日航札幌 

・アンビックスグループ 

↑装着・利用案内
　ビデオ付き  

北海道看護協会ニュースは年５回配付しています。（４月・７月・９月・11月・１月）

●片マヒの疑似体験サポーター等を自身の体に

装着して、片マヒ状態を体験できます。

疑似体験セット（片マヒ用） Ｍサイズ  

貸し出ししています！無 料 大好評！ 
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1月4日 仕事始め

5日 年始挨拶回り（市内）　上田会長ほか
札幌市医師会新年交礼会（市内）　上田会長ほか

6日 北海道医師会新年交礼会（市内）　上田会長ほか
札幌薬剤師会新年交礼会（市内）　佐々木常務理事
北海道柔道整復師会新年交礼会（市内）　荒木専務理事

10日 打合せ会議　上田会長ほか
年始挨拶回り（市内）　上田会長ほか

11日 認定看護管理者ファーストレベル研修開講式　上田会長ほか
看護職の就業相談会（市内）　事務局

12日 保健師助産師看護師実習指導者講習会開校式　上田会長ほか
平成29年度第6回北海道保険者協議会（市内）　荒木専務理事
北海道作業療法士会新年交礼会（市内）　佐々木常務理事

13日 平成29年度地域における看護職等の連携シンポジウム　砂山常務理事
北海道看護連盟特別講演会・新春の集い（市内）　上田会長ほか
北海道放射線技師会新年交礼会（市内）　荒木専務理事
北海道歯科医師会新年交礼会（市内）　上田会長

15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

17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　砂山常務理事
平成29年度第4回周産期医療検討委員会（市内）　上田会長

18日 委員長会議　上田会長ほか
第10回常務理事会　上田会長ほか

19日 第3回認定看護管理者制度委員会（東京都）　上田会長
第2回北海道保険者協議会保健活動部会（市内）　荒木専務理事
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会第2回正副会長・幹事合同会議（市内）砂山常務理事

20日 平成29年度暴力対策講演　佐々木常務理事
北海道理学療法士会新年交礼会（市内）　砂山常務理事

22日 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」に基づく学習内容を活用し
た施設内教育に関する交流会（東京都）　砂山常務理事
「これからの看護師に必要な在宅療養支援能力」意見交換会（宮城県）　佐々木常務理事

23日 札幌市立大学認定看護管理者教育課程サードレベル第3回運営委員会（市内）　上田会長

24日 2017年度都道府県看護協会広報担当役員会議（東京都）　荒木専務理事
就業相談会（市内）　事務局

25日 打合せ会議　上田会長ほか
北海道HTLV-1母子感染予防対策協議会（市内）　佐々木常務理事
北海道総合保健医療協議会第2回運営委員会（市内）　上田会長

26日 第5回理事会　上田会長ほか
第3回支部長会議　上田会長ほか

29日 専任教員養成講習会打合せ（市内）　砂山常務理事
第3回 ｢医療と介護の連携の推進に向けた意見交換会｣（市内）　砂山常務理事
北海道医療費適正化計画検討協議会（市内）　砂山常務理事

30日 認定看護師制度再構築に関する説明会・意見交換会（東京都）　砂山常務理事

31日 地域応援要請施設訪問（紋別市）　佐々木常務理事
北海道マラソン2017第2回実行委員会・北海道マラソン2018第1回実行委員会（市内）　事務局

2月1日 職業紹介従事者講習会（宮城県）　事務局
北海道助産師出向支援事業協議会（市内）　上田会長ほか

2日 専任教員養成講習会打合せ（市内）　砂山常務理事
第2回北海道医療・福祉関係団体意見交換会（市内）　砂山常務理事ほか

3日 第46回医療功労賞北海道表彰式（市内）　砂山常務理事
平成29年度看護職のWLB推進フォローアップ・ワークショップ　上田会長ほか
WLB推進ワークショップ事業プロジェクト会議　佐々木常務理事

5日 北海道総合保健医療協議会第6回地域医療専門委員会（市内）　上田会長ほか
北海道総合保健医療協議会総会（市内）　上田会長

6日 アイス・スノーキャンドル点灯

7日 打合せ会議　上田会長ほか
北海道移住・定住推進連携会議（市内）　事務局

8日 看護職の就業相談会（千歳市）　事務局
看護職がつなぐ退院支援と在宅支援打合せ　砂山常務理事
第2回離職看護職員相談事業協議会（市内）　上田会長ほか
第2回地域応援看護師確保対策検討会議（市内）　上田会長ほか

9日 札幌保健医療大学　協会概要説明（市内）　佐々木常務理事

13日 看護職の就業相談会（市内）　事務局

14日 ナースセンター検討委員会（東京都）　上田会長
訪問看護人材育成推進協議会（市内）　砂山常務理事
北海道高齢者保健福祉計画・介護保険計画事業支援計画検討会議及び北海
道地域医療総合確保基金（介護分）検討協議会（市内）　佐々木常務理事
北海道医療安全推進協議会（市内）　荒木専務理事

15日 第11回常務理事会　上田会長ほか

16日 専任教員養成講習会閉講式　上田会長ほか
認定看護管理者ファーストレベル閉講式　上田会長ほか

20日 打合せ会議　上田会長ほか
北海道医薬専門学校　協会概要説明（市内）　荒木専務理事
札幌市医療安全推進協議会第2回基幹会議（市内）　荒木専務理事
第2回北海道医療審議会地域医療部会（市内）　上田会長

21日 浦河日赤看護学校　協会概要説明（浦河町）　荒木専務理事
全国訪問看護推進連絡協議会（東京都）　砂山常務理事

22日 職業紹介従事者講習会（東京都）　事務局
日本看護協会第6回理事会（東京都）　上田会長
札幌市防災会議（市内）　事務局

23日 日鋼記念看護学校　特別講義（室蘭市）　荒木専務理事
日本看護協会第6回理事会・法人会員会（東京都）　上田会長
平成29年度看護職等の届出制度意見交換会　佐々木常務理事
平成29年度第2回南檜山地域看護連携推進検討会議（江差町）　渡島業務支所

25日 北海道介護支援専門員協会第6回理事会及び監事会（市内）　荒木専務理事

26日 岩見沢市医師会附属看護高等専修学校　協会概要説明（岩見沢市）　荒木専務理事

27日 函館厚生院看護学校　協会概要説明（函館市）　上田会長
「看護の日」及び「看護週間」実行委員会監査（市内）　事務局

28日 富良野看護専門学校　協会概要説明（富良野市）　荒木専務理事
就業相談会（市内）　事務局
深川市立高等看護学院　協会概要説明（深川市）　佐々木常務理事
深川医師会附属准看護学院　協会概要説明（深川市）　佐々木常務理事
北海道医療センター附属札幌看護学校�協会概要説明（市内）　上田会長
職業紹介従事者講習会（東京都）　事務局
看護師の特定行為シンポジウム（大阪府）　砂山常務理事

3月1日 臨時打合せ会議　上田会長ほか

2日 第2回ナースセンター本所・支所打合せ会議　佐々木常務理事
平成29年度第2回北海道福祉人材センター運営委員会（市内）　佐々木常務理
平成29年度第2回北海道医療審議会（市内）　上田会長

3日 看護職がつなぐ退院支援と在宅支援研修会（旭川市）　砂山常務理事
平成29年度第2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
住民フォーラム（別海町）　上田会長

5日 打合せ会議　上田会長ほか

6日 上富良野町立病院視察・応援ナース就業調整（上富良野町）　佐々木常務理事
自殺対策を理解する研修会打合せ（市内）　砂山常務理事

7日 平成29年度第2回北海道高齢者虐待防止推進委員会（市内）　佐々木常務理事
第1回中間評価委員会（健康さっぽろ21）（市内）　荒木専務理事
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会第3回正副会長・幹事合同会議（市内）砂山常務理事

8日 看護職の就業相談会（市内）　事務局
第12回常務理事会　上田会長ほか
北海道看護専門学校　協会概要説明会（市内）　砂山常務理事

9日 保健師助産師看護師実習指導者講習会閉講式　砂山常務理事
北海道老人クラブ連合会第2回「健康をすすめる運動」委員会（市内）　事務局
北海道の医療機関における電波利用推進協議会第2回会合（市内）　事務局
第2回NPO法人北海道医療連携ネットワーク協議会総会・講演会（市内）　荒木専務理事
認定看護管理者制度委員会（東京都）　上田会長

10日 キャリタス看護フォーラム相談（市内）　佐々木常務理事
北海道看護連盟平成29年度第4回支部長会（市内）　上田会長

13日 臨時打合せ会議　上田会長ほか

15日 支部運営のための会議　上田会長ほか
ナースセンター事業運営委員会（市内）　上田会長ほか
平成29年度プロトコール専門委員会（市内）　荒木専務理事
平成29年第3回北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員会（市内）　上田会長ほか

16日 第6回理事会　上田会長ほか
第4回支部長会議　上田会長ほか
第2回札幌市救急業務検討委員会（市内）　荒木専務理事

19日 平成29年度第4回北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会看護対策小委員会（市内）上田会長
保健師研修打合せ（市内）　砂山常務理事

20日 打合せ会議　上田会長ほか

22日 第2回北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会医療施設整備等検討委員会（市内）　上田会長

23日 特別支援学校における医療的ケア連絡協議会（市内）　佐々木常務理事

27日 平成29年度都道府県看護協会政策責任者会議（東京都）　上田会長ほか

28日 就業相談会（市内）　事務局
平成30年度診療報酬・介護報酬改定説明会　上田会長ほか

29日 第22回北海道医療対策協議会（市内）　上田会長
北海道小児保健研究会幹事会（市内）　佐々木常務理事
札幌市立大学理事長選考会議（市内）　上田会長

30日 北海道総合在宅ケア事業団平成29年度第2回理事会（市内）　上田会長ほか

協会の動き

HOKKAIDO NURSING ASSOCIATION NEWS No.122

29



今年の冬は大雪、大雨で大変でしたね。今号の看護協会ニュース
が発行される頃には暖かさが感じられるようになっているといいなと
思います。
新年度始まって、皆さんお元気に過ごしているでしょうか？新しい
職場に飛び込んだ方、受け入れる立場の方様々ですよね。新しい環境
への緊張感はあると思いますが、そろそろ桜の声が聞こえてきます。
外に出てリフレッシュしませんか？� （S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

編 集 後 記

●平成29年度第5回理事会

₁　日　時　平成30年1月26日（金）

　　　　　　9時30分から12時05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）北海道看護協会定款の一部改正（案）

（₂）システム修繕引当資産の取崩し（案）

（₃）平成30年度目標会員数（案）

（₄）平成30年度会員獲得に向けた方策（案）

（₅）平成30年度北海道看護協会事業計画（案）

（₆）平成30年度支部事業計画・予算（案）

（₇）平成30年度北海道看護協会教育研修企画（案）

（₈）平成30年度認定看護管理者教育課程開催（案）

（₉）小規模病院等施設間交流研修事業の見直し（案）

（10）北海道専任教員養成講習会実施要綱（案）

（11）平成30年度北海道看護協会理事会・支部長会議日程(案)

（12）平成30年度会員懇談会・看護管理者懇談会（案）

（13）北海道看護協会諸規程の改正（案）

（14）北海道職員の給与等の改定に伴う諸規程の一部改正(案)

（15）2019年度日本看護協会における支部の代議員数（案）

（16）平成30年度日本看護協会代議員研修会日程（案）

（17）平成30年度支部運営会議開催（案）

（18）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(10月～11月)

（₂）平成29年度会員懇談会・看護管理者懇談会開催報告

（₃）【eラーニング活用型】医療安全管理者養成研修

（₄）日本看護協会理事会報告

（₅）会議費執行の基準の見直し

●平成29年度第6回理事会

₁　日　時　平成30年3月16日（金）

　　　　　　9時25分から12時10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3名

₅　議　事

 1 協議事項

（₁）平成30年度北海道看護協会予算（案）

（₂）北海道看護協会職員等就業規則等の改正（案）

（₃）北海道看護協会事務局組織規程の一部改正（案）

（₄）平成30年度北海道看護協会通常総会（案）

（₅）平成30年度北海道看護協会研究学会プログラム（案）

（₆）会計制度に精通した監事の推薦（案）

（₇）平成30年度北海道看護協会委員会委員の委嘱（案）

（₈）平成30年北海道看護協会支部大会に於ける承認事項（案）

（₉）2019年度北海道看護協会通常総会開催日程（案）

（10）2019年度日本看護協会代議員・予備代議員役員枠(案)

（11）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(12月～1月)

（₂）平成30年北海道看護協会支部大会開催状況

（₃）平成29年度職能委員会報告

（₄）平成29年度常任・特別委員会報告

（₅）平成30年度北海道看護協会支部職能委員長会議の開催

（₆）災害時のBCP策定ワークショップの開催

（₇）平成30年度災害支援ナース交流会の開催

（₈）平成30年度准看護師懇談会の開催

（₉）平成30年度医療安全セミナーの開催

（10）2018年北海道における看護職員需給状況調査

（11）キャリナースへの「研修受講履歴」の掲載

（12）日本看護協会理事会報告

（13）全国職能委員長会報告

理事会報告
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