
「花咲港のサンマの水揚げ～根室と言えばやっぱりサンマでしょ！～」 提供：市立根室病院 看護部長 川村紀代美

北海道看護協会員数（平成30年8月31日現在）

平成30年度目標会員数42,500名（達成率99.0％）
北海道看護協会は
北海道150年事業を応援しています。
北海道看護協会は
北海道150年事業を応援しています。

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
42,083名 1,151名 1,250名 36,960名 2,722名
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－学会の日程が4月に変わります。総会の開催日とは連続しませんのでご注意ください－
（１） 学会テーマ　　「明日へつなぐ看護の力 -人生100年時代を生きる・支える看護職-」
（２） 開　催　日　　2019（平成31）年4月27日（土）
（３） 会　　　場　　札幌コンベンションセンター（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）

・これまでの「論文」から「抄録」での応募に変更します。論文指導は行いません。

教育課よりお知らせ
1 2019年度北海道看護研究学会のご案内

平成30年6月14、15日の2日間で標記研修の前期を106人の参加により開催しました。講師に京都大学大学院の宇都宮
明美教授をお迎えし、1日目は道内の病院・施設の実践報告と講義をいただき、2日目はグループに分かれて、それぞれの施
設のキャリアラダー作成に向けて、ワークと意見交換を繰り返し行い、各施設の教育担当者の熱心な取り組みが印象的で
した。
参加者は、具体的な表現方法に苦労していましたが、感想では、「ラダー表の作成が実際にできて良かった」「参加者が大

人数であったが、講師やファシリテーターの細かなフォローがあり、疑問点などが解決できたのが良かった」という声があ
りました。
後期は、11月17日（土）に各参加者が自施設のキャリアラダーを作成して参加し、発表会をする予定です。受講者の皆さ

ん、11月9日（金）（e-mail:kyoiku@hkna.or.jp）の提出、発表に向けて頑張りましょう。

2 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）を活用した施設内教育
　 ～自施設のキャリアラダーを考える～ 研修会」の報告

応募方法

・発表者および共同研究者は、平成30年度北海道看護協会会員に限ります（ただし、看護職以外の共同研究者はこの限りで
はありません）。

・研究内容は、未発表のものに限ります（自施設内職員間の発表にとどめ、二重投稿を禁止します）。

演題申込の応募資格

◆実施要綱（演題申込書類等の詳細）は、平成30年9月下旬にホームページに公開予定です。
　インターネット環境がない場合は、教育課までお問い合わせください。
　（教育課直通） TEL 011-861-3273

・口演または示説（ポスターセッション）のいずれかを希望することができます。ただし、発表形式はご希望に添えないこと
がありますのでご了承ください。以下の形式を参照のうえ、指定の「演題申込書」に希望を記載してください。
■口　演　口演発表は、パワーポイントを使用して研究成果を直接説明する発表形式です。
（1）発表時間は１演題8分、質疑応答は1演題ごとに行います。
（2）スライド枚数は10枚以内です。アニメーション効果および動画は使用禁止とします。
■示　説（ポスターセッション）　示説発表は、パネル掲示し、その前で研究成果を説明する発表形式です。
（1）発表時間は１演題5分、質疑応答は発表群終了後に行います。
（2）担当群の掲示時間内は、パネルの前で待機し、参加者からの質問への対応をお願いします。
（3）掲示は、縦150cm×横90cmの範囲内でお願いします。

発表形式

発表演題を募集します！たくさんの演題応募をお待ちしています！
演題申込期間　平成30年10月15日（月）～平成30年11月22日（木）17：00必着

＜新企画＞　交流セッションの自主企画を募集します！
交流セッションは、発表者が設定した看護のテーマについて参加者との意見交換を通じて、理解を深
め、学び合う双方向的な発表形式です。1枠60～ 90分で、運営・進行はすべて申込者にお任せします。

　申込期間　平成30年10月15日（月）～平成30年11月22日（木）17：00必着
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3 「中堅期保健師の人材育成研修」の報告
平成30年5月24日から北海道看護協会で標記の研修を行いました。今年度から3日間コースとし、1日目は「保健師とし

ての専門性とキャリア発達、及び新任教育・現任教育における中堅期保健師の役割」をテーマに札幌保健医療大学　近藤明
代教授の講義と道内の保健所・市町村の実践報告、2日目は「公衆衛生看護を基盤としたテーマ別専門能力」をテーマに実
践を踏まえた講義と演習、3日目は「スキルアップにつながる事例検討」をテーマに講義と演習を行いました。大変充実し
た内容となりましたので、受講者の方々の感想を紹介します。
キャリア発達については、「キャリアラダーの振り返りが、自分の棚卸しをする上で参考になった。ラダーの基礎となる

考え方が学べた」「それぞれにスタートラインが違いそれぞれの育ち方があると学び、自分も後輩も、その都度の強み・弱み
を評価して焦りすぎることなく伸ばしていきたい」「教えなければいけないと思いが強かったが、気づきを促すことの大事
さを学んだ」等がありました。
専門能力等については、「災害についての体制・準備について講師の資料を活用したい」「日常業務の中で、自己のキャリ

ア発達や専門性を振り返りながら活動に活かせる」「他市町村等の実践報告から、保健師としてのコアの部分や事業展開に
ついて考え直す機会になった」「保健師としての自覚や覚悟を持っているのか、振り返りができた」等。
事例検討については、「アセスメント、情報整理の注意点がわかった」「ファシリテーターを経験でき貴重な機会だった。

実践に活かせそうなツールをたくさん学んだ」等がありました。
次年度も開催予定ですので、多くの方の受講をお待ちしています。

4 トピックス研修会の報告
平成30年8月4日（土）に北海道看護協会において、国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部兼在

宅医療･地域医療連携診療部　部長 三浦久幸氏を講師としてお招きし、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン」（以下ガイドライン）から学ぶ意思決定支援 研修会を開催しました。
ガイドラインの概要やガイドラインを自分たちの施設でどう活用していくとよいのか、講義のほか個人ワーク・ロール

プレイなども行われました。参加者は、129名で、病院のほか、診療所、介護保険施設、訪問看護ステーションなど様々な領
域で勤務している方が参加しました。
特に、ACP（アドバンスケアプランニング）について、丁寧に解説していただき、参加者のアンケートでは、「「ACP」につ

いての詳細を知ることができて良かった。自院でも導入にむけ前向きに取り組み、ガイドラインについても臨床現場で活
用していくための積極的な働きかけを是非行いたい」「患者さんや家族の思いがすれ違いジレンマを感じていることがあ
るが、全段階で本人の意思を聞き、家族も含めて話を積み重ねていくことができたら本当に人生の最終段階における支援
ができるのではないかと思った」などの感想が聞かれました。
教育課では、社会の動向に合わせたトピックス研修会を企画しホームページ上でご案内しています。時々協会のホーム

ページを確認し、みなさまぜひご参加ください。

5 2019年度 訪問看護師養成講習会（全日程）のお知らせ
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。
病院等を定年退職した後、訪問看護師を考えている方もどうぞ。
また、講習会の一部の科目を公開講座とし、全日程の受講者以外の訪問看護に興味のある方の受講をお待ちしています。

今年度よりも開催期間が早くなりましたので、受講をお考えの方は応募期間にご注意ください。
「訪問看護師養成講習会（全日程）」、「公開講座」についての詳細は、2019年1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。

応 募 期 間
開 催 時 期
定 員

2019年度
訪問看護師養成
講習会

2019年2月15日（金）～3月1日（金）
2019年4月上旬～5月下旬 開催
40名
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復職に向けて、演習を取り入れた実践的な講習会

復職を目指している方を対象に看護の現場や復職への取り組みなどを学ぶ研修会

応　　募：北海道ナースセンターホームページから申込用
紙をダウンロードし、郵送またはＦＡＸ　　

応募締切：10月24日（水）
受 講 料：無料　
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）

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

就業支援講習会

期　　間：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：11月13日（火）
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）

第3回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

期　　間：7月10日（火）・11日（水）
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

●ブランクがあり、最新の看護、医療の情報や器具の変化を実感できて、とても良い経験になりました。また、看護師として
の気持ちのもち方を取り戻せたように思います。参加できてとても有意義でした。ありがとうございました。

●離職が長いと不安がかなりあるので色々とためになりました。ありがとうございました。

第1回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）報告

2018年度ナースバンク事業のお知らせ（第3弾）

ナースセンターだより第62号

日　時
11月7日（水） 10～12時

講義内容
褥瘡予防と看護（演習含む）

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
18

再就業の準備
17

内容に興味があった
8

その他
119

1年未満
30%

6～ 9年
40%

10～ 15年
10%

15年以上
10%

1～ 3年
5%

3～ 5年
5%

１ 受講背景：受講者数 24名

未就業期間

リスクマネジメント（演習）安全な看護技術
＜採血、点滴法＞（演習）

看護におけるフィジカル
アセスメントの基本

２ アンケート結果（回収数 20）
①受講動機（複数回答）

3 研修会の感想等（一部抜粋）

（人）

役立つ 少し役立つ
2

役立たない
018

②今後の就業活動に役立つか （人）
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平成30年度1月の職業安定法の改正に伴い、ナー
スセンターから紹介された就職者の早期離職
状況の報告が義務化となりました。eナースセ
ンター内での登録が必要となります。

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

 札幌市白石区本通17丁目北3番24号
   

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
 

● 上川支所　上川保健所内
 

● 帯広支所　帯広保健所内
 

● 釧路支所　釧路保健所内
 

● 北見支所　北見保健所内
 

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ナースセンターに登録の求人施設の皆様へ!!

2018年度ナースセンター新事業について

～求人応募時の「不採用登録」および「不採用取消時の不採用理由」の登録についても引き続き登録をお願いいたします。～

1  6 ヶ月以内の早期離職者の離職状況「離職」・「離
職理由」・「離職日付」の登録を行う。

2  6 ヶ月後の就業状況「就業中または離職」・「離職
理由」・「離職日付」の登録を行う。

※ 早期離職状況が未登録の場合、採用後6ヶ月を
経過した翌月1日にeナースセンターに登録し
ているメールアドレスに通知メールが送信さ
れます。

求人施設ポータルトップ画面の「コンタクト」内の
「コンタクト一覧画面」から登録

詳しくは操作マニュアルを参照してください
http://www.nurse-center.net/nccs/scontents/kyujin/Ⅲ-4.pdf?#2017　Ⅲ-4.8　離職状況登録

今年度からナースセンターでは、ナースバンク事業等の強化のため、6月28日から担当理事、ナー
スセンター課長、業務支所相談員が、本所・支所の32の求人施設に直接訪問し、細やかな情報収集、相
談・対応を行っています。訪問時には、「昨年度のナースセンター紹介による採用者の動向」、「施設と
して特にPRしたい情報」、「求人で困っていること」等をお聞きし、この得た情報を求人施設・求職者
へのタイムリーな情報提供に結びつけていきたいと考えております。
また、ｅナースセンターでは、熟練した看護実践能力をもつ定年後の看護師（プラチナナース）の登

録が増加傾向にあるため、就職に繋がるよう強化していきたいと考えております。
求人施設の皆様にはプラチナナースの採用についてご検討いただき、また、積極的に活用している

施設がありましたら、協会ニュース等で紹介をしていきたいと思いますので、ご一報をお待ちしてお
ります。

担当常務理事
佐々木　衿子

平成30年4月1日以降にナースセンターから紹介
され、常勤（雇用期間に定めのない雇用）で採用し
た就職者

開始時期

登録内容

対 象 者

平成30年10月1日～
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■お問い合わせ先■ 公益社団法人北海道看護協会 総務課総務係 会員担当 奥村 ＴＥＬ：０１１-８６３-６７３１ＦＡＸ：０１１-８６３-３２０４
ホームページお問合せフォーム： http://www.hkna.or.jp/contact/

２０１９年度入会受付開始！

１１月上旬から順次「２０１９年度会費のお知らせ」が日本看護協会より発送されます。

よくあるご質問

右側の「変更届」を切り離して、訂正欄に正しい
情報をご記入ください。

●変更届のみを封筒（グレー）に入れて、施設の担当へ提出ください。
※勤務先の変更がある方は、【施設№】を必ずご記入ください。
　【施設№】が不明な場合は、取りまとめ担当者へご確認ください。

勤務先を通して提出される方

変更届を
提出する会員 取りまとめ担当者

個人で提出される方
●変更届のみを封筒（オレンジ）に入れて、切手（82円）を貼付して
　投函ください。

自動継続
になります！変更届の送付先（事務委託会社）

〒２０６-８７９０
日本郵便株式会社多摩郵便局私書箱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

会員情報は

からも変更できます。

※お手元に保管
　ください。提出不要

２０１８年度入会受付間もなく終了
２０１８年度の入会申し込みをする際は、
2018年度の入会申込書（茶色）を
ご使用ください。

※納入方法が口座振替の方で、口座の登録が完了して
　いない方も提出が必要です。

※封筒（オレンジ）がお手元にない場合は、ご自身で封筒と82円切手
　をご用意いただき、送付先の住所宛てにご郵送ください。

ご確認
ください！

●９月１９日時点でご登録いただいている勤務先へ（個人会員はご自宅へ）お送りしますので、印字されている情報をご確認ください。

印字されている情報に

変更がある
印字されている情報に

変更がない

2018年度の入会申込書（茶色）
を使用して、2019年度
の入会申し込みはできません！

今年度（２０１８年度）の会員は次年度（２０１９年度）

自動継続になります！
2019年度
継続手続きの
ご案内

提出
不要 提出

お知らせに記載されている(または変更
した)会費納入方法にしたがって、年会
費をお支払いください。

Q

A

Q
A

Q

A

Q
A

すでに退職している会員の「2019年
度会費のお知らせ」はどうしたらよ
いですか？
所属していない会員の分は、≪北
海道看護協会 総務部総務課総務係
≫までご返送いただきますようお
願いいたします。

「2019年度会費のお知らせ」が届き
ません。

９月19日以降に変更手続きをしたの
ですが、変更届の印字内容が変更す
る前の内容だった場合、提出は必要
ですか？

勤務先変更された方や（退職・産休
育休などの理由により）個人会員に
変更された方は、以前の勤務先へ送
付される場合がございますので、≪
北海道看護協会総務部総務課総務
係≫までお問い合わせください。

提出は不要です。キャリナースで登
録内容をご確認ください。

自動継続を希望しない場合はどのよ
うにしたらよいですか？
自動継続を希望されない方は、北海
道看護協会へご連絡ください。

※9月下旬以降に、会費を納入いただいた
会員や、平成30年度入会手続きをされ
た方は、12月以降、順次送付予定です。

2018年度の継続・入会手続きをさ
れた方で、会費未納入の方は今年度
分の手続きが完了していません。こ
のままですと2019年度への継続
入会ができませんので、お早目に年
会費の納入をお願いいたします。

2019年度の「入会申込書／会員情
報変更届」は11月上旬より、北海
道看護協会から施設看護代表者様
へ順次お送りします。

２０１９年度の入会申し込みをする際
は、２０１９年度の入会申込書（ピンク
色）をご使用ください。

2019年度以前の入会申込
書は使用できません！

≪２０１９年度の入会申込書は「ピンク色」です≫
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 2018いいお産の日 in 札幌 

助産師は、出産・育児期にある女性と家族の支援
を中心に、全てのライフステージにある女性の健
康を守ることを目的に様々な場所で活動していま
す。未来のお母さん、現在子育て中および子育てを
終えた女性とその家族、出産・育児を支える専門職
を目指す人たちに助産師の役割を伝え、身近な存
在に感じてもらうことを目的に交流の場を企画し
ました。今回は、「女性の健康・育児相談」、「助産師
への進学相談」と「妊婦・育児体験」の3つのコー
ナーを設置します。普段の悩み、育児の不安、助産
師になる道など気軽にお尋ねください。

■NEW 心肺蘇生練習用人形
　（レサシアン 上半身 ２体）
●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。
●取り付けのスキルガイドモニターで実技しなが
ら、適切な圧迫深度や圧迫速度が画面に標識され
ます。
●セッション合計時間と圧迫実施率を換気・圧迫ス
コアがスキルガイドモニターに表示されます。
●体重（30kg・50kg・60kg）の調整ができます。
※使用に際して単１電池8本が必要となりますので、
予めご準備願います。

【貸出希望日のご連絡を事前にお願い致します。】
　その際、新タイプ蘇生人形又は旧タイプ蘇生人形

助産師職能委員会

日　時：2018年11月3日（土）祝日
　　　 11時～ 14時
場　所：アリオ札幌
　　　 （札幌市東区北7条東9丁目）
参加費：無料
＊事前参加申し込み不要
　（直接会場にお越しください。）
主催　公益社団法人北海道看護協会

問い合わせ先     　　北海道看護協会総務部総務課総務係　TEL011-863-6731　FAX011-863-3204

北海道看護協会の会員様へ無料貸し出ししています！
新しい蘇生人形貸出開始いたしました！！

会員
特典

の希望をお伝え下さい。
　なお、複数体のご希望時は新・旧1体ずつの貸出と
なることもございますので、予めご了承願います。

【貸出・返却について】
　北海道看護協会へ直接お越しいただくか、郵送も
出来ます。
※郵送の場合、送料につきましては会員様の負担と
なりますのでご了承ください。
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　道南南支部働き続けられる職場づくり推進委員会では、
株式会社ここから代表取締役・精神科認定看護師でもある
村本好孝氏を講師にお迎えし、「看護の現場におけるパワ
ハラの現状と対策～アサーティブコミュニケーションを
取り入れて～」と題した研修を開催しました。
　講義では、看護師のメンタルヘルスや職場でのパワーハ
ラスメントとは何か、また、管理職や教育担当者に必要な
肯定的コミュニケーション、コーチングの活用方法につい
て学びました。
　演習では、“ヒーローインタビュー”や“正のフィード

バック”を学び、和気あいあいとした
雰囲気の中、有意義な時間を過ごせた
との声を多くいただきました。
　10月には、アロマセラピーを用いた
リフレッシュ研修も予定しており、看
護職一人一人が
元気に働き続け
られるようにと
思い取り組んで
います。

支部報告 働き続けられる職場づくり推進委員会委員長　網野　真紀道南南支部

　7月13日（金）八雲総合病院で講師に、森病院の緩和ケア
認定看護師、松岡智広先生をお招きし、緩和ケア研修会を
開催しました。
　苦しむ人と向き合う援助技術で大切なことは“聴くこ
と”。簡単なようで難しく、臨床の現場では事前情報をもと
に先入観をもってしまう傾向にあること。日々時間や業務
に追われた毎日ではなく、一人ひとりが個人と向き合い、
最期まで「その人らしく生きる」ことを重点においた、看護
の大切さを再認識しました。また、患者・家族が切れ目のな
い緩和ケアを受けられるよう、他職種が連携してサポート

していく体制作りが必要であることを
学びました。
　最後に先生の心に残った映像が音と
共に流れ、涙を流す方もおりました。共
感できる事例も多く、振り返りながら現
場で実践していける内容だったという
意見も多く聞かれました。
　会員数の少ない支部ではありますが、
今後も会員のニーズに合わせた研修を
企画していきたいと考えております。

支部報告 教育委員長　中川　尚美道南北支部

　小樽支部は今年度、大幅な役員交代がありました。新支
部長の下、着々と今年度の活動を進めています。平成30年
5月12日の「看護の日」には、ウィングベイ小樽でイベント
を開催し、健康相談や妊婦体験、ミニ看護師さん記念写真
撮影会などを行いました。妊婦体験では「貴重な体験がで
きました。」「妻が妊娠した際は労りたいと思います。」と言
う言葉が聞かれました。記念写真撮影会の担当スタッフか
らも「大変喜んでいました。」「このような企画は今後も続
けてほしいと思いました。」という報告がありました。
　また、「ふれあい看護体験」では、合計114名の高校生が8
施設で看護師体験をしました。まだ進路を決めかねている

という人もいましたが、看護のすばらしさを感じてもらえ
ました。
　今後、研修やイベントが目白押しですが、会員の皆さん
に役立てていただけるように支部一丸となって取り組ん
で参ります。

支部報告 副支部長　佐藤　淳子小樽支部

　後志支部では7月14日（土）に支部担当研修として、北海
道科学大学　石川幸司先生を講師に招き「フィジカルアセ
スメント研修会」を開催しました。定員を超える34名の参
加者があり、3年未満の看護師が70%でした。
　系統別アセスメントでは解剖生理を振り返り、参加者同
士での聴診を行い、実際の副雑音の聴き違いを知ることが
できました。事例から考えるアセスメントでは患者の症状
からどのようなアセスメントをするべきかを小グループ
での話し合い、考える機会となりました。

　参加者からは「講義がわかりやすかった。」「フィジカル
アセスメントをどのようにして行うべきか理解できた。」

「明日からの看護に活用していけるものであった。」などの
声があり、今後活用していける研修となりました。

支部報告 教育委員長　黒坂　生美後志支部

8

看護協会ニュース No.124



　5月19日(土)に、イオン札幌桑園ショッピングセンターで看
護の日健康フェアを開催しました。JR桑園駅からも近く、たく
さんの買い物客でにぎわっていました。第一支部の役員・委員
がお揃いの法被を着て看護の日を呼びかけ、健康相談と、血圧
や肺年齢、血管年齢の健康チェックを行いました。
　今年は113名の地域の方々が参加してくださり、健康相談や
健康チェックの結果を熱心に聞いている様子から、健康への関
心の高さがうかがえました。
　アンケートの結果からは、「しばらく健康診断を受けていな

かったので非常に参考になった」「食生活に気を付けようと思
う」「血管年齢、肺年齢の検査は初めてだったのでやってよかっ
た」など、健康管理への意識が高まった内容が多く聞かれまし
た。
　受診までは必要ないと考えなが
らも日頃気になっていることを相
談する機会と、看護の日のPR、市
民参加のイベントとして今後も開
催をしていきたいと思います。

支部報告 広報委員会委員長　大坂　美喜子札幌第1支部

　札幌第2支部では、平成30年7月21日（土）に45名の方にご
参加いただき、災害支援研修を開催しました。テーマは「備えよ
う！組織で取り組む災害対策」として手稲渓仁会病院の2名の
看護師長、金丸先生と若林先生をお招きしました。金丸先生か
らは、組織として平時から災害に備えておく重要性や、災害マ
ニュアルの策定の中の、C（指揮命令、統制）S（安全）C（情報伝
達）A（評価・判断）T（トリアージ）T（治療）T（搬送）の7つの要素
が含まれていることが重要であると学ぶことができました。若
林先生からは、実際に行っている各病棟のアクションカードの
見直しやマニュアルの整備のお話しをきくことができて、すぐ
明日から実践できる内容でした。参加者からのアンケートから

も、「病院での災害対策に取り組むための内容が具体的で理解
しやすく活用しやすいと感じた」と好評でした。
　2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2018年の西
日本豪雨災害と災害が身近に起こっている今、今回の研修を終
え、災害医療の体制作りの重要性を感じる研修内容でした。
　来年度は、アクションカード、避難経路などの具体的な内容
で研修会の企画を検討していきたいと思います。

支部報告 会計　金橋　美咲札幌第2支部

　平成30年7月28日（土）の午後新札幌アークシテイホテルに
て、「介護・看護に役立てるアロマテラピー」をテーマにHHTA
認定ホリスティックハーバルセラピストの吉田のり子先生に
１）アロマテラピーの基礎知識　２）精油の作用とメカニズム
　３）注意すること　４）介護・看護のアロマテラピー　５）ア
ロマテラピーを実践する様々な方法　６）アロマミストスプ
レー作成体験　のプログラムで講義及び体験型の講演をして
いただきました。基本的は事や留意点など医学的な面を含め、
日々の現場で効果的に活用できるアロマテラピーについての

お話しでした。参加者も支部会員・非会員を問わず多くの方に
参加していただき誠にありがとうございました。
　今後も皆様からのご意見、及び今回のアンケート結果より次
回の講演会の開催企画を立案していきたいと考えています。

支部報告 看護師職能委員長　根本　ひとみ札幌第3支部

平成30年6月30日（土）「医療安全研修・交流会」報告
　札幌第4支部では、「医療、施設、在宅で生活する人々の医療
安全」をテーマに医療安全研修・交流会を開催いたしました。
　～北区・東区医療安全ネットワークの現状と、在宅における
ヒヤリ－ハットの事例報告から、地域包括ケアにおける医療安
全を考える～をサブテーマとし、講師は、北区・東区医療安全
ネットワーク協議会のメンバーである札幌麻生脳神経外科病
院　医療安全管理室　品地　智子氏、愛心メモリアル病院　安
全管理者　前田　千晶氏　天使病院　医療安全管理室　片川
　麗佳氏の3名と　訪問看護ステーション禎心会北　管理者
　鈴木　絵麻氏による講演が行われ、その後講師を交え交流会

が行われました。
　講演は、「北区・東区医療安全ネットワークの現状と課題」「内
服薬自己管理へ向けた取り組み」「使用済自己注射針破棄を考
える」「在宅におけるヒヤリハット・アクシデント報告の事例か
ら」の4題で身近な内容であり、交流会は参加者の活発な意見
交換の場となり、自施設でも取り組みたい内容と多くの意見を
頂きました。

支部報告 第3副支部長　工藤　悦子札幌第4支部
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　南空知支部では、地域の「健康まつり」への参加として、
JOIN ALIVE、春季高校野球大会、三笠北海盆踊りなど各
種イベントへの救護班を派遣しています。キタオンで開催
されるJOIN  ALIVEには道内各地から大勢の方がいらっ
しゃいました。また、各施設で実施される「看護の日」のイ
ベントに協賛しています。「ふれあい看護体験」では、高校
生に看護ケアを体験してもらうことで、ほんの少しではあ
りますが、看護の心を伝えることができたと思っていま
す。

　今後も、様々なイベントに参加し、地域の皆様とのかか
わりを大切にした活動を継続していきたいと思います。

支部報告 働き続けられる職場づくり推進委員会委員長　長谷　郁代

いわみざわ公園ばら園の風景

南空知支部

　平成30年6月30日（土）に、北空知支部企画研修を実施
しました。講師に中村千春先生（脳卒中リハビリテーショ
ン認定看護師）をお招きし、「脳卒中看護の基本ケア～もて
る力を活かしていこう～」をテーマに2時間の研修でした。
27名の参加がありました。  
　主要死因の一つでもあり、北空知管内でも非常に多い脳
卒中について、基本的解剖生理や疾病の特性に加え、即実
践に役立つ体位のポジショニング演習を交えての研修で
あり、参加者も積極的に見学・実践することが出来ました。

地域性として超高齢者の患者・施設入所者が多いため、参
加者は日常実践しているケアを振り返り「根拠をもって応
用できる」「実技もありわか
りやすかった」と好評を頂
きました。今後も会員の期
待に応えるべく、地域の
ニーズに沿った研修を企画
運営していきたい所存で
す。

支部報告 教育委員長　我妻　明子北空知支部

　室蘭支部では、看護週間行事の一環として5月12日（土）
地域のショッピングモールにおいて、市民を対象に健康相
談や血圧測定、健康に係わるDVDの上映、そして昨年好評
だった「ちびっこナースの記念撮影会」を行いました。延べ
54名の参加があり楽しく笑顔があふれるイベントとなり
ました。
　また、各施設においても様々なイベントが行われまし
た。「ふれあいミニコンサート」や「タクティールケア」は、
多くの患者様や家族様への癒やしになっていたようです。
　高校生を対象にした「ふれあい看護体験」では、憧れのユ
ニフォームを着て患者様や新生児と接し、コミュニケー

ションの難しさを感じながらも「看護師はとても素敵な職
業と感じた」「看護師になりたいと思った」という嬉しい感
想が聞かれていました。
　これらのイベントは、地域の方々と触れあう良い機会と
なり多くの皆さんに“看護のこころ”を伝えることができ
たのではないかと思います。

支部報告 広報委員長　池田　昌子室蘭支部

　苫小牧支部では、6月16日に、札幌医科大学保健医療学
部助産学専攻科の荒木奈緒准教授に、「看護研究の基礎：研
究計画書の作成方法」をテーマに講師をしていただき、55
名の参加で支部担当研修を行いました。大変わかりやすい
内容で、テーマの絞り込みや看護研究の流れが理解でき、
今後の研究活動に役立てることができると好評でした。
　7月7日には、看護管理者懇談会を開催しました。ラン
チョンセミナーとして、高崎健康福祉大学健康福祉学部医
療情報学科の木村憲洋准教授から「診療報酬・介護報酬同
時改定で看護職に期待されること　～医療・介護連携のこ
れから～」の講義の後、「地域包括ケアシステムの構築に向

けた看護の連携」をテーマにグループワークを行いまし
た。保健師、訪問看護ステーションの看護師も含め、前回よ
り参加者も多く、関心の高さが伺えました。意見交換や提
案が活発に行われ、今後の連携への示唆を得ることができ
た懇談会となりました。

支部報告 支部長　立花　枝美子苫小牧支部
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　日高支部は、６月９日（土）「尊厳を守る排泄ケア」をテー
マに、支部担当研修会を行いました。高齢者の排泄ケアに
必要な基本的な知識・技術・態度を学ぶことを目的に、カレ
スサッポロ時計台クリニック排泄ケア外来で排泄ケア担
当看護師としてご活躍の大科宣子氏を講師として招き、講
義と事例検討を行いました。講義後の事例検討では熱のこ
もった討議がなされ、大科講師から具体的なアドバイスを
いただくことができ、３時間の研修が短く感じられました。
　この研修には、遠軽や芦別等からも申込みがあり、会員・
非会員を含め44名が参加しました。看護職だけでなく医
療・介護関係者12名も参加しており、医療現場で関心が持
たれているテーマであることが伺えました。参加者から
は、「排泄ケアに必要な解剖生理学から復習できた」「ケア

の根拠となる知識が得られた」「対象一人ひとりのケース
を大切にしなければならない」「すぐに活かしていきたい」
等の感想が聞かれました。
　日高支部はこれからも、看護職はもちろんのこと医療・
介護関係者の方々も参加し、多職種が交流できる研修会を
企画していきます。

支部報告 第二副支部長　髙塚　富士美日高支部

　上川南支部では『住み慣れた地域で自分らしく最期を迎
えるために』をテーマに7月18日、19日の2日間にわたり
夏期研修会を開催しました。1日目は旭川厚生病院　緩和
ケア科の中西京子先生を迎え「最期までどう生きるか‐
チーム〇〇で話し合い、考える‐」についてご講演いただき
ました。患者さんにとって最善の選択をするためにチーム
を結成し、患者さんがどう生きたいのかという希望を把握
し、サポートをすることが重要であると学びました。2日目
は訪問看護ステーション東光ぬくもりポート所長の片岡
千晶先生を迎え「利用者様、ご家族の意向を尊重し意思決
定を支援した実践」についてご講演いただきました。最期
をどこで過ごすのかではなく、どのように過ごすのかが大

切であると学びました。参加者は2日合わせて会員が532
名、非会員が34名、一般市民が40名でした。昨年と比べ市
民の参加者が少なく市民への周知方法などの課題があが
りました。

支部報告 教育委員　安達　忍上川南支部

　上川北支部では5月13日（日）に「看護の日」のイベント
を地域のショッピングセンターで行いました。内容は市内
の大学の看護学生さんによる血圧測定・栄養相談・補助食
品配布・ちびっ子ナース写真撮影と今年初めての試みで感
染管理認定看護師による手洗い体験を企画し来場者の方
に興味を持っていただき好評でした。地域の方々に看護師
の活動を知ってもらい、ふれあう機会にもなりました。
　また、7月7日（土）には上川北支部会員懇談会を行いま
した。参加人数33名（支部役員7名を含む）でした。北海道
看護協会竹内副会長による「看護の動向」の講義と名薬調
剤センター代表取締役社長で薬剤師の深井康邦氏による

「在宅における薬剤師の役割と現状」をテーマにした講義
を企画しました。「地域包括ケアシステム構築に向けた看
護連携」をテーマに他職種連携に視点をおき講義を企画し
ました。在宅での薬剤師の役割や現状を知る機会となり好
評でした。在宅での残薬の多さにも驚きました。講義の中
で深井氏が「患者さんに喜んでもらうこと、どうすれば喜
んでもらえるか、それを考えて必要な人に連絡する」それ
が他職種連携と言われていたことが印象的でした。

　グループワークも情報交換や他職種連携の現状、課題な
ど活発な意見交換がされていました。地域で働く医療・福
祉現場の看護職の交流の機会になり、ネットワークの輪が
広がると期待できる一日でした。

8月以降の支部事業
・  8月25日　保健師職能研修会（未加入施設への働きかけ）
・  9月15日　支部担当研修会
・10月28日　三職能合同研修会
・11月10日　働き続けられる職場づくり推進委員会研修会

支部報告 支部長　堀岡　恒子上川北支部
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　平成30年7月28日（土）、市立稚内病院看護研修室２階
にて、会員懇談会を開催しました。まず、北海道看護協会会
長である上田順子様より「看護の動向」の講義を受けまし
た。ご経験を交えてとても分かりやすく講義をして頂き、
参加した皆さんは職能団体としての役割と課題を理解で
きたのではないかと思います。昼食をはさみ、午後からは、

「地域包括ケアシステムにおける看看連携の課題」という
テーマで、稚内訪問看護ステーション古川典子副所長より

講演を頂き、看看連携の面で残念だったケースや良い連携
が出来たケースを聞くことができました。その講演をもと
に「地域包括ケアシステムの推進に向けた看護の連携」と
いうテーマでグループワークを行い、情報交換や情報共有
をし、各地域や病院、施設での課題が浮き彫りとなりまし
た。グループワークで得た意見を共有することで今後課題
解決への糸口になればと考えています。

支部報告 副支部長　渡邊　加奈枝稚内支部

　北網支部では、5月12日(土)に東武イーストモール端野
店において、地域住民に看護活動についての関心と理解を
深めてもらうために「ふれあい看護デイ」を開催しました。
天候にも恵まれ、風船を配り子供から大人まで賑わいまし
た。
　参加者は年配の方に多く参加していただきましたが、高
校生など若年層まで幅広い方に関心を持っていただきま
した。
　イベントの内容としては、血圧測定、健康相談、パンフ
レットの配布を行いました。血圧測定では、普段測る機会
が少ない方にとっては健康を意識する良い機会となりま
した。また日常生活習慣で気になっていることを相談され
たり、疾病予防のためのパンフレットを受け取っている様

子が見られました。
　来場者は健康チェックを行い、真剣に話を聞いており、
自身の健康状態や生活習慣病の予防に関心を持っている
人が多いと感じました。買い物帰りに気軽に健康相談がで
き、生活習慣を見直すことができる素敵なイベントとなり
ました。

支部報告 広報委員　成瀬　知也北網支部

　今年度の医療安全研修会は、5月19日（土）に広域紋別病
院（小規模病院等看護職員現任教育体制整備支援事業）と
共催で行いました。講師に公益社団法人 地域医療振興協
会　地域医療安全推進センター長 石川雅彦氏をお招き
し、「職員の“対話力”を育む！」～双方向のコミュニケー
ションでリスク回避～の講義をしていただきました。患者
からのクレームは、コミュニケーション不足から起こるこ
とが多く、相手の訴えを理解し相手に理解してもらえる説

明が必要であることを学びました。 
　参加者からは「どのように伝わっ
ているか、声に出して確認して行く
ことが大切だと改めて思った。」「対
話力をつけることから看護が始ま
る。」などといった感想があり、コ
ミュニケーションの大切さを振り返
ることのできる研修でした。

支部報告 働き続けられる職場づくり推進委員長　柴田　真実遠紋支部

70 名程の来場者で賑わった「ふれあい看護デイ」

　当支部は南北約130キロの細長い地域で、厳冬期には
日本海側特有の地吹雪のため、視界不良や吹きだまりに
よる交通障害が頻発します。昨年度の支部規則改正によ
り支部大会が12月に前倒しで開催できることとなり、移
動の安全が図られることに安堵しています。
　当支部は会員255名と小規模です。内188名が留萌市
立病院(73.7％ )、24名が道立羽幌病院(9.4％ )、保健師が
6施設31名（12.2%）、訪問看護ステーション3施設8名

（3.1％）、診療所3施設4名（1.6％）であり、96.5%が公務
員である一方、民間や介護・福祉職場の会員が少ないとい
うのが現状です。協会活動の負担を分かちあうため、複数

の委員会が合同で研修を開催したり、会員割合に配慮し
た役員・委員選出に工夫している他、会員拡大を目指し
て、介護・福祉施設への研修案内やニュース送付、研修・懇
談会の日曜開催等を計画しています。また例年予算に余

裕があるため、もっと気
軽に小さな研修ができ
るよう検討予定です。

支部報告 支部長　石坂　直子留萌支部

ベッドの下の靴をとろうと
して･･･オッと危ない！！
医療・介護安全管理者
セミナー体験学習の様子
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　7月21日（土）に釧路支部会員懇談会を開催いたしまし
た。釧路管内の医療・保健・教育施設から68名が参加され
ました。 
　午前は北海道看護協会 近藤ときえ副会長による「看護
の動向」午後からは日本看護協会 齋藤 訓子副会長による

「地域包括ケアシステムの推進に向けた看護の連携」を
テーマに講演をいただきました。 
　参加者からは「看護協会の活動や目指すところが理解で
きた」「いろいろな病院からの情報を聞き刺激を受けた」な
ど、好評な感想を多く頂く研修となりました。 
　今後は、地域包括ケアシステムの推進にむけた看護の連
携のあり方について、グループワークで見出された課題に
取り組んでいきたいと思います。

 

[今後の活動] 
9月2日：釧路町健康福祉フェスティバル 
9月15日：支部研修「終末期を迎える患者・家族への退院支
援と看護職の役割」 
9月25日：高校生1日看護師体験 
10月21日：釧路健康まつり 
11月17日：看護研究合同発表会 
平成31年2月16日：三職能合同集会・釧路支部大会 

支部報告 働き続けられる職場づくり推進委員会　長沼　ひとみ釧路支部

　助産師職能集会6月2日（土）「看護に活かすアンガーマ
ネジメント」長谷川久美子氏を講師に開催し、非会員12名
含59名が参加。看護職は、緊張や不安やストレスを抱えや
すく感情の摩擦が生じることがあり、今回の研修を受講す
ることで怒り感情への対処方法を学ぶことができた。7月
14日（土）支部企画研修「医療現場におけるストレスマネ
ジメント・タイムマネジメント」小松明広氏を講師に開催。
非会員6名含49名参加となりタイムマネジメントに必要
な能力や肯定的な思考パターンなどを学び、アンケートか
らも好評な意見が多かった。今後は、支部担当研修会9月
15日・16日「認知症ケア」、看護師職能・働き続けられる職
場づくり推進委員会合同研修会10月6日「キズの治療から
学ぶドラッカーのマネジメント・医療現場版」を予定。会員

は勿論非会員の方にも参加を呼びかけ看護協会を理解し
て頂き会員数の増加に努めていきたいと考えております。

支部報告 支部長　川村　紀代美根室支部

　毎年実施している「施設間交流研修」では、今年度、医療
機関・訪問看護ステーション・施設等の29 施設に研修を受
け入れて頂き、315名の研修参加希望者の応募がありまし
た。ここ数年、研修参加希望者が300名を超えている状況
が続き、多くの医療施設スタッフが他施設の看護を体験
し、技術を学ぶ貴重な機会となっています。
　研修内容は、新人教育や看護管理などの教育に関する内
容から、院内感染防止やがん性疼痛看護などの専門分野に
特化したテーマ、施設看護や在宅看護実地等多岐にわたり
ます。
　先日開催された院内感染防止研修会では、臨床検査技師
と感染管理認定看護師が講師となり「血液培養のおはな
し」「検体採取時の注意点」をテーマに開催されました。組
織全体に関わる重要なことであるため、効果的な感染対策
を行うために、細かな情報収集と現状を把握した上で根拠

を示し、実行に移すための対策が述べられていました。
　看護知識・技術の向上と自己のスキルアップに繋げ、十
勝管内医療施設の地域内連携を図るとともに、今後とも施
設間交流の機会を活用して頂き、地域住民の方たちから選
んでいただける組織づくりと医療・福祉従事者の活躍に繋
がる活動を推進していきたいと思います。

支部報告 特別委員　三木　さおり十勝支部

13

HOKKAIDO NURSING ASSOCIATION NEWS No.124



と　き　　平成30年1月20日（土）

ところ　　北海道看護協会　　

保健師職能委員会　水野　芳子

木村　哲也　講師 全体討議の様子

演題応募多数により、終了時間が15時30分より15時45分へ変更となります。
詳しくは、北海道看護協会のホームページをご確認ください。

平成30年度　在宅・介護保険施設等で働く看護職の交流会について

2018（平成 30）年度
保健師職能集会報告

　保健師活動において、今、改めて地区活動を推進する活
動体制の責任や人材育成の推進が求められています。そ
こで、住民の生活の場である地域に出向く公衆衛生看護
活動の原点に立ち返り、これからの保健師の姿を考える
機会とすることを目的に「地域に責任を持った活動のあ
り方と保健師の役割を考える」をテーマに保健師職能集
会を開催しました。
　「公衆衛生看護活動の原点を探る～先輩保健師の語り
から見える保健師の未来～」と題して、「駐在保健婦の時
代」（医学書院）の著者であり、歴史・民俗学者の木村哲也
先生にご講演いただき、その後、GWを行いました。講演
では、高知県の駐在保健婦の取材を通し、地域での暮らし
が鮮やかに浮き彫りになる支援の実例をご紹介いただ
き、生活を丸ごと見ている保健師活動の原点についてお
話しいただきました。また、歴史を学ぶ意義について、今

の時代に閉塞感を感じている保健師が、現代を『相対化』
することの重要性や、時代が変わっても、地域が変わって
も、保健師活動の歴史には現代の課題に応えられるヒン
トが詰まっていることを示唆いただき、地域で鍛えられ、
現場で培ったものが、保健師の最大の武器になると、現代
の保健師に対するエールを頂きました。
　GWでは、「地域を語れる言葉を持っている保健師は、
生活の中で地域を見ている」という先生のお話から、地域
に出向いて生活を知って活動することは、昔も今も変わ
らない保健師のコアであることを再確認し、また、家庭訪
問のコツや個別支援の技術を具体的な言葉で残していく
ことの重要性や、言葉だけではなく抽象化して次世代に
つなげていくことの必要性（伝承の方法）についても共有
しました。保健師の専門性の奥行きの深さを考える集会
となりました。

T
1
OPICS

　新型タバコには非燃焼・加熱式タバコと電子タバコの２種類があり
ます。近年、「従来の燃焼式タバコと比較して健康リスクが少ない」「受
動喫煙の危険がない」「においがつかない」と急速な広がりを見せてい
ます。また、煙がでないので禁煙エリアでも吸えると誤認されている
方も多いと思います。しかし、本当に健康リスクが少ないのでしょう
か？新型タバコにおける、病気と死亡リスクとの関連性について科学
的証拠は得られていず、推測にしかすぎません。
　日本呼吸器学会より、①非燃焼・加熱式タバコや電子タバコは健康

に悪影響を及ぼす可能性がある②受動喫煙によ
る健康被害が生じる可能性があるとの見解が出
されています。
　新型タバコにも様々な種類があります。一律に
語ることはできないと思いますが、健康に何らか
の悪影響があるとの見解が出されていることよ
り、がん予防のためには新型タバコを含めた禁煙をおすすめします。

(広報出版委員会　記)

道民の健康情報 がんを予防しよう！①～新型タバコについて～
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と　き　平成30年8月4日（土）
ところ　国際ホール
主　催　北海道「看護の日」及び
　　　　「看護週間」実行委員会

平成 30年
ふれあい看護体験発表会

T
2
OPICS

　今年度のふれあい看護体験発表会は、新人看護師や様々な職場で働く看護職を紹介するＤＶＤを上映後、ふれあい看護体験に
参加した高校生からの体験発表と、先輩看護職から看護職を目指すあなたへのメッセージがありました。参加人数は101名で、内
訳は中学生23名・高校生34名・一般・保護者・学校教員44名でした。

　看護週間に、一日看護体験をした札幌、岩見沢と小樽の高校生3名が発表
を行いました。

渡辺　ももさん
体験施設：ＮＴＴ東日本札幌病院
　看護師を志すきっかけは、怪我をしたときの看護師の存在でした。その時、
私は看護師の仕事が患者さんの心の不安を取り除くことも出来ると思いま
した。体験では、手洗いや赤ちゃんの抱っこ体験やリハビリ・手術センター等
見学し、病院で働いている職員は忙しい中でも笑顔を絶やさなかった。今回、
教えられたことを生かし、夢に向かって日々頑張っていきたいと強く思いま
した。

神田　明星さん
体験施設：北海道せき損センター
　病院に行った時、笑顔で優しい看護師に強く憧れ参加しました。体験では、
ベッドから車いすへの移動ができる機器体験や患者さんの着替えのサポー
ト等を行いました。今回の体験で、車いす生活となった患者さんは、今までで
きたことが突然できなくなることのショックは大きく、心の支えも大切だと
改めて感じました。この経験を忘れず、心と体のケアができるような看護師
を目指したいと思います。

馬場　由梨奈さん
体験施設：小樽済生会病院
　看護師を目指すきっかけは、病気を患った時に看護師さんが優しく声をか
けてくれたことで私も病に苦しむ方々の心に寄り添う看護師になりたいと
思いました。体験では、手を洗ったり、食事のお手伝いや車いす体験等貴重な
体験をしました。この体験で「コミュニケーション」の大切さと「観察する目
線」が不可欠であることを学びました。決して近道はせず、普段からできるこ
とを着実に実行し、一歩一歩夢に近づけたいと思います。

1 ふれあい看護体験発表

　保健師・助産師・看護師の先輩が、看護職を目指した動機や職業としてのや
りがいについて話してくれました。

保健師　日高町役場　三浦　礼乃
　地域で誰に相談したら良いかわからず困っている人に保健師として関
わっていきたいと思いこの仕事を選びました。保健師の仕事は、多岐にわた
り「この専門！」と言うことが難しい仕事ですが、その分、色々なことが経験
できる仕事です。夢に向かって頑張ってほしいです。

助産師　王子総合病院　福岡　京香
　看護学生の時、出産の場面に立ち会い感銘を受け助産師を目指しました。
妊娠、出産、産後のお母さんと家族、すべての人の新たな人生のスタートをサ
ポートし、新しい未来へ繋げることができる職業です。いつか、皆様と一緒に
働ける日を楽しみにしています。

看護師　北海道医療センター　川村　将矢
　高校生の時に怪我をした際、看護師の励ましでリハビリを頑張れた経験と
看護師が社会で不足していると知り、社会で役立ちたいという気持ちに動か
されました。患者さんからの「ありがとう」は、日々の疲れを吹き飛ばし仕事
を頑張る原動力となっています。「生きる」ということを感じる仕事、それが
看護師です。皆様と看護の世界でお会いできる日を心待ちにしています。

先輩看護職からのメッセージのあと、「勉強はど
のくらいしましたか」、「看護職になってどのよ
うなことを大切にしていますか」など様々な質
問があり、活気のある時間となりました。

2 看護職を目指すあなたへ～先輩からのメッセージ

体験施設の担当の方よりコメント司会：北海道「看護の日」及び
「看護週間」実行委員　石谷さん

馬場さん　　　　　 神田さん　　　　　　 渡辺さん

川村さん　　　　　　　 福岡さん　　　　　三浦さん

発表後、体験施設の担当者のメッセージや会場
にいらした家族からの感想もあり、会場は温か
い空気に包まれました。
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７月２日

３日
４日

５日
６日

７日

１０日

１１日

１１日～１２日
１２日
１３日

１４日
１７日
１８日
１９日

２０日
２１日
　

２３日

２４日

２５日
２５日～２６日

２７日

平成30年度第2回北海道保険者協議会（市内）　荒木専務理事
平成30年度北海道医師会・看護協会懇談会（市内）　上田会長ほか副会長・常勤理事
上川南支部看看連携プロジェクト（旭川市）　砂山常務理事
第６回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
訪問看護ステーション出向支援に係る説明（市内）　砂山常務理事
ベストナース取材　上田会長ほか常勤理事
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会第１回正副会長・幹事合同会議（市内）砂山常務理事
安全･安心な出産環境体制整備推進検討委員会（東京都）　上田会長
全国准看護師制度担当役員会議（東京都）　荒木専務理事
看護職の求人・求職合同説明会（帯広市）　佐々木常務理事
ナースセンターにおける施設訪問（帯広市）　佐々木常務理事
看護管理者懇談会（苫小牧支部）（苫小牧市）　近藤副会長
会員懇談会（日高支部）（浦河町）　上田会長
会員懇談会（上川北支部）（名寄市）　竹内副会長
会員懇談会（根室支部）（根室市）　砂山常務理事
北海道病院学会（市内）　佐々木常務理事
訪問看護ステーション出向支援に係る説明（北見市）　砂山常務理事
認定看護管理者制度委員会（東京都）　上田会長
テルモメディカルデザインルーム視察（市内）　荒木専務理事、砂山常務理事、佐々木常務理事
訪問看護師研修の求職活動認定に係る打合せ（市内）　砂山常務理事
北海道医師会打合せ（市内）　上田会長、荒木専務理事
市立札幌病院の役割と経営健全化に関する専門家検討会（市内）　荒木専務理事
ナースシップ担当者会議（東京都）　事務局
ナースセンターにおける施設訪問（函館市）　佐々木常務理事
専任教員養成講習会視察（横浜市）　砂山常務理事
看護政策打合せ（市内）　上田会長、荒木専務理事
2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ組織委員会来訪　荒木専務理事、佐々木常務理事
第63回北海道リハビリテーション学会学術集会（市内）　上田会長
第1回地域応援看護師確保対策検討会議　上田会長、砂山常務理事
第７回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
訪問看護ステーション出向支援に係る説明（市内）　砂山常務理事
看護政策打合せ（市内）　上田会長
第４回常務理事　上田会長ほか理事・監事16名
支部職能委員長会議　上田会長
北海道看護協会保健師職能集会　上田会長
会員懇談会（釧路支部）（釧路市）　近藤副会長
専任教員養成講習会視察（仙台市）　佐々木常務理事
ナースセンターにおける施設訪問（旭川市）　佐々木常務理事

「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」事例検討会・
プロジェクトチーム会議　砂山常務理事
札幌市医療安全推進協議会第１回基幹会議（市内）　荒木専務理事
ナースセンターにおける施設訪問（市内）　佐々木常務理事
日本看護協会第３回理事会（東京都）　上田会長
在宅医療･介護連携コーディネーター育成事業に係る企画提案ヒアリング（市内）　荒木専務理事
檜山塾（江差町）　砂山常務理事

２８日
３０日

３１日

８月１日

２日

３日

４日

５日

６日

８日
９日～１０日

１０日
１０日～１１日

１５日
１６日
１７日
１８日

２０日

２１日

２２日
２４日
２５日

２７日

２８日
２９日
３１日

会員懇談会（稚内支部）（稚内市）　上田会長、佐々木常務理事
第１回ナースセンター事業運営に関する検討委員会（東京都）　上田会長
札幌市営企業調査審議会平成30年度第1回病院部会（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平成30年度代議員総会（市内）　砂山常務理事
第８回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
都道府県看護協会教育担当者会議（東京都）　砂山常務理事
北海道看護連盟ブロックゼミナールin札幌（市内）　佐々木常務理事
第1回離職看護職員相談事業協議会（市内）　上田会長、佐々木常務理事
都道府県看護協会教育担当者会議（東京都）　砂山常務理事
第３回理事会　上田会長ほか理事・監事21名
第１回支部長会議　上田会長ほか理事・監事21名
平成30年度第1回北海道医療･福祉関係職能団体意見交換会（市内）　上田会長、砂山常務理事
ふれあい看護体験発表会（市内）上田会長、佐々木常務理事
看護管理者懇談会（上川南支部）（旭川市）　砂山常務理事
看護管理者懇談会（遠紋支部）（遠軽町）　荒木専務理事
北海道150年記念式典（市内）　上田会長
ナースセンターにおける施設訪問（北見市）　佐々木常務理事
第1回医療施設整備等検討委員会（市内）　上田会長
市立札幌病院の役割と経営健全化に関する専門家検討会（市内）　荒木専務理事
第49回日本看護協会-学術集会－看護管理（仙台市）　上田会長
ナースセンターにおける施設訪問（市内）　佐々木常務理事
日本災害看護学会第20回年次大会（神戸市）　荒木専務理事
帯広市医師会長との打合せ（帯広市）　上田会長
第５回常務理事会　上田会長ほか理事・監事14名
北海道医師会長との打合せ（市内）　上田会長
会員懇談会（十勝支部）（帯広市）　上田会長
看護管理者懇談会（札幌第４）（札幌市）　佐々木常務理事
会員懇談会（南空知支部）（岩見沢市）　荒木専務理事
ナースセンターにおける施設訪問（市内）　佐々木常務理事
平成30年度第1回北海道糖尿病対策推進会議（市内）　荒木専務理事
訪問看護ST出向支援に係る説明･マッチング（釧路市）　砂山常務理事
平成30年度第1回北海道医療審議会地域医療部会（市内）　上田会長
健康さっぽろ21　第3回中間評価委員会（市内）　荒木専務理事
北海道公衆衛生協会 出納監査（市内）　砂山常務理事
第９回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
ナースセンターにおける施設訪問（市内他）　佐々木常務理事
准看護師懇談会　荒木専務理事
会員懇談会（北網支部）（北見市）　竹内副会長
第1回北海道助産師出向支援事業協議会（市内）　上田会長
セカンドレベル（第1回）全体会・閉講式　上田会長
日本看護協会　第1回推薦委員会（東京都）　佐々木常務理事
子育て世代包括ケアシステム推進のためのモデル事業プロジェクト会議（市内）　砂山常務理事
看護職の求人・求職合同説明会（旭川市）　佐々木常務理事
会館見学（旭川医師会看護専門学校）　上田会長、荒木専務理事
第1回地域医療介護総合確保基金（介護分）検討協議会（市内）　砂山常務理事

  ●平成30年度第3回理事会
１　日　時　平成30年8月3日（金）9時30分から11時45分
２　会　場　北海道看護協会　２階会議室
３　理事数　23名
４　出席者　理事19名、監事2名
５　議事

❶協議事項
（１）平成31年度北海道看護研究学会企画・公募企画（案）について協議、承認

❷報告事項
（１）平成30年度北海道看護協会通常総会開催報告

（２）平成30年度北海道看護協会看護研究学会開催報告
（３）平成30年度事業報告（４月～６月）
（４）平成31年度看護管理研修事業(委託)の企画
（５）看護師等学校養成所等での看護協会概要説明の実施
（６）平成30年度北海道看護協会支部職能委員長会議報告
（７）日本看護協会理事会報告
（８）日本看護協会通常総会報告
（９）全国職能別交流集会報告
（10）認定看護管理者教育課程サードレベルの開設認可について
（11）平成30年度会員獲得に向けた方策について
（12）会員特典に関する提携企業の追加について
（13）高等学校衛生看護科設置の動きについて

協会の動き

理事会報告

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／株式会社須田製版

募金活動へのご協力にお礼申し上げます。
　7月の西日本豪雨で被災された方々を支援するため、みなさまからお預かりした義援金は9月11日に日本赤十字
社へ全額寄付いたしました。
　みなさまからの温かいご支援に厚くお礼申し上げます。

義援金総額　3,560,564円
北海道看護協会では、被災地の一日も早い復興を祈念しております。
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