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北海道看護協会員数（平成30年10月31日現在）

平成30年度目標会員数42,500名（達成率100.5％）
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
42,698名 1,187名 1,264名 37,495名 2,752名
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と　き　　平成30年8月25日（土）

ところ　　北海道看護協会

看護師職能Ⅰ委員　竹島　裕美

水野講師

田中看護師 グループワークの様子

平成 30年度
准看護師懇談会報告

　平成30年8月25日（土）北海道看護協会で、平成30年度准
看護師懇談会が開催されました。昨年同様「進学の実際につ
いて理解し、進学を前向きに考えることができる。」を目的
に、28名が参加しました。
　初めに北海道看護協会荒木美枝専務理事から「北海道の准
看護師を取り巻く現状について」基調講演が行われました。
准看護師養成の定員推移・就業状況・求人状況に加え、地域包
括ケアで期待される看護職として、自立的に判断し行動でき
る能力がいっそう求められているというお話がありました。
また、日本看護協会は准看護師の進学支援を進めるために、
より活用しやすい奨学金制度があることについての説明も
していただきました。また、7月6日開催の全国准看護師制度
担当役員会議の報告が阿部准看護師理事からありました。
　学校法人西野学園札幌医学技術福祉歯科専門学校看護科
の水野亜希子学科長より、「進学・通信制の実際」についての
講演がありました。特に興味を引いたのは、平成30年4月よ
り2年過程通信制の制度が変更となり、入学要件は「准看護師
として7年以上の就業経験」へと短縮されたことです。出席者
の中には当日初めて知った方もおり、自分がその期間に該当
することで更に進学への後押しになったようです。また、講
演では授業内容や費用など具体的な説明もありました。

　体験報告は、札幌センチュリー病院田中美樹さんから「准
看護師から看護師へ」と題し、進学から現在までの様々な葛
藤や喜び、そして困ったこと・良かったことについて具体的
にお話がありました。参加者の中には体験報告を聞き、涙ぐ
む姿もみられ、大変感動したと話されていました。
　最後にはグループワークが行われ、現状や不安・悩みなど
を共有できました。講師の方々にも一緒に参加していただ

き、解決策や実際のより具体的な部
分を聞くことができました。時間を
過ぎても様々な質問があり、参加者
の進学への強い思いを感じるととも
に、進学への一歩を踏み出す勇気に
も繋がったようです。
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と　き　平成30年9月22日（土）
ところ　北海道看護協会
参加者　83名
事業部 事業課

災害時のBCP（事業継続計画）
策定ワークショップ（公開講座）

T
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石井講師

　平成30年9月22日（土）、北海道看護協会で国際医療福祉
大学大学院災害医療分野教授　石井美恵子氏を講師として
お招きし、災害時のBCP（事業継続計画）策定ワークショップ
公開講座を開催しました。
　所属組織としての目標を「対応計画（マニュアルやBCP）の
点検や更新の必要性がわかる」、「（所属組織の）課題や対策を
考えることができる」とした基調講演では、災害対策基本法、
災害救助法や行政の災害対応体制と計画の概要説明に始ま
り、BCPの概念、BCPと災害対応マニュアルの違いやBCP策
定プロセス（STEP1 ～ 8）等についてのお話がありました。
　特に、BCP策定プロセスの肝であるSTEP４（通常業務の整
理）、STEP5（災害時応急対策業務等の整理）、STEP6（業務継
続のための優先業務の整理）については、発災から目標復旧
レベル（Level.1これまでの医療の継続、Level.2災害時の医
療の継続、Level.3病院経営の継続）を、BCP全体の中で、どの
ように捉え、平常時からどのように取り組むのか等、
CSCATTTの活用を含む具体的な内容でした。
　また、STEP1（策定体制の構築）については、組織横断的に
ボトムアップが必要であることから、「災害があった今が取
り組みのチャンス！」と、STEP2（現況の把握）については、ま

ずは自院が災害に対してどの程度備えができているのか把
握すること、STEP3（被害の想定）については、自院の地域の
災害インパクト（地震か、津波か、河川の氾濫かなど）を踏ま
えて計画を立てること、どのような災害規模なら自院にどれ
くらいの患者が来るのか想定するレベルを決めることや過
去の教訓から建物被害を想定することの重要性をお話しさ
れました。　
　さらに、地震災害での手術室の状況（動画）を示され、
災害時に向けた患者へのインフォームドコンセントのあり
方等の課題提起もあり、参加者からは、「自施設での BCP
策定に活かしたい」、「業務の洗い出しを考えたい」、「2時
間では足りなかった。より具体的なお話を聞きたい」との
ご意見をいただくなど、非常に示唆に富む講演内容でした。
※BCP(Business Continuity Planning)
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平成30年看護職員業務従事者届について
　保健師助産師看護師法第33条の規定により、保健師、助産
師、看護師、准看護師の資格をお持ちの方で、その業務に従事
している方（派遣、パートを含む）は、2年ごとに12月31日時
点での就業状況を届け出ることが義務づけられています。
　本年は届出の年にあたりますので、忘れずに届け出てくだ
さい。

北 斗 市
（権限委譲）

北斗市役所 民生部保健福祉課
住所　〒049-0192　北斗市中央1丁目3番10号
電話　0138-73-3111

勤務地 提　出　先

南 幌 町
（権限委譲）

南幌町役場 保健福祉課健康子育てグループ
住所　〒069-0235　南幌町中央3丁目4番26号

南幌町保健福祉総合センター「あいくる」内
電話　011-378-5888

上記以外の
市 町 村

勤務地を管轄する振興局（※道立保健所）に届け出てください。

●届出内容：平成30年12月31日 時点での就業状況
●提出期限：平成31年1月15日（火）
●お問い合わせ先：北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬
務課看護政策グループ　TEL 011-231-4111（内線25-363）

●提出先

公益社団法人北海道看護協会
根室支部　町立別海病院
看護部長　認定看護管理者

竹中　仁美

Ｈ29年度　都道府県看護協会地区支部などにおける
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

～別海町における医療・介護連携事業の実践“つなぐ”～

　団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年に向け、少子
高齢多死社会の人口疾病構造を見据えた社会保障制度は既
に進んでおり、病床機能分化、連携、介護、在宅医療・介護の推
進、医師・看護師等の医療従事者の確保、勤務環境改善、地域
包括ケアシステムの構築が推進されています。
　この事業に着手した背景と目的は、別海町は1,319㎢の広
大な面積を有し、酪農や漁業を主たる産業（40.3％）とし、人
口約15,000人が暮らす広域分散型の極寒・豪雪の地勢があ
ります。また、高齢化率26.3％（Ｈ29年10月）、65歳以上の二
人暮らし・一人暮らしが約20％を占めており、町民が安心し
て暮らし続けられる仕組みづくりは急務と感じていました。
そこで医療現場からアクションを起こそう！と日本看護協
会のモデル事業を活用し、看護職間のネットワークの構築・
推進に助力を頂き取り組む意志決定をしました。期待する成
果に、医療・介護間で話し合う機会を作り、限られた資源とそ
れぞれの役割の明確化、地域住民への情報提供や啓蒙活動に
より、一体的ケアの提供に独自のネットワークを作り、地域
貢献できると考えました。プロジェクトチームは当院看護
師・MSW5名の他、訪問看護ＳＴ、老人保健施設、老人福祉施
設、保健所など行政を含む保健師や関係職種14名で立ち上
げ、事業目的・目標、プログラムや企画運営等に計5回の会議
を開催し本部とのコンタクトを密に作業を進めて来ました。
　この事業内容は2本の柱があり、1つ目の「地域における看
護職間の恒常的なネットワーク化に向けた活動」では、Ｈ29
年12月16日（土）テーマ①「別海町の地域包括支援センター
の現状について」地域包括支援センター長より②「看護職が
つなぐ退院支援と在宅支援」講師：地域看護専門看護師　川
添恵理子先生の講演と事例検討に31名の参加があり、アン
ケート結果からは別海町における高齢者の実情を理解でき
た92％、地域包括ケアシステムにおける看護・介護の役割を
考えることができた96％、事例を通して顔の見える関係づ
くりでは100％できたと回答が得られました。また、意見交

換では“その人らしさをもとに支える”検討会となり共有で
きたと成果を感じました。
　2つ目は「住民参加イベント」でＨ30年3月3日（土）テーマ
①「終活を考えるフォーラム」と題し、講師：地域訪問看護認
定看護師　門脇睦子先生の講義②軽食をとりながらミニコ
ンサート・懇談会に70名の参加がありました。アンケート結
果は、20～80歳以上の幅広い参加者があり、後援を引き受け
て頂いた別海町を始め農業・漁業協働組合、医療サポート隊
など様々な支援により町民がイベントを知る機会を得、その
結果100％が終活に役立つ内容でありと回答していました。
また終活を考えることができたが96％、ミニコンサートは
77％が“楽しかった”“口ずさみ穏やかな時を過ごすことが
出来た”“日常の何気ない一日を幸せと感じることができた”
と町民からの回答があり、連携、協働はチーム力となり、成果
につながったと感じています。
　さいごに、この事業報告は根室支部事業報告（中間）、院内
伝達講習会、別海町医療講演会等さまざまな機会で報告させ
て頂き、更なる連携事業の一端になると考えています。
　加えて更なる推進に「住まいと住まい方」「医療」「介護」「予
防」「生活支援」を一体的に提供できるよう「自助・互助・共助・
公助」を組み合わせ、リソースの有効活用とそれぞれの役割
の明確化と仕組みつくりで、地域に寄り添い「手と手をつな
ぎ」意思決定支援で地域貢献したいと考えています。

ＴＩＴＩＩＩ KＩKＩ
ち 　 　 　 い 　 　 　 き

介護
・

リハビリ
テーション

保健・福祉
医療・看護

介護予防・生活支援

すまいとすまい方本人の選択と 本人・家族の心
構え

住民イベント「終活を考えるフォーラム」の様子

看護協会ニュースの新シリーズ「TI・I・KI（ちいき）」をテーマに
し、今号より4回、地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み
の概要について紹介し掲載いたします。 【広報出版委員会】
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教育課よりお知らせ

1 2019（平成31）年度北海道看護研究学会のご案内

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

Ⅰ 開催概要

1　参加資格
　北海道看護研究学会は、北海道看護協会会員の他、非会員、学生（看護の免許を未取得の看護学生）も参加できます。
※会員とは「学会開催年度の北海道看護協会会員」を指します。

2　参加費

3　参加申込････学会の開催案内は、ホームページや協会ニュースでご案内しています。
各施設の看護管理者宛に「 2019（平成31）年度北海道看護研究学会の開催について 」のご案内及び参加
申込の詳細を、2019（平成31）年2月頃に送付予定です。

１）事前参加申込
　上記案内の参加申込方法にそって事前参加申込をしてください。参加申込期日、送金方法、送金期日は必ず厳守願
います。
※学会の開催案内は、平成30年度会員施設に送付いたします。

２）当日参加申込
　学会当日受付にお越しください。
※日本（北海道）看護協会会員証をお持ちの方は、当日受付時会員証を提示ください。
※学会当日の時点で、2019（平成31）年度の入会手続きが完了していない場合は、非会員となることをご了承くだ
さい。

4　北海道看護研究学会抄録集
・抄録集は、参加証と引き替えに学会当日受付でお渡しいたします。

5　参加にあたっての注意
・発表会場内での写真撮影・ビデオ撮影・録音はご遠慮ください（取材のため予め許可を受けたものは除く）。
・会場内では、携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに設定のうえ通話はご遠慮ください。
・資料（パンフレット、用具等）を会場内で配付することはできません。
・児童、幼児の学会会場への入場はご遠慮ください。

6　お問い合わせ先
電話：　011-861-3273　（教育課 直通）
E-mail：gakkai@hkna.or.jp　　ホームページ：http://www.hkna.or.jp/gakkai/

※学会参加
申込時点の入会の有無によって、参加費の区分(会員・非会員)が決まります。
入会（または継続）手続きは、2019（平成31）年3月末までにお済ませください。

Ⅱ 参加申込について

日程は、総会と連動しません
ので御注意ください。

注意

参加費
区分

会　員

非会員

学　生

事前参加費

3,000円

4,500円

1,500円

当日参加費

4,000円

6,000円

1,500円
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2 2019年度　訪問看護師養成講習会（北海道委託事業）
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。
定年退職後のセカンドキャリアとして訪問看護への就職を考えている方もお勧めです。是非、受講してくださ
い。
講習会のカリキュラムや申込方法等についての詳細は、１月初旬に北海道看護協会公式ウェブサイトをご覧
ください。
また、講習会のなかから一部の科目を公開講座とします。

応募期間：2019年2月15日（金）～ 3月1日（金）
開催期間：2019年4月8日（月）～ 5月29日（水）　※土日祝日を除く32日間
受講資格：保健師・助産師・看護師・准看護師の資格があり、以下に該当する者

・現在、訪問看護に関わっている者
・将来、訪問看護に従事したいと考えている者
各コースとも既定の期間受講できること

定　　員：40名　（うち分散コース6名）

●<訪問看護師養成講習会（全日程：32日間）＞

公開講座の研修（科目）の「開催日時」、「募集定員」等につきましては、
1月初旬の北海道看護協会公式ウェブサイトと協会ニュース126号(1月31日号)でのご案内となります。

応募期間：2019年2月15日（金）～ 3月1日（金）17時（時間厳守）
FAXで受け付けます。

開 催 日：2019年4月8日（月）～ 5月29日（水）の期間内
対　　象：保健師・助産師・看護師・准看護師の資格があり、以下に該当する者

・現在、訪問看護に関わっている者
・将来、訪問看護に従事したいと考えている者

資 料 代：1研修（1日につき）1,000円　
※ただし、研修（科目）によっては、資料代のほかに副読本の実費をご負担いただくことがあります。

※公開講座の対象科目

●<公開講座>

開催期間

2019年4月8日～ 5月29日

2019年4月8日～ 4月26日

日程未定：2019年4月～ 6月 開催予定

訪問看護概論①　－訪問看護の役割と諸制度

リスクマネジメント論　１リスクマネジメント

コミュニケーション技術（面接技術）

呼吸管理

認知症の人の看護

疾患や障がいのある小児の看護

訪問看護概論②　－訪問看護ステーション運営

リスクマネジメント論　２感染管理

経管栄養法・中心静脈栄養法／摂食・嚥下障害への援助

がん看護

精神障がい者の看護

コース

集中コース（32日間）

資料代

32,000円

15,000円

17,000円

備考

前期・後

期の分納
分散コース

前期15日間

後期17日間

5
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期　　間：帯広　7月6日（金）、旭川　8月31日（金）
場　　所：帯広　とかちプラザ、旭川　アートホテル旭川

期　　間：10月25日（木）・26日（金）・30日（火）・31日（水）、11月1日（木） （30～ 31日は病院等で施設実習）
＊当初9月開催予定でしたが、震災のため開催日を変更しました。

場　　所：北海道看護協会、カレスサッポロシミュレーションセンター
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

看護職就業促進講習会報告

1　受講背景：受講者数17名 ＜講習会の様子＞

トランスファーの理論
〈演習〉

救急場面でのBLS
（一次救命処置）〈演習〉

安全な看護技術
（採血・点滴法）〈演習〉

感染対策
（ガウンテクニック）

　就業状況：未就業者：15名、就業者：2名

開催地

帯広市
旭川市
合　計

参加施設数

33
32
65

来場者数

41
34
75

面接件数

128
88
216

就業数
11
12
23

（10月末現在）
就業率(%)
26.8
35.3
30.7

看護職の求人・求職合同面接会（帯広・旭川）報告

期　　間：10月16日（火）・17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

●学びが多く自分に不足しているところ（知識・技術ともに）が気付いてよかった。
●同じ研修会に参加した同士で情報交換できたのは、プラスαよかった。
●復職支援研修会を受けて、再就職に向けて少し勇気がもてた。ありがとうございました。

第2回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）報告

ナースセンターだより第63号

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
13

再就業の準備
16

内容に興味があった
215

1年未満
26%

10～ 15年
13%

無回答
9%

1～ 3年
4%

3～ 5年
13%

6～ 9年
13%

1　受講背景：受講者数25名

未就業期間

安全な看護技術
（採血、点滴法）〈演習〉

＜研修会の様子＞

＜面接会の様子＞

沢山のご参加ありがとうございました!!

＜採血演習風景＞

講義の風景 リスクマネジメント〈演習〉

2　アンケート結果（回収数　23）
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
120

②今後の就業活動に役立つか （人）

未就業期間

15 年以上
22%

1年未満
19%

10～ 15年
25%

無回答
6%

6～ 9年
12%

15年以上
38%

6
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1 届出種類

◉今までの経験を活かし、人材不足で困っている地域で『地域応援ナー
ス』として働いてみませんか？
　1ヶ月～ 1年間の短期間限定勤務、コーディネーターが希望に合った
働き方を提案します。
◉看護管理者の方は、退職する看護職員に「地域応援ナース」について、周

　2015年10月より、離職時等にナースセンターへの届出が開始され、3年が経過しました。北海道看護協会では専属のスタッフが離職した看護職の状
況に合わせた支援を行い、復職を希望した際には、ナースセンター（無料職業紹介所）が復職支援を行っています。3年間の総届出数は、5,986人と全国
で2番目に多く、届出者のeナースセンターからの応募、就業者数は681人と全国で最も多い結果となっています。日ごろから登録にご理解とご協力く
ださり、心より感謝いたします。
　離職時には、必ず「とどけるん」に登録し、ナースセンターとつながりをもってください。看護管理者の方は、代行入力または退職する職員の方に、登録
をお勧めください。

２ 年齢 ３ 居住地

保健師
13

助産師
14

看護師
1,108

准看護師
142

合計
1,277

４ 再就業状況

（人）

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
 

届出制度実績（2015年10月1日～2018年10月31日）

看護師等の届出制度（とどけるん）開始から3年経ちました!!

地域応援ナースの登録をお待ちしています!!

2018年度地域応援ナース実績
（2018年4月1日～10月31日）

・応援：13名（延べ）　・調整中：1名　・就業：3名

◉登録時、eナースセンターへの登録を「希望する」を選択すると「eナー
スセンター＜ナースセンターの求人・求職サイト＞」が利用できま
す。

◉届出は一度のみです。既に届け出た情報に変更がある場合（住所・姓
名・就業した等）は、「とどけるん」にアクセスし、情報の修正をお願い

いたします。
　※詳細は、
　　https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/
　　またはQRコードからご確認ください!!

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
12

再就業の準備
12

内容に興味があった
3

就業中の職場からの勧め
114

２ アンケート結果（回収数 16）
①受講動機（複数回答） （人）

●早めに社会復帰できるよう意欲がもてた。ありがとうございました。
●講義では、未就業期間が長く知識不足等ありましたが、色々な講師の方々の最近の看護についての話を聞く機会がもて、少しずつ知識を取り戻し、増や
すことができた。
●復職に向けてとても励みになる。講習会に参加していなければ復職を考えていなかった。

3 講習会の感想等（一部抜粋）

はい どちらともいえない
3

いいえ
013

②就業への意欲に変化はあったか （人）

未就業の看護職の方はぜひ登録をお願いします。

知をお願いいたします。
  ※詳細は、http://www.hokkaido-nurse.com/ouen/またはQ
　  コードからご確認ください!!

本人（ネット）
28%

20～29歳
28%

道央
70%

道北 8%

オホーツク
5%

十勝 6%
釧路・根室 5%

無回答 3% 道南 3%

30～39歳
26%

40～49歳
24%

60～69歳 6%
50～59歳
13%

70歳以上 0% 無回答 3%

代行（施設）
46%

代理
（ナースセンター）

26%

n=6,101 n=6,101 n=6,101
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選挙管理委員長　渋　谷　かをり
　公益社団法人北海道看護協会選挙及び選挙管理委員会規程第12条（選挙の告示）に基づき、次のとおり告示する。

2019年6月15日　土曜日　札幌市教育文化会館　札幌市中央区北1条西13丁目

Ⅰ　選挙日及び場所

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

⑴北海道看護協会の代議員数は200名とする。
⑵支部ごとの代議員数は、総会員数の割合により算出し、3名以上
とする。
⑶職能ごとの選出は、支部ごとに原則として、保健師及び助産師か

Ⅰ　2019年度北海道看護協会代議員及び予備代議員の定数等

⑴会員であること。
⑵北海道看護協会の理念・目的を理解し、1年間代議員として任務を果たせること。
⑶北海道看護協会総会に出席できること。

Ⅱ　立候補の基準

⑴本会の代議員及び予備代議員に立候補される方は、代議員及び
予備代議員選任規程第9条に基づき、会員5名の推薦を受け、「代
議員立候補届」により各支部長に届出をしてください。届出用紙
は本会ホームページよりダウンロードできます。
⑵受付期限は上記、立候補の受付期限を必着とする。

Ⅲ　立候補の受付期限等について

　定款第29条及び第34条並びに定款細則第14条第3項、第15条
第3項、第35条第2項により、改選となる役員と推薦委員の人数は
次のとおりです。

Ⅱ　改選役員等の職名と人数
　立候補しようとする方は、選挙及び選挙管理委員会規程第第14
条に基づき、会員10名以上の推薦を受け「立候補者届」及び「立候
補者推薦届」を選挙管理委員長宛てに郵送してください。
　各届出様式は本会ホームページからダウンロードしていただく
か、本会総務部総務課（011-863-6731）までお問い合わせくださ
い。
⒈受付期間　2019年4月16日　火曜日 必着
⒉送付先　　〒003-0027
　　　　　　札幌市白石区本通17丁目北3番24号
　　　　　　公益社団法人北海道看護協会　選挙管理委員長　宛
　　　　　　※必ず「親展」でお送りください。

Ⅲ　立候補の受付期間等について

⑴副会長　…………………………1名
⑵常務理事　………………………1名
⑶助産師職能理事　………………1名
⑷看護師職能Ⅰ理事　……………1名
⑸一般理事　………………………2名
⑹地区理事　………………………4名
　(札幌地区、上川空知地区、胆振日高地区、釧路根室地区)
⑺准看護師理事　…………………1名
⑻監　事　…………………………1名
　（本会業務に精通した監事）

1.役員12名

2.推薦委員9名

【支部ごとの代議員数及び予備代議員数等】

ら各1名、看護師及び准看護師から1名を選出する。代議員数が4
名以上の場合は、それ以降の職能は問わない。
⑷代議員の員数を欠くときに備えて予備代議員を置く。

2019年度北海道看護協会 改選役員及び推薦委員への立候補並びに推薦について

2019年度北海道看護協会 代議員及び予備代議員の選出と立候補について

⑶提出先　〒003-0027　札幌市白石区本通17丁目北3番24号
公益社団法人北海道看護協会　○○支部　支部長　宛
※届出については必ず支部名を記載し、「親展」でお送
りください。

⑷問い合わせ先　総務部総務課　TEL011-863-6731
E-mail：hokkaido.kango.kyoukai@hkna.or.jp

支部名

道南南
道南北
小樽
後志
札幌第1
札幌第2
札幌第3
札幌第4
南空知
北空知
室蘭

17
3
5
3
18
22
26
19
5
6
9

5
2
2
2
5
5
5
5
2
2
2

2/16
2/23
2/16
2/16
2/16
2/16
2/16
2/23
2/16
2/23
2/16

1/17
1/24
1/17
1/17
1/17
1/17
1/17
1/24
1/17
1/24
1/17

代議員数 予　備
代議員数

支部大会
開催日

立候補の
受付期限 支部名

苫小牧
日高
上川南
上川北
留萌
稚内
北網
遠紋
十勝
釧路
根室

7
3
17
3
3
3
6
3
10
9
3

2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2

2/16
2/16
2/16
2/16
12/8
2/23
2/16
2/16
2/9
2/16
2/2

1/17
1/17
1/17
1/17
11/9
1/24
1/17
1/17
1/10
1/17
1/3

代議員数 予　備
代議員数

支部大会
開催日

立候補の
受付期限
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「２０１９年度年会費のお知らせ」 はお手元に届きましたでしょうか？

＊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）お送りしています。

●退職等ですでに所属していない会員の分は、北海道看護協会にご返送いただきますようお願いいたします。

● 勤務先変更された方や（退職・産休育休などの理由により）個人会員へ変更された方は、以前の勤務先へ送付される場合がございます。

● 「２０１９年度会費のお知らせ」は再発行ができませんので、会員専用WEBページ「キャリナース」で登録内容の確認や変更手続きをお願いします。

● ９月下旬以降に、2018年度の入会手続きを完了された方は、12月以降順次送付予定です。

●自動継続を希望されない場合は、「北海道看護協会 会員諸届」を北海道看護協会のホームページよりダウンロードし、記載内容に従って届出ください。

注）口座振替を登録されている方は、2018年12月25日（火）までに届出が必要です。

提出先
〒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

■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：０１１－８６３－６７３１ ＦＡＸ：０１１－８６３－３２０４

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

会員情報に変更のない方 （勤務先で配付されたＡさんの場合）

① ② ③ ④

① ② ④③

※取りまとめた封筒（グレー）は、貴施設で封筒をご用意いただき、封筒（グレー）と

指定の送付状を1枚同封し下記提出先へ郵送ください。

２０１９年度
新規入会・再入会
申し込み受付開始！

２０１９年度用の入会申込書を使用してお手続きください！

２０１９年度用の入会申込書が必要な方は、北海道看護協会の
ホームページより「入会申込書・資料請求票」をダウンロードし、
ＦＡＸでご請求ください。
書面でのお申し込みは、会員情報の登録までに約６０日～９０日
かかりますので、お早めにお手続きください。

口座振替 初回引落日は ２０１９年１月２８日（月）です。（口座情報登録済みの会員に限り）

勤務先で取りまとめて納入 ２０１８年１１月1日より 入金と施設用WEBの会員特定作業が可能です。

コンビニ収納・銀行振込
「２０１９年度会費のお知らせ」に同封されている払込取扱票ですぐに
お支払いいただけます。

２０１９年度
年会費納入

について

特に変更するところは
ないし…

あ！！
変更がない場合は
「提出不要」って
書いてある！

看護部長から封書
渡されたけど これ
どうしたらいの？

今年度から
入会したＡさん

看護部長！
私、変更が無いので
提出しません！

わかったわ
そうしたら…

看護部長

あとは年会費の
支払いだけね！

Aさんは口座振替だから
振替日までに口座に
年会費（16,500円）の
準備を忘れないようにね！

はい！

わかりました！

会員情報に変更のある方（勤務先で配付されたＢさんの場合）

看護部長から封書
渡されたけど これ
どうしたらいの？

今年度から
入会したＢさん

看護部長から
「口座振替」に変更するように
って言われてるけど…

引越ししたから
住所変わってるし…

あっ！右側の「変更届」を
切り離して記入すればいいのね

住所変更は…
訂正欄に現住所を
記入してください。

口座振替への変更は…
会費納入方法の訂正欄の
口座振替に〇をつけて
用紙下半分の申込書に
口座情報を記入し押印
してください。

看護部長！
変更届に新しい住所と
口座情報を記入したので
提出します！

お願いします！

口座振替に
変更してくれて
とっても助かるわ♪
初回振替日に
間に合うように
郵送（※）するわね！

ありがとう！

看護部長
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北海道看護協会　事業課

【出発時の様子 看護協会にて】

【活動内容：看護支援活動報告書より抜粋】

平成30年北海道胆振東部地震で被災された
皆様にお見舞い申し上げます。

災害支援ナース派遣について

　平成30年9月6日3時7分、北海道胆振東部に震度7の地
震があり、直後に道内ほぼ全域が停電する事態にも陥り、
北海道看護協会のある札幌も震度5強程度の地震があり
ました。
　6時に上田会長を本部長として対策本部を設置し、情報
収集を行うとともに、日本看護協会への報告・研修中止の
連絡、7日も情報収集・北海道庁との調整に努めました。
　10日午前に北海道より災害支援ナース派遣要請があ
りました。午後から、胆振・日高や札幌4支部の災害支援
ナースが登録されている施設の看護代表者へ、翌日には
全道の災害支援ナースの派遣調整連絡を電話・FAX・メー

ルで行いました。
　10日の夕方から、要請に応えてくれた災害支援ナース
の返答があり、9月13日より、「安平町町民センター」・「厚
真町総合福祉センターゆくり」・「厚真町あつまスター
ドーム」へ1班2名体制で派遣し、15日より、「むかわ町四
季の館」も追加で派遣することができました。また、「厚真
中央小学校」の派遣変更や、台風の影響で災害支援ナース
の派遣期間調整等ありましたが、10月10日までの28日
間で、31班62名の災害支援ナースを派遣することができ
ました。

　「厚真町総合福祉センターゆくり」を中心に常駐や巡回
の各チームとミーティングを持ち、他の避難場所と情報
交換を行い、日々活動にあたりました。
　はじめは、各医療団体・ボランティア等の多団体が混在
し、同じことを何度も聞くのは被災者へストレスになる
ことも考えられ、各団体と情報提供や調整を行い、必要な
方への対応をしました。数日経過すると、日中は仕事や自
宅へ戻り、高齢者と子供が多く寝て過ごされる方もいま
したが、常駐していることにより、笑顔で話しかけてくれ
る人が増えました。

　活動当初より、衛生環境を整えるための活動・エコノ
ミー症候群予防、余震のため泣く子供や、不安表出者へは
話を傾聴しメンタルヘルスケア活動を行いました。環境
整備は、感染防止や転倒防止だけでなく、キッズスペース
やデイルームも整えました。デイルームでは午前はお茶
の集い、午後は中学生の学習の場になっていました。
　また、来訪者や相談者に対しては、低血糖症状・転倒に
よる受傷・感冒・腹痛・頭痛・肩痛・湿疹・咬傷・虫刺され・鼻
出血・便秘などの対応をしました。

出発前オリエンテーション

出発乗車前

車に荷物詰め込み中

避難所へ向け出発
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【避難所の様子】

　531名の災害支援ナースが登録している226施設の看護管理者へ
連絡をし、計140施設・205名の災害支援ナースから活動したいと返
答がありました。28日間で、31班62名の災害支援ナースを派遣する
ことができました。
　実際に派遣に行かれました災害支援ナースの方々をはじめ、ご協力
くださいました看護管理者の皆様、災害支援ナースの皆様に心より感
謝申し上げます。

活動場所
安平町　町民センター
むかわ町四季の館
厚真中央小学校
厚真町総合福祉センターゆくり
厚真町あつまスタードーム

活動開始
9月13日
9月15日
9月28日
9月13日
9月13日

活動終了
9月28日
10月9日
10月7日
10月10日
10月10日

派遣人数（人）
10
16
6
18
12

低体重

18.5未満

普通体重

18.5以上
～ 25未満

１度

25以上
～ 30未満

2度

25以上
～ 30未満

3度

30以上
～ 35未満

4度

40以上

延べ人数（人）
40
64
24
72
48

計5か所 計 62 248

　メタボへの一歩は肥満です。肥満とは脂肪細胞に過
剰に脂肪が蓄積された状態で、太るか太らないかは、食
事の「摂取エネルギー」と日常生活で消費した「消費エ
ネルギー」の差です。

≪予防と改善６カ条≫
1、欠食やまとめ食いはしない

2、間食は控えめに・夜食は食
べない

3、夕食は早めに、腹八分目に

4、お酒は控えめに

5、今より体を動かす

6、ストレスをためない

道民の健康情報 がん予防②「肥満、どうして太るの？」

　今の日本では肥満者が急激に増加しています。
2012 年の厚生労働省の調査で男性 29.1％女性
19.4％、４人に１人は肥満なのです。「ちょっとくら
い太っていても」と思っているあなた、肥満は糖尿病・
脂質異常症・高血圧などの生活習慣病の原因になるだ
けでなく、心血管疾患、脳血管疾患、癌などを引き起
す原因となります。『肥満症治療ガイドライン』では
肥満に関与した健康障害は体重を減らす減量療法で改
善することが期待できるとされています。皆さん肥満
を予防しましょう！　　　　　【広報出版委員会　記】

≪あなたの体の状態をチェック≫
①BMI（体格指数）
　体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）＝BMI

②腹囲（ウエストサイズじゃないよ）
　注意：男性　85cm以上　女性　90cm以上

肥　　満

あなたはどちらのタイプ？

災害派遣ナース派遣状況

各団体スタッフ

ミーティング中

手づくりのポスター

避難所の食事
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９月  １日

３日

５日
６日～１０月１０日

　　１２日
１３日～２８日

１３日～１０月１０日
１４日

１５日～１０月９日
１９日

　　２０日
　　２２日

２２日～２３日

　　２５日
　　２６日
　　２８日
　　２９日

　　　３０日
１０月  ２日

　　　　３日

５日
６日

　　　　９日

１０日

１１日
１２日

会員懇談会（北空知支部）（滝川市）　砂山常務理事
会員懇談会（小樽・後志支部合同）（小樽市）　荒木専務理事
高齢者及び認知症支援のための看護職連携等推進事業（住民フォーラム）（室蘭市）　上田会長
北海道・東北地区看護協会長連絡協議会　上田会長、荒木専務理事
北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会（第２回）（市内）　上田会長、砂山常務理事
第10回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
平成30年北海道胆振東部地震災害対策本部設置・対策本部会議開催
　上田会長・常勤理事ほか
認定看護管理者教育課程セカンドレベル（第２回）開講式　上田会長、砂山常務理事
災害支援ナース派遣（安平町）
災害支援ナース派遣（厚真町）
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４回理事会（東京都）　上田会長
災害支援ナース派遣（むかわ町）
医療的ケア児支援に関する打合せ（市内）　砂山常務理事
第6回常務理事会　上田会長ほか理事・監事15名
第1回災害時のBCP策定ワークショップ（公開講座）　上田会長、荒木専務理事
第5回日本看護連盟北海道東北ブロック看護管理者看護教育者等セイサクセミナー（岩手県）
　佐々木常務理事
名寄市立大学講義「看護マネジメント論」（名寄市）　上田会長
第11回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
第1回NPO法人北海道医療連携ネットワーク協議会総会（市内）　荒木専務理事
高齢者及び認知症支援のための看護職連携等推進事業（旭川市）　上田会長
北海道理学療法士会創立五十周年記念式典・祝賀会（市内）　砂山常務理事
会員懇談会（留萌支部）（留萌市）　砂山常務理事、佐々木常務理事
札幌市健康づくり推進協議会（市内）　荒木専務理事
助産師出向事業における施設訪問（稚内市）　佐々木常務理事
ヘルシーワークプレイス(健康で安全な職場)に関するセミナー（東京都）　佐々木常務理事
認定看護管理者教育機関認定確認等（東京都）　上田会長
第12回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
会員懇談会（札幌支部合同）（市内）　上田会長
北海道母性衛生学会総会並びに学術講演会（市内）　佐々木常務理事
助産師出向事業における施設訪問（市内）　佐々木常務理事
日本看護研究学会第46回学術集会企画委員（市内）　上田会長
第5回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
平成30年度第１回北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会在宅医療小委員会（市内）
　荒木専務理事
ひまわり褒賞2018授賞式（東京都）　砂山常務理事
日本看護協会医療安全推進会議（東京都）　荒木専務理事
ナースセンターにおける施設訪問（江別市）　佐々木常務理事

１３日

１５日

　　　１６日

１７日

　　　１８日

　　　２０日

２３日
２４日

　　　２５日

２６日

２７日

　　　３０日

平成30年度医療安全セミナー（道南地域）（函館市）　荒木専務理事
平成30年度北海道看護連盟第２回支部長会（市内）　上田会長
保助看実習指導者講習会（特定分野）開講式　砂山常務理事
地区別法人会員会（盛岡市）　上田会長、荒木専務理事
看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）　佐々木常務理事
地区別法人会員連絡会（盛岡市）　上田会長、荒木専務理事
都道府県看護協会支部役員等研修（盛岡市）　上田会長、荒木専務理事
平成31年度予算要望（北海道保健福祉部）（市内）　上田会長ほか常勤理事
北海道地区母子保健事業研修会及び妊娠・出産包括支援推進事業研修会（市内）佐々木常務理事
札幌市市営企業調査審議会総会（市内）　荒木専務理事
道議会自民党団体政策懇談会（市内）　上田会長ほか常勤理事
第7回常務理事会　上田会長ほか理事・監事11名
会員懇談会（室蘭支部）（室蘭市）　佐々木常務理事
高齢者及び認知症支援のための看護職連携等推進事業（住民フォーラム）（旭川市）　砂山常務理事
認定看護管理者教育課程セカンドレベル（第２回）全体会・閉講式　上田会長、砂山常務理事
第14回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
保助看実習指導者講習会（特定分野）全体会・閉講式　上田会長、砂山常務理事
平成30年第2回「看護の日」及び「看護週間」実行委員会（市内）
　上田会長、竹内副会長、佐々木常務理事
ナースセンターにおける施設訪問（市内）　佐々木常務理事
日本看護研究学会第４６回学術集会企画委員会（市内）　上田会長
看護職就業促進講習会　佐々木常務理事
認定看護管理者教育課程サードレベル開講式　上田会長、砂山常務理事
北海道総合在宅ケア事業団管理者会議、懇親会（市内）　砂山常務理事
会員懇談会（道南南支部）（函館市）　上田会長
高齢者及び認知症支援のための看護職連携等推進事業（看看連携研修）（室蘭市）　砂山常務理事
在宅・介護保健施設等で働く看護職の交流会　竹内副会長
認定看護管理者教育機関視察（日本看護協会）　砂山常務理事
北海道障がい者施策推進審議会・第１回医療的ケア児支援部会（市内）　佐々木常務理事

協会の動き

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

平成30年度秋の叙勲受賞おめでとうございます。
◆瑞宝双光章
　斉　藤　恵　子　（元東小樽病院）
　杉　山　好　美　（釧路労災病院）

◆瑞宝単光章
　本　間　美　恵　（元北海道大学病院）　
　今　田　弘　子　（元旭川医科大学病院）

平成31年度予算編成等に関する要望書を北海道知事へ提出いたしました。
　10月17日㈬、上田会
長より北海道保健福祉
部長を通じ、知事に対し
て北海道医療計画推進
の柱としている、医療機
能の分化・連携を通じた
効率的で質の高い医療
提供体制の構築、医療と
介護が連携した地域包
括ケアシステムの構築、
医療従事者の確保など

の着実な推進に向けて、看護職員確保・育成等、看護関連事業
に継続的に取り組むことができるよう、平成31年度予算案の
編成に際し、尽力をお願いしたい事項についての要望書を提
出いたしました。

＜要　望　事　項＞
１．看護職の人材確保対策の充実
　１）ナースセンター事業の強化による看護職確保定着支援
　２）「看護師等の届出制度」の充実・発展
２．地域応援ナースによる地方医療機関等への多様な人材確
保対策の推進

３．助産師出向支援事業充実のための支援
４．訪問看護師の人材確保と医療・介護連携の強化
５．「特定行為に係る看護師の研修制度」の推進
６．地域包括ケアの推進に向けた、医療、介護等様々な分野で
働く看護職の質向上対策の充実

７．看護基礎教育の充実
　１）看護基礎教育の充実
　２）看護教員・指導者の養成と質向上
8．道立保健所への統括保健師の配置
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