
帯広厚生病院が移転後、帯広競馬場（ばんえい競馬）の横になりましたので、窓からよく見えます。ばん馬が、朝練してる様子を患者さんが良く見ています。
JA北海道厚生連　帯広厚生病院　看護部長 光 恵子

体重1トンを超える馬が重りをのせた鉄ソリを引いて直線コースで力とスピードを競う、世界でたったひとつのばんえい競馬。
北海道開拓時代の農耕馬が現代のレースへ受け継がれ、今では北海道遺産として人々に感動を与えています。

北海道看護協会員数（平成30年12月31日現在）

平成30年度目標会員数42,500名（達成率101.0％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
42,904名 1,195名 1,269名 37,670名 2,770名
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●2 平成30年度 退院支援に関する交流会報告
●3 平成30年度 在宅・介護保険施設等で働く看護職の交流会報告
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● 2019（平成31）年度 北海道看護研究学会のご案内
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● 平成30年度 認定看護管理者教育課程サードレベルの受講を終えて
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● 2019年度 訪問看護師養成講習会（北海道委託事業）
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　新春のお慶びを申し上げます。昨年は創立70周年の節目

の年でありました。先人達の堅牢な礎のもと自然災害や社

会の大きな荒波にも耐えられる強靱な組織力と会員同士の

信頼、看護への情熱に支えられ乗り越えることが出来まし

た。歴代の会長様はじめ役員の皆様、そして会員の皆様に

感謝申し上げます。

　また、9月には、北海道胆振東部地震と道内全域にわたる

停電（ブラックアウト）を経験しました。被災された会員の

皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに良い一年と

なりますよう祈念いたします。

　自然災害の驚異を実感し万一を想定した備えの重要性を

再認識した一方で、様々な分野からの支援活動が結集され大きな力となり、地域のもつ底力が徐々に発

揮され、次々と困難を克服する過程に地域包括ケアのあるべき姿を見たように思います。

　本協会では日本看護協会や北海道と連携し、9月13日~10月10日まで被災地に災害支援ナース62名

（のべ248名）を派遣し、支援活動を行いました。協力してくださいました看護管理者、災害支援ナース

の皆様に深く感謝申し上げます。12月の災害支援ナース交流会には道内の災害支援ナース登録者581

名のうち約200名が参加し、現地での活動報告や情報交換を通して交流を深めました。また、昨年から

災害時のBCP（業務継続計画）策定ワークショップを開催する等、災害支援体制の強化を図っていると

ころです。

　尚、今回の地震に際し、全国から心温まるお見舞い・ご支援をいただいておりますことを申し添えます。

　さて、2025年迄、あと6年となりました。病院完結型から地域完結型へと新たな医療提供体制の実現

と地域包括ケアシステムの構築が進められる中で、本協会では、あらゆるフィールドで活躍する看護職

が各々の役割を主体的に発揮できるように、質の向上、職場環境の改善と就業促進、看護連携の推進に

取り組んで参りました。

　昨年の本協会の事業を振り返りますと、高齢者及び認知症支援のための看護職連携推進事業は、２支

部（室蘭支部、上川南支部）で取り組み、地域での看護職の役割が具現化され、看護職間ネットワークが

機能してきています。他支部におきましても地域包括ケアに関する研修会等が活発に行われており、本

事業を2019年度も実施する予定です。また、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

ワーク事業は2年間にわたる事例検討会や地区別会議結果を受け、行政等へ提案しております。今後は

各地域での取り組みの参考になるよう研修会等で発信して参ります。

　病院から訪問看護ステーションへの出向支援事業は、各施設のご協力のもとこれまで5地域で実施し

ております。北海道医療計画や診療報酬・介護報酬改定等が追い風となり、病院と在宅領域の連携が強

化されるとともに訪問看護の魅力が拡がり、訪問看護師の増員へと繫がることを期待しております。

　教育研修事業では、地域の主体的な活動が求められる中で看護管理者の役割が一層重要となることを

鑑み、認定看護管理者教育課程サードレベルを開講しました。1期生29名が修了し、認定審査に臨みます。

また、2019年度からカリキュラム改正に伴い、ファーストレベルが150時間から105時間に短縮される

ことから、あらゆる領域で活躍する看護管理者の研鑚の場となることを願っております。

　さらに、昨年は、継続教育の理念・基本方針を見直しました。広域な北海道の特性を踏まえて、支部

と協働し、北海道各地のあらゆる場で働く看護職に研修機会を提供すること等、看護職が自らキャリア

を磨き、プロフェッショナルとして社会に貢献できるように教育研修事業をすすめて参ります。

　特定行為研修制度については、道内の特定行為研修修了者は42名で、指定研修施設は5施設です。

2019年度は、さらに発展していくように取り組んで参ります。また、日本看護協会では、特定行為を含

めた新たな認定看護師制度を2020年に向けて構築しています。現在、活躍する認定看護師が特定行為

研修を計画的に受講できるよう看護管理者のご支援をお願い致します。

　看護職の就業促進に関しては、ナースセンター事業の強化に努め、本所と5支所が連携し道内32施設

を訪問し、求人施設のPR等の情報収集と定着への助言を行いました。2019年度も施設訪問を継続し、

病院だけでなく介護や在宅領域の就業促進及び職場環境改善に向けて、支援活動を拡げて参ります。

　地域応援ナース事業は定着しつつありますが、年齢や勤務条件等での受け入れが課題です。助産師出

向支援事業はコーディネーターによるマッチング成立に向けた施設訪問を実施しました。また、「離職

看護師等の届出制度」による届出者の約20％が再就業に結びついており、今年も地域や施設を越えた人

材の活用と就業促進に向けて力を入れて参ります。

　将来の人口減少時代を見据え、看護職員需給分科会や働き方改革、看護基礎教育検討会等の動向を見

極め、会員の皆様の意見が反映される協会活動を進めて参りますので、ご協力をお願い申し上げます。

　

　結びに、今年も皆様が健康で希望に満ちた一年となりますよう祈念し、年頭のご挨拶と致します。

会長　上田　順子

2019年 新年のごあいさつ
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選挙管理委員長　渋谷　かをり

　北海道看護協会が定める、公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員選任規程並びに公益社団法人
北海道看護協会選挙及び選挙管理委員会規程に基づき、次のとおり告示する。

・日本看護協会代議員総数750名のうち、北海道看護協会の代議数は43名、予備代議員数は43名である。
・支部枠は40名とし、日本看護協会算出根拠に基づき支部の会員数に応じて割り当てる。
・支部枠は各支部から最低1名以上を選出する。根拠に基づく算出により0名の場合でも、支部間の調整によ
り、1名を確保する。
・代議員数と同数の予備代議員を選出する。なお、2名以上の予備代議員を選出する時は、当該予備代議員相互
間の優先順位を決定する。

Ⅰ　2020年度日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員数

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

Ⅱ　立候補の基準

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

（2）提出期限　2019年4月16日（火）

Ⅲ　受付期間など

【支部ごとの代議員数及び予備代議員数】 （名）

2020年度公益社団法人日本看護協会 代議員及び予備代議員の立候補並びに推薦について

（3）問い合わせ先
北海道看護協会　総務課総務係　
TEL : 011-863-6731
E-mail : hokkaido.kango.kyoukai@hkna.or.jp

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

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

3

1

1

1

3

4

5

3

3

1

1

1

3

4

5

3

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

南空知

北空知

室　蘭

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

代議員数 予備代議員数 支部名 代議員数 予備代議員数 支部名 代議員数 予備代議員数

親展
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と　き　平成30年11月3日（土）
ところ　アリオ札幌
助産師職能委員会　吉澤　恵

多くの方に
来場いただき
ました

ベビーウェアリングコンシェルジュ
と助産師職能委員のみなさん

平成30年度
「いいお産の日」開催報告

　毎年、全国各地で11月3日を「いいお産の日」としてイベン
トが開催されています。北海道看護協会助産師職能委員会
は、昨年と同様、同日にイベントを開催しました。大型商業施
設内の特設会場をお借りし、「体験コーナー」と「相談コー
ナー」の2つのブースを設置しました。
　「体験コーナー」では、初めての出産予定のご夫婦が、代わ
る代わる赤ちゃん人形を抱っこしたり、おむつ交換などを体
験し、出産後の育児に想像を膨らませていました。また、妊婦
体験として妊婦ジャケットを着用した夫から「思っていた以
上に重い。動きづらいです」との感想が聞かれていました。身
重な妻に対する思いやりや助け合いの気持ちがはぐくまれ
る機会になったと思います。
　「体験コーナー」の中でも【スリング】や【抱っこ紐】を使用
した安全でより安楽に抱っこやおんぶが出来る方法を体験
するコーナーが盛況でした。【スリング】などの使用について
専門的に教えてくれるスタッフ（ベビーウェアリングコン
シェルジュ）の元で実際に体験され、今後の育児の負担軽減
に繋がる機会となりました。妊婦さんとその家族、また様々
な年齢の親子など幅広い年齢層で賑わいました。
　「相談コーナー」では、助産師が、それぞれ育児相談や授乳

相談、進路相談などを行いました。進路相談では、看護学生の
他、現在看護師として勤務している方からの相談を受け、助
産師を目指す事への関心、志に触れ、未来へつなぐサポート
が出来たことを大変嬉しく感じました。他にも助産師の実際
の仕事の風景や、助産師教育についてパネル展示やビデオを
流して紹介しました。
　今回のイベントに、総数85名の方が参加され「体験」を通
じ、ご夫婦の絆や親子の絆、愛情や愛着がはぐくまれ、「相談」
を通じ、希望ある未来の助産師育成へのサポートの場となり
ました。そして、女性の各ライフサイクルに寄り添い支援す
る助産師を身近に感じてもらえる機会になりました。
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と　き　平成30年10月20日（土）
ところ　北海道看護協会
看護師職能委員会Ⅰ　則川　陽子

平成30年度退院支援に
関する交流会報告

T
2
OPICS

前田講師会場の様子

　平成30年10月20日（土）、北海道看護協会で退院支援に関
する交流会が開催されました。退院支援における病棟看護師
の役割を再認識し、看護実践に生かすことができる。倫理的
視点を大切にして退院支援・家族支援を考えることができ
る。この2つを目的に、201名が参加しました。
　前半は、天使大学看護栄養学部看護学科講師の前田朝子氏
から、「退院支援における病棟看護師の役割を考える」～お家
へ帰ろう！に寄り添う看護～の講演がありました。退院支援
が必要な背景、退院支援の課題、倫理的視点で考える退院支
援・退院調整の3段階プロセスについて、3つの内容でした。
看護倫理と看護ケア、看護倫理の側面、看護倫理の基本とは
何であるかを、改めて考える機会となりました。また、看護師
として自らのありよう・態度について終始問われる機会にも
なりました。
　後半は、4～5名でのグループワークを行いました。他施設
の情報交換や悩みを共有すること、課題が明確となり解決の
糸口をつかむことができました。講師の前田朝子氏にも参加
していただき、互いに積極的な話し合いから活発なグループ
ワークとなりました。
　交流会終了後のアンケート（回答率96.5％）では、参加目

的の達成度は95％を超え、今後の課題や方向性の整理・自分
自身の振り返りもできたと95％以上の回答がありました。
短時間でも習得度は高く、参加して良かった、日々の看護の
大切さを知った、毎日実践している看護の意味がわかった、
役に立った、楽しかったと好評でした。参加者の肺腑を衝く
講演であったことから、再企画を望む意見が多くありまし
た。来年度は病棟看護のみではなく、外来・在宅看護について
の企画を検討中です。
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チェック」「ヘモグロビン測定」などの実施を行い好評に終える
ことができました。
　12月15日に医療安全交流会を開催し、「高齢者の倫理と医療
安全」について、老人専門看護師で緩和ケア認定看護師でもある
三浦直子先生と、済生会小樽病院　医療安全管理者の笹山貴司
先生にご講演を頂く予定です。今後ますます増加する高齢者の
医療事故防止と、倫理について考える機会となることを願って
おります。

支部報告 教育委員長　小野寺　こず恵道南南支部

支部報告 看護師職能委員長　吉田　早苗道南北支部

支部報告 副支部長　阿部　純子小樽支部

　平成30年10月6日（土）北海道立江差病院認知症看護認定看
護師の薄田珠緖先生をお招きし「認知症高齢者ケア」研修会を開
催しました。研修目的を、認知症高齢者の支援に関する最新の知
識と技術を習得し、具体的支援ができる能力を育成するとし、
37名が参加しました。
　午前中は、高齢化の現状、高齢者の特徴を再確認したうえで、
認知症の中核症状とBPSDについての講義でした。高齢化社会の
今、認知症患者の理解は、看護を行う私達にとって切り離せない
ことです。基本的知識を習得し、自己の学びを深めることで、正

しい認知症高齢者の理解につながることを実感しました。午後
は、グループでの事例検討でした。現場の中でよく経験する事例
であったため、積極的な話し合いがなされ有意義な意見交換が
行われました。参加者からは、「今後の患者への関わりに生かせ
る」「学びの多い研修会であった」という声を聴くことが出来ま
した。
　即現場に活かせるような身近な事例を盛り込んだ内容であっ
たため、困っていたことや不安な点を払拭できる研修会でした。

　11月9日、函館市にある高橋清仁クリニック看護部長　尾坂
淑子先生を講師にお招きし、道南北支部三職能集会を開催しま
した。 
　胆振東部地震の影響で一時は開催が延期となりましたが、当
日は「地域連携・多職種連携を意識した糖尿病性腎症重症化予防
の取り組み」をテーマに、看護師、保健師、栄養士など35名の参
加がありました。
　講演の中では具体的な事例紹介や、医療機関から在宅への移
行や専門医で急性期治療を終えて地元の病院へ戻る際の難しさ
や連携の重要さを問題提起して頂き、ディスカッションしまし
た。
　医療機関と保健師のその地域にあった連携の工夫が必要であ
ると改めて感じ、今後の関わりに活かしていきたいと思いまし
た。

　小樽支部は、9月1日に小樽後志合同会員懇談会を開催し、53
名の参加がありました。講義後のグループワークでは、「専門職
として『病院』の枠を超えてできる事は何か」をテーマに意見交
換を行いました。多職種連携や地域との連携の必要性を改めて
認識し、外来部門との連携についての意見が聞かれました。10
月には、市内の医師会や歯科分野、リハビリ分野などの多職種と
共に、地域住民がいきいきと健康に過ごしてもらうことを目的
に「いきいき健康まつり」を開催し、当支部では、「ストレス
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支部報告 広報委員長　大坂　美喜子札幌第1支部

支部報告 教育委員　小野寺　美希子札幌第2支部

　11月17日（土）に、「対人関係を良好にするには」をテーマに、
小松明広先生の講演会を開催しました。昨年度、働き続けられる
職場づくり推進委員会にてアンケート調査し、長く勤務してい
る理由の一番多い回答「人間関係が良い」という項目に着目し今
回の開催となりました。
　まず、「人間関係の役割は、相手を評価する事ではなく、無限に
在る在り方から自分の在り方を選ぶためにある」と話され、相手
がどうかを考えるよりも自分の行動をどうすべきかを考え工夫
する大切さを学びました。また、「感謝すること」の重要性につい
てもお話があり、「無条件の感謝」を日々実践していきたいと思
いました。
　96名の参加があり、アンケートにて「理解できた」「まあまあ
理解できた」の回答が100％だったことから、皆さんにわかりや
すく実践に生かせる内容でした。また、自由記載の内容も「もっ
と話を聞きたかった」「職場でもプライベートでも活用できる」

などの意見が多くあり、今後活用していける講演会となりまし
た。

　平成30年9月13日と14日の二日間にわたり「看護管理者育成
研修」を開催しました。この研修は北海道委託事業として、副看
護師長・主任・師長補佐の任にある方を対象に企画されておりま
す。毎年、受講希望者が多く、今年度も全道から69名の方が参加
予定でした。しかし、9月6日の北海道胆振東部地震の影響によ
り、5名の方が残念ながら欠席となりました。
　研修1日目は、手稲渓仁会病院の田中いずみ先生による「看護
の動向」「看護管理の基本」と、札幌西円山病院の浪岡まさみ先生
による「スタッフ育成」の講義、2日目は札幌医科大学附属病院の
菊池知美先生による
「師長補佐の役割と実
際」に関する講義とグ
ループワークを行いま
した。参加者は、師長補
佐として、日々、現場で
悩みを抱えている人が
ほとんどで、真剣に講
義を聞き、学びを深め
ておりました。

　2日目のグループワークでは、自己の課題を基に、助言者から
アドバイスを受けながら、師長補佐として今後どのように取り
組んでいくかということを話し合い、自己の課題や役割を明確
にすることに結びつけておりました。研修の最後には、全体会を
設け、各グループが検討し
た内容を発表したことで、
多くの学びを共有するこ
とができました。
　参加者は、人材育成、業
務改善、スタッフや看護師
長との人間関係構築力な
ど、多様な課題を抱えてい
ましたが、講義やグループ
ワークを通して、具体的に
どのように行動すべきか
を考える機会となり、有意
義な二日間であったと話
されていました。

支部報告 看護師職能委員長　小口　愛子後志支部
　後志支部看護師職能委員会では、平成30年8月18日（土）JA北
海道厚生連倶知安厚生病院、緩和ケア認定看護師　荒井広子氏
を講師に招き、「その人らしい最期を迎えるための家族支援」を
テーマに研修会を開催し、病院、施設から看護職員以外にも介護
福祉士、看護助手の方を含め、33名の参加がありました。

　研修会では荒井
氏より「終末期患者
家族のニーズ、家族
看護として大切な
こと」など、わかり
やすく講義して頂
き、参加者からは「患
者・家族のケアに携
わる大切さを改め

て感じた」「家族の
方の心理状況を考
えるきっかけに
なった」と沢山の良
い意見を頂きまし
た。
　講演後はグルー
プワークを行い、多
職種の方とそれぞ
れの施設の現状や
今後関わっていく
ことなど話し合い、
有意義な時間を過
ごしました。
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支部報告 教育委員会　岡本　幹子南空知支部

支部報告 保健師職能委員長　鈴木　久枝北空知支部

平成30年度支部担当研修会、看護研究発表会を終えて
　南空知支部では、9月27日、28日と2日間にわたり支部担当研
修、10月28日に看護研究発表会を開催しました。
　支部担当研修会では、「臨床の中の看護倫理」と題し、北海道医
療大学名誉教授　石垣靖子先生をお迎えしました。日々の業務
の中でおろそかになりがちな、『人を尊重する、人を大事にする』
という看護の初心にもどれたお話でした。参加者は44名、他支
部からの参加があり、アンケート結果から「わかりやすい講義
で、今後のケアに活かしたい」「石垣先生の講義は穏やかで、エネ
ルギーがあり感動」という感想があり好評でした。
　看護研究発表会では、演題は12題、参加施設10施設、144名の
参加でした。質疑応答や終了後の後見室での意見交換も活発で

した。改めて日々の看護を振り返る機会となりました。

　平成30年11月3日（土）に、保
健師職能交流会を実施しまし
た。講師にアンガーマネジメン
トファシリテーターの杉本泰子
氏をお招きし、「怒りの感情と上
手につきあうためのアンガーマ
ネジメント～仕事、家庭、子育て
など、イライラしないためのヒント～」と題し研修を行い、24名
の参加がありました。
　「怒り」の感情は身を守る「防衛感情」であり、対象が「怒り」の
感情を表している時は、追い詰められていると捉えて対応する
こと、「怒り」の奥の真の感情を理解し、対象者へ寄り添う大切さ
と、自分自身の「怒りの傾向」を踏まえて対処すること等、怒りに

振り回されない具体的方法を学びました。研修を通し、仕事や人
間関係、子育て等、多くの場面で実践できるノウハウを知る機会
となりました。
　交流会では、参加者のアンガーマネジメント診断を踏まえ活
発な意見交換の場となり、有意義な時間を過ごすことができま
した。

支部報告 看護師職能委員委員長　三浦　陸子札幌第4支部
　平成30年10月6日（土）看護師職能講演会を札幌サンプラザ
にて開催しました。「外来も病棟も学ぼう！退院支援の基礎」を
テーマに市立札幌病院　地域連携センター　退院調整専従看護
師の相澤友子先生に講師をお願いしました。
　講演内容は、退院支援と退院調整における病棟看護師と退院
調整看護師の役割とは何か、患者を時間軸でみたとき、入退院を
繰り返しながら少しずつ自立度が下がっていくことを理解する

こと、退院支援アセスメントの３つの柱（病状の理解と捉え、医
学管理上の問題、生活介護上の課題）を事例紹介を交えて解説さ
れ、とても分かりやすく学ぶことができました。最後に、講師が
調整した患者家族からの生の声として「家に帰してくれてあり
がとう」など、多くの声を紹介され、患者家族の想いに寄り添う
大切さを改めて感じる講演会となりました。

支部報告 教育委員長　　大場　朝宏札幌第3支部
　2018年10月11日・12日、北海道看護協会にて「看護過程と看
護記録」研修会を開催しました。毎年定員を超える数の参加希望
があり、昨年はグループワーク
の人数や助言者を増やして対応
しましたが、今年は定員40名で
制限しグループワークの質を優
先する形で開催しました。
　初日基調講義は、北海道科学
大学の武田かおり先生から、現
場で敬遠されやすい看護過程に
ついて実際の記録事情を踏まえ
ながらお話し頂き、参加者の反

応は自施設に活かせる内容だったと大変好評でした。グループ
ワークでは、他施設の事情や問題解決にむけてのさまざまな意
見交換が行われました。慢性期看護や在宅看護に於いては個別
性を重視したアセスメント、看護計画立案、記録に対しての難し
さの意見もあり現
状を知るとともに
とても参考になっ
た研修会になりま
した。次年度も開催
予定ですので是非
ご参加下さい。
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支部報告 第二副支部長　髙塚　富士美日高支部
　日高支部は、9月29日（土）に支部担当研修会を行いました。
　午前中は、日高支部　澤田支部長より「看護の動向」として看
護職を取りまく地域社会の動きの講義を受け、地域包括ケアシ
ステムにおける私達の期待される役割を再認識しました。午後
からは「口から食べるを支える」と題し、摂食嚥下障害の実際と
診かたについて浦河赤十字病院言語聴覚士の垣谷優子氏の講演
を行いました。実際の事例を通してわかりやすくご講演いただ
き、参加者からは「医師や看護師だけでなく多職種と連携して患
者の「食べたい」という気持ちに沿って叶えられるように介入す
ることが重要と感じた」という声が聞かれました。
　この研修には、会員・非会員を含め41名が参加し、前回の研修
と同じく看護職だけでなく医療・介護関係者が多く参加してい

ました。日高支部はこれからも地域の特性を活かし、看護職はも
ちろんのこと医療・介護関係者の方々の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１副支部長　小澄　悦子苫小牧支部
　苫小牧支部では、9月1日（土）に江別市立病院老人看護専門看
護師の山下いずみ先生をお招きし、支部担当研修会として「認知
症看護研修会」を77名の参加で行いました。研修会では、認知症
の基礎、コミュニケーション方法、認知症患者と家族のアセスメ
ントとケアの方法について学びました。認知症看護は関心が高
く、幅広く学びたいという要望に応え、昨年と内容を変えたとこ
ろ定員を上回る参加がありました。出来る力を伸ばす、自主性を
大事にすることなど、今後に活かしたいと好評でした。
　また、同日に保健師職能集会が開催され、札幌学院大学心理学
部の村澤和多里教授よる「イマドキの若者とのコミュニケー
ション」をテーマにした講演を企画しました。アニメを用いたわ
かりやすい説明が好評でした。「若者の理解につながった」「若年

妊婦や引きこもりの支援に役立てたい」などの感想が聞かれま
した。今後もニーズに沿った運営を行いたいと思います。

支部報告 広報出版委員　遠藤　隆一室蘭支部
　北海道看護協会事業計画から、地域ケアサービスの実施及び
推進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業のうち、高
齢者及び認知症支援のための看護職連携等推進事業の一環とし
て、9月1日に住民フォーラム、10月27日に地域包括ケア看護職
等ネットワーク強化研修が、蓬崍殿で開催されました。
　住民フォーラムでは終活をテーマとし、独居者の多い地域の
現状や、最期の時に本人の意向を知らない家族らの悩みなどを
踏まえ、事例を通し自分らしい最期を迎えることはどういうこ
とかを考えるきっかけとなりました。また、終活ノートの中を見
ると、自分のためにも残される周囲の人のためにも大切な意思
表示のツールであると思いました。
　翌月に開催された強化研修では食をテーマとし、食の重要性

と高齢者及び認知症者への食事介助の基礎知識を学び、多職種
間の意見交換を通して連携を深める機会となりました。
　食事摂取への取り組みでは、病院施設と病院外施設それぞれ
に特徴があり、そこには看護師のみではなく栄養士、介護士、言
語聴覚士などさまざまな職種が連携することで可能になる取り
組みがありました。
　今後ますます病院以外で看取る環境が整備されるとともに、
本人家族が望む看取りを実現することが医療・介護に求められ
ていくと感じました。
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支部報告 元支部長　石坂　直子留萌支部
　留萌支部は、去る12月8日に季節外れの吹雪の中支部大会を
終えました。
　新支部長は留萌市立病院の茂木看護部長で、1年10カ月ぶり
の再登板です。支部長の輪番は「留萌市立4年・道立羽幌2年・保
健師職2年」でしたが、道立病院の縮小に伴い、この度「留萌市立
6年・保健師職２年」に変更する事で合意に至りました（6年後に
どこの保健師が支部長になるかが、留萌支部の新たな2025年問
題となりました）。また、支部予算の有効活用も課題です。そもそ
も節約志向（15年前に私がノコギリで1/2に切った鉛筆を今年
の支部大会でも使っていてビックリ( ﾟДﾟ) ！）で、会議・研修も

病院・公共施設を使うため会場費も
さほどかからず、メールやLINEで
やりとりするので委員会の開催数
も減っています。
　次年度にむけて潤沢な支部予算
を研修等公益事業に有効活用する
方策の検討や、民間病院の会員も参
加しやすいよう研修の日
曜開催等にひきつづき取
組む予定です。

支部報告 広報委員会　吉野　友絵上川北支部
上川北支部後期事業報告

9月15日（土）支部担当研修会を開催　参加者30名
テーマ：明日からの実践が変わる‼　認定看護師による参加者

のニーズに合わせたブース別講義・実技研修
　参加者には「精神看護」「手術看護」「緩和ケア」「感染管理」「皮
膚・排泄ケア」「がん化学療法看護」「脳卒中リハビリテーション
看護」「摂食・嚥下障害看護」の8分野から事前に受講希望を取り、
各分野の認定看護師による講義形式で研修会を実施しました。
参加者が自分のニーズに合わせて講義を選択し受講できること
で、患者理解を深め個々の看護を振り返る機会になりました。
　また、実践に活かせる内容が盛りだくさんの研修会で参加者
からも好評でした。

10月28日（日）三職能委員会・名寄市立大学共催セミナー
参加者　136名（一般の方も含む）内会員33名
テーマ：「支える側が支えられるときー認知症の母が教えてくれ

たこと」
　詩人・児童文学作家の藤川幸之助氏の講演会を開催しました。
　藤川氏は亡き父親から認知症の母の介護を託された24年間
を振り返り母と向き合い・寄り添うことで命に向き合えたと感
じ、自分がいなければ何もできないと
思っていた母に色々なことを教えられ、
支えられていたことに気づいた体験を
詩の朗読を交えながらの講演でした。現
在介護をされている方に少しでも自分
だけではないと思って頂きたいとメッ
セージを送られ、詩を書かれた時の思い
出や感情を語り会場が笑いと涙に包ま
れた講演会でした。

11月10日（土）働き続けられる職場づくり推進委員会研修会
参加者　33名（内会員25名）
テーマ：「心のメンテナンスしてみませんか」～アンガーマネジ

メントを取り入れて感情をコントロール～
　日本アンガーマネジメント協会の田之畑　慶子氏を講師に迎
え働きやすい職場づくりのためのアンガーマネジメントの講演
会を開催しました。アンガーマネジメントとは、怒りと上手に付
き合うための心理トレーニングである。
　怒りの感情や問題となる怒りの発生メカニズムを知り、衝動・
思考・行動コントロールの３つをトレーニングし怒る必要のな
いことは怒らないようにするという目的達成のトレーニングを
学びました。
　アンガーマネジメントを意識したトレーニングに取り組み、
自己の感情コントロールを分析しトレーニングを継続すること
で、スタッフ全員で職場環境の改善に向けた取り組みや離職率
の減少などに繋げられると思える講演でした。

今後の事業予定
　＊上川北支部大会＜平成31年2月16日＞
　＊上川北支部看護研究発表会＜平成31年2月16日支部大会後＞
　　以上で平成30年度の支部事業が終了となります。

支部報告 看護師職能委員　長谷川　とみ子上川南支部
　上川南支部では『せん妄ケアと患者の意思表明への支援』を
テーマに９月８日、江別市立病院に勤務されている老人看護専
門看護師の山下いずみ先生を迎え、看護師研修会を予定してい
ました。しかし９月６日に発生した北海道胆振東部地震の影響
により研修会が開催できず、改めて11月24日に行いました。参
加者は再開催にもかかわらず、94名の参加をいただき盛況な研
修会となりました。
　内容は、Ⅰ．高齢者の特徴、Ⅱ．せん妄ケアの基礎知識、Ⅲ．せん
妄ケアと意思表明への支援、Ⅳ．高齢者と家族の意向に沿った意

思決定支援と幅広いものでし
た。参加者からは「意思決定の
大切さ、丁寧なかかわりの大
切さを学びました。」「リアリ
ティーオリエンテーションな
どを活かし、明日から実践し
ていこうと思います。」などの
声をいただき、学びの多い時
間を過ごすことができました。

フットケア研修
泡で簡単に足浴、
超気持ちイイ！！
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支部報告 助産師職能委員長　玉舘　愛子十勝支部
　平成30年9月29日に保健師助産師職能交流集会「発達を促す
=発達障害予防のための保健指導～保健師・助産師から伝えて
ほしいこと～」をテーマに加藤靜恵様を講師として開催されま
した。保健師44名、助産師15名、看護師2名、その他3名の参加が
あり、子供の遊びと成長発達の関係か
ら母子への支援としてすぐに実践で
きるものが多くあり、大変興味深い内
容の講演でした。
　出前講座として、昨年度までは十勝
管内の高校生を対象とした性教育を
実施してきました。しかし、15歳以下

の若年妊娠および人工中絶もみられてい
る現状があることや管内の中学校からの
依頼もあり、今年度は中学生を対象とし
ました。年々、性に関する問題が複雑化し
てきています。思春期の学生たちが生命
の尊さや自己と他者を大切にすることの
必要性などを知り、自尊心を持って自ら
のセクシャリティを自己管理すること
で、責任ある性行動の選択ができるよう、
これからも思春期保健活動の推進にも力
を入れていきたいと考えています。

支部報告 支部長　小林　順子遠紋支部
　遠紋支部では平成30年8月5日、「地域包括ケアシステムの推
進に向けた看護の連携」をテーマに管理者懇談会を開催しまし
た。午前は北海道看護協会　荒木美枝専務理事による「看護の動
向」の講義を聞き、看護を取り巻く環境が刻々と変化しているこ
とを実感し、将来を見据え、看護職がどうあるべきかを考える機
会になりました。
　午後のパネルディスカッションでは、一事例を通し、訪問看護
師、地域のケアマネジャー、病院看護師がそれぞれの立場からど
う考え、どう関わったかについて情報提供されました。事例は
「できる限り最期まで自宅で過ごしたい」との願いがある方で、
願いの実現に向けた思いが伝わり、胸が熱くなりました。グルー
プワークは、各施設の現状や今後の課題などを話し合いました

が、パネラーの方々の熱意を受け継ぐかのように、とても活発な
討議がされていました。懇談会を通し、現場に戻りなにをすべき
かを考える機会となり、地域の連携が一歩深まる一日になりま
した。

支部報告 広報委員長　成瀬　知也北網支部
平成30年度　医療安全管理者交流会・会員懇談会

　8月25日に開催された北網支部の医療安全管理者交流会・会
員懇談会に参加し、講義、他施設の方との交流から多くの事を学
ぶことができました。
　医療安全ではリスク感性の醸成に向け職員への動機付けが必
要であること、情報交換や知識の共有を図るために医療機関同
士のネットワーク作りをしていくことが重要であると学びまし
た。
　会員懇談会では看護の動向から地域包括ケアが求められるこ
と、地域の課題としては医療と在宅との連携、そのための環境整
備が必要であることを学びました。継続看護を提供するために

は予防段階からの介入が重要であり、外来受診時に必要な介護
支援のアセスメントを行い、地域包括支援センターと連携する
などネットワークを構築していく事が必要となります。地域包
括ケアの実現に向け多職種との連携、自部署の役割を改めて考
える機会となりました。　   （文責：道立北見病院　西内今日子）

支部報告 副支部長　鈴木　貴美子稚内支部
平成30年度働き続けられる職場づくり

推進委員会研修会に参加して
　この委員会では、委員会の名前の通り、看護職の方々が心身と
もに健康で働きつづけられるよう活動しています。活動の中に
年に1度、研修会を開催しています。暴言・暴力やWLB、禁煙対策
など講演していただいていました。しかし、最近では、ストレッ
チやヨガといった、リラクゼーションや体力づくりで参加型が
好まれる傾向があります。今年度の研修も、参加型でインストラ
クターに来ていただき、ズンバを行いました。日頃、そのような
ところに通い汗を流されている方は、ノリノリでリズムを刻ん

でいましたが、ラジオ体操で筋力低下をかろうじてとどめよう
と必死な私は、若い頃とは違う自分を思い知らされました。で
も、インストラクターが何度か来ていただいている方でアット
ホームな雰囲気で行われました。他にも、日頃活用できそうなス
トレッチもあり、日常で取り入れられそうなものはやってみよ
うと思っています。また、参加者の終了後のアンケートでは、ま
た参加型タイプの研修を希望される方が多くいらっしゃいまし
た。この委員を長く続けてきた私ですが、今年違う役割についた
けど、今後も参加したいと思っています。機会があったら皆さん
もご参加ください。
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根室支部　支部長　川村　紀代美
　根室市は、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」に参加させていただきまし
た。この事業をとおし、看護職のみならず行政も含め情
報交換を実施することで地域の問題点や課題を明確に
することができました。これらを踏まえ、行政と看護職
及び他職種が連携しながら活動し住民が安心して暮ら
せる体制づくりを目指すことを目標にし、①年1回講演
会・市民向けフォーラムを開催し市民が様々なサービス
や団体を理解し活用できるようにする。②看護職ネット
ワーク事業の開催として研修会及び事例検討会の実施
や連携シートの作成などに取り組むこととしました。医
療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、
地域における医療と介護の関係機関の連携を推進する
目的で、平成30年より根室市が在宅医療介護連携推進
事業を実施することになりました。これを契機に、在宅
医療介護連携推進事業の中で活動することとしました。
構成メンバーは、医療関係、看護関係、介護関係、行政関
係・事務局の18名で、2ヵ月に1度会議を開催していま
す。活動内容として、医療介護関係者対象の研修会を「人
と認知症と向き合うということ」というテーマで、グ
ループホームアウル総合施設長である宮崎直人氏を講

師に迎え開催しています。参加者は、80名と多くの多職
種の方が参加され有意義な研修会となりました。在宅医
療・介護資源の把握の取組みとして、地域資源見える化
マップを作成し、パソコンやスマートフォン等から安易
にアクセスできるようにし情報の共有を図っています。
また看護職のネットワーク強化として、医療・介護が必
要な住民を対象とした情報ツールのひとつとして、釧路
市で活用している「つながり手帳」を参考に平成31年度
4月から活用出来るように現在、内容や運用方法につい
て検討しています。

　本事業に参加したことで、地域で働く看護職の顔の見
える関係づくりができ、看看連携が強化されたと実感し
ています。根室管内においても、高齢化の進行を踏まえ、
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる
よう、医療と介護が連携した地域包括ケアシステム構築
が必要です。今後も、地域の
特性にあわせて、看護職が
連携をとりながら役割を果
たし、切れ目ない看護が提
供できるよう活動していき
たいと考えています。

「地域包括ケアシステムに向けた
現在の活動内容について」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

支部報告 支部長　川村　紀代美根室支部
　看護師職能・働き続けられる職場づくり推進委員合同研修会
を10月6日（土）町立中標津病院にて開催しました。テーマは「キ
ズの治療から学ぶ、ドラッカーのマネジメント・医療現場編」と
して、さっぽろキズケア・アンチエイジング研究所　小浦場　祥
夫氏を講師として迎え開催しました。参加者は40名で多くの会
員の方が受講し、アンケート結果から「マネジメントを通して
チーム医療を考える機会となった」「創傷治癒とドラッカーのマ
ネジメントを結び付けた講演はとてもわかりやすかった」「情報
を共有するだけではなく、関わりを重視してコミュニケーショ
ンをとることで、自分達や患者の意欲につながることが理解で
きました」等とても好評でした。今回初めて合同研修会を実施

し、運用方法などメリットが多くあり次年度も合同で取り組ん
でいきたいと考えています。施設間交流事業は30名の会員の参
加があり、「他院での現状を知ることができ自施設での取り組み
活かせる内容が多く充実した研修であった。同じ悩みも共有で
き良かった」「多施設との交流ができリフレッシュにもつながっ
た」と好評でした。
　今後の事業として平成31年2月2日（土）支部大会・大会終了後
に独自研修会を開催予定となっております。根室支部の目標会
員数300人を303人（9月末）となり目標は達成できていますが、
入会率は42.7%と全体の50.4%より低いため、今後も加入促進
に努め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　長沼　ひとみ釧路支部
　9月2日に「釧路町健康福祉フェスティバル」に参加しました。
スキンケアレクチャーと手洗い体験には、幅広い年齢層の参加
がありました。9月15日に開催した支部研修「終末期を迎える患
者・家族への退院支援と看護職の役割を学ぶ」では60名の参加
があり、講義やグループワークを通し「学びになった、共感でき
た」という声が聞かれ、今後増えていく、在宅看取りに必要な知
識を得ることができました。9月25日には「高校生1日看護師体
験」を実施しました。9施設の協力を得て、8校から85名の参加が
あり、笑顔でケアに携わる看護師の姿に「看護の仕事に憧れを感
じた」という感想が聞かれました。10月21日は「釧路市健康まつ
り」に参加し、「こどもに起こりやすい事故の予防と手当」をテー
マにパネルで提示し、説明に耳を傾けていただきました。こども
の災害への備えに関心が高く、200名を超える来場者がありま

した。11月17日は看護研究合同発表会を開催し、102名の参加
でした。口演9題、示説7題が発表され、急性期から終末期、医療
と介護の連携など演題は多岐にわたり、参加者は熱心に発表を
聞いていました。
〈今後の活動計画〉
Ｈ31年2月16日：
三職能合同集会・釧路支部大会

SeriesSeries②②シリーズ
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と　き　平成30年10月27日（土）
ところ　北海道看護協会
看護師職能委員会Ⅱ

山口　敏幸

平成30年度
在宅・介護保険施設等で働く
看護職の交流会報告

　今回の交流会は①他者の看護経験から自己の看護課題を
考える。②他者の経験から在宅・地域における看護課題を学
ぶ機会とする。③互いの看護経験を共有し、他職種が交流す
る機会とすることを目的に開催しました。参加者は、介護福
祉士2名、介護支援専門員1名を含む108名でした。
　午前の基調講演では、有限会社ホットケアセンター・複合
型小規模多機能　ほっとの家　代表取締役山田優子先生に
『住み慣れた地域で生きる』を支える看護のあり方を考える
～看護小規模多機能型居宅介護支援事業所における取り組
みを通して～と題して、地域包括支援ケアシステムにおける
看護の役割や、ご自身が代表を務められている事業内容につ
いて、とくに訪問看護・看護小規模多機能型居宅介護支援事
業所での、人員・経費・工夫している事・課題など経営・運営の
面から具体的な内容を含めて講義をして頂きました。
　午後からは交流会では初の試みとなる、実践報告会を行な
いました。テーマは決めずに募集しましたが「看取り他」「他
職種連携」のテーマで２会場に分け計18演題の報告があり
ました。
　それぞれの会場で「看取り他」「他職種連携」の実践報告が

ありました。看取りについては、施設内での職員の連携やカ
ンファレンス・医療型障害児施設からは医療的ケア児への在
宅支援として短期入所事業の取り組みについて報告があり
ました。他職種連携については終末期ケアの実現に向けた事
例やデスカンファレンス・認知症のある高齢者への在宅支援
での他職種連携について報告がありました。参加者から、
日々同じ課題を抱えるものとし活発な質疑応答がされまし
た。
　今年度の交流会は、
実践報告の件数も多
く、研修後のアンケー
トでは「参考になった」
と回答して頂いた方が
80.7％でした。次年度
も活発な交流会になる
ようにしていきたいと
思います。
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と　き　平成30年12月1日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成30年度 高齢者ケア施設の
看護管理者交流会報告

T
4
OPICS

　6年に一度の診療報酬および介護報酬の同時改定が行われ
た今年度の交流会は、施設を問わず看護職全体に在宅看護の
視点や実践能力が求められていることから、基調講演の対象
者を会員施設の看護管理者に広げました。昨年に引き続き、
基調講演は社会福祉法人練馬区社会福祉事業団富士見台特
別養護老人ホーム施設長海老根典子を講師に「『高齢者施設
における看護管理者のマネジメント』～医療・介護サービス
提供における多職種連携を中心に～」についてお話していた
だきました。高齢者ケア施設だけでなく、病院や訪問看護ス
テーションからも参加
があり、全プログラム
参加75名・基調講演の
み36名でした。
　午後からは「多職種
連携における看護管理
者の役割と課題につい
て」をテーマとして、個
人ワークは、自施設の
組織図・多職種表・看護
職員介護職員等ケアの

連携・多職種チームの形成チェックから自施設の多職種連携
に係る課題の抽出を行いました。その後のグループワークで
カテゴリーごとに整理し、課題を共有し、連携・コミュニケー
ションを発展させるための対策について意見交換をしまし
た。
　最後に、多職種連携強化のために私が取り組むことについ
ては、「人の話をよく聴くことからはじめる」「3か月以内にカ
ンファレンスを通して情報共有を開始する」「良いところに
も目を向け来年度には形にしたい」など発表がありました。
　海老根講師より「コミュニケーションは、難しいが日々当
たり前の事、お互いに尊重し合う。私も人だし相手も人だか
ら話せばわかる。相手がわかるように伝えられていえるか、
自分を振り返ること
は必要と思う。みなさ
んの力が重要である
ので、明日からまた頑
張ってほしいと思
う。」との激励をいた
だきました。

海老根講師

山根講師

グループワークの様子
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 　　　  ＜ランチョンセミナー＞セミナー券（お弁当付）は当日
朝に配布します。

 　　　  セミナー券をお持ちでない方も、セミナー会場への入
場・セミナー聴講ができます。

（5） 参加申込み　　2月頃、各施設の看護管理者宛にご案内します。
（6） 参   加   費

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

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

学会の基調講演、発表演題、ランチョンセミナー等の詳細は、決まり次第ホームページに公開していきます。

会員 
非会員
学生 ※1

3,000円
4,500円
1,500円

事前参加費 当日参加費

4,000円
6,000円
1,500円

区分
参加費

　2018年度会員の方には、2019年度北海道看護協会教育研修計画（冊子）を2月下旬までにお届けします。2019年度、新規入会手続きが完了された方へは、
随時、お届けします。
　3月1日より2019年度研修会の募集を開始します。応募時点で会員手続きが完了していない場合には、非会員価格となります。早めに会員手続きをお済ま
せください。

●研修応募期間 Ⅰ期（3月1日～ 15日） ※開催期間や、応募期間にご注意ください。
　 講師名（開催要領で確認可能）、申込状況、受講決定通知状況等については、随時ホームページに掲載いたします。

2 2019年度 北海道看護協会教育研修計画等について

医療安全管理者養成

※本研修は、社会保険診療報酬「医療安
全対策加算」算定要件内の「医療安全
対策に係る適切な研修」に該当する。
※全日程・全プログラムを受講した者に
修了証を発行し、遅刻・早退は認めら
れないものとする。

論理的思考―論理的文書の作成―（第１回）

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～

現場に活かせるリスクマネジメント
基礎編
～ KYTでリスク感性を高めよう～

＜看護研究シリーズ1＞
さぁ！はじめよう看護研究‐
研究計画書のつくり方‐
※札幌会場発信による通信研修

＜看護研究シリーズ2＞
看護研究に使える統計学

退院支援の基礎知識

※札幌会場発信による通信研修

認知症ケア
-対象者を深く理解するために-
※札幌会場発信による通信研修

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

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

・ファーストレベル・セカンドレベル・サー
ドレベルの受講を予定している者(推奨）
・論文作成に興味、関心がある者（保・助・看）

・300床以下の中小規模病院、高齢者介護
施設、訪問看護ステーションで勤務し、
JNAクリニカルラダーを活用して所属施
設のキャリアラダーの見直し、または、導
入する予定の看護師長または教育担当者
・各施設2名まで
・全日程参加できる方

・自部署において医療安全の役割を担う者
・保健師・助産師・看護師・准看護師
※研修申込時、1回目、2回目、3回目は選
択できない

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

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

保健師・助産師・看護師・准看護師

保健師・助産師・看護師・准看護師

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

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

【看護師のクリニカルラダー (日本看護協会版）について】
【JNAクリニカルラダーを活用したキャリアラダーの
取り組み・施設内教育について】　
【JNAクリニカルラダーを活用した自施設の
キャリアラダーの作成について】
【JNAクリニカルラダーを活用した自施設の
キャリアラダーの取り組み報告について】

【医療安全の動向】
【マネジメントプロセス～日常に潜むリスクを予知する】　

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

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

【退院支援・退院調整】【医療連携について】

【高齢者の特徴】【認知症患者の特徴】【せん妄について】
【高齢者の特徴を踏まえたケアの視点】【認知症患者の家族へのケア】
【認知症の人を捉える視点と関わりのあり方】
【病院・施設・在宅での取り組み】

4/15
〜
4/20

4/21

5/20
〜
5/21
9/7

5/27
〜
5/28

6/4
〜
6/5

6/7

6/12

100

150

60

各100

200

50

30

100

200
50
30
30
250
50
30
30

研修会名開催期間 定員（名） 対象 内容等

札幌会場

旭川会場

函館会場

札幌会場
旭川会場
釧路会場
函館会場
札幌会場
旭川会場
釧路会場
函館会場

5/23
（1回目）
5/24

（2回目）
7/24

（3回目）

（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
（4） プログラム　  基調講演、口演発表、示説発表、交流セッション、ラン

チョンセミナー、企業展示
 　　　  ＜新企画＞　交流セッション　3題
  　　　  1 シミュレーション教育と現場の看護実践 －学びを

循環するために－
 　　　  2 看護連携プロジェクト：患者の生活を支えるシーム

レスな看護提供をめざして
 　　　  3 地域でつながる、めざせ「医療的ケア児支援」の途切

れない看護職ネットワーク作り！
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3 平成30年度 認定看護管理者教育課程サードレベルの受講を終えて

　今年度より、北海道看護協会認定看護管理者教育課程サー
ドレベルが開講し、平成30年10月26日～12月11日の32日間
189.5時間のカリキュラムを終えることができました。第一
期生は29名でスタートし、どんな時もポジティブに、持ち前
の粘り強さと、ロコモ体操で基礎体力づくりを行い、仲間と共
に看護管理能力を高め合うことができました。
　日本の人口構造は大きく変化をし始め、国は、医療と介護の
連携強化や病院医療体制の機能分化、地域包括ケアシステム
を推進しています。トップマネージャーは、こうした政策や動
向を基に地域のヘルスケアニーズを分析し、地域社会におい
て組織的役割を果たすことが求められています。
　このたび、私がサードレベルを受講するにあたり、北海道看
護協会を選択した理由は、集中教育であることが決め手でし
た。日々、現場の看護実践に奮闘している私にとって、集中で
きる環境は何よりも養いの場となりました。また、講師は著明
な方ばかりで、実践内容やバイタリティある行動力は、トップ
マネージャーとしての資質をリアルに感じました。演習では、

4 トピックス研修会のご案内
研修会名　　　未来に向けての看護を考える～「家」に帰りたい、暮らしたいを支える看護～研修会
講　　師　　　株式会社デザインケア　代表取締役　藤野 泰平
開催期日　　　2019年3月16日（土）
応募期間　　　2019年1月28日（月）～ 2月8日（金）
受講対象　　　保健師、助産師、看護師、准看護師

5 2019年度 訪問看護師養成講習会（北海道委託事業）
　訪問看護師養成講習会は、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。そのなかから、今
年度は次の科目が公開講座になりました。
<公開講座>　　
【受講対象】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
【申込方法】＊「申込用紙１」に必要事項を記入のうえ、期間内に

FAXまたは郵送でお申し込みください。
   ＊詳細はホームページでご確認ください。開催要領、

申込用紙はこちらからダウンロードできます。

【日程】＊研修時間は一部を除き、1日（6時間）です。
オリエンテーション：9:25 ～ 9:30
講義：9:30 ～ 16:30（昼休み1時間含む）

6 図書室よりお知らせ
★休室について　蔵書点検・整理：平成31年3月14日（木）～ 3月20日（水）　5日間

医療法人秀友会　札幌秀友会病院
外来看護師長　　赤澤　淑恵

意見交換や課題解決をしていく過程で、仲間との絆はより強
まりました。看護管理実習は、演習期間内であれば、交渉次第
で実習施設と日程を決めることができました。そのため、魅力
ある講師の方々に直接交渉ができ、道外で看護管理実習を行
うことも可能でした。
　これから私たちは、教育課の方々のご指導を引き続き受け、
認定看護管理者認定審査に向けた研修を企画していただいて
おります。この教育課程でできた仲間との絆やネットワーク
は、看護管理者としての原動力となり心の支えとなっていま
す。今後、さらに地域社会に視野を広げ、看護活動を拡充して
いきたいと思います。

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

応募期間

2月15日 ～3月1日

定員

各40名

4/9

4/10

4/11

4/17

4/18

4/19

5/7

5/10

5/13

5/14

5/17

開　催　日 研修No. 講　座　名

1日

1日

1日

0.5日 13:25～16:30

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

訪問看護概論①　－訪問看護の役割と諸制度

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　ー2感染管理

リスクマネジメント論　ー1リスクマネジメント

経管栄養法・中心静脈栄養法／摂食・嚥下障害への援助

コミュニケーション技術（面接技術）

がん看護

認知症の人の看護

精神障がい者の看護

疾患や障がいのある小児の看護

呼吸管理

1講座の研修期間

1日間

資料代

1,000円1)

1) 講座によっては、資料代のほかに、副読本の実費(350円程度)
をご負担いただく場合があります。
該当する講座については、受講決定通知でお知らせします。
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　公益社団法人北海道看護協会では、道内看護職の継続教育の中心的役割を果たせるよう、平成28年3月～30年6月の間
「継続教育のあり方検討委員会」において、「教育理念」「教育方針」「教育枠組み」について検討を行い、これを基に新たな「基
本方針」「研修分類」を定めました。2019年度教育研修計画は、この分類に沿って作成いたします。
　基本方針は、広域な北海道の特性を踏まえ、「支部との有機的連携を強化」から『支部と協働する』に修正します。また、看
護職のキャリア開発支援に、『各職能における必要な能力の指標（看護師のクリニカルラダー等）と連動した継続教育を提
供し』を追加し、それぞれに対応する研修の充実を目指します。

１）北海道の地域特性を踏まえ支部と協働すると共に、日本看護協会との連携のもと、継続教育の質の
向上を図る。

２）日本看護協会「看護の将来ビジョン」の達成に向け、看護の質保証を目的として専門性・実践力の向
上を図る。

３）各職能における必要な能力の指標（看護師のクリニカルラダー等）と連動した継続教育を提供し、
キャリア開発を支援する。

４）保健・医療・福祉のニーズに対応し、社会貢献できる能力の向上を図る。

基本方針

研修分類
１）地域のニーズに応じた看護職の役割発揮を支
援する研修
①臨床の課題解決を目的とした研修
②社会的な役割発揮を意図した研修
　（重点方針・重点事業関連含む）
③診療報酬算定関連の研修（看護管理者向け
除く）

２）教育に関する能力育成を支援する研修
①自己教育・研究能力育成のための研修
②施設内教育担当者育成･支援ための研修
③新人看護職員の教育責任者・担当者育成の
ための研修
④実習指導者育成のための研修
⑤教員の養成・支援のための研修

３）ラダーと連動した継続教育
①保健師の標準的ラダーに対応する研修
②助産師のクリニカルラダーに対応する研修
③看護師のクリニカルラダー (日本看護協会
版)に対応する研修

４）チーム医療・ケア及び多職種連携の推進に資
する研修

５）看護管理者とこれから看護管理を担う人々へ
の看護管理能力向上を支援する研修
①看護管理能力向上を意図した研修
（看護管理者向け診療報酬算定関連含む）

６）資格認定教育
①認定看護管理者教育課程

　　　
７）地域における研修
①支部が担当する研修
②支部が企画する研修
③その他、協働する研修

新たな「継続教育の基本方針と研修分類」になります！
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　この時期は、忘年会・新年会が多くなり寝不足・二日酔
いを経験している方も多いかと思います。飲酒は適量の
場合は「百薬の長」「命の水」と評されますが、過度な飲酒
は健康・社会問題が起こる原因となるため、アルコールと
上手な付き合い方が大切となります。　
　厚生労働省では、「健康日本21」における節度ある適度
な飲酒の定義として、「通常のアルコール代謝能を有する
日本人においては、節度ある適量な飲酒として、1日平均
純アルコールで
20g程度である」
と定めています。
　飲酒は日常生
活でさまざまな
行事と深い関わ

りをもっており、人間関係を円滑にするなど望ましい影
響を与えてくれますが、その効果は適度な飲酒を守るこ
とで初めて得られます。お酒と上手に付き合いながら健
康維持をすすめていきましょう。

【広報出版委員会　記】

と　き　平成30年12月8日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

平成30年度
災害支援ナース交流会報告

T
5
OPICS

茶話会の様子展示コーナー

報告者　飯田さん　小竹さん　長坂さん　　　  金安さん　中村さん　山口さん

　今年度の交流会は9月29日に予
定していましたが、北海道胆振東部
地震の発災による災害支援ナース
派遣のため延期となっていました。
今回の交流会は、「北海道胆振東部
地震における災害支援ナース派遣
を終了して」と題し、報告会、グルー
プワークや活動に関する展示等を
行い、165名が参加しました。北海道看護協会災害対策本部
長である上田順子会長のあいさつに始まり、北海道看護協会
災害支援ナース派遣責任者 長尾教雄事務局長が『今回の災
害支援ナースの派遣について』派遣の根拠、経過や当協会の
動きを報告し、約1ヶ月にわたる避難所における被災者への
支援に謝意を述べました。次に、北海道看護協会荒木美枝専
務理事を座長として、各避難所に派遣された6名の災害支援
ナースから、派遣までの準備、活動の実際や今後の課題等に
ついて報告がありました。あつまスタードームに1陣で派遣
された飯田貴子さんは、病院ではない、患者ではない避難住
民との関わりについて、生活の自立を阻害せず、ケアするこ
とを模索したことや被災者のメンタルケアの難しさととも
に、現地職員や避難者の「居てくれるだけで安心だよ」との声
掛けに自分たちの存在意義を感じたと話されました。厚真総
合福祉センターゆくりに被災後16日目から派遣された小竹
勝子さんは、亜急性期の避難所の状況を捉え、常に「何のため
にするのか」「何を求めているのか」考えていくこと、頑張り
すぎない自己主張しないことも大切と話されました。災害支
援ナースが避難所から撤退の時期に安平町民センターに派
遣された長坂由紀子さんは、どのような支援を継続し、どの
団体に引き継ぐか、現地のニーズをタイムリーに捉えるこ
と、臨機応変に対応することが大切であると話されました。
厚真中央小学校に災害支援ナース第1陣で派遣された金安智

子さんは、台風接近のため1泊延長の事態においても、避難住
民が心身ともに安心できる関わりを目標に活動し、チームが
協力しあうことで支援活動を円滑に進めることができたと
話されました。夜間対応を依頼されたむかわ町四季の館で活
動した中村一世さんは、被災者の心のケアについて、被災さ
れた方が本当の笑顔を取り戻せるよう今後の支援のあり方
を考え、様々な職種が手を取り、被災者に寄り添い続けるこ
とが大切だと話されました。災害支援ナース派遣最終班とし
て厚真町総合福祉センターゆくりでリーダーを努めた山口
敏幸さんは、情報はあらかじめ得るようにしていたが、現地
に派遣されて知ることもあり避難者や他団体等から直接情
報を聞くことが大切なことや災害支援活動は日々進化して
いるため自己研鑚が必要であると話されました。

道民の健康情報 がん予防③「お酒について」
「健康を守るための12の飲酒ルール」
1.飲酒は1日平均2ドリンク（1ドリンク10g以下）。 2.女
性・高齢者は少なめに。 3.赤型体質（少量の飲酒で顔が赤
くなる体質）は少なめに。 4.たまに飲んでも大酒しない。 
5.食事と一緒にゆっくりと。 6.寝酒は極力控える。 7.週に
2日は休肝日。 8.服薬中はノーアルコール。 9.入浴・運動・
仕事前はノーアルコール。 10.妊娠・授乳中はノーアル
コール。 11.依存症者は生涯断酒。 12.定期的に検診を。

長尾局長

　報告会後は、「避難所での災害支援ナースによる活動の実
際について」をテーマに、茶話会形式のグループワークを行
い、実際の派遣活動から学んだこと共有し、災害支援ナース
の役割を考える時間となりました。また、災害派遣の際に災
害支援ナースが現地で作成したポスターや活動記録等の展
示、看護協会の貸出物品や保存食の試食も好評をいただく等
短い時間ではありましたが、有意義な時間を過ごすことがで
きました。
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期　　間：12月4日（火）・5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

期　　間：11月11日（日）
場　　所：東京交通会館（東京都）
主　　催：NPO法人住んでみたい北海道推進会議

第2回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）　報告

北海道暮らしフェア2018　報告

●とても勉強になり、新しい知識や改めて確認できたりと有意義だった。
●一年前に復職された方のお話が大変参考になった。不安がとても大きいのでお話を聞く機会があってよかった。
●技術不足、知識不足は未だ感じていて、不安があるが研修会に出て、看護職として働くイメージが以前よりわいた気がする。

　北海道に移住・交流を希望される方々への就業支援を目的に、NPO法人住んでみたい北海道推進
会議が主催する「北海道暮らしフェア2018」に出展し、個別相談を実施しました。市町村・企業81団
体が参加しました。ナースセンターのブースには、北海道での移住・就業を「単身で検討している」、
「家族で検討している（夫は他職種、夫婦共に看護職）」等、東京都・埼玉県・愛知県在住の5組の方々に
お越しいただきました。また、ナースセンターをPRする貴重な機会となりました。

ナースセンターだより第64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
12

再就業の準備
11

内容に興味があった
810

1年未満
53%

10～ 15年
6%

15年以上
6%

1～ 3年
17%

1　受講背景：受講者数20名

未就業期間
＜研修会の様子＞

講義の風景 スキンケアの実際（演習）

＜相談会の様子＞

再就職への歩み
（研修会修了者、就職した方より）

2　アンケート結果（回収数　17）
①受講動機（複数回答）

3　研修会の感想等（一部抜粋）

役立つ 少し役立つ
2

どちらでもない
015

②今後の就業活動に役立つか （人）

（人）

6 ～ 9年
18%

本人
1,766

代理
1,644

施設からの代行
2,847

合計
6,257

1 届出種類

20～29歳
1,749

30～39歳
1,598

40～49歳
1,511

50～59歳
838

60歳以上
380

無回答
181

合計
6,257

２ 年齢

道南
212

道央
4,391

道北
506

十勝
341

釧路・根室
305

オホーツク
334

無回答
168

合計
6,257

３ 居住地

保健師
16

助産師
15

看護師
1,189

准看護師
154

合計
1,374

４ 再就業状況

（人）

（人）

（人）

（人）

届出制度実績（2015年10月1日～2018年12月31日） 未就業の看護職の方は、ぜひ登録をお願いします。
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2018年度地域応援ナース実績
（2018年4月1日～12月31日）

・応援：13名（延べ14件）　・調整中：1名　・就業：3名
◉今までの経験を活かし、人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、周知をお願いいたします。
　※詳細は、http://www.hokkaido-nurse.com/ouen/
　　またはQRコードからご確認ください!!

ナースセンターホームページ内の「4月採用求人一覧」に、2020年4月採用を掲載しています。
掲載施設は応募締切日が決定している施設のみで、7月末まで随時更新予定です。
お仕事探しの方は、eナースセンター（https://www.nurse-center.net/nccs/またはQRコード）
をご利用ください。過去に登録があり、ユーザID・パスワードを忘れた方はナースセンターに
お問い合わせください。

地域応援ナースにぜひ登録してください！！

求職者の
皆さまへ

２020年4月採用の
看護職員（常勤・正規雇用）について

2019年4月以降は、求人票の期限切れについて、ナースセンターから電話等での確認連絡はいたしませ
ん。期限切れについては、施設管理で対応をお願いいたします。
入力がない場合は、期限切れの求人票となり求職者から検索はできません。

・eナースセンターにログイン後に、当月に有効期限が終了する求人票がある場合、「求人票」に　 マーク
が表示されます。定期的に、ログインいただき、求人票の有効期間が切れる月には①有効期限の延長
（6ヶ月延長）か、②求人票抹消（充足）の入力をし、適宜求人票の内容確認・修正等をお願いいたします。
※ユーザID・パスワードや操作等、不明な点がありましたら、ナースセンターにお問い合わせください。

求人施設の
皆さまへ

求人票の管理について
≪重要なお知らせ≫

遠別町立国保病院に11月から
初めて応援ナースが
就業しました！！

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
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看護職賠償責任保険制度

懇談会・交流会 継続教育

皆さんからいただいた会費などで様々な事業を運営しています。

看護協会概要説明会

道内の看護師等学校養成所で
看護協会の活動に理解を深め、
職能団体に入会する意味を周
知する説明会を行っています。

看護職に求められる役割を考え、
各分野の活動に関する理解を深め
るために各種懇談会・交流会を開
催しています。

情報収集
広報誌・webサイト

北海道ナ ースセンター

お仕事を　  探している看護職と人材を探している施設に登録してい
ただき無　  料で職業紹介をしています。

認定看護管理者教育課程
ファースト・セカンド・
サードレベル

看護師届出制度

免許を持ちながら看護師
等の仕事に就いていない
方に届け出をお願いして
います。

復職支援

結婚・出　  産・子育てなどで離職
後の再就　  職のサポートとして、
就労相談　  や復職研修を行ってい
ます。

看護研究学会
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１１月　１日

　　　　２日
３日
５日

　　　　６日

６日～８日
７日

８日

９日

１０日

　　　１１日

１２日
　　　１４日

１６日

20日

　　　２１日

２２日
　　　２４日

看護職就業促進講習会　佐々木常務理事
訪問看護人材育成推進協議会（市内）　砂山常務理事
第8回常務理事会　上田会長ほか理事・監事13名
いいお産の日（市内）
平成30年度上期監査　上田会長ほか常勤理事・監事6名
札幌市立大学　教育研究審議会（市内）　上田会長
助産師出向事業における施設訪問（小樽市ほか）　佐々木常務理事
日看協災害支援ナース派遣調整合同訓練　上田会長ほか
就業支援講習会　佐々木常務理事
自民党札幌市支部連合会政策要望（市内）上田会長ほか常勤理事3名
認定看護管理者教育課程サードレベル平成30年度第２回運営委員会（市内）　上田会長
札幌市保健所運営協議会（市内）　上田会長
第4回理事会　上田会長ほか理事・監事24名
第2回支部長会議　上田会長ほか
第26回北海道老人保健施設懇親会（市内）　荒木専務理事、砂山常務理事
札幌保健医療大学 グローアップセレモニー特別講演会（市内）　上田会長
木村財団看護教育振興財団東京講演会（東京都）　砂山常務理事
訪問看護サミット2018（東京都）　砂山常務理事
助産師出向事業における施設訪問（網走市）　佐々木常務理事
助産師出向事業における施設訪問（北見市）　佐々木常務理事
日本医療大学　講義（市内）　上田会長
医療的ケア児支援（案）に係る説明（市内）　砂山常務理事
訪問看護連絡協議会全国会議（東京都）　砂山常務理事
認定看護管理者教育機関認定確認等（大阪府）　上田会長
看護師等養成所への看護協会概要説明会（市内）　砂山常務理事
看護師等養成所への看護協会概要説明会（市内）　砂山常務理事
第14回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
看護師等養成所への看護協会概要説明会（市内）　佐々木常務理事
日本看護協会　理事会（東京都）　上田会長
第2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
日本看護協会　理事会・法人会員会（東京都）　上田会長
多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会講義（市内）　荒木専務理事

　　　２７日

２９日
１２月　１日

４日

５日
　　　　６日

　　　　７日
　　　　８日
　　　１０日

１１日
１２日
１４日

１７日

１８日
１９日

　　　２０日

　　　２１日
　　　２２日

25日
２６日

老人福祉施設協議会会長との懇談（市内）　上田会長、佐々木常務理事
第1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
老人保健施設協議会会長との懇談（市内）　上田会長、佐々木常務理事
高齢者ケア施設の看護管理者交流会　上田会長
道南圏域訪問看護ステーション出向支援検討事業報告会（函館市）　砂山常務理事
日本災害看護学会ヒヤリング　上田会長、荒木専務理事
在宅医療介護連携の研修説明（市内）　砂山常務理事
第15回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
北海道医療大学　平成30年度修了式（市内）　上田会長
選挙管理委員会（市内）　荒木専務理事
認定看護管理者北海道ブロック来館　上田会長ほか常勤理事3名
災害支援ナース交流会　上田会長、荒木専務理事
中央ナースセンター来館　佐々木常務理事
北海道医療勤務環境改善支援センター打合せ　佐々木常務理事
認定看護師制度再構築に関する説明会（東京都）　砂山常務理事
北海道功労賞贈呈式（市内）　上田会長
看護師等養成所への看護協会概要説明会（市内）　砂山常務理事
北海道介護保険審査会（市内）　砂山常務理事
地域に必要な看護職確保モデル検討ワーキンググループ（東京都）　上田会長
第2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
北海道総合保健医療協議会第4回地域医療専門委員会（市内）　砂山常務理事
看護師等養成所への看護協会概要説明会（市内）　砂山常務理事
北海道医療大学　第7回認定看護師研修センター運営会議（市内）　上田会長
北海道地域包括･在宅介護支援センター協議会平成30年度第2回正副会長･
幹事合同会議（市内）砂山常務理事
役職員研修会　上田会長ほか理事･監事
第9回常務理事会　上田会長ほか理事・監事11名
訪問看護ステーション出向支援事業打合（市内）　砂山常務理事
北海道介護支援専門員　第6回理事会（市内）　荒木専務理事
看護師等養成所への看護協会概要説明会（苫小牧）　竹内副会長
第16回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名

  ●平成30年度第3回理事会
1　日　時　平成30年11月9日（金）9時30分から12時00分
2　会　場　北海道看護協会　2階会議室
3　理事数　23名
4　出席者　理事22名、監事2名
5　議事

❶協議事項
（1）資産取得資金の積立（案）について協議、承認
（2）2019年度北海道看護協会方針と重点事業（案）について協議、承認
（3）北海道看護協会における継続教育の教育理念・基本方針等の見直し（案）について協

議、承認
（4）2019年度北海道看護協会教育研修企画（案）について協議、承認
（5）2019年度訪問看護師養成講習会募集要項（案）について協議、承認
（6）2019年度保健師助産師看護師実践指導者講習会カリキュラム（案）について協議、

承認
（7）2019年度認定看護管理者教育課程ファースト・セカンド・サードレベルカリキュラ

ム（案）について協議、承認
（8）2019年度北海道看護協会通常総会代議員数（案）について協議、承認
（9）2020年度日本看護協会代議員職能別構成（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事業報告（7月～ 9月）
（2）平成30年度上期予算執行状況報告
（3）平成30年度上期監事監査報告
（4）平成30年北海道胆振東部地震への災害支援ナースの派遣について
（5）平成31年度予算編成等に関する要望書の提出
（6）日本看護協会理事会報告
（7）日本看護協会地区別法人会員会報告
（8）平成30年度全国職能委員長会報告
（9）平成30年度地区別職能委員長会報告

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

　2018年10月10日、憲政記念館において、「ひまわ
り褒章」授与式がありました。『参加団体賞』として北
海道看護協会の「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」の多組織の看護
職間連携の活動を評価していただき受章に至りまし
た。
（ひまわり褒章は、全国知事会、日本医師会、日本看護協会、日本
助産師会、日本弁護士連合会 等の支援により設立された、特定
非営利活動法人ひまわりの会が、妊娠・出産・育児支援に功績
のあった団体や個人を表彰しているものです。）

ひまわり褒章2018参加団体賞
北海道看護協会常務理事　　砂山　圭子
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