
遠軽町のシンボル・高さ78mのがんぼう岩。季節毎にさまざまな表情をみせてくれます。（撮影　成田　美幸）
JA北海道厚生連遠軽厚生病院　看護部長　　小林　順子

北海道看護協会員数（2019年10月末日現在）

2019年度目標会員数43,100名（達成率100.5％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
43,300名 1,189名 1,255名 38,312名 2,544名

北海道
看護協会 130130

令和元年
11月30日発行
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Ｎursing nowはナイチンゲール生誕200年の
2020年に向け、看護職が持つ可能性を最大限
に発揮し、人々の健康向上に貢献するために
行動する世界的キャンペーンです。



と　き　2019年9月20日（金）
                    ～9月21日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部 事業課
参加者　66名

　今年度は、2日間の日程で国際医療福祉大学大学
院災害医療分野教授　石井美恵子講師をお招きし、
ワークショップを開催しました。
　最初にBCP策定の前提となる、災害時に関連した
法律、災害時の医療対応を困難にする要因として、
ニーズと資源の不均衡状態が生じることや、災害時
は急激に膨張した医療・保健福祉ニーズに対して制
限された医療・保健福祉資源となるため、業務のニー
ズを掘り起こし資源を整理することが必要であるこ
とについてお話がありました。

　次に災害対応では、リーダーシップが必要である
こと、考える力が大切で、知識の応用（活用）、経験し
た結果を分析改善すること等、正解のない未知の問
題に対する解決力（地頭力）を呼び覚ます一歩をとの
お話がありました。続いて、BCPの策定に向け、ニー
ズを最小化し、資源を最大化する目標達成のための
事前対策として、現状の許容限界の把握と課題の明
確化を整理するためにワークを行いました。目標達

成のために避難計画では避難渋滞を回避する計画や
訓練について、通常業務を整理し重要度・優先度を決
めるワークや多数傷病者受け入れのためのレイアウ
トの作成等を行いました。レイアウトについては、各
病院で３種類ほどのプランを立案し、状況によって
選択できるようにしておくことが必要であるとのお
話がありました。BCPでは、短期目標をたて、目標復
旧レベルと目標復旧時間を設定しなければならない
ことを再確認し、2日間のワークショップは充実し
た時間となりました。
　石井講師からは、看護管理者としてスタッフを地
頭力のある人に育てること、自院のナースを災害支
援ナースとして登録することに努めるようにとのお
話がありました。

看護管理者のための災害時のBCP
（事業継続計画）ワークショップ

石井講師

ファシリテーターの皆様

発表の様子 ワーク中

　  災害時の医療対応を困難にする要因
医療・保健福祉ニーズと資源の不均衡状態

多数の傷病者
多数の避難者
多数の要配慮者
多数の喪失体験者

多数のストレス体験者
　　　　　　等々

情報の不足・途絶
ライフラインの途絶
医療・行政機関の損壊

医療・行政機関の機能不全
支援スタッフの不足
医薬品等、物資の不足

アクセス

制限された医療・保健福祉
資源

急激に膨張した
医療・保健福祉ニーズ

現状の許容限界の把握と課題の明確化
予測されるニーズ

事前対応計画のポイント
安全性の強化
建物の構造
環境
（棚や機材）
ライフライン

備蓄（現金を含む）
  生存に必要なもの
  （水・食料・トイレなど）
  医療活動に必要なもの
物流体制整備
  事前協定

　 受援体制整備
CSCA
医療活動の調整・
協議
医療活動の範囲や
権限
  例）電子カルテの
　　 ID護身の啓発 災害時のファイナンス

教育・訓練

情報伝達手段
 院内外
マスコミ対応

【ひと】
院内の医療ニーズ
地域の医療ニーズ

【もの】
建物やライフラインの損壊
不足が予測されるもの

【情報】
必要となる情報

【お金】
必要となる予算

【ひと】  人数と能力
病院職員（院内外）
外部支援者

【もの】
院内に現存するもの
調達可能なもの・期待される支援物資

【情報】
EMIS・衛星電話・無線等

【お金】
現金・災害救助法による支弁

調達可能な資源
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札幌西円山病院　療養・退院支援看護師　師長　佐々木 恵美
　札幌西円山病院は、札幌市円山地区の札幌市街を
一望できる緑豊かな場所に位置し、障害者一般病棟、
医療療養病棟、回復期リハビリ病棟、介護医療院を有
する663床の多機能型慢性期病院です。当院では、
2017年より療養退院支援ナースを専従化し、療養
退院支援体制を強化してきました。今回はその取り
組みについて紹介します。

－当院における療養退院支援－
　慢性期病院に入院する高齢者は医療的ケアや生活
支援により、長期入院を余儀なくされる方が多くい
ます。病棟看護師は、患者にとっての最適な療養・生
活環境を整えることを大切にしています。当院の療
養退院支援は、こうした慢性期の特徴を踏まえ入院
する全ての患者を対象に、患者が望む暮らしや生活
の実現に向け意思決定を支え、多職種で目標を共有
し継続的な支援に取り組んでいます。

－医療療養病棟からの在宅支援－
　A氏90歳代男性。急性期病院で慢性呼吸不全の治
療後、気管切開と胃瘻が造設された状態で人工呼吸
器は離脱し、当院に入院になりました。入院前は80
歳代の妻と2人暮らしでした。入院時より褥瘡の治
療やリハビリテーションを行い、状態が安定するま
でに2年を要しました。ご本人と妻は以前より退院
を希望しており、療養退院支援ナースが病棟看護師
や多職種のスタッフと情報共有し支援が始まりまし
た。A氏が退院するにあたっての最大の課題は、介護
力が限られていることと、気管吸引や経管栄養等の

医療処置や日常生活援助を要することでした。退院
への準備にあたって大切にしたことは、妻の負担軽
減と患者・家族の望む生活の実現です。
　病棟で行う医療的ケアや日常生活全てのケアを依
頼すると高額な費用となりました。そのため現在の
生活と医療を可視化し、ケアマネージャーやＭＳＷ
などと現実的なサービス導入についての調整を行い
ました。気管内吸引や胃瘻からの注入など高齢の妻
が習得するための支援が必要となり、妻の理解度に
合わせた内容や、医療的ケアの簡素化をはかること
を調整していきました。また、妻の心の支えになるよ
うに、一つ習得するごとに労いの言葉がけを病棟ス
タッフが続けたことは、妻の自信にも繋がり退院に
結びついたと考えます。
　今回、多くの医療的ケアや介護を必要としながら
も「家にかえりたい」というＡ氏、家族が望む生活の
実現に向け在宅サービスを整えるための支援を行い
ました。療養退院支援看護師としてこれからも病棟
をサポートしていきたいと思います。

札幌西円山病院　療養退院支援の取り組み

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

SeriesSeries⑤⑤シリーズ

　昨年度、開始したシリーズ企画「TI・I・KI」は地域包括ケアシステム構築のため、先
進的な取り組みを行っている活動の紹介を行い、各地域の実践状況を共有する機会
となりました。今年度もさまざまな視点から地域包括ケアシステム構築に向けた取
り組みを紹介いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　【広報出版委員】
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教育課からのお知らせ
1 2020年度 北海道看護研究学会のご案内　

Ⅰ 開催概要
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－」
開　催　日　　2020年4月26日（日）
会　　　場　　札幌市教育文化会館（札幌市中央区北1条西13丁目）

Ⅱ プログラム　
〇シンポジウム
〇口演発表、示説発表
〇交流セッション
〇ランチョンセミナー
〇企業展示

Ⅲ 参加申込について
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 事前参加申込期間（参加費送金期間）
2020年2月3日（月）～ 3月6日（金）（消印有効）

4 申込方法
（１）事前参加申込

①事前参加申込書に必要事項を記入の上、北海道看護協会へ郵送してください。
　※事前参加申込書は本号に同封しています。また北海道看護協会ホームページからもダウンロードできます。
②申込期日、参加費送金方法・送金期日は厳守願います。
③詳細は、北海道看護協会ホームページまたは本号に同封の「学会参加申込について（別紙）」をお読みください。

（２）当日参加申込
学会当日受付にお越しください。
※なお、予め「当日参加登録申込書」を記載しお持ち頂くと手続きがスムーズです。
　「当日参加登録申込書」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。（2020年4月上旬に掲載予定）
※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、2020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。

2020年度　北海道看護研究学会　事前参加申込について
・「2020年度北海道看護研究学会の開催について」のご案内を協会ニュース本号に同封しています。
詳しくは「学会参加申込について（別紙）」をご覧ください。

事前参加申込期間 2020年2月3日（月）～ 3月6日（金）（消印有効）

会 　 員
非 会 員
学 　 生

事 前 参 加 費
3,000円（税込）
4,500円（税込）
1,500円（税込）

当 日 参 加 費
4,000円（税込）
6,000円（税込）
1,500円（税込）

会員価格は2020年度の会員に適用となります。注意 ※1

区分 参加費

シンポジウムテーマ：「明日へつなぐ看護の力
～人生100年時代を看護職としてどう生きる？～」

座　　　　　　　長：秋原　志穂氏　学会委員長（北海道科学大学）
シ ン ポ ジ ス ト：石垣　靖子氏　北海道医療大学名誉教授

亀井　紗織氏　株式会社ナースエナジー代表取締役
浪内　淳子氏　なみうち助産院院長

※1
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2 2020（令和2）年度　訪問看護師養成講習会（全日程）のお知らせ
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にもお勧めです。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ホームページをご覧ください。
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：2020年2月14日（金）～ 2月28日（金）
開催期間：2020年4月6日（月）～ 5月27日（水）　※土日祝日、5/7、5/8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
・資料代、時間割等については、1月初旬の北海道看護協会ホームページと協会ニュース131号（1月31日発行）
をご覧ください。

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ホームページと協会ニュース131号（1月31日発行）でのご案内となります。
応募期間：2020年2月14日（金）～ 2月28日（金）17時（時間厳守）

FAXまたは郵送で受け付けます。
開 催 日：2020年4月6日（月）～ 5月27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

2020年4月6日～ 5月27日

2020年4月6日～ 4月24日

日程未定：2021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
リスクマネジメント論３　災害対応
経管栄養法・中心静脈栄養法／摂食・嚥下障害への援助
呼吸管理
認知症の人の看護
難病の人の看護

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
急変時の看護
透析
がん看護
精神障がい者の看護

コース

集中コース（32日間）

分散コース
前期15日間

後期17日間

5 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。

学会の発表演題、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。
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ナースセンターだより第68号

期　　間：旭川　7月5日（金）、帯広　8月29日（木）
場　　所：旭川　アートホテル旭川、帯広　とかちプラザ

期　　間：10月3日（木）・4日（金）・8日（火）～ 10日（木） （8～ 9日は病院等で施設実習）
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25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

感染対策
（ガウンテクニック）

再就職への歩み
（過去の講習会修了者）

　就業状況：未就業者：22名、就業者：3名

開催地

旭川市
帯広市
合　計

参加施設数

34
27
61

来場者数

37
22
59

面接件数

77
63
140

就業数
12
1
13

（10月末現在）
就業率(%)
32.4
4.5
22.0

看護職の求人・求職合同面接会（旭川・帯広） 報告

期　　間：9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

●他の参加者と話ができ、とてもよかった。生の情報がいろいろ聞け、今後の就職活動においてとても参考になり、このような機会を
作ってくれた協会の方々に感謝する。
●とても勉強になった。採血やルート確保の練習ができたので、少し自信がついた。
●久しぶりに看護の知識や技術について触れる機会になり、とても良い刺激となった。
●事例をつかっての講義もあり、理解が深まった。

第2回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業） 報告

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
8

再就業の準備
12

内容に興味があった
514

1年未満
29%

10～ 15年未満
33%

3～ 5年未満
14%5～ 10年未満

24%

1　受講背景：受講者数21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＞

旭川会場

＜面接会の様子＞

帯広会場

講義の風景 看護における
フィジカルアセスメントの

基本（演習）
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
どちらでもない

018

②今後の就業活動に役立つか （人）

未就業期間

1 年未満
28%

3～ 5年未満
12%

5～ 10年未満
16%

就業中
12%

1～ 3年
未満
8%

10～ 15年未満
16%

20年以上
4%

15～ 20年未満
4%

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
15

再就業の準備
19

その他 ＊
1

内容に興味があった
6

就業中の職場からの勧め
119

２ アンケート結果（回収数 24）
①受講動機（複数回答）

＊【その他】注射・点滴技術の練習のため ＊【いいえ】既に就業しているため

（人）

●講義の中では、非常に細かい点まで質問ができ、現場から長い期間離れている者でも理解できる内容だった。一歩前に進もうという
気持ちになり、また演習を通して復習や新しい情報を学ぶこともでき、自信に繋がった。
●「もう一度看護の道に復帰したい！」という気持ちが実習を通して大きくなった。自分に合った職場を見つけられると嬉しい。
●再就職への歩みの講義はとても参考になった。とてもよかった。

3 講習会の感想等（一部抜粋）

はい どちらともいえない
1

いいえ ＊
122

②講習会を受講して、就業への意欲に変化はあったか（人）

沢山のご参加ありがとうございました!!

6

看護協会ニュース No.130



本人
2,198

代理
2,024

施設からの代行
3,466

合計
7,688

1 届出種類

20～29歳
2,198

30～39歳
1,932

40～49歳
1,806

50～59歳
1,035

60歳以上
512

無回答
205

合計
7,688

２ 年齢

道南
255

道央
5,391

道北
637

十勝
416

釧路・根室
397

オホーツク
400

無回答
192

合計
7,688

３ 居住地

保健師
24

助産師
24

看護師
1,670

准看護師
209

合計
1,927

４ 再就業状況

（人）

（人）

（人）

（人）

届出制度実績　（2015年10月1日～2019年10月31日）

2019年度地域応援ナース実績（2019年4月1日～10月31日）
・応援：9名（10件）　・調整中：1名

◉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!!

未就業の看護職の方は、ぜひ登録をお願いします。

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
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

相談
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
 

市立根室病院に10月から初めて応援ナース（助産師）が就業しました！！

求人施設の皆さまへ　求人票の管理・変更について ≪重要なお知らせ≫
■求人票の管理について■
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の検索ができません。
■求人票の変更■
eナースセンターは、2020年4月にリニューアルします。そのために9月26日から求人票の記載項目に以下が追加となりま
した。
※注意点 求職者は2020年4月から閲覧可能となります。
・求人票の一言PR〔40文字以内〕　・求人票の紹介文章　　・求人票の写真〔最大3枚〕　・その他希望資格・教員募集の資格欄に
「特定行為研修修了者」　　・教員専門分野に「その他」　　・職場分煙状況　　・業務内容に「小児」　　・求人の特色
※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。

開 催 日：9月7日（土）
場　　所：北海道看護協会
受 講 者：124名

「看護職の賃金モデル」(日本看護協会版)研修会（2回目） 報告

　平成28年6月に日本看護協会から公表された「病院で働く看護職の賃金のあり方」における「看護職の賃金モデル」の普
及啓発を目的とし、昨年度同様、櫛引講師をむかえ、施行事例の紹介を加えて、より具体的な内容で開催しました。
　参加者のアンケートからは、「賃金に関する研修を初めて受講しました。公正な評価をどのようにフィードバックしてい
くのかヒントが沢山あり、参考になりました。管理者にとっては必要な内容であったと思います」「分かりやすい説明で理
解できました。自施設で十分役立てることができます」等の意見があり、「看護職の賃金モデル」普及啓発や内容の理解を深
める機会となりました。

北海道済生会常務理事　櫛引久丸講師
日本看護協会　看護職の賃金に関する本会方針の導入支援委員
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選挙管理委員長　京野　由美
　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。

2020年6月13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　2020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受付期限　2020年4月14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会　長　…………………………1名
⑵副会長　…………………………1名
⑶専務理事　………………………1名
⑷常務理事　………………………1名
⑸保健師職能理事　………………1名
⑹看護師職能Ⅱ理事　……………1名
⑺一般理事　………………………1名
⑻地区理事　………………………5名
　(道南地区、札幌後志支部、道北支部、オホーツク地区、十勝地区)
⑼監　事　…………………………1名
　（本会業務に精通した監事）

1.役員13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。

2020 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

2020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：soumu1@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

16
3
5
3
18
21
26
19
6
6
9

5
2
2
2
5
5
5
5
2
2
2

2/15
12/14
2/15
2/8
2/15
2/15
2/15
2/22
2/15
2/22
2/15

1/16
11/15
1/16
1/9
1/16
1/16
1/16
1/23
1/16
1/23
1/16

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
7
3
10
9
3

2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2

2/15
2/22
2/15
2/15
12/14
2/29
2/15
2/15
2/15
2/15
2/8

1/16
1/23
1/16
1/16
11/15
1/30
1/16
1/16
1/16
1/16
1/9

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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本間さん　井上さん

参加者の質問に答えていただきま
した
。

看護師職能委員会Ⅰ病院領域

中村委員長
柳澤講師

と　き　2019年10月5日（土）

ところ　北海道看護協会

看護師職能委員会Ⅰ 病院領域

　　　上野　朋美
　2019年10月5日、北海道看護協会にて退院支援に
関する交流会を開催しました。今年度最後となる職
能委員会の研修には、PFMについての理解を更に深
め、入退院支援への取り組みに活かすことを目的に、
道内各地から187名の参加がありました。
　基調講演には、慈恵医科大学付属柏病院　前看護
部長　柳澤美津代先生より「PFMの基本的理解と効
果」をテーマに、PFMシステムと看護師の役割につ
いてご講演をいただきました。超高齢化社会を迎え
る日本は、医療・介護保険制度改革の動向から、医療
機能の分化・連携の推進による切れ目のない医療の
提供、在宅医療の充実による患者の生活の質（QOL）
の向上が求められています。看護部主導の病床管理
や外来から始まる入退院支援体制の取り組みについ
て、柳澤先生は病院で働く看護師の役割をより具体
的に示してくださいました。そして「退院支援」は患

者・家族の思いに寄り添い、擦り合わせる「意思決定
支援」であり、各専門職と協働し医療チームとして入
院前から患者と関わっていくPFMシステムについ
て学ぶ機会となりました。
　実践報告として函館五稜郭病院　井上美佳先生、
斗南病院　本間しのぶ先生より各施設で入退院支援
システムと現状の問題点と課題についてご報告をい
ただきました。参加者が抱えている悩みや問題点が
リンクされ、たくさんの質問が寄せられました。また
20分間のGWは各施設での現状や課題の情報交換
ができた有意義な時間となりました。
　交流会後のアンケートでは、「問題解決の糸口を得
た」と91%の方が答えていました。
　各施設での今後の入退院支援システムの構築にむ
けて知識を深める機会となりました。

2019年度 退院支援に
関する交流会
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＊9月26日時点で会員登録いただいている勤務先へ（個人会員は自宅へ）発送されます。
9月27日以降の入会者につきましては12月から随時発送となります。

〒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 会員担当
～ホームページお問合せフォーム～

TEL:011-863-6731　FAX:011-863-3204
http://www.hkna.or.jp/contact/

左半分
会費の額や
会費の納入方法

右半分
現在の登録情報
（9月26日時点）

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

自動継続 となります。

変更箇所記入 となります。

お手元に届きまし  たでしょうか？
『20 2 0年度  継続  のお知らせ』は

施設会員者 担当者がまとめて送付

個人

送付状

〈　問　合　せ　先　〉

《継続のお知らせ》 再発行はできませんので
ご注意願います。

2020年度
年会費納入
について

口座振替

勤務先で取りまとめて納入

コンビニ収納・銀行振込

初回引落日は2020年1月27日（月）です。

A 会費の納入が9月以降の入会者又は登録情報に
変更がありますので手元にはとどきません。
「北海道看護協会まで」ご連絡ください。 

Q 「継続のお知らせ」が手元に届かない

2019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。
「2020年度会費のお知らせ」に同封されている
振込取扱票ですぐにお支払いいただけます。

～登録情報の変更のお願い～

登録情報の変更は　　　　　が便利です!!

　2019年度会員の方は自動継続されます。2020年度より転出予定で移動先の看護協会への入会希望の方、
自動継続希望しない方は12月25日（水）までに北海道看護協会までご連絡ください。

施設とりまとめ担当者様へのお知らせ
　8月4日付けの施設会員一覧、多くの変更申請のご連絡・FAX返信のご協力ありがとうございました。
すでに退職をされている方の「継続のお知らせ」につきましては、お手数ですが、北海道看護協会まで返送をお願いいたします。

●登録情報に変更がある方（勤務先変更・自宅住所変更・改姓）や会員証再発行などは
会員専用マイページで手続きすることができます。

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

これまで通り『会員諸届』を利用される方は北海道看護協会ホームページ　様式ダウンロード　より印刷してご利用ください。（http://www.hkna.or.jp）

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。

を利用すると書面での提出が不要です！

【キャリナース画面】

変更届の提出は不要

不備や変更が
ない 場合

不備や変更が
ある 場合

切手貼付を
忘れずに！！

切手貼付を
忘れずに！！

記入へ
提出
不要 提出
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と　き　2019年9月14日(土)

ところ　北海道看護協会
　　　　事業部事業課

［第1部］
　2019年9月14日に北海道と北海道看護協会の共催で、「看護師の特定行為研修を行う指定研修機関等
意見交換会」を行いました。
　午前中の第1部は、既に指定研修機関になっている病院の看護部長や教育担当者の方々にお集まりい
ただき、情報交換を行いました。
　各施設から取り組み状況の説明後、研修を運営するにあたっての課題について、区分別科目の実習の
症例数の確保が難しいこと、現時点では自施設の職員が受講しているところがほとんどであるため、仕
事と研修時とのスタンスの区別が難しいこと等が話し合われました。
　また、研修修了者の活動については、教育的フォローアップ体制、業務基準作成、手順書の作成等具体
的取り組みについて話し合われました。
　今後に向けては、「研修機関の意見交換の場やネットワークが必要」、「活動の評価として客観的指標を
決め、データ集積をしていくことが重要ではないか」、「特定行為研修修了者の配属先は看護部とし、今後
の実践をみて処遇についても考えたい」等、前向きな意見交換がなされ、北海道内の病院で、早々に取り
組んだご苦労と効果について共有することができました。

［第2部］参加者49名
　午後からは、指定研修機関の増加に向け、指定研修機関の運営の実際や修了者の活用等について広く
参加者を募り、意見交換をしました。
　まず、北海道厚生局健康福祉部　上村雅恵看護指導官は、「北海道において指定研修機関になるための
準備および補助金について」の中で、指定申請･基準の具体的なお話とともに、教育プログラムと研修環
境の一体的な整理が必要なので、不明な点は早めに相談の連絡をくださいと話されました。
　次に報告として、看護の立場から「指定研修機関での研修方法等について」をSSJ札幌整形循環器病院
佐々木妙子看護部長からお話をいただき、特定行為研修に取り組んだ目的は、看護の質の向上を目指す
ためで、研修の申請にあたっての準備として、教育プログラムの作成や協力いただける医師への説明、備
品や図書等の選択、研修生の支援として研修日の一部を勤務扱いにする等の条件整備、膨大な申請書類
の作成、補助金の申請等を事務と連携して行ったと話されました。そして、指定研修機関を増やすために
は、看護部長の熱意と努力が必要とエールをいただきました。
　続いて、医師の立場から「看護師の特定行為研修制度の意義と期待について」と題して、北海道済生会
小樽病院　松谷学副院長からお話をいただきました。研修を開始できた要因は、地域の逼迫した医療介
護の状況を背景に、法人としての方針と各部門(医局、看護部、事務部)の協力、研修整備に関する補助金受
給等であったとのことでした。先生からは、特定行為そのものの修得も重要だが、それ以上に病態･家族･
社会背景が理解できることが最も重要で、そのため共通科目の学習が分量的に多くなっていると話され
ました。看護師には、その専門性や技術に基づき、患者･家族の意思決定を支援し、医師の治療方針や他職

種が気付かないことを病院各部署や地域の人的･社会的資源につなげ、うまくいかない時はその原因を
多角的に探求することを期待します。そして、地域の現状やあり方を見据えつつ、病院･在宅･施設を問わ
ず活躍する看護師を育む特定行為研修『制度』であってほしいと話されました。 
　意見交換では、「指定研修機関になることの意義や研修修了者の活躍について」前向きな質問や意見が
会場からあり、今後の指定研修機関等の開設に向けて、有意義な時間となりました。

2019年度
看護師の特定行為研修を
行う指定研修機関等
意見交換会

TOPICS
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※詳細については、北海道看護協会ホームページに掲載いたします。
今後の事業については、随時案内いたします。

懇談会等名 日程 場所 対象者

2019年度交流会等の日程について

報告者

上田会長

座長の砂山常務理事

参加者から質問がありました

2019年度 地域における
看護職等の連携シンポジウム

災害支援ナース交流会

ヘルシーワークプレイス
（健康で安全な職場）講演会

2020年1月25日（土）
9：55～ 16：00

2020年2月8日（土）
10：00～ 16：30

2020年2月29日（土）
12：50～ 16：30

北海道看護協会

北海道看護協会

北海道看護協会

看護職、地域連携に関わる
医療・介護関係者

災害支援ナース

看護管理者
（主任職相当以上）

種が気付かないことを病院各部署や地域の人的･社会的資源につなげ、うまくいかない時はその原因を
多角的に探求することを期待します。そして、地域の現状やあり方を見据えつつ、病院･在宅･施設を問わ
ず活躍する看護師を育む特定行為研修『制度』であってほしいと話されました。 
　意見交換では、「指定研修機関になることの意義や研修修了者の活躍について」前向きな質問や意見が
会場からあり、今後の指定研修機関等の開設に向けて、有意義な時間となりました。
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と　き　2019年10月19日（土）

ところ　北海道看護協会　
看護師職能委員会Ⅱ
介護・福祉関係施設・在宅等領域

　　 古館　さおり

　「2019年度　在宅・介護保険施設等で働く看護職
の看護実践報告・交流会」が開催され、128名の方が
参加されました。
　基調講演では愛媛大学大学院医学系研究科看護学
専攻助教の吉田美由紀講師より、「『自分らしく生き
る』を医療・福祉の連携で実現する在宅・地域の看護」
をテーマに、これまで実践されてきた愛知県での在
宅療養の展開についての講演をいただきました。特
に、がん患者の終末期の在宅療養導入時における家
族支援、各支援サービスとの連携、医療機関のコー
ディネートなどの活動については、事例を通してと
ても具体的な内容でした。
　私たちがこのようなケースに携わるときに直面す
る困難さや不安、在宅支援チームとしてそれを乗り
越え、患者、家族が穏やかに自宅で最期を迎えられた
ときの想いは、看護師の誰もが共感するもので、どの

地域でもこのようなケアシステムが求められること
を実感しました。在宅療養に関わる看護職が地域で
有機的に機能することの重要性を学んだ基調講演で
した。
　午後からは10演題の看護実践報告がありました。
前年度に続き、多くの演題の応募があり、看護職能Ⅱ
領域で活動する看護職の意識の高さを感じました。
多職種連携を有効に機能させるための様々な工夫、
利用者の個別性に寄り添った専門性の高い看護介
入、生きることを支援する関わりなど、どの演題も身
近で共感できるもので質疑応答も活発に行われまし
た。最後に短時間ではありましたが「多職種連携で看
護を行う課題や気づき」をテーマにグループに分か
れて意見交換を行いました。日頃の感じている課題
などが話し合われ、明日からの活力となる楽しい交
流となりました。

2019年度 在宅・介護保険
施設等で働く看護職の
看護実践報告・交流会

会場の様子

大講堂からの協会のお庭です。
もみじが朝の光をあびて、とてもきれいです。

吉田講師
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9月　2日

3日

4日

5日
5日～ 6日

7日

10日
12日
14日
17日
18日

19日
20日
21日

24日
25日
26日

27日

28日

30日

10月　1日
2日
3日
5日
8日
9日

10日

１1日

12日
16日

17日
18日

19日

20日
21日
23日

24日

25日

26日
29日

30日

31日

令和元年度北海道・東北地区看護協会長連絡協議会（宮城県）　上田会長
求人施設訪問（旭川市）　佐々木常務理事
令和元年度第1回北海道糖尿病対策推進会議（市内）　荒木専務理事
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
第11回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
第1回北海道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
一般社団法人日本災害看護学会第21回組織会員会（北見市）　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（市内）　上田会長、砂山常務理事
一般社団法人日本災害看護学会第21回年次大会（北見市）　上田会長、荒木専務理事
看護管理者懇談会（道南南・道南北支部合同）（函館市）　亀畑副会長
看護管理者懇談会（北空知支部）（滝川市）　荒木専務理事
会員懇談会（後志支部）（倶知安町）　砂山常務理事
看護職の賃金モデル研修会　上田会長、佐々木常務理事
看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）　佐々木常務理事
2019年度都道府県看護協会災害看護担当者会議（東京都）　荒木専務理事
看護師の特定行為研修を行う指定研修機関等意見交換会　上田会長、砂山常務理事
地域に必要な看護職確保推進事業説明（北海道労働局・北海道庁）　（市内）　佐々木常務理事
第12回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
地域に必要な看護職確保推進事業説明（札幌市）（市内）　佐々木常務理事
第6回常務理事会　上田会長ほか理事・監事13名
看護管理者のためのBCP策定ワークショップ　上田会長、荒木専務理事
看護管理者のためのBCP策定ワークショップ　荒木専務理事
2019年度北海道・東北地区訪問看護ステーション連絡協議会合同研修・交流会（市内）　上田会長、砂山常務理事
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1回利尻島での看護職の確保対策検討ワーキンググループ会議（利尻町）　佐々木常務理事
2019年度都道府県看護協会政策責任者会議（東京都）　上田会長、荒木専務理事
2019年度地域に必要な看護職確保推進事業（利尻町・利尻富士町）　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
難波吉雄北海道厚生局長退任御挨拶
新卒訪問看護師の育成に関する懇談会　上田会長、荒木専務理事、砂山常務理事
会員懇談会（札幌支部合同）（市内）　亀畑副会長
会員懇談会（遠紋支部）（紋別市）　佐々木常務理事
稲津久厚生労働副大臣就任御挨拶
北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会周産期・小児医療検討委員会（市内）　砂山常務理事
第1回離職看護職員相談事業協議会　上田会長、佐々木常務理事
第1回地域応援看護師確保対策検討会議　上田会長、佐々木常務理事
第13回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
ヘルシーワークプレイス「健康で安全な職場」セミナー（東京都）　佐々木常務理事
看護職就業促進講習会　佐々木常務理事
退院支援に関する交流会　上田会長
2020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
北海道議会自民党道民会議団体政策懇談会（市内）　上田会長ほか常勤理事
公正採用選考人権啓発推進委員研修会（市内）　佐々木常務理事
桑島昭文北海道厚生局長就任御挨拶
日本看護協会地区別法人会員会（秋田県）　上田会長、荒木専務理事
北海道介護保険審査会（全体会議）（市内）　砂山常務理事
日本看護協会地区別法人会員連絡会（秋田県）　上田会長、荒木専務理事
2019年度都道府県看護協会支部役員等研修（秋田県）　上田会長ほか理事８名
在宅・介護保険施設等で働く看護職の交流会　上田会長
保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）開講式　上田会長、砂山常務理事
北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員会　上田会長、佐々木常務理事
第7回常務理事会　上田会長ほか理事・監事15名
認定看護管理者教育課程セカンドレベル（第2回）閉講式　上田会長、砂山常務理事
北海道助産師出向支援事業協議会　上田会長、佐々木常務理事
高齢者ケア施設の看護管理者懇談会（帯広市）　砂山常務理事
看護管理者懇談会（小樽支部）（小樽市）　上田会長
看護管理者懇談会（室蘭支部）（室蘭市）　竹内副会長
会員懇談会（留萌支部）（留萌市）　荒木専務理事
札幌市立大学経営・教育研究合同審議会（市内）　上田会長
第14回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
北海道ギャンブル等依存症対策推進会議（市内）　佐々木常務理事
第56回献血運動推進全国大会実行委員会（市内）　上田会長
看護学生への看護協会概要説明会（市内）　砂山常務理事
保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）閉講式　上田会長、砂山常務理事
第2回北海道たばこ対策連絡協議会（市内）　上田会長
道南南支部　看看連携強化研修（函館市）　上田会長
看護職員需給状況調査協力に係る報告（北海道老人保健施設協議会）（市内）　佐々木常務理事
2019年度第5回認定看護師研修センター運営委員会（当別町）　上田会長
看護職員需給状況調査協力に係る報告（北海道有床診療所協議会）（市内）　佐々木常務理事
北海道公衆衛生協会2019年度理事会（市内）　上田会長、砂山常務理事
北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会（第５回）（市内）　上田会長、砂山常務理事
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
求人施設訪問（釧路市）　佐々木常務理事

協会の動き（9/1～10/31）（9/1～10/31）
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　10月8日(火)、上田会長
より北海道保健福祉部　
橋本部長を通じ、鈴木知事
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体
制の構築、医療と介護が連
携した包括ケアシステム
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、令和2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〉
⒈ナースセンター事業の強化による看護職確保定着支援
⒉訪問看護師の人材確保対策の充実と在宅医療の推進
⒊看護職の役割拡大に向け特定行為研修受講の促進
⒋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
⒌助産師出向支援事業充実のための支援
⒍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
⒎看護基礎教育の充実

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

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

◆瑞宝単光章
　鎌　田　美佐子　（元　市立札幌病院）　
　小山内　美智子　（元　旭川医科大学病院）
　髙　木　眞　弓　（元　北海道大学病院）

令和2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。

　今回は、誤嚥・窒息予防として「食べにくい食品と食
べ方の工夫」についてご紹介します。加齢と共に硬い
ものが食べづらくなったり、飲み込みが上手くできな
くなったりします。素材の形状を変えたり、やわらか
く調理すると飲み込みやすくなります。
①水分の蒸発を防ぎ、しっとり仕上げます。　　　
　蒸し焼きにする、煮る、あんをかける工夫等。
　（ムニエル、煮込みハンバーグ等）
②油分を補い、なめらかに
　仕上げます。
　（生クリーム、マヨネーズ、
　バター、ねりごま等）
③粘性のある食品をかける・
　和える、つなぎを使い、まとまり
　やすくします。
　（とろろ、片栗粉などのでんぷん、
　あん、ホワイトソース等）
火を通すとまとまる食品をつなぎに使うのも良いで
しょう。（じゃがいも、さといも、卵等）
食べる際は、急がずゆっくりと少量ずつ口に入れ、良
くかんで食べることが大切です。また、口の中のもの
を飲み込んでから、次のものを入れるようにしましょ
う。テレビを観ながら等の「ながら食べ」も要注意です。

【広報出版委員会　記】

道民の健康情報 誤嚥・窒息予防のための食事の工夫
～ 食べにくい食品の一例 ～
①さらっとした液体（お茶や味噌汁等）
②硬くて食べにくく、口の中でバラバラになり、まとまりにく
いもの（肉、かまぼこ、いか、れんこん等）
③水分が少なくパサパサしたもの（パン、いも類等）
④口の中に付着しやすいもの（のり、わかめ等）
⑤粘りの強いもの（もち、だんご等）
⑥酸味が強くむせやすいもの（酢の物、柑橘類等）

食べ方の工
夫で

楽しい食卓
♪
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