
「世界中の船乗りさんが認めた、釧路の夕陽です。」
釧路支部　支部長　安部まり子（釧路孝仁会記念病院　看護部長）

北海道看護協会員数（令和2年8月末日現在）

2020年度目標会員数 43,700名（達成率 97.6％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
42,668名 1,110名 1,267名 37,954名 2,337名
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支部紹介

道南南支部 書記　加藤　豪

道南エリアの特色
　北海道の中でも、最南端にある道南エリアは、函館をはじ
め、松前や江差など様々な歴史のある地域で、大自然の恵みを
活かした文化が、今もなお、盛んに行われています。
　その中でも、老若男女に人気のある函館山の夜景は、世界三
大夜景とも言われています。また、春には松前公園や、五稜郭
公園などの桜、夏から秋にかけて、新緑の青葉や紅葉した木々
から望む駒ケ岳、冬には雄大な景色を背景に、湖面上をスノー
モービルで散策できる大沼公園など四季折々の体験ができ、
日本だけでなく、海外からも人気の観光スポットです。
　そんな、特性あふれる地域ではありますが、人口減少や少子
高齢化、過疎化が進み、高齢単身世帯、高齢者のみの夫婦世帯
の割合増加と比例して、認知症高齢者も全国平均より高い状
況です。また、受療動態からみても、函館市内の病院へ集中し
ている傾向が高まっており、住み慣れた地域での暮らしを支

えるためには、行政を踏まえた地域住民と、医療・介護の連携
強化が急務であるという特色があります。
　われわれ支部役員も、その一端を担うべく支部事業での、各
施設との連携・協働作業や、行政事業への協力などを経て、道
南エリアの活性に向け活動を続けております。

道南北支部 支部長　館山　祐子

新型コロナウイルス感染症から学んだ事
　八雲総合病院（327床）は4床の感染症病床を持つ第二種感
染症指定医療機関として、新型コロナウイルス感染症患者の
受入れを開始しました。2月の初旬からマニュアル作成など準
備を始め、中旬には初の陽性患者の対応をおこないました。主
な看護実践内容は、環境整備・配膳・保清など「療養上の世話」
でした。
　突然隔離となった事へのストレスや行動制限による身体的
影響などには、感染対策と寄り添うことのバランスの難しさ
を経験しました。
　ナイチンゲールは、新鮮な空気・陽光、清潔などの環境を適
切に保ち、適切な食事を管理し、生命の消耗を最小にするよう
に整えることが「看護」であると言っています。生誕200年で
ある年に、改めて看護の原点を考えさせられたと共に、その偉

大さを再認識しました。陽性患者の受け入れから、スタッフの
ストレスも蓄積される中、部署を超えた協力体制、また沢山の
支援物資にも励まされながら、がんばっています。

(文責：八雲総合病院　畑野　恵)
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　「顔が見える関係」を強みに！！
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小樽支部 副支部長　郷野　深雪

　新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の会議が円
滑に進まない中、支部の事業も中止や延期せざるを得ない状
況となっています。この状況の中でも、各施設においては、感
染対策を行いながら、新人看護職員研修を実施したり、未来の
看護師のため、工夫しながらインターンシップを受け入れて
います。また、新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合
の対応や入院病床の準備など関連施設と情報交換を行いなが
ら日々対策を検討し、小樽市内の患者さんが困ることのない
よう連携をとっています。このコロナ禍で得た教訓を踏まえ、
これからどのような形で支部の事業を進めていくのか今後の
課題であると考え、役員、委員とともに感染の動向を見ながら
事業を進めて参りたいと考えております。

　感染症の長期化に
より医療の崩壊も懸
念される中、最前線
で活躍されている看
護師は大勢います。
直接ケアされている
看護職には心より敬
意を払い、この状況
が早く収束すること
を願っております。

後志支部 働き続けられる職場づくり推進委員長　石田　勝己

　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により委員会活
動が全くと言っていいほど行えていないので、今私が何とな
く考えていることを書かせて頂きます。
　私が勤めている羊蹄グリーン病院では、多くの応援ナース
に勤めてもらっています（看護職 正職員・パート19名　応援
18名）。3～6か月という長くはない期間ですが、高い順応性
とパワーを備えた方が多く、必要不可欠な存在となっていま
す。彼女（彼）達は、自己研鑽を深めたい、海外留学の資金調達
の為、北海道で働いてみたかったなど、皆明確な目標をもって
働いているように見受けられます。
　しかしその一方で、応援ナースを受け入れる正職員にも相
応の負担があるので、場合によってはかえって正職員の疲弊
を招くこともあります。
　私個人としては、看護師のライフスタイルも、私が働き始め
た頃に比べると実に多様化しているなぁと実感すると共に、
彼女（彼）達がそれぞれの目標に向かってがんばっているポジ

ティブな姿に好感を抱き、微力ながら応援したいと思ってい
ます。
　だからと言って、正職員がネガティブというわけではなく、
うちの病院は基本ポジティブな人が多いです（多分）。正職員
でも、応援でも、お互いの立場を理解・尊重しながら働いてい
けるような職場づくりを目指していきたいと考えています。

札幌第1支部 広報委員長　黒田　佳恵

　令和2年2月15日（土）ANAクラウンプラザホテルにて、老
蘇会清明館診療所　医師　大友宣先生を講師にお招きし、「看
護師が知っておきたい人生会議（アドバンス・ケア・プランニ
ング=ACP）」を開催しました。
　平成30年に「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」が発表され、「人生会議」という
愛称が広く認知されてきていることから、関心が高い内容で
した。在宅医療で活躍されている先生のご経験をもとに、人生
会議において、「チャンスを逃さずにキャッチすること」「決め
ないでいいから対話すること」の重要性を学びました。
　今年度、第1支部では、COVID-19の影響により前半の活動
を制限していましたが、9月からは、市民を対象としたフォー

ラム、専門職を対象
とした住民の希望を
支える関わりを学ぶ
講演会を企画してい
ます。地域包括ケア
システムの推進のた
め、十分な安全対策
をもとに有意義な活
動ができるよう、準
備を進めてまいりま
す。

羊蹄グリーン病院の仲間たち
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札幌第2支部 広報出版委員　南　尚樹

　札幌第2支部で
は、2月に支部大会
を行い新役員・新
委員が選任され、
スタートをしまし
た。今年度はリー
ダーシップ研修や
認知症研修など参
加型の研修を増や

し、地域の連携の強化を図るため、それぞれの委員会が工夫し
ていたところでした。しかしその後、北海道知事による緊急事
態宣言を受け、8月までの3密になる研修やイベントなどの活
動を自粛しています。例年好評の、5月のナイチンゲール生誕
の記念イベント「看護の日」の健康相談を中止したのも残念で
した。今年はナイチンゲール生誕200年という節目の年です。

ナイチンゲールは戦場で命を落とす兵士より、感染で亡くな
る兵士が多いことに違和感を覚え、感染予防の重要性を統計
的データから導き出しました。第2支部は会員数4000名を超
え、札幌の基幹病院も多くあります。ナイチンゲールの思いを
引き継ぎ、最前線で日看協のスローガン『Nursing now 』看護
の力で健康な社会を！の精神で感染拡大予防に尽力していま
す。その会員の
パワーアップに
つながるよう
に、9月以降の
事業スケジュー
ルを見直し、研
修や交流会など
を企画したいと
考えます。

札幌第３支部 助産師職能委員長　伊藤　加奈美

　令和2年2月15日
（土）ホテルエミシ
ア札幌にて「看護職
が知っておきたい
法律の知識と看護
記録の書き方」を
テーマに、弁護士法

人佐々木総合法律事務所の福田友洋先生に講演をしていただ
きました。
　講演の内容は、法律の基礎知識、転倒・誤嚥・穿刺など、私た
ちの身近で起こりうる事故の事例から学ぶべき点についてで
した。

　先生は、医師でもあるため、話の内容がとても具体的でわか
りやすく、学びを深めることができました。
　昨今の医療水準向上により看護職が担う業務が高度化し、
複雑になっています。様々な医療行為の場面において医療事
故のリスクが発生し、看護職が法的責任を問われることが多
くなっています。
今回の講演会で学
んだことを活か
し、安全な看護の
提供に努めていき
たいと強く感じま
した。

札幌第4支部 第一副支部長　本間　祥子

　札幌第4支部では、COVID-19の影響を受け、会議自体が開
催できない状況下となり、役員・各委員との間では、メールの
やりとりでの活動の日々が続きました。例年ご好評をいただ
いている、5月開催予定だった「看護の日」イベントが延期と
なっていた中、地域住民の方から「毎年イオンでやっている看
護の日は今年はいつやるのですか?」との心温まるお問い合わ
せをいただきました。今年度は残念ながらイベントは中止と
なりましたが、次年度は、新たな形で看護職のPRができるよ
う取り組んでいきたいと考えております。
　5月以降中止となっていた今年度2回目の役員・委員長合同
会議が7月16日（木）に久しぶりに開催されました。会議では、
ソーシャルディスタンスを取り、換気をしながら3密を避け
て、新しい会議様式の中で、進められました。感染対策を踏ま

えて、支部として一人でも多くの会員の皆様に還元できる研
修会を可能な限り企画していきたいと考えております。

支部大会３職能交流会

令和2年度　新役員
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南空知支部 第1副支部長　楢舘　民恵

　新型コロナウ
イルス感染症の
流行により活動
が縮小気味であ
るのは、南空知
支部も例外では
ありませんが、

『いまできるこ
と』を考えて活動を行っています。
　その中の看護週間の取り組みをお知らせします。5月12日
の昼食に祝い膳の提供とメッセージカードの配布を行いまし
た。入院患者さんからは、笑顔と共に「いつもありがとう」等の
声をいただきました。併せて、ナイチンゲール生誕200年を記
念してナイチンゲールの看護活動紹介、看護の日制定の意味

や看護の日ロゴマーク、看護部各部署の紹介を展示しました。
各部署で看護する上で大事にしている事を伝えられるよう工
夫し、部署の特徴が伝わる場面を写真で紹介しました。外来や
入院の患者さんが立ち止まり眺めている姿が多く見られ、「ナ
イチンゲールを改めて知った」「手術室の写真は臨場感があっ
ていい」等の感想が聞かれました。
　このように活動
規模は小さくても

『いまできること』
を意識して、次年
度への活動につな
げたいです。

北空知支部 支部長　赤間　博美

　令和2年度の北空知支部活動は、役員8名、各職能委員12名、
推薦・教育（研修・研究）働き続きられる職場づくり委員21名、
専門・認定看護師運営委員6名の総勢47名で始まりました。活
動計画に沿って、研究委員会の学習会案内を発送し意気込ん
でいたところ、新型コロナウイルス感染症の影響で急遽中止
となり、その後の事業計画はほぼ白紙となっている現状です。
　ただ今年度は、会員数の減少に伴い、毎年各施設が役員・委
員の選出に苦慮している解決策として、次期選挙を目標に昨
年度から進めている委員会の合併や、副支部長1名削減、1事
業中止計画の最終調整年となります（最終的に役員・委員31

名の予定です）。合併後のマニュアル作成や共同で次年度の事
業計画を立案、今年度未実施となる事業の詳細な引継ぎなど、
表立った活動はで
きませんが、今後
の支部活動が円滑
に進むための土台
固めの年にしよう
と、役員・委員一同、
地道にがんばって
いるところです。

室蘭支部 広報委員長　遠藤　隆一

　室蘭支部では2月15日に医療に関する講演会を開催し、83
名の参加がありました。「クレーム対応とハラスメントについ
て」をテーマに、病院に勤務する警察OBの方からクレーム防
止策と対応、個人情報の保護、パワハラ対策などについて学び
ました。講演会後のアンケートでは「クレーム対応では具体的
な事例があり、活用できる内容でわかりやすかった」との声が
多くありました。そして、先ずはクレームを防止することが第
一であると感じました。これは患者家族に限らず、職員同士で
も相手を傷つけてしまう場合もあり、パワハラ問題にも発展
しかねないので、職場内の環境づくりも大切であると学びま
した。
　その後の活動につきましては、看護の日行事、各職能研修

会、支部担当研修などが中止となり、思うような活動ができて
いない現状です。
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苫小牧支部 支部長　樫田　真喜子

　今年度は、看
護職だけでは
なく、多職種が
支え合い協働
していけるよ
う、連携強化を
目標に計画し
ておりました。

しかしCOVID-19拡大により、2021年2月の支部大会を除
き、すべての支部活動を中止しています。ふれあい看護体験や
イベント開催はできませんでしたが、制定30周年である看護
の日を多くの方に知って頂くため、地方新聞に「看護の日・看
護週間」についての説明を掲載して頂きました。病院独自に看
護の日・看護週間にちなんだ掲示や展示を行った会員施設も
ありました。

　今年度実施できなかった支部活動を、来年度に充実させて
行う予定です。
　また、COVID-19受け入れ病院がその役割を全うできるよ
う、他の病院・施設は少ない防護具を駆使し、連携しながら救
急対応、患者の受け入れなどがんばっていました。
　今回のことで、それぞれが多くのことを学び、問題点も明ら
かになったと思います。この大変な経験をチャンスとし、地域
の中で次に繋げ
られるよう支部
として活動して
いきたいと考え
ます。

日高支部 第二副支部長　髙塚　富士美

　日高支部は、会員数
約300名の支部です。
43の医療・保健・福祉
事業所と10名の個人
会員で構成されてい
ます。支部で企画・実
施する研修には、毎回
50名前後の方が参加
されます。会員・非会
員問わず、看護職だけ

でなく医療・介護関係者の方々も参加していますので、顔の見
える関係を築くことができます。また、日高地区以外の方が研
修に参加することがしばしばあることから、会員の皆様に関

心を持っていただけていると評価しています。
　今年度8月末までの事業計画は中止になりましたが、今後は
本部と連絡を密にとり、感染拡大状況を見極めながら進めて
まいります。（写真は昨年度の活動）
　日高支部はこ
れからも、地域
のつながりを大
切にし、看護職
はもちろん多職
種の方々とも交
流できる研修会
を企画していき
ます。

上川南支部 支部長　平岡　康子

新型コロナウイルス感染症禍における上川南支部活動
　令和2年は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、私
たちは、かつて経験したことのない新たな感染症に向き合い、
刻々と変化する状況に対応することが求められています。当
支部では、会員の安全を考慮し、計画していた事業、各研修会
を中止することとし、役員会では、「今、私たちができることは
何か」を検討してまいりました。地域で保健医療・福祉・介護・
教育等に携わる私たちが、感染管理の基本に立ち戻り、その知
識を地域に普及していくことも重要な役割であると認識致し
ました。その結果、日本赤十字豊田看護大学、下間正隆教授に
執筆をご依頼し、全会員へ感染対策マニュアルを配布しまし
た。カラー版で先生直筆のイラストが大変わかりやすく、楽し

く手に取れる情報誌とな
りました。また、各職能委
員会の活動として、会員へ
情報誌を配信する取り組
みを計画しております。
　コロナ禍において、今後
も工夫を重ね、会員のつな
がりを大切に、支部活動の
推進に努めていきたいと
思います。
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上川北支部 広報委員長　河野　美樹

「新型コロナウイルス感染症に対する各病院の取り組み」
　新型コロナウイルス感染症が長期に及ぶことが予測され、
各病院でも対策に追われています。上川北支部の各施設での
新型コロナウイルス感染症の対策について一部ではあります
が紹介させていただきます。
　名寄三愛病院では、患者が集まるところにソーシャルディ
スタンスをとれる工夫を行い、会計窓口にアクリル板で仕切
りを作成しています。
　町立下川病院では、受付、待合室、診察室、点滴室の4部屋を
プレハブで設置し、仮設トイレも備えました。
　名寄市立総合病院では、各病棟前にインターホンを設置し、
来棟者の対応をしています。面会は予約制で15分間、2親等以
内で、2名まで。中学生以下は面会禁止として、机と机の間に
パーテーションを設置して面会してもらっています。
　士別市立病院ではスタッフの感染予防対策のスキルアップ
の強化を行い、ガウンの着脱やごみの処理方法の動画をPCで

いつでも閲覧できるようにしています。
　今後北海道における第3波に向けて、予断を許さない状況が
続きますが、情報交換を行いながら困難に立ち向かいましょ
う。

留萌支部 支部長　夏伐　加代子

　新型コロナウイルス感染症により、支部活動も自粛せざる
を得ませんでしたが、10月には研修会と会員懇談会を行える
よう準備しています。
　支部報告、今回は助産師職能の活動を紹介させて頂きます。
　留萌支部助産師職能では活動として、他職種との合同研修、
マタニティスクールの開催を例年行っています。マタニティ
スクールの参加者は2～8名程度でコース内容によりばらつ
きがあります。参加動機としては『妊娠・出産について学びた
い』『妊婦さんのお友達を作りたい』が主になっています。妊婦
さんのニーズに応えられるよう、アロマの香りの中、リラック
スした雰囲気を整え、少人数ながらも妊婦さんと交流を図り、

不安を軽減できるよう開催してきました。新型コロナウイル
ス感染症の影響により3月から中止していましたが、8月より
再開の準備が整い
ました。感染対策
をしっかり行い留
萌管内の妊婦さん
が、安心した楽し
いマタニティライ
フを送れるよう関
わっていきたいと
思います。

稚内支部 副支部長　佐藤　由美

　今回は、地方自治体で働く保健師の新型コロナウイルス感
染症に関する取り組みをご紹介します。2月末の緊急事態宣言
を受けて、当自治体にも対策本部が設置され、その一員として
の役割を担いました。窓口相談の対応、住民に対する感染症予
防対策に係るチラシ作成・配布や外出自粛に対するフレイル
予防のチラシ・動画作成、住民や介護事業所へのマスク配布等
を行うなど通常業務の形態と異なるめまぐるしい日々でし
た。看護職としては、最新の感染症情報の把握に心がけ、市民
や関係者に対し適正な情報提供を行う等の役割の重要さを実
感しました。当自治体では幸い感染者の発生はありませんが、
管内の感染者発生により保健所保健師や入院先である市立稚
内病院（第2種感染症医療機関）看護職の皆様をはじめ、多くの
方々のがんばりに対し、敬意を表します。今後とも、看護職の

みならず、他の医療・介護関
係者や住民等が一丸となっ
て、気を緩めず「新しい生活
様式」における感染防止対
策を実行し、社会経済活動
の段階的な再開を目指しま
しょう。

名寄市立総合病院 士別市立病院

町立下川病院 名寄三愛病院

稚内の歴史ある旧瀬戸邸

稚内から見た利尻富士
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北網支部 広報委員長　栗原　和男

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、看護学生への影響
　新型コロナウイル
ス感染症拡大によ
り、実習を学内演習
に変更し行っており
ましたが、学校と各
施設の調整が続き、
臨地実習を再開する
ことができました。

　北見医師会看護専門学校の教員と学生に話を聞きました。
　学生から「病院での実習経験が少ないまま看護師として働
くことの不安」や「国試に繋がるイメージが出来ない」また、

「感染予防に注意しながら、一つひとつの実習を大切にしてい
きたいという気持ちが強くなった」との声が聞かれました。

　教員からは「初めの頃はオンライン講義に変更になり、学生
の理解度を表情から確認することの難しさを体験した」「学内
での実習では、臨地実習に近づけるためにシミュレーターの
準備を行い、ケア技術の向上を目指した」さらに「臨地実習の
経験が少ない学生を受け入れて頂く施設でのサポートをお願
いしたいと思っている」と話していました。
　臨床としては、コ
ロナ禍での看護学生
養成の影響を考慮
し、働き始めた新人
看護師にフォロー研
修を行うといった対
策が求められるかも
しれませんね。

遠紋支部 会計　大石　絵理

　遠紋支部は、道内支部の中でも看護職全体の人数が少なく、
7月末現在において会員336名で活動しています。しかし、少
ない人材・医療資源だからこそ、取り組みに力を入れているこ
とがあります。それは、地域包括ケアシステムの推進に向けた
看護の連携です。
　本支部に属する市町村は、高齢化率が高く、高齢者の生活状
態や健康状態に合わせ、「生活の場」と「治療の場」で活動する
看護職の連携と協働が求められています。
　本支部では、これまで地域包括ケアシステムの推進に関す
る研修会を開催してきたほか、看護管理者懇談会や会員懇談
会にて多職種連携に関する実践報告やパネルディスカッショ
ンを行い、看護職の連携「顔が見える関係づくり」を進める取
り組みを継続しています。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症により、実施を中止す
る研修や事業が多くなっていますが、密に集まることができ

ない今だからこそ、
これまで作り上げて
きた「顔が見える関
係」を強みに、オホー
ツク地域の人々の健
康を支える看護職と
して活動していきま
す。

十勝支部 教育委員　光澤　恵美

　上半期も過ぎようとしている時期ではありますが、全国的
にCOVID-19の収束がつかないような状況が継続していま
す。北海道内でも各病院感染対策・対応をされていることと思
います。十勝管内も例外では無くCOVID-19感染対応を実践
している状況です。
　そのため、上半期に「高齢者ケア施設の看護管理者懇談会」

「十勝支部研修」等活動計画が予定されていましたが、中止せ
ざるをえない状況となっています。
　毎年研修を楽しみにされている会員からは致し方ないけれ
ども残念・・との声もきかれています。
　下半期の十勝支部事業計画としては、十勝管内での性教育

活動、出前講座の実施、労働環境改善講演、医療安全ネット講
演、看護研究等を予定しております。恒例となっていた集合研
修とは異なる方法（Web研修等）になるかもしれませんが、会
員の皆様の興味が持
てるような活動をし
ていきたいと各委員
会一同考えておりま
す。

滝上町ハーブガーデン
の風景です。
夏から秋にかけて、
ガーデンいっぱいに
ハーブが広がります。
滝上町産のミントもお
すすめです。
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釧路支部 支部長　安部　まり子

　（写真１）支部役
員会は、4月以降3
か月ぶりの開催で
した。3密を避け、
12人の役員はマイ
クを使用し意見交
換を行いました。
今年度の活動は、
各委員会内でメー

ルをやり取りしながら模索され、「保健師職能だより」が発行
され「助産師だより」が発行予定です。以後、新型コロナウイル
ス感染症の脅威からは逃れられず、集合が伴う事業はすべて
見送りの決定をしました。
　（写真２）釧路湿原は、6千年前は海だったそうです。遊水池

とも言われ大雨の時、海のように水を集め洪水を防いで釧路
を守ってくれます。いつもじめじめした釧路の気候ですが、守
られていると知り愛着がわき、自然の雄大な力を感じます。ま
た、季節ごと野生の花々が楽しめます。遊歩道を歩けば、3密な
んてなんのそのマイナスイオンを浴びてパワーが増すでしょ
う。この雄大な自然のように、市民を新型コロナウイルス感染
症から守るため、釧
路支部役員はこの
つながりを活かし、
情報交換を行いな
がら地道な活動を
続けて行きたいと
考えています。

根室支部 支部長　竹中　仁美

　2019年度の支部体大会を2月8日に終え、2020年度支部事
業計画を立案し新たなスタートの日が、その日から1歩も進ん
でいませんでした。COVID-19により、世の中が大きく変化
し、感染者と重症化そして緊急事態宣言など、生活様式の変化
のみならず、医療現場に於いても刷新的な取り組みや看護職
も多様な場面で活動しています。
　さて、根室支部に於きましては、支部活動が中止または休止
の中、事業再開のGOサインがあったとしても、委員会開催及
び事業再開は困難な状況です。そこには、事前準備にグローバ
ル的な会議には困難があり、加えて打ち合わせをしようにも
貸して頂ける場所や施設からお断りされる現状。また、講師に

つきましても、根室管外からご依頼することが多い中、地域ご
との受け入れは厳しい状況です。
　このような状況から、当
地域ならではの様々な事情
から叶わぬ再開の現状です
が、地域を守り、可能な限り
でネットワークを作り、来
年の支部大会と独自研修の
みに向け、今後は進めてま
いります。

写真１：7月の役員会の様子

写真2：釧路湿原

感染拡大防止対策として、 ご協力をお願いします。

【参加者のみなさまへ】
 ・道内外移動や施設外参加などは所属施設の方針に従
い、参加を決定してください。

 ・参加の際は、各自健康チェック（朝自宅で体温測定）し
てから来館してください。 

《来館時》
①参加期間中は必ずマスクの着用をお願いします。 
②来館時は必ず手洗いまたはアルコールによる手指消毒
をお願いします。

③「入館確認書」に健康チェック、緊急連絡先などを記入
し提出してください。

《参加中》
①参加者間の距離を確保し、全指定席となります。
②開催中はドアを開放しています。定期的に窓を開けて
換気します。

③筆記用具を持参し他者との共有を控えましょう。
④講演・演習方法など、当初の予定と変更になる場合があ
ります。

Webを活用した研修・交流会を実施します。
詳細は、北海道看護協会ホームページをご確認ください。
参加希望の方は、「Web研修の視聴にあたって」をご確認
の上お申し込みください。

新型コロナウイルス感染症に係る本会の研修・懇談会等対応について
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1 令和2年度 北海道専任教員養成講習会の報告

教育課からのお知らせ

当室は新型コロナウイルス感染症対策を行い開室しています。来室される方は以下のことを守りご利用ください。
　・入室時はマスクを着用してください。
　・パソコンや本に触れる前後には、手洗い・消毒をしてください。
　・少人数で入室し、滞在は短時間としてください。
☆開室日・開室時間：月曜日～金曜日（祝祭日除く）8：45～ 17：15（開室日はホームページをご覧ください）
☆利用者：本会会員・非会員（非会員の方は事前の予約が必要です）
☆貸出：会員対象、貸出冊数：図書5冊、DVD5本、貸出期間：14日間
※新着図書案内

2 図書室からのお知らせ

開催日　令和3年11月20日（土）
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）
※演題応募や学会の参加の詳細は、北海道看護協会ホームページで12月上旬にご案内します。 

3 令和3年度 北海道看護研究学会のご案内

　今年度の北海道専任教員養成講習会は4月14日に開講
しましたが、新型コロナウイルスによる北海道・札幌市緊
急共同宣言を受け、4月16日からは集合研修を中止し、8月
末まで自宅等でのeラーニングによる研修に変更しまし
た。
　受講生にとっては、参加に向け様々な準備をし、講習会
での学びや新たな仲間との出会いに期待が高まっていた
ところの急遽の変更で、戸惑いの気持ちは大きく、また、教
育・専門分野の講義科目13科目全てをeラーニングで学習
することとなったため不安な気持ちも高まりました。
　そこで、eラーニング学習期間中は、クラス通信での連絡
事項の周知、電話やメールでの個別相談に加え、Web会議
システム（ZOOM）を活用してのオンラインホームルーム
を行い、講習会担当者による学習のサポートを行ってきま
した。また、クラスLINEで受講生同士、情報交換や時には
励まし合いながら学習を進めてきました。これまで、受講
生からは学ぶことができる幸せ、新しい知識を得ることの
喜びを実感しながら過ごし、また、教育や看護の現場を、こ
れまでとは少し違う見方で俯瞰的に見つめることが出来
ている自分に気づき、自分の中での成長を感じているとの
素晴らしい報告を受けています。そして、仲間との交流を
通して気持ちや体験を共有しながら、変化を受け入れる柔
軟な姿勢、自分自身のコンディションを整える方法などを
獲得し、「今の体験は、きっとこれから色々なことにプラス
になる！」と今の経験を意味付けています。オンラインで

のホームルームでは、離れていても同じ志をもった者同
士、「皆の顔を見ると元気が出る！モチベーションが上が
る！」「eラーニングの進捗状況や学習方法などの情報を共
有できて不安な気持ちが払拭される」との声が聞かれまし
た。

　8月中旬からはオンラインでの遠隔授業を行い、9月1日
から集合研修を再開しました。新型コロナウイルスの感染
拡大が心配な状況は続いていますが、感染予防対策を講じ
ながら、前半学んだことを活用して講義、演習、教育実習
と、2月までの講習会を引き続き行っていきたいと思いま
す。
　最後に、今年度は、新型コロナウイルスの影響で、その
時々の状況を見ながら講習会の開催方法等検討しながら
行っています。関係者・施設様のご理解・ご協力を頂きまし
て誠にありがとうございます。

オンラインホームルーム
の様子

タイトル
「ボクはやっと認知症のことがわかった」
「ネガティブ・ケイパビリティ　答えの出ない事態に耐える力」
「ACP入門　人生会議の始め方ガイド」
「医師・技師・看護師で臨むONE TEAM 脳血管内治療」
「すごく役立つ　緊急度と色でわかる皮膚の見方」

著者
長谷川和夫　著
帚木蓬生　著
西川満則　著
吉村紳一　編
岩沢うつぎ　監修

出版社
KADOKAWA
朝日新聞出版
日経メディカル
メジカルビュー社
学研メディカル秀潤社
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７月　３日

６日

８日
１０日
１５日

１６日
２０日

２１日

２２日

２７日
２８日

２９日
３０日

札幌市保健所との令和2年度看護復職支援研
修打合せ（市内）　佐々木常務理事
北海道保健福祉部医務薬務課との令和2年度
事業計画打合せ（市内）　佐々木常務理事
広報出版委員会（市内）　上田会長
第7回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
看護師職能委員会Ⅰ（市内）　上田会長
働き続けられる職場づくり推進委員会（市内）
　上田会長
第4回常務理事会　上田会長ほか理事・監事12名
第8回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
令和2年度第1回北海道総合保健医療協議会地
域医療専門委員会看護対策小委員会（市内）
　上田会長
ナースセンター本所・支所打合せ会議（市内）
　佐々木常務理事
北海道保健福祉部健康安全局保健活動担当局
長来館打合せ　上田会長ほか常勤理事
令和2年度北海道社会貢献賞（優良看護職員）   
表彰式（市内）　上田会長
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う要望書
手交（市内）　上田会長ほか常勤理事
第1回学会委員会　上田会長、山本常務理事
認定看護管理者教育運営委員会（市内）
　上田会長、山本常務理事
北海道医療大学認定看護師研修センター運営
委員会（メール会議）　上田会長
第3回書面理事会
日本看護協会令和2年度第2回理事会（Web会
議）　上田会長

３１日

８月　５日
６日
１８日

１９日
２０日
２１日

２４日
２５日

２６日
２７日

２８日

２９日

３１日

令和2年度第2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）
　山本常務理事
日本看護協会令和2年度第1回法人会員会
（Web会議）　上田会長
第9回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
第2回教育委員会　上田会長、山本常務理事
日本看護協会令和2年度第2回法人会員会
（Web会議）　上田会長
選挙管理委員会（市内）　荒木専務理事
第5回常務理事会　上田会長ほか理事・監事14名
第3回定例理事会　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18名
令和2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
札幌市営企業調査審議会総会（市内）　荒木専務理事
求人施設訪問（岩見沢市）　佐々木常務理事
北海道公衆衛生協会監査（市内）　山本常務理事
推薦委員会（市内）　荒木専務理事
第10回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
求人施設訪問（深川市・滝川市）　佐々木常務理事
第6回札幌市介護保険事業計画推進委員会　
（市内）　荒木専務理事
第1回北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事
業支援計画検討協議会（市内）　山本常務理事
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）　山本常務理事
令和2年度看護職のためのセカンドキャリア
講演会　上田会長、佐々木常務理事
令和2年度北海道HTLV-1母子感染対策協議会
（市内）　佐々木常務理事

協会の動き

理事会報告

（７/１～８/３１）

 ●令和2年度第3回書面理事会
1　決 議 日　令和2年7月29日（水）
2　理 事 数　23名
3　回答理事　23名
4　議　　事
❶協議事項
（1）北海道看護協会謝金等支給規程の改正（案）について協

議、承認
（2）令和2年度委員会委員の委嘱（案）について協議、承認
❷報告事項
（1）北海道看護協会研究倫理審査会委員の変更について

 ●令和2年度第3回定例理事会
1　日　　時　令和2年8月21日（金）

9時30分から12時00分
2　会　　場　北海道看護協会　2階研修室
3　理 事 数　23名
4　出 席 者　理事18名、監事3名
5　議　　事

❶協議事項
（1）令和3年度北海道看護協会通常総会の日程及び会場
（案）について協議、承認

❷報告事項
（1）令和2年度北海道看護協会通常総会開催報告
（2）令和2年度北海道看護協会事業報告（4月～ 6月）
（3）令和2年度看護師の特定行為研修に係る意見交換会の

開催について
（4）看護師等学校養成所での看護協会概要説明の実施（案）
（5）災害支援ナース活動要領の改定（案）
（6）新型コロナウイルス感染症拡大に伴う要望書について
（7）新型コロナウイルス感染症に係る本会の対応について
（8）日本看護協会理事会報告
（9）研修等の協会事業再開について

※書面理事会においては「理事会の決議があったものと
　みなされた日」を決議日として記載しています
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復職に向けた実践的な講習会
日　　時：10月21日（水） 10:00 ～ 12:00
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
＊令和元年度以前に開催した当該研修を受講した者は
対象外とする。

定　　員：30名
応　　募：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6日
受 講 料：無料
そ の 他：駐車場(無料、事前申込)

就業支援講習会

ナースセンターだより第72号

令和2年度
ナースバンク事業の
お知らせ（第3弾）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期・中止となる可能性があります。
内容の詳細は、ナースセンターホームページでご確認ください。
http://www.hokkaido-nurse.com/kenshu/

復職を目指している方を対象に看護の現場や復職への取
り組みなどを学ぶ研修会
日　　時：11月17日（火）9：55～ 15：50

　　 18日（水）9：30～ 15：00
場　　所：北海道看護協会 大通看護研修会館、各見学施設
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
・プラチナナース（60歳以上）や50歳以上の者
・原則全日程受講可能な者
＊令和元年度以前に開催した当該研修を受講した者は
対象外とする。

定　　員：30名(定員を超える申込みがあった場合は抽選)
応　　募：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27日
受 講 料：無料
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）

第3回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

あなたの居住地域の希望する施設で（病院、介護老人保健
施設、訪問看護ステーション等）個別の実地体験研修がで
きます。
期　　間：随時（受講者の希望日時と実習施設と調整します）
場　　所：受講者の希望施設

※受入施設はナースセンターホームページに掲載
※今年度より、プラチナナースの再就業促進のため、プ
ラチナナース受け入れ可能施設を募集しました。

対　　象：ナースセンター登録者（未就業）で1年以内に再就職
する意向があり研修を希望する者

内　　容：希望項目に沿った実習型研修（希望に沿えないことも
あります）

応　　募：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

受 講 料：無料　※看護職賠償責任保険加入（任意・受講者負担　
　　　 1,550円）

再就業のための体験研修

期　　間：第1回 9月8日（火）～ 9日（水）、第2回 9月10日（木）～ 11日（金）
※第１回は、7月に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため9月に変更し実施

場　　所：北海道看護協会、カレスサッポロクリニカルシミュレーションセンター、各実習施設
受講対象：未就業で看護職として復職を希望し、札幌市に居住している者

第1・2回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）報告

●興味のある内容、看護師として大切な講義ばかりでとても勉強になった。また、再就職にあたってとてもためになった。今後に活かしていきたい。
●自分がこの先どうしたらいいのか見えないものもあり、まず研修会に参加した。復職前にやりたかったことなど色々と思い出した。一歩進む
きっかけになった。

●講習、実習と学ぶことが多く、本当に参加してよかった。
●内容も充実していて、参加してよかった。とてもいい研修会なので、もっとPRしてもいいと思う。

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
5

再就業の準備
4

内容に興味があった
3

5

1 受講背景：受講者数　5名

【感染予防 ガウンテクニック】

【安全な看護技術＜採血・点滴法＞演習】

2 アンケート結果（回収数　5）
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
0

役立たない
05

②今後の就業活動に役立つか （人）

（人）
10～15年
1

15年以上
3

6～9年
1

未就業期間 （人）
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◉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」についての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!!

令和2年度応援ナース実績
（令和2年4月1日～ 8月31日）

地域応援ナース
・応援：9名　・調整中：1名

利尻富士町特別養護老人ホーム 秀峰園に
7月から初めて

地域応援ナースが就業しました！！

本人

2,817

代理

2,255

施設からの代行

4,134

合計

9,206  

1 届出種類

20～29歳

2,626

30～39歳

2,229

40～49歳

2,123

50～59歳

1,226

60歳以上

650

無回答

352

合計

9,206

２ 年齢

道南

310

道央

6,456

道北

750

十勝

504

釧路・根室

473

オホーツク

495

無回答

218

合計

9,206

３ 居住地

保健師

35

助産師

33

看護師

2,113

准看護師

242

合計

2,423

４ 再就業状況

（人）

（人）

（人）

（人）

届出制度実績（2015年10月1日～2020年8月31日） ●未就業の看護職の方は、ぜひ登録をお願いします。

期　　間：8月29日（土）  　場　　所：北海道看護協会  　受 講 者：31名
対　　象：道内に在住の定年前後の看護職（就業・未就業問わず）
　超高齢社会となり地域包括ケアが推進されている中、医療機関や在宅分野にお
いて看護職の需要がますます高まっています。現在、就業している看護職の11人
に1人が60歳以上であり、定年後も切れ目のないキャリアをつなげていくため
に、現在の職場での継続雇用や今までと違う新たな場所でやりがいをみつける
等、可能性が広がっています。
　そこで、離職看護職員相談事業の一環として、定年前後の看護職を対象に、キャ

リアを活かした定年以降の働く場所や
働き方について考える機会となるよ
う、昨年に引き続き日本生産性本部、人
材開発コンサルタントの栗林裕也講師
を迎え、「看護職のセカンドキャリア-定年後も自分のキャリアを活かすた
めに-」のテーマでの講演と施設で働く2名のプラチナナースからの報告を
行いました。参加者のアンケートからは、「前向きに考えるきっかけになっ
た」「人生を考えていく上でとてもよいお話を聴けた」「プラチナナースの報
告はこれからの自分の将来に活かせると感じた」等の意見があり、今後の働
き方やキャリア形成について考える大変有意義な時間となりました。

離職看護職員相談事業
看護職のためのセカンドキャリア講演会 －定年後も自分のキャリアを活かすために－　報告

期　　間：9月5日（土）  　場　　所：北海道看護協会  　受 講 者：41名
　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、平成30年度から開催

し今年度で3回目となります。今回は、事例検討
の演習を取り入れる予定でしたが、コロナ禍で
あることから、櫛引講師と研修内容の検討を行
い、参加施設に事前にアンケートを実施し、取
り組み状況や課題等を把握したうえで、開催し
ました。講義には、先行して導入している施設
の具体的な内容を盛り込んでいただきました。
　参加者のアンケートからは、「人事考課制度の取り組みなど非常に学びになった」
「今回2回目の参加で回数を重ね理解がさらに深まり、実際の導入例を細かく説明い
ただき、非常に分かりやすかった」等の意見があり、参加者の理解を深める機会とな
りました。

「看護職の賃金モデル」(日本看護協会版)研修会（3回目）　報告

研修会の様子

公益財団法人日本生産性本部
人材開発コンサルタント
栗林　裕也　講師

施設で働くプラチナナースからの報告の様子
二口　真紀子さん、苅谷　美奈子さん

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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2020年度の会員の方には、9月中旬時点の会員データに基づ
き、登録されている施設もしくは自宅（個人会員）へ10月下旬よ
り随時『2021年度会費のお知らせ』をお送りいたします。

※9月中旬以降に入会された方は、12月より順次お送りいたします。
※『2021年度会費のお知らせ』（小豆色）がお手元に届かない場合は、北
海道看護協会までご連絡ください。

2021年度用　入会申込書／会員情報変更届 については
10月頃に希望数を施設宛担当者様宛に伺いますのでご協力お
願いいたします。
11月中旬以降より、北海道看護協会より入会申込／会員情報変
更届を順次郵送いたします。

※すでに施設にいない会員の
分が届きましたら、北海道看
護協会へ返送をお願いいた
します。

「入会申込書／会員情報変更届」
（オレンジ色）の必要事項をもれなく記入し
ます。

【再入会者とは？】
・過去に看護協会に入会していた。

（他県での入会者含む）
・退会手続きをしたが、再度加入手続きをし
たい。
　　　　　　　

→不明な点は北海道看護協会ま
で連絡ください。

記入後、封筒に入れ、切手を貼ってポストへ
投函します。

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

会費を納入ください。

※入会申込書を郵送いただいてから登録ま
でに1～２カ月程かかります。
納入可能になるまでお待ちください。
会員証は2021年4月より順次発送します。

【会費の納入方法】
1.口座振替
2.銀行振込
3.コンビニ収納
4.勤務先でとりまとめて納入→施設専用口座に振込願います

・引落口座に不備がある
・印字されている会員情報に変更が
ある

・引落口座に不備はない
・印字されている会員情報に変更は
ない
・納入方法に変更はない　　　

入会申込書／会員情報変更届を切
り離し、訂正箇所を記入し、施設の
方は、とりまとめ担当者の方へ、個
人の方は下記まで郵送して下さい。

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

入会申込書／会員情報変更届

自動継続 となります。

2021  
  看護協会の会員継続・ 

継続会員の方 新規・再入会の方

確認項目 変更あり 確認項目 変更なし

STEP①　記入

STEP②　送付

STEP③　納入
会員情報変更届 提出必須 会員情報変更届 提出不要

　

2021年度会費のお知らせ

【変更記入例】
・苗字・自宅が変わった。
・勤務先が変わった。
・会費の納入方法が変わった。
・道外から北海道へ転居してきた。

提出不要
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【口座振替】
翌月27日引落
※毎月15日までに会員登録手続きが完了
し、口座振込依頼書に不備が無い方対象
です。
資金不足・依頼内容不備等で引落しがで
きなかった場合は、ご自宅に届くコンビ
ニ収納振込票でお振込みください。

〒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

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/

【銀行振込・コンビニ収納】
速やかにご納入ください。
※継続の方は、会費のお知らせで選択され
た振込用紙が同封されています。
※新規・再入会の方は入会申込書投函後、2
か月程度で自宅へ送付いたします。

【勤務先で取りまとめて納入】

2021年3月末日までに
施設毎の専用口座へお振込み
ください。

年度
 入会の手続きについて

会費の納入方法

〈　問　合　せ　先　〉
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『キャリナース』が便利！！

会員専用ページ　　　 　をご活用ください

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

　　 　

令和3年度北海道看護協会代議員及び予備代議員の立候補について
北海道看護協会代議員及び予備代議員選任規程第9条に基づ
き、代議員及び予備代議員の立候補の受付期限等についてお
知らせいたします。
⒈立候補の基準
（1）会員であること。
（2）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。
（3）北海道看護協会総会に出席できること。
⒉立候補の受付期限について
（1）本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「代議員立候補届」により各支部長に届
出る。

（2）受付期間は各支部大会の開催日30日前まで必着とする。

　  ※開催日は各支部にお問い合わせください。
（3）届　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
〇〇支部　支部長宛

　  ※届出については必ず「親展」でお送りください。
（4）問い合わせ先　総務部総務課

TEL011-863-6731
Mail：soumu1@hkna.or.jp

⒊代議員数について
代議員総数200名
※各支部における代議員及び予備代議員数は協会ニュース
135号（11月30日発行）に掲載いたします。
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　第56回献血運動推進全国大会が北海道で開催されるこ
とに伴い、関係団体と協力し献血事業用車両を贈呈いたし
ました。

　忙しい時、3食の自炊は大変ですよね。コンビニやテ
イクアウトに頼ることもあると思います。外食が続く
と塩分、脂質が過多に傾きやすくなります。ですが、食
事の選び方に注意するとバランスよく食べられます。

1.うどん、そば、ラーメンは、炭水化物が多く野菜やた
んぱく質が不足しがちです。
　鍋焼きうどん、五目麺のような、具だくさんのもの
を選ぶように心がけましょう。また、おひたし、サラダ
など副菜を一緒に食べることもおすすめです。

2.ファーストフードは、実はサイドメニューが非常に
高カロリーです。
　ポテトの代わりにサラダ、炭酸飲料の代わりに野菜

ジュースやミルク、野菜スープなどに変更してみては
いかがでしょうか？

3.定食がおすすめ！
　外食では丼物、カレー、お寿司など単品物を選んで
しまいがちです。また、それらのメニューは主食が多
く、カロリーが過剰になりがちです。ご飯は少なめに
する、揚げ物は衣を残す、
煮物、おひたしなどの小
鉢を付けてバランスを整
えることをお勧めします。
　健康管理のため、ヘル
シーなメニュー選びを心
掛けましょう！

道民の健康情報 外食・テイクアウトで
バランスの良い食事をするには？

発行／公益社団法人 北海道看護協会 TEL（011）863－6731 代 　編集責任者／上田　順子
札幌市白石区本通17丁目北3番24号 http://www.hkna.or.jp/ 　印刷／株式会社須田製版

※新型コロナウイルス感染症拡大により第56回献血運動推進全国大会記念式典は中止になり贈呈式のみ行われました。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う要望書を北海道知事へ提出しました

～献血事業用車両を贈呈しました～

　7月22日（水）、上田会長より北海道保健福祉部長を通じ、鈴木知事に
対して新型コロナウイルス感染症対策に係る保健所の業務実態を踏ま
えた、職員の人材確保や整備、また訪問看護ステーションの患者数減少
や感染症対策のコスト増大による減収・減益に対応する早急な支援が
必要となっていることについて要望書を提出いたしました。

〈要望内容〉
⒈保健所に勤務する保健師の確保
⒉保健所の体制整備について
⒊訪問看護ステーションへの経営支援について
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