
「室蘭港を彩る、白鳥大橋と測量山のライトアップ」
室蘭支部　支部長 熊谷 広美　（市立室蘭総合病院　看護局長）

北海道看護協会員数（令和2年10月末日現在）

2020年度目標会員数 43,700名（達成率98.8％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
43,183名   1,134名 1,280名 38,415名 2,354名
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北海道内の看護職の皆さまへ（第7報）

　北海道看護協会では新型コロナウイルス感染症にかかる対応について、ホームページ（第1～7報）
で随時お知らせしています。

11月7日、北海道は警戒ステージ「2」から「3」へ移行しました。

　看護職の皆さまに置かれましては、寒さ厳しい冬を乗り越えるためにさまざまな方策を検討し、
準備してきたことと存じます。これからの2～ 3週間が最も重要な期間であるとのことです。引き続
き、基本的な感染予防対策を徹底するとともに、あらゆる状況を想定して対策を講じていきたいと
思います。

　北海道看護協会では、警戒ステージ3への移行を受け、11月9日より研修事業等をすべてweb対応
といたします。また、引き続き「北海道COVID-19支援ナース事業」に協力し、新型コロナウイルス感
染症発生施設に支援医療機関から認定看護師や看護管理者を含む看護職員を派遣・調整する役割を
果たすほか、「健康フォローアップセンター事業」による濃厚接触者の方への健康観察・相談、「ナー
スバンク事業」による未就業看護職紹介等、実施して参ります。

　尚、診療所等で発熱外来や検査等が実施されることを踏まえて、診療所等に勤務する看護職の皆
様への情報提供や研修会を予定しています。ナースセンターでは、疫学調査等の増加に伴い、保健師
が求められることを想定し、潜在保健師の方々を対象に復職支援研修の企画も進めています。

　他に、日本看護協会、北海道、札幌市等のホームページには感染対策に関する動画が掲載されてい
ます。大変わかりやすい内容となっていますので是非ご活用ください。また、何かお困りのことがご
ざいましたら、いつでもご連絡ください。

　就業・未就業に関わらず、看護実践の場や暮らしの中から発信する「看護の力」が、明日からの道民
一人ひとりの健康行動へ繋がると確信します。みんなの力を結集し、アイディアを活かして、この難
局を乗り越えていきましょう。

2020年11月9日　北海道看護協会会長　上田順子

　公益社団法人 北海道看護協会ホームページ www.hkna.or.jp/>
　新型コロナウイルス感染症にかかる本会の対応について

QRコードからも
ご覧いただけます。
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選挙管理委員長　坂上　真弓
　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。

令和3年6月13日　日曜日　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。

（1）北海道看護協会の代議員数は200名とする。
（2）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。

（3）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。

（4）代議員の員数を欠くときに備えて予備代議員を置く。

Ⅰ　令和３年度北海道看護協会代議員及び予備代議員の定数等

（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。

Ⅱ　立候補の基準

（1）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。

（2）受付期限は各支部大会の開催30日前まで必着とする。
※開催日はホームページをご覧ください。（随時更新）

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受付期間　令和３年4月14日　水曜日 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

（1）副会長　………………………… 1名
（2）常務理事　……………………… 1名
（3）助産師職能理事　……………… 1名
（4）看護師職能Ⅰ理事　…………… 1名
（5）一般理事　……………………… 2名
（6）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）
（7）准看護師理事　………………………… 1名
（8）監　事　………………………………… 1名
　  （本会業務に精通した監事）

⒈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】

令和３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

令和３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

（3）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。

（4）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 支 部
道 南 北 支 部
小 樽 支 部
後 志 支 部
札幌第1支部
札幌第2支部
札幌第3支部
札幌第4支部
南 空 知 支 部
北 空 知 支 部
室 蘭 支 部

16
3
5
3
18
21
26
20
6
6
9

5
2
2
2
5
5
5
5
2
2
2

代議員数 予備代議員数 支部名

苫 小 牧 支 部
日 高 支 部
上 川 南 支 部
上 川 北 支 部
留 萌 支 部
稚 内 支 部
北 網 支 部
遠 紋 支 部
十 勝 支 部
釧 路 支 部
根 室 支 部

7
3
17
3
3
3
6
3
10
9
3

2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2

代議員数 予備代議員数
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＊9月17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17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。

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17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 
『2 0 2 1年度年会費

施設会員者 担当者がまとめて送付

個人

送付状

《会費のお知らせ》 再発行はできませんので
ご注意願います。

２０２1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2021年１月２７日（水）です。

Ａ 会費の納入が9月17日以降の入会者は
手元には届きませんので

「北海道看護協会まで」ご連絡ください。

Q「会費のお知らせ」が手元に届かない

２０２０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。

「２０２１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。

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

お手続きは不要
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抽選で 118 名
様に当たる

!!

〒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/

たでしょうか？
のお知らせ』は

〈　問　合　せ　先　〉

～登録情報の変更のお願い～

登録情報の変更は　　　　　が便利です!!

2020年度会員の方は自動継続されます。2021年度に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23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3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「会費のお知らせ」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。
11月末まで退職と連絡をいただいている施設会員の方については自宅宛に送付先を変更しております。

　　　　
登録情報に変更がある方（勤務先変更・自宅住所変更・改姓・会費の納入方法）や会員証再発行などは『キャリナース』が便利！！

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

キャリナースQRコード 《キャリナース画面》

～北海道看護協会 ホームページ～ 『会員諸届』

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）

■応募方法（ふたつの方法からお選びください）
⒈件名に「2021ペアチケット希望」と明記し、本文に
　①北海道看護協会会員番号 ②郵便番号 ③住所 ④氏名 ⑤電話番号 を入力のうえ下記のアドレスへ送信
　　soumu1@hkna.or.jp
⒉北海道看護協会のカウンターに設置してある専用応募箱に応募用紙を使って投函
　・ご応募はお一人様一回限りとさせていただきます。
　・観戦日時、対戦カードは指定できません。
■当選発表
チケットの発送をもって代えさせていただきます。
注：クライマックスシリーズは勝敗によって開催されない場合がございますので、予めご了承ください。

※Wチャンスとして外れた方の中から抽選でクライ
マックスシリーズ・ファンフェスティバルいずれかの
ペアチケットをプレゼント（注）

会員限定

　北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハムファイタタ ズ北 道日本本ハムファイタ ズ

観戦ペアチケットプレゼント
応募締切　2021年2月10日（水）〈当日送信・投函分有効〉
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～北海道COVID-19支援ナースの活動をとおして～

社会福祉法人　北海道社会事業協会富良野病院
西村　千恵　・　木幡　真由美

　先ず本部との調整は、防護服の着脱について、（林下の方
法）、ゾーニングの確認、勤務部署は感染病棟、十分に物資
があること、病棟でのケアの引き継ぎでした。防護服は富
良野と変わらず、準備後患者さん皆さんに会いました。私
達は笑顔で患者さんとお話すること、療養環境を整えるこ
とと決め業務につきました。環境清掃が行き届いておら
ず、病棟内・室内・イス・テーブル・患者さんの触れる場所す
べて、各自、清拭クロスを持ち歩き、清拭をし続けました。
十分に患者さんと話す時間が持てました。患者さんが入浴
できる体制が整っておらず、また精神科のため病室に洗面
所がないことから、防護服で熱いお湯を運び、絞ったタオ
ルはさめないようにビニールにいれ、全員清拭をしまし

た。猛暑が続き、何とかシャワー浴だけでもと計画し実施
しました。一人の患者さんのシャワー後、室内の清掃・5分
の消毒・その間脱衣室の清掃を行いました。防護服にマス
ク着用し、15分で次の患者さんのシャワー準備すること
はかなりハードでした。水分補給をしても脱水になりそう
でした。30名のシャワー浴を終え、患者さんの笑顔を見た
時はほっとしました。今回他病院の看護師と一緒に看護す
る貴重な経験ができ、また対策本部の方に、「普段からきち
んと実践しているのがわかります」と声をかけて頂き、自
分達の感染防止に対する実践に自信が持てました。今回2
人で参加できたこと、感染症にかかることなく帰れたこと
が何より安心したことです。クラスター終息のニュースを
聞いた時は、職員皆で喜びました。

SeriesSeries①①シリーズ

新シリーズは「多様な働き方と人材活用」です
「多様な働き方と人材活用」を推進している施設において、実際に取り組みに参加している　
現場の看護職・介護職・看護補助者等の経験談を紹介していきます　　        【広報出版委員】

多様な働き方と人材活用

看護部長　大沢　修子
　8月3日　朝のベッド調整時に、看護協会より派遣依頼
がありました。「誰が行けるの」と声をかけると「私でもい
いですか」と、「1名じゃ心細いだろうからもう1名ね」と、
翌日1名立候補。2名の病棟は、退職者・妊婦の夜勤免除・7：
1も考慮する中、「1週間で良ければ」と、師長・看護職員は
快く了解してくれました。　本人達に「前日午後派遣先で
指示を受けること」「精神科の患者さんは純粋で、繊細、笑
顔で話を聞いてあげること」「鼻を出さず、うつらないで
帰ってくること」と伝え、8月7日～ 13日のわずか1週間で
したが2名の副看護師長を派遣しました。当院は2～ 9月
まで20名の感染患者さんを受け入れケアしてきました。
「私たちは院内感染を絶対起こさない・うつらない・うつさ
ない・持ち帰らない・持ち込まない・正しく恐れる」を、2月
から合言葉に、確実な感染防止対策のもとケア実践してき
ました。今回支援ナースを派遣したことで、本人達だけで
なく看護職員皆が貴重な経験をさせていただきました。2

名が感染せずに戻ったことに、「よろしい、ほめて遣わす」
と伝えました。

西村 千恵さん、大沢看護部長、木幡 真由美さん

「COVID-19支援ナース派遣先の活動報告」

「COVID-19支援ナースを派遣して」
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と　き　令和2年9月5日（土）

ところ　北海道看護協会

事業部事業課

　今年度は、日本看護協会の認定看護師研修カリキュラムに特定行為研修を組み込んだコースが開始
となったことから、公益社団法人日本看護協会荒木暁子常任理事を講師に招き、基調講演と意見交換を
行いました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、web会議システム(Zoom)での講義とし、参加
者51名で、有意義な時間となりました。

令和2年度
看護師の特定行為研修に
係る意見交換会

基調講演
『特定行為研修修了者の活動と新たな認定看護師教育
のカリキュラムについて』
　はじめに、今後の社会保障制度の動向と日本看護協会が目
指す方向性について話されました。少子・超高齢化・人口減少
は更に伸展し、高齢人口の質的な変化と地域機能は弱体化す
る。患者・住民に質の高い保健・医療・介護等のサービスを必
要時に切れ目なく提供するためには、全世代型地域包括ケア
システムで発揮する看護の力が大切であると話されました。
　次に、特定行為研修制度の活用に向けてのお話がありまし
た。特定行為研修修了者に期待される成果は、看護の関わり
の中で特定行為も含めた医療を提供することで、質の高い医
療を効率的に提供可能になる。看護管理者に期待される役割
は、制度の活用を検討し体制整備を組織全体で取り組む事が
重要である。在宅領域における特定行為研修の現状は、特定
行為研修を修了した看護師のうち訪問看護ステーションに
勤務している者は2.4％（平成30年9月現在）であり、今後、在
宅領域の特定行為研修修了者を増やし、周知する事が課題で
あり、2020年度より特定行為研修『在宅・慢性期領域パッ
ケージ』が始まったというお話がありました。

　続いて、新たな認定看護師制度-分野再編と教育-について、
認定看護師教育に特定行為研修を組み込む意義は、認定看護
師のアセスメントに基づく質の高い看護実践に加え、臨床推
論・病態判断の特定行為研修を受ける事で認定看護師がチー
ム医療のキーパーソンになることへの期待であること。ま
た、現行の認定看護師制度と新たなる認定看護師制度の今後
のスケジュールについて、2020年度からの教育基準の紹介、
認定・更新審査や移行手続き等のお話がありました。
　最後に、新たな認定看護師・特定行為研修修了者の活用に
向けた看護管理者の役割は、地域のニーズと自組織の使命に
基づく、人材育成計画や自組織内での合意形成等地域全体に
視野を拡げた看護管理であると締めくくられました。

●指定研修機関：222施設（令和2年8月現在）
　・北海道：10施設
●特定行為研修を修了した看護師数：1,954名（令和元年9月現在）
　・一番多い区分：栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連：1,496名
　・修了者延べ人数：14,191名
●認定看護師(21分野)：20,960名（2019年7月現在）
●日本看護協会で特定行為研修を修了した認定看護師数
　・全国619名、北海道は21名（2015年以降で令和2年3月現在）

●2年前に指定研修機関となった病院の看護管理者
　「新型コロナ等の影響もあるが、どのように安全に実践させ
ていこうか話し合うところにきている」
●4月から研修修了者が勤務している病院の看護管理者
　「通常業務を行いながらの活動になるので、どの視点で進め
ていこうか等検討中」
●昨年、研修を修了した看護師
「安全に行うために、手順書を練り直し、医療安全管理部や組
織委員会等への手続き等、医師や施設の協力を得ながら進め

ている」
荒木常任理事
　「特定行為研修修了者は、なかなか活動ができないという話
を聞く。その中でも認定看護師は、今までの活動基盤をベー
スにして、少しずつでも活動ができている。複数修了者がい
る施設では、ある程度活動を拡大していくプロセスがあるの
で、研修修了者と、専門看護師や認定看護師等の横断的活動
基盤のある人とチーム体制を作り、支援体制を作っていると
ころもあると聞いている」

●看護師の皆さんへのメッセージとして、人生100年時代、こ
れからの社会ニーズに応えるための働き方を踏まえて、自身
のこれからのキャリア･ビジョンを描き、プラチナ・ナースに
なっても働き続けて欲しい。
●看護管理者として、問題提起・労務管理・キャリア発達支援につ

いては、サポートや何らかの関与が必要と思われる。特定行為
研修は、医師の働き方改革の流れで強く推進されているところ
があるので、看護師が看護の医療提供・看護提供の中でどのよ
うに活用していくのかは、主体的に考えて、組織内の合意形成
をしていただきたい。

●実際活動をするとなると横断的な活動
が求められる事になるので、認定・専門
看護師からの研修が良いと感じました。

●特定行為研修修了者が活動を行ってい
くためには、組織的に協力・連携・理解・
周知などの課題が多いと思いました。

荒木常任理事

意見交換会

荒木常任理事のまとめ

参加者アンケートから
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と　き　令和2年9月19日（土）

ところ　北海道看護協会(集合型・web型)　

事業部　事業課

　この度、①高齢者ケア施設で行われている感染管
理対策の実際を学ぶ。②高齢者ケア施設の感染予防
と感染拡大防止対策における看護管理者としての役
割を振り返る。を目的に高齢者ケア施設の看護管理
者懇談会を開催しました。テ－マを「高齢者ケア施設
における感染管理について～新型コロナウイルス感
染症のアウトブレイクに備える～」とし、感染管理認
定看護師 村中奈生美講師をお迎えしました。道内各
地から集合型参加者47名、web型参加者38名、聴講
者など含め100名の方が参加されました。
　はじめに、上田順子会長より、新型コロナウイルス
感染症により亡くなられた方々へのお悔やみと、「懸
命に看護の現場で感染症に対応しておられることに
敬意を表します。」とのご挨拶がありました。
　村中講師から、職員の発熱、マスクが着用されてい
ないなどの新型コロナウイルス感染症が拡散された
教訓事例の紹介がありました。また、施設等の巡視指
導の経験から「施設の設計は感染対策に配慮されて
いない」「施設により気になるところと気にならない
ところが違う」など、管理者の力の入れ具合に影響を
受けているところがあり、看護管理者による感染管
理がなぜ必要なのかと問われました。あらためて各
自の役割と責任など参加者と一緒に考えることがで
きました。また、新型コロナウイルス感染症対応の基

本を中心に、普段から
行っておくこと・感染
の疑いがある場合の対
応・感染者発生に備え
た準備・感染症発生時
の対応など、講師の経
験を聴きながら、所属
施設の中で今できる感
染管理を行うための大
事なことは①施設にあった感染管理②チーム作りと
リーダーの育成③実施できる感染対策教育など、具
体的な行動レベルで考えることができました。
　日常生活の中で「いつでも、どこでも、確実に行動
できる」ためには多くの課題がありますが、高齢者ケ
ア施設の看護管理者は、医療提供の責任を持つこと、
リーダーシップを発揮すること、多職種連携を推進
することなどを果たしながら、ケアの改善やサービ
ス向上に取りくみ体制づくりという役割発揮が求め
られています。多くの示唆と課題が整理できた懇談
会になりました。
　アンケート（回収率80％）結果では、感染対策マ
ニュアルがある80％。現在作成中の施設は20％で
した。感染対策に関する職員研修では、実施している
90％、今後検討すると10％が答えていました。

令和2年度
高齢者ケア施設の
看護管理者懇談会

村中　奈生美　講師

会場、web参加の皆さま、FAXでの
ご質問に答えていただきました。
先生ありがとうございました。

会場、
ご質
先生

感染症予防
手洗い
こまめに手を洗おう
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1 研究倫理審査の申請を受付中

教育課からのお知らせ

　北海道看護協会では、9月から感染防止対策をしたうえで研修会や交流会等を開催していますので、その様
子を紹介します。

2 新型コロナウイルス感染防止対策をしての研修会等開催

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

　北海道看護協会では、今年度10月より、自施設に研究倫理委員会などがなく、審査を受けることができない
会員の方を対象に、研究倫理審査を行います。
　申請される方は、研究倫理審査申請書、研究計画書などを添えて申し込んでいただきます。審査料金は1万円
（消費税別）となります。申請に必要な書類は北海道看護協会のホームページからダウンロードしてください。
申請は、審査会の日程の1ケ月前が締め切りとなり、結果通知まで、約2ケ月程必要となりますので、余裕をもっ
てご準備ください。
　看護研究に関して、倫理的、社会的、教育的観点から、倫理的配慮を持って適切に行われ、より良い看護研究
になることを目指し、第一線で活躍されている複数の委員で検討いたします。
　詳細は、北海道看護協会のホームページに掲載しております。
　申請をお待ちしております。

自宅で体温測定を忘れた方は、
検温コーナーで測りましょう。

講師が話す演台にはアクリル板を
設置しています。 「北海道コロナ通知システム」

正面玄関などに掲示していますの
で、みなさんご登録ください。

エレベーターの中では、
足の形に添って外側を向きましょう。

集合（一部Web）研修の参加の様子 Web参加者の質問は担当者が
講師へ伝えています。
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　例年、旭川と帯広で開催している看護職の求人・求職合同面接会は、新型コロナウイルス感染拡大を懸念し、今年度開催を中止しま
した。そこで、代替えとして、旭川・帯広のハローワークで月1回開催している看護職の就業相談会と同日にブースを設置し、「看護職
の施設説明会」を実施します。

看護職の施設説明会
開催のお知らせ

ナースセンターだより第73号

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/

期　　間：10月8日（木）・9日（金）・13日（火）～ 15日（木）（13～ 14日は病院等で施設実習）
場　　所：北海道看護協会、カレスサッポロクリニカル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 復職に向けて、施設実習を取り入れた講習会

●ブランクの期間に忘れてしまったことを思い出すきっかけになり、改めて学ぶことができてよかった。
●どの講義もわかりやすく、ためになるものばかりだった。
●実習先では、様々な看護ケアを経験させていただき、楽しく実習できた。
●他の参加者の気持ちを聞けて、看護職への恐怖が和らぎ、とても心強い気持ちになった。

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
9

内容に興味があった
4

就業中の職場からの勧め
0

再就業の準備
1312

1 受講背景：
　　受講者数17名、
　　施設実習者6名

施設実習にご協力いただき
ありがとうございます。

講義の様子

＜講習会の様子＞

2 アンケート結果　（回収数：15）
①受講動機（複数回答）

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
014

②講習会を受講して、就業への
　意欲に変化はあったか （人）

（人）

就業状況：
　未就業者：13名、
　就業者：4名

未就業期間

1 受講背景：受講者数13名
就業状況：未就業者：11名、
　　　　 就業者：2名

未就業期間期　　間：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
テ ー マ：褥瘡予防と看護

就業支援講習会 報告

期　　間：令和3年3月までの毎月第3木曜日
①10:00 ～ 11:00　②11:00 ～ 12：00

場　　所：旭川会場　ハローワーク旭川（1階相談ブース、2階小
会議室）

帯広会場　ハローワーク帯広（2階会議室）
内　　容：保健・医療・福祉施設の求人施設による職場説明、施設

見学や面接の日程調整等
対　　象：再就職を希望している看護職、看護学生

参加施設および説明会日時：
北海道看護協会ナースセンター ホームページ お知ら
せ（2020年8月26日付）をご覧ください。

申込方法：各開催日の1週間前までに開催地域のナースバンク業
務支所に電話で予約（時間指定の予約制）
※事前申込み（予約）がない場合は、中止となります。

予約時間：月・火・木・金の9:30～ 12：00、13：00～ 16：00
①ナースバンク上川業務支所：0166-46-5282
②ナースバンク帯広業務支所：0155-21-3353

トランスファーの理論（演習）

安全な看護技術＜採血・点滴法＞（演習） 感染対策（演習）

1年未満
8%

1～3年
未満
15%

5～10年
未満
39%

10～15年
未満
15%

15～20年
未満
8%

20年以上
15%

復職に向けて、演習を取り入れた実践的な講習会

1年未満
37%

1～3年
未満
9%

5～10年
未満
9%

10～15年
未満
18%

15～20年
未満
18%

20年以上
9%
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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年度地域応援ナース実績（4月1日～10月31日） ・応援：10名　・調整中：1名

本人

2,922

代理

2,311

施設からの代行

4,188

合計

9,421

1 届出種類

20～29歳

2,687

30～39歳

2,268

40～49歳

2,188

50～59歳

1,264

60歳以上

659

無回答

355

合計

9,421

２ 年齢

道南

322

道央

6,608

道北

762

十勝

509

釧路・根室

483

オホーツク

512

無回答

225

合計

9,421

３ 居住地

保健師

46

助産師

33

看護師

2,188

准看護師

248

合計

2,515

４ 再就業状況

（人）

（人）

（人）

（人）

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

●褥瘡だけではなく、スキンテア、ポジショニングについても学ぶことができ、大変参考になった。学んだことを今後活かしたい。
●看護ケアが変わっているのを実際に見ることができ勉強になった。

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
11

内容に興味があった
5

就業中の職場からの勧め
0

再就業の準備
10
その他
1

7

2 アンケート結果　（回収数：13）
①受講動機（複数回答）

3 講習会の感想等（一部抜粋）

はい どちらともいえない
0

いいえ
013

②再就職をする上で参考になったか   （人）

（人）

【その他】ナースセンターからの勧め

　平成27年から北海道委託事業として「地域応援ナース」の取
り組みが始まりました。これまで43名（49件）の方が地域応援
ナースとして活躍しています。（令和2年10月31日現在）
　豊富町国民健康保険診療所に9ヶ月間応援ナースとして就業
した江添さんをご紹介します。

【就業期間】
　令和元年12月2日～令和2年8月31日
【地域応援ナースの登録・参加理由】
　eナースセンターのホームページで地域応援ナースを知り、
大好きな北海道で自分の看護経験が活かせると思い、登録・参
加しました。
　温泉と牛乳がアピールポイントの豊富町を希望したところ、
ご縁に恵まれ勤務できることになりました。
【応援の実際】
　配属された病棟は、4～ 6人の看護師・ヘルパーで10人前後
の入院患者さんをお世話しましたが、多機能なベッドや特浴室
などの設備が充実していることに驚きました。夜勤は当直者を
含めて2名体制。昼夜をとわず他院への救急搬送時の同乗も行
いました。スタッフのみなさんは地域応援ナースの受け入れに
寛容で、勤務中も時間の流れはゆったりしており、患者さんと

じっくり向き合いながら自分の
「看護」を振り返る余裕もありま
した。
　休日には雪の中を歩いてスー
パーやホームセンターへ行った
り、本数の少ないバスの時刻に
気を遣いながら豊富温泉に行っ
たり、不便さを感じることもあ
りましたが、選択肢が少ないなりに工夫する生活を楽しく感じ
ることもできました。窓からは利尻富士やすぐ近くにサロベツ
原野、夜には満天の星空と、自分が大自然の中で生かされてい
ることを直に感じることができました。
　今回、地域応援ナースへの参加を通して、地域の人々にとっ
て診療所がとても身近な存在になっていることを知ることが
できました。これからは都市部でも空洞化が進むと言われてい
ますので、豊富町での経験を今後の看護師人生に活かしていき
たいと思います。また、この制度が広く認知されて多くの皆さ
んにチャレンジしていただけたら嬉しいです。

各地で活躍する地域応援ナース！！

＜講習会の様子＞

豊富町国民健康保険診療所
地域応援ナース　江添　洋美　さん（東京都）

▶豊富町国民健康保険診療所　事務長　皆戸様から
今回、応援をいただいた江添さんは、業務外でもボランティア活動や
研修会等、様々な関わりを大切にしてくれる、すばらしい応援看護師
でした。

地域応援ナースコーディネーター畠山（左）
江添　さん（右）　

演習（ポジショニング） 演習（体圧分散測定）
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９月　２日

３日

５日

８日

９日

１１日

１５日

１６日

１７日

１９日

２３日
２４日

２５日

２９日

３０日

１０月　２日

第1回離職看護職員相談事業協議会（市内）
　上田会長、佐々木常務理事
第1回地域応援看護師確保対策検討会議（市内）
　上田会長、佐々木常務理事
北海道看護協会研究倫理審査会（市内）
　山本常務理事
令和2年度看護師の特定行為研修に係る意見
交換会　上田会長、山本常務理事
令和2年度「看護師の賃金モデル」(日本看護
協会版) 研修会（3回目）　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
第6回認定看護管理者教育運営委員会（Web
会議）　山本常務理事
第11回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
第3回教育委員会　山本常務理事
看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）
　佐々木常務理事
助産師職能委員会（市内）　佐々木常務理事
新卒訪問看護師教育プログラムワーキング
チーム会議（市内）　山本常務理事
令和2年度第3回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、山本常務理事
第6回常務理事会　上田会長ほか理事・監事13名
北海道医療大学 認定看護師研修センター運
営委員会（Web会議）　上田会長
看護補助者の質の担保に向けた取組みにつ
いてのヒアリング［日本看護協会］（Web会
議）　山本常務理事
2020年度認定看護管理者教育機関担当者会
議（Web会議）　上田会長、山本常務理事
災害支援委員会　荒木専務理事
令和2年度高齢者ケア施設の看護管理者懇談会
　上田会長、山本常務理事
第12回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
日本看護連盟との合同会議（Web会議）
　上田会長
求人施設訪問（江差町）　佐々木常務理事
日本看護協会 令和2年度第3回理事会（Web
会議）　上田会長
求人施設訪問（函館市）　佐々木常務理事
求人施設訪問（旭川市）　佐々木常務理事
第7回認定看護管理者教育運営委員会（Web
会議）　山本常務理事
第1回医療事故調査支援委員会（Web会議）
　荒木専務理事
北海道公衆衛生協会 令和2年度理事会（市内）
　上田会長、山本常務理事

３日

４日
５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１２日
１５日

１６日

１９日
２０日

２１日

２２日

２８日

２９日

３１日

会員懇談会（留萌支部）（留萌市）
　上田会長、山本常務理事
会員懇談会（稚内支部）（稚内市）
　荒木専務理事、佐々木常務理事
保健師職能委員会（市内）　上田会長
第1回ナースセンター将来構想に関する検討
委員会［日本看護協会］（Web会議）　上田会長
令和3年度予算編成等に関する要望（北海道
保健福祉部）（市内）　上田会長ほか常勤理事
第13回打合せ会議　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
看護職就業促進講習会　佐々木常務理事
日本看護協会 地区別法人会員会（福島県）
　上田会長、荒木専務理事
日本看護協会 地区別法人会員連絡会（福島県）
　上田会長、荒木専務理事
令和2年度第2回北海道看護連盟支部長会（市内）
　上田会長
求人施設訪問（旭川市）　佐々木常務理事
看護職就業促進講習会　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12名
訪問看護ステーション出向支援事業検討会議
（市内）　上田会長、山本常務理事
訪問看護師確保支援検討会（市内）
　上田会長、山本常務理事
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議
会令和2年度第2回正副会長・幹事合同会議
（市内）　山本常務理事
求人施設訪問（釧路市）　佐々木常務理事
求人施設訪問（中標津町）　佐々木常務理事
令和2年度第4回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、山本常務理事
第14回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
札幌市予算編成に伴う重点政策要望（市内）
　上田会長ほか常勤理事
第7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
認定看護管理者教育課程サードレベル開講式
　上田会長、山本常務理事
求人施設訪問（北見市、遠軽町）　佐々木常務理事
求人施設訪問（網走市）　佐々木常務理事
札幌市立大学 2020年度第2回経営審議会
（Web会議）　上田会長
第31回伊藤記念研究助成金贈呈式及び一般
財団法人北海道心臓協会臨時役員会（市内）
　上田会長
会員懇談会（道南南・道南北支部）（函館市）
　荒木専務理事

協会の動き（９/１～１０/３１）
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秋も深まり、いよいよ冬の到来。夜、手足が冷え
過ぎてなかなか寝付けないことはありませんか？
　体の冷えと病気は相互に関係し合っていると
言われています。この時期恋しいのが「お風呂」
ですね。「身体が芯から温かくなる」「疲れが洗い
流される」など、入浴には様々な効果があります。
それは、お湯に浸かると3つの物理的作用が働く
ためです。

◎温熱作用によるもの：温まって疲れが取れる
　皮膚の毛細血管や皮下の血管が広がり、血流
が良くなることにより体内の老廃物や疲労物
質の除去、コリがほぐれ疲れが取れます。また、
内臓の働きを助け、自律神経をコントロールす
る作用もあります。

◎水圧作用によるもの：全身の血行が良くなる
　水圧で足にたまった血液が押し戻され心臓の
働きを活発にし、血液循環を促進します。また、

腹部にかかる水圧が横隔膜を押し上げ肺の容
量を減少させるため、空気を補うために呼吸の
回数が増え心肺機能が高まります。

◎浮力作用によるもの：気分がリラックスする
　お風呂に浸かると体重は約9分の1程度になり
ます。普段体重を支えている筋肉や関節はその
役割から解放され、緊張からくる脳への刺激が
減少します。見えない身体の負担を軽減するこ
とにより、心も解放されてゆきます。

※お気に入りの入浴剤を見つけて身体を癒すの
も良いでしょう。

【広報出版委員会　記】

道民の健康情報 入浴で疲労回復‼

※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

令和2年度
ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）講演会
について

日　程

令和3年2月27日（土）
12：50～ 16：30

場　所

北海道看護協会

対象者

看護管理者
（主任相当職以上）

令和2年度交流会等日程について

　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。

○届出内容　　令和2年12月31日 時点での就業状況
○各施設への通知時期　　令和2年11月末頃
〇提出期限　　令和3年1月15日（金）

〇提出先

〇お問い合わせ先
　北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課看護政策係
　TEL 011-231-4111（内線25-360）

令和２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（抜粋）
第33条　業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚
生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏
名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五
日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

勤務地
札 幌 市
旭 川 市
函 館 市
小 樽 市

北 斗 市
（権限委譲）

南 幌 町
（権限委譲）

上記以外の
市 町 村

提　出　先

北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 看護政策係
　住所　〒060-8588　札幌市中央区北3条西6丁目
　電話　011-231-4111（内線25-360）

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
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
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。
※各総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室
※各総合振興局(振興局)保健環境部〇〇地域保健室
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令和3年度予算編成等に係る要望書を北海道知事へ提出しました
　10月6日（火）、 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、 令和3年
度予算の編成に際し、 以下の事項について要望書を提出
しました。

〈要望内容〉
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．訪問看護師の人材確保策の充実と在宅医療の推進
3．看護職の役割拡大に向け、 特定行為研修受講の促進
4．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

5．助産師出向支援事業充実のための支援
6．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

◆瑞宝双光章

樋　口　春　美（元手稲渓仁会病院）
　黒　澤　澄　江（元北海道医療センター）

　　堀　　由　美（元JCHO北海道病院）

※敬称略・所属は受賞時点のものです。

◆北海道社会貢献賞
　長　尾　智　美（北見市役所）
　小　林　順　子（浦河赤十字病院）
　菊　地　祐　子（八雲総合病院）
　近　藤　ときえ（愛全病院）
　佐々木　由紀子（日本医療大学）

　佐　藤　ひとみ（札幌市立大学）
　土　屋　和　枝（札幌秀友会病院）
　中　野　厚　子（深川市立病院）
　服　部　紀美子（特別養護老人ホーム清香園）
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