
安田侃彫刻美術館「冬のアルテピアッツァ美唄」
今を生きるすべての人が、無心に、自由に、思い思いの時間を過ごすための芸術広場です。

撮影者：塩見　洋（市立三笠総合病院　副院長）

北海道看護協会員数（令和2年12月末日現在）

2020年度目標会員数 43,700名（達成率99.27％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
43,383名 1,144名 1,282名 38,597名 2,360名
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　新年あけましておめでとうございます。旧年中は本会の

事業運営並びに新型コロナウイルス感染症対応にご理解ご

協力を賜りありがとうございました。また、長きにわたり新

型コロナウイルス感染症に立ち向かっておられることに心

より感謝申し上げます。少しでも穏やかなひとときを過ご

されますよう願っています。

　さて、2020年は、新型コロナウイルス感染症への対応が

中心の一年でありました。3密を回避する新たな生活様式を

導入した日々の看護実践は想像を超えるご苦労があったことと存じます。一方で、様々な工夫やアイ

ディアを活かす試み、ICTの活用やリモートの導入、OJTの充実など新たな看護の形を生み出す機会とな

りました。

　このような中で本会では、あらゆる場で看護の力を発揮できるよう、会員・非会員の皆さまを支えるこ

とに注力してきました。6月から北海道が実施する「北海道COVID-19支援ナース事業」に協力し、クラ

スター発生により看護職員が不足する施設へ他医療機関から支援ナースを派遣調整する役割を担って

います。

　しかしながら、感染症拡大に伴い道内での派遣調整が困難となり、日本看護協会の県外看護職員の応

援派遣の仕組みを活用し、4名の看護師の方々に年末年始を挟み応援に来ていただきました。これまでご

協力いただいた多くの皆さまに心より感謝申し上げます。

　なお、警戒ステージ3に移行後は、本会の常勤役員が毎日、北海道感染対策指揮室に赴き、情報を共有し

た上で、担当部署と打ち合わせを行いながら本会の対応を進めています。　

　ナースセンターでは、電話相談や疫学調査、軽症者宿泊療養施設での健康観察等に従事する看護職の

求人に対応するため、ナースバンク事業のeナースセンターを活用して一斉メールを配信し、地域応援

ナース事業の短期間就業支援や届出制度事業のキャリア支援のノウハウを活かして未就業看護職の就

業紹介を行っています。

　また、北海道の委託を受け「健康フォローアップセンター」を設置し、本会採用の熟練看護師達が濃厚

接触者の方の健康観察・相談を行っています。道民の皆さまの不安を軽減し、健康行動につながれば幸い

です。また、保健所に勤務する保健師の負担が少しでも軽減されますことを願っています。

　教育研修事業では、中止や延期をせざるを得ませんでしたが、現場の感染症対策に活かせるよう感染

対策DVDやガイドライン等の情報を提供し、事業の再開後は、Webを併用しながら感染対策に関する研

会長 上田　順子

2021年 新年のごあいさつ
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修を追加して実施しています。また、訪問看護ステーションや高齢者介護施設、診療所（クリニック）の看

護職員への感染管理認定看護師による感染対策講習会の開催、防護具の配布、行政への要望等、支援に努

めてきました。

　2021年は、新型コロナウイルス感染症予防対策支援を継続するとともに、新しい生活スタイルに対応

し事業を進めていきたいと存じます。

　教育研修事業では、これまでのコロナ対策の教訓を活かして、Webを併用し、あらゆる場で活動する看

護職の皆さまの実践力向上を支援できるよう努めて参ります。北海道委託事業である訪問看護師養成講

習会や保健師助産師看護師実習指導者講習会等の長期研修はeラーニングを活用した新しい内容となる

予定です。

　また、今回は感染管理認定看護師をはじめ感染症に対する専門性の高い看護師の皆さまが地域で活躍

していますが、医療機関や介護施設等に日本看護協会の「感染管理認定看護師養成推進事業」を活用して

いただくことで増やしていくことができると思います。さらに、特定行為研修修了者の活動の場を拡げ

る取り組みを進めて参ります。

　広域な北海道においては、地域が主体となり、住民の生命・暮らし・尊厳をまもり支えることができる

よう施設間、多職種が連携協力し、顔の見える関係づくりが大切です。この度のコロナ禍で、保健師が訪

問看護師と協力して地域の感染拡大防止に取り組んでいる事例、高齢者施設の面会制限を機に、訪問看

護ステーションを利用して、在宅での療養や看取りに移行する事例など訪問看護へのニーズが高まると

ともに保健師の活動も広く周知されることとなりました。コロナ禍というピンチを地域包括ケア推進の

チャンスと捉え、2021年も全世代型地域包括ケアシステムの充実に向けて、看護職間の連携や多職種と

の協働を推進して参ります。

　2025年以降の生産年齢人口減少時代を見据えて、働き方改革、効率的な業務改善が進められ、4月から

施行される「改正高年齢者雇用安定法」により、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。また、

同一労働同一賃金が中小企業に拡大されますが、コロナ禍を経験し、改めて年齢を問わず「人財」が地域

の重要な財産であることを実感しています。昨年実施した「シニア会員就業実態調査結果」の分析、働く

側に立った多様な働き方の検討、就業・未就業にかかわらず、あらゆる世代のキャリアを支援するための

体制強化に努めます。また、看護基礎教育では臨地実習が中止となり、2021年新人看護職員の職場適応支

援が重要な課題となっています。教育と臨床が協力して皆で新人看護職員を支えていきましょう。

　ナイチンゲール生誕200年Nursing now!キャンペーンは6月まで継続されます。また、「看護の日・看

護週間」事業は、若年層に向けて看護の魅力PRを強化します。平時の取り組みが有事に活かされ、有事の

対応が平時に反映されると捉え、会員の皆さまとともに取り組んで参ります。

　結びに、新型コロナウイルス感染症が収束し、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。
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日本看護協会と協定締結2020年11月17日　北海道と協定締結12月11日
♦派遣決定　（12月28日現在）
12月20日～ 1月11日
1施設（旭川の病院）
派遣ナース　岩手県1名（12月20日～ 1月  2日）

東京都2名（12月23日～ 1月11日）
東京都1名（12月30日～ 1月  8日）

今まで病院全体で十分頑張ってきたので、私た
ちが派遣されたことで、スタッフが少しでもお
休みできたらと思います。
皆様、身体的にも精神的にも疲弊していると思
います。私たちは何でもします。

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

新型コロナウイルス感染症対応のための都道府県外看護職員の応援派遣調整

オリエンテーションしている様子

感染症対策応援派遣ナースの応援派遣調整関係図

①事前に
応援派遣
の協定等

④協定等
に沿った
応援派遣
要請

派遣ナースの声

要派遣県 近隣県

都道府県 都道府県

厚生労働省

自治体（宿泊療養施設等）
医療機関

都道府県看護協会

都道府県
看護協会

医療機関
（CN/CNS/CNA、その他の看護職員）

日本看護協会

連
携

連
携

連携
連携

⑤都道府県からの
　応援派遣要請受諾

⑥
近隣県
からの
応援派遣
要請

⑧
応援派遣
要請

⑨
応援派遣
候補者に
関する
情報提供

※都道府県と医療機関との間で
　事前に応援派遣の協定等

⑩
応援派遣
調整
（派遣場所、
活動期間等）

登録/応援
派遣受諾

応援派遣
要請

⑫応援派遣（在籍出向）

⑪
応援派遣
候補者に
関する
情報共有

⑦応援派遣調整
の決定

②自治体・医療機関からの
　応援派遣要請

③応援派遣決定の
判断

※都道府県看護協
会と

相談し最終決定
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・クラスター 発生！
・看護職員感染！
（感染症対応）

北海道が実施する事業に協力し、新型コロナウイルス感染症発生施設から看護職員の応援要請を受けて、支援
医療機関からの看護職員を派遣・調整をしている。

支援医療機関
　47病院　登録
派遣決定
　28件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12月28日現在）

北海道COVID-19支援ナース事業への協力 2020年6月8日通知　7月7日～派遣調整開始）

　新規感染者の発生に伴い道立保健所が作成した濃厚接触者のリストをもとに健康観察・健康相談を毎日実
施している。
　職員10名で対応　12月22日現在で健康観察延べ約27,000人

北海道健康フォローアップセンター事業の受託 2020年5月28日～

　新型コロナウイルス感染症に係る看護職員の求人に対して2020年4月16日から未就業看護職員を紹介し
ている。
♦新型コロナウイルス感染症対応
　求人数　228人　　求職者　236人　　紹介数　148件　（12月25日現在）
♦業務内容　①北海道・札幌市・道立保健所等の電話相談及び新型コロナウイルス感染症関連の疫学調査
　　　　　　②北海道・札幌市・各振興局等の軽症者宿泊療養施設での療養者の健康観察
　　　　　　③クラスターの発生している医療機関や介護施設等の看護業務等

ナースセンター事業（ナースバンク事業）の実施

COVID-19支援ナース事業【支援ナース派遣調整システム　改訂版】

北海道
（④傷害保険）

看護協会
（③派遣調整）

①支援医療機関
（派 遣 元）

②受援施設等

③調整
③調整

③調整

④派遣依頼→

⑦謝金・旅費支出→
←⑥謝金・ 旅費請求

⑤看護職員派遣
　（業務支援）

←②派遣要請

←①登
録・報告

《事業周知・登録依頼（道・看護協会 ⇒道内病院等）》
①支援医療機関から登録・派遣者名報告（⇒看護協会）
②支援を希望する受援施設等から派遣要請（⇒道）
③派遣調整（道⇔看護協会 ⇔①・②）
④派遣依頼（ COVID-19特約傷害保険加入）
⑤看護職員派遣 ・業務 支援（①⇒②）
⑥謝金、旅費請求（①⇒道）
⑦謝金、旅費支出（道⇒①）

（注１）宿泊療養施設及びPCR検査センター（以下「センター等」）に係る人材 確保は、センター等を設置する機関（自治体等）が行います。
設置機関には、道から所在圏域の登録支援医療機関を紹介し、各設置機関から支援医療機関に対して派遣依頼を行います。

（注２）センター等に係る経費（謝金等）については、各設置機関が負担します。（別途、設置機関が定める額）

〇支援業務（感染症対応施設）
・感染症病棟における患者対応業務
・感染症病棟以外の病棟、外来等の業務
（感染症病棟への院内応援により人員
不足となった病棟等の支援 ）

宿泊療養施設、PCR検査センター（注１）別途/ 宿泊療養施設、PCR検査Ｃ（注２）

④保険料：道負担
⑦旅　費：道規定による
⑦謝　金：22,400円/8h勤務
　　　　  33,600円/12h勤務
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選挙管理委員長　坂上　真弓

　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　令和４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　令和3年4月14日　水曜日必着

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）

令和４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 : soumu1@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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～プラチナナースの起業（釧路）をワンチームで！～

　気がつくと、定年退職後訪問看護を起業して、あっと
いう間10年目に入りました。保健師の起業は珍しく、ま
して後半は管理職で現場から遠のいていた為どうなる
ことやらと不安が一杯でしたが、最初は「石の上にも3
年」、その後今日まで頑張れたのはスタッフの意欲と釧
路保健所時代に繋がっていた多くの関係者の支援であ
り、感謝の気持ちでいっぱいです。
　起業の動機を顧みますと、保健師の地区組織育成支
援として認知症の家族会を立ち上げる過程や、医療福
祉の光が当たりにくい精神障がい者相談支援の中で、
個別ケアの不十分さを実感し、細やかな支援のために
は、将来は「訪問看護」しかないと強く感じていたので
す。また、H7年、日本看護協会の海外視察研修に参加し
た経験もきっかけの一つです。オーストラリアでは、我
が国の介護保険法制定より10年も前に、コミュニティ
ケア法の下にA-CATというアセスメントチームや、訪
問看護に当たるホームナーシング事業が生き生きと育
ち、特養に当たるナーシングホームでもナースがトッ
プで活躍し、目を見張りました。
　起業当初からの考え方は、経営よりも「ケアの質」、主
役である利用者様から「利用して良かった！」と喜ばれ
る訪問看護を目指し、人が変わってもブ
レないよう「あなたの生き方を夢や希望
を応援します」という法人の理念を掲げ
ました。じっくり耳を傾け、抱え込まず、
「傾聴と連携」を支援のキーワードとしま
した。対象は、認知症や精神疾患の方々の
他に、難病や、癌、看取り期の方々などに
広がり、今でも「心のケア」を縁のカラー
としています。
　これまで遠かった保健師と看護師の距
離も縮みました。訪問や地域連携が得意
な保健師の強みと、優れたスキルを持つ

看護師が融合し、相乗効果を醸し出したのです。そこに
チームワークの絆で徐々にワンチームが形成されて
いった時、管理者としての喜びは忘れられません。ス
タッフの平均年齢は56才、プラチナ世代が大半ですが、
皆若々しく、豊富なキャリアと共に、利用者を明るく前
向きにしてくれます。熟年の良さは、何といっても包容
力と傾聴力、判断力。「死んでしまいたい…」をじっくり
傾聴、ゴミ屋敷や引きこもり状態にも優しく受容し、訪
問時倒れていた方を素早く対応、時には激しい夫婦喧
嘩を仲裁したり、キラキラと輝くスタッフに、つい目を
細めてしまいます。時々、年配の看護師さんをぜひと訪
問依頼がある時には、所内にほっこりムードが湧き上
がります。そうこうしているうちに昨年9月、ついに大
型化したステーションを「縁」と「灯」に二分割すること
となり、各々新しい風が吹き始めています。そして、訪
問看護を核に「話・輪・和・笑」のデイサービス、ケアマネ
や障がい者相談支援事業所が生まれ、更に市民講演会
や利用者と支援者が混じり合う「縁の日交流会」なども
大人気です。私自身を含めたプラチナ世代の地域貢献、
今この経験を次世代に爽やかにバトンタッチしていき
たいものです。

SeriesSeries②②シリーズ

多様な働き方と人材活用

NPO法人 縁のみなさま　前列左から3人目が藤田さんです

ＮＰＯ法人縁 代表理事
訪問看護ステーション縁・灯統括管理者　藤田　麗子
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支部だより

道南南支部 書記　加藤　豪

会員懇談会を終えて
　今年度の会員懇談会は、午前の部には北海道看護協会専
務理事の荒木美枝氏を迎え、看護の動向について、午後の
部には社労士事務所みなとコンサルティング・特定社会保
険労務士の池内美佐子氏による「自分を守るために～ペイ
シェントハラスメ
ントへの対応～」と
題してご講演頂く
べく、道南北支部と
の合同企画・合同運
営致しました。
　2019年5月に可
決・成立したパワハ

ラ防止法により、ハ
ラスメントへの指
針や対応が事業者
に求められ、認知度
も高まる中で、医療
従事者である我々
も、職員同士のハラ
スメントに注意す
ることはもちろんのこと、近年増えている患者様やご家族
からのハラスメントへの対応について求められており、
COVID-19感染症対策によってグループワーク等は出来
なかったものの、Q&Aや事例によって学びの多い懇談会
となりました。

道南北支部 保健師職能委員長　垣本　利子

令和2年度　保健師職能集会（研修会）の活動報告について
　令和2年10月3日（土）八雲町シルバープラザにおいて、
八雲総合病院　感染症認定看護師の戸田五代氏を講師に
お招きし、新型コロナウイルス感染症に関する講話とゾー
ニングの演習を行いました。参加は、看護師等も含め30名
でした。
　講話は、感染の仕方や家庭内での感染予防についてで、
感染は飛沫と接触が主な事、感染者のいる家庭内での予防
は、共有スペースが多く距離が取れず非常に難しい事、ど
のような環境においても極めて重要なのは「標準予防策」
であるとのお話でした。また、八雲総合病院（感染症指定医
療機関）での予防対策も説明され、受入側の決め事（事前準
備）の重要性がわかり、事前シミュレーションの必要性を

実感しました。演習は、ゾーニングを体験し、職員の動線や
物品の配置、病室内の構造での患者の動線等を考える必要
があることがわかり、参加者から職場でも考えたい等の意
見があり、今後の感染症対策を考える上で、大変参考にな
る研修内容でした。

札幌第2

稚内

留萌

北空知

南空知後志

道南北道南北

道南南道南南

室蘭室蘭

上川南 北網

上川北
遠紋

十勝

日高

苫小牧苫小牧

釧路

根室

札幌第3

小樽
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これまで作り上げてきた
　「顔が見える関係」を強みに！！
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小樽支部 副支部長　澤田　有加

　新型コロナウイルス感染症の影響により、ほとんどの支
部活動は実施できていませんが、9～10月に看護職を目指
す市内の高校生を対象に看護教育制度説明会を開催する
ことができました。3つの高校を訪問し、看護職の進路説明
や仕事の内容を紹介しました。感染防止対策の観点から、
これまで参加経験のない学生に限定し人数を調整しての
開催でした。学生から「看護専門学校と看護大学の選択」
「認定・専門看護師等の専門性」「保健師や助産師への進学」
など、多くの質問がありました。その他に、社会に出て実際
に看護師として働く職場環境や待遇面に関しての質問も
あり、進路・進学に関することだけでなく、看護職という職
業に興味・関心が高い様子がうかがえました。コロナ禍で

の開催でしたが、看護職の魅力をしっかりと伝えることが
出来たことに安堵しています。
　今後の支部活動は、webでの研修会企画も視野に入れ、会員
のニーズに応じた活動を実施したいと考えています。

後志支部 支部長　本間　美恵

　12月に入り、すっかり雪景色となりました。これから後
志地方はスキー客で例年あふれる時期です。しかし、コロ
ナ禍の中、自粛しており閑散としております。山が好きな
方は、ソーシャルディスタンスを守り、自分なりに注意し
て楽しむのでしょ
うが、医療現場はそ
うは行かないのが
現状です。後志支部
は、余市協会病院・
倶知安厚生病院・岩
内協会病院の3施設
で 役 員 会 を お こ
なっております。

コロナ禍の状況で事業
活動がストップしてお
ります。役員会を開催
するのが精いっぱいな
状況です。全道に拡大
したコロナ禍の状況で
皆役員は自分の施設を
守ること。施設間の連携で必死に頑張っております。コロ
ナ感染防止に向けて救急室やベッドの清掃等、毎日環境整
備に追われております。しかし、看護師は地域の住民の安
心・安全を第一とし、使命感に燃えて明るく元気に看護実
践に励んでおります。早く通常な日常生活ができる社会状
況になることを願うばかりです。

札幌第1支部 広報委員　佐藤　知子

北海道看護協会札幌四支部合同　保健師職能研修会
　令和2年10月24日（土）、札幌学院大学名誉教授　二通
諭先生を招き「発達障害の豊かな世界と可能性～困難をこ
える支援とは」をテーマに保健師職能研修会が開催されま
した。新型コロナウイルス感染症が拡大する中でしたが、
定員100名に対し130名の募集があり、現場で働く看護職
にとってニーズが高い研修でした。
　二通先生は映画の評論をしており、講義では様々な映画
やテレビドラマも取り上げながら発達障害についてわか
りやすく解説をしていただきました。発達障害における困
難軽減は、「周囲の適切な理解と対応」、「本人の工夫と努
力」の2つが重要であると学びました。講義の最後に見せて
いただいた、場面緘黙症を克服したドキュメンタリー作品

「～想いかける～」
では、周囲の適切な
理解と対応、本人の
工夫と努力が描か
れており、強く印象
に残りました。
　最後に、感染防止
対策を実践しなが
ら研修会開催に尽
力された札幌の四
支部の保健師職能
委員会のみなさん
お疲れさまでした。

救急室の清掃

3人の看護師のガウンは、厚生労働省から
頂いた物です。「ありがとうございました」
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札幌第2支部 広報出版委員　南　尚樹

　今年に入ってから、新型コロナウイルス感染拡大で国の
緊急事態宣言があり、支部でも企画をしていた、研修を中
止・自粛という形を取りました。その後、緊急事態宣言解除
となった為、研修を10月から再開した矢先に、北海道での
感染拡大が見られ、再度研修などの企画を中止せざるをえ
なくなりました。また、毎月行っていた、支部役員・各委員
長が集まって会議をする事が困難なため、支部でもリモー
ト会議が実施されました。いまや、会社や学校などもこの
ようにリモートで授業や会議などを行っており、私が子供
の頃に思っていた未来になってきたと実感いたしました。
今後は研修などもこのようにリモートで行われることも
考えられます。その時は遠方の方もより気軽に研修に参加

してもらえるものと思います。皆さんのお役に立つ情報を
共有できるようより努力してまいります。

札幌第３支部 保健師職能委員長　高橋　明子

　令和2年10月24日（土）アスティ45内のACＵ-Aにおい
て、札幌4支部合同保健師職能研修会「発達障害の豊かな世
界と可能性～困難をこえる支援とは」をテーマに札幌学院
大学の二通諭　名誉教授をお招きし、コロナ禍ではありま
したが、マスク着用や検温、座席間隔を十分にとるなど、感
染防止対策に取り組み、本研修会を開催しました。第3支部
からは22名、4支部併せて94名の参加がありました。
　講師は長年、学校教育の現場で発達障害児・者と関わり
実践や研究を重ねており、その経験から発達障害の特性や
対応について、事例を交えたお話をして頂きました。参加
者からは、テーマ・内容とも好評で「講師の中立な立場での
お話が、当事者・家族・支援者と視点を変えて考える機会と

なった」「発達障害について、さらに学びたい」など、第2弾
の研修希望も多く聞かれました。
　今後も、会員の資質向上や交流を図る取り組みを企画し
て参ります。

札幌第4支部 教育委員長　前田　朝子

札幌第4支部看護研究研修会報告
　札幌第4支部担当研修　看護研究研修会を10月24日
（土曜日）に参加者40名で開催いたしました。コロナ禍で
の開催について大変迷いましたが、今年度のほとんどの研
修会が中止となる中、貴重な学びの機会となると考え開催
の運びとなりました。テーマは「研究テーマの決め方」で、
まさにこれから研究にとりかかろうかというときに、真っ
先にぶち当たる壁「何について研究しよう…」を焦点化し
たテーマとしました。講師は札幌市立大学看護学部　武冨
貴久子先生です。武富先生の講義は大変わかりやすくかみ
砕いた表現を用いて、時にはユーモアたっぷりに進められ
ました。研修目標の達成度は95%以上と参加者の評価も
大変高く、「研究に対するマイナスイメージがあったが、
（研究を）やりたいと思うようになった」と研究の動機付け

にもつながる講義でした。講義時間の短縮、大会場を使用
しての距離の保持、入場時の検温や消毒をおこないながら
の研修でしたが、大変意義ある研修がおこなえたことは、
札幌第4支部教育委員8名の大きな喜びとなりました。
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南空知支部 支部長　白幡　まゆみ

　昨年から続く災禍の中､皆様のご苦労と､日々一致団結
して頑張っている姿にあらためて看護師の素晴らしさ、強
さを感じています。
　南空知支部は、1年を通し集合研修等の活動を全て自粛
し､通信手段で可能な活動に切り替えました。その中の一
つを紹介します。医療安全管理者地域活動会は例年、年に1
回開催し情報交換と2施設
の実践報告を行っていまし
た。今年度は各施設の困って
いること､聞きたいこと等を
質問用紙にまとめ回答を配
布する形とし、2施設の実践
報告も紙面上で行いました。

今年は、国保町立南幌病院と市立美唄病院が担当でした。
パワーポイントに説明文を加え配布されており、とてもわ
かりやすい資料となっていました。このような時期にもか
かわらず、時間と手間をかけていただき感謝しています。
そして一日も早く平穏な日々が取り戻せることを心から
願っています。

北空知支部 第1副支部長　今野　克絵

　北空知支部では、COVID-19の影響で、今年度予定して
いた全ての活動を中止といたしました。感染予防の観点か
ら、役員・各委員会ではメールを活用しながら情報交換を
行い、会議は最小の回数でソーシャルディスタンスをとり
ながら行っています。
　当支部では、会員数の減少に伴い教育研修と研究、看護
師助産師職能委員会の統合に向けた準備を行っています。
引継ぎがスムーズに行えるよう、2年任期のところを1年
延期し対応できる委員を募り、新規の委員が混乱しないよ
うに調整を行っています。また、今年度の支部大会は、議決
権行使書と投票用紙を郵送するなど、初めての試みとなる
大会運営となるため、戸惑うこともありますが、役員会で
は互いにメールで情報共有しながら準備を進めています。
　1日も早い収束を祈りつつ、次年度も感染の動向をみな

がら、十分な感染予防・安全対策のもとで流動的に事業を
進めて参りたいと考えております。

室蘭支部 支部長　熊谷　広美

　室蘭支部では、今年度予定しておりました「看護の日イ
ベント」「各職能研修会」「支部担当研修」「住民フォーラム」
「管理者懇談会」「室蘭支部学会」などについて集団感染予
防の観点から開催を中止いたしました。また、支部事業の
中止により広報誌発行も見合わせ状態となっておりまし
たが、広報委員会の協力の下、12月には臨時号として発行
することができました。感染症に対する地域の実情と感染
予防対策として参考にしていただける情報を盛り込んだ
ユーモアあふれる内容となりました。
　次年度は、各事業を遂行できるよう様々な形態を考えな
がら取り組んでいきたいと考えています。

11

HOKKAIDO NURSING ASSOCIATION NEWS No.136



苫小牧支部 第1副支部長　秋山　悦子

　どの医療機関も、感染対策に追われ、大変な毎日を過
ごしていると思います。
　支部では、集合活動はほぼできていません。会議等も
メールのやり取りでおこなうことがほとんどです。ふれ
あい看護体験も実施に至らず、いつも体験や見学に来て
くれている近隣の高校の看護師や介護職を目指す生徒達
との交流もでき
ませんでした。
そんな中、何か
思い出作りをと、
校庭での花火大
会が企画され、
入院中の患者さ
んにも喜んでも
らえるか、迷惑

にならないかを
気にかけていた
だきながら、開
催されました。
花火大会の夜、
病院の窓一面に
花火が舞いまし
た。家族との面
会ができず、寂
しい思いをされている患者さんは大喜びし、コロナで憂
鬱な夜が一瞬輝きました。
　できないことが多い中、支部活動もままなりません。
各病院等の状況を情報交換しながら、何かできることは
ないか、模索し進んでいくしかないのだと思います。

日高支部 支部長　西岡　せい子

　世界中の人々そして医療従事者に災害をもたらしてい
る新型コロナウイルス。この一年近く日高支部も多くの事
業を中止せざるを得ませんでした。何をするのも通常の経
過をたどれな
く、想像力と工
夫と連携が必要
になりました。
役員会・委員会
も通常にできな
くなりました
が、お互いの大

変さを理解し合
いながら今でき
る支部活動を繋
げてきました。
　会員数314名
の小さな支部で
すが、このコロ
ナ禍では顔が見
える連携が大きな力となりました。今後も会員のつながり
を大切に支部活動の推進に努めて参りたいと思います。

上川南支部 保健師職能委員長　松田　哲子

新型コロナウイルス感染症禍における上川南支部活動
～紙上からの発信～
　上川南支部では例年、各職能委員会及び各委員会が研修
会や講演会を企画・運営してまいりました。しかし、今年度
は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の見地から、すべ
ての研修会や講演会を中止いたしました。各職能委員会で
は「今、私たちにできることは何か」を検討した結果とし
て、新型コロナウイルス感染症と闘う医療機関の方々や、
多様な職場で勤務している看護職の力をお借りし、職能の
個性を生かした情報誌を発行いたしました。また、看護研
究発表会も抄録集による紙上発表に切り替えることとい
たしました。職能委員会の情報誌は、看護協会のホーム

ページ内、支部ページに掲載させていただきましたので、
全道各支部の皆様にもご一読、ご活用いただけると幸いで
す。今後も、社会の
情勢、医療・看護の
動向を踏まえなが
ら、有意義な活動
がはかれるよう模
索してまいりたい
と思います。
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上川北支部 広報委員　陶久　真樹

新生児蘇生法Aコース
　令和2年9月26日に、名寄市立総合病院で名寄地区新生
児講習会（NCPRAコース）が開催されました。名寄市立総
合病院の小児科
医、産婦人科医、
研修医、助産師、
看護師、計9名が
参加していまし
た。80分間、講義
を受けた後、基
本手技の実演

（60分）、アルゴ
リズム（90分）
を2つの班に分
か れ、医 師、助
産師の指導の
下、出産直後の
新生児に対し
て、挿管施行す
るまでの流れ
を全員が真剣な表情で施行し、知識、技術を取得していま
した。

留萌支部 支部長　夏伐　加代子

　10月3日、看護師職能
研修と会員懇談会を実
施しました。
　定員を超える応募が
あり、テーマがタイム
リーであったこと、上田
会長から直に「看護の動
向」を聞ける魅力も大き
かったと思います。
　研修は、「新型コロナ
ウイルス感染予防策」を
テーマに留萌市立病院の感染管理者の三住主任看護師を
招き、講義と実技研修を行っていただきました。
　実技では蛍光塗料を塗った手で普段通りのガウンテク

ニックと施設で利用し
ているN95マスク（ない
方はサージカルマスク
で）でマスクのフィッ
ティングテストを行い
ました。手技の振り返り
と現場に持ち帰れる確
かな手技を感じる有意義な研修となりました。
　希望施設へはビデオを、参加できなかった施設へは資料
を郵送させていただくこととし、12月に郵送を終えまし
た。今まさに新型コロナウイルス感染予防対策を行いなが
らの日々となっています。この研修が皆様のお役に立って
いると信じています。

稚内支部 副支部長　鈴木　貴美子

　新型コロナ感染防止の対策をとりながら、令和2年10月
3日（土）に会員懇談会を開催しました。稚内市内のほか豊
富や枝幸など、宗谷管内から41名の参加でした。午前は、
北海道看護協会　佐々木衿子常務理事からの「看護の動
向」では、2025年を見据えた保険・医療・福祉体制の再構築
の看護のビジョンに向けてのお話がありました。そして、
午後からは、市立稚内病
院　村中徹人内科医長
から「宗谷地域における
新型コロナウイルス診
療の最前線」ということ
で講義して頂き、さら
に、同病院感染管理　盛

岡看護師にお手伝い頂き、スタンダードプリコーションの
デモンストレーションを行い、参加者にも体験して頂きま
した。毎日コロナ対策に追われる中、今最も知りたい情報
で、非会員の参加もあり、貴重な時間を過ごすことができ
ました。
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北網支部 広報委員　米田　朗子

北網支部担当研修
地域包括ケアシステム研修会に参加して
　10月24日に北見赤十字病院で地域ケアシステムについ
て研修が行われました。看護の動向、地域包括システムに
ついての基礎知識、地域連携の実際について講義がありま
した。普段病院に勤務していますが、医療的ケアやADLが
低下しているために元
の施設に戻れないケー
スや在宅は難しいケー
スが非常に増えてきて
います。これからの高
齢化社会に向けて、ど
のような健康状態でも

その人らしく暮らして
いける社会にしていく
ために医療の視点のほ
かに生活支援が重要だ
と学びました。今後の
医療需要の多くは、高
齢で家族の支援機能が低下した患者が増えていきます。医
療介護が連携して患者さんを支えていかなければいけな
いと感じました。在宅生活の限界を決定するのは医療者で
はなく、患者本人、家族の意向を聞きながら退院支援を
行っていく重要性が理解できました。今後は研修で学んだ
ことを活かしながら患者をサポートしていきたいと思い
ます。

遠紋支部 書記　藤岡　園生

　下半期に向け今年度企画していた研修等の実施につい
て再検討をおこないましたが、COVID-19の収束がつかな
い状況を考慮して、事業はほぼ中止することとなりました。
　前回の支部紹介で今までの取り組みをご紹介しました。
他にも「顔の見える関係づくり」を進めていく事業の1つと
して施設間交流研修を実施しています。この研修は一時期
中断していましたが5年前から再開し、再開当初の参加者
は5名程度でした。しかし、年数を重ねるごとに参加希望者
が倍以上となっています。参加者からは「交流の場がもっ
とあればよいと思いました。得るものが大きいと思いま
す。」「病院の看護師に1人でも多く在宅の場を見てほしい
です。」というようなご意見をいただき、他施設の方と普段
なかなかできない交流をしながら関係性を築いていく場

ともなっています。
　今後も役員・各委員一同、当支部の会員様のニーズに沿
えるような活動計画を考えていくとともに、「顔の見える
関係づくり」を進めていきたいと考えております。

十勝支部 働き続けられる職場づくり推進委員　中村　裕子

　2020年11月7日（土）、JA北海道厚生連　帯広厚生病院
において、働き続けられる職場づくり推進委員会主催の
「労働環境改善講演会」を開催いたしました。今年度は新型
コロナウイルス感染症の影響もあり、当初の予定人数より
10名程少ない59名の参加がありました。講師は昨年に引
き続き、北海道医療勤務環境改善支援センター　医療労務
管理アドバイザーの山口民枝先生をお招きし、講演いただ

きました。今年度は「職場におけるハラスメントの予防と
対策」と題し、ハラスメントの種類や現状、対処法等につい
てお話していただきました。実際の事例を交えた内容で
あったこと、また山口先生の楽しく引き付けられる話術
に、会場では大きくうなずきながら聞き入る参加者の姿が
多く見受けられました。今年度は講師の先生にはマスクを
着用したままでの講演にご協力頂いたり、会場はソーシャ
ルディスタンスを守り広く
使用するなど、特殊な環境
でしたが、盛況のうちに終
えることが出来ました。講
師の先生、ご参加くださっ
た皆様に感謝いたします。

紋別のオホーツクタワーと朝の風景です。オホーツクタワーは
日本唯一の氷海展望塔で、冬は流氷を下から見ることができます。   

14

看護協会ニュース No.136



釧路支部 第2副支部長　中村　千夏子

　釧路振興局管内での新型コロナ感染症陽性者は10月以
降、クラスターが複数発生するなど、感染が拡大し、我々、
看護職が働く医療現場、行政等でも、日々対応に追われる
状況が続いています。そのような中、11月に開催された支
部役員会では、今年度の活動がほぼできていない状況下に
おいて、来年の支部大会開催の協議をしなければならない
といったことに戸惑いを感じながらも、計画案をどうして
いくべきか、どういった工夫ができるのかなどが話し合わ
れたところであります。いずれは予防接種ができて、幾分
か不安が解消されることが想定されても、完全にもとの生
活に戻るのはむずかしいと言われていることから、新しい
生活様式に併せて活動の方法も方向転換せざるを得ない
のではないかと感じています。どこまでできるかわかりま

せんが、支部活動を繋いでいくことをしっかりと意識しな
がら、このあとの活動について、真剣に検討して参りたい
と考えております。

根室支部 支部長　竹中　仁美

　令和2年度の支部活動は、新型コロナウイルス感染拡大
防止の為、全て中止となっています。
　当支部は、広域な1市4町で活動しており、約320名の会
員で看護協会活動を行い、互いに繋がり、学び合い、情報交
換の場としつつ活動理念を基に事業を運営しています。
　限られた資源を最大限に有効活用し、地域の実情により
異なる医療ニーズに向き合い、今、新たな看護体制に努力
の日々です。これからの支部運営の在り方については、先
が見えない状況の中「変えるべきものと変えられないも
の」がある一方で「変わらなくてはならない」仕組みもある
とも考えます。地域の特殊性を踏まえ、これまでの根室支
部活動の歴史を大切にしつつ、刷新的な組織運営を作って
参ります。

　さいごに、12月3日に令和2年度、初の役員会を開催しま
したので写真を通して会員の皆様へのご報告と今後とも
ご協力をお願いいたします。

GOTOキャンペーンで観光客が増えた頃の釧路市幣舞橋（10月上旬）

受講者のみなさまと
キャンドルの灯に癒されました

2019年2月019年年2月
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と　き　令和2年10月24日（土）

ところ　北海道看護協会　

看護師職能委員会Ⅰ病院領域委員

                    竹島　裕子

　現場レベルでの問題から、多職種倫理カンファレン
スを組織として立ち上げる方法まで、大変具体的に講
義していただきました。救急領域における終末期医療
は、とくに倫理問題を抱えやすく、答えのない中を模索
しながら日々仕事をしています。DNAR・意思決定支
援・ACP、現場でよく使われるこの言葉の意味を、私た
ちはどこまで理解しているでしょう。特にDNARは「あ
くまで心停止時の指示であり、終末期医療と分けて考

テーマ：「終末期医療の意思決定支援と倫理的問題対応
～DNAR・ACPの基礎と私たちの取組み～」

札幌医科大学附属病院　高度救命救急センター　病棟医長
札幌医科大学医学部　救急医学講座

　助教　井上弘行先生

える」とあります。アンケートからも、「DNARを誤解し
ていた」という声が多く、共通理解する必要性を感じま
した。次に唯一の正解はないと言われる、倫理問題解
決へのアプローチについてもお話がありました。様々
な立場から、患者にとって何が大切なのか考えていく、
多職種倫理カンファレンスという機会をどう設けてい
くのかも大変参考になりました。

令和2年度 臨床倫理と
終末期医療に関する交流会

～DNARを正しく理解し、意思決定を支援する～

　令和2年10月24日、北海道看護協会で臨床倫理と終末期医療に関する交流会を開催致しました。看護職がDNARを正しく
理解すること。また、医療施設や在宅において人生の最終段階における意思決定支援を適切に行い、多職種と協働するための
学習機会とすることを目的としました。今回はコロナ禍であり、様々な研修会・交流会が中止となる中、感染対策を行いながら
の交流会となりました。400名以上と道内各地から多数の応募をいただきましたが、感染対策を実施した会場の都合上、142
名の方にご参加いただきました。

基調講演1題目

　「“自分らしく人生を生き終える”その思いを引き出
しより良い支援を考えるために」をテーマに看護師の

役割について講義をいただきました。
　患者に一番近いところにいる私たち看護師が、本

基調講演2題目
テーマ：「“自分らしく人生を生き終える”　　

その思いを引き出しより良い支援を考えるために」

札幌医科大学附属病院　高度救命救急センター　

急性・重症患者看護専門看護師　村中沙織先生
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質問紙を配付しました。みなさまの終末期医療の現場での
意思決定支援や倫理的問題への対応に答えていただきました。

第1会場から第2会場へ通信で実施しました

人・家族からは言い出しにくいACPに対し、医療者側
から切り出していくことが必要だと言われています。そ
れにはタイミングやフォロー体制など色々な視点から
の検討が必要です。日常会話の中でふと漏らす患者の
言葉や、大切にしていることなどきっかけは多くあるこ
とがわかります。日頃から患者・家族の「ひとこと」を聞
き逃さず、介入していくこと、そして少しずつ掘り下げ
ながら、最善のゴールを少しずつ明確にしていくこと
が大切です。近年の高齢化により、本人・家族の理解不
足や、未経験への判断は難しくなっています。そのため
家族の大切にしたいことと、本人の価値観の合致した
ものを探ることが大事です。村中先生は実践におい
て、「考える過程こそが、家族が患者さんにできること」
であると、家族に伝えているそうです。そして、辛い内
容を患者さんのために考えた過程をねぎらうこともと

ても大事だと考えています。それは患者だけでなく、
家族も含めた“自分らしく人生を生き終える”ことに繋
がるのだと考えさせられます。終末期医療において看
護師が抱える課題は、急性期領域では特に治療に関す
るジレンマが多くありますが、多職種で足並みをそろ
えて医療チームで取り組むことが大事です。その中で
も看護師が行うことは、それぞれの専門職が強みやス
キルを活かせるよう、調整していくことです。何かに
迷った時、「今大切にすべきものは何か」を指標とする
ことで、支援や解決方法が見えてくるのではないかと
いうことです。
　本研修は好評により、本年度中にオンラインでの開
催を予定しております。
今回の交流会に参加できなかった皆様、是非この機
会にご参加くださいますよう、宜しくお願いいたします。
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1 令和3年度　北海道看護協会教育研修計画等について

教育課からのお知らせ

●北海道看護協会教育研修計画（冊子）の送付について
2020年度会員の方には、2月下旬に発送し、3月上旬までのお届けを予定しております。
2021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 認定看護管理者教育課程ファースト・セカンド・サードレベルの応募期間について
令和3年度の応募期間は以下のとおりです。詳細は北海道看護協会のホームページをご覧ください。
認定看護管理者教育課程ファーストレベル（第１回・第2回）　応募期間：2月　1日～ 2月18日
認定看護管理者教育課程セカンドレベル　（第１回・第2回）　応募期間：3月　1日～ 3月22日
認定看護管理者教育課程サードレベル　　　　　　　　　　応募期間：4月 30日～ 5月21日

4 図書室からのお知らせ

★休室について　蔵書点検・整理：令和3年3月15日（月）～ 3月19日（金）　5日間

・感染防止対策に万全を期したうえで実施します。
・研修会受講の際は、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、必ず手洗い、またはアルコールによる手指消毒をし、館内ではマスクを着用してください。
（詳細は受講決定通知文に同封します「研修会受講等の皆様へ」をご覧ください。）
・研修室は収容人数の半分以下にして、受講者間の距離を保ち座席指定とします。
・研修室のドアを常時開放し、定期的に換気をおこないます。

●研修会受講者の募集について（第１期応募期間：2月15日～ 3月5日予定）
詳細については、2月上旬頃に北海道看護協会のホームページに掲載いたします。
※集合研修・Web研修、受講対象要件等を必ずご確認のうえ、お申し込みください。

※申し込み前に集合研修か、Web研修かご確認ください。ただし、集合研修については、新型コロナウイルス感染症の状況
により、急遽Web研修へ変更する場合がありますのでご了承ください。

　教育研修計画（冊子）に掲載された内容は、新型コロナウイルス感染症の状況により開催日程、研修
方法等を変更する場合がありますので、必ず北海道看護協会のホームページで最新情報をご確認の
うえお申し込みください。

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。

2 集合研修・Web（オンライン）研修の受講について

集合研修

・Web研修は、Web会議システムZoomを使用して開催します。
各自視聴するパソコン（スマホは推奨しません）やインターネット環境をご準備ください。
・研修会当日、接続トラブルなく参加するために、事前にZoomの接続テストを必ず実施してください。(接続テストの日
程は、受講決定通知文・ホームページでお知らせします。)
・研修会当日、Zoomのチャットから受講番号・受講者名（カタカナ、フルネーム）を送信することにより、研修受付・出席
確認とします。

Web（オンライン）研修
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5 令和3年度　北海道看護研究学会のご案内
1 学 会テーマ　『 明日へつなぐ看護の力　－人生100年時代を生きる・支える看護職－ 』
2 開 催 方 法　オンデマンド配信　令和3年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンデマンド配

信による実施とします。但し、会場での参加も可能となっております。
3 開　催　日　オンデマンド配信期間：令和3年11月22日（月）～ 12月5日（日）　

（会場参加日：令和3年11月20日（土））　
4 内　　　　容　シンポジウム、特別企画、口演発表、交流セッション
5 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  
6 会場参加定員　600名（ソーシャルディスタンスを確保した座席配置による参加定員を制限しています）
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、会場参加を中止しオンデマンド配信のみとなる場合があります。予めご了承ください。

令和3年度北海道看護研究学会では、一般演題と交流セッション企画を募集いたします。
申込期間　令和3年3月15日（月）～ 5月14日（金）17：00必着

＜一般演題申込＞
■応募方法
・「抄録」での応募になりました。論文指導は行いません（論文では受付しておりません）。
■応募資格
・発表者および共同発表者は、2021年度北海道看護協会会員に限ります（ただし、看護職以外の共同研究者はこの限り
ではありません）。
・研究内容は、未発表のものに限ります（自施設内職員間の発表にとどめ、二重投稿を禁止します）。
・2020年度本学会に応募頂き、その後未発表のものはご応募できます。
■発表形式
・全て口演発表となりますが、(1)会場で登壇して発表する形式、または(2)事前収録発表形式のいずれかを希望すること
ができます。ただし、発表形式はご希望に添えないことがありますのでご了承ください。以下の形式を参照のうえ、指定
の「演題申込書」に希望を記載してください。

【口演：会場で登壇して発表する形式】
会場参加日当日、会場で登壇し、PowerPointを使用して研究成果を直接説明して発表して頂きます。発表当日収録し
た動画を、後日オンデマンド配信します。
（1）発表時間は１演題8分、質疑応答は1演題ごとに行います。
（2）スライド枚数は10枚以内です。アニメーション効果および動画は使用禁止とします。

【口演：事前収録発表形式】
ご自身で収録した発表動画を事前に提出頂き、会場参加日当日、会場で動画を流します。学会会場での登壇はありませ
ん。後日オンデマンドでも配信します。
（1）発表時間は１演題5分、質疑応答はありません。
（2）スライド枚数は8枚以内です。スライド内のアニメーション効果および動画は使用禁止とします。
（3）音声入力は必須としません。

＜交流セッション企画申込＞
交流セッションとは、申込者が設定した看護のテーマについて、参加者との自由な意見交換を通して、理解を深め学びあ
う双方向的な発表形式です。
■応募資格
・申込代表者および共同発表者は、2021年度北海道看護協会会員に限ります（ただし、看護職以外の共同研究者はこの
限りではありません）。

■運営方法
・交流セッションは申込者による運営で、持ち時間は90分。2会場の予定で、各会場50名（予定）。
■その他
・新型コロナウイルス感染拡大状況により会場参加を中止した場合、交流セッションは中止となります。

◆実施要綱（演題申込書類等の詳細）は、ホームページに公開中です。
インターネット環境がない場合は、教育課までお問い合わせください。（教育課直通） TEL 011-861-3273
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日　数

6 令和3年度 ＜北海道委託事業＞訪問看護師養成講習会のご案内
訪問看護初心者またはこれから訪問看護を目指す看護職を対象とした講習会です。
定年退職後のセカンドキャリアとして訪問看護への就職を考えている方もお勧めです。是非、受講してください。
※令和3年度はｅラーニングを活用した内容に変更しています。
1 応 募 期 間　令和3年3月  1日（月）～   3月12日（金）17時必着
2 開 催 期 間　令和3年4月26日（月）～ 11月26日（金）
3 スケジュール

4 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間もない（概ね3年未満）者
・将来、訪問看護に従事したいと考えている者
※既定の期間受講できること

5 定 　 　 員　50名
6 保険について　訪問看護ステーションの実習では保険に加入します。

・看護協会会員限定の「看護職賠償責任保険制度（2021年度）」に加入していない方は加入することをお
勧めします。
・研修期間中保険へ加入する予定の無い方は、実習期間の2か月間、別途実費負担で保険に加入していた
だきます。

7 資　料　代　2,000円　※北海道委託事業のため、会員・非会員とも同額
8 カリキュラム

内　容
ｅラーニング受講期間

科　目
Ⅰ　訪問看護概論
Ⅱ　在宅ケアシステム論
Ⅲ　リスクマネジメント論
Ⅳ　訪問看護対象論
Ⅴ　訪問看護展開論

Ⅵ　訪問看護技術

 

Ⅵｰ1　訪問看護展開のための知識・技術
Ⅵｰ2　医療処置別の知識・技術
Ⅵｰ3　対象別の知識・技術

合計

2時間12分
1時間35分
1時間25分

47分
42分

4時間48分
4時間32分
4時間14分
約20時間

Ⅶ　集中講義

Ⅷ　実習

Ⅸ　その他

在宅療養の特性と実際、スキンケア・ストーマケア・
フットケア、急変時の看護

施設見学（保健・福祉施設、地域包括支援センター等）
施設実習（訪問看護ステーション）
報告会・発表会
オリエンテーション、ヒューマンネットワーク等

合計

12時間

6時間
18時間
6時間
6時間
48時間

2日

1日
3日
1日
1日
8日

時　間

日　程　・　期　間
令和3年4月26日（月）～　9月24日（金）の5か月間
令和3年9月27日（月）～　9月28日（火）2日間
令和3年9月29日（水）～　9月30日（木）2日間
※各25名で実施。受講生は第1回、第2回の選択はできません。
令和3年10月1日（金）

令和3年10月4日（月）～ 11月19日（金）うち連続する3日間
　※訪問看護を行っている者は、自施設で実習を行うこととする。

令和3年11月26日（金）

集中講義

実習期間

第1回
第2回

施設見学

訪問看護

報告会・発表会

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

協
会
集
合
研
修
・
実
習
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日　時：2020年12月14日(月)13:00-17:00
場　所：日本看護協会（JNAホール）から配信、
　　　  北海道看護協会は大講堂より参加
事業課事業係

　今後、超高齢化が更に進展していく中、人々が適切な看護サービスを受けられるためには、看護資格保有者の登録管理が
必要となる。看護職資格の活用基盤の強化について、広く看護職の理解の醸成を図ることを目的に開催された。

　基調講演　「2040年を見据えた看護の課題　～看護職が力を発揮し、社会において役割を果たすために～」
日本看護協会　副会長　井伊久美子

　2040年の看護に向けて今考えるべき課題は、生産年齢人口が減少する中、少ない支え手で大勢の高齢人口をどのよう
に支えるか、人々の生活の場・治療の場となる地域において、看護がどのように力を発揮できるかである。将来への不安や
閉塞感を抱いている看護職に対して、展望ある道標・向かうべき方向性を示すことを目指し、「2040年を見据えた看護の
あり方の検討」について、特別委員会を設置しました。看護の課題の明確化とその具体策について、検討している。看護職が
力を発揮し、社会において役割を果たすために、看護の進むべき方向性は、病院以外への視点を広げ、様々な場での自立し
た活躍、生活を支える医療への転換の促進であり、これらの実現には、「今、働いている人々が働き続けられること」、「今、働
いていない人々が働きたいときに復職できること」等の基盤が必要であると話された。

　パネルディスカッション　「2040年の看護に求められるものとそれに応える人材確保基盤の強化」
　座長　日本看護協会　専務理事　勝又浜子

看護管理者の立場から：武蔵野赤十字病院　副院長兼看護部長　若林稲美
　看護師の離職率は、年々低下し、その理由は、育児短時間制度の導入・管理者育成・タイミングよくスタッフの声を聞くこ
とによるものと考えている。また、既卒者は何を求めて就職してきたのか、ニーズとマッチした働き方の提供ができている
のかが就業を継続するために必要と話された。これからの看護職の働き方は、働く場所が多様化してくるので、考え方を柔
軟にして輝く環境を作りたいと話された。

行政の立場から：熊本県健康福祉部　参事　山下利彦
　熊本県における看護職員就業者数は、熊本地震の影響により、看護職員数も増加幅が減少し、熊本市と市外の地域格差が
ある。県内看護職員の年齢構成の推移は、40歳未満は減少し、50歳以上は増えている状況にある。そのため、看護職の確保
の方向性は、県内出身看護学生の県内就業率をあげる、ナースセンターの支援による再就業者数を増やす等している。ま
た、くまもと復興応援ナースが支援に携わることで、疲弊した看護体制の応援にとどまらず、現場の看護提供体制の見直し
等に繋がり成果をもたらしているというお話があった。

ナースセンターの立場から：北海道看護協会　会長　上田順子
　ナースセンター事業の課題については、届出制度があくまで努力義務であるため、すべての未就業看護職数・分布が把握
できないこと、就業の意思・意向がわからないこと、質・キャリアを把握できないことである。いつでも・どこでも看護の力
を発揮できるキャリアを支援することが、2040年に向けて、看護職確保・質向上のために、資格活用基盤強化の意義は大
きいと話された。

資格管理体制構築を推進する立場から：日本看護協会　参事　篠原一正
　看護職資格の活用基盤強化を実現するためには、すべての看護職の実態把握と継続的研鑽システムの構築が必要であ
る。しかし、現行の制度は、資格所有者の住所地や就業状況が把握できない。国の動向は、行政のデジタル化の遅れに対応す
るため、国家資格等におけるマイナンバー制度の利活用が検討されている。日本看護協会の提案は、業務従事者届けに代わ
る新たな制度創設、看護師籍等との情報連携、資格確保検索システムの創設、キャリア状況に応じた研修機会の提供である
というお話があった。

意見交換
　各看護協会から、「既卒者採用時について」「働き続けられるために必要なこと」「未就業者への情報提供」「プラチナナー
スへの就業情報提供等」について、具体的な意見交換がされた。また、すべての資格所持者を対象とする国の届出制度創設
については、「潜在化したい看護師に選択肢はあるか」「義務違反や免許返納について」「キャリア継続するための考え」等の
意見交換がされた。

看護職資格の
活用基盤強化を
考える会
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ナースセンターだより第74号

期　　間：11月17日（火）
※2日目の18日（水）は、施設見学実習の予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大のため中止となりました。

場　　所：北海道看護協会　大通看護研修会館
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

プラチナナース（60歳以上）や50歳以上の者

第3回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）報告

●自分のキャリアを見つめ直す研修会で、もっと沢山の人に聴いてほしいと思った。
●予想以上に学びや気づきがあった。
●病院見学がなくなったのが残念だった。

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
6

内容に興味があった
3

再就業の準備
56

1 受講背景：受講者数7名（平均年齢　55.3歳）

講義の様子　高齢者の看護

2 アンケート結果（回収数　7）
①受講動機（複数回答）

3 研修会の感想等（一部抜粋）

満足 やや満足
34

1年未満 1～3年
14

10～15年 15年以上
11

②満足度 （人）

（人）

役立つ 少し役立つ
25

③今後の就業活動に役立つか （人）

（人）

未就業期間

期　　間：12月2日（水）
場　　所：北海道看護協会
受講対象：未就業の保健師

潜在保健師のための復職支援研修会　報告

定年後も自分のキャリアを活かすために（演習）

1 受講背景：受講者数　14名
未就業期間

1年未満
50%

5～10年
未満
22%

3～5年未満
7%

就業中
21%

講義の様子
疫学調査の講義では、調査票を
使用して、演習を行いました。 感染症対策の基本（ガウンテクニック）

研修後2名の受講者が保健師として
再就業しました!!（1月8日時点）

　新型コロナウイルス感染症が拡大し、全道各地で疫学調査
の件数も増加し、早急に保健師の人材確保が求められていま
す。そこで、今回、未就業保健師に対し、感染症対策の基本およ
び新型コロナウイルス感染に関する疫学調査等について学ぶ
機会を提供し、保健師の再就業を促進したいと考え研修会を
開催しました。

施設実習の受け入れをご了承
いただいた施設の関係者の皆様、
ありがとうございました。
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届出制度実績（2015年10月1日～2020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。

●実践にすぐにつなげられそうな内容でとてもよい学びになった。保健師は未経験ですが、積極的に検討したいと思う。
●とても勉強になった。就職活動をしようと強く思えたので仕事を探していきたいと思う。

内容に興味があった 知識を得るため
11

再就職の準備
8

その他
110

2 アンケート結果　（回収数：13）
①受講動機（複数回答）

3 研修会の感想等（一部抜粋）

はい どちらともいえない
4

いいえ
18

②就業への意欲に変化があったか （人）（人）

【その他】コロナ関連の仕事がしたい。

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
 

本人
3,036

代理
2,369

施設からの代行
4,227

合計
9,632

1 届出種類
20～29歳
2,732

30～39歳
2,308

40～49歳
2,243

50～59歳
1,299

60歳以上
687

無回答
363

合計
9,632

２ 年齢

道南
332

道央
6,759

道北
779

十勝
519

釧路・根室
488

オホーツク
522

無回答
233

合計
9,632

３ 居住地
保健師
51

助産師
36

看護師
2,288

准看護師
255

合計
2,630

４ 再就業状況

（人） （人）

（人） （人）

◉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～ 12月31日）地域応援ナース ・応援：12名（13件）　・調整中：2名

初めて礼文町国民健康保険船泊診療所に11月から地域応援ナースが就業しました!!

求職者の皆さまへ　2022（令和4）年4月採用の看護職員（常勤・正規雇用）について

　ナースセンターホームページ内の「4月採用求人一
覧」では、2022（令和4）年4月採用について（2021＜令
和3＞年1月末時点で、応募締切日が決定している施設
のみ）、求人一覧を掲載しております。内容
は、応募締切日が決定している施設のみ
（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）からご覧ください。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。
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キャリナースでできること

キャリナース　新規登録方法（ユーザ登録方法）

会員の皆さま専用WEBページ  『キャリナ

会員情報の変更・確認
氏名（改姓）、住所、電話番号、勤務先

研修の
受講履歴

電子会員証
北海道看護協会の会員番号
を確認できる電子会員証を表示

履歴情報
会員履歴
活動履歴

キャリナーストップページから看護協会の入会申込画面へのリンクが設置されています。
≪北海道看護協会　ホームページ≫

登録情報の入力画面へ
クリック

●「入力された情報に誤りがあります」
→キャリナースは、現在登録されている会員情報を参照しています。
再度入力内容を確認ください。

●「申請中」と表示された場合は？
→キャリナースが仮登録の状態です。登録を完了するための返信メール登録完了URLをクリックし、
登録を完了してください。再度ご登録される場合は、前回登録から24時間経過後に可能となります。

① 北海道看護協会と日本看護協会の会員番号
② 就業中の職種（保健師・助産師・看護師・准看護師）　
③ 現在登録の免許番号
　 ※免許番号をまだ登録していない場合は『0000000』を入力してください
④ 生年月日　　
⑤ ご自身のメールアドレスと任意のパスワード
※登録したメールアドレス・パスワードを忘れた場合は、『新規登録』から再度お手続きください。

よくある
質問

ユーザ登録に必要なもの ①～⑤
入力後
登録

※迷惑メール対策等で受信拒否設定している場合、
メールを受信できないことがあります。
「jnadirect-cs@nurse.or.jp」を受信できる
ように設定変更をお願いします。

①

②

③

⑤

④
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〒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/

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！！

キャリナースは、経験を積んでキャリアアップしたい看護職の皆様を応援します！

ース』を活用していますか？

　キャリナースでは会員情報の変更や電子会員証の表示機能のほか、日本看護協会や都道府県看護協会（北海道看護協会では教
育研修計画に掲載の全ての研修、支部担当研修、支部企画研修）※1　で受講した研修履歴が確認できます。受講証明書の発行も可
能で、資格更新や施設への提出などが必要な時に研修受講履歴証明書や一覧表も印刷できます。

2021年度の 「入会申込書／会員情報変更届」は、
北海道看護協会から依頼施設宛に随時、お送りしています。

随時資料請求受付中です！！

※1　≪登録時期≫　受講した年度の３月頃
　　  ≪掲載条件≫　研修受講時に会員であること
　　　　　　　　　  研修会の総時間の4/5以上の出席
　　　　　　　　　  ※養成研修及び支部担当研修・支部企画研修は全時間出席とする

抽選で 118 名
様に当たる

!!

■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。

※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 ズ北北海海道日本本ハムファイタタ 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〉

　

～お知らせ～ 2021年度入会受付開始しました！

〈　問　合　せ　先　〉 会員専用ページ　　　 をご活用ください

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。

　

≪2021年度の入会申込書は 「オレンジ」 です≫
2020年度の入会申し込みをする際は、2020年度の入会申込書（緑）をご使用ください。
※2020年度以前の入会申込書は使用できません！

2020年度の継続・入会手続きをされた方で、会費未納入の方は今年度分の手
続きが完了していません。このままですと2021年度への継続入会ができませ
んので、お早目に年会費の納入をお願いいたします。

2020年度の入会申し込みは随時受け付け中です。
2020年度の入会申込書（緑）をご使用ください。
2019年度の入会申込書（ピンク）を使用して、
2020年度の入会申し込みはできません! 【2020年度用】
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と　き　令和2年10月26日～30日

ところ　北海道庁　交流広場

助産師職能委員長

　　　　　  小泉　由貴美
　11月3日は「いいお産の日」として、妊娠・出産・育児について見つめなお
し、楽しく子育てができるよう、また、助産師の活動を知ってもらうために平
成29年から助産師職能委員会で開催してきました。今年は、新型コロナウ
イルス感染防止のため、10月26日～30日まで北海道庁舎でパネル展を開
催しました。コロナ禍では立ち合い分娩中止や面会制限のため、赤ちゃんと
家族の絆を育む新たな支援を、出
産されたご家族のご協力得てパ
ネルに追加しました。また、日本
赤十字社臍帯血バンクのポス
ター展示に協力しました。

「看護の日・看護週間」制定30周年・ナイチンゲール生誕200周年記念を記念して
実施主体：北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員会

【北海道・北海道医師会・北海道社会福祉協議会・北海道看護協会】
開催時期：9月1日～10月31日
周　　知：道内高等学校にちらし送付。若年層へのWEB広告
応募方法：クイズに答えてEmailで応募　　　　　　　　　　　　　　　　
応 募 数：2,487件　クイズ正解率97％
応募者からの応援エールがありましたので、一部ご紹介します。

令和２年度『いいお産の日』
イベント報告

看護クイズキャンペーン報告

◯医療の現場で働く人たちへ　今一度感謝の気持ちを
◯このような大変な時期に、ご自身も感染の危険にさらされ、精神的にも辛い中、いつもと変わらず、親切に対応
してくださる医療従事者の方々に、本当に心から感謝しています。
◯日頃から看護のお仕事に携わっている方に献身的に対応していただき心から感謝しております。コロナ禍で収束
への見通しも不透明で、皆さん大変な思いをされていることと存じます。どうかご自身やご家族の皆様のお身体
も大切になさってください。心より感謝と敬意をこめて。
◯新型コロナウイルスの患者さんのために、誹謗中傷にも負けず、自分が病気にかかるかもしれないという不安も
省みず、全力で看護にあたって下さる看護師の皆さんに感謝しております。大変な状況が少しでも改善されます
ように願っております。お体には十分に気をつけてお仕事頑張って下さい。
◯どの職業もとても重要なものと思いますが、保健師という職業もあることを、このページを読んで初めて知りま
した。あまり馴染みがない方も多いと思うので、この職業の重要性がもっと広まればと思いました。
〇詳しい知識はなかったのですが、フライトナースというのもあって、とても過酷な仕事だと感じました。素早く
正確が求められる現場なので、色々な判断能力が求められる気がします。

感謝の言葉

上田会長が抽選中
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　本誌、令和2年11月30日発行の135号の記事に掲載いたしましたご芳名に誤りがござ
いましたので、下記の通り訂正し、謹んでお詫び申し上げます。
　　掲載記事　「令和2年秋の叙勲・各表彰おめでとうございます」（14頁）
　　訂正箇所　瑞宝双光章「黒澤澄江氏」正しくは「黒澤澄恵氏」です。
今後は確認を徹底し、再発防止に努める所存です。

１１月　２日
４日

５日

６日

９日

１０日

１１日

１２日
１３日

１６日

１７日

１９日

２０日

２４日

２５日

求人施設訪問（帯広市）　佐々木常務理事
第15回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
北海道小児在宅医療推進協議会（市内）
　佐々木常務理事
第8回認定看護管理者教育運営委員会
（Web会議）　山本常務理事
日本看護協会　2020年度第2回認定看護管理
者制度委員会（Web会議）　上田会長
令和2年度上期監事監査　上田会長ほか常勤理
事・監事7名
専任教員養成講習会　山本常務理事
助産師出向支援事業に係る道との打合せ（市内）
　佐々木常務理事
2020年度都道府県看護協会災害看護担当者会
議（Web会議）　荒木専務理事
訪問看護師確保支援事業に係る道との打合せ
（市内）　山本常務理事
第8回常務理事会　上田会長ほか理事・監事14名
令和2年度第2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」及び「北海
道地域医療介護総合確保基金（介護分）検討協
議会」（Web会議）　山本常務理事
令和2年度第1回北海道医療審議会（市内）
　上田会長
看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）（市内）
　佐々木常務理事
第16回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修
会（Web）　山本常務理事
2020年度都道府県看護協会・都道府県訪問看護
連絡協議会合同会議（Web会議）　山本常務理事
北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員会
（Web会議）　上田会長、佐々木常務理事
第4回定例理事会　上田会長ほか理事・監事22名
第2回支部長会議　上田会長ほか理事・監事21名
第4回緊急事態対応における北海道医師会・病
院団体等との連携協議会（市内）　上田会長
新卒訪問看護師教育プログラムワーキング
チーム会議（Web会議）　山本常務理事
2020年度 都道府県看護協会 看護労働担当者
会議（Web会議）　佐々木常務理事
日本医療大学　講義（市内）　上田会長

２６日
２6日～27日

３０日

１２月　２日

３日

７日

８日～１０日

９日
１０日

１１日

１４日

１６日

１７日

１９日

２２日

２３日

看護協会概要説明会（苫小牧市）　佐々木常務理事
日本看護協会　令和2年度第4回理事会・法人会
員会（Web会議）　上田会長
令和3年度実習指導者講習会に係る道との打合せ
　山本常務理事
ベストナース取材　上田会長
潜在保健師のための復職支援研修会
　佐々木常務理事、山本常務理事
札幌4支部支部長と本会常勤役員との情報交換会
　上田会長ほか常勤理事
北海道医療大学認定看護師研修センター臨時
運営委員会（Web会議）　上田会長
認定看護管理者教育課程サードレベル　講義
　上田会長
2020年度災害支援ナース派遣調整合同訓練
　上田会長ほか常勤理事
第17回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
2020年度全国准看護師理事会議（Web会議）
　阿部准看護師理事、荒木専務理事
認定看護管理者教育課程サードレベル閉講式
　上田会長、山本常務理事
看護職資格の活用基盤強化を考える会（Web）
　上田会長ほか常勤理事
第5回緊急事態対応における北海道医師会・病
院団体等との連携協議会（市内）　上田会長
令和2年度第6回北海道医療大学認定看護師研
修センター運営委員会（市内）　上田会長
第9回常務理事会　上田会長ほか理事・監事15名
札幌市立大学認定看護管理者教育課程サードレ
ベル第2回運営委員会（Web会議）　上田会長
訪問看護サミット2020（Web）　山本常務理事
診療所に勤務する看護師向け新型コロナウイル
ス感染症の感染管理研修会（Web）　上田会長
令和2年度第3回新卒訪問看護師教育プログラ
ム策定ワーキングチーム会議（Web会議）
　山本常務理事
第18回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
北海道医療大学特定行為研修管理委員会
（Web会議）　山本常務理事

協会の動き（１１／１～１２／３１）

お詫びと
訂正
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　快適な睡眠は免疫力や体力を維持するために欠かせ
ません。新型コロナウイルスに負けない体力で、元気に
この冬を乗り切る快適な睡眠のコツをお伝えします。

①眠りのメカニズム
　体温は約1日の周期で1度くらいの範囲で上下して
います。夕方から宵の口をピークに下がり始め、明け
方にかけて徐々に上がって活動の準備を始めます。睡
眠は体温のリズムと連動し体温が下がらないと眠く
ならない仕組みになっています。スムーズに寝つくた
めには、末梢血管を開いて体温を放熱させることが重
要です。そのためこの季節は、寒さで手足が冷えたま
まだと寝つきに影響してしまいます。

②快適な睡眠のコツ
1 寝る前、お風呂にはいり体を温めましょう
　末梢血管が開き手足からの放熱をスムーズに
します。また軽く手足をマッサージすると効果的
です。

2 寝具の工夫
　せっかく体が温まっても布団に入った時に
シーツ等が冷たいと血管が引き締まり放熱をさ
またげてしまいます。寝具の衣替えをしましょう。
　保温効果をあげる寝具の工夫は、掛布団を重ね
るより、敷き寝具を暖かくする方が効果的です。
暖かいシーツの素材に替えたり、綿毛布を一枚敷
いてみるのもおすすめです。

3 部屋の環境
　部屋の温度は、16度～19度くらいがもっとも
睡眠感が良いと言う実験結果があります。湿度は
50％を保つのが望ましいようです。

　ちょっとしたひと手間や
工夫で良い睡眠が出来れば
と思います。参考にしてみて
下さい。

【広報出版委員会　記】

道民の健康情報 寒い季節の快適な睡眠のコツ

理事会報告
  ●令和2年度第4回定例理事会
1　日　時　令和2年11月20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（Webを併用）
3　理事数　23名
4　出席者　理事19名、監事3名
5　議　事

❶協議事項
（1）北海道看護協会危機管理規程の改正（案）について協

議、承認
（2）日本看護協会代議員及び予備代議員選任規程の改正
（案）について協議、承認

（3）令和3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

（4）令和3年度北海道看護研究学会企画（案）について協議、
承認

（5）令和3年度北海道看護協会教育研修企画（案）について
協議、承認

（6）令和3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

（7）令和4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

（8）地区理事・准看護師理事提案事項
・Web研修等に対応できる職員の確保について協議

❷報告事項
（1）令和2年度北海道看護協会事業報告（7月～ 9月）
（2）令和2年度上期予算執行状況報告
（3）令和2年度上期監事監査報告
（4）令和3年度認定看護管理者教育課程の開催について
（5）令和3年度予算編成等に関する要望書の提出について
（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）令和2年度地区別職能委員長会報告
（9）日本看護協会長表彰の推薦候補者について
（10）新型コロナウイルス感染症に係る本会の対応について
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