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「オホーツクブルーのメルヘンの丘」
撮影者：北見赤十字病院　看護部長　佐々木　敦美

北海道看護協会員数（令和 3年 8月末日現在）

2021年度目標会員数 43,700名（達成率 97.7％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
42,696名 1,131名 1,279名 38,208名 2,078名
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選挙管理委員長
　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4年6月18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。

（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４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4年4月19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

（1）会　長　……………………………… 1名
（2）副会長　……………………………… 1名
（3）専務理事　…………………………… 1名
（4）常務理事　…………………………… 1名
（5）保健師職能理事　…………………… 1名
（6）看護師職能Ⅱ理事　………………… 1名
（7）一般理事　…………………………… 1名
（8）地区理事　…………………………… 5名
　  （道南地区、札幌後志地区、道北地区、オホーツク地区、十勝地区）

（9）監　事　……………………………… 1名
　  （本会業務に精通した監事）

⒈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】

令和4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4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
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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
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支 部
だより

（支部報告・活動報告）

道南南支部 書記　渡邊　渉

　昨年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け
て、中止とした研修も多く、会員の皆様が研修を受け
られる機会が減ってしまいました。新型コロナウイ
ルス感染症の収束の見通しが立たない状況で、当初
予定しておりました集合研修の実施が困難な状況が
続いております。今年度は、集合研修が開催できなく
なった場合はZoomを利用したWeb研修へ切り替
え、会員の皆様が、より多くの研修を受講できるよう
な体制を整えました。新しい研修の形態となり、手探

りの状況で進めざるを得ない部分もありますが、よ
り良い研修会となるよう支部役員と各委員会で力を
合わせて参ります。
　今後の活動計画としては、10月に看護管理者懇談
会、レジリエンス研修、終末期ケア研修、11月に感染
予防研修、メンタルヘルスケア研修、フィジカルアセ
スメント能力向上研修、2月に支部大会・看護研究学
会を予定しております。会員の皆様の良い学びの場
とできるよう、支部一同尽力して参ります。 

道南北支部 支部長　豊岡　裕子

　道南北支部では、昨年度は研修会などを企画して
いましたがコロナ禍によりほとんどの行事を中止せ
ざるを得ない状況でした。しかし今年度は5月にふ
れあい看護体験を支部内の1施設で実施しました。
10名の学生を対象に個人防護具の装着体験などを
おこない、医療・看護現場の現状を体験していただく
内容となっておりました。
　他の支部研修として保健師職能研修会と支部担当
研修会を開催しました。保健師職能研修会はスト
レッチによるリフッシュ体験を集合研修で、支部企

画研修については災害医療の基本的知識について
Web研修を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の感染状況や研修内容
に合わせて集合もしくはWeb研修を選択できる環
境が整ったことは、研修会を中止せず開催できる可
能性が広がりました。今後も研修会等が予定されて
おりますが、感染状況などを踏まえながら適切な開
催方法、内容を検討し学びの場を提供していきたい
と思います。

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
札幌第1

札幌第4

1

7

9

10

2

4

11
12

13

14 18

19

20
21

22

1516

17

3
5

6

8

3

HOKKAIDO NURSING ASSOCIATION NEWS No.139



北海道看護協会ニュース 139 号　p4

後志支部 支部長　今井　由香里

　今年度は新型コロナ感染拡大防止に留意し、委員
会や支部活動においては縮小やWebを活用して実
施するなど、今できることを工夫して活動していま
す。
　今回は、7月28日、8月4日に岩内協会病院で「ふれ
あい看護体験」を実施することができたため紹介し
たいと思います。感染対策として、時間短縮と蜜を避
けるため2日間に分け、合計13名の地元近隣の高校
生が参加しました。病棟体験は中止とし、通所リハビ
リテーションでの利用者様とのコミュニケーション
と、会議室にて看護師の指導のもと血圧・脈拍測定、
車椅子体験やベッド上での患者体験を実施しまし
た。参加した学生からは、「看護師がどんな仕事をし
ているのかがわかった。看護師になるため受験勉強
をがんばりたい」などの言葉が聞かれ、短い時間では
ありましたが看護師という職業の魅力を伝えること

ができたと感じています。
　今後の支部活動においても、感染対策に留意しな
がら、すこしでも会員の皆様に還元できる研修会な
どの企画をしていきたいと考えています。

札幌第1支部 広報委員会　佐藤　知子

　昨年度は新型コロナウイルス感染症流行１年目と
いうこともあり研修開催が中止となることが多く、
広報誌の発行は1回でしたが、今年度は各委員会の
方々の努力によりWebや動画配信研修も増えたた
め、7月にvol.68を発行、次回12月に2回目を発行す
る予定となっています。
　広報委員会では、様々な視点での効率化と会員の
皆様に気軽にいつでも何度でも見ていただける広報
誌となるよう、次号より完全なペーパーレス化に動

き出します。さっぽろ第1支部だより第69号より、北
海道看護協会ホームページ内の札幌第1支部のペー
ジに掲載することといたしました。
　新型コロナ感染症の収束の目途が立たない状況
で、直接の取材や委員との話し合いを行うことがな
かなかできませんが、会員の皆様に支部活動の紹介
や仕事に役立つ情報を提供しながら、興味を持って
ホームページにアクセスしてもらえる広報誌を目指
し今後も頑張っていきたいと思っています。

小樽支部 副支部長　大口　博

　新型コロナウイルス感染防止対策をとりながら、
6月に看護教育制度説明会を開催することができま
した。看護職を目指す高校生を対象に、市内3つの高
校を訪問しました。看護師になるための進路や仕事
の内容を紹介。今年度は動画の内容を変更した日本
看護協会のホームページ内の動画を活用し、看護学
生、新人看護師、病院の看護師の一日を見てもらいま
した。
　参加者からは、「看護専門学校と看護大学の違い」
「看護職のやりがいや楽しさ」「看護職の大変さ」など
のほか、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を多く受けました。進路・

進学のことだけではなく、看護師という職業に対し
て興味・関心が高い様子がうかがわれました。教員か
らは、実際に現場で働く看護師の話を聞くことによ
り、進路指導の参考になったという意見がありまし
た。看護職を目指す学生が増えることを目指し、今後
も取り組んでまいります。
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をがんばりたい」などの言葉が聞かれ、短い時間では
ありましたが看護師という職業の魅力を伝えること

ができたと感じています。
　今後の支部活動においても、感染対策に留意しな
がら、すこしでも会員の皆様に還元できる研修会な
どの企画をしていきたいと考えています。
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き出します。さっぽろ第1支部だより第69号より、北
海道看護協会ホームページ内の札幌第1支部のペー
ジに掲載することといたしました。
　新型コロナ感染症の収束の目途が立たない状況
で、直接の取材や委員との話し合いを行うことがな
かなかできませんが、会員の皆様に支部活動の紹介
や仕事に役立つ情報を提供しながら、興味を持って
ホームページにアクセスしてもらえる広報誌を目指
し今後も頑張っていきたいと思っています。
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　新型コロナウイルス感染防止対策をとりながら、
6月に看護教育制度説明会を開催することができま
した。看護職を目指す高校生を対象に、市内3つの高
校を訪問しました。看護師になるための進路や仕事
の内容を紹介。今年度は動画の内容を変更した日本
看護協会のホームページ内の動画を活用し、看護学
生、新人看護師、病院の看護師の一日を見てもらいま
した。
　参加者からは、「看護専門学校と看護大学の違い」
「看護職のやりがいや楽しさ」「看護職の大変さ」など
のほか、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を多く受けました。進路・

進学のことだけではなく、看護師という職業に対し
て興味・関心が高い様子がうかがわれました。教員か
らは、実際に現場で働く看護師の話を聞くことによ
り、進路指導の参考になったという意見がありまし
た。看護職を目指す学生が増えることを目指し、今後
も取り組んでまいります。
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札幌第2支部 広報出版委員長　五百蔵　三奈

　札幌第2支部では、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を受け、例年健康相談を行いご好評いただ
いている「看護の日イベント」を中止せざるを得ませ
んでした。感染収束のめどが見えない状況下で各委
員メンバーが協力し、予定している研修会をオンラ
インで実施するための企画・準備を進めています。7
月17日（土）、北海道医療大学看護福祉学部地域保健
学講座の山田律子先生を講師にお迎えし「認知症の
人の食べる喜びを支えるケア」をテーマとした看護
師職能委員会による研修会を開催いたしました。44
名の参加者があり、令和3年度の支部第1回の研修を
オンラインで滞りなくスムーズに終了することがで
きました。まん延防止等重点措置が解除された直後
であり、集合研修では参加が難しかった会員も多
かったと推察します。集合研修が再開できる日を心
待ちにしながらも、場所を問わずに参加できるオン
ラインの利点が生かされる研修会や交流会を企画し
ていきたいと思います。

札幌第３支部 働き続けられる職場づくり推進委員長　重田　弘恵

　令和3年7月10日（土）日本美腸協会認定講師であ
る藏本　紗由香先生を講師にお招きして「腸活を通
じてココロと身体を健康に～腸を整えてストレスに
強いイキイキとした自分になりませんか～」と題し
たZoom講演をおこないました。
　藏本先生自身もICU・救急外来・透析室で勤務する
ナースであったことから、不規則な生活や緊張感を
伴う激務により心身のトラブルを抱える日々を送ら
れていたそうです。その経験から、看護する側もされ
る側も関係なく、病気になる以前に病気を予防する
ための日々の食事や生活の知識が必要と考え、美腸
協会の活動に行き着いたとの事でした。
　講演の中では「腸は第2の脳」「病気の9割は腸か
ら」と呼ばれている理由とともに、実践可能な腸に良
い食事や運動についての内容を、楽しく分かりやす
い言葉で教えて頂きました。又、藏本先生の素敵な笑
顔と明るい語りに癒される2時間であり、事前にブ
ログを参考にして実践したという会員からの質問事
項が多く、参加者の健康に対する意識の高さを感じ
ました。
　今後も、皆様の日常生活でお役に立てる講演を企

画していきたいと思います。
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札幌第4支部 看護師職能委員長　吉田　浩美

　札幌第4支部看護師職能委員会第2領域講演会
　令和3年7月10日（土）「認知症の理解とケア～多
職種間の連携」をテーマに、北海道総合在宅ケア事業
団　札幌手稲訪問看護ステーション管理者　認知症
看護認定看護師　伊志嶺志津子先生に講演して頂き
ました。
　COVID-19感染症の終息の見通しが立たない中、
Web開催となりましたが、27名が参加してくださ
いました。
　講演では、認知症の人の意思決定を中心に、日々
の実践における多職種間連携を、事例を交えて紹介
して頂きました。倫理的課題をふまえ在宅における
今後の認知症ケア、寄り添う事の大切さ、そして看
護師自身の心のケアについても触れられ、多くの学
びがありました。参加者の皆様からも、「多くの学び
や気付きが持てた」「自分を振り返る事が出来た」「仕
事へのやる気を持てた」等の感想を多数頂き、今後

のケアに繋がる良い機
会であったと思われま
した。
　今回、委員会として
初めてのWeb開催で
トラブルもありました
が、次回、札幌第4支部
看護師職能委員会第1
領域講演会を10月30
日（土）にWeb開 催 し
ます。テーマは「コロナ禍における看護師のメンタル
ヘルス」（講師：市立札幌病院　精神科リエゾン・認知
症ケアチーム　精神看護専門看護師東谷啓介先生）
を予定しています。今回の経験を活かし、より多くの
皆様に参加して頂けるよう準備を進めてまいりま
す。ご参加のほどよろしくお願いいたします。

南空知支部 栗山赤十字病院　看護部長　刀根　いずみ

　南空知支部では、5月12日のナイチンゲール生誕
日が「看護の日」に制定されてから看護体験を実施し
ております。今年度は5月に予定しておりましたが、
道内緊急事態宣言の措置期間となり6月24日に延期
し、少人数参加で患者様との看護体験を中止した体
験内容となりました。
　生徒の皆さんには、2週間の健康観察と前日の抗
原定量検査を実施し、安心・安全を配慮し開催するこ
とができました。シミュレーターを使用した採血体
験、手洗いや感染防護具の着脱、看護師との意見交換
会を通して、看護職に興味・関心が高い様子がうかが
えました。今後も看護職の魅力を伝えられるよう社

会貢献をしてまい
ります。新型コロ
ナウイルス感染症
の1日も早い収束
を祈りつつ、各事
業を遂行できるよ
うに様々な形態を
考えながら取り組
んでいきたいと考
えております。
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北空知支部 支部長　鈴木　瑞恵

　令和3年度の北空知支部は役員数の適正化や委員
会の統合によりコンパクト化を図り、全事業遂行を
目指していました。ところが管内の感染状況が落ち
着かず、いきなり6月開催予定の支部担当研修を中
止せざるを得ない事態になってしまいました。
　そのような中、管内の滝川市立病院でおこなわれ
た「看護の日のイベント」を紹介させていただきま
す。「催し物」では、看護の日のポスターを3種類作成
して掲示し、看護職員対象にそれぞれ異なる看護の
日にまつわるクイズを載せ、正解者には看護の日の
グッズをプレゼントしました。精神科の作業療法で
看護の日の「飛び出すカード」を作成し、透析患者さ
んや入院患者さんに配布して大変喜ばれました。ふ

れあい看護体験は新型コロナウイルス感染症の影響
で、中止や延期を決めた施設が多かったです。
　この先は会議や研修会等をWebに切り替え、計画
した事業が遂行できるように、役員、委員一同頑張っ
ているところです。

室蘭支部 広報出版委員長　田中　悦子

　昨年から続く新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、企画した研修を中止・延期とするなど、予定通
りの活動が困難な状況ですが、今年度は、これまでに
はなかった「新たな」取り組みであるZoom研修や
Web会議などを開催し、有意義な情報伝達・情報共
有ができるようになってきました。7月11日（日）に
はZoomを使った看護師職能研修会を開催し、日頃
は参加できない会員や多くの非会員が参加すること
ができ良かったという声がありました。また、イン
ターネットを駆使した活動により、「まだまだ」活動
の場を広げることも可能になると思っています。
　今後も、コロナ禍による、生活面での不自由さや不

便さを感じながら、いつもとは違う日常を過ごすこ
とになるでしょう。しかし、私たちに与えられた「新
たな」と「まだまだ」という可能性を素晴らしいこと
だと前向きにとらえ、より充実した支部活動を行え
るよう努力していきたいと思います。

苫小牧支部 支部長　秋山　悦子

　今年度もコロナ禍での支部の活動は大きく制限
されています。
　ふれあい看護体験や看護の日のイベントができな
い状況でした。その中で高校生に向けて、ふれあうこ
とはできなくても、看護師の働く姿を伝えることは
できないかと考え、新人看護師の入職後の体験レ
ポートを冊子にし各高校に配布しました。冊子の表
題は看護週間のキャッチコピー「だから、私は、看護
を選ぶ。」としました。
　また、6月29日には教育委員会主催での初の
Web研修が開催され、北海道医療大学　明野伸次
先生による看護研究についてのWeb講義は、とて

も分かりやすく聞きやすい講義で有意義な時間で
した。今後も各委員会でのWeb研修が開催予定と
なっています。
　皆が試行錯誤しながら、できることをやっていこ
うと取り組んでいます。

支部広報誌「むろ岬」の挿画になっている地球岬
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日高支部 第1副支部長　三間　悦晃

　昨年は、新型コロナウイルス感染症が発生してか
ら日常生活が一変し各施設も対応に追われコロナ一
色の1年となりました。1年後には状況が変わると淡
い希望を抱いて今年度を迎えましたがゴールデンウ
イーク後に日高管内で感染が再拡大し7月に計画し
ていた支部企画研修、会員懇談会が相次いで中止と
なりました。
　しかしそのような中でも今できること、できる形
を模索し、当支部でもWeb研修会を導入し、9月の支
部担当研修と看護師職能集会の実施にむけ準備を進
めています。
　またワクチン接種がスタートするにあたり、当支

部の7町がそれぞれの状況、条件下で可能な限り協
力し合い、個別接種、集団接種あるいは巡回接種を連
日おこなっています。1日も早く地域の希望される
皆様にワクチンが届けられるよう一丸となって努力
しています。

上川南支部 第一副支部長　金田　豊子

　上川南支部では、今年度もふれあい看護体験が実
施できず、その代わりとしてオンラインで高校生を
対象とした看護の日イベント「看護について聞いて
みよう」を開催いたしました。開催当日に緊急事態宣
言が発出され、学校単位で参加を予定していた高校
は急遽自宅からの参加に変更するなど感染対策を実
施し178名の参加がありました。イベントは2時間
で、前半は「看護の日・看護週間について」「看護師・保
健師・助産師になるには」をパワーポイントで説明
し、「キラリ看護のシゴト」のDVD上映をおこないま
した。後半の「質問コーナー」では30ほどの質問に実
行委員が自らの経験をもとに回答しました。高校生
からは「看護師に密着したDVDや質疑応答を通して

看護職への理解が深まった」「例年とは異なるオンラ
イン開催だったが貴重な学びを得ることができた」
「実際の体験談を聞け
た」などの感想が聞か
れ有意義であったこ
とがうかがえました。
今後もコロナ
禍に対応した
支部活動の推
進に努めてい
きたいと思い
ます。

上川北支部 支部長　稲垣　壽美江

　緊急事態宣言の延長
が解除され、7月10日に
上川北支部の会員懇談
会が開催されました。
　第一部は北海道看護

協会より荒木美枝専務理事を迎えて「令和3年度看
護の動向」の講義。第二部は名寄市立大学学長の野村

陽子先生の「地域包括ケアシステムにおける保健・医
療・福祉・介護の連携」についての講義とGW。大変盛
況でした。
　8月4日、名寄市立総合病院において、「ふれあい看
護体験」が行われました。名寄市内と近隣の高校生
15名が看護業務の体験、ヘリポートの見学をされま
した。看護体験が「看
護」を将来の仕事と選
べるための、マッチン
グイベントの一端を担
うようなものであって
ほしいと願います。
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上川南支部 第一副支部長　金田　豊子

　上川南支部では、今年度もふれあい看護体験が実
施できず、その代わりとしてオンラインで高校生を
対象とした看護の日イベント「看護について聞いて
みよう」を開催いたしました。開催当日に緊急事態宣
言が発出され、学校単位で参加を予定していた高校
は急遽自宅からの参加に変更するなど感染対策を実
施し178名の参加がありました。イベントは2時間
で、前半は「看護の日・看護週間について」「看護師・保
健師・助産師になるには」をパワーポイントで説明
し、「キラリ看護のシゴト」のDVD上映をおこないま
した。後半の「質問コーナー」では30ほどの質問に実
行委員が自らの経験をもとに回答しました。高校生
からは「看護師に密着したDVDや質疑応答を通して

看護職への理解が深まった」「例年とは異なるオンラ
イン開催だったが貴重な学びを得ることができた」
「実際の体験談を聞け
た」などの感想が聞か
れ有意義であったこ
とがうかがえました。
今後もコロナ
禍に対応した
支部活動の推
進に努めてい
きたいと思い
ます。

上川北支部 支部長　稲垣　壽美江

　緊急事態宣言の延長
が解除され、7月10日に
上川北支部の会員懇談
会が開催されました。
　第一部は北海道看護

協会より荒木美枝専務理事を迎えて「令和3年度看
護の動向」の講義。第二部は名寄市立大学学長の野村

陽子先生の「地域包括ケアシステムにおける保健・医
療・福祉・介護の連携」についての講義とGW。大変盛
況でした。
　8月4日、名寄市立総合病院において、「ふれあい看
護体験」が行われました。名寄市内と近隣の高校生
15名が看護業務の体験、ヘリポートの見学をされま
した。看護体験が「看
護」を将来の仕事と選
べるための、マッチン
グイベントの一端を担
うようなものであって
ほしいと願います。
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稚内支部 副支部長　佐藤　由美

　稚内支部の会員懇談会は、令和3年7月17日に感
染防止対策を講じた上で開催し、31名が参加しまし
た。午前は、北海道看護協会荒木美枝専務理事によ
る「看護の動向」の講義があり、方針である「看護の
質と役割、全世代型地域包括ケアシステム、職場環
境づくりの推進」等の幅広いお話があり、職能が目
指す姿として参考になりました。午後は、稚内市生
活福祉部堀昌恵保健事業担当主幹による「稚内市に
おける新型コロナウイ
ルス感染症対策につい
て」と題して、ご講演頂
きました。講演では、ワ
クチン接種の実施状況
である優先接種、接種
率、接種直後の健康観

察、副反応、接種会場での緊急体制の確保などの報
告があり、市民に対する感染症予防対策や、積極的
なワクチン接種の
実施を勧める自治
体保健師としての
奮闘ぶりが伝わっ
て く る 内 容 で し
た。講演終了後は、
その内容を踏まえ

「地域で困ってい
ることなど」の意
見交換が活発に行
われ、共有を図っ
た有意義な研修で
した。稚内「白い道」

北網支部 広報委員長　米田　朗子

看護の日「ふれあい看護ディ」を開催
　北 網 支 部 で は5
月8日（土）に 東 武
イーストモール端
野店において地域
住民に看護活動に
ついての関心と理
解を深めてもらう
ために「ふれあい看

護ディ」を開催しました。
　例年は会場で血圧測定や健康相談を行っていまし
たが、今年度はコロナ禍のため中止となりました。そ
のため店舗入口で看護の日×Nursing Nowのグッ
ズの配布を行いました。

　天候にも恵まれ1時間ほどで130名に配布するこ
とができました。
　立ち止まって話を聞いている方もいて活動に関心
をもっていただく機会となりました。

留萌支部 支部長　夏伐　加代子

　留萌支部は南北130kmにおよび、約260名の会
員で活動しています。支部の活動時にはこの大きな
北海道の距離が課題となります。もちろん感染対策
を第一に考えてですが、Webの活用により会議時
の移動時間は有意義になっていると役員一同感じ
ています。
　今年度留萌支部でも、Web研修を企画していま
す。冬道移動の安全性を考え、研修は9月・10月とな

ります。Web研修にまだまだ不慣れな地域でもあり
ますが担当者でサポートする予定です。Web企画だ
からこそ参加人数を例年より増やして対応できるよ
うになっています。
　また、委員・役員で地域の看護の質を考えた研修企
画を検討しています。研修参加時のアンケート、ご意
見を伺えると担当者の励みにもなりますので、地域
の看護職の多数の参加お待ちしております。
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遠紋支部 副支部長　工藤　妹津子

　新型コロナウイル
ス感染症により、当
支部でも活動を自粛
せざるを得ない状況
が続いています。昨
年度は、会員の安全

を考慮し、集合での研修会を中止しました。今年度は、
Web研修を導入し、感染対策を行いながら事業を進
めています。令和3年7月10日（土）に支部研修を開催
しました。「看護実践報告会」と「多職種で行う意思決
定支援」をテーマに、緩和ケア認定看護師を講師に講
演会を開催しました。各施設から、コロナ禍の中で方
法を工夫しながら看護実践や教育を行っている発表
がありました。地域住民が本人らしく暮らせるよう
に最善をつくしていることがわかりました。また、緩

和ケアを受ける患者にとって必要な支援は、患者を
含め多職種で対話し相互理解により信頼関係を築い
ていくことが大切であることを再認識しました。
　支部施設の看護の取り組みを共有し、困難な状況
でも会員相互で支え合えていることを実感できる良
い機会となりました。そして、会員の皆さんの頑張り
に元気をもらいました。また、今回は支部としては初
めてのWeb研修の企画・実施でした。配信は初めて
であり、心配もありましたが、教育委員の事前準備に
より、無事に終了できました。
　今後も、感染拡大状況を
見極め、「顔の見える機会」
を作り、会員のつながりを
大事にしながら支部研修
や事業を進めていきます。

十勝支部 支部長　浜名　真由美

　新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年度は十
勝支部の上半期の事業は中止せざるを得ない状況
でした。しかし、後半の事業は会員、委員の協力を得、
試行錯誤しながらWebを活用し事業を執り行うこ
とができました。今年度もその知恵をいかしなが
ら、集合が難しいならばWeb開催とし、昨年中止し
た事業も開催できるよう委員一同努力していると
ころです。
　十勝支部が継続して取り組んでいる「地域包括ケ
ア推進に向け、各領域で看護の役割を認識し、医療
と介護の連携強化を図る」ための会員懇談会も、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けることなく
開催できるようWebでの開催としました。コロナ
禍だからこそ連携の重要性があります。頻繁に顔を
合わすことが出来なくとも連携を継続している現
状を分かち合い、今後の課題を共有できる場になる
と良いと思っています。
　10月には「カンフォータブル・ケア」で変わる認知
症看護や、中学生を対象とした性教育の出前講座を
予定しています。今後も事業を展開し、看護の役割
を地域に広げていけるよう委員一同頑張る所存で
います。

釧路支部 第２副支部長　三浦　真佐子

　釧路支部においては、昨年度は新型コロナウイル
ス感染症により支部活動も自粛せざるを得ませんで
したので、計画していた研修会や集会はすべて中止
としました。
　支部大会を2月20日に終え、まだまだ新型コロナ
ウイルス感染症の心配はありますが、今年度は施設
間交流研修、医療安全ネットワーク会議、管理者懇談
会、看護研究発表会、各職能集会等、開催のために準
備を進めています。
　特にWeb（オンライン）を活用した研修などにも
取り組んでおりますので、会員の皆様の学びや元気
が出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。
　最後にご紹介したいのは、釧路では平成16年から
助産師職能、保健師職能、釧路保健所が共催した研修
会を年1回開催しております。長年継続してきた本
研修会は珍しい取り組みではないかと思います。
　目的は病院の助産師と自治体の保健師が養育支援
や児童虐待予防のた
めの学習と連携強化
です。今年は12月11
日に開催予定となっ
ていますので、ぜひご
参加をお願いします。

10

看護協会ニュース No.139



北海道看護協会ニュース 139 号　p10

遠紋支部 副支部長　工藤　妹津子

　新型コロナウイル
ス感染症により、当
支部でも活動を自粛
せざるを得ない状況
が続いています。昨
年度は、会員の安全

を考慮し、集合での研修会を中止しました。今年度は、
Web研修を導入し、感染対策を行いながら事業を進
めています。令和3年7月10日（土）に支部研修を開催
しました。「看護実践報告会」と「多職種で行う意思決
定支援」をテーマに、緩和ケア認定看護師を講師に講
演会を開催しました。各施設から、コロナ禍の中で方
法を工夫しながら看護実践や教育を行っている発表
がありました。地域住民が本人らしく暮らせるよう
に最善をつくしていることがわかりました。また、緩

和ケアを受ける患者にとって必要な支援は、患者を
含め多職種で対話し相互理解により信頼関係を築い
ていくことが大切であることを再認識しました。
　支部施設の看護の取り組みを共有し、困難な状況
でも会員相互で支え合えていることを実感できる良
い機会となりました。そして、会員の皆さんの頑張り
に元気をもらいました。また、今回は支部としては初
めてのWeb研修の企画・実施でした。配信は初めて
であり、心配もありましたが、教育委員の事前準備に
より、無事に終了できました。
　今後も、感染拡大状況を
見極め、「顔の見える機会」
を作り、会員のつながりを
大事にしながら支部研修
や事業を進めていきます。

十勝支部 支部長　浜名　真由美

　新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年度は十
勝支部の上半期の事業は中止せざるを得ない状況
でした。しかし、後半の事業は会員、委員の協力を得、
試行錯誤しながらWebを活用し事業を執り行うこ
とができました。今年度もその知恵をいかしなが
ら、集合が難しいならばWeb開催とし、昨年中止し
た事業も開催できるよう委員一同努力していると
ころです。
　十勝支部が継続して取り組んでいる「地域包括ケ
ア推進に向け、各領域で看護の役割を認識し、医療
と介護の連携強化を図る」ための会員懇談会も、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けることなく
開催できるようWebでの開催としました。コロナ
禍だからこそ連携の重要性があります。頻繁に顔を
合わすことが出来なくとも連携を継続している現
状を分かち合い、今後の課題を共有できる場になる
と良いと思っています。
　10月には「カンフォータブル・ケア」で変わる認知
症看護や、中学生を対象とした性教育の出前講座を
予定しています。今後も事業を展開し、看護の役割
を地域に広げていけるよう委員一同頑張る所存で
います。

釧路支部 第２副支部長　三浦　真佐子

　釧路支部においては、昨年度は新型コロナウイル
ス感染症により支部活動も自粛せざるを得ませんで
したので、計画していた研修会や集会はすべて中止
としました。
　支部大会を2月20日に終え、まだまだ新型コロナ
ウイルス感染症の心配はありますが、今年度は施設
間交流研修、医療安全ネットワーク会議、管理者懇談
会、看護研究発表会、各職能集会等、開催のために準
備を進めています。
　特にWeb（オンライン）を活用した研修などにも
取り組んでおりますので、会員の皆様の学びや元気
が出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。
　最後にご紹介したいのは、釧路では平成16年から
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　目的は病院の助産師と自治体の保健師が養育支援
や児童虐待予防のた
めの学習と連携強化
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ていますので、ぜひご
参加をお願いします。
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根室支部 支部長　佐藤　知美

　昨年に続き、いまだ収まる気配のない新型コロナ
ウイルス感染症。5月に入りここ根室支部でも新型
コロナウイルス感染症の拡大がありました。こうし
た中、令和3年7月3日に予定していた会員懇談会を
開催すべきかどうか、非常に悩みました。Webの導
入を検討していたこともあり、今後の研修会にも活
用する機会も増えてくるのではないか。何より感染
対策となることも考えZoomも使いながらの会員
懇談会を企画することにしました。「看護の動向」

「新型コロナウイルス感染症対策の現状と課題」の
講義。グループワークは感染対策もあり、行わず質
疑応答としました。会場を3か所として行いました。
初めてのことで不安な要素しかない中ではありま
したが、看護協会のサポートもあり開催することが
できました。まだまだ不十分なところもありました
が、コロナ第5波の中、今後も役員、委員会、職能集会
などにも活用していこうと思っています。

　秋は収穫の季節であり、「食欲の秋」と言われるほ
ど美味しい食材が豊富な季節です。
　今回は秋の美味しい食材の栄養素と効能について
紹介します。

１．鮭は消化・吸収の良い良質のたんぱく質やビタミ
ン類が多い！

　鮭にはカルシウムの吸収を助けるビタミンＤが多
く含まれており、切り身を一切れ食べれば1日分の所
有量を摂取することができます。身に含まれる赤の
色素はアスタキサンチンと呼ばれ、ビタミンEの約
1000倍という強い抗酸化力をもっています。

２．秋が旬の舞茸！
　舞茸には摂取の難しいβグルテンと呼ばれる水溶
性食物繊維の一種が含まれています。血糖値の上昇
を抑制しコレステロールの排出に一役買うと言われ
ており、癌や高脂血症の予防効果でも注目されてい
ます。

３．芋類は食物繊維やカリウムが豊富！
　さつまいもはビタミンＣ、Ｅ、食物繊維が豊富で便
秘に効くと言われています。

　里芋は水分が多く、芋類の中では低カロリー食品
でダイエット中にもお勧めの食材です。

４．秋の果物は酸味が少なく甘みの強いものが多い！
　柿はビタミンＣが多く1個で1日分のビタミンＣが
摂れます。
　ぶどうは糖類の中でもっとも吸収のよいブドウ糖
が主成分のため、疲労回復に最適な果物です。酸化作
用のあるポリフェノールは皮や種に多く含まれてい
るので、皮ごと摂るのが理想的です。

　秋の食材はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で
夏場の疲れをとる働きがあります。また、免疫力を高
めるものも多く、冬に流行するインフルエンザなど
の事前対策としても有効と考えられ、冬に備えた体
作りに役立つと言われています。
　今回紹介したのはほんの一部ですが効能を考えた
バランスの良い食事を心がけましょう。

道民の健康情報 秋の美味しい食材の栄養素と効能

『保健師の看護協会入会状況に関する調査についてご協力のお願い』
　北海道看護協会保健師職能委員会は、道内に従事する保健師を対象に、「保健師の看護協会入会
状況に関する調査」を実施することにいたしました。
　Webからも回答できますので、ご協力をお願いいたします。

https://onl.tw/2YTq7iF
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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　オンデマンド配信期間：令和3年11月29日（月）～ 12月28日（火）

（会場参加日：令和3年11月20日（土））
会　　　場　北海道看護協会（札幌市白石区本通17丁目北3番24号）※会場が変更となりました
※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。予めご了承下さい。

Ⅱ プログラム
〇シンポジウム

テ 　 ー 　 マ：「明日へつなぐ看護の力－人生100年時代・新しい生活様式を支える看護職－」
シンポジスト：石垣　靖子氏　北海道医療大学名誉教授

塚本　容子氏　北海道医療大学看護福祉学部教授
座　　　　長：髙橋　順子　　学会委員長　天使大学看護栄養学部准教授

〇特別企画
北海道看護協会からの報告「新型コロナウイルス感染症に対する北海道看護協会の取り組み」
座　　　　長：北海道看護協会　副会長　深津　恵美
報 　 告 　 者：北海道看護協会　会　長　上田　順子

〇一般演題（口演）

〇交流セッション

1 令和3年度　北海道看護研究学会のご案内

教育課からのお知らせ

令和3年度　北海道看護研究学会　参加申込受付中
参加申込期間：令和3年10月5日（火）まで

オンラインでの受付となります。
北海道看護協会ホームページ － MENU「看護研究学会」－ 「Ⅲ参加申込について」の
 オンライン参加申込ボタン から、お申込み下さい。

一般演題（口演）・交流セッション等の詳細は、
決定次第、北海道看護協会ホームページに公開していきます。（10月初旬を予定）
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市立札幌病院　鈴木　由佳
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のニーズを把握し、自分が管理する部署で、何を大事に看護していくかという肝心なことを見失っていたこと
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会っているかのような感覚になり、実りの多い時間でした。

2 令和３年度　認定看護管理者教育課程セカンドレベルの受講を終えて

　令和3年度の保健師助産師看護師実習指導者講習会は、7月5日、札幌市にまん延防止等重点措置が適用され
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期　　間：6月～ 8月  計:13回
場　　所：北海道看護協会
受 講 者：113名
　新型コロナウイルス感染症の収束を目指し、各自治体が迅速なワクチン接種体制の確保に取り組んでいる中、ワクチン接種に
従事する看護職の人材確保とワクチン接種の基礎知識の習得および安全なワクチン接種の実施を目的とし、「新型コロナウイル
ス感染症ワクチン接種に係わる筋肉注射実技研修会」を6月～ 8月に計13回開催しました。eナースセンター登録者でワクチン接
種の求人に関心があり、就業を希望している未就業の求職者を対象とし、113名が受講しました。
　演習では、感染対策に十分留意し、2人一組で実際の接種の場面を想定して実施しました。受講者には、ブランクのある潜在看護
師の方々がいましたが、皆真剣に取り組まれ、自治体の集団接種会場や職域接種の求人に応募し、多くの方々が現場に復帰されま
した。受講し就業された方は、「久しぶりにシリンジに触れ手が震えたが、研修を受けていたので、実際の時には大丈夫だった」「こ

北海道看護協会ニュース 139 号　p14

ナースセンターだより第77号

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
※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もあります。

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

令和3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/

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係わる筋肉注射実技研修会　報告

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16日（火） 9：55 ～ 15：50、　17日（水） 9：30 ～ 15：00
場　　所：北海道看護協会　大通看護研修会館、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（2日間）受講可能な者
　＊令和2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20日
受 講 料：無料
そ の 他：公共の交通機関をご利用ください

第3回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

復職に向けた実践的な講習会
日　　時：11月4日（木） 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2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15日
受 講 料：無料　（演習物品費1,000円）
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）

就業支援講習会

れまでと接種部位等が変わっていたので、研修で細かく説明を受け、実技もできたので役立った」等の感想が聞かれました。
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した。受講し就業された方は、「久しぶりにシリンジに触れ手が震えたが、研修を受けていたので、実際の時には大丈夫だった」「こ

北海道看護協会ニュース 139 号　p15

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
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50～59歳
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60歳以上
884

無回答
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合計
11,291

２ 年齢

道南
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道央
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道北
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十勝
593

釧路・根室
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オホーツク
605

無回答
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合計
11,291

３ 居住地
保健師

64
助産師

42
看護師
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准看護師
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合計
3,179

４ 再就業状況

（人） （人）

（人） （人）

講師のデモンストレーション 研修会の様子

北海道済生会常務理事　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

れまでと接種部位等が変わっていたので、研修で細かく説明を受け、実技もできたので役立った」等の感想が聞かれました。
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2021年度の会員の方には、９月15日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『2022年度会費のお知らせ』をお送りいたします。

※9月16日以降に入会された方は、12月より順次お送りいたします。
※『2022年度会費のお知らせ』（茶色）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。

2022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」
（紺色）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。

【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】

　2022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。

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2022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　

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ください。

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

提出不要
自動継続 となります。

2022   年度
  看護協会の会員継続・  入会の手続きについて

継続会員の方 新規・再入会の方 会費の納入方法

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

〈　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

2022年度会費のお知らせ

【変更記入例】
・結婚し、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

今後の事業については、随時案内いたします。

※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。

11月3日は、「いいお産の日」
今年度は、10月25日(月)～31日(日)、JR札幌駅西改札口　デジタルサイネージ

『サツエキビジョン』で、助産師の活動等を掲載予定です。

懇談会等名

高齢者ケア施設の看護管理者懇談会

令和3年度特定行為指定研修機関の
活動に関する意見交換会

令和3年度特定行為研修修了者の
活動等に関する意見交換会

令和3年度地域における
看護職等の連携シンポジウム

日　程

11月6日（土）
12：55～16：10

12月4日（土）
13：30～16：00

令和4年2月5日(土)
 13：30～16：00

令和4年2月19日（土）
10：25～16：00

方　法

Web開催

Web開催

Web開催

Web開催

対象者

高齢者ケア施設の看護管理者

看護管理者、看護職、医師、事務長

看護職

看護職、地域連携に関わる
医療、介護関係者

令和3年度交流会等日程について
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７月　２日

３日

５日

７日

８日

９日

１０日

１２日

１３日

１４日

１５日
１７日

２０日

２１日

２７日

札幌市立大学オンライン公開講座AIとおく（Web）
　上田会長
会員懇談会（苫小牧支部）（苫小牧市）　上田会長、
深津副会長
会員懇談会（根室支部）（Web）　山本常務理事
保健師助産師看護師実習指導者講習会開講式（Web）
　上田会長、山本常務理事
第7回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る筋肉
注射実技研修会　佐々木常務理事
北海道医療新聞社取材　佐々木常務理事
日本看護協会第１回認定看護管理者制度委員会

（Web）　上田会長
支部職能委員長会議（Web）　上田会長、
佐々木常務理事
会員懇談会（上川北支部）（名寄市）　亀畑副会長、
荒木専務理事
第65回北海道リハビリテーション学会学術集会

（Web）　上田会長
北海道総合保健医療協議会第1回運営委員会（市内）
　上田会長

【新型コロナ関係】第17回新型インフルエンザ等対策
本部会議　上田会長ほか常勤理事
令和3年度第1回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
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る筋肉
注射実技研修会　佐々木常務理事
第4回常務理事会　上田会長ほか理事・監事14名
看護管理者懇談会（上川南支部）（Web）　上田会長
会員懇談会（稚内支部）（稚内市）荒木専務理事
令和3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
第8回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事

【新型コロナ関係】第18回新型インフルエンザ等対策
本部会議　上田会長ほか常勤理事
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会第1回
正副会長・監事合同会議（Web）　山本常務理事
北海道総合保健医療協議会　総会（Web）　上田会長
北海道総合保健医療協議会　地域医療専門委員会

（Web）　上田会長

２８日

２９～３０日
３０日

８月　４日

１１日

１９日
２０日

２１日
２３日

２４日
２５日

２６日

２７日

２８日

３０日

３１日

令和3年度北海道専任教員養成講習会教育実習打合
せ会議（Web）　山本常務理事
日本看護協会「看護業務の効率化試行支援事業」説明
会（Web）　佐々木常務理事
日本看護協会第3回理事会（Web）　上田会長
日本看護協会法人会員会（Web）　上田会長
認定看護管理者教育課程セカンドレベル（第1回）全
体会・閉講式（Web）　山本常務理事
第9回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る筋肉
注射実技研修会　佐々木常務理事
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る筋肉
注射実技研修会　佐々木常務理事
第5回常務理事会　上田会長ほか理事・監事15名

【新型コロナ関係】第19回新型インフルエンザ等対策
本部会議　上田会長ほか常勤理事
会員懇談会（北網支部）（Web）　佐々木常務理事
第5回認定看護管理者教育運営委員会（Web）
　山本常務理事
令和3年度災害通信連絡訓練（地震・津波）
　上田会長ほか常勤理事
北海道公衆衛生協会出納監査（市内）　山本常務理事
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、山本常務理事
第10回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
令和3年度第1回恵み野訪問看護ステーション「はあ
と」育成支援会議（Web）　山本常務理事
第3回定例理事会（Web）　上田会長ほか理事・監事24名
第1回支部長会議（Web）　上田会長ほか理事・監事23名
令和3年度第2回北海道総合保健医療協議会看護対策
小委員会（Web）　上田会長
会員懇談会（南空知支部）（岩見沢市）　深津副会長
准看護師懇談会（Web）　荒木専務理事
保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）開
講式（Web）　上田会長、山本常務理事
保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）講
義（Web）　山本常務理事
令和3年度第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（Web）　山本常務理事

協会の動き

理事会報告

（７/１～８/３１）

 ●令和3年度第3回定例理事会
1　日　　時　令和3年8月27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21名、監事3名
5　議　　事
❶協議事項

（1）北海道看護協会理事報酬規程の改正（案）について協議、承認
（2）令和4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
（3）令和4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
❷報告事項

（1）令和3年度北海道看護協会通常総会開催報告
（2）令和3年度北海道看護協会事業報告（4月～ 6月）
（3）令和3年度看護管理研修事業（委託）企画検討会議について
（4）令和3年度認定看護管理者教育課程サードレベル受講者について

（5）看護師等学校養成所での看護協会概要説明の実施について
（6）令和3年度北海道看護協会支部職能委員長会議報告
（7）令和3年度日本看護協会理事会報告
（8）令和3年度日本看護協会通常総会報告
（9）令和3年度全国職能交流集会報告
（10）令和3年度第1回全国職能委員長会報告
（11）2021年度日本看護協会入会促進活動事業について
（12）新型コロナウイルス感染症に係る本会の対応について
（13）令和3年度看護師の特定行為研修に係る意見交換会
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