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2019年度　道南南支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

支部主催研修
◎「認知症高齢者ケア」
　日　時：10月26日㈯　13:30～17:30
　会　場：函館渡辺病院
　参加者：88名

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）

◎「看護実践に活かすフィジカルアセスメント」
　日　時：８月９日㈮　10日㈯　9:30～16:00
　会　場：函館渡辺病院
　参加者：29名

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎「終末期ケア」
　日　時：11月９日㈯　10:00～15:00
　会　場：函館渡辺病院
　参加者：39名

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎施設間交流研修
　９月～11月　受入れ施設11　参加施設11　参加者34名（36件）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（有） ◎看護研究学会　10演題
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：函館国際ホテル
　参加者：135名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

◎「保健師職能集会」
　アンガーマネジメントでいきいきと仕事を
　～イライラをコントロールして～
　日　時：８月30日㈮　18:30～20:30
　会　場：渡島総合振興局
　参加者：65名
◎「助産師職能集会」
　多様な性と向き合う～ LGBTを学ぼう～
　日　時：７月６日㈯　14:00～16:00
　会　場：函館中央病院
　参加者：27名
◎「看護師職能集会Ⅰ」
　救急看護～急変場面における気づきからのアプローチ～
　日　時：９月28日㈯　13:00～16:30
　会　場：西堀病院
　参加者：30名
◎「看護師職能集会Ⅱ」
　救急・急変場面におけるリーダーシップ
　日　時：11月16日㈯　13:00～16:30
　会　場：西堀病院
　参加者：29名

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日」イベント
　日　時：５月11日㈯　12:00～15:00
　会　場：フォーポイントバイシェラトン函館
　参加者：280名

②ふれあい看護体験の実施 ◎６月～８月　受入施設：23施設　　参加者：134名
③職業説明会（高校からの依頼） ◎道立函館水産高校　10名

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎「看護現場におけるパワハラの現状と対策」
　　～アサーティブコミュニケーションを取り入れて～
　日　時：６月29日㈯　9:30～12:30
　会　場：西堀病院
　参加者：32名
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◎「看護のストレスマネジメント」
　～�メディカルアロマセラピーで癒しの時間を過ごしま

せんか？～
　日　時：10月19日㈯　9:30～12:00
　会　場：西堀病院
　参加者：26名

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携 ◎高齢者及び認知症支援のための看護職連携等推進事業
　�プロジェクトチーム会議（6/4、6/25、7/23、10/7、

11/21）
◎「認知症高齢者ケア」（再掲）
　日　時：10月26日㈯　13:30～17:30
　会　場：函館渡辺病院
　参加者：88名
◎住民フォーラム
　日　時：12月７日㈯　13:30～15:30
　会　場：ホテル法華クラブ函館
　参加者：75名
　内　容：最期まで自分らしく生きるために準備すること

⑵�災害時の看護支援活動に関す
る事業

①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎支部ニュース　アミティー（◎夏号）（◎冬号）
　２回発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会（道南北支部との合同開催）
　日　時：９月７日㈯　10:00～15:00
　会　場：五島軒本店
　参加者：76名

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎役員会　７名／12回／年（12回開催）
◎職能委員会　14名／10回／年
　（保健師６回　助産師９回　看護師10回）
◎委員会　26名／18回／年
　（教育11回　広報９回　働き８回　推薦８回）
◎全体会　14名／12回／年（11回開催）
◎看護の日実行委員会（４回開催）

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎�はこだて男女共同参画フォーラム運営会議（5/15、
7/30、9/26）

◎道南ドクターヘリ運航調整会議（6/13）
◎渡島地域男女平等参画推進会議（6/1、11/12）
◎�北海道移植医療推進財団道南支部関係団体打合せ会議

（6/21）
◎函館マラソン実行委員会
◎江差地域訪問看護ステーション運営委員会（7/12）
◎�南檜山保健医療福祉連携推進会議地域医療構想専門部

会（10/31）
◎健康函館21（8/21）
◎函館市医療介護連携推進協議会（10/1）
◎函館訪問看護ステーション運営委員会（10/21）
◎�南檜山保健医療福祉連携推進会議地域医療構想専門部

会（10/31）
◎函館市介護認定審査会正副委員長会議（11/19）
◎在宅歯科医療連携推進委員会（11/22）
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2019年度　道南北支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）

◎講演会
　日　時：12月14日㈯　12:00～14:00
　会　場：はぴあ八雲
　参加者：42名
　内　容：�胆振東部地震における避難所支援を通じて感

じた看護職の役割
　講　師：北海道八雲保健所　長部友太

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎支部担当研修会
　日　時：７月12日㈮　10:00～16:00
　会　場：八雲総合病院　南棟５階講堂
　参加者：40名
　内　容：「救急看護の基本と実際」
　講　師：市立函館病院　救急看護認定看護師　河瀬享哉

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎支部企画研修会
　日　時：９月13日㈮　10:00～15:00
　会　場：八雲総合病院　南棟５階講堂
　参加者：13名
　内　容：「認知症ケア」
　講　師：森町国民健康保険病院 認知症認定看護師

村上千代子
・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎八雲総合病院　11月21日㈭　在宅看護　参加者　１名
　　　 〃 　　　11月22日㈮　母性看護　参加者　１名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

　

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）
　

◎三職能集会　
　日　時：10月11日㈮　18:30～20:30
　会　場：八雲総合病院　南棟５階講堂
　参加者：33名（会員27名、非会員６名）
　内　容：�「糖尿病療養指導士に学ぶヘルスケア指導と

地域連携のポイント」
　講　師：函館協会病院　糖尿病療養指導士世話人会

馬場慶子
　 ◎第１回保健師職能集会

　日　時：６月22日㈯　10:00～12:00
　会　場：長万部町ふれあい健康センター
　参加者：11名（会員９名、非会員２名）
　内　容：�『カラーセラピーを体験し、自身の内面を知っ

てみよう！』
　講　師：カラーサロン「ハート・オリーブ」 野館ゆう子
◎第２回保健師職能集会
　日　時：10月19日㈯　10:00～12:00
　会　場：八雲総合病院　南棟５階講堂
　参加者：13名（会員11名、非会員２名）
　内　容：�実践報告 ｢胆振東部地震における看護職の受

援調整を経験して｣
　　　　　報告者：北海道苫小牧保健所　壁谷浩生
　内　容：�演習 ｢“避難所運営ゲーム”を体験して考える

災害時の保健活動｣
　講　師：北海道八雲保健所　長部友太

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日フェア
　日　時：５月19日㈰　11:00～15:00
　会　場：今金町『春らんまん花いっぱい2019』
　内　容：健康相談、血圧測定　　
　　　　　白衣で記念写真、乳がん自己検診法　
　　　　　看護の日記念グッズ、風船等の配布
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②ふれあい看護体験の実施 ◎国立病院機構八雲病院　　５月９日㈭　11名
◎コミュニティホーム八雲　５月14日㈫　６名
◎八雲総合病院　　　　　　５月14日㈫　14名
◎今金町国保病院　　　　　５月15日㈬　２名
◎森町国保病院　　　　　　10月３日㈭　２名（高校生）､
　　　　　　　　　　　　　10月29日㈫　８名（中学生）

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎働き続けられる職場環境づくり研修会
　日　時：10月16日㈬　14:00～15:30
　会　場：はぴあ八雲
　参加者：12名（会員７名、非会員５名）
　内　容：「体スッキリ♪　ストレッチ」
　講　師：桃井バレエ教室　桃井香苗

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備 ◎専門性を高める研修講演会（再掲）

◎第２回保健師職能集会（再掲）
⑶�母子保健活動の推進に関する

事業
①�思春期保健活動の推進・教育期間等で

の講義
⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催

②地域における「健康まつり」等への参加
⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供

・「支部ニュース」の発行
４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

研修案内の送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会（道南南支部との合同開催）
　日　時：９月７日㈯　10:00～15:00
　会　場：函館五島軒
　参加者：76名
　テーマ：「地域包括ケアシステムの推進」
　講　師：函館市医療・介護連携支援センター　看護師

長谷川奈生子
②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎役員・委員長会議
　�4/9　5/14　6/11　7/9　8/6　9/10　10/8　11/12　

12/10
・三職能委員会　4/9　8/6　10/23
・看護師・助産師職能委員会　4/9　6/11　9/24
・保健師職能委員会　4/2　8/6
・教育委員会　2/23　4/24　6/14　7/12　9/6　10/24
・推薦委員会　9/12
・働き続けられる職場環境づくり推進委員　7/19

③支部大会 ◎12月14日㈯　はぴあ八雲　参加会員　49名
⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・

　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

第２回北渡島檜山保健医療福祉圏域連携推進会議及び第
２回北渡島檜山圏域
地域医療構想調整会議　3/27
令和元年度北渡島檜山地域看護連携推進検討会議　6/10
第３回北渡島檜山圏域地域医療構想調整会議　11/19
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2019年度　小樽支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

◎「ちゃんと知りたい発達障害・行動障害」
　日　時：７月25日㈭　
　会　場：小樽掖済会病院　　
　参加者：38名
　講　師：原田直志（大倉山学院看護部長）

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎「看護倫理」
　日　時：９月25日㈬　
　会　場：小樽掖済会病院
　参加者：42名
　講　師：石垣靖子（北海道医療大学名誉教授）

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎意向調査・マッチング
　受入施設：２施設　参加者：５名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎「医療安全交流会」
　日　時：７月６日㈯　
　会　場：小樽市立病院　　
　参加者：32名
　講　師：２名　中村圭介（済生会小樽病院薬剤師）
　　　　　　　　三浦直子（札幌西円山病院副看護部長）

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（有） ◎「看護研究発表会」　５演題
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：小樽市民センターマリンホール
　参加者：125名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎保健師職能集会
　日　時：７月５日㈮　　　
　会　場：小樽市保健所
　参加者：12名
　講　演：災害時における要支援者への支援について
　講　師：�福士尚子（北海道後志総合振興局保健環境部

保健行政室（北海道倶知安保健所）健康推進
課健康推進係長健主査（健康危機管理）

・助産師職能集会
　「子育てに関すること」
　（2019年実施せず　2020年再度開催予定）
◎看護師職能集会
　「多職種で話しあって考える人生の最終段階ACP」
　日　時：12月７日㈯
　会　場：小樽市立病院
　参加者：63名
　講　師：川口篤也（函館稜北病院 副院長）

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日イベント」
　日　時：５月11日㈯　
　会　場：ウイングベイ小樽
　参加者：健康相談10名、ストレスチェック43名、
　　　　　ヘモグロビン値測定53名、
　　　　　ミニ看護師さん記念撮影40名

②ふれあい看護体験の実施 ◎「ふれあい看護体験」
　日　時：５月１日㈬～16日㈭
　会　場：市内医療機関
　参加者：80名
◎「看護教育制度説明会」
　日　時：６月10日㈪、11日㈫、20日㈭
　会　場：小樽市内高等学校３校
　参加者：52名
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎�「カラーセラピー」～輝く毎日をサポートする色彩活
用術～

　日　時：８月24日㈯　
　会　場：小樽市立病院　　　
　参加者：33名
　講　師：木村真夢（株式会社ラボカラー代表取締役）
◎「看護学生への禁煙支援」１月ポスター送付

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携 ◎小樽・後志入退院システム構築検討会
　看護師職能委員会（再掲）

⑵�災害時の看護支援活動に関す
る事業

①災害時支援体制の整備 ◎保健師職能集会（再掲）
　

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加 ◎「後志いきいき健康祭り」

　日　時：10月６日㈰　
　会　場：ウイングベイ小樽
　参加者：約200名

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎広報誌「ミニカモメ」
　９月発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎入会案内発送、支部ニュースに同封
◎看護教育機関の式典参加（小樽看護専門学校　卒業式）

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎小樽・後志合同管理者懇談会
　日　時：10月19日㈯　
　会　場：済生会小樽病院　　
　参加者：70名
　講　師：上田順子（北海道看護協会会長）
　　　　　菅田忠雄（小樽地域包括ビジョン協議会副会長）
　　　　　岩永輝明（小樽地域包括ビジョン協議会委員）

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎役員会議、役員・委員長会議
　保健師助産師看護師、推薦、教育、広報・出版、
　働き続けられる職場づくり推進委員会
◎支部管理者会議
　日　時：10月１日㈫　
　会　場：済生会小樽病院
　参加者：14名（看護管理者10名、役員４名）
◎小樽支部大会
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：小樽マリンホール
　参加者：125名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

看護管理者会議、小樽市保健所運営会議、小樽市防災会
議
小樽介護認定審議会、小樽訪問看護ステーション運営委
員会
小樽市後志地域リハビリ推進会議、女性団体ネットワー
ク会議
いきいき健康まつり班、小樽市高齢者保健福祉計画策定
委員会
小樽市男女平等参画推進市民会議、小樽勤労女性セン
ター運営委員会
小樽市地域包括支援センター運営協議会、小樽市自殺対
策協議会
北海道救急医療フォーラムの後援、小樽市障害認定審査
会（第１委員会）
小樽市障害認定審査会（第２委員会）、小樽市認知症初
期集中支援チーム検討会
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2019年度　後志支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）

◎日　時：２月８日㈯　
　会　場：岩内町　いわない高原ホテル
　参加者：43名

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎テーマ「患者・家族の意思決定に寄り添う」
　日　時：10月12日㈯　
　会　場：共和町生涯学習センター
　参加者：30名
　講　師：山下いずみ　江別市立病院　老年看護専門看護師

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎テーマ「リフレクション～自分自身を見つめ直そう～」
　日　時：６月29日㈯　
　会　場：余市商工会議所
　参加者：28名
　講　師：岩見喜久子　�カレスサッポロクリニカルシ

ミュレーションセンター
・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎テーマ「身体抑制に頼らない看護」
　日　時：２月８日㈯　
　場　所：岩内町　いわない高原ホテル
　参加者：43名
　講　師：田中かおり　医療法人渓仁会　定山渓病院

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催
（専門性を高める研修に予算）

◎看護研究・活動報告会
　日　時：２月８日㈯　
　場　所：岩内町　いわない高原ホテル
　参加者：43名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）
　

◎保健師助産師職能合同研修会
　テーマ「生きづらさを抱えた人を支援する」
　日　時：12月７日㈯　
　会　場：倶知安町　ホテル第一会館
　講　師：臨床心理士　河岸由里子
◎看護師職能研修会　
　テーマ：「認知症ケア」
　日　時：８月24日㈯　
　会　場：余市商工会議所
　参加者： 35名
　講　師：大井チエミ　�倶知安厚生病院　認知症看護認

定看護師
２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日イベント
　日　時：５月12日㈰　
　会　場：仁木町　きのこ王国
　内　容：�健康相談・ちびっこナース服試着・写真撮

影・高齢者模擬体験
　参加者：31名

②ふれあい看護体験の実施 ◎倶知安厚生病院　高校生ふれあい看護体験実施
　日　時：５月10日㈮　
　会　場：倶知安厚生病院　　　
　参加者：16名
　内　容：�基本的ケアの見学・実施　患者様とのコミュ

ニケーション
◎余市協会病院　看護の日のイベント実施
　日　時：５月16日㈭　
　会　場：余市協会病院　　
　参加者：33名
　内　容：�メタボチェック、ストレスチェック、血流測

定など
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◎岩内協会病院　看護の日イベント実施
　日　時：５月16日㈭　
　会　場：岩内協会病院　　
　参加者：23名
　内　容：ちびっこナース服試着・写真撮影

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づく利の推進 ◎テーマ：�ハラスメントとは？「ハラスメント」につい
て考えよう

　日　時：７月13日㈯　
　会　場：共和町生涯学習センター
　参加者：22名
　講　師：小松明弘　�北海道メンタルトレーナー協会顧

問・専任講師
⑶�看護制度及び看護政策に関す

る事業
①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎小樽後志合同会員懇談会
　日　時：９月７日㈯　
　会　場：倶知安町　ホテル第一会館
　参加者：53名
　内　容：地域包括システムの推進に向けた地域活動
　講　師：二丹田早稲子　株式会社ケア・オフィス優
　　　　　窪内稔恵　�岩内地域包括支援センター　セン

ター長
②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会　　　　　　５回
拡大役員会　　　　５回
保健師職能委員会　３回
助産師職能委員会　３回
看護師職能委員会　３回
推薦委員会　　　　１回
教育委員会　　　　４回
働き続けられる職場推進委員会　３回
支部大会　２月15日㈯　43名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

後志圏域地域医療構想調整会議
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2019年度　札幌第１支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）

◎講演会
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：178名
　テーマ：看護職が知っておきたい人生会議（ACP）
　講　師：静明館診療所　医師　大友宣

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎フィジカルアセスメント研修
　日　時：９月26日㈭～27日㈮　
　会　場：北海道看護協会
　参加者：139名
　テーマ：看護実践に活かすフィジカルアセスメント
　講　師：北海道循環器病院　集中ケア認定看護師　佐藤大樹
　　　　　ＫＫＲ札幌医療センター　集中ケア認定看護師　柴山智倫

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎第１回　医療安全交流会
　日　時：７月13日㈯　
　会　場：北農健保会館
　参加者：97名
　テーマ：災害時に強い組織をつくるための安全対策
　講　師：北海道科学大学保健医療学部看護学科　助教　石川幸司
　　　　　札幌麻酔クリニック　副院長　金谷潤子
◎第２回　医療安全交流会
　日　時：10月26日㈯　
　会　場：北農健保会館
　参加者：84名
　テーマ：�看護職・介護職の注意義務と心理的安全性に

ついて考えよう
　講　師：札幌あすかぜ法律事務所　弁護士　川北瑛輔
　　　　　安井力

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎保健師職能講演会
　日　時：10月19日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：92名
　テーマ：LGBT～性的マイノリティと人権
　講　師：�社会福祉法人　石狩友愛福祉会光星友愛認定

こども園　園長　廣川衣恵
◎助産師職能講演会
　日　時：２月20日㈭　
　会　場：かでる2.7
　参加者：29名
　テーマ：更年期と加齢のセルフケア
　講　師：勤医協中央病院医師　精神科リエゾン科科長　田村修
　　　　　ハイジア代表　助産師メンボーズカウンセラー　佐藤みはる
◎助産師職能講演会
　日　時：７月20日㈯　
　会　場：読売北海道ビル３階
　参加者：AM　141名、PM　145名
　テーマ：新生児のフィジカルアセスメントとケア
　　　　　産科救急に関する研修
　　　　　～母体死亡の現状と救命のためのスキル習得～
　講　師：北海道大学病院産科周産母子センター　准教授　長和俊
　　　　　札幌医科大学産科周産期学講座　助教　染谷真行
◎看護師職能講演会
　日　時：９月14日㈯　
　会　場：北農健保会館
　参加者：90名
　テーマ：カンフォータブルケアで変わる認知症看護
　講　師：旭山病院　看護師長　南敦司

２　看護職確保定着推進に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日健康フェア
　日　時：５月18日㈯　
　会　場：イオン桑園店
　参加者：140名
　内　容：各種測定、健康相談

②ふれあい看護体験の実施 ◎参加者：17施設　112名
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎第１回　研修会
　日　時：７月６日㈯　
　会　場：アスティ45　12階
　参加者：65名
　テーマ：�自分らしくイキイキと働き続けられる職場を

つくろう
　　　　　～仕事の考え方を変える～
　講　師：札幌新陽高等学校　学校長　荒井優　教頭　高橋淳郎

　 ◎第２回　研修会
　日　時：10月５日㈯
　会　場：札幌国際ビル　８階
　参加者：61名
　テーマ：第２弾　働き続けられる職場づくり
　　　　　　　　　～対人関係を良好にするためには～
　講　師：オフィス・K代表　小松明広

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備 ◎第１回　医療安全交流会（再掲）

　日　時：７月13日㈯　
　会　場：北農健保会館
　参加者：97名
　テーマ：災害時に強い組織をつくるための安全対策
　講　師：北海道科学大学保健医療学部看護学科　助教　石川幸司
　　　　　札幌麻酔クリニック　副院長　金谷潤子

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

◎看護学生へのたばこ対策講義
　10月　２か所の看護学校に対応　計65名

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加 ◎市民フォーラム

　日　時：９月７日㈯　
　会　場：市立札幌病院
　参加者：49名
　テーマ：病気に備える「終活」を始めませんか？
　　　　　～希望が叶うためのエンディングノートの勧め～
　講　師：北海道医療センター　精神科医長　上村恵一

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎支部ニュース発行
　年２回　７月発行　12月予定

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎未加入施設への案内
　　９月　�未加入施設123施設に入会案内文と年間予定

表を郵送
◎�研修・講演会等のお知らせを北海道看護協会ホーム

ページ
　支部ページに掲載

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催 ◎札幌４支部合同（担当：第２・第４）
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　参加者：118名（第一支部22名）
　テーマ：�地域の中のチーム医療～医療と地域を結ぶた

めに～
　講　師：手稲家庭医療クリニック　院長　小嶋　一　

　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎札幌４支部合同（担当：第３・第１）
　日　時：８月17日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：307名（第一支部77名）
　テーマ：在宅支援・多職種と連携
　シンポジスト：
　　　札幌南徳洲会病院　総長　前野宏
　　　札幌北楡病院　退院支援看護師　大村里香
　　　札幌訪問看護ST季の風　訪問看護部長　田代卓良
　　　ホームケアクリニック札幌　MSW　下倉賢士

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎支部大会
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：179名
◎各委員会・会議

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎１回目９月５日：�北海道看護専門学校　教育課程編成
委員会

◎２回目：北海道看護専門学校　教育課程編成委員
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2019年度　札幌第２支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）
　

◎リーダー研修：リーダーシップ研修
　日　時：11月５日㈫・６日㈬　
　会　場：読売北海道ビル　ACU-Y
　参加者：51名
　講　師：小野寺美希子（札幌医科大学附属病院）

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎看護管理者育成研修
　日　時：９月12日㈭・13日㈮　
　会　場：読売北海道ビル　ACU-Y
　参加者：79名
　講　師：田中いずみ（手稲渓仁会病院）
　　　　　土屋和枝（札幌秀友会病院）
　　　　　菊池和美（札幌医科大学附属病院）

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎受け入れ施設：５施設
　研修参加者：12名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎医療安全交流会
　日　時：10月26日㈯　
　会　場：アスティ45　ACU-A
　参加者：24名
　テーマ：高齢者の誤薬防止
　講　師：大西章子（訪問看護ステーションいづみ）

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎保健師職能研修会・交流会
　日　時：10月19日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：92名
　テーマ：LGBT～性的マイノリティと人権～
　講　師：廣川衣恵

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎助産師職能研修会・交流会①
　日　時：７月20日㈯　10:00～11:30
　会　場：読売北海道ビル　ACU-Y
　参加者：141名
　テーマ：産科救急に関する研修
　　　　　～母体死亡の現状と救命のためのスキル習得～
　講　師：染谷真行（札幌医科大学附属病院）

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎助産師職能研修会・交流会②
　日　時：７月20日㈯　13:00～14:00
　会　場：読売北海道ビル　ACU-Y
　参加者：145名
　テーマ：�新生児のフィジカルアセスメン（CLoCMip関

連研修）
　講　師：長和俊（北海道大学病院）

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎看護師職能研修会・交流会
　日　時：８月10日㈯　
　会　場：ロイトン札幌
　参加者：145名
　テーマ：あなたのかかわり方ひとつで相手が変わる
　　　　　－明日から実践できるカンフォータブルケア－
　講　師：南敦司（旭山病院）

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

◎三職能合同交流会
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　参加者：144名
　テーマ：�しなやかに働き続けるためのナースのライフ

プラン
　講　師：岩井裕太郎（ライフコンサルタント）

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日」健康相談
　日　時：５月26日㈰　
　会　場：琴似イトーヨーカ堂
　参加者：100名

②ふれあい看護体験の実施 ◎参加者：17施設　155名
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎研修会
　日　時：９月７日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　参加者：75名
　テーマ：�一緒に働き続けよう！メンタルヘルスを保つ

には
　　　　　－こころと体を整える睡眠－
　講　師：山村弘美（北海道産業保険総合支援センター）

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
　

◎高齢者及び認知症支援のための看護連携事業
１．�住民フォーラム（手稲ふれあいフェスティバル・ナー

スっくる共催）
　日　時：10月19日㈯　　
　会　場：手稲区民センター
　テーマ：自分らしく最期までいききと生きる
　対象者：92名
　講　師：金谷潤子（札幌麻酔クリニック　在宅ケア医）
２．地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修
　日　時：３月15日㈰→新型コロナウィルスのため中止
　会　場：アスティ45　ACU-A
　テーマ：�高齢者の生活と医療を統合する継続看護マネ

ジメント
　講　師：長江弘子（東京女子医科大学）

⑵�災害時の看護支援活動に関す
る事業

①災害時支援体制の整備 ◎研修会
　日　時：７月27日㈯　
　会　場：アスティ45　ACU-A
　参加者：69名
　テーマ：9.6ブラックアウトで見えたもの
　　　　　－�どう対応したか、次に備えるために看護に

求めるもの－
　講　師：菅原ひろみ（札幌医科大学附属病院）
　　　　　田中智美（手稲渓仁会病院）
　　　　　小原歩（札幌手稲訪問看護ステーション）

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」 開催中止

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎「あじさい」４回発行　作成担当：広報出版委員
　�14号（3.18）15号（5.8）16号（7.25）17号（9.17）
　18号（12.12）

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎研修時の未加入者への加入促進

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会（４支部合同）
札幌第２支部・第４支部　担当
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　参加者：118名（第支部56名）
　テーマ：「地域の中のチーム医療」
　講　師：小嶋一（手稲家庭医療クリニック）
◎看護管理者懇談会（４支部合同）
札幌第３支部・第１支部　担当
　日　時：８月17日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：307名（第２支部62名）
　テーマ：「在宅支援・他職種との連携」
　講　師：前野宏（札幌南徳洲会病院）
　　　　　大村里香（札幌北楡病院）
　　　　　田代卓良（札幌訪問看護ステーション季の風）
　　　　　下倉賢士（ホームケアクリニック札幌）

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎支部大会
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　参加者：149名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等
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2019年度　札幌第３支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）

◎３職能合同講演会・交流会
　日　時：２月15日㈯　14:00～16:30
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：172名
　テーマ：�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
　講　師：福田友洋（弁護士法人佐々木総合法律事務所）

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎看護過程と看護記録研修会
　日　時：10月10日㈭　11日㈮　
　会　場：北海道看護協会
　参加者：39名
　講　師：武田かおり（北海道科学大学保健医療学部看護学科）

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり
　

◎医療安全交流会（１回目）
　テーマ：医療安全管理部の活動の実際
　日　時：10月５日㈯　12:00～15:00
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：33名
　講　師：永坂加代子（我汝会えにわ病院 医療安全管理部）
◎医療安全交流会（２回目）
　テーマ：�院内での活動報告・院内での役割や取り組み

について 等
　日　時：１月25日㈯　12:00～15:00
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：28名
　シンポジスト
　　千葉清美（特定医療法人 柏葉脳神経外科病院　看護科長）
　　清水優子（JCHO札幌北辰病院　看護師長）
　　能代真紀子（医療法人 東札幌病院　看護主任）
　座　長：永坂加代子（我汝会えにわ病院 医療安全管理部）

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎看護研究発表会　12演題
　日　時：７月20日㈯　13:00～16:30
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：117名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

・保健師職能委員会・研修会
◎小規模学習会
　日　時：７月24日㈬　18:30～20:30
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：20名
　テーマ：「地域共生社会の実現」
　　　　　～�高齢者も子どもも障がい者もみんな一緒

に、その人らしい生活を送ることができる
地域を目指して～

　講　師：渡邊譲（地域共生ホーム てまりの華 代表）
◎札幌４支部合同研修会
　日　時：10月19日㈯　10:00～12:00
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：21名
　テーマ：｢�多様性の時代～ LGBTについて医療従事者

が知っておくべき知識｣
　講　師：廣川衣恵（元札幌市男女共同参画課長）
・助産師職能委員会
◎札幌４支部合同研修会
　日　時：７月20日㈯　①10:00～11:30　②13:00～14:30
　会　場：読売北海道ビルY0313研修室
　参加者：①141名　②145名
　テーマ：①�産科救急関連研修「一次施設に期待するこ

と、高次施設で期待されること
　　　　　②�CLoCMIP関連研修「新生児におけるフィ

ジカルアセスメント」
　　　　　　～緊急を要する新生児疾患～
　講　師：①染谷真行（札幌医科大学付属病院 産婦人科）
　　　　　②長和俊（北海道大学病院 産科周産母子センター）
◎看護師職能委員会・研修会①
　日　時：７月13日㈯　14:30～16:30
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：211名
　テーマ：�「スタッフと管理者の両者からみた良好な組

織づくり」
　　　　　～�個人に合わせたモチベーションの維持・向

上への働きかけ～
　講　師：白井一幸（元日本ハムファイターズコーチ）
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◎看護師職能委員会・研修会②
　日　時：11月９日㈯　14:00～16:00
　会　場：アークシティホテル
　テーマ：「意思決定支援」
　　　　　～�現場で看護スタッフが考えなければいけな

いこと～
　参加者：118名
　講　師：神田直樹（�北海道大学看護福祉学部看護学科 

成人看護学講座） 
２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等
⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発

・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日健康フェア
　日　時：５月18日㈯　11:00～16:00
　会　場：カテプリ新札幌イベントスペース（北側）
　参加者：130名

②ふれあい看護体験の実施 実施施設へ看護グッズ配布：30施設
⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎働き続けられる職場づくり推進委員会研修会（１回目）

　日　時：６月22日㈯　13:30～15:30
　会　場：アークシティホテル
　参加者：25名
　テーマ：�「気にしてますか？自分の身体 ボディコン

ディショニングについて」
　講　師：森田敦（フォーHボディパフォーマンストレーナー）
◎働き続けられる職場づくり推進委員会研修会（２回目）
　日　時：10月26日㈯　13:30～15:30
　会　場：アークシティホテル
　参加者：77名
　テーマ：「幸せがやってくる♪整理収納セミナー」
　講　師：ふぁいん住まいる　整理収納アドバイザー　永井友子

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

さんSUNひろば年４回発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会（札幌４支部合同）　第３支部担当
　日　時：８月17日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：307名
　内　容：「在宅支援・多職種との連携」
　講　師：前野宏（札幌南徳洲会病院総長）
　　　　　大村里香（札幌北楡病院退院支援看護師）
　　　　　田代卓良（札幌訪問看護ステーション季の風訪問看護部部長）
　　　　　下倉賢士（ホームケアクリニック札幌 MSW）
◎会員懇談会（札幌４支部合同）　第２支部担当
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　参加者：118名
　テーマ：「地域の中のチーム医療」
　講　師：小嶋一（手稲家庭医療クリニック）

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会・委員会定期開催
◎支部大会
　日　時：２月15日㈯　13:00～14:00
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：170名 

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

訪問看護ST運営会議参加（豊平・白石・厚別・清田・
北広島・恵庭・千歳）
KKR医療センター地域医療支援病院運営委員会
北海道ハイテクノロジー専門学校教育課程編成委員会
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2019年度　札幌第４支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）

◎支部独自研修会　看護研究研修会
　日　時：11月９日㈯　
　会　場：札幌サンプラザ
　参加者：36名
　テーマ：「取り組んでみよう看護研究」
　講　師：大野和美
◎支部大会・講演会
　日　時：２月22日㈯　
　会　場：札幌サンプラザ
　参加者：118名
　テーマ：�「安心してお家に帰ろ！」と言える看護師に

なろうよ
　講　師：金谷潤子

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎看護管理地域別研修
　日　時：８月７～８日（水～木）
　会　場：北海道看護協会
　参加者：１日目42名、２日目41名
　テーマ：看護過程を理解し、看護実践へ活かす
　講　師：杉田久子

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎支部企画研修
　日　時：７月20日㈯　9:30～12:30
　会　場：北海道看護協会
　参加者：84名
　テーマ：「その人らしさ」を支えるサポート
　　　　　～医療現場から地域につなげるケアのバトン～
　講　師：佐藤明子

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎実施期間６月～11月（最終令和２年１月実施）
研修受け入れ施設９施設、参加施設７施設、参加者延べ
14名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎①医療安全研修・交流会
　日　時：７月27日㈯　
　会　場：札幌サンプラザ
　参加者：70名
　テーマ：災害時の対応について看護師ができること
　講　師：石井美恵子
◎②医療安全研修Ⅱ
　日　時：11月９日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：66名
　テーマ：病院・施設・在宅で生活する人々の感染予防
　　　　　～インフルエンザ・ノロウイルスをどう防ぐ？～
　講　師：木村理恵、宮木未果、鎌田明

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎保健師職能（４支部合同）
　日　時：10月19日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：88名
　テーマ：多様性の時代
　　　　　～ �LGBTについて医療従事者が知っておくべ

き知識～
　講　師：廣川衣恵　
◎保健師職能
　日　時：11月23日㈯　
　会　場：北海道医療大学サテライトキャンパス
　参加者：26名
　テーマ：小児アレルギー疾患の発症を予防するための
　　　　　スキンケアに関する保健指導のポイント
　講　師：加藤依子　
◎助産師職能（４支部合同）
　日　時：７月20日㈯　
　会　場：読売北海道ビル
　参加者：午前141名、午後145名
　テーマ：産科救急・新生児フィジカルアセスメント
　講　師：染谷真行医師・長和俊医師
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◎看護師職能Ⅰ領域講演会
　日　時：10月26日㈯　
　会　場：札幌サンプラザ
　参加者：48名
　テーマ：�患者・家族への意思決定支援～がん看護の立

場から～
　講　師：石岡明子
◎看護師職能Ⅱ領域交流会
　日　時：７月６日㈯
　会　場：北大病院　研修室210室
　参加者：14名
　テーマ：正しく学ぼう起き上がりから食事姿勢まで
　講　師：富田理恵

２　看護職確保定着推進に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日イベント
　日　時：５月11日㈯　
　会　場：イオン札幌元町店　参加者のべ373名

②ふれあい看護体験の実施
⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎支部学習交流会

　日　時：９月14日㈯　
　会　場：札幌サンプラザ
　参加者：59名
　テーマ：�コミュニケーションスキル～聴き方、伝え方、

話し方～
　講　師：米倉美和子

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備 ◎医療安全研修・交流会（再掲）

　日　時：７月27日㈯　
　会　場：札幌サンプラザ
　参加者：70名
　テーマ：災害時の対応について看護師ができること
　講　師：石井美恵子

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

「はまなす」年２回発行予定
（◎１回目６月10日発行・２回目２月７日発行）

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会（４支部合同）
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　参加者：118名
　テーマ：地域の中のチーム医療
　講　師：小嶋一
　（メイン第２支部　サブ第４支部）
◎管理者懇談会（４支部合同）
　日　時：８月17日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　参加者：307名
　テーマ：在宅支援・多職種との連携
　（メイン第３支部　サブ第１支部）

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　支部役員・委員長合同会議
　　職能委員会
　　常任委員会

◎支部大会　２月22日㈯　121名

月１回
年４回（◎４月◎７月◎９月◎11月）
月１回
月１回

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等
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2019年度　南空知支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）

◎日　時：２月15日㈯　
　会　場：北海道グリーンランドホテルサンプラザ
　参加者：139名
　内　容：災害医療について
　講　師：毛利智好医師

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎日　時：９月27日㈮　
　会　場：自治体ネットワークセンター
　参加者：90名
　内　容：抑制しない看護をめざして
　講　師：看護の動向　白幡まゆみ
　　　　　身体拘束をしない看護の研修会　長谷川美栄子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦直子

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎医療安全管理者地域活動会議
　日　時：９月12日㈭　
　会　場：北海道せき損センター
　内　容：実践報告２施設・意見交換
　参加者：14名
◎認定看護師活動会議
　日　時：10月25日㈮　
　会　場：北海道せき損センター
　内　容：認定看護師出前講座報告・意見交換
　参加者：18名

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎日　時：10月26日㈯　
　会　場：自治体ネットワークセンター　　
　参加者：115名
　内　容：６施設、10題の発表

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎保健師職能　
　日　時：11月９日㈯　　　
　会　場：岩見沢市イベントホ－ル赤れんが　　
　参加者：26名
　内　容：災害時に保健師は何をすべきか
◎助産師職能　　　
　日　時：12月21日㈯　
　会　場：岩見沢市立総合病院
　参加者：13名
　内　容：思春期における性教育　　　　　　
◎看護師職能　Ⅰ、Ⅱ　合同主催
　日　時：10月５日㈯　
　会　場：北海道中央労災病院
　参加者：84名
　内　容：「ACPにおける私たちの役割」
　講　師：島田啓志医師・上岡晃緩和ケア認定看護師

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日記念品の配布

②ふれあい看護体験の実施 ◎岩見沢市立総合病院 28名　北海道中央労災病院 ３名
　北海道せき損センター 27名　栗山赤十字病院 ３名
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎日　時：11月９日㈯
　会　場：岩見沢コミュニティプラザ　　
　参加者：34名
　内　容：ハラスメントの正しい知識と適切な対応
　講　師：山村弘美

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備 支部大会同時研修「災害医療について」（再掲）

　講　師：毛利智好医師
⑶�母子保健活動の推進に関する

事業
①�思春期保健活動の推進・教育期間等で

の講義
⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催

②地域における「健康まつり」等への参加 ◎①７月13・14日JOIN ALIVE　救護班　
　②８月三笠盆踊り・ジオパーク救護班
　③９月14日～17日高野連秋季大会　救護班

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎�各委員会活動を通じて未加入施設への働きかけを行っ
た

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎日　時：８月31日㈯　
　会　場：北海道グリーンランドホテルサンプラザ
　参加者：75名
　内　容：看護管理者懇談会

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎
・10回
・各職能委員会４～６回
・推薦委員会２回
・教育委員会６回
・働き続けられる職場づくり推進委員会６回
・支部大会　２月15日㈯　139名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等
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2019年度　北空知支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

◎専門・認定看護師派遣事業
　専門・認定看護師会議：２回

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎「頻度に起こる災害からの教訓」
　日　時：10月26日㈯　時間：13:00～16:00
　会　場：砂川市交流センターゆう
　参加者：51名
　講　師：新村智宏（砂川市立病院）

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎「認知症高齢者とのコミュニケーション
　　～認知症者にとっての心地よい関わり方を考える」
　日　時：６月22日㈯　
　会　場：たきかわ文化センター
　参加者：46名
　講　師：前川凡子（深川市立病院）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎看護研究学習会
　日　時：５月18日㈯　13:30～16:30
　会　場：たきかわ文化センター
　参加者：26名
　講　師：桑原ゆみ（札幌医科大学保健医療学部看護学科）
◎看護研究発表会　演題数 ５演題
　日　時：９月28日㈯　13:30～15:30
　会　場：たきかわ文化センター
　参加者：82名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

◎保健師職能の集い　
　日　時：10月26日㈯　10:30～13:30
　会　場：三浦華園
　参加者：28名
　講　師：成田直子（�北海道空知総合振興局保健環境部

滝川地域保健室）
◎保健師職能研修会　三職能研修会
　日　時：２月22日㈯　10:00～12:00　
　会　場：たきかわ文化センター
　参加者：119名
　講　師：中野満智子（オフィス「想」ネットワーク主宰）
◎助産師職能学習会
　日　時：８月31日㈯　　
　会　場：みんくる
　参加者：19名
　講　師：武藤義弘（レインボーファミリー札幌）
◎看護師職能学習会「納棺師　最期の関わり」
　日　時：９月28日㈯　　　
　会　場：たきかわ文化センター
　参加者：72名
　講　師：大畠史義（納棺師）

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎出前講座　奈井江町立病院：奈井江小学校５年生対象
◎「看護の日」イベント：４施設による催し開催

②ふれあい看護体験の実施 ◎５月15日㈬　深川市立病院　６名
◎８月５日㈪　砂川市立病院　15名
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎�「ワークライフバランスを整えるための片づけと思考
整理について」

　日　時：11月９日㈯　10:10～12:10
　会　場：滝川市まちづくりセンターみんくる
　参加者：42名
　講　師：丹羽志津子（マインドアップアドバイザー）

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備 ◎「頻度に起こる災害からの教訓」（再掲）

　日　時：10月26日㈯　時間：13:00～16:00
　会　場：砂川市交流センターゆう
　参加者：51名
　講　師：新村智宏（砂川市立病院）

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会
　日　時：９月７日㈯　
　会　場：滝川市立病院　２階講堂
　参加者：73名

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会：11回　拡大委員会：５回
保健師委員会：６回
助産師委員会：６回
看護師委員会：５回
推薦委員会：５回
研究委員会：７回
研修委員会：６回
働き続けられる委員会：６回
支部大会　２月22日㈯　91名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等
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2019年度　室蘭支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）
（支部大会9:30～10:50）

◎医療に関する研修会
　日　時：２月15日㈯　11:00～12:00
　会　場：中嶋神社蓬崍殿
　参加者：90名
　テーマ：「クレーム対応とハラスメントについて」
　講　師： 沼倉隆彰（製鉄記念室蘭病院 患者相談室室長）

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎支部担当研修
　日　時：８月17日㈯　9:30～16:00
　会　場：製鉄記念室蘭病院
　参加者：94名
　テーマ：�｢認知症ケア｣ カンフォータブルケア・認知

症の基礎知識
　講　師：南敦司（旭山病院 看護師長）　
　　　　　高場真佐美（�洞爺協会病院　認知症看護認定

看護師）
・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎室蘭支部学会　９演題
　日　時：11月16日㈯　9:30～12:00
　会　場：室蘭市民会館　　
　参加者：298名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎①保健師職能集会
　日　時：８月３日㈯　10:00～12:30
　会　場：室蘭市生涯学習センター「きらん」
　参加者：16名
　内　容：�「胆振東部地震の経験から災害時の保健活動

を考える」
　講　師：壁谷浩生（苫小牧保健所 主査） 

　 ◎②助産師職能集会
　日　時：７月28日㈰　10:00～12:00
　会　場：製鉄記念室蘭病院
　参加者：９名
　内　容：「地域における産後ケアの実際」
　講　師：澤田宏美（誕生学アドバイザー）　
◎③看護師職能集会
　日　時：６月15日㈯　10:00～12:00
　会　場：市立室蘭総合病院
　参加者：50名
　内　容：「緩和ケアの実際と退院支援」
　講　師：鈴木明子（�日鋼記念病院訪問看護ステーショ

ン母恋所長）
　　　　　平鍋真由美（�日鋼記念指定居宅介護支援事業

所所長）　
　　　　　磯貝英利子（�市立室蘭総合病院　緩和ケア認

定看護師）　
２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護週間・看護の日イベント
　「まちの保健室」
　日　時：５月11日㈯　10:30～12:30
　会　場：モルエ中島店
　来場者：120名
　内　容：健康相談、血管年齢測定
　　　　　ちびっ子ナース記念撮影　など

②ふれあい看護体験の実施 ◎各施設で実施　　９施設　　221名参加
⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進

　
◎�働き続けられる職場環境づくりの推進委員支部担当者

研修会
　日　時：７月６日㈯　
　会　場：製鉄記念室蘭病院
　参加者：48名
　テーマ：ストレスマネジメント
　講　師：田中雄大（伊達赤十字病院 臨床心理士）
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⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携 ◎高齢者及び認知症者支援のための看護連携事業
①住民フォーラム　　
　テーマ：「自分らしい最期を迎えるために」
　　　　　～あなたはどこで最期を迎えたいですか？～
　日　時：９月７日㈯　10:00～12:00　
　会　場：製鉄記念室蘭病院　がん診療センター大講堂
　参加者： 77名
　講　師：岡本拓也（ひじり在宅クリニック院長）
　　　　　南のぞみ（登別訪問看護ステーション所長）
　　　　　宮崎杉子（グループホームアウル登別館管理者）
◎②地域包括看護職ネットワーク強化研修　
　テーマ：�食と口腔ケア～私たちにできる「口から食べ

る」支援～
　日　時：11月２日㈯　9:30～12:30　　
　会　場：製鉄記念室蘭病院　がん診療センター大講堂
　参加者：72名
　講　師：榊原典幸（�日鋼記念病院 歯科口腔外科主任

科長）
　　　　　岩本高始（�市立室蘭総合病院 摂食・嚥下障

害看護認定看護師）
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備 ◎保健師職能集会（再掲）

　日　時：８月３日㈯　10:00～12:30
　会　場：室蘭市生涯学習センター「きらん」
　参加者：16名
　内　容：�「胆振東部地震の経験から災害時の保健活動

を考える」
　講　師：壁谷浩生（苫小牧保健所 主査） 

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催 ◎看護週間・看護の日イベント（再掲）
　「まちの保健室」
　日　時：５月11日㈯　10:30～12:30
　会　場：モルエ中島店
　内　容：健康相談、血管年齢測定
　　　　　ちびっ子ナース記念撮影　など

②地域における「健康まつり」等への参加
⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供

・「支部ニュース」の発行
むろ岬２回発行
（８月、１月）

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

各施設で実施

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会
　日　時：10月19日㈯　
　会　場：製鉄記念室蘭病院
　参加者：39名
　テーマ：「アンガーマネジメント」
　　　　　～�イライラや怒りに振り回されないための感

情コントロール法～
　講　師：長谷川久美子（プラスエム代表）

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会：12回／年
合同役員会：５回／年
職能委員会：14回／年
助産師／３回、保健師／５回、看護師／６回
各委員会：22回／年
教育／９回、広報／４回、推薦／３回
働き続けられる職場づくり／６回

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎2019年度地域医療構想説明会：７月24日
◎第２回西胆振区域地域医療調整会議：９月11日　
◎第１回室蘭市保健福祉推進審議会：10月30日
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2019年度　苫小牧支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

◎看護研究研修
　日　時：６月１日㈯　
　会　場：王子総合病院
　参加者：48名
　講　師：札幌市立大学　看護学部教授
　　　　　助産学専攻科 科長　荒木奈緒

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎研修テーマ：高齢者ケア
　日　時：９月７日㈯　
　会　場：苫小牧市立病院
　参加者：50名
　講　師：江別市立病院　
　　　　　老人看護専門看護師　山下いずみ

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎医療安全ワークショップ
　テーマ：アンガーマネージメント
　日　時：12月７日㈯　
　会　場：苫小牧市立病院
　参加者：43名
　講　師：株式会社　日本教育クリエート
　　　　　古山明美

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎看護研究発表会　６演題
　日　時：11月２日㈯　
　会　場：グランドホテルニュー王子
　参加者：187名（看護学生72名）
　講評者：札幌市立大学　看護学部教授
　　　　　助産学専攻科 科長　荒木奈緒

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎保健師職能集会
　日　時：９月７日㈯　
　会　場：COCOTOMA　STUDIOI
　参加者：15名
　テーマ：若者のこころをひらく－ケース別の相談技法－
　講　師：札幌学院大学心理学　村澤和多里教授
◎助産師職能集会
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：王子総合病院
　参加者：13名
　テーマ：周産期メンタルヘルスケアについて
　講　師：苫小牧市健康子ども部支援課
　　　　　主査　草賀泰代
◎看護師職能集会
　日　時：８月24日㈯　10時30分から
　会　場：苫小牧日翔病院
　参加者：81名
　テーマ：「スキンテアについて」
　講　師：王子総合病院　皮膚・排泄ケア認定看護師

吉田寿恵
２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日」啓蒙活動
　日　時：５月
　加入施設へのポスター・サビオ配布

②ふれあい看護体験の実施 ◎ふれあい看護体験実施
　18施設　高校生101名参加（８校）
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進
※支部大会同時開催あり

◎働き続けられる、職場環境づくりの推進研修会
　日　時：２月15日㈯
　会　場：王子総合病院
　参加者：99名
　テーマ：職場における円滑な人間関係づくり
　講　師：札幌秀友会病院　看護部長　土屋和枝

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎支部ニュース「ふれあい」発行
　年１回　12月

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎看護学校２校への祝辞（入学式、載帽式、卒業式）
◎研修会、看護研究発表会支部ニュース送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会
　日　時：７月６日㈯　
　会　場：グランドホテルニュー王子
　参加者：52名

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会　13回
保健師職能　４回
助産師職能　７回
看護師職能　７回　
教育委員会　11回　
推薦委員会　４回
働き続けられる職場づくり推進委員会　４回
広報委員会　６回　
支部大会　２月15日㈯　99名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

東胆振保健医療福祉圏域連携推進会議
東胆振圏域地域医療構想会調整会議
東胆振保健医療福祉圏域連携推進会議　脳卒中・循環器
疾患対策専門部会
東胆振保健医療福祉圏域連携推進会議　歯科保健医療専
門部会
東胆振圏域地域・職域連携推進連絡会
苫小牧市介護保険事業等運営委員会
胆振総合振興局地域災害対策連絡協議会
東胆振地域リハビリテーション推進会議
保健所保険・医療における養育支援体制推進事業運営会
議
苫小牧地区医療安全推進協議会
東胆振自殺予防対策推進連絡会議
苫小牧訪問看護ステーション運営会議
苫小牧市地域包括支援センター運営協議会
苫小牧市高齢者虐待防止ネットワーク委員会
医療相談事例検討会
地域災害医療対策会議
苫小牧市地域ケア推進会議
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2019年度　日高支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（有）

◎特別講演会
　日　時：２月22日㈯　
　会　場：新ひだか町公民館
　参加者：58名（会員39名　非会員19名）
　内　容：アンガーマネジメント
　講　師：プラスエム　長谷川久美子

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎支部担当研修
　日　時：９月７日㈯　
　会　場：浦河町生涯学習センター
　参加者：47名（会員25名　非会員22名）
　内　容：「看護の動向」「高齢者のスキンケア」
　講　師：苫小牧王子総合病院　
　　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師　柏田真希

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎支部企画研修
　日　時：７月６日㈯　
　会　場：新ひだか町地域交流センターピュアプラザ
　参加者：36名（会員30名 非会員６名）
　内　容：�「地域包括ケアシステム」の中での看護師の

役割
　講　師：北海道浦河保健所　主査　石川希望
　　　　　勤医協うらかわ訪問看護ステーション　所長

柏木智子
・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎施設間交流事業
　７施設受講生16名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎保健師職能集会の開催
　日　時：８月24日㈯　
　会　場：新ひだか町地域交流センターピュアプラザ
　参加者：15名（保健師13名　看護師２名）
　内　容：�「地域で活動する保健師に求められる力とは

～保健師の役割を考える」
　講　師：札幌保健医療大学保健医療学部　教授　

近藤明代
◎助産師職能集会の開催
　日　時：11月９日㈯　
　会　場：浦河赤十字病院　講堂
　参加者：14名（助産師６名　保健師７名　看護師１名）
　内　容：講演：周産期のメンタルヘルス・産後うつ
　　　　　�グループワーク：エジンバラ質問票の活用に

ついて
　講　師：浦河赤十字病院　助産師　長崎洋子
◎看護師職能集会の開催
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：新ひだか町地域交流センターピュアプラザ
　参加者：31名（会員21名、非会員10名）
　テーマ：�「からだ革命～背骨コンディショニングでこ

ころと体のメンテナンス～」
　講　師：一般社団法人　背骨コンディショニング協会
　　　　　代表理事　日野秀彦

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日　健康相談会の開催
　日　時：５月12日㈰　10:00～12:00
　会　場：イオン静内店
　参加者：40名

②ふれあい看護体験の実施 ◎ふれあい看護体験事業への協賛
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎「看護学生のたばこ対策」研修会
　日　時：10月15日㈫　13:00～14:30
　会　場：浦河赤十字看護専門学校
　参加者：１年生　25名

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携 ◎新ひだか地域訪問看護ステーション運営会議への参加
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎支部ニュースの発行（年１回）

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎未加入施設への各研修の案内
看護学生への支部ニュースの送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会の開催
　日　時：７月20日㈯　
　会　場：新ひだか町地域交流センターピュアプラザ
　参加者：36名
　テーマ：「多職種との連携」

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎支部役員会　12回
◎職能委員会　保健師３回・助産師３回・看護師４回
◎常任委員会　働き続けられる職場づくり推進４回
　　　　　　　教育４回　推薦２回
◎支部大会　２月22日㈯　44名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎日高地方精神保健協会役員会、総会　６月27日　支部長
◎日高圏域地域医療構想説明会　７月17日　支部長
◎日高圏域地域・職域連携推進連絡会　７月24日　支部長
◎新ひだか地域訪問看護ステーション運営委員会

　11月25日　支部長
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2019年度　上川南支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

◎夏期研修
　日　時：７月18日㈭　18:30～20:00
　会　場：旭川市公会堂
　参加者：会員237名　非会員19名　一般44名
　内　容：講演�｢私への医療・私への終末期医療はこう

してほしい｣
　講　師：医療創生大学 スーディ神崎和代

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎在宅移行支援のための看看連携を考える研修会
　日　時：９月７日㈯　9:30～15:00
　会　場：北都保健福祉専門学校
　参加者：34名
　講　師：旭川医療センター　　　　　　　間野未沙都
　　　　　旭川地域訪問看護ステーション　峰木裕子
　　　　　東光地域包括支援センター　　　森山奈緒子
　　　　　道北勤医協かたくりの郷　　　　荒井真巳

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎急変患者の対応に強くなる研修会
　日　時：９月21日㈯　9:30～15:30
　会　場：�旭川医科大学病院 緑が丘テラスシミュレー

ションセンター
　参加者：30名
　講　師：旭川医科大学　救急看護認定看護師　高畠郁代
　　　　　旭川医科大学　集中ケア認定看護師　上北真理
　　　　　旭川医科大学　集中ケア認定看護師　村上閑香
　　　　　�旭川医科大学　脳卒中リハビリテーション看護認

定看護師　大宮剛
・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎９月～12月
　参加者　５施設　６名
　受入れ　５施設（�病院１施設・訪問看護ステーション

４施設）
⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域

　ネットワークづくり
⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（有） ◎２月15日㈯　

　会　場：旭川トーヨーホテル
　参加者：225名
　演　題：９演題

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎三職能合同研修会
　日　時：６月22日㈯　14:00～16:00
　会　場：ときわ市民ホール
　参加者：70名
　内　容：講演「災害の備えと災害時支援を考える」
　　　　　　　　～北海道胆振東部地震の経験から～
　講　師：千歳市保健福祉部救急医療課　鈴木幹子
◎助産師職能学習会
　日　時：10月５日㈯　13:30～16:00
　会　場：旭川市子ども総合相談センター
　参加者：36名
　内　容：講演およびグループワーク
　　　　　「産後ケアについて
　　　　　　～助産師のための産後ケアガイドより～」
　講　師：公益社団法人日本助産師会 前会長　
　　　　　横浜市 山本助産院 院長　山本詩子

　 ◎看護師研修会
　日　時：９月14日㈯　13:30～15:30
　会　場：大雪クリスタルホール
　参加者：82名
　内　容：講演�「迫る多死社会に向け、求められる看取

りの看護」
　講　師：介護老人保健施設　エル・クォール平和
　　　　　老人看護専門看護師　大久保抄織

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎看護の日イベント
　日　時：５月12日㈰　11:00～14:00
　会　場：イオンモール旭川西
　参加者：707名（延べ人数）
　テーマ：新しい時代へ～つなぐ看護のこころ～
　内　容：ゴスペル他
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②ふれあい看護体験の実施 ◎ふれあい看護体験
　日　時：５月17日㈮　
　受入施設：26施設　
　参加者：14校　318名

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎働き続けられる職場づくり推進委員会学習会
　日　時：７月20日㈯　14:00～15:30
　会　場：旭川市勤労者福祉会館　
　参加者：52名
　内　容：講演「職場内におけるハラスメントの確認」
　講　師：株式会社モロオ　弥永利津子　　　　　
◎看護学生の禁煙対策講演活動
・日　時：７月18日㈭　
　会　場：富良野看護専門学校　
　講　師：働き続けられる職場づくり委員会　白川あさみ
・日　時：９月30日㈪　
　会　場：旭川厚生看護専門学校　
　講　師：働き続けられる職場づくり委員会　庄司一恵

⑶看護制度及び看護政策に関す
　る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴在宅ケアの推進に関する事業
　

①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
　

◎夏期研修【再掲】　　　　　
　内　容：講演�｢私への医療・私への終末期医療はこう

してほしい｣
◎在宅移行支援のための看看連携を考える研修会【再掲】

⑵災害時の看護支援活動に関す
　る事業

①災害時支援体制の整備 ◎三職能合同研修会【再掲】
　内　容：講演「災害の備えと災害時支援を考える」
　　　　　　　　～北海道胆振東部地震の経験から～
◎災害対策研修会
　日　時：10月12日㈯　14:00～16:00
　会　場：市立旭川病院３階 大会議室
　参加者：87名
　内　容：講演「災害対策の基礎知識～災害に備える～」
　講　師：旭川市防災安全部防災課　石川秀世

⑶母子保健活動の推進に関する
　事業

①�思春期保健活動の推進・教育機関等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎支部ニュース「たいせつNo32」

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎研修会開催時　未加入者へ入会案内配布

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会
　日　時：８月３日㈯　10:00～15:00
　会　場：旭川トーヨーホテル
　参加者：�179名（終日参加117名、第１部のみ45名・第

２部17名）
　内　容：シンポジウム�｢看護職の勤務環境改善に向け

た取り組み｣
　講　師：北海道医療勤務環境改善支援センター　山口民枝
　　　　　旭川医科大学病院　　　　　　　河地範子
　　　　　くにもと病院　　　　　　　　　新野さゆり
　　　　　旭川地域訪問看護ステーション　峰木裕子

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会　13回
教育委員会　11回
保健師職能委員会　５回
助産師職能委員会　６回
看護師職能委員会　６回
働き続けられる職場づくり　６回
推薦委員会　１回
広報委員会　１回
支部大会　２月15日㈯　225名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

14回
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2019年度　上川北支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）
②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎�テーマ�「地域包括ケアシステムにおける継続看護のあ
り方」

　日　時：９月７日㈯　
　会　場：士別市立病院
　参加者：13名
　内　容：�「医療と介護の連携」「看護師の役割と実践」

など
　講　師：士別市地域包括保健センター　梶田美沙

　他２名
・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎道北地区（稚内・上川北・留萌）　稚内支部担当 
「体内時計を整えてよりよく眠れる方法とは」
　日　時：９月７日㈯　13:00～15:30
　会　場：市立稚内病院　看護研修室　２階
　　　　　上川北支部から役員　３名派遣

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（有） ◎看護研究発表会　９演題
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：名寄市立大学
　参加者：77名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎三職能合同研修会
「諸外国から学ぶ看護のあり方　アイルランド・中国・
シンガポールから」
　日　時：12月21日㈯　
　会　場：名寄市立大学　大講義室
　参加者：111名
　講　師：田　素斎
◎助産師職能研修
「新生児蘇生スキルアップコース」
　日　時：10月６日㈰　12:30～15:30
　会　場：名寄市立病院　
　参加者：13名
　講　師：大石百合子
◎保健師・助産師職能合同研修会
「産後のケアを学ぶ」
　日　時：９月28日㈯　10:30～12:30
　会　場：名寄市立病院　　
　参加者：26名
　講　師：たぐち助産院　田口里奈
保健師職能研修・交流会　＊看護協会加入促進目的も含む
　中止

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日」
　日　時：５月12日㈰　11:00～14:00
　会　場：名寄イオンショッピングセンター（名寄市）
　参加者：ちびっ子ナース体験21名・血圧測定45名
　内　容：�ちびっ子ナース体験・血圧測定・栄養補助食

品配布
②ふれあい看護体験の実施 ◎名寄市立総合病院　８月２日㈮　11名

◎士別市立病院　　　７月９日㈫　20名
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎研修会
　テーマ：「アサーティブトレーニングについて」
　日　時：10月26日㈯　
　会　場：紅花会館（名寄市）
　参加者：31名

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携 ◎訪問看護ステーション運営会議
◎名寄市　　
　日　時：８月９日㈮　18時～
　会　場：名寄市立総合病院
◎美深町
　日　時：２月25日㈫　
　会　場：美深厚生病院

⑵�災害時の看護支援活動に関す
る事業

①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

・協会ニュース　
◎支部ホームページ
　「てしお川」71・72号

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

・保健師職能研修・交流会－中止
◎看護師職能：協会加入案内文
　パンフレット等の送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
・看護管理者懇談会開催
　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会
　テーマ：�｢医療と介護の連携と協働～在宅復帰に向け

た支援内容と課題｣
　日　時：７月６日㈯　10:00～15:00
　会　場：紅花会館（名寄市）
　参加者：39名

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部役員会　毎月定例
拡大役員会　年２回
推薦委員会　年１回
保健師職能委員会　年３回
助産師職能委員会　年３回
看護師職能委員会　年６回
教育委員会　　　　年10回
働き続けられる職場つくり推進委員会　年５回
広報委員会　　　　年６回
支部大会　２月15日㈯　77名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

上川北部保健医療福祉圏域連携推進会議　７月26日
看護職員確保対策企画検討会議　11月29日　
上川北部医療構想調整会議　７月17日　１月９日
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2019年度　留萌支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

◎「コミュニケーションスキルアップ」
　日　時：７月６日㈯　
　会　場：パワスポ留萌
　参加者：27名
　講　師：Secure Base“ここ”　中嶋由里絵

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎「人材育成と教育支援」
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：パワスポ留萌　
　参加者：23名
　講　師：北海道医療大学看護福祉学部看護学科講師　
　　　　　福井純子

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎道北地区（稚内・上川北・留萌）　稚内支部担当 
　医療安全管理者セミナー
　日　時：９月７日㈯　　　　　
　会　場：市立稚内病院　看護研修室
　参加者：11名（留萌支部）
　内　容：「体内時計を整えてよりよく眠れる方法とは」

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

◎�保健師職能研修会 ｢自治体保健師の人材育成－キャリ
アラダーの活用－｣

　日　時：７月６日㈯　　
　会　場：羽幌町すこやか健康センター
　参加者：20名
　講　師：�旭川医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学

准教授　塩川幸子
◎�看護師職能研修会（会員懇談会と同日開催）「フット

ケア」
　日　時：10月20日㈰　　
　会　場：留萌市公民館
　参加者：35名
　講　師：菅野智美（カレスサッポロ北光記念病院）
◎�保健師・助産師職能・働き続けられる職場づくり推進

委員会合同研修会
　日　時：11月23日㈯　
　会　場：留萌市公民館
　参加者：20名
　内　容：�「正そう体幹・目指そう美姿勢!!」～介助方

法をそえて
　講　師：市立札幌病院　理学療法士　高橋拓真
◎三職能懇談会・情報交換会
　日　程：12月14日㈯（支部大会と同時開催） 
　参加者：32名

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎５月15日㈬
　啓発物の配布（ウエットティッシュ・ハンドタオル200組）
　留萌市立病院・道立羽幌病院
　季実の杜・天塩町役場・留萌保健センターはーとふる

②ふれあい看護体験の実施 ・３月　中止
　高校生対象看護体験
　留萌市立病院

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 取材 5/15,5/10,7/6,9/6,9/28,10/20,11/23
職場訪問取材：留萌市立病院認定看護師訪問　12/13
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⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴在宅ケアの推進に関する事業 ①災害時支援体制の整備
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

◎�マタニティスクール（６回　参加総計21名）、出前講
座０件

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎機関誌「ナースウエーブ」の発行　２月

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

・随時

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会
　日　時：10月20日㈰　13:30～
　会　場：留萌市公民館
　参加者：23名

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎６回（4/12・6/28・8/23・11/7）
各　１～２回
６～７回

③支部大会 ◎12月14日㈯　留萌市立病院　参加会員　35名
⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・

　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎日本看護協会通常総会参加２名（6/6・6/7）
・各地区組織への協力
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2019年度　稚内支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）
②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎「身体拘束廃止に向けて」
　日　時：６月８日㈯　
　会　場：稚内総合文化センター　会議室
　参加者：38名
　講　師：医療法人渓仁会 定山渓病院　看護部長

　田中かおり
・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎「発達障害を考える」
　日　時：10月５日㈯　
　会　場：稚内総合文化センター　会議室
　参加者：26名
　講　師：北海道発達障害支援道北地域センターきたのまち
　　　　　相談支援事業所　所長　高野祐子

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎施設間交流研修
　10月～　研修施設：１施設　　参加施設：１施設
　参加者：２名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

道北地区（稚内・上川北・留萌）　稚内支部担当 
◎医療安全管理者セミナー
「体内時計を整えてよりよく眠れる方法とは」
　日　時：９月７日㈯　
　会　場：市立稚内病院　看護研修室
　参加者：36名
　講　師：東洋羽毛株式会社　営業開発部　課長

　柚木昭男
⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

◎看護師職能Ⅱ研修会
「もしもの時のために…」
　�ACP（アドバンスケアプランニング：人生会議）の普

及啓発
　日　時：７月27日㈯　
　会　場：稚内市保健福祉センター
　参加者：40名
　講　師：亀田医療大学看護学部看護学科　千葉恵子
◎保健師職能集会
「父親支援から考える虐待防止について」
　日　時：８月10日㈯　
　会　場：稚内海員会館
　参加者：20名
　講　師：札幌医科大学保健医療学部看護学科
　　　　　　　　　　　看護学第二講座　教授　上田泉
支部大会交流会－中止
　日　時：２月29日㈯　
　会　場：市立稚内病院　看護研修室
　内　容：「NICUの退院支援について」
　講　師：市立稚内病院　４階病棟看護科　科長

　鈴木貴美子
２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「１日看護師体験」　参加者　２名
◎「１日助産師体験」　参加者　６名
　日　時：５月11日㈯　
　会　場：市立稚内病院
　対　象：管内高校生

②ふれあい看護体験の実施 ◎青少年育成事業「わくわくワークフェス」参加
　日　時：９月22日㈰　
　内　容：�体験型教室を通して看護師の仕事を知っても

らう
　対　象：市内幼稚園・小学生
　参加者：280名
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⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎働き続けられる職場づくり研修会・交流会
「職場における暴力対策講演会」報告
「長く働き続けるために」講義・実技
　日　時：11月９日㈯　
　会　場：稚内市保健福祉センター
　参加者：15名
　講　師：市立稚内病院　地域連携支援課長　村上亜矢子
　講　師：沖ヨガインストラクター　中島まなみ

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

◎助産師職能にて性教育講義
　日　時：11月25日㈪　稚内市立潮見が丘中学校

　参加者：83名
　日　時：12月16日㈪　稚内市立増幌中学校

　参加者：５名
　日　時：12月16日㈪　稚内市立宗谷中学校

　参加者：10名
　日　時：３月13日㈮　稚内市立稚内中学校

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎はばたき（年２回）　10月発行　２月発行
◎働き続けられる職場環境づくりだより（年１回）
　２月発行
◎保健師職能通信（年３回）
　６月発行　12月発行　３月予定
　特集号　11月発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会
　日　時：７月20日㈯　
　会　場：市立稚内病院　看護研修室
　参加者：33名
　内　容：看護の動向
　　　　　　北海道看護協会　副会長　竹内明子
　　　　　�私たちの地域で起きている事～これからの宗

谷圏域の課題～
　　　　　　市立稚内病院　看護部長　川村みゆき
　　　　　グループワーク

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎支部役員会　９回
　看護師職能　２回
　助産師職能　２回
　保健師職能　３回
　教育委員会　４回
　働き続けられる職場づくり推進委員会　２回
◎支部大会
　日　時：２月29日㈯　
　会　場：市立稚内病院　看護研修室
　参加者： 14名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

地域医療構想説明会　6/7
◎宗谷保健医療福祉圏域連携推進会議　10/9　1/21
稚内訪問看護ステーション運営委員会　10/31
◎横田愼一氏の名誉市民を祝う会　　　1/16



―　　―36

2019年度　北網支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）
②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）

◎「五感を使ったフィジカルアセスメント」
　日　時：８月24日㈯　
　会　場：網走厚生病院　
　参加者：49名
　講　師：北見赤十字病院　救急看護認定看護師

　彌富祐樹
・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

◎「認知症高齢者ケア（実践編）」
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：北見赤十字病院　
　参加者：35名
　講　師：①北見赤十字病院
　　　　　　　認知症看護認定看護師　太田くり
　　　　　②網走厚生病院
　　　　　　　認知症看護認定看護師　川合理絵
　　　　　③北見赤十字病院
　　　　　　　認知症看護認定看護師　福島恵美子

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎日　時：８月～11月　　受入　10施設　　24名参加
　

⑵医療安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎「医療安全管理者交流会」
　日　時：８月31日㈯　
　会　場：オホーツク文化交流センター　
　参加者：33名
　テーマ：｢日本小児総合医療施設評議会　
　　　　　医療安全ネットワークの活動経験より｣
　話題提供：北海道立向陽ヶ丘病院　
　　　　　　副院長兼総看護師長　山下幸恵

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎「第36回看護研究会」　演題数　13演題
　日　時：７月21日㈰　
　会　場：北見赤十字病院ミントホール
　参加者：137名

⑷�保健師・助産師・看護師の専
門性を発揮する活動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

◎「三職能別交流会」
　日　時：２月８日㈯　
　会　場：網走市　　
　　・保健師職能交流会
　　　　テーマ：「行動変容に繋がる！動機付け面接法」
　　　　参加者16名
　　・助産師職能交流会
　　　　テーマ：「母児同室について」
　　　　参加者９名
　　・看護師職能交流会
　　　　テーマ：�「住み慣れた地域で最期まで自分らし

く暮らすために」
　　　　参加者40名
◎�「第１回助産師職能合同交流研修会」（北網・遠紋支

部合同）
　日　時：８月18日㈰
　会　場：北見赤十字病院
　参加者：14名
　講　師：札幌医科大学保健医療学部看護学科　林佳子

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日、ふれあい看護デイ」
　日　時：５月11日㈯　10:00～12:00
　会　場：東武イーストモール端野店（北見市）
　参加者：49名

②ふれあい看護体験の実施 看護職を目指す生徒対象
◎６施設で実施　合計　74名（高校生　74名）
　①置戸赤十字病院　高校生１名
　②JA網走厚生病院　高校生63名
　③北海道立向陽ヶ丘病院　高校生９名
　④JA常呂厚生病院　高校生１名

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎�働き続けられる職場環境づくり学習会（看護研究会と
同日開催）

　日　時：７月21日㈰　
　会　場：北見赤十字病院ミントホール　　
　参加者：137名
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⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

「看護学生のたばこ対策」講習会～本部要請にて実施
　日　時：10月４日㈮　北海道立網走高等看護学院　８名
　日　時：２月18日㈫　北見医師会看護専門学校　48名

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�災害時の看護支援活動に関す
る事業

①災害時支援体制の整備 災害時連絡体制整備の検討予定

⑵�母子保健活動の推進に関する
事業

①思春期保健活動の推進
　・教育機関等での講義

⑶健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑷広報活動 ①健康情報誌等の提供 ◎北海道看護協会ニュース
　・年３回配信（７月・12月・３月） 

・「支部ニュース」の発行 ◎ホームページ更新　年２回（５月・２月）
４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎加入推進ポスター送付
　会員施設・非会員施設総数　　施設に送付予定
　支部大会資料に同封予定

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎「看護管理者懇談会」
　テーマ：�「地域包括ケアシステムの推進における現状

と課題」
　日　時：８月31日㈯　
　会　場：�オホーツク文化交流センター　３階　学習室

A・B
　参加者：49名
　内　容：看護の動向　　講　師：常務理事　砂山圭子
　話題提供：北見市保健福祉部地域包括ケアシステム　
　　　　　　　　主幹　長尾智美
　　　　　　�北海道総合住宅ケア事業団北見地域訪問看

護ステーション
　　　　　　　　所長　橋本真恵美
　　　　　　JA北海道厚生連　網走厚生病院　　　　　
　　　　　　　　看護科長　武田明美

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎支部大会
　日　時：２月８日㈯　
　会　場：オホーツク文化交流センター　
　参加者：103名
役員会議５回開催、役員・委員長会議６回開催予定
合同委員会５回開催、保健師職能委員会５回開催、助産
師職能委員会７回開催
看護師職能委員会５回開催
教育委員会11回開催、働き続けられる職場づくり推進委
員会３回開催
広報委員会５回開催、推薦委員会５回開催

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎日本赤十字北海道看護大学入学式（4/5）
◎北海道網走高等看護学院入学式（4/4）
◎北見医師会看護専門学校入学式（4/6）
◎北見地方医療安全推進協議会（7/1）（1/21）
◎�北見地域・北見西部地域訪問看護ステーション運営会

議（7/11）
◎北網地域医療構想調整会議（6/10）
◎�北網保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会

（7/6、12/20）
◎北網地域リハビリテーション推進会議（8/2）
◎北網保健医療福祉圏域連携推進会議（3/19）
◎北見市高齢者等支援ネットワーク会議（6/19）（2/19）
◎北見市介護保険事業計画策定等委員会（7/24、9/26）
◎オホーツク地域要保護児童対策連絡協議会（11/19）
◎美幌訪問看護ステーション運営会議（9/13）
◎網走保健所管内自殺対策連絡会議（1/27）
◎網走地域訪問看護ステーション運営会議（10/30）
◎斜里地域訪問看護ステーション運営会議（8/28）
◎網走市地域包括支援センター運営協議会（7/2）
　網走保健所管内看護管理者連携会議（/）
◎網走市地域包括支援センター運営協議会（3／25）
　北海道網走高等看護学院卒業式（3/2）予定→中止
　北見医師会看護専門学校卒業式（3/7）予定→中止
　日本赤十字北海道看護大学学位記授与式（3/10）

予定→中止
【後援】
「北見地方医療安全研修会」の後援→中止
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2019年度　遠紋支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

◎支部研修
　テーマ：フレイル・サルコペニア
　日　時：６月22日㈯　
　会　場：JA遠軽厚生病院　
　参加者：67名
　講　師：菅原昌子　定山渓病院　老人看護専門看護師

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）

◎テーマ：認知症看護の実際
　日　時：９月12日㈭　
　会　場：遠軽町
　参加者：23名
　講　師：山口麻琴　�JA遠軽厚生病院　認知症看護認定

看護師
・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎日　時：９月３日㈫、９日㈪、10日㈫、11日㈬
　会　場：�JA遠軽厚生病院、広域紋別病院、紋別訪問看

護ステーション
　　　　　㈲コミュニティ、特別養護老人ホーム花の苑
　参加者：�11名参加　クリニックさろま２名、広域紋別

病院３名、紋別訪問看護ステーション１名、
興部国保病院２名、JA遠軽厚生病院３名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎テーマ：医療安全と介護安全の基本を知ろう
　日　時：１月11日㈯　←11月から変更
　会　場：JA遠軽厚生病院
　参加者：23名
　講　師：山口くみ子　�JA遠軽厚生病院　医療安全管理

科看護科長
⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎日　時：６月22日㈯　４演題

　会　場：遠軽厚生病院　　参加者：67名
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
　※支部大会同時開催（有）

◎看護師職能委員会
　日　時：11月16日㈯　←９月から変更　
　会　場：JA遠軽厚生病院
　参加者：18名
　テーマ：今日からできる排尿ケア！
　講　師：中川恵　�JA遠軽厚生病院　皮膚排泄ケア認定

看護師
◎助産師職能委員会
　北網と合同研修会　テーマ：助産記録
　日　時：８月18日㈰　　
　会　場：北見赤十字病院
　参加者：14名
　講　師：札幌医科大学保健医療学部看護学科　林佳子 

　 ◎保健師職能委員会
　日　時：10月５日㈯　　事例検討会
　会　場：遠軽町保健福祉総合センターげんき21
　参加者：12名（会員８名、非会員４名）

　
　

◎三職能研修会
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：JA遠軽厚生病院　地下講堂
　参加者：107名
　テーマ：「輝いて生きる！ひめトレ体験会」　
　　　　　　体幹を鍛えてパフォーマンスを上げよう！
　講　師：鷲美幸　�えむえむ代表　フィットネスインス

トラクター
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２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎ふれあい看護体験として実施
　５月10日㈮実施

②ふれあい看護体験の実施 ◎実施：５月10日㈮　
　開催場所：広域紋別病院　　�参加者　17名
　　　　　　JA遠軽厚生病院　参加者　26名

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎テーマ：医療安全と介護安全の基本を知ろう
　日　時：１月11日㈯　←11月から変更
　会　場：JA遠軽厚生病院
　参加者：23名
　講　師：山口くみ子　�JA遠軽厚生病院　医療安全管理

科看護科長
⑶�看護制度及び看護政策に関す

る事業
①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎たんぽぽ２回発行
　たんぽぽ89号６月26日発行　90号１月８日発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会
　日　時：９月28日㈯　
　会　場：紋別セントラルホテル
　参加者：36名
　テーマ：�「地域包括ケアシステムの推進に向けた看護

の連携」
　パネリスト
　　広域紋別病院　看護師　菅原桃奈
　　広域紋別病院　医療ソーシャルワーカー　織田翔
　　紋別地域訪問看護ステーション　副所長　山本真実
　　みらいケアセンター　ケアマネージャー　植木美貴子

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会�①2/16②4/22③6/24④7/26⑤8/19⑥9/28⑦10/21
⑧11/20⑨12/11⑩1/15

合同会議①2/16②6/24③11/20
保健師①6/21②9/30③12/12
助産師①4/17②8/18③10/11　
看護師①5/22②7/10③9/3④11/16
三職能①12/18②2/15
教育①3/11②6/3③8/22④9/12⑤1/21
働き①6/18②9/11③10/16④1/11　
広報①5/22②6/26③11/26④12/25
推薦①1/9
支部大会　２月15日㈯　　60名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等
 

4/5紋別高等看護学院入学式
7/3紋別市シニアスポーツフェスティバル
7/16地域医療構想に係る地域説明会
8/19遠紋保健医療福祉圏域連絡推進会議難病対策等専門
部会
12/4第２回遠紋区域地域医療構想調整会議
2/4遠紋保健医療福祉圏域連携推進会議難病対策等専門
部会
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2019年度　十勝支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

　講演会　　※開催せず

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎支部担当研修
　テーマ：在宅療養移行支援
　日　時：９月７日㈯・９月８日㈰　
　会　場：とかち館（帯広市）
　参加者：78名　
　講　師：宇都宮宏子

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎施設間交流研修
　期　間：７月～12月
　受入れ施設：33施設
　参加人数：241名

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり
※支部大会同時開催（有）

◎医療安全シンポジウム・意見交換会
　日　時：２月15日㈯　12:30～14:00
　会　場：帯広厚生病院　Kosei Hall
　参加者：132名
　テーマ：「医療安全活動の実際と活動」
　司　会：林かおる（帯広第一病院）
　シンポジスト：足立敦子（帯広厚生病院）
　　　　　　　　長尾文映（協立病院）
　　　　　　　　野口寿恵（ケアセンター白樺）

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎日　時：12月７日㈯　13:00～15:20 
　会　場：帯広厚生病院
　参加者：138名　
　演題数：口演９題・紙上発表１題

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎三職能合同集会
　日　時：９月28日㈯　29日㈰　
　会　場：帯広厚生病院
　参加者：20名
　テーマ：ELNEC-J　緩和ケアプログラム　
◎出前講座
　テーマ：カンフォータブル・ケアで変わる認知症看護
　日　時：11月16日㈯　14:00～16:00
　会　場：池田町地域医療センター
　参加者：32名
　講　師：小山典子（精神科認定看護師）

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎おびひろキッズタウン
　日　時：11月16日㈯　
　会　場：とかちプラザ
　参加者：62名

②ふれあい看護体験の実施 ◎受入施設：36施設　参加者：203名
⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎看護従事者への喫煙に関するアンケート実施

◎労働環境改善講演会
　日　時：10月20日㈰　9:00～11:30
　会　場：帯広厚生病院
　参加者：50名
　テーマ：「なぜ働き方改革が必要なのか？」
　講　師：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　山口民枝

⑶�看護制度及び看護政策に関す
る事業

①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

◎性教育出前講座（川西中学　１校）
　日　時：10月30日㈬　
　参加者：23名
看護学生のたばこ対策講習会－中止
　日　時：３月12日㈭
　会　場：帯広高等看護学院

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加 ◎おびひろ健康まつり

　日　時：９月１日㈰　10:00～15:00
　会　場：帯広市保健福祉センター
　参加者：1,514人

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎支部ニュース発行　２回／年（６月・12月）
　支部入会案内パンフレット作成

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

看護協会十勝支部案内郵送・講話
・帯広高等看護学院　２月27日㈭
・新設クリニックに案内

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会
　日　時：８月17日㈯　
　会　場：帯広厚生病院
　参加者：52名
◎高齢者ケア施設の看護管理者懇談会
　日　時：10月19日㈯　13:30～16:00
　会　場：帯広厚生病院
　参加者：27名

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎支部大会
　日　時：２月15日㈯　
　会　場：帯広厚生病院
　参加者：132名
７回（4/16　6/11　8/6　9/10　11/12　12/10　1/14）
保健師職能７回　助産師職能９回　看護師職能８回
働き９回　教育11回　広報10回　推薦５回　特別６回

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

関係団体
　・帯広市健康生活支援審議会
　・会議認定審査委員
　・障碍者自立支援法に定める審査会震災委員
　・帯広地方医療安全推進協議会
　・十勝精神保健協会
　・十勝保健医療福祉圏地域連携推進会議
　・自殺予防対策会議
　・高次機能障害者支援対策委員会
　・十勝圏域地域医療構想会議
　・帯広訪問看護ステーション運営委員会
　・在宅歯科医療連携推進委員会　
　・高齢者・障碍者住宅改善支援ネットワーク
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2019年度　釧路支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）
②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎�「終末期を迎える患者・家族の退院支援に必要な看護
師の連携」

　日　時：９月21日㈯
　会　場：釧路労災病院　　参加者：52名
　講　師：今田眞智子　さいた訪問看護ステーション

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎日　時：７月～11月
　研修施設：15施設　　参加施設：13施設
　参加者：58名（申込60名）

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎第１回釧路地区医療安全ネットワーク会議　
　日　時：５月25日㈯　10:00～12:00
　会　場：市立釧路総合病院　　参加者：26名
　内　容：１）釧路市内医療安全相互ラウンド効果
　　　　　２）意見交換（テーマ）誤認防止について
◎第２回釧路地区医療安全ネットワーク研修
　日　時：８月17日㈯　10:00～15:30　
　会　場：釧路赤十字病院　　参加者：48名
　テーマ：「TeamSTEPPSをチーム医療に活かす
　　　　　　～心理的安全性の獲得を目指して～」
　講　師：辰巳陽一　近畿大学病院　安全管理部教授
◎第３回釧路地区医療安全ネットワーク会議
　日　時：１月24日㈮　17:30～19:00
　会　場：釧路労災病院　　参加者：12名
　テーマ：「転倒・転落についての現状と対策」

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無） ◎看護研究合同発表会　17演題（口演10・ポスター７）
　日　時：11月16日㈯
　会　場：釧路労災病院　　参加者：89名

⑷�保健師・助産師・看護師職能
の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

◎ 保健師職能集会２回　
１回目　７月27日㈯　
　会　場：釧路市生涯学習センター　　参加者：34名
　内　容：「地域の危機対応における保健師活動」
　講　師：根本昌宏　日本赤十字北海道大学災害対策センター長
２回目　11月９日㈯　
　会　場：釧路市交流プラザさいわい　　参加者：19名
　内　容：①道看護協会
　　　　　　　保健師職能委員を招いて意見交換会
　　　　　②男性保健師３名によるトークリレー
　　　　　　「男性保健師、おおいに語るin釧路支部」
　パネリスト：齋藤貴史　北海道釧路保健所
　　　　　　　小林誠　　北海道釧路保健所
　　　　　　　清水雄二　釧路市音別行政センター
◎助産師職能集会１回
　日　時：８月24日㈯開催
　会　場：市立釧路総合病院　　参加者：28名
　講　演：�｢新生児・乳幼児睡眠講座～睡眠の発達と睡

眠問題へのアプローチ｣
　講　師：川口リエ　子どもの睡眠相談室クークールナ代表
◎看護師職能集会
　日　時：10月19日㈯　13:30～15:00
　会　場：釧路赤十字病院　　参加者：51名
　講　演：テーマ「自然災害から身を守るために」
　講　師：田中宏明　釧路市総務部防災危機管理課防災啓発推進員
◎三職能合同集会
　日　時：２月15日㈯　　参加者：98名
　会　場：釧路市生涯学習センター まなぼっと
　講　演：テーマ「アンガーマネジメントを始めよう」
◎看護師職能Ⅱ懇談会
　日　時：10月19日㈯　15:00～16:00
　会　場：釧路赤十字病院　　参加者：12名
　講　師：宮本奈保子　アンガーマネジメントファシリテーター
◎保健師・助産師職能合同集会（釧路保健所と共催）
　日　時：10月26日㈯　
　会　場：釧路市生涯学習センター　　参加者：47名
　内　容：�「妊娠・出産から子育てまでの切れ目のない

支援に向けて」
　　　　　～�千歳市子育て世代包括支援センターの取組

から学ぶ～
　講　師：田郷千晶　千歳市保健福部母子保健課母子保健係主任
　　　　　佐藤薫　　千歳市こども福祉部児童相談係専門官
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２　看護職確保定着推進に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日」PR活動
　日　時：５月11日㈯　10:00～11:30
　会　場：イオン釧路店 光の広場
　参加者：グッズ配布200組、血圧測定48名
　　　　　看護師（糖尿病療法指導士）による健康相談40名
　内　容：看護の日グッズ配布、健康相談

②ふれあい看護体験の実施 ◎「高校生１日看護体験」
　日　時：９月24日㈫　
　参加者：90名（７校、11病院施設）

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進
⑶�看護制度及び看護政策に関す

る事業
①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業
事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加 ◎釧路町健康フェスティバル

　日　時：９月１日㈰　10:00～13:00
　会　場：釧路町健康福祉センターあいぱーる
　参加者：①49名　②５名
　内　容：�健康相談　①手洗い体験
　　　　　　　　　　②手荒れ防止のためのスキンケア
◎くしろ健康まつり
　日　時：10月６日㈰　9:00～15:00
　会　場：釧路観光交際交流センター
　参加者：①152名　②255名
　内　容：健康相談　①�子どもに起こりやすい事故の予

防と手当
　　　　　　　　　　②血圧測定

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

◎「きんれんか」２回
　（50号９月HP掲載．51号2020年３月HP掲載）
◎「助産師便り」２回（第１号7/1発行、第２号11/29発行）
◎「保健師職能便り」�第１号７月５日発行、第２号10月

11日発行、第３号１月14日発行
４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等
⑴会員支援に関する事業 ①加入促進

・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

◎未加入会員への加入お知らせ　９月26日郵送
　内　容：・�未加入施設75件に入会案内と支部ニュースの印刷物
　　　　　・会員施設75件に支部ニュースの印刷物

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎看護管理者懇談会
　日　時：７月13日㈯　　
　会　場：釧路労災病院　　参加者：82名

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

◎�支部役員会：11回開催（4/11,5/9,6/3,7/11,8/8,9/12,10/10,
11/14,12/12,1/9,2/13）

◎職能委員会
　�保健師職能委員会：６回開催（5/13,7/22,7/27,10/26,11/9,�
2/15）

◎�助産師職能委員会：７回開催（5/15,6/19,7/17,8/21,10/16,�
11/20,1/15）

看�護師職能委員会：11回開催（4/17,5/15,6/19,7/17,8/21,9/18,�
10/19,11/20,12/18,1/15,2/15）

各委員会
◎�働き続けられる職場づくり推進委員会：10回開催（5/22,6/26,�
7/24,8/28,9/25,10/23,11/27,12/25,1/23,2/12）

◎�教育委員会：11回開催（4/4,4/25,6/6,7/4,8/1,9/5,9/20臨時,�
10/3,11/7,12/5,1/10）

◎�推薦委員会：７回開催（5/16,6/4,8/6,10/1,12/5,1/14,2/15）
◎支部大会　２月15日㈯　98名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎釧路市地域医療協議会　５月24日
◎�釧路圏域地域医療構想調整会議　第１回７月18日、第２回11月７日
◎令和元年度救急医療協議会　９月26日
◎�釧路保健医療福祉圏域多職種連携協議会兼在宅医療専門部会　９月30日
◎釧路地域訪問看護ステーション会議　11月19日
◎釧路町訪問看護ステーション運営委員会　12月11日
◎2019年度在宅歯科医療連携推進委員会　２月21日
◎難病対策地域協議会　第１回６月22日
◎�釧路管内男女平等参画推進協議会　５月22日、フォーラム　10月17日
◎釧路管内男女平等参画推進フォーラム　10月17日
◎釧路圏域値域保健・職域保険連携推進連絡会　２月14日
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2019年度　根室支部　事業報告書

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）
②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

◎「認知症ケア研修会」
　日　時：９月21日㈯　
　会　場：町立中標津病院
　参加者：44名（会員30名・非会員14名）
　内　容：看護の動向、認知症の基礎知識
　講　師：医療法人樹恵会　石田病院
　　　　　認知症認定看護師　徳永貴之

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

◎参加者：31名　　受け入れ施設：８施設
　

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎単独での実施予定なし
　�会員懇談会後に各病院の医療安全管理について情報交

換する
⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（有） 独自研修会
⑷�保健師・助産師・看護師職能

の専門性を発揮するための活
動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（無）

◎助産師職能
　�予期せぬ妊娠と里親・特別養子縁組の制度～生母・養

親への支援～
　日　時：６月１日㈯　10時～12時
　会　場：町立中標津病院　講堂　
　参加者：午前　25名（会員21名　非会員４名）　
　　　　　午後　13時30分～14時30分　交流会　会員７名
　講　師：札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル　
　　　　　看護部長兼副院長　佐々木紀子
◎保健師職能
　実践力アップ事例検討会（講義および演習）　　
　日　時：９月７日㈯　13時～16時　　
　会　場：中標津町総合福祉センター　プラット　会議室
　参加者：14名（会員14名）
　講　師：北海道看護協会保健師職能委員

　北山明子・壁谷浩生
◎看護師職能
・働き続けられる職場づくり推進委員と合同研修
　タクティールケアについて
　日　時：10月５日㈯　10時20分～14時30分
　会　場：町立中標津病院　講堂
　参加者：39名（会員30名・非会員９名）
　講　師：�社会医療法人禎心会　介護老人保健施設ら・

ぱーす　療養長　笹田洋子
２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　（一部「看護の日」実行委員会助成事業）

◎「看護の日」啓発グッズ配布
　�５月13日～17日の間で、それぞれの施設で患者や利用

者にグッズを配布した。
②ふれあい看護体験の実施 ◎市立根室病院：６月２日㈰　小学生11名

　　　　　　　　６月９日㈰　中学生８名
　　　　　　　　７月27日㈯　高校生15名
◎町立別海病院：６月25日㈫～26日㈬　中学生８名 
　　　　　　　　７月31日㈬～８月１日㈭　高校生４名

⑵労働環境改善事業 ①働き続けられる職場環境づくりの推進 ◎看護師職能委員会との合同研修
⑶�看護制度及び看護政策に関す

る事業
①看護政策の推進
・行政・関係団体及び教育機関等への要請



―　　―45

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴�在宅ケアの推進に関する事業 ①在宅ケアの推進に係る関係団体との連携
⑵�災害時の看護支援活動に関す

る事業
①災害時支援体制の整備

⑶�母子保健活動の推進に関する
事業

①�思春期保健活動の推進・教育期間等で
の講義

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催
②地域における「健康まつり」等への参加

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

ホームページ掲載内容検討の会議（１回）

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 日時・場所・参加者等

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

各種研修会・学習会への参加案内

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

◎会員懇談会
　日　時：７月６日㈯　10時～15時
　会　場：町立中標津病院　講堂
　参加者：42名（会員37名・非会員５名）
　看護の動向：専務理事　荒木美枝
　講義・GW　地域包括ケアシステムに向けた看護の連携
　　　　　　　～患者・家族の思いに寄り添う～
　講　師：市立釧路総合病院　
　　　　　がん看護専門看護師　沼田靖子
　ファシリテーター：釧路労災病院
　　　　　　　　　　がん看護専門看護師　門脇郁美

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員・委員合同会議　２回
役員・委員長会議　　３回
役員会議　　　　　　３回　　　
各職能委員会（�保健師職能　４回、助産師職能　３回、

看護師職能　５回）
教育委員会　　　　　７回
働き続け…委員会　　５回
◎支部大会　２月８日㈯　61名

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

◎根室地域看護連盟推進会議　　　６月５日　11月７日
　根室圏域地域医療構想調整会議　８月29日　12月17日





2019年度　決算報告書
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貸借対照表　　　　　　　（支部事業）
　2020年３月　　　　　　　　　　　31日現在　　

（単位：円）

支部名
科　目

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

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 合　　計

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

現 金 預 金 1,462,199 315,929 1,030,898 613,858 381,368 1,550,608 875,752 1,399,481 557,390 551,546 610,717 1,069,655 372,253 1,394,370 822,309 188,616 784,484 535,227 460,682 318,314 1,234,601 732,423 17,262,680

前 払 金 69,100 3,150 72,250

事業間会計勘定（本部） △928,283 △315,489 △774,145 △512,524 △201,932 △1,305,040 △341,065 △1,118,784 △417,502 △275,994 △454,980 △979,204 △124,502 △786,572 △538,264 △181,876 △734,994 △317,749 △186,719 △102,014 △1,040,457 △531,783 △12,169,872

流 動 資 産 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

資 産 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

未 払 金 530,209 440 255,377 98,000 241,794 231,750 529,470 276,450 137,450 273,680 153,540 88,820 242,943 605,393 281,779 6,740 49,490 207,620 271,350 211,600 192,950 200,640 5,087,485

預 り 金 3,707 1,376 3,334 6,742 13,818 5,217 4,247 2,438 5,022 2,197 1,631 4,808 2,405 2,266 9,858 2,613 4,700 1,194 77,573

流 動 負 債 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

負 債 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

Ⅲ　正味財産の部 0

　２．一般正味財産 0

　（うち基本財産への充当額） 0

正 味 財 産 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

負債及び正味財産合計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058
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貸借対照表　　　　　　　（支部事業）
　2020年３月　　　　　　　　　　　31日現在　　

（単位：円）

支部名
科　目

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

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 合　　計

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

現 金 預 金 1,462,199 315,929 1,030,898 613,858 381,368 1,550,608 875,752 1,399,481 557,390 551,546 610,717 1,069,655 372,253 1,394,370 822,309 188,616 784,484 535,227 460,682 318,314 1,234,601 732,423 17,262,680

前 払 金 69,100 3,150 72,250

事業間会計勘定（本部） △928,283 △315,489 △774,145 △512,524 △201,932 △1,305,040 △341,065 △1,118,784 △417,502 △275,994 △454,980 △979,204 △124,502 △786,572 △538,264 △181,876 △734,994 △317,749 △186,719 △102,014 △1,040,457 △531,783 △12,169,872

流 動 資 産 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

資 産 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

未 払 金 530,209 440 255,377 98,000 241,794 231,750 529,470 276,450 137,450 273,680 153,540 88,820 242,943 605,393 281,779 6,740 49,490 207,620 271,350 211,600 192,950 200,640 5,087,485

預 り 金 3,707 1,376 3,334 6,742 13,818 5,217 4,247 2,438 5,022 2,197 1,631 4,808 2,405 2,266 9,858 2,613 4,700 1,194 77,573

流 動 負 債 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

負 債 合 計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058

Ⅲ　正味財産の部 0

　２．一般正味財産 0

　（うち基本財産への充当額） 0

正 味 財 産 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

負債及び正味財産合計 533,916 440 256,753 101,334 248,536 245,568 534,687 280,697 139,888 278,702 155,737 90,451 247,751 607,798 284,045 6,740 49,490 217,478 273,963 216,300 194,144 200,640 5,165,058
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2019年度　正味財産増減　　　　　　　計算書内訳書（支部事業）
2019年４月１日から　　　　　　　　　　　2020年３月31日まで

　� （単位：円）

会計区分
科　目

公　　　　益　 　　目　　　　的　　　　事　　　　業
合　　計道南南

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

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

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　⑴　経常収益

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　特定資産受取利息 0
受取会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取会費 0
事業収益 45,000 0 4,000 6,000 63,000 114,000 80,000 72,000 3,000 3,500 5,000 5,000 0 80,000 0 0 0 14,000 11,000 66,500 12,000 13,000 597,000
　学会参加料収益 0
　受講料収益 0
　会館利用料収益 0
　支部事業収益 45,000 4,000 6,000 63,000 114,000 80,000 72,000 3,000 3,500 5,000 5,000 80,000 14,000 11,000 66,500 12,000 13,000 597,000
受取補助金等 4,743,217 1,287,011 1,760,855 1,452,976 6,336,568 6,151,460 8,834,435 5,815,716 2,134,938 2,430,006 3,346,520 2,028,296 1,553,838 5,061,928 1,577,236 1,461,124 1,203,506 2,542,751 1,642,849 3,813,486 2,597,543 1,177,317 68,953,576
　日看協助成金 0
　受託事業収益 0
　本部助成金 0
　本部交付金 4,693,217 1,237,011 1,710,855 1,402,976 6,286,568 6,101,460 8,784,435 5,765,716 2,107,998 2,380,006 3,296,520 1,978,296 1,529,998 5,011,928 1,527,236 1,411,124 1,153,506 2,492,751 1,598,281 3,763,486 2,547,543 1,130,217 67,911,128
　看護の日助成金 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 26,940 50,000 50,000 50,000 23,840 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 44,568 50,000 50,000 47,100 1,042,448
受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取寄付金 0
交流会参加収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　交流会参加収益 0
雑収益 45 12 20 15 45 56 62 51 20 20 24 23 14 42 16 11 17 22 14 29 28 14 600
　受取利息 45 12 20 15 45 56 62 51 20 20 24 23 14 42 16 11 17 22 14 29 28 14 600
　雑収益 0

経常収益計 4,788,262 1,287,023 1,764,875 1,458,991 6,399,613 6,265,516 8,914,497 5,887,767 2,137,958 2,433,526 3,351,544 2,033,319 1,553,852 5,141,970 1,577,252 1,461,135 1,203,523 2,556,773 1,653,863 3,880,015 2,609,571 1,190,331 69,551,176
　　⑵　経常費用

事業費 4,788,262 1,287,023 1,764,875 1,458,991 6,399,613 6,265,516 8,914,497 5,887,767 2,137,958 2,433,526 3,351,544 2,033,319 1,553,852 5,141,970 1,577,252 1,461,135 1,203,523 2,556,773 1,653,863 3,880,015 2,609,571 1,190,331 69,551,176
　役員報酬 0
　給料手当 0
　賃金 0
　法定福利費 0
　通勤手当 0
　役員退職慰労引当金繰入額 0
　退職給付費用 0
　賞与引当金繰入額 0
　福利厚生費 0
　旅費交通費 1,392,340 632,000 467,100 603,720 914,120 1,263,250 1,257,870 1,091,970 866,970 1,094,360 843,180 394,220 444,560 1,462,220 545,780 521,180 432,870 1,060,460 627,080 1,256,120 945,250 579,960 18,696,580
　通信運搬費 328,504 28,362 79,719 47,558 426,059 268,023 770,318 562,825 74,002 92,685 143,327 139,142 129,589 371,310 33,493 36,258 52,114 112,011 79,405 225,758 123,596 29,832 4,153,890
　減価償却費 0
　消耗什器備品費 192,240 98,780 91,278 382,298
　消耗品費 265,305 67,315 207,483 151,776 199,876 151,010 893,721 219,359 38,406 81,925 74,254 104,117 156,309 245,320 96,683 168,870 86,222 177,057 84,922 161,876 149,666 9,807 3,791,279
　修繕費 0
　印刷製本費 713,629 1,296 101,629 550 1,220,053 397,273 756,148 1,604,005 173,260 88,542 647,800 414,483 181,874 809,548 75,272 88,000 148,906 211,048 174,400 972,048 259,798 48,915 9,088,477
　会場費 280,450 13,640 149,550 161,410 1,408,991 2,322,963 3,010,014 1,053,087 230,178 152,720 842,600 228,595 60,810 332,223 57,890 22,760 22,360 75,385 41,040 163,080 50,420 26,936 10,707,102
　光熱水料費 0
　賃借料 15,000 54,654 57,888 118,800 20,520 500 5,184 272,546
　保険料 87,400 43,700 49,400 43,700 83,600 89,300 83,600 85,500 70,300 89,300 72,200 64,600 43,700 85,500 62,700 43,700 60,800 81,700 60,800 89,300 64,600 57,000 1,512,400
　委員謝金 811,500 254,000 406,500 215,500 644,500 677,500 698,000 617,000 419,500 519,500 471,000 313,500 301,500 909,500 431,500 202,000 223,500 504,000 264,000 583,500 592,000 297,500 10,357,000
　諸謝金 331,250 110,000 208,750 112,500 475,000 431,250 510,000 365,000 155,000 238,750 187,500 165,000 105,000 170,000 190,000 190,000 90,000 120,000 121,250 318,750 245,000 80,000 4,920,000
　支払報酬 0
　租税公課 0
　支払負担金 0
　支部助成金 0
　支払寄付金 0
　委託費 179,040 464,961 292,273 79,747 33,085 131,780 399,123 27,120 1,607,129
　保守料 0
　新聞図書費 0
　会議費 41,320 75,001 25,997 77,600 397,555 149,442 577,489 62,197 74,040 23,415 14,649 45,495 101,649 104,762 45,458 51,387 42,878 115,883 66,131 35,423 91,601 27,724 2,247,096
　広報費 43,200 131,760 21,600 196,560
　支払手数料 72,944 33,785 35,355 27,914 62,674 61,954 55,913 50,909 36,302 52,329 44,692 31,887 28,861 62,412 38,476 23,476 25,933 45,707 33,707 59,752 43,620 32,657 961,259
　渉外費 0
　諸会費 0
　支払利息 0
　研修費 0
　雑費 49,140 27,924 18,392 16,763 47,570 103,390 102,877 122,310 10,342 53,108 14,724 17,940 31,922 9,850 14,408 16,900 657,560

経常費用計 4,788,262 1,287,023 1,764,875 1,458,991 6,399,613 6,265,516 8,914,497 5,887,767 2,137,958 2,433,526 3,351,544 2,033,319 1,553,852 5,141,970 1,577,252 1,461,135 1,203,523 2,556,773 1,653,863 3,880,015 2,609,571 1,190,331 69,551,176
当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2019年度　正味財産増減　　　　　　　計算書内訳書（支部事業）
2019年４月１日から　　　　　　　　　　　2020年３月31日まで

　� （単位：円）

会計区分
科　目

公　　　　益　 　　目　　　　的　　　　事　　　　業
合　　計道南南

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

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

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　⑴　経常収益

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　特定資産受取利息 0
受取会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取会費 0
事業収益 45,000 0 4,000 6,000 63,000 114,000 80,000 72,000 3,000 3,500 5,000 5,000 0 80,000 0 0 0 14,000 11,000 66,500 12,000 13,000 597,000
　学会参加料収益 0
　受講料収益 0
　会館利用料収益 0
　支部事業収益 45,000 4,000 6,000 63,000 114,000 80,000 72,000 3,000 3,500 5,000 5,000 80,000 14,000 11,000 66,500 12,000 13,000 597,000
受取補助金等 4,743,217 1,287,011 1,760,855 1,452,976 6,336,568 6,151,460 8,834,435 5,815,716 2,134,938 2,430,006 3,346,520 2,028,296 1,553,838 5,061,928 1,577,236 1,461,124 1,203,506 2,542,751 1,642,849 3,813,486 2,597,543 1,177,317 68,953,576
　日看協助成金 0
　受託事業収益 0
　本部助成金 0
　本部交付金 4,693,217 1,237,011 1,710,855 1,402,976 6,286,568 6,101,460 8,784,435 5,765,716 2,107,998 2,380,006 3,296,520 1,978,296 1,529,998 5,011,928 1,527,236 1,411,124 1,153,506 2,492,751 1,598,281 3,763,486 2,547,543 1,130,217 67,911,128
　看護の日助成金 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 26,940 50,000 50,000 50,000 23,840 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 44,568 50,000 50,000 47,100 1,042,448
受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取寄付金 0
交流会参加収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　交流会参加収益 0
雑収益 45 12 20 15 45 56 62 51 20 20 24 23 14 42 16 11 17 22 14 29 28 14 600
　受取利息 45 12 20 15 45 56 62 51 20 20 24 23 14 42 16 11 17 22 14 29 28 14 600
　雑収益 0

経常収益計 4,788,262 1,287,023 1,764,875 1,458,991 6,399,613 6,265,516 8,914,497 5,887,767 2,137,958 2,433,526 3,351,544 2,033,319 1,553,852 5,141,970 1,577,252 1,461,135 1,203,523 2,556,773 1,653,863 3,880,015 2,609,571 1,190,331 69,551,176
　　⑵　経常費用

事業費 4,788,262 1,287,023 1,764,875 1,458,991 6,399,613 6,265,516 8,914,497 5,887,767 2,137,958 2,433,526 3,351,544 2,033,319 1,553,852 5,141,970 1,577,252 1,461,135 1,203,523 2,556,773 1,653,863 3,880,015 2,609,571 1,190,331 69,551,176
　役員報酬 0
　給料手当 0
　賃金 0
　法定福利費 0
　通勤手当 0
　役員退職慰労引当金繰入額 0
　退職給付費用 0
　賞与引当金繰入額 0
　福利厚生費 0
　旅費交通費 1,392,340 632,000 467,100 603,720 914,120 1,263,250 1,257,870 1,091,970 866,970 1,094,360 843,180 394,220 444,560 1,462,220 545,780 521,180 432,870 1,060,460 627,080 1,256,120 945,250 579,960 18,696,580
　通信運搬費 328,504 28,362 79,719 47,558 426,059 268,023 770,318 562,825 74,002 92,685 143,327 139,142 129,589 371,310 33,493 36,258 52,114 112,011 79,405 225,758 123,596 29,832 4,153,890
　減価償却費 0
　消耗什器備品費 192,240 98,780 91,278 382,298
　消耗品費 265,305 67,315 207,483 151,776 199,876 151,010 893,721 219,359 38,406 81,925 74,254 104,117 156,309 245,320 96,683 168,870 86,222 177,057 84,922 161,876 149,666 9,807 3,791,279
　修繕費 0
　印刷製本費 713,629 1,296 101,629 550 1,220,053 397,273 756,148 1,604,005 173,260 88,542 647,800 414,483 181,874 809,548 75,272 88,000 148,906 211,048 174,400 972,048 259,798 48,915 9,088,477
　会場費 280,450 13,640 149,550 161,410 1,408,991 2,322,963 3,010,014 1,053,087 230,178 152,720 842,600 228,595 60,810 332,223 57,890 22,760 22,360 75,385 41,040 163,080 50,420 26,936 10,707,102
　光熱水料費 0
　賃借料 15,000 54,654 57,888 118,800 20,520 500 5,184 272,546
　保険料 87,400 43,700 49,400 43,700 83,600 89,300 83,600 85,500 70,300 89,300 72,200 64,600 43,700 85,500 62,700 43,700 60,800 81,700 60,800 89,300 64,600 57,000 1,512,400
　委員謝金 811,500 254,000 406,500 215,500 644,500 677,500 698,000 617,000 419,500 519,500 471,000 313,500 301,500 909,500 431,500 202,000 223,500 504,000 264,000 583,500 592,000 297,500 10,357,000
　諸謝金 331,250 110,000 208,750 112,500 475,000 431,250 510,000 365,000 155,000 238,750 187,500 165,000 105,000 170,000 190,000 190,000 90,000 120,000 121,250 318,750 245,000 80,000 4,920,000
　支払報酬 0
　租税公課 0
　支払負担金 0
　支部助成金 0
　支払寄付金 0
　委託費 179,040 464,961 292,273 79,747 33,085 131,780 399,123 27,120 1,607,129
　保守料 0
　新聞図書費 0
　会議費 41,320 75,001 25,997 77,600 397,555 149,442 577,489 62,197 74,040 23,415 14,649 45,495 101,649 104,762 45,458 51,387 42,878 115,883 66,131 35,423 91,601 27,724 2,247,096
　広報費 43,200 131,760 21,600 196,560
　支払手数料 72,944 33,785 35,355 27,914 62,674 61,954 55,913 50,909 36,302 52,329 44,692 31,887 28,861 62,412 38,476 23,476 25,933 45,707 33,707 59,752 43,620 32,657 961,259
　渉外費 0
　諸会費 0
　支払利息 0
　研修費 0
　雑費 49,140 27,924 18,392 16,763 47,570 103,390 102,877 122,310 10,342 53,108 14,724 17,940 31,922 9,850 14,408 16,900 657,560

経常費用計 4,788,262 1,287,023 1,764,875 1,458,991 6,399,613 6,265,516 8,914,497 5,887,767 2,137,958 2,433,526 3,351,544 2,033,319 1,553,852 5,141,970 1,577,252 1,461,135 1,203,523 2,556,773 1,653,863 3,880,015 2,609,571 1,190,331 69,551,176
当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

支部主催研修
「終末期ケア」
　日　時：10月17日㈯　9:30～16:00
　会　場：函館中央病院
　参加者：40名予定

②支部担当研修
　（道委託事業）　

「フィジカルアセスメント能力向上研修」
　日　時：８月21日㈮　22日㈯　9:30～16:00
　会　場：函館中央病院
　参加者：30名予定

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

「認知症高齢者ケア」
　日　時：６月27日㈯　9:30～15:00
　会　場：函館五稜郭病院
　参加者：40名予定

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

施設間交流研修
　６月～12月

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究学会　※支部大会同時開催
　日　時：２月13日㈯　
　会　場：函館花びしホテル

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

「保健師職能集会」
　『保健師の専門性を考える』
　日　時：８月29日㈯　10:00～12:30
　会　場：函館市総合保健センター
　参加者：50名予定

「助産師職能集会」
　『�産婦人科のケアに役立てるアロマセラピー』

内容日時検討中
　日　時：７月４日㈯　13:30～16:30
　会　場：函館五稜郭病院
　参加者：30名予定

「看護師職能集会Ⅰ・Ⅱ」
　『摂食・嚥下看護』
　日　時：９月５日㈯　13:00～16:30
　会　場：市立函館病院
　参加者：30名予定

「看護師職能集会Ⅰ・Ⅱ」
　『摂食・嚥下看護』
　日　時：11月14日㈯　13:00～16:30
　会　場：市立函館病院
　参加者：30名予定

令和２年度　道南南支部　事業計画
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２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

「看護の日」イベント
　日　時：５月16日㈯　12:00～15:00
　会　場：フォーポイントバイシェラトン函館
　参加者：500名予定

②ふれあい看護体験の実施 ６月～８月

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

「アンガーコントロール研修」
　日　時：６月20日㈯　9:30～12:30
　会　場：函館市医師会病院
　参加者：30名予定

「レジリエンス研修」
　日　時：10月24日㈯　9:30～12:30
　会　場：函館市医師会病院
　人　数：30名予定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

アミティ－２回発刊

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

実施予定なし

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

「会員懇談会」
　日　時：９月12日㈯　9:00～14:00
　会　場：はなびしホテル

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会　７名／12回／年
職能委員会　14名／10回／年
委員会　26名／10回／年
全体会　14名／12回／年
支部大会　２月13日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　道南北支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

　日　時：12月予定
　※支部大会同時開催

②支部担当研修
　（道委託事業）　

　日　時：７月17日㈮　
　会　場：八雲総合病院
　テーマ：「災害医療の基本的な知識」

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

　日　時：９月11日㈮　10:00～15:00
　テーマ：「認知症ケア」

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

８月～10月

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

三職能集会
　日　時：10月９日㈮　18:30～20:30
　会　場：八雲総合病院

保健師職能集会
　日　時：６月・10月開催予定

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

５月10日㈰
せたな町水仙まつり

②ふれあい看護体験の実施 ５月～10月開始予定

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

５月～７月開催予定
テーマ：カラーセラピー

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし
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⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

実施予定なし

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

未定

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

　日　時：９月12日㈯　
　会　場：函館市　はなびしホテル
　テーマ：患者から受けるハラスメントについて

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

１回/月　役員・委員長会議
他委員会の臨時会議
支部大会　12月予定

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　小樽支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

看護研究の計画書の作成
　日　時：未定
　会　場：未定
　参加者：50名予定

②支部担当研修
　（道委託事業）　

ちゃんと知りたい発達障害・行動障害
　日　時：９月下旬
　会　場：未定
　参加者：30名予定

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

意向調査・マッチング

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

医療安全交流会 
　日　時：７月
　会　場：未定
　参加者：未定

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究発表会　※支部大会同時開催
　日　時：２月20日㈯　
　会　場：小樽市民センター（マリンホール）
　参加者：100名予定

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

・保健師職能集会
　�保健師活動の現状と課題に関するグループ
ワーク

　日時・会場：未定

・助産師職能集会
　子育て世代地域包括ケアに関すること
　日時・会場：未定

・看護師職能集会
　Ⅰ領域・Ⅱ領域で働く看護職員交流会
　日時・会場：未定

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護の日イベント
　日　時：５月９日㈯　　
　会　場：ウイングベイ小樽
　内　容：健康相談・健康チェック
　　　　　ミニ看護師さん写真撮影等

②ふれあい看護体験の実施 ふれあい看護体験
　日　時：未定
　会　場：市内医療機関
　参加者：80名予定
看護教育制度説明会
　日時・場所：未定
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⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

アンガーマネージメント
　日　時：８月22日㈯　13:30～16:00　
　参加者：30名予定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体
制の構築検討会

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

後志いきいき健康祭り
　日　時：指定日時　
　会　場：指定場所
　参加者：小樽支部役員、各委員

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

広報誌「ミニかもめ」
　９月発行予定

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

・入会案内発送。支部ニュースに同封
・看護教育機関の式典参加

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

小樽・後志合同会員懇談会
　日　時：10月31日㈯　
　会　場：小樽掖済会病院
　参加者：小樽・後志看護師

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

・�役員会議、役員・委員長会議（状況に応じて
縮小開催）

　�保健師助産師看護師、推薦、教育、広報・出
版、働き続けられる職場づくり推進委員会

・小樽支部管理者会議
　日　時：10月６日㈫
　会　場：小樽掖済会病院
・支部大会
　日　時：２月20日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

看護管理者会議・小樽介護認定審査会議・小樽
市保健所運営会議・小樽訪問看護ステーション
運営会議・小樽市後志地域リハビリ推進会議・
女性団体ネットワーク会議・いきいき健康祭
り・小樽市高齢者保健福祉計画査定委員会・小
樽市地域包括支援センター運営協議会・小樽市
男女平等参画推進市民会議・小樽市防災会議・
小樽市勤労女性センター運営委員会・小樽市障
害認定審査会（２領域）・小樽市防災会議委員
会・小樽市自殺防止協議会
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令和２年度　後志支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

専門性を高める研修
後志支部大会
　日　時：２月６日㈯か13日㈯
　会　場：余市町

②支部担当研修
　（道委託事業）　

・テーマ：フィジカルアセスメント
　日　時：７月11日㈯　
　会　場：岩内町

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

・テーマ：高齢者ケア
　日　時：10月10日㈯　
　会　場：共和町

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

支部大会同時開催　有
　日　時：２月６日㈯か13日㈯
　会　場：余市町

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

支部大会同時開催　有
　日　時：２月６日㈯か13日㈯
　会　場：余市町
＊専門性を高める研修に含む

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師助産師職能合同研修会
　テーマ：未定
　日　時：未定
　会　場：未定　

看護師職能研修会
　テーマ：認知症ケア
　日　時：８月８日㈯　
　会　場：未定　　

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

・看護の日行事
　日　時：５月９日㈯　
　会　場：余市町

②ふれあい看護体験の実施

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

　テーマ：未定
　日　時：未定
　会　場：未定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

詳細未定

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

詳細未定

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

実施予定なし

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

小樽後志合同管理者懇談会
　日　時：９月12日㈯　
　場　所：余市町

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会　　　　　　５回
拡大役員会　　　　５回
保健師職能委員会　３回
助産師職能委員会　３回
看護師職能委員会　３回
推薦委員会　　　　２回
教育委員会　　　　４回
働き続けられる職場推進委員会　３回

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　札幌第１支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

講演会　※支部大会同時開催
　日　時：２月20日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル
　内　容：看護倫理関連（詳細は未定）
　講　師：�東京大学大学院人文社会系研究科特

任教授　会田薫子
②支部担当研修
　（道委託事業）　

フィジカルアセスメント研修
　日　時：９月17・18日（木・金）
　会　場：教育文化会館
　内　容：�看護実践に活かすフィジカルアセス

メント
　　　　　～呼吸・循環・脳神経・消化器～
　講　師：未定

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

医療安全交流会
第１回
　日　時：７月11日㈯　10:00～16:00
　会　場：北農健保会館
　内　容：（仮）医療安全とノンテクニカルスキル
　　　　（コミュニケーション技術）
　講　師：メディカルアートディレクター　佐藤和弘
第２回
　日　時：11月21日㈯　
　会　場：北農健保会館
　内　容：�（仮）安全な輸血療法を行うための

人材育成
　講　師：札幌医科大学医療人育成センター

　杉浦真由美
　　　　　日本赤十字北海道ブロック血液センター

　芳賀寛史
⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催

※支部大会同時開催可
実施予定なし

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能講演会
　日　時：10月24日㈯
　会　場：ANAクラウンプラザホテル
　内　容：（仮）青年・大人の発達障害を考える
　講　師：札幌学院大学　二通諭
助産師職能講演会
　日　時：７月18日㈯
　会　場：読売北海道ビル
　内　容：�（仮）CloCMiP®関連研修「母体感染

のリスクと対応」精神科ハイリスク
妊産褥婦への評価と対応

　講　師：市立札幌病院　産婦人科副部長
　平山恵美

　　　　　北見赤十字病院　精神神経科医師
　柏木友則

看護師職能講演会
第１回
　日　時：９月12日㈯
　会　場：読売北海道ビル
　内　容：ご遺体の尊厳とグリーフケア
　講　師：株式会社ティ・エム　葬祭ディレクター
　　　　　復元死化粧師　田村真由美
第２回
　日　時：11月14日㈯　
　会　場：アスティ45ビル
　内　容：（仮）高齢者看護と倫理
　講　師：�大阪大学大学院ナースプラクティ

ショナー　長瀬亜岐
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２　看護職確保定着推進に関する事業
事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護の日フェア
　日　時：未定
　会　場：イオン桑園

②ふれあい看護体験の実施 ふれあい看護体験
⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの

推進
※支部大会同時開催可

講演会
　日　時：10月３日㈯
　会　場：札幌国際ビル
　内　容：�（仮）元気に働き続けられる環境づ

くりを考えよう
　講　師：オフィス・Ｋ代表　小松明広

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業
事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

市民フォーラム
　日　時：９月19日㈯　午後
　会　場：かでる2.7　710会議室
　内　容：未定
　講　師：北海道東北臨床宗教師会副会長　
　　　　　日本臨床宗教師会認定臨床宗教師

　米本智昭
⑸広報活動 健康情報誌等の提供

・「支部ニュース」の発行
支部ニュース発行
　年２回

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業
事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

未加入施設への案内

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

看護管理者懇談会
　日　時：８月22日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザ
　内　容：�（仮）「働き続けられる看護組織をつ

くろう～組織の異変や不具合に気付
くセンスを磨く～」

　講　師：有限会社ノトコード　代表　平林慶史
会員懇談会
　日　時：９月26日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　講　師：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部大会
　日　時：２月20日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル
役員会
役員・委員長合同会議
各委員会会議

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

未定
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令和２年度　札幌第２支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

リーダーシップ研修
　日　時：未定
　会　場：未定
　テーマ：未定
　講　師：未定

②支部担当研修
　（道委託事業）　

看護管理者養成研修
　日　時：９月10日㈭～11日㈮　
　会　場：未定
　テーマ：未定
　講　師：未定

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

研修の実施

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

医療安全交流会
　日　時：10月31日㈯　
　会　場：未定
　テーマ：未定
　講　師：未定

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能研修会札幌４支部合同
　日　時：（仮）10月24日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌
　テーマ：（仮）青年・大人の発達障害を考える
　講　師：二通　諭

助産師職能研修会・交流会①
　日　時：７月18日㈯　
　会　場：読売北海道ビル３階ACU-Y
　テーマ：CLoPMIPR関連研修
　　　　　母体感染のリスクと対応（仮）
　講　師：平山恵美

助産師職能研修会・交流会②
　日　時：７月18日㈯　
　会　場：読売北海道ビル３階ACU-Y
　テーマ：�周産期のメンタルヘルスについて

（仮）
　講　師：柏木智則

看護師職能研修会・交流会
　日　時：８月８日㈯　
　会　場：ロイトン札幌
　テーマ：未定
　講　師：山田律子　北海道医療大学看護学部

三職能合同交流会　※支部大会同時開催
　日　時：２月13日㈯
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　テーマ：未定
　講　師：未定

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

「看護の日」健康相談
　日　時：５月10日㈰
　会　場：琴似イトーヨーカ堂
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②ふれあい看護体験の実施 実施予定

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

研修会
　日　時：９月５日㈯
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　テーマ：�これがパワハラになるの意外に気づ

かないハラスメントのなぜを知る
（仮）

　講　師：関西医科大学看護学部
　　　　　看護学研究科教授　三木明子

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

・住民フォーラムへの参加
　日　時：未定
　会　場：未定

地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修
　日　時：未定
　会　場：未定
　テーマ：未定
　講　師：未定

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

研修会
　日　時：７月11日㈯　
　会　場：アスティ45　ACU－A
　テーマ：未定
　講　師：未定

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

「あじさい」発行予定

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

研修時の未加入者への参加促進

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

会員懇談会（４支部合同）
　日　時：９月26日㈯
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　テーマ：
　講　師：

管理者懇談会（４支部合同）
　日　時：８月22日㈯
　会　場：ANAクラウンプラザホテル
　テーマ：
　講　師：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部大会
　日　時：２月13日㈯
　会　場：札幌ビューホテル大通公園

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　札幌第３支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

３職能合同講演会・交流会　※支部大会同時開催
　日　時：２月20日㈯　

②支部担当研修
　（道委託事業）　

（仮）看護過程と看護記録
　日　時：10月15日㈭・10月16日㈮　
　会　場：未定
　参加者：40名

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

医療安全交流会　
　日　時：第１回：10月
　会　場：ホテルエミシア札幌

医療安全ネットワーク「Let’s link up!」
　日　時：毎月第４金曜日　18:00～19:00
　会　場：アークシティホテル

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究発表会
　日　時：７月18日㈯　13:00～16:00
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能委員会
　小規模学習会
　日　時：７月21日㈫　
　会　場：ホテルエミシア札幌
　参加者：
　テーマ：
　講　師：渡辺一史

札幌４支部合同研修会
　日　時：10月24日㈯　
　会　場：未定
　参加者：
　テーマ：未定
　講　師：二通　諭（札幌学院大学　名誉教授）

助産師職能委員会
　札幌４支部合同研修会
　日　時：７月18日㈯　①午前　②午後
　会　場：読売ビル　ACU-Y
　参加者：　
　テーマ：①�母体感染のリスクと対応

（CLoCMIP関連研修）
　　　　　②周産期のメンタルヘルス
　講　師：①平山恵美（市立札幌病院　産婦人科副部長）
　　　　　②柏木智則（北見赤十字病院　精神科）

看護師職能委員会
　研修会１回開催予定
　日時：未定　場所：未定
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２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護の日健康フェア
　日　時：10月予定
　会　場：未定

②ふれあい看護体験の実施 　実施施設へ看護グッズ配布

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

働き続けられる職場づくり推進委員会研修会
　２回開催予定
　　１回目　日時：６月27日㈯　会場：未定
　　２回目　日時：11月予定　　会場：未定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

講演会開催予定
　日　時：未定
　会　場：未定

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

研修会開催予定
　日　時：未定
　会　場：未定

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

広報委員会
　SUNさんひろば

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

実施予定なし

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

看護管理者懇談会（４支部合同開催）
　担　当：第１支部
　日　時：８月22日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル札幌

会員懇談会（４支部合同開催）
　日　時：９月26日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会・委員会定期開催
支部大会　２月13日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　札幌第４支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

支部大会・講演会　※支部大会同時開催
　日　時：２月27日㈯　
　会　場：札幌サンプラザホテル
　テーマ：未定
　講　師：未定

　日　時：10月31日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル
　テーマ：臨床における看護研究（仮）
　講　師：武富貴久子　札幌市立大学　看護学部

②支部担当研修
　（道委託事業）　

支部担当研修
　日　時：８月20日㈭～21日㈮
　会　場：北海道看護協会
　テーマ：�看護過程の理解を深め、看護実践へ

いかすことができる
　講　師：飯島美樹　北海道科学大学

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

支部企画研修
　日　時：７月11日㈯　
　会　場：北海道看護協会
　テーマ：地域包括実現に向けた看看連携
　講　師：佐藤明子　北海道医療大学訪問看護ステーション

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施期間：６～11月

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

①医療安全研修会・交流会
　日　時：11月７日㈯　
　会　場：札幌サンプラザホテル
　テーマ：災害支援（仮）
　講　師：太田晴美　北海道災害支援アドバイザー

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能（４支部合同）
　日　時：10月17日㈯又は24日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザホテル
　テーマ：大人の発達障害について（仮）
　講　師：二通　諭　札幌学院大学　名誉教授

助産師職能（４支部合同）
　日　時：７月18日㈯　
　テーマ：①母体の感染管理とその対応（仮）
　　　　　②�精神科ハイリスク妊産褥婦への評

価と対応（仮）
　会　場：読売北海道ビル
　講　師：平山恵美　札幌市立病院
　　　　　柏木智則　北見赤十字病院

看護師職能第Ⅰ領域講演会
　日　時：10月17日㈯又は24日㈯　
　会　場：札幌サンプラザホテル
　テーマ：患者の感情表出を促進させる
　　　　　コミュニケーション～NURSE～
　講　師：石岡明子　北海道大学病院　
　　　　　がん看護専門看護師

看護師職能第Ⅱ領域講演会
　日　時：７月18日㈯　
　会　場：検討中
　テーマ：持ち上げない介助（仮）
　講　師：富田理恵　札幌さがクリニック
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２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護の日　イベント
　日　時：５月９日㈯　
　会　場：イオン札幌元町店

②ふれあい看護体験の実施

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

　日　時：９月12日㈯　
　テーマ：職場におけるハラスメント（仮）
　会　場：札幌サンプラザホテル
　講　師：石田和彦　　
　　　　　社会保険労務士法人北海道賃金労務研究所

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

はまなす２回発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

看護管理者懇談会（札幌第１支部メイン）
　日　時：８月22日㈯　
　会　場：ANAクラウンプラザ
　テーマ：未定

会員懇談会（札幌第４支部メイン）
　　　　　　サブ；札幌第３支部
　日　時：９月26日㈯　
　会　場：札幌ビューホテル大通公園
　テーマ：意思決定支援（仮）
　講　師：川口篤也

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部大会　２月27日㈯　

月１回
月１回
月１回

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　南空知支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

　日　時：２月20日㈯　※支部大会同時開催
　会　場：サンプラザ
　内　容：未定
　参加者：未定

②支部担当研修
　（道委託事業）　

　日　時：９月25日㈮　
　会　場：岩見沢市自治体ネットワークセンター
　内　容：災害看護研修会
　参加者：定員60名

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

　日　時：９月10日㈭　15時～16時30分
　会　場：北海道中央労災病院
　内　容：�実践報告２施設、意見交換、ネット

ワーク状況

　日　時：10月23日㈮　
　会　場：北海道せき損センター
　内　容：認定看護師地域活動会

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

　日　時：10月24日㈯　
　会　場：岩見沢市自治体ネットワークセンター

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能
　日時、会場：未定
助産師職能
　日　時：９月予定
　場　所：未定
　内　容：助産倫理と助産師、後輩教育
看護師職能
　日時、会場：未定

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

日時・会場：未定
看護の日記念品の配布

②ふれあい看護体験の実施

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

　日　時：未定
　会　場：未定
　内　容：未定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

　日　時：未定
　場　所：未定
・イベント救護班の派遣

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

実施予定なし

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

実施予定なし
（各委員会活動を通じて未加入施設への働きか
けを行う）

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

　日　時：８月22日㈯　
　会　場：サンプラザ
　内　容：会員懇談会

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

日時、場所：未定
・10回程度
・各職能委員会４～６回
・推薦委員会２回
・教育委員会６回
・働き続けられる職場づくり推進委員会６回
・支部大会　２月20日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　北空知支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

専門・認定看護師派遣事業７回
専門・認定看護師会議２回

②支部担当研修
　（道委託事業）　

「コミュニケーションの力～認知の人々にとっ
て心地よい関わり方を考える」
　日　時：10月31日㈯　13:00～16:00
　会　場：たきかわ文化センター
　講　師：前川凡子　深川市立病院認知症認定看護師

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

「歯科訪問診療と地域連携」
　日　時：７月４日㈯　13:00～15:00
　会　場：たきかわ文化センター

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究学習会
　日　時：５月23日㈯予定　13:30～16:30
　会　場：滝川文化センター２号室
　参加者：30名程度

看護研究発表会
　日　時：９月26日㈯　13:30～16:00
　会　場：たきかわ文化センター
　参加者：100名程度

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能の集い
　日　時：９月予定
　会　場：未定
助産師職能学習会　※支部大会同時開催
　日　時：２月27日㈯　11:00～13:00
看護師職能学習会
　日　時：９月予定
　会　場：たきかわ文化センター

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

日時：会場：未定
「看護の日」イベント
　会員施設

②ふれあい看護体験の実施 日時：会場：未定
高校生ふれあい看護体験
会員施設
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⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

WLB普及活動
　日　時：11月
　会　場：未定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

実施予定なし

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

実施予定なし

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

会員懇談会
　日　時：９月５日㈯　
　会　場：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会：10回　拡大委員会：５回
保健師委員会：５回
助産師委員会：６回
看護師委員会：５回
推薦委員会：５回
研究委員会：７回
研修委員会：６回　新旧合同会議
働き続けられる委員会：６回
支部大会　２月27日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

実施予定なし
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令和２年度　室蘭支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

医療に関する研修会
　日　時：２月20日㈯　11:00～12:00
　会　場：中島神社蓬莱殿
　テーマ：未定
支部大会同時開催（9:30～10:50）

②支部担当研修
　（道委託事業）　

認知症・高齢者ケア研修会
　日　時：８月22日㈯　9:30～16:00
　会　場：製鉄記念病院（予定）
　講　師：認知症認定看護師

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

働き続けられる職場作り推進研修会
　日　時：７月４日㈯　10:00～15:00　
　会　場：日鋼記念病院（予定）
　テーマ：アロマを使ったリラクゼーション
　講　師：小野友美　聖ヶ丘病院

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

室蘭支部学会
　日　時：11月14日㈯　9:30～12:00
　会　場：室蘭市市民会館

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

①保健師職能集会
　日　程：７月18日㈯　
②助産師職能集会
　日　程：８月23日㈰
③看護師職能集会
　日　程：７月25日㈯　

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護週間・看護の日イベント
「まちの保健室」
　日　時：５月16日㈯　10:30～12:30
　会　場：モルエ中島店
　内　容：�健康相談、健康体操、ちびっ子ナー

ス記念撮影など

②ふれあい看護体験の実施 各施設で実施

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

支部企画研修として開催（再掲）
　日　時：７月４日㈯　10:00～15:00
　会　場：日鋼記念病院（予定）
　テーマ：アロマを使ったリラクゼーション
　講　師：小野友美　聖ヶ丘病院

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

高齢者及び認知症者支援のための看護連携事業
住民フォーラム
　日　時：９月12日㈯　10:00～12:00予定
　会　場：
　テーマ：口腔ケアについて
　講　師：榊原典幸（日鋼記念病院 医師）

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

看護週間・看護の日イベント（再掲）
「まちの保健室」
　日　時：５月16日㈯　10:30～12:30
　会　場：モルエ中島店
　内　容：�健康相談、健康体操、ちびっ子ナー

ス記念撮影など

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

むろ岬２回発行
（８月、１月）

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

各施設で実施

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

看護管理者懇談会
　日　時：10月17日㈯　10:00～16:00
　会　場：製鉄記念病院
　テーマ：アンガーマネジメント第２弾
　講　師：plusM　長谷川久美子

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会議：12回／年
合同役員会議：５回／年
職能委員会：10回／年
（保健師３回、助産師３回、看護師４回）
各委員会：22回／年
（教育９回、広報４回、推薦３回、働き６回）
委員引継ぎ
支部大会　２月20日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

西胆振保健医療福祉圏域連携推進会議
（本会議、６専門部会）
室蘭市保健福祉推進審議会
室蘭市地域包括ケア支援センター運営等協議会
登別訪問看護ステーション運営委員会
地域看護連携推進会議
西胆振リハビリテーション推進会議
地域災害医療対策会議
西胆振地域医療構想調整会議
胆振総合振興局地域災害対策連絡協議会
10名
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令和２年度　苫小牧支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

看護研究研修
　日　時：６月27日㈯予定
　講　師：北海道医療大学　看護福祉学部
　　　　　看護学科講師　明野伸次
　会　場：王子総合病院

②支部担当研修
　（道委託事業）　

　テーマ：�地域で安心して療養生活が継続できる
ための、看看連携および多職種連携

　日　時：10月24日㈯　
　会　場：苫小牧市立病院
　講　師：宇都宮宏子
　　　　　在宅ケア移行支援研究所宇都宮宏子オフィス

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

医療安全ワークショップ
　講　師：未定
　日　時：未定
　会　場：未定

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究発表会
　日　時：11月７日㈯　
　会　場：グランドホテルニュー王子
　講評者：北海道医療大学　看護福祉学部
　　　　　看護学科講師　明野伸次

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能集会：日程等未定
助産師職能集会：日程等未定
看護師職能集会：日程等未定

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

「看護の日」啓蒙活動
　日　時：未定
加入施設へのポスター・サビオ配布

②ふれあい看護体験の実施 ふれあい看護体験実施予定

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

働き続けられる職場つくり推進研修会
※支部大会同時開催
　日　時：２月13日㈯　
　会　場：王子総合病院

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

支部ニュース「ふれあい」発行
年１回　12月

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

看護学校二校への祝辞
（入学式、載帽式、卒業式）
研修会、看護研究発表会支部ニュース送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

看護管理者懇談会
　日　時：７月４日㈯　
　会　場：グランドホテルニュー王子

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会　
保健師職能　
助産師職能　
看護師職能　
教育委員会　
推薦委員会　
働き続けられる委員会　
広報委員会　
支部大会　２月13日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

参加費、交通費
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令和２年度　日高支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

実施予定なし

②支部担当研修
　（道委託事業）　

支部担当者研修
　日　時：９月５日㈯　
　会　場：新ひだか町
　内　容：「認知症ケアの実際」
　講　師：未定

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

支部企画研修
　日　時：７月４日㈯　
　会　場：浦河町
　内　容：「看護の動向」「予防的スキンケア」
　講　師：未定

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

施設間交流事業

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究発表会　※支部大会同時開催
　日　時：２月20日㈯　
　支部大会同時開催

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能集会の開催　未定
助産師職能集会の開催　未定
看護師職能集会の開催
　日　時：９月26日㈯　
　会　場：新ひだか町
　内　容：「看護倫理～ACPについて～」（仮）
　講　師：北海道医療大学　名誉教授　石垣靖子

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護の日　健康相談会の開催
実施予定なし

②ふれあい看護体験の実施 ふれあい看護体験事業への協賛

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

新ひだか地域訪問看護ステーション運営会議へ
の参加

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

支部ニュースの発行
　１月発行予定

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

未加入施設への各研修の案内
看護学生への支部ニュースの送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

会員懇談会の開催
　日　時：７月18日㈯　
　会　場：浦河町
　内　容：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部役員会の開催
職能・常任委員会の開催
支部大会　２月13日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

関係団体など会議への出席
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令和２年度　上川南支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

夏期研修
　日　時：７月16日㈭予定　１日間
　会　場：旭川公会堂
　内　容：検討中

②支部担当研修
　（道委託事業）　

在宅療養支援のための地域医療を考える研修会
　日　時：10月10日㈯予定
　会　場：北都保健福祉専門学校

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

急変対応に強くなる研修会
　日　時：９月５日㈯予定
　会　場：旭川医科大学病院

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

９月～12月

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

※支部大会同時開催
　日　時：２月13日㈯予定
　会　場：旭川トーヨーホテル

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

３職能合同研修会
　日程・場所　未定
助産師職能学習会
　日程・場所　未定
看護師学習会
　日　時：９月26日㈯予定
　会　場：クリスタルホール（未確定）

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

　日　時：５月10日㈰
　会　場：イオンモール旭川西店

②ふれあい看護体験の実施 　５月　　

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

　日　時：年６～７月開催予定
　会　場：内容　未定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

災害対策研修９月～10月予定

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

支部ニュースたいせつの発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

実施予定なし

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

看護管理者懇談会
　日　時：８月８日㈯開催予定
　会　場：旭川トーヨーホテル

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員会　15回
教育委員会　12回
保健師職能委員会　６回
助産師職能委員会　６回
看護師職能委員会　８回
働き続けられる職場づくり　６回
推薦委員会　２回
広報委員会　４回
支部大会　２月13日㈯予定

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

10回予定
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令和２年度　上川北支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

実施予定なし

②支部担当研修
　（道委託事業）　

９月上旬
　テーマ：未定
　会　場：未定

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

　テーマ：未定（上川北支部、単独で実施）
　日　時：10月24日㈯　
　会　場：名寄市立大学
　内　容：未定

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究発表会　※支部大会同時開催
　日　時：２月13日㈯　
　会　場：名寄市立大学

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

三職能合同研修会
助産師職能研修（新生児蘇生２回開催）
保健師・助産師職能合同研修会
保健師職能研修・交流会
＊看護協会加入促進目的も含む
　日時、会場、内容：未定

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護の日イベント
　日　時：５月中旬
　会場、内容：未定

②ふれあい看護体験の実施 名寄市立総合病院　時期未定
士別市立病院　時期未定
高校生夏休み期間に実施

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

研修会を予定
　日時、会場、内容：未定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

訪問看護ステーション運営会議
名寄市　予定
美深町　予定

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

・協会ニュース
・支部ホームページ
・「てしお川73号、74号」

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

・保健師職能研修・交流会
・看護師職能：案内文、
　パンフレット等の送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

会員懇談会
　テーマ：未定
　会　場：紅花会館（名寄市）予定
　日　時：７月４日㈯、内容：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部役員会　毎月定例
拡大役員会　年２回
推薦委員会　年１回
保健師職能委員会　年３回
助産師職能委員会　年３回
看護師職能委員会　年６回
教育委員会　年10回
働き続けられる職場づくり推進委員会　年５回
広報委員会　年６回
支部大会　２月13日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

上川北部保健医療福祉圏域連携推進会議（未定）
看護職員確保対策企画検討会議（未定）
上川北部医療構想調整会議（未定）
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令和２年度　留萌支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①専門性を高める研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催（無）

未定
　日　時：
　会　場：
　参加者：
　講　師：

②地域における研修
・支部担当研修
　（道委託事業）　

摂食嚥下障害ケア
　日　時：８月29日㈯　
　会　場：未定
　参加者：
　講　師：未定

・支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

・施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

⑵医療の安全に関する事業 ・医療安全管理者の地域
　ネットワークづくり

◎未定
　医療安全管理者セミナー
　日　時：　　
　会　場：
　参加者：
　内　容：

⑶看護研究学会の開催 ※支部大会同時開催（無）

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

①保健師・助産師・看護師
　各職能集会の開催
※支部大会同時開催（有）

保健師職能研修会　未定
　日　時：
　会　場：
　参加者：
　講　師：

看護師職能研修会　未定
　日　時：
　会　場：
　参加者：
　講　師：

保健師・助産師職能・働き続けられる職場づく
り推進委員会合同研修会
　日　時：10月頃
　会　場：
　参加者：
　内　容：
　講　師：

三職能懇談会・情報交換会　　未定
　日　程：
　参加者：
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２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

５月
　�啓発物の配布（ウエットティッシュ・ハンド
タオル・絆創膏　200組）

　留萌市立病院・道立羽幌病院
　�季実の杜・天塩町役場・留萌保健センター
はーとふる

②ふれあい看護体験の実施 ・３月
　高校生対象看護体験
　留萌市立病院

⑵労働環境改善事業 ①�働き続けられる職場環境づくり
の推進

・時期未定
　職場訪問取材

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

①看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

①災害時支援体制の整備 実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

①災害時支援体制の整備 実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

①思春期保健活動の推進・教育
　期間等での講義

・時期未定
　�マタニティスクール（12回　参加総計　名）、
出前講座０件

⑷健康づくりに関する事業 ①一日「まちの保健室」の開催 ・実施予定なし

②地域における「健康まつり」 ・時期未定

⑸広報活動 ①健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

・２月頃
　機関誌「ナースウエーブ」の発行

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 ①加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

・随時

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

会員懇談会　　
　日　時：10月３日㈯　
　会　場：留萌市中央公民館
　参加者：

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

４月６月８月10月12月２月の予定

６回（未定）
各　１～２回
６～７回

③支部大会 未定

⑶渉外に関する事項 ①関係機関・関係団体との連携・
　行政機関､ 保健医療福祉関係団体
　その他関係団体行事・研修等

日本看護協会通常総会参加１名（6/11）
・各地区組織への協力
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令和２年度　稚内支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

実施予定なし

②支部担当研修
　（道委託事業）　

　テーマ ｢身体拘束廃止について｣
　日　程：未定
　会　場：未定
　参加者：未定
　講　師：定山渓病院　看護部長　田中かおり

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

　テーマ　未定
　日　時：未定
　会　場：未定
　参加者：未定
　講　師：臨床心理士　高野祐子

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

未定

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

未定

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能集会（８月予定）
支部大会交流会　※支部大会同時開催
　日　時：未定
看護師職能Ⅱ領域研修会

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

５月予定
　会　場：市立稚内病院
　内　容：１日看護師体験
　　　　　１日助産師体験
　参加者：管内高校生を対象

②ふれあい看護体験の実施

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

（11月から３月）助産師職能にて性教育３～４校

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

はばたき
保健師職能通信

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

実施予定なし

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

会員懇談会
　会　場：市立稚内病院
　他詳細は未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部役員会　１回
看護師職能
助産師職能
保健師職能
教育委員会
働き続けられる職場環境づくり推進委員会
支部大会　日時未定

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　北網支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

実施予定なし

②支部担当研修
　（道委託事業）　

「地域包括ケアシステムについて学ぶ」
　日　時：８月29日㈯　
　会　場：北見赤十字病院

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

「クリニカルラダーの活用に関する研修」
　日　時：９月26日㈯　
　会　場：北見赤十字病院

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

　日　時：８月～11月

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

「医療安全管理者交流会」（会員懇談会と同時
開催）
　日　時：８月１日㈯　

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

「第37回看護研究会」
　日　時：７月12日㈰　
　場　所：北見赤十字病院

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

「三職能合同交流会」　支部大会同時開催
　日　時：２月予定
　会　場：網走市
「保健師・助産師職能合同交流研修会」（北網、
遠網支部合同）
　日　時：７月予定
　会　場：未定

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

看護の日「ふれあい看護デイ」
　日　時：５月９日㈯予定
　会　場：東武イーストモール端野店（北見市）

②ふれあい看護体験の実施 看護職を目指す学生対象
　日　時：５月～８月
　会　場：北網支部の病院施設

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

「働き続けられる職場環境づくり学習会」
（看護研究会と同時開催）
　日　時：７月12日㈰　
　会　場：北見市

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

「看護学生のたばこ対策講習会」
（本部要請で実施）

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし



―　　―89

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

災害時連絡体制整備の検討を実施

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

北海道看護協会ニュース
・年３回配信　
ホームページ「Adonis ふくじゅ草」　　　
・年２回更新

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

日時：未定
加入促進ポスター送付

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

「会員懇談会」
　日　時：８月１日㈯　
　会　場：網走市

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部大会
　日　時：２月予定
　会　場：網走市
各委員会会議

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

日本赤十字北海道看護大学入学式
北海道網走高等看護学院入学式　※職員のみ
北見医師会看護専門学校入学式
北網地域医療構想調整会議
北見地方医療安全推進協議会
北見地域・北見西部地域訪問看護ステーション運営会議
北網保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会
北網地域リハビリテーション推進会議
北網保健医療福祉圏域連携推進会議
北網圏域地域保健・職域保健連携推進連絡会
北見市高齢者等支援ネットワーク会議
北見市介護保険事業計画策定等委員会
北見保健所管内自殺対策連絡会議
オホーツク地域要保護児童対策連絡協議会
オホーツク振興局内における配偶者暴力防止法関係機関連絡会議
美幌訪問看護ステーション運営会議
網走保健所管内自殺対策連絡会議
網走地域訪問看護ステーション運営会議
斜里地域訪問看護ステーション運営会議
網走市地域包括支援センター運営協議会
網走市高齢者保健福祉計画・介護保険事業策定委員会
網走総合計画協議会議（50歳以下）
網走保健所管内看護管理者連携会議
北海道網走高等看護学院卒業式
北見医師会看護専門学校卒業式
日本赤十字北海道看護大学学位記授与式
【後援】「北見地方医療安全研修会」の後援
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令和２年度　遠紋支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

支部研修
　テーマ：（仮）多職種で行う意思決定支援
　日　時：６月27日㈯　
　会　場：広域紋別病院
　講　師：広域紋別病院　緩和ケア認定看護師

②支部担当研修
　（道委託事業）　

　テーマ：認知症看護について
　日　時：９月９日㈬　
　会　場：未定
　講　師：遠軽厚生病院　認知症看護認定看護師

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

　日　時：９月
　会　場：未定
　参加者：10名程度

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

　日　時：未定
　会　場：10月

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

　日　時：２月20日㈯　※支部研修同時開催
　会　場：紋別市

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

三職能研修会　※支部大会同時開催
　日　時：２月20日㈯　
　会　場：紋別市

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

※ふれあい看護体験として実施
　

②ふれあい看護体験の実施 開催予定：５月
開催場所：遠軽町、紋別市

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

医療安全研修会と同時開催
　

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし
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⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

シニアスポーツフェスティバルへの参加（救護
支援）

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

遠紋支部ニュース
たんぽぽの発行　年２回

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

実施予定なし

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

看護管理者懇談会
　テーマ：（仮）人材確保と働き方改革
　日　時：（仮）９月５日㈯　
　会　場：遠軽町
　講　師：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部大会　
　日　時：２月20日㈯　

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等
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令和２年度　十勝支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

実施予定なし

②支部担当研修
　（道委託事業）　

テーマ：在宅療養移行支援
　日　時：９月12日㈯　
　時　間：未定
　会　場：未定
　講　師：照井レナ先生

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

高齢者ケア施設の看護管理者懇談会
　日　時：８月１日㈯　
　時　間：未定
　会　場：帯広厚生病院

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

開催予定
　７月～11月

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

テーマ：未定
　日　時：11月７日㈯　13:00～
　会　場：帯広厚生病院

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

　日　時：２月13日㈯　13:00～
　会　場：帯広厚生病院
　支部大会同時開催

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

出前講座
　テーマ：未定
　会　場：広尾方面

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

おびひろキッズタウン
　日　時：11月
　会　場：とかちプラザ

②ふれあい看護体験の実施 看護の日
看護週間期間中に実施

⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

・労働環境改善講演会
　日　時：11月７日㈯　午前中
　会　場：帯広厚生病院
　講　師：未定

・看護学生のたばこ対策講演会
　日　時：未定
　会　場：未定

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし
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３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

出前講座（性教育）
　日　時：未定
　会　場：未定

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

おびひろ健康まつり
　日　時：９月
　会　場：帯広市保健福祉センター

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

支部ニュース発行　３回/年
支部入会案内パンフレット作成
ホームページ更新

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

十勝支部案内郵送・講話
・帯広高等看護学院
・新設クリニック・施設へ案内

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

会員懇談会
　日　時：未定
　会　場：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

・支部大会
　日　時：２月13日㈯　
　会　場：帯広厚生病院
・支部大会支部役員会　12回/年
・職能委員会　12回/年

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

関係団体・外部会議交通費
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令和２年度　釧路支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

実施予定なし

②支部担当研修
　（道委託事業）　

　テーマ：高齢者の尊厳を守る看護職の役割
　日　時：９月12日㈯予定
　会　場：まなぼっと
　参加者：60名

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

　 ④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

　日　時：７月～11月
　参加施設：17施設
　参加者：60名

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

医療安全ネットワーク研修
　日　時：５月16日㈯予定
　会　場：釧路労災病院
　参加者：25名

医療安全ネットワーク研修
　日　時：10月３日㈯予定
　会　場：市立釧路総合病院
　参加者：60名

医療安全ネットワーク研修
　会　場：１月15日㈮予定
　参加者：20名

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

看護研究合同発表会
　日　時：11月14日㈯予定
　会　場：釧路労災病院
　参加者：100名

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

保健師職能集会２回
助産師職能集会１回
看護師職能集会１回
三職能集会１回　※支部大会同時開催
看護師職能Ⅱ懇談会

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

「看護の日」
　内　容：看護の日グッズ配布・健康相談
　日　時：５月９日㈯予定
　会　場：イオン釧路店

②ふれあい看護体験の実施 高校生１日看護体験
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⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

釧路町健康フェスティバル
　内　容：健康相談
　日　時：９月予定

くしろ健康まつり
　内　容：健康相談
　日　時：10月予定

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

「きんれんか」２回
「助産師だより」２回
「保健師職能便り」３回

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

未加入会員への加入お知らせ

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

　日　時：７月予定
　会　場：未定

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

支部役員会議
各委員会の会議
支部大会　２月予定

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

釧路市地域医療協議会
釧路男女平等参画推進協議会　釧路圏域地域医
療構想調整会議
令和元年度救急医療協議会　等
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令和２年度　根室支部　事業計画

１　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴看護研修事業 ①支部が独自に行う研修
・研修計画の企画・実施
※支部大会同時開催可

実施予定なし

②支部担当研修
　（道委託事業）　

　日　時：９月19日㈯　
　　・看護の動向
　　・看護実践に活かすフィジカルアセスメント
　会　場：中標津町
　講　師：市立釧路総合病院　救急認定看護師

　泉谷　勇

③支部企画研修
　（協会本部委託事業）

実施予定なし

④施設間交流研修
　（協会本部委託事業）

９月から12月まで随時実施予定

⑵医療の安全に関する事業 医療安全管理者の地域
ネットワークづくり
※支部大会同時開催可

単独での実施予定なし
（会員懇談会に合わせて実施）

⑶看護研究学会の開催 看護研究学会の開催
※支部大会同時開催可

独自研修会　※支部大会同時開催

⑷�保健師・助産師・看護師
職能の専門性を発揮する
ための活動

保健師・助産師・看護師
各職能集会の開催
※支部大会同時開催可

・助産師　委員会３回
　日　時：６月６日㈯　　
　会　場：中標津　
　テーマ：母子の災害のそなえ
　講　師：札幌

・保健師　委員会２回
　日　時：８月29日㈯　予定
　会　場：中標津
　テーマ：災害時保健活動

・看護師　委員会６回
　日　時：10月予定　
　会　場：中標津
　テーマ：創傷ケア

２　看護職確保定着推進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴情報提供・相談事業 ①「看護の心」普及啓発
・「看護の日」行事の実施
　�（一部「看護の日」実行委員会助成

事業）

「看護の日」啓発グッズ配布

②ふれあい看護体験の実施 市立根室病院・町立別海病院で実施予定
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⑵労働環境改善事業 働き続けられる職場環境づくりの
推進
※支部大会同時開催可

委員会　２回
・働き方改革について
　日　時：９月26日㈯　
　会　場：中標津　
　講　師：根室釧路管内の弁護士

⑶�看護制度及び看護政策に
関する事業

看護政策の推進
・�行政・関係団体及び教育機関等
への要請

実施予定なし

３　地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴�在宅ケアの推進に関する
事業

在宅ケアの推進に係る関係団体と
の連携
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑵�災害時の看護支援活動に
関する事業

災害時支援体制の整備
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑶�母子保健活動の推進に関
する事業

思春期保健活動の推進・教育機関
等での講義
※支部大会同時開催可

実施予定なし

⑷健康づくりに関する事業 地域における「健康まつり」等へ
の参加

実施予定なし

⑸広報活動 健康情報誌等の提供
・「支部ニュース」の発行

ホームページ掲載内容検討の会議（１回）

４　その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業区分 事業内容 計　画

⑴会員支援に関する事業 加入促進
・看護教育機関への働きかけ
・未加入施設への働きかけ

各種研修会・学習会への参加案内

⑵組織に関する事項 ①・会員懇談会開催
　・看護管理者懇談会開催
　　（協会本部委託事業）

研修内容：医療安全について
　日　時：７月４日㈯　
　場　所：中標津
　講　師：調整中

②円滑な組織運営
・会議等の開催
　　支部役員会
　　職能委員会
　　常任委員会

役員・委員合同会議　　２回
役員・委員長会議　　　３回
役員会議　　　　　　　３回
各職能委員会　　　　必要回
教育委員会　　　　　　６回
働き続け…委員会　　必要回
支部大会　　　　　　　１回
＊すべて予定

⑶渉外に関する事項 関係機関・関係団体との連携・
行政機関､ 保健医療福祉関係団体
その他関係団体行事・研修等

根室地域看護連携会議
根室保健医療福祉圏域推進会議
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令和２年度　正味財産増減　　　　　　　予算書内訳書（支部事業）
令和２年４月１日から　　　　　　　　　　　令和３年３月31日まで

　� （単位：円）

会計区分
科　目

公　　　　益　　　 目　　　　的　　　　事　　　　業
合　　計 予算書

計上額道南南
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

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

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　⑴　経常収益

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　特定資産受取利息 0 0
受取会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取会費 0 0
事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　学会参加料収益 0 0
　受講料収益 0 0
　会館利用料収益 0 0
　支部事業収益 0 0
受取補助金等 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
　日看協助成金 0 0
　受託事業収益 0 0
　本部助成金 0 0
　本部交付金 5,548,000 1,587,000 2,434,000 1,897,500 6,446,500 7,471,000 9,289,000 7,100,500 2,503,000 2,638,000 3,748,500 2,875,500 1,671,000 5,911,000 2,062,500 1,605,000 1,869,000 2,780,500 1,735,500 3,930,000 3,576,000 1,671,000 80,350,000 80,350,000
　看護の日助成金 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1,100,000 1,100,000
受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取寄付金 0 0
交流会参加収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　交流会参加収益 0 0
雑収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取利息 0 0
　雑収益 0 0

経常収益計 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
　　⑵　経常費用

事業費 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
　役員報酬 0 0
　給料手当 0 0
　賃金 0 0
　法定福利費 0 0
　通勤手当 0 0
　役員退職慰労引当金繰入額 0 0
　退職給付費用 0 0
　賞与引当金繰入額 0 0
　福利厚生費 0 0
　旅費交通費 1,118,600 602,000 477,000 790,000 900,000 722,000 1,262,000 1,300,000 560,000 1,149,000 973,500 632,000 499,000 1,300,000 559,800 415,000 578,300 950,500 776,000 1,250,000 1,345,000 648,000 18,807,700 18,808,000
　通信運搬費 469,000 80,000 76,100 100,000 500,000 585,000 800,000 650,000 146,000 214,000 231,000 165,000 87,000 520,000 100,000 60,000 40,000 202,000 90,000 210,000 360,000 60,500 5,745,600 5,745,000
　減価償却費 0 0
　消耗什器備品費 0 0
　消耗品費 161,200 150,000 397,500 145,000 280,000 305,700 515,000 220,000 218,700 101,700 110,200 285,000 64,000 196,000 245,000 215,000 55,000 214,000 138,200 415,000 346,000 117,000 4,895,200 4,895,000
　修繕費 0 0
　印刷製本費 1,136,600 80,000 103,000 55,000 930,000 1,276,000 935,000 1,360,000 210,000 90,000 704,000 495,500 243,000 690,000 100,000 320,000 169,920 292,000 213,000 865,000 220,000 88,000 10,576,020 10,576,000
　会場費 409,000 30,000 270,000 290,000 1,490,000 2,870,000 3,030,000 1,690,000 250,000 169,000 946,500 380,000 62,000 780,000 150,000 30,000 120,000 85,000 40,000 80,000 45,000 13,216,500 13,216,000
　光熱水料費 0 0
　賃借料 380,000 100,000 91,080 571,080 571,000
　保険料 100,000 45,000 49,400 45,000 83,600 89,300 83,600 95,000 70,300 89,300 73,000 65,000 45,000 90,000 62,700 45,000 63,000 82,000 60,800 90,000 66,500 57,000 1,550,500 1,551,000
　委員謝金 1,634,500 430,000 636,000 260,000 960,000 433,000 1,015,000 970,000 750,000 526,000 516,000 408,000 411,000 1,560,000 460,000 340,000 502,500 660,000 308,500 830,000 720,000 300,000 14,630,500 14,631,000
　諸謝金 382,000 120,000 270,000 150,000 720,000 935,000 580,000 460,000 260,000 250,000 160,000 410,000 152,000 315,000 350,000 110,000 215,000 129,000 90,000 150,000 290,000 200,000 6,698,000 6,698,000
　支払報酬 0 0
　租税公課 0 0
　支払負担金 0 0
　支部助成金 0 0
　支払寄付金 0 0
　委託費 240,000 20,000 100,000 20,000 380,000 380,000
　保守料 0 0
　新聞図書費 10,000 10,000 10,000
　会議費 48,000 50,000 130,000 75,000 220,000 200,000 500,000 200,000 50,000 54,000 26,300 50,000 120,000 250,000 50,000 100,000 34,200 160,000 79,000 60,000 144,500 110,000 2,711,000 2,711,000
　広報費 50,000 135,000 185,000 185,000
　支払手数料 75,000 30,000 35,000 27,500 60,000 65,000 88,400 80,000 38,000 45,000 50,000 35,000 30,000 65,000 35,000 20,000 30,000 56,000 30,000 70,000 50,000 30,000 1,044,900 1,045,000
　渉外費 0 0
　諸会費 0 0
　支払利息 0 0
　研修費 0 0
　雑費 64,100 20,000 40,000 10,000 62,900 20,000 50,000 25,500 8,000 8,000 60,000 4,000 55,500 428,000 428,000

経常費用計 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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令和２年度　正味財産増減　　　　　　　予算書内訳書（支部事業）
令和２年４月１日から　　　　　　　　　　　令和３年３月31日まで

　� （単位：円）

会計区分
科　目

公　　　　益　　　 目　　　　的　　　　事　　　　業
合　　計 予算書

計上額道南南
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

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

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　⑴　経常収益

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　特定資産受取利息 0 0
受取会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取会費 0 0
事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　学会参加料収益 0 0
　受講料収益 0 0
　会館利用料収益 0 0
　支部事業収益 0 0
受取補助金等 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
　日看協助成金 0 0
　受託事業収益 0 0
　本部助成金 0 0
　本部交付金 5,548,000 1,587,000 2,434,000 1,897,500 6,446,500 7,471,000 9,289,000 7,100,500 2,503,000 2,638,000 3,748,500 2,875,500 1,671,000 5,911,000 2,062,500 1,605,000 1,869,000 2,780,500 1,735,500 3,930,000 3,576,000 1,671,000 80,350,000 80,350,000
　看護の日助成金 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1,100,000 1,100,000
受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取寄付金 0 0
交流会参加収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　交流会参加収益 0 0
雑収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　受取利息 0 0
　雑収益 0 0

経常収益計 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
　　⑵　経常費用

事業費 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
　役員報酬 0 0
　給料手当 0 0
　賃金 0 0
　法定福利費 0 0
　通勤手当 0 0
　役員退職慰労引当金繰入額 0 0
　退職給付費用 0 0
　賞与引当金繰入額 0 0
　福利厚生費 0 0
　旅費交通費 1,118,600 602,000 477,000 790,000 900,000 722,000 1,262,000 1,300,000 560,000 1,149,000 973,500 632,000 499,000 1,300,000 559,800 415,000 578,300 950,500 776,000 1,250,000 1,345,000 648,000 18,807,700 18,808,000
　通信運搬費 469,000 80,000 76,100 100,000 500,000 585,000 800,000 650,000 146,000 214,000 231,000 165,000 87,000 520,000 100,000 60,000 40,000 202,000 90,000 210,000 360,000 60,500 5,745,600 5,745,000
　減価償却費 0 0
　消耗什器備品費 0 0
　消耗品費 161,200 150,000 397,500 145,000 280,000 305,700 515,000 220,000 218,700 101,700 110,200 285,000 64,000 196,000 245,000 215,000 55,000 214,000 138,200 415,000 346,000 117,000 4,895,200 4,895,000
　修繕費 0 0
　印刷製本費 1,136,600 80,000 103,000 55,000 930,000 1,276,000 935,000 1,360,000 210,000 90,000 704,000 495,500 243,000 690,000 100,000 320,000 169,920 292,000 213,000 865,000 220,000 88,000 10,576,020 10,576,000
　会場費 409,000 30,000 270,000 290,000 1,490,000 2,870,000 3,030,000 1,690,000 250,000 169,000 946,500 380,000 62,000 780,000 150,000 30,000 120,000 85,000 40,000 80,000 45,000 13,216,500 13,216,000
　光熱水料費 0 0
　賃借料 380,000 100,000 91,080 571,080 571,000
　保険料 100,000 45,000 49,400 45,000 83,600 89,300 83,600 95,000 70,300 89,300 73,000 65,000 45,000 90,000 62,700 45,000 63,000 82,000 60,800 90,000 66,500 57,000 1,550,500 1,551,000
　委員謝金 1,634,500 430,000 636,000 260,000 960,000 433,000 1,015,000 970,000 750,000 526,000 516,000 408,000 411,000 1,560,000 460,000 340,000 502,500 660,000 308,500 830,000 720,000 300,000 14,630,500 14,631,000
　諸謝金 382,000 120,000 270,000 150,000 720,000 935,000 580,000 460,000 260,000 250,000 160,000 410,000 152,000 315,000 350,000 110,000 215,000 129,000 90,000 150,000 290,000 200,000 6,698,000 6,698,000
　支払報酬 0 0
　租税公課 0 0
　支払負担金 0 0
　支部助成金 0 0
　支払寄付金 0 0
　委託費 240,000 20,000 100,000 20,000 380,000 380,000
　保守料 0 0
　新聞図書費 10,000 10,000 10,000
　会議費 48,000 50,000 130,000 75,000 220,000 200,000 500,000 200,000 50,000 54,000 26,300 50,000 120,000 250,000 50,000 100,000 34,200 160,000 79,000 60,000 144,500 110,000 2,711,000 2,711,000
　広報費 50,000 135,000 185,000 185,000
　支払手数料 75,000 30,000 35,000 27,500 60,000 65,000 88,400 80,000 38,000 45,000 50,000 35,000 30,000 65,000 35,000 20,000 30,000 56,000 30,000 70,000 50,000 30,000 1,044,900 1,045,000
　渉外費 0 0
　諸会費 0 0
　支払利息 0 0
　研修費 0 0
　雑費 64,100 20,000 40,000 10,000 62,900 20,000 50,000 25,500 8,000 8,000 60,000 4,000 55,500 428,000 428,000

経常費用計 5,598,000 1,637,000 2,484,000 1,947,500 6,496,500 7,521,000 9,339,000 7,150,500 2,553,000 2,688,000 3,798,500 2,925,500 1,721,000 5,961,000 2,112,500 1,655,000 1,919,000 2,830,500 1,785,500 3,980,000 3,626,000 1,721,000 81,450,000 81,450,000
当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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公益社団法人北海道看護協会支部規則

第　１　章　　総　　　　　則

（設　置）
第１条　公益社団法人北海道看護協会（以下「本会」という。）定款第53条第１項の規定により本支部を
設置する。

（名　称）
第２条　本支部の名称は、公益社団法人北海道看護協会○○支部（以下「支部」という。）と称する。
（事務所）
第３条　支部の事務所は、支部長の所在地に置く。
（目　的）
第４条　支部は、保健師、助産師、看護師及び准看護師が、教育と研鑽に基づき、専門性を高め看護の質
向上を図るとともに、生涯を通して働き続けられる環境づくりを推進し、あわせて健康で幸福でありた
いと願う道民のニーズに応える看護を提供することにより、道民の健康と福祉の向上に寄与することを
目的とする。

（事　業）
第５条　支部は次の事業を行う。
　⑴　教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
　⑵　看護職確保定着推進に関する事業
　⑶　地域ケアサービスの実施及び促進等による道民の健康及び福祉の増進に関する事業
　⑷　その他支部の目的を達成するために必要な事業

第　２　章　　会　　　　　員

（会　員）
第６条　支部の会員は、本会の会員で支部管内に勤務する者及び未就業者にあっては、住所を有する者と
する。

（入　会）
第７条　本会に入会した者は、その日から会員となり、会員名簿に記入される。
（会員の資格喪失）
第８条　本会定款第９条、第10条第１項各号及び第11条各号のいずれかにより、会員資格を喪失した会員
は、その日から会員名簿より抹消される。

（住所の変更）
第９条　会員の所属支部変更については、本会定款細則第４条の規定により、本会会長に届け出なければ
ならない。

第　３　章　　支　部　役　員

（役員の種類及び定数）
第10条　支部に、次の役員を置く。
　⑴　支部長　　　１　人
　⑵　副支部長　２～３人
　⑶　書記　　　１～２人
　⑷　会計　　　１～２人
（選　任）
第11条　役員は、支部大会において会員の中から選任する。
２　役員は、無給とする。
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３　支部長に欠員があったときは、副支部長がその職務を代行し、翌年度の支部大会において　補欠選挙
を行うものとする。

４　支部長以外に欠員が生じたときは、第１項の規定にかかわらず、支部長は役員会の議決を経て会員の
中から選任することができる。

５　支部長の選任後は理事会に報告し、承認を得るものとする。
（任　期）
第12条　役員の任期は、選挙された支部大会の終了の翌日から始まり、２年後の支部大会の終了の日まで
とする。同一職に引き続き就任する場合には、６年目の支部大会の終了日を超えて就任することはでき
ない。

２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行う。
（職　務）
第13条　支部長は、支部を代表し、支部の会務を総理する。職能委員、常任委員及び特別委員は支部長が
任命する。ただし、推薦委員は除く。

２　支部長は、支部会務の運営について、年１回以上本会会長に報告する。
３　副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。役員は支部長を補佐
するとともに、支部長の命を受けて会務を執行する。

第　４　章　　会　　　　　議
第１節　支部大会

（構　成）
第14条　支部大会は支部会員をもって構成する。
（運　営）
第15条　支部大会の運営については次のとおりとする。
　⑴　報告事項
　　①　前年度決算
　　②　当年度事業執行状況
　　③　次年度支部事業計画
　⑵　協議事項
　　①　支部規則の変更
　　②　その他必要な事項
　⑶　選任事項
　　①　支部役員、支部推薦委員選出
　　②　公益社団法人北海道看護協会代議員選出
　⑷　研修会、研究学会、交流会等の開催
２　支部大会における議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決
する。

３　支部大会の議事は、議事録を作成し、議長が署名する。
（開　催）
第16条　支部長は、毎年１回支部大会を開催しなければならない。
２　支部大会は、12月から２月の間に開催する。ただし、やむを得ない事情があるときは、役員会の議決
を経て開催日を変更することができる。

３　支部大会を開催するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも７
日前までに通知しなければならない。

４　支部長は、必要と認めるときは、支部臨時大会を招集しなければならない。
５　会員の３分の１以上から書面により、会議の目的たる事項を示して支部大会の招集を請求したとき、
支部長はこの請求を受けた日から30日以内に支部臨時大会を招集しなければならない。
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（定足数）
第17条　支部大会は、会員○○人以上の出席をもって成立する。
（議　長）
第18条　支部大会に議長団を置く。
２　議長団は、２人とし、支部大会に出席した会員の中から選出する。
３　議長は、支部大会の秩序を保持し、会議の運営と進行に責任をもち議事を整理する。

第２節　支部役員会

（構　成）
第19条　役員会は、支部長、副支部長、書記、会計をもって構成し、支部の会務を執行する。
（招　集）
第20条　役員会は、支部長が招集し、支部長がその議長となる。
２　会議の議事について議事録を作成しなければならない。
３　役員会は、原則として月１回定例で開催する。ただし、必要があるときは、臨時に招集することがで
きる。

４　支部長は、やむを得ない事情があると認めるときは、役員会の招集を行わず、書面その他の方法によ
り委員の意見を求めることにより、役員会の決議に代えることができる。

第３節　支部職能委員会

（設　置）
第21条　支部に、保健師職能委員会、助産師職能委員会及び看護師職能委員会を置く。
２　看護師職能委員会においては、原則として領域ごとに次の２つの職能委員会を設置する。
　⑴　看護師職能委員会Ⅰ　病院領域
　⑵　看護師職能委員会Ⅱ　介護・福祉関係施設・在宅等領域
（構　成）
第22条　職能委員会は、各委員長及び委員○○人をもって構成する。ただし、職能の偏在により委員の確
保が困難な場合は、委員会に委員を置かないことができる。また、支部運営上やむを得ない場合には支
部役員が委員長を兼ねることができる。

２　前条第２項の看護師職能委員会を領域別に設置できない場合は、各領域の委員を含む。
３　職能委員会は、それぞれ職能上の問題を審議し、支部長に報告する。
（任　期）
第23条　委員の任期は２年とする。ただし、引き続き就任する場合は６年とする。

第４節　支部職能委員会以外の委員会

（常任委員会）
第24条　支部に、働き続けられる職場づくり推進委員会、教育委員会及び推薦委員会を置く。
２　前項の委員会の他に、支部長が必要と認めるときは、特別委員会を置くことができる。
（任　務）
第25条　常任委員会及び特別委員会は、支部長の諮問事項を審議し、支部長に報告する。
（委員の任期）
第26条　常任委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、推薦委員の任期は１年とする。
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第　５　章　　選　　　　　挙

（役員及び推薦委員の選任）
第27条　役員、推薦委員の候補者は、推薦委員が支部会員の中から推薦し、支部大会において出席会員が
選挙する。

２　候補者の推薦は、同一職について定数以上を推薦しなければならない。
３　その他選挙に関する必要な事項は、本会選挙管理規程を準用する。
（代議員及び予備代議員の選任）
第28条　本会定款第14条の代議員及び第18条の予備代議員は、支部大会において選任する。

第　６　章　　支　部　会　計

（事業年度）
第29条　支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

第　７　章　　支部規則の変更

（規則の変更）
第30条　規則を変更するときは、支部大会において出席会員の４分の３以上の議決を経て、かつ、本会理
事会の承認を得るものとする。

第　８　章　　雑　　　　　則

（委　任）
第31条　この規則に定めるもののほか、支部の組織及び運営に関し必要な事項は、支部大会の議決を経て、
支部長が別に定める。

附　　　則
１　この規則は、平成25年４月１日から施行し、平成25年２月に実施する支部大会から適用する。
２　この規則は、平成25年８月９日から施行する。
３　この規則は、平成25年11月15日から施行する。
４　この規則は、平成27年４月１日から施行する。ただし、平成27年度「社会経済福祉委員会」は、施行
日をもって「働き続けられる職場づくり推進委員会」と読み替える。

５　この規則は、平成29年８月７日から施行する。


