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支部長　中川  千江子

この度、札幌第４支部の支部長を拝命いたしました、天使病
院の中川と申します。副支部長の任を含めると今年は５年目の
第４支部です。我ながらこの支部が大好きなのだなぁと感心す
ると同時に、円滑な支部活動を行うべく、新役員や委員の方た
ちと協同していこう！と改めて決意した次第です。

２月20日（土）、札幌第４支部の支部大会は「議決権行使
書」を徴し、投票は郵送で、という新型コロナウィルス感染症
の感染拡大防止を主眼とし、縮小開催で行いました。今回は上
田順子会長の講演会を企画し、楽しみにされていた方々も多

かったのですが中止させていただきました。
今後も続くであろう新型コロナウィルス感染症の対策を行う中で、withコロナの支部活動を検討することが急

務と考えています。会員の皆様が安全・安心して支部の研修に参加できる体制を作ること、支部内の会員がいか
に情報を共有できるか等、課題はたくさんあります。が、新体制の役員・委員たち一丸で取り組んでいく所存で
す。

ちなみに、今年度の研修は「認知症の理解とケア・多職種連携」「地域包括実現に向けた看看連携」「看護過
程」「職場におけるハラスメント」「アドバンス助産師研修」「青年期の発達」「災害」「意思決定支援」などを予
定し、準備を進めております。

2021年は介護報酬の改定があり、地域包括ケアシステムの推進や医療と介護連携のさらなる推進が求められ
るでしょう。健康で幸福でありたいと願う住民のニーズに応えるため、ぜひ、会員の皆様のご協力、ならびにご
支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

ご挨拶

支 部 長 挨 拶令和3年度
札幌第４支部

第２副支部長　吉田  真弓

第３副支部長　髙江洲  亜利沙

第４支部　書記　浦家  弥生

第４支部　会計　樽見  あずさ

この度、第２副支部長に就任致しました三草会札幌看護専門学校の吉田真弓と申しま
す。初めて役員を務めます。中川支部長、役員、会員のお力をお借りして支部活動の一
端を担えるよう努めてまいります。

宜しくお願い致します。

この度、札幌第４支部第３副支部長を拝命いたしました。
2019年度から２年間教育委員として活動させていただき、今回は初めての役員となります。
昨年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、研修会などの中止が余儀なくされまし

た。そのような状況下でも皆様が安全に研修会などに参加できるよう企画・運営を行っていき
たいと考えております。

不安もありますが、私自身成長できる良い機会でもあり、皆様のお力を借りながら活動して
いきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

この度、書記を務めさせていただくことになりました。これまで看護協会員ではあり
ましたが、活動自体が初めてで右も左もわからない状態ではありますが、役員の皆さん
に聞きながら頑張りたいと思います。また、書記の岡本さんにはご迷惑おかけすると思
いますが少しでも早く仕事を覚えられるよう努力しますのでご指導宜しくお願い致しま
す。

今年度より、札幌第４支部会計を務めることになりました、社会医療法人母恋　天使
病院の樽見あずさです。昨年以降のコロナ禍ではすべての活動において、どう行動すべ
きか、また行動してもよいのか中止すべきなのかという判断を迫られる状況でした。特
に教育の分野では大きな影響を受けてしまいました。まだコロナ禍は続きます。支部の
活動も臨機応変な対応が求められると思いますが、会計という役割を果たせるよう役員
のみなさまにご指導いただきながら頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。

新役員紹介
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新型コロナウイルスの感染拡
大に伴い、私たちの働く看護の
職場は、この１年間で大きな変
化がおきています。現在、医療
従事者のワクチン接種開始と
なっていますが、看護師が健康
で働き続けられるしくみを作っ
ていくことが必要となります。そ

のため、個人個人が取り組むべきことは何か考え、看護職の学
ぶ機会を作ることが私たち委員会の役割であると考えます。諸
先輩方々のご指導とご協力をいただきながら委員会活動推進
に努め、施設間交流や支部学習交流会を通して、みなさまと
共に学びたいと思います。１年間どうぞよろしくお願いします。

働き続けられる職場
づくり推進委員会

前年度は札幌４支部合同の
助産師職能委員会で研修会を
計画していましたが、新型コロ
ナウイルスの影響のため、やむ
得ず中止となりました。このよ
うな現状のため、委員会で集ま
ることが難しい時期もありまし
た。妊娠、出産、育児を取り巻

く環境にも影響が及んでいますが、現場でケアを提供する側
の私たちもこの状況下で試行錯誤しながら活動されているの
ではないでしょうか。今年度こそは実践に活かせるテーマで
研修会を企画し、準備を進め、安全に研修に受けてもらえる
ように感染予防対策をたて、取り組んでいきたいと思います。

助産師職能委員会

今年度の保健師職能委員会
は、行政、教育機関、医療機関
の３領域４名の保健師で活動い
たします。保健師の活動領域は、
多岐にわたりますが、コロナ禍
においては、特に互いの領域で
の状況を情報交換しながら、委
員会としての役割を果たしていき

たいと思っております。
昨年の４支部合同保健師職能集会は、発達障害をテーマで開

催いたしましたが、非常に多数の参加申し込みがあり、結果的
に参加制限となり、各医療機関の皆さまに調整いただきました。
そのような状況を受け、今年度は、同じく二通先生をお迎えし、
人材育成に焦点をあてご講演いただくことにいたしました。

令和３年10月23日（土）「青年期の発達障害を考える～職場
における人材育成に焦点をあてて～」（仮）札幌学院大学名誉教
授　二通諭先生　を予定しております。多数のみなさまの参加
をお待ちしております。

保健師職能委員会
看護師職能委員会は、今年

度４人の新メンバーが加わり、
６人体制で活動を開始します。

看護の質向上、地域包括ケ
ア実現の為の看看連携、看護
師間の交流を目的とし、年２回

の研修会を企画していきます。
まだまだ新型コロナウィルス感染終息の兆しが見えない中

ですが、感染予防対策を十分に実施し、安全で有意義な研修
会となるよう、委員一丸となり取り組んでいきます。各研修会
では、人数制限を考慮する事もあると思いますが、大きな会
場準備、必要時リモート開催等の工夫をし、たくさんの皆様
の参加をお待ちしております。宜しくお願いいたします。

看護師職能委員会

広報委員は年２回の札幌第４支部だよりの「はまなす」の発行を行っています。令和２年度は「看
護の日」のイベントや研修会が中止となり、「はまなす」の掲載記事に苦労をしました。令和３年度
は各委員会で感染対策に配慮しながら、研修会の開催を予定があるので、取材に出向き「研修報
告」として掲載させていただきます。研修会以外にも、施設での活動状況などがありましたら、支
部内での情報共有の場にしたいと考えています。ぜひ連絡ください。よろしくお願いします。

広報委員会

今年度も推薦委員会は５名
の委員で活動をさせていただ
きます。頼りない委員長では
ありますが、委員全員で力を
合わせて委員会としての役割
を果たしていきたいと思いま
す。

コロナ禍で例年以上に業務多忙な中ではありますが、会
員の皆様のご理解とご協力を得ながら、次年度の支部委員
の活動へ繋いでいきたいと思います。

１年間どうぞよろしくお願い致します。

昨年は、新型コロナ感染拡
大に伴い、企画していた３つの
研修のうち２研修を中止せざる
を得ない結果になりました。受
講を予定されておりました皆様
には大変ご迷惑をおかけいた
しました。今年度は、委員５名

が入れ替わり、一同、経験の少ない中での委員会活動とな
りますが、感染状況の変化に対応するためにオンライン研修
の準備も整えていきたいと考えております。皆様のご参加を
お待ちしております。

推薦委員会教育委員会

札幌第４支部大会報告

令和２年度北海道看護協会札幌第

４支部大会が開催されました。今回

は感染拡大防止の視点で、支部大会

後の役員・委員会合同会議に参加す

る人達のみの参加として縮小開催さ

れました。

報告事項では、2019年度決算報告、令和２年度事業報告、令和２年度決算見込、令

和３年度事業計画・予算案報告がありました。その後、役員・推薦委員の選挙が行わ

れました。選挙は事前に、支部大会参加予定者から郵送での選出を行っていました。

結果は規定数以上の承認があり役員・推薦委員の新体制が決定となりました。そして、

新役員・推薦委員と旧

役員からの挨拶があり

閉会しました。

令和３年度　北海道看護協会

日　　時：令和３年２月20日（土）
会　　場：ホテルライフォート札幌
参加人数：約50名

委員会紹介
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TOPICS 施設紹介 第12回

職員全体で力を合わせ地域に根差した病院づくりをしていきたい

Topics
施設紹介
社会医療法人
松田整形外科記念病院
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、 
歯科口腔外科、麻酔科

当院は昭和44年（1969）に開院し平成22年（2010）全面増改築を行い、令和元年
（2019）に創立50周年を迎えることができました。

理事長菅原誠医師は、アスリートのサポート経験が豊富なことから、運動器障害に
おける専門医療（整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科）を提供し、手術や痛
みに対応する麻酔科、そしゃく機能の障害、顎変形を取り扱う歯科口腔外科の診療科
で構成されています。子供から高齢者まであらゆる年齢層の患者さまに対し、初期治
療から、生活やスポーツ復帰に向けたリハビリテーションまで、トータルでサポートし
ているのが特徴で、患者さまの生活背景やニーズに合わせて、各分野の専門医師が最
適な治療方法を選択し提供しています。

平成28年（2016）には社会医療法人の認可を受け、へき地医療支援として毎週金曜
日に音威子府診療所（道北宗谷管内）へ医師を派遣、更に看護支援も行っており、外
科治療のため遠方からお越しくださる患者さまも多くなっています。また、令和３年４
月からは専門外来として月・水・金にスポーツ外来診療を行うこととし、「せぼね総合
医療センター」を開設して脊椎疾患の診療枠も増やすことにしました。そして、治療を
終えた方が生活やスポーツへの復帰を目指す際の手助けになるよう、院内にメディカル
フィットネス（「C-Link」）を併設し、医師による身体チェックや身体機能の測定結果な
どを踏まえた専用プログラムを作成、安全かつ効果的なトレーニング・体力づくりがで
きる、医療と連動したサポート体制を敷いています。

近年は、このような専門性に特化した治療やスポーツ整形医療に加えて高齢の患者
さまが増えていることから、看護部では特に患者さまの安全を第一に考えた看護を心
がけ、退院後の暮らしを見据えた支援を重視し、復帰後のケアや障害予防など、科学
的根拠に基づいた運動器疾患看護の展開を目指し確かな技術の獲得に努めています。

これからも職員全体で力を合わせ地域に根差した病院づくりをしてまいります。 

社会医療法人　松田整形外科記念病院
札幌市北区北18条西４丁目１-35

☎（011）746 -3666

病棟サブステーション病棟スタッフステーション 病棟デイルーム

メディカルフィットネス「C-Link」

リハビリテーションルーム

外来待合

令和３年度  研修計画・研修案内

日　時 場　所 主催・担当 テーマ 講　師

６月９日（水）
10日（木）

日本看護協会通常総会（千葉）
全国職能別交流集会

６月13日（日） 北海道看護協会 北海道看護協会通常総会

７月10日（土） 札幌サンプラザ 看護師職能委員会
第２領域研修

「認知症の理解とケア～多職種間の連携～（仮）」
手稲訪問看護ステーション
伊志嶺  志津子 氏

７月31日（土） 未定 教育委員会
支部企画研修

「地域包括実現に向けた看看連携」

北海道医療大学訪問看護
ステーション
佐藤  明子 氏

８月19日（木）
20日（金）

北海道看護協会 教育委員会
支部担当研修

「看護過程を理解し、看護実践にいかす」
北海道科学大学
石川  幸司 氏

８月28日（土）
10月16日（土）

に変更

ACU-A 
（アスティ45 16階） 看護管理者懇談会 未定

９月11日（土） 札幌サンプラザ
働き続けられる

職場づくり推進委員会
「職場におけるハラスメント（仮）」

社会保険労務士法人
北海道賃金労務研究所
石田  和彦 氏

９月25日（土） 札幌パークホテル 会員懇談会 「意思決定支援（仮）」
函館稜北病院
川口  篤也 医師

10月２日（土）
ACU

もしくは
北海道看護協会

助産師職能委員会
札幌４支部合同主催研修
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）

北海道大学保健科学研究院
蝦名  康彦 氏
北見赤十字病院
柏木  智則 氏

10月23日（土） 未定 保健師職能委員会
札幌４支部合同主催研修

「青年期の発達を考える
～職場における人材育成に焦点をあてて～ 」

札幌学院大学
名誉教授  二通  諭 氏

10月23日（土） 札幌サンプラザ
（会場予約未） 教育委員会

札幌４支部独自研修
「研究テーマの決め方（仮）」

札幌市立大学  看護学部
武冨  貴久子 氏

10月30日（土） 札幌サンプラザ 看護師職能委員会
第１領域研修

「未定」
検討中

11月６日（土） 未定 役員会
医療安全研修・交流会

「災害に関すること（仮）」
検討中

令和４年
２月19日（土） 未定

支部役員・委員
合同会議

令和３年度支部大会・講演会
「未定」

検討中
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研修風景

連絡先　北海道看護協会総務課

電　話　011－863－6731

会　費　16,500円

　　保健師： 97名 　看 護 師：4,092名
　　助産師：183名　 准看護師：　124名

2021年４月末現在：4,496名
令和３年度札幌第４支部目標会員数：4,705名

会 員
募 集

編集後記

令和３年度が始動しました。新入職看護師が現場に慣れるま
で、手厚い支援を行っていることと思います。例年と異なり、新
型コロナウイルス感染症対策を含めての指導が必要な状況で
す。そんな中、広報委員会は新メンバーが２名と、継続メンバー
２名の４名で広報誌の発行を行っていきます。よろしくお願い
いたします。

 （記：永井）

　北海道看護協会札幌第４支部では、看護の質の向上をめざし
た活動や事業を行っています。また、看護職を取り巻く環境が
大きく変化している今、多岐に渡る研修が準備されています。
研修に参加して友達の輪を広げましょう。
　入会は、右記までご連絡ください。

まだ肌寒い日が続いていますが、当院も随時、新入職看護師を迎え、新年
度をスタートする事が出来ました。

新入職の方達の中には、精神科の経験のない方も多く、本来であれば十分
な研修を行なうべきなのですが、コロナ禍の影響で集合研修を避け、現場研
修を中心に、疾患の理解、安全の確保、包括的暴力防止プログラム（CVPPP）
等を指導者の下で実施しています。

新しい環境で不安も多く、コロナ禍という状況でもありますが、負けずに
乗り越えて行きましょう。

みなさんの活躍を全力で応援します。

医療法人　啓生会病院

わたし達「新入職の看護師」です

表紙写真
季節の風景・看護の風景・ご自身の作品・
ペット紹介など、なんでもOKです。
施設紹介・スタッフ紹介
自薦他薦かまいません（写真数枚、本文400字程度）

連絡先　札幌第４支部　広報委員会
　　　　カレスサッポロ北光記念病院

永井  美穂子
Email：m-nagai@hokko.or.jp

募 集 中 の

テ ー マ

札幌第4支部会員数


