
「ノシャップ岬の夕日」　日本海に沈む夕日は絶景です。
稚内市教育委員会教育部こども課長　細川　早苗

北海道看護協会員数（2019年8月31日現在）

2019年度目標会員数43,100名（達成率99.10％）
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と　き　2019年7月20日（土）

ところ　北海道看護協会

保健師職能委員会　田丸　美和

　平成30年9月6日、胆振東部地震が発生し、その被
害は想定を超え広域に及び、“まさか自分が”の出来
事を経験しました。保健師活動は発災直後から、地域
住民の生命と暮らしを守るために、多くの役割が求
められます。本災害の経験を振り返り、学ぶことが今
後の保健師活動への原動力と考え、『災害時に保健師
は何をすべきか』をテーマに85名の参加を得て職能
集会を開催いたしました。
　国立保健医療科学院の奥田博子上席主任研究官に
は、災害活動支援を行う上で習熟すべき法律や防災
計画・組織の体制整備等基本的知識、時間とともに
刻々と変化する保健師活動、受援に係る課題や体制
整備等々、多くの事例を通し、丁寧にお話ししていた
だきました。保健師には高度な能力を求められると
同時に「日頃から生活に根差した保健師活動をする
こと」と力強いメッセージもいただきました。
　前苫小牧・現滝川保健所の成田直子課長と厚真町
の宮本幸世主幹からは保健所と市町村のそれぞれの
立場から実践報告をいただきました。

　成田課長からは初日にチー
ムが活動方針を共有しスター
トしたこと、派遣保健師の安
全確保や職員の健康管理への
配慮、現場のニーズの把握や
町との連携・受援体制の調整
等、困難や課題が多くあった
との報告がありました。
　宮本主幹は冒頭で「しっかり災害の状況を伝えて
いくのが、今の自分の役割である。」と話され、災害状
況等のスライドを用いながら詳細な報告をしていた
だきました。保健師はめまぐるしく変化する状況を
的確に判断し、適切に対応する役割や円滑な活動を
遂行するための関係者との調整力も必要であり、そ
れには人材育成がカギになるとの話もありました。
また復興途上である現実にも触れられていました。
　「保健師が何をすべきか」多くの示唆をいただきま
した。

2019年度保健師
職能集会報告

奥田　講師

情報共有
「私たちは何をすべきか」

成田　報告者 宮本　報告者
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と　き　2019年7月27日（土）

ところ　旭川市クリスタルホール

看護師職能委員会Ⅰ病院領域

　　　福島　美由紀
　今年度は、旭川
市クリスタルホー
ル で「2019年 度
准看護師懇談会」
を開催しました。
　昨年同様「進学
の実際について理

解し、進学を前向きに考えることができる。」を目的
に、19名（管理者1名を含む）が参加しました。
　はじめに北海道看護協会荒木美枝専務理事から
「北海道の准看護師を取り巻く現状について」基調講
演が行われました。准看護師養成の定員推移・就業状
況・求人状況に加え、地域包括ケアで期待される看護
職として、自律的に判断して行動できる能力がいっ
そう求められているというお話がありました。また、
日本看護協会は、准看護師の進学支援を進めるため
に、より活用しやすい奨学金制度があることについ
ての説明もしていただきました。
　学校法人西野学園札幌医学技術福祉歯科専門学校

看護学科の水野亜希子学科長からは「進学･通信制の
実際」について講演がありました。学習の実施形態と
して、通信学習と臨地実習の説明とさらに、今後の予
定として入学要件における就業経験年数を5年以上
にすることも含め検討しその結果に基づいて施行後
3年を目途に必要な見直しを行っていくという話も
されました。また、進学の際に最もネックになってい
るのが学費であり教育訓練給付金、奨学金、教育ロー
ンについても説明がありました。学費の7割は戻っ
てくるケースもあると説明され参加者から驚きの声
が聞かれていました。
　体験報告は、札幌センチュリー病院　師長　田中
美樹さんからの「准看護師から看護師へ」と題し、進
学から現在までの様々な葛藤や喜びなど具体的なお
話があり参加者から進学への後押しになったという
声も聞かれていました。最後にグループワークが行
われ互いの悩みや現状の不安等を共有できたよう
で、進学への一歩を踏み出す勇気にも繋がったよう
です。

2019年度准看護師
懇談会報告

荒木　専務理事

阿部　准看護師理事

水野　講師 田中　報告者

各グループに参加されました
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と　き　2019年8月24日（土）

ところ　北海道看護協会

働き続けられる職場づくり推進委員会

　　　　　 小林　紀子
　北海道看護協会にて「禁煙支援講演会」を開催いた
しました。講師として国立がん研究センターの吉見
逸郎先生、愛知医科大学の谷口千枝先生、防衛医科大
学校の瀬在泉先生の3名をお迎えして「看護師はタ
バコ対策として禁煙をどのように支援していくか」
というテーマで、ご講演いただきました。
　講演会には、全道各地から、管理職からスタッフま
でと幅広い職位の方々が73名参加されました。参加
者は、禁煙外来、呼吸器や循環器、施設等に勤務され
ているなど多様であり、禁煙支援に関する意識の高
さがうかがえました。
　講演会では、タバコ対策に関する基礎的な知識と、
禁煙指導の具体的な方法、禁煙を動機づけ、継続させ
る面接法について学びました。禁煙指導の方法とし
ては、喫煙～禁煙までの過程として5つの変容ステー
ジがありアセスメントとステージ期に合わせた関わ
りが基本であると言われていました。また「指導す
る」ではなく「学習を援助する」という姿勢で対象者
と共にチームで禁煙に取り組んでいくことと、動機

づけを推進する面接をタイミングよく繰り返すこと
で行動変容が生まれるということでした。動機づけ
面接では参加者同士で褒め合うといったロールプレ
イングがあり、それはセルフマネジメントを進めて
いくうえで成果を継続させるためにもとても有効だ
と感じました。
　講演会は、参加型の形式で進められ、参加者からは
先生方のパワーに負けないようにという積極性が感
じられました。また、瀬在先生の講義のディスカッ
ションのなかで、参加者から谷口先生の講義で学ん
だ「変容ステージ」に絡めた発言があり、知識の吸収
の速さにも驚きました。最後の質疑応答では、地域の
禁煙支援を推進していくための問題点について質問
があるなど、看護師が行う禁煙支援について、様々な
視点で知識と示唆を得ることができた講演会となり
ました。

様々な視点で知識と
　示唆を得ることができました。

吉見講師 佐々木常務理事

瀬在講師 谷口講師

禁煙支援講演会TOPICS
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道北

道東
道央

道南

支部報告 道南南支部 助産師職能委員長　小林　尚美

　道南南支部助産師職能委員会では、7月6日にファミ
リーサポート札幌の武藤義弘先生を講師にお迎えし
「多様な性と向き合う～ LGBTを学ぼう～」をテーマに
職能集会を開催しました。受講者は会員だけではなく
非会員のなかには医師、養護教諭の参加もありました。
　LGBTは一般に性的少数者と訳されますが、世間の偏
見が根強いためにカミングアウトを望まないか、もし
くはしたくてもできない方が多く、さまざまな悩みを
抱えているのだということを知りました。終盤グルー

プに分かれて身近な人に相談されたらどうするかなど
を話し合いましたが、当事者の方々の苦悩や自分たち
の受け止めについて考えるには時間が全く足りず、
もっと話し合いの時間が欲しかっ
たという感想が多くみられました。
　自分たちが無意識のうちに抱え
ている概念から抜け出し、考える
必要性を受講者皆で共有する集会
となりました。

支部報告 道南北支部 教育委員長　中川　尚美

　道南北支部では7月12日（金）八雲総合病院で、講師に
市立函館病院の救急看護認定看護師、河瀬亨哉先生を
お招きし、「救急看護の基本と実際研修会」を開催しま
した。
　前半は「患者急変対応は初めの５秒がポイント」を
テーマに、キラーシンプトムへの対応、急変時対応時の
ABCDアプローチについて、現場で用いる簡潔な報告
の形式（SBARC報告の仕方）についてを学びました。観
察ポイントや、報告は結論から要領よく手短にするな
ど即実践で活かせる内容でした。
　後半は災害医療について講義の後、実際にトリアー
ジタッグを使用して負傷者役と医療者役に分かれて、
トリアージ訓練を実施。

　近年、身近で多くの災害が発生していることから、災
害医療への関心が高いこと、アンケート結果からも好
評な意見が多く、また定員を超えた受講者となり、地域
のニーズにあった有意義な研修会となりました。今後
も興味を持って参加できる研修を、企画していきたい
と思います。

支部報告 小樽支部 小樽支部長　大橋　とも子

　小樽支部では、支部大会を終え新役員と共に予定事
業を順調に開催しております。
　5月の『看護の日』イベントを皮切りに、7月6日には
小樽市内の医療安全の質向上を目的とした、「安全交流
会」を開催し32名（各施設の医療安全管理者含む）の参
加となりました。講師は昨年に引き続き、西円山病院副
看護部長、三浦直子先生（老人看護専門看護師、緩和ケ
ア認定看護師）をお招きし、「高齢者の安全と倫理」につ
いての講義と、他、済生会小樽病院薬剤師の中村圭介先
生には「せん妄・不穏に関わる薬剤と認知症患者の転
倒・転落との関連性について」講義をしていただきまし
た。両講師には、グループワークにも同席いただき、活

発な意見交換が行われました。せん妄と薬剤の関係、認
知症患者への尊厳ある看護とは、身体抑制の必要性、意
思決定支援など、高齢者の安全や尊厳について考える
場となりました。今後も、地域全体の『看護の質向上』を
目指した研修を予定しております。

LGBT研修の様子

「看護の日」イベント、2019年5月11日ウイングベイ小樽にて開催

支部報告（活動報告・支部紹介）
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支部報告 後志支部 働き続けられる職場づくり推進委員会委員長　石田　勝己

　後志支部では、7月13日共和町役場生涯学習セン
ターにてメンタルトレーナーの小松明弘先生をお招き
し、「ハラスメント」の研修会を開催しました。会員・非
会員を含め21名が参加され、看護職の他、事務職等から
も参加がありました。
　現在では30種類に及ぶハラスメントが定義されてお
り、その数の多さに驚くとともに、ハラスメントとは受
け手の感情が大きな要因となり易いということが理解
できました。
　また単に言動、行動の問題ではなく、自分と相手との
立場、職場環境、普段からのコミュニケーションの取り

方など様々な要因があり、特に相手に不快感を与えな
いコミュニケーションを普段から心掛けることが大切
であると学びました。そのためには自分の言動が相手
にどのような影響を与えているかを常に考慮して接す
ることが重要で、自分自身が普段行っている言葉使い
や振る舞いなどを振り返る良い契機となりました。
　今後も多職種が互
いに働きやすい職場
環境を目指した活動
を続けていきます。

支部報告 札幌第1支部 広報委員長　奧原　亜矢

　5月18日(土)イオン札幌桑園ショッピングセンター
で「看護の日健康フェア」を開催しました。イオン札幌
桑園ショッピングセンターでの健康フェアは毎年行っ
ており、当日は絶好の天気にも恵まれ多くの買い物客
でにぎわっていました。第1支部の委員がおそろいの水
色の半被を着て生活習慣病の予防や健康増進などの健
康相談、血圧や肺年齢測定などの健康チェックを行い
ました。
　今年度は140名が参加してくださり、熱心に質問し
健康チェックの結果を真剣にみる姿から、地域の皆様
の健康への関心の高さが伺えました。
　アンケートの結果では、「健康フェアに参加して大い

に良かった、参加して良かった」が回答の95％を占め、
また、「日々の管理の大切さを考えさせられました」「病
院へ行こうと思います」と健康管理へのきっかけに
なったと思われる感想や、「またこのような健康フェア
をやってほしい」「回数を増やしてほしい」という多く
の要望があり、地域の皆
様に好評をいただくこと
ができました。
　看護の日のPRを兼ねた
市民参加のイベントとし
て今後も開催をしていき
たいと思います。

支部報告 災害研修報告札幌第2支部 書記　中島　佐知枝

　7月28日「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～」を
テーマに災害研修が開催されました。まず初めに三人
のシンポジストを迎え、それぞれの当時の経験をもと
にお話しをしていただきました。
　札幌医科大学附属病院の菅原ひろみ先生は、今後の
課題として、何を非常電源に繋ぐべきか考えることが
必要と話されました。次に手稲渓仁会病院　栄養管理
部長の田中智美先生からは、備蓄食品の内容に関して
嚥下状態も考慮する必要があると述べられました。札
幌手稲訪問看護ステーション所長　小原歩先生は、ケ
アマネージャーやヘルパーさんなど利用者さんに関わ
る人たちと役割を決めておき安全確認が重複しないよ

うにする必要を感じたと報告されました。
　三人のシンポジストのお話を伺ううちに、69名の参
加者それぞれにあの日の記憶がよみがえり、グループ
での話は尽きることはありませんでした。災害に備え
てマニュアルを見直すことも必要ですが、自分の部署
だけではなく、他職種、他の施設、そして地域へと繋が
りを広げていく必要を感じました。そしてその繋がり
の要こそ、看護に求められている役割ではないでしょ
うか。
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支部報告 札幌第3支部 看護師職能委員長　森田　敦志

　令和元年7月13日（土）ホテルエミシアにて「スタッ
フと管理者両者から見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～
をテーマに北海道日本ハムファイターズ元球団コーチ
（JPSA認定ベーシックプロスピーカー）の白井一幸先
生よりご講演をいただきました。
　三連休初日にも関わらず、211名の方々の参加をい
ただきましてありがとうございます。
　白井先生は絶妙な間で、会場参加者に対して質問や
選手役を振ってくださり、笑いの絶えない一体感のあ
る講演になりました。分野は違いましたが、組織の中の
自分の立ち位置や姿勢を見直す機会にもなり、今後に

活かせる内容も多かったのではないでしょうか。
　また、内容だけでなく参加者への対応も素晴らしく、
相手への配慮・話し方なども勉強になり実りの多い講
演でした。次回研修は11月9日（土）に意思決定支援に
ついての研修を準備中ですので、次回も沢山の方々の
参加をお待ちしております。

支部報告 札幌第4支部 第二副支部長　中川　千江子

　5月12日のナイチンゲール生誕日が「看護の日」に制
定されてから、各地で様々なイベントが行われていま
す。札幌第4支部も地域の方に看護職をアピールすべ
く、令和元年5月11日（土）にイオン札幌元町ショッピ
ングセンターにて健康相談のイベントを行いました。
当日はベテラン看護師たち（支部役員と各委員会の協
力委員）が血圧・酸素飽和度・体脂肪・握力を測定し、生
活習慣病の予防についてお話ししました。一時間半の
間にのべ373名の方に訪れていただき、地域の方とコ
ミュニケーションをとれて楽しいひと時でした。「ち
びっ子ナース」の記念撮影会には28名の子どもたちが
来てくれ、かわいい白衣姿に癒されました。イオン札幌

元町さんには「今年も看護師さんたち、血圧測ってくれ
ますか？」というお問い合わせ電話があったそうで、看
護の日のイベントが地域に浸透していることがわかり
嬉しい限りです。来年も地域の方の笑顔を見にイベン
トを開催したいと思います。

支部報告 南空知支部 支部長　白幡　まゆみ

　南空知支部は、「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」の一環
として健康祭りへの参加を行っています。今年度は7月
13・14日の2日間、岩見沢キタオン・北海道グリーンラ
ンドにおいて「JOIN ALIVE2019」が開催されました。
5施設22名が自主的に救護班として参加し、熱中症や
けが等に対して適切な対応が行われました。また、8月
13日から15日の3日間、三笠石炭かつぎレース・北海盆
踊りに8名が参加しました。「看護職確保定着推進に関
する事業」の看護の日行事は、各施設でふれあい看護体
験や看護相談が積極的に行われました。今後、支部とし
ての看護の心啓発活動も考えていきたいと思っていま

す。8月31日の看護管理者懇談会は、多職種連携をテー
マに研修会とG・Wが行われます。各委員会の研修や看
護研究発表、支部担当研修、医療安全会議・認定看護師
活動会議も9月以降予定されており、実りのある秋にし
たいと考えております。
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支部報告 北空知支部 教育委員長　白木　由香

　令和元年6月22日（土）に、北空知支部企画研修を実
施しました。講師に前川凡子先生（認知症看護認定看護
師）をお招きして、「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～」をテーマに2時間の研修を行い、46名の参加があ
りました。
　認知症患者の特徴について基本知識を教えて頂いた
後、家に帰りたい認知症患者との関わりを受講者が患
者・看護師・家族になりきりロールプレイングを行いま
した。講義で取得した知識を活用してそれぞれがコ
ミュニケーションの視点からのケアについて実践でき
「認知症高齢者について改めて学ぶ場になった」「他の

人の意見を聞くことが出来て良かった。自部署でも活
用してみる」と好評を頂きました。北空知管内は国や道
の平均値より高齢化が進んでいるため、地域全体で認
知症看護における質の向上を目指していきたいと思い
ます。今後も会員の期待に応えるべく、地域のニーズに
沿った研修を企画運営していきたい所存です。

支部報告 室蘭支部 広報出版委員長　遠藤　隆一

　室蘭支部では、5月11日（土）に、室蘭市商業施設モル
エ内で看護の日イベント「まちの保健室」を開催しまし
た。会場には、明治から昭和後期にかけてのナース服を
展示し、看護の歴史を紹介しました。今年度から取り入
れた血管年齢測定には、78名の参加があり、測定結果を
もとに生活習慣を見直す機会となり、日々の食生活や
健康についてのアドバイスを行いました。恒例の「ち
びっ子ナースの記念撮影会」も好評で、笑顔あふれるイ
ベントとなりました。
　7月6日（土）には「働き続けられる職場づくり」に関す
る事業として職員のメンタルヘルスをテーマとした研
修会が開催され、54名の参加がありました。日頃、スト

レスの多い看護職にとって、ストレスチェックで自分
の傾向と対処方法を知ることができ、今後活用してい
ける研修となりました。
　今後も、様々な研修会が予定となっていますが、会員
の皆様に満足いただけるよう取り組んでいきたいと思
います。

支部報告 苫小牧支部 支部長　樫田　真喜子

　6月1日に、札幌市立大学　看護学部教授助産学専攻
科長　荒木奈緒先生に講師をお願いし「看護研究の基
礎―研究計画書の作成方法―」をテーマに研修会を行
いました。6組の個別相談のほか、受講者からの多数の
質問にもわかりやすくご指導頂き、とても学び多い研
修となりました。
　7月6日の会員懇談会では、病院、訪問看護ステーショ
ン、老健施設などから、非会員も含め53名が参加しまし
た。北海道看護協会砂山圭子常務理事より「看護の動
向」をとてもわかりやすく講義をして頂き、その後「地
域包括ケアシステムの推進」というテーマでグループ
ディスカッションを行いました。それぞれ現状や連携

での課題など積極的に意見交換が行われました。看看
連携、他職種連携、医療と介護の連携などの必要性、課
題は見えているが、そのための方策の一歩が踏み出せ
ていないのが現状でした。支部としてその一歩を踏み
出す企画の検討も今後の課題と考えています。
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支部報告 日高支部 第二副支部長　髙塚　富士美

　日高支部は、7月20日（土）会員懇談会を行いました。
北海道看護協会佐藤ひとみ一般理事と、上田順子会長
を講師としてお招きしての開催となりました。午前中
の講義｢看護の動向｣では、上田会長が看護管理者だっ
た当時のエピソード等を取り入れて具体的にお話しい
ただき、2時間が短く感じられました。午後からは「多職
種との連携」をテーマにグループワークを行い、最後に
発表し全員で意見を共有し、上田会長と佐藤理事から
講評をいただくことができました。
　この懇談会には47名が参加し、4月に入職した新人
看護師の姿も多くみられました。また、日高管内にある
様々な施設に勤務する看護職が参加しており、参加者
からは、「受け入れ施設の考えがよくわかった。」「何を
求められているのかわかった。」等の感想がありまし

た。連携には顔の見える関係が重要であると実感しま
した。
　日高支部はこれからも、看護職はもちろんのこと医
療・介護関係者の方々も参加し、多職種が交流できる研
修会を企画していきます。

支部報告 上川南支部 働き続けられる職場づくり推進委員　阿部　美紀

　上川南支部は、7月20日「職場内におけるハラスメン
トの確認」をテーマに、株式会社モロオ 弥永利津子先生
をお招きし、働き続けられる職場づくり学習会を開催
しました。参加者は非会員を含め52名でした。
　学習会では、ハラスメントを取り巻く社会の動きを
ふまえ、職場で発生するハラスメントについて「どこか
らがハラスメントなのか」「パワハラになりやすい要
因」など、ハラスメントの知識の重要性について事例を
まじえ解りやすくお話していただきました。特に、ディ
スカッションの時間では、パワーハラスメントとなる
言葉や行動について参加者同士が共有し、考えるよい
機会となりました。働きやすい職場づくりのためには、
「相手の気持ちに配慮した行動」「良い関係をつくるに
は互いの努力が必要」であると話され、多くの参加者が
頷きながら聴講していました。学習会終了後も先生を
囲んで相談や質問をする参加者がおり、大変有意義な

学習会となりました。今回学んだことを実践し、働き続
けられる職場づくりに活かしていただきたいと思いま
す。

働き続けられる職場づくり学習会
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支部報告 留萌支部 支部長　茂木　二三子

　広いのに小さい留萌支部のご紹介です。当支部は広
い道内において、就業者数も会員数も一・二を争う（好
んで争っているわけではありませんが）小規模支部で
す。
　原稿に取り掛かっているこの時期は、短い夏を謳歌
中です。地物の「うに」や「さくらんぼ」など、季節の食べ
物がおいしく、一時的に観光客で日中人口が増加する
時期となっています。そして、このニュースが皆様に届
くころには、すっかり秋の風情でしょう。
　さて、7月スタートの留萌支部の活動ですが、幕開け
は7月6日の支部研修会「コミュニケーションスキル
アップ」。Secure Base“ここ”の中嶋由里絵さんを講師
にお迎えしました。講師の優しさが伝わる和やかな研

修会となりました。コミュニケーションは人間関係の
基礎であることは重々わかっていても、なんとなく擦
り切れていく日常です。自分の傾向を知り対人スキル
をアップさせたいものです。
　さあ、これから12月の支部大会までの短期決戦です。
がんばります！

支部報告 稚内支部 副支部長　渡邊　加奈枝

　令和元年7月20日（土）、市立稚内病院看護研修室2階
にて、北海道看護協会稚内支部会員懇談会を開催しま
した。まず、北海道看護協会竹内明子副会長より「看護
の動向」の講義を受けました。ご経験を交えてとても分
かりやすく講義をして頂き、参加した皆さんは職能団
体としての役割と課題を理解できたのではないかと思
います。昼食をはさみ、午後からは、「私達の地域で起き
ている事～これからの宗谷圏域の課題」というテーマ
で、市立稚内病院川村みゆき看護部長より講演を頂き、
宗谷や稚内市の現状、地域で起きていることやその課
題、病院から在宅へ退院した事例などを聞くことがで
きました。その講演をもとに「地域包括ケアシステムの

推進に向けた看護の連携」というテーマでグループ
ワークを行い、情報交換や情報共有をし、各地域や病
院、施設での課題が浮き彫りとなりました。グループ
ワークで得た意見を共有することで今後課題解決への
糸口になればと考えています。

留萌の夕陽をプレゼント！

支部報告 上川北支部 支部長  永谷　智恵

　上川北支部では5月12日に看護の日のイベントとし
て、血圧測定、健康補助食品の配布、ちびっこナース体
験を行いました。ちびっこナースの衣装は順番待ちが
できるほどの賑わいがあり（写真）、ちびっこ達には看
護師に興味を抱いてもらう機会になりました。また、血
圧測定の実施や健康補助食品の配布・説明から、健康に
関しての情報も提供でき、地域の皆様と触れ合い看護
活動にもご理解いただける日になりました。
　また、7月6日「医療・介護の連携と協働～在宅復帰に
向けた支援と課題」と題して会員懇談会（写真）を行い
ました。上川北部地域の多職種の方のご参集のもと、各

施設からの情報提供や課題が提言され、皆様との意見
交換を通じ顔が見える関係作り・ネットワークが広が
る有意義な懇談会になりました。
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支部報告 遠紋支部 教育委員長　井ノ口　尚美

　6月22日支部研修を行い看護実践発表と講演会を開
催しました。参加者67名、看護助手や介護福祉士、介護
支援専門員、看護学生などの参加もありました。
　看護実践発表では、遠軽地域訪問看護ステーション、
広域紋別病院、オホーツク振興局紋別地域保健室、遠軽
厚生病院の発表がありました。参加者からは「他施設の
取り組みが知れて良かった」「看護の場面で活用した
い」「他の施設の報告も聞きたい」との感想が聞かれま
した。
　講演は、定山渓病院老人看護専門看護師の菅原昌子
先生をお招きして『超高齢社会におけるサルコぺニア
とフレイル』をテーマに開催しました。講義では、判断
の仕方、栄養、運動、多職種での連携、症例を通したワー
クを行いました。参加者からは「高齢だから仕方ないと

思ってはいけない」「意外とフレイルの人が多いことが
分かった」「超高齢社会では病気の治療だけではなく在
宅生活の維持が重要だと思った」「はじめて聞いたが興
味深く聞けた」と感想がたくさん聞かれ有意義な時間
となりました。

支部報告 北網支部 広報委員長　　村上　毅

看護の日「ふれあい看護デイ」を開催
　北網支部では、5月11日(土)に東武イーストモール端
野店において、地域住民に看護活動についての関心と
理解を深めてもらうために「ふれあい看護デイ」を開催
しました。会場では血圧測定や健康相談、パンフレット
の配布を行いました。来場者は年配の方に多く参加し
ていただきましたが、親子で一緒に来場された方もい
ました。来場者は健康チェックを行い、真剣に話を聞い
ており、自身の健康状態や生活習慣病の予防に関心を
持っている人が多いと感じました。個別に健康相談で
きるテーブルの配置ともなっていて、買い物帰りに気
軽に健康相談ができ、生活習慣を見直す機会となる素 敵なイベントとなりました。

第36回看護研究会・働き続けられる職場づくり学習会
　7月21日（日）に開催した「第36回看護研究会・働き続
けられる職場づくり学習会」。会場となった北見赤十字
病院多目的ホールには、137名が集まり、「パワーハラ
スメント」をテーマにワーク・ライフ・バランスについ
ての学習会を行いました。
　看護研究会では、3群に分けて合計13題と例年より
も多くの演題発表がありました。発表者は緊張感を感
じさせない発表で、質問にもハキハキとスムーズに返
答されていました。質問者も多く、同じような看護経験
を持った方や今後の看護に生かしていくために質問を
されている方も多数みられました。多くの方の情報交

換の場ともなっており、今後の看護に繋げられる内容
となっていました。

49名の来場者で賑わった「ふれあい看護デイ」
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支部報告 根室支部 助産師職能委員長　三浦　有也美

　当委員会では2019年6月1日に職能集会を開催いた
しました。「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～」と題しまして、札幌マタニ
ティ・ウイメンズホスピタル　看護部長兼副医院長の
佐々木紀子様にご講演いただきました。当日は助産師
だけではなく、看護師、保健師、ソーシャルワーカーな
ど様々な職種の25名が参加しました。
　講演の中では、特別養子縁組の制度のお話の他に、実
際の事例を多数紹介していただきました。大変貴重な
お話で、参加者が多くの学びを得られた2時間となりま
した。
　同日に開催した助産師職能交流会では、支部管内の
助産師で産後のケアについて情報交換を行い、今後も

さらに連携して母子を支援していこうと話し合いまし
た。
　助産師数が多くはない地域ですが、今後も職能集会
を有益な学びを得る場とし、研鑽を積み地域の母子を
支援していけたらと思います。

支部報告 十勝支部 働き続けられる職場づくり推進委員長　平林　太一

　働き続けられる職場づくり委員会では、5月に看護の
日のイベントを行いました。各施設では健康相談等の
催しなど様々な企画が運営されました。また、高校生ふ
れあい看護体験では36施設の協力と207名の高校生の
参加があり、看護師を目指す生徒からは、体験を通して
看護師の仕事を学ぶことができ、自分も将来看護師と
なって患者様の支えとなりたい等の声が多く寄せられ
ました。なかなか体験できない貴重な経験の場を今後
も企画していけたらと思います。
　これからは、働き方改革の講演会なども企画してお

り、今後の働き方に対して職員全員が働き続けられる
環境というものを意識しながら、仕事に取り組めたら
と考えています。

支部報告 釧路支部 支部長　服部　紀美子

　5月11日「看護の日」記念イベントをイオン釧路店で
行い、90分という短い時間でしたが多くの方に会場に
寄って頂きました。7月13日に開催した管理者懇談会
には86名の参加がありました。上田順子北海道看護協
会長による「看護の動向」と、名塚優子元市立釧路総合
病院看護部長による「看護管理者に求められるものと
は～次世代へのバトンをつなぐために～」を講演して
頂きました。約30分のグループワークは、講義から考え
感じたことをテーマとし発表しています。各発表に頷
く方や､時に笑いあり、アンケート結果には充実した、
楽しかった、悩みを共有できた、新しい知識を得た等、
良かったという声が多くありました。悩みは共有する
ことで新たな力となることを実感しています。

　その他の事業も、医療安全ネットワーク会議を5月
25日、保健師職能集会を7月27日に開催しています。今
後開催する研修等にも多くの方の参加をお待ちしてい
ます。

管理者懇談会グループワーク 医療安全ネットワーク会議

十勝の風景　牧草ロール（ロール ベール）1つの大きさが直径約1.5m、重さは約350kg
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 2019いいお産の日 in 札幌 

　助産師は、出産・育児期にある女性と家族の支援を中心に、全てのライフステージにある女性の

健康を守ることを目的に様々な場所で活動しています。未来のお母さん、現在子育て中および子

育てを終えた女性とその家族、出産・育児を支える専門職を目指す人たちに助産師の役割を伝え、

身近な存在に感じてもらうことを目的に交流の場を企画しました。

　今回は、「女性の健康・育児相談」、「助産師への進学相談」の2つのコーナーと「妊婦・育児体験

コーナー」を設置します。普段の悩み、育児の不安、助産師になる道など気軽にお尋ねください。

日　時：2019年11月3日（日）11時～ 14時

場　所：アリオ札幌（札幌市東区北7条東9丁目）

参加費：無料　　＊事前参加申し込み不要（直接会場にお越しください。）

主　催：公益社団法人北海道看護協会　助産師職能委員会

　誤嚥とは、口から食道に入るべき唾液や食物
が気管に入ってしまうことをいいます。
　誤嚥を引き起こす原因として、加齢による嚥
下機能の低下、脳血管障害や神経疾患などの疾
患による影響、服用薬剤の影響などがあげられ
ます。
　加齢に伴って、噛むことを含め、食べること、
飲み込むことに必要な筋力は衰えてきます。全
身の筋力の低下は実感しやすいのですが、口腔
と摂食嚥下機能の衰えについては気づきにくく、
放置してしまうことがあります。誤嚥予防のた
めには、加齢による嚥下機能への影響を考え、
誤嚥予防行動に結びつけることが大切なのです。

【注意したい誤嚥の症状】
・食べるとむせる
・食べ物が飲み込みづらい、口の中に食べ物が残る
・食べ物が喉につかえる
・食事に時間がかかる
・食後に咳がでる、痰がでる　　など
　当てはまる症状があったら、早めに専門機関
を受診してください。

【広報出版委員会 記】

道民の健康情報
誤嚥とは？ 加齢による嚥下機能の変化について
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教育課からのお知らせ
1 2020年度 北海道看護研究学会のご案内　

Ⅰ 開催概要
学会テーマ　　「明日へつなぐ看護の力 －人生100年時代を生きる・支える看護職－」
開　催　日　　2020年4月26日（日）
会　　　場　　札幌市教育文化会館（札幌市中央区北1条西13丁目）

Ⅱ 参加申込について
1 参加資格
北海道看護研究学会は、北海道看護協会会員の他、非会員、学生（看護の免許を未取得の看護学生）も参加できます。
※会員とは「学会開催年度の北海道看護協会会員」を指します。

2 参加費

3 事前参加申込期間
2020年１月上旬開始予定

4 申込方法
・北海道看護協会ホームページと11月末送付の「学会参加申込について」でお知らせします。
※「学会参加申込について」は、北海道看護協会ニュース11月30日号に同封して送付します。
　各会員施設の看護管理者宛に「2020年度北海道看護研究学会の開催について」のご案内とともに送付いたします。

（１）事前参加申込
北海道看護協会ホームページまたは「学会参加申込について」の参加申込方法にそって事前参加申込をしてくだ
さい。
参加申込期日、送金方法、送金期日は厳守願います。

（２）当日参加申込
学会当日受付にお越しください。
※日本（北海道）看護協会会員証をお持ちの方は、当日受付時会員証を提示ください。
※北海道看護協会ホームページに「当日参加登録申込書」を掲載予定です。
　詳細は上記ホームページでお知らせします。
※学会当日の時点で、2020年度の入会手続きが完了していない場合は、非会員となることをご了承ください。

5 北海道看護研究学会抄録集
・抄録集は、参加証と引き替えに学会当日受付でお渡しいたします。

一般演題と交流セッション企画　募集中
申込締切：2019年10月21日（月）17：00必着

詳細は北海道看護協会ホームページ、または北海道看護協会ニュース128号（7月31日発送）　19～ 20ページ
「2020年度北海道看護研究学会のご案内」をご覧ください。

会 　 員
非 会 員
学 　 生

事 前 参 加 費
3,000円
4,500円
1,500円

当 日 参 加 費
4,000円
6,000円
1,500円

※学会参加申込時点の入会の有無によって、参加費の区分(会員・非会員)が決まります。
入会（または継続）手続きは、2020年3月末までにお済ませください。

注 意

区分 参加費
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6 参加にあたっての注意
・発表会場内での写真撮影・ビデオ撮影・録音はご遠慮ください（取材のため予め許可を受けたものは除く）。
・会場内では、携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに設定のうえ通話はご遠慮ください。
・資料（パンフレット、用具等）を会場内で配付することはできません。
・児童、幼児の学会会場への入場はご遠慮ください。

7 お問い合わせ先
教育課　学会担当
電　話：011-861-3273（教育課 直通）
E-mail：gakkai@hkna.or.jp　　
ホームページ：http://www.hkna.or.jp/gakkai/

2 北海道専任教員養成講習会公開講座の報告　
　令和元年7月26日（金）、27日（土）の2日間、2019年度北海道専任教員養成講習会の公開講座として、鳥取看護大学看護
学部基盤看護学領域　教授　古都昌子先生を講師としてお招きし、「授業設計と授業評価」のテーマで研修会を開催いたし
ました。北海道専任教員養成講習会受講生16名と道内の看護師養成所・看護大学で勤務されている21名の方々が参加さ
れました。
　『「私」らしく講義を展開するために』『学生の思考をゆさぶる授業展開を目指して』をサブテーマに、授業設計・授業展開
の考え方、工夫について、先生が実際に行っている講義もご紹介頂きながらお話頂きました。また、参加者が日頃抱えてい
る課題の克服に向けて、未来に向けてのアクションプランを立案するグループワークでは、参加者が日頃の悩みを共有し
ながら意見交換し、すぐに現場で活用できるアクションプランを考えることができました。
　講義の内容はもとより、先生の看護教育に対する熱意に触れ、学生を一人の看護職者として尊重し、一人一人の学生が
もっている力を信じ教育にあたりたいとの思いを強くした2日間でした。
　北海道看護協会教育課では参加者の様々なニードに応じた研修会を企画しホームページ上で紹介しています。多くの看
護職の皆様の参加をお待ちしております。

3 2020（令和２）年度 訪問看護師養成講習会（全日程）のお知らせ
訪問看護初心者またはこれから訪問看護を目指す看護職を対象とした講習会です。
病院等を定年退職した後、訪問看護師を考えている方もどうぞ。
また、講習会の一部の科目を公開講座とし、全日程の受講者以外の訪問看護に興味のある方の受講をお待ちしています。

「訪問看護師養成講習会（全日程）」、「公開講座」についての詳細は、2020年1月上旬までに北海道看護協会ホームページで
ご案内いたします。

2020(令和２)年度
訪問看護師養成講習会

応 募 期 間
開 催 時 期
定 　 員

2020年2月14日（金）～2月28日（金）
2020年4月上旬～5月下旬 開催
40名
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復職に向けて、演習を取り入れた実践的な講習会
日　　時 ： 11月13日（水） 10:00 ～ 12:00
場　　所 ： 北海道看護協会
受講対象 ： 今後復職を考えている未就業の看護職、未就業期間があり再就業後1年未満の看護職

＊平成30年度以前に開催した当該研修を受講した者は対象外とする。
定　　員 ： 40名
応　　募 ： ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX
応募締切 ： 10月30日（水）
受 講 料 ： 無　料
そ の 他 ： 駐車場(無料、事前申込) 

就業支援講習会

復職を目指している方を対象に看護の現場や復職への取り組みなどを学ぶ研修会
日　　時 ： 12月3日（火）・ 4日（水） 10：00～ 15：00
場　　所 ： 北海道看護協会
受講対象 ： ・未就業で看護職として復職を希望している札幌市に居住している者

・原則全日程受講可能な者
＊平成30年度以前に開催した当該研修を受講した者は対象外とする。
＊第1・2回受講者の方も受講可能です。

定　　員 ： 30名(定員を超える申込みがあった場合は抽選)
応　　募 ： ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX
応募締切 ： 11月12日（火）
受 講 料 ： 無　料
そ の 他 ： 駐車場（無料、事前申込）、託児保育（無料、事前申込、定員あり、申込多数の場合は抽選）

第3回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）

あなたの居住地域の希望する施設で（病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等）個別の実地体験研修ができます。
期　　間 ： 随時（受講者の希望日時と実習施設と調整します）
場　　所 ： 受講者の希望施設　※受入れ施設はナースセンターホームページに掲載
対　　象 ： ナースセンター登録者（未就業）で1年以内に再就職する意向があり研修を希望する者
内　　容 ： 希望項目に沿った実習型研修（希望に沿えないこともあります）
応　　募 ： ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX
受 講 料 ： 無料　※看護職賠償責任保険加入（任意・受講者負担　1,550円）

※詳細は、9月下旬にナースセンターホームページでお知らせいたします。必ずご覧ください。

～皆様のご参加をお待ちしております～

再就業のための体験研修

ナースセンターだより第67号

2019年度
ナースバンク事業の
お知らせ（第3弾）

内容の詳細は、ナースセンターホームページで
ご確認ください。

http://www.hokkaido-nurse.com/kenshu/

11月16日（土）に開催いたします!!
（1）2019年度地域に必要な看護職確保推進事業
　 「看護職のためのセカンドキャリア講演会
　　-定年後も自分のキャリアを活かすために-」
時　間 ： 9：30～ 12：00
場　所 ： 北海道看護協会
対　象 ： 札幌市在住の50歳以上の看護職
講　師 ： 公益財団法人日本生産性本部
　　　　人材開発コンサルタント　栗林　裕也

（2）2019年度プラチナナース採用に関する交流会
　  （求人施設向け）
時　間 ： 13:25 ～ 16:00
場　所 ： 北海道看護協会
対　象 ： 道内の求人施設の看護管理者、事務長、事務・

労務担当者
講　師 ： 公益財団法人日本生産性本部
　　　　人材開発コンサルタント　栗林　裕也
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看護管理者
の

皆様へ

本人
2,118

代理
1,965

施設からの代行
3,417

合計
7,500

1 届出種類

20～29歳
2,154

30～39歳
1,894

40～49歳
1,750

50～59歳
1,010

60歳以上
493

無回答
199

合計
7,500

２ 年齢

道南
250

道央
5,253

道北
637

十勝
396

釧路・根室
381

オホーツク
397

無回答
186

合計
7,500

３ 居住地

保健師
23

助産師
21

看護師
1,565

准看護師
187

合計
1,796

４ 再就業状況

（人）

（人）

（人）

（人）

届出制度実績　（2015年10月1日～2019年8月31日）

地域応援ナース
2019年度応援ナース実績（2019年4月1日～ 8月31日）
・応援：8名（9件）　・調整中：1名

・退職する看護職員に看護師等の届出サイト「とどけるん」の登録をお勧めください。
・退職する看護職員に「地域応援ナース」について、周知をお願いいたします。

未就業の看護職の方は、ぜひ登録をお願いします。

支所

ナースセンターは、看護職と求人施設をサポートします。
ナースセンターは北海道から委託を受けて開設している看護職員のための無料職業紹介所です。
厚生労働省の許可を得ています。看護協会の会員・非会員を問わずご利用いただけます。

場所
公益社団法人 北海道看護協会
ナースセンター

 札幌市白石区本通17丁目北3番24号
   

北海道は広域のため5ヶ所に支所があります。
お近くの支所にご相談ください。
相談日…月火木金　9：30 ～12：00、13：00 ～16：00

相談
時間

相談日 月曜日～金曜日（土・日・祝日休み）

9：00～ 17：00

● 渡島支所　渡島保健所内
 

● 上川支所　上川保健所内
 

● 帯広支所　帯広保健所内
 

● 釧路支所　釧路保健所内
 

● 北見支所　北見保健所内
 

滝上町国民健康保険病院と浜頓別町国民健康保険病院に
7月から初めて応援ナースが就業しました！！

期　　間 ： 7月9日（火）・10日（水）
場　　所 ： 北海道看護協会、カレスサッポロシミュレーションセンター
受講対象 ： 未就業で看護職として復職を希望している札幌市に居住している者

第1回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）報告

●現代の現場の話を大変分かりやすく教えていただき、感謝いたします。自信はないですが復帰を頑張ります。ありがとうござい
ました。           
●久しぶりに看護職の方々と交流でき楽しく良い刺激となりました。
●不安が大きかったのですが、自信が少しつきました。たくさん励ましてくださりありがとうございました。
●看護師として復職したい意欲が高まりました。どうもありがとうございました。

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
18

再就業の準備
19

内容に興味があった
820

1年未満
17%

10～ 15年
25%

15年以上
25%

無回答
8%

1～ 3年
21%

1 受講背景：受講者数25名

未就業期間

安全な看護技術＜採血、点滴法＞（演習） 看護におけるフィジカルアセスメントの基本

2 アンケート結果（回収数　24）
①受講動機（複数回答）

3 研修会の感想等（一部抜粋）

役立つ 少し役立つ
4

役立たない
020

②今後の就業活動に役立つか （人）（人）

6 ～ 9年
4%
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Ⅰ 情報収集
1 目　　的　道内の医療・福祉施設における「正規雇用看護職員の定年制・継続雇用」および「プラチナナースに対する求人状況」を把握し、施設

に対してプラチナナース活用の情報提供や求職者へのマッチングの強化に活用する。
*「プラチナナース」とは、定年退職前後の看護職のことを指し、本情報収集では年齢を60歳以上とする。
引用：厚生労働省「看護職のキャリアと働き方支援サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/nurse/event/pg-platinum.html

2 期　　間　2019年2月10日～ 26日
3 対　　象　北海道内の病院554、有床診療所382、無床診療所2,336、介護老人保健施設190、福祉施設（特別養護老人ホーム等）339、訪問看護

ステーション379の計4,180件に送付。
※施設の重複、防衛省、保健所・保健センター、大学保健センター関係等は除く

4 方　　法　郵送配布・FAX回収による自記式質問紙調査
5 回収状況　回収数876件（回収率21.1％）　　有効回答数876件（有効回答率100％）

Ⅱ 回答施設属性
1 施設種類別

Ⅲ 結果
※以下の内容は、一部抜粋しております。詳細はホームページ（北海道看護協会、ナースセンター）の「お知らせ」に掲載中
1 正規雇用看護職員の定年制・継続雇用について  　　　　　　　　　                              ※件数は、施設回答数
【定年制の定め、定年制の種類】　　※定年制の種類は複数回答

看護部長・副看護部長・所長相当では、定年制を定めている施設は全体の79.0％で、そのうち一律定年制は92.3％、選択定年制は5.2％であった。
看護部長・副看護部長・所長相当以外では、定年制を定めている施設は全体の68.4％で、そのうち一律定年制は94.0％、選択定年制は3.5％で
あった。

【定年到達者の勤務延長または再雇用制度】   ※制度は複数回答　
※勤務延長制度：定年年齢に達した職員を退職させることなく、引き続き雇用する制度
※再雇用制度：定年年齢に達した職員をいったん退職させ、雇用形態を変えて再び雇用する制度

看護部長・副看護部長・所長相当では、勤務延長制度のある施設は37.3％で、再雇用制度のある施設は72.1％であった。
看護部長・副看護部長・所長相当以外では、勤務延長制度のある施設は32.6％で、再雇用制度のある施設は74.6％であった。

「正規雇用看護職員の定年制・継続雇用」および「プラチナナース(60歳以上)に対する
求人状況」に関する情報収集集計概要報告

病院（500床以上）
病院（200～499床）
病院（20～199床）
診療所（有床）
診療所（無床）
介護老人保健施設
福祉施設（特養等）
訪問看護ステーション
計

　
病院（500床以上）
病院（200～499床）
病院（20～199床）
診療所（有床）
診療所（無床）
介護老人保健施設
福祉施設（特養等）
訪問看護ステーション
合計

対象数
19 
129 
406 
382 
2,336 
190 
339 
379 
4,180

回答数
16
83
194
76
272
68
69
98
876

回答率（％）
84.2
64.3
47.8
19.9
11.6
35.8
20.4
25.9

回答数

16
83
194
76
272
68
69
98
876

病院（500床以上）
病院（200～499床）
病院（29～199床）
診療所（有床）
診療所（無床）
介護老人保健施設
福祉施設（特養等）
訪問看護ステーション
計

回答数

16
76
186
62
162
61
54
75
692

はい

16
76
186
62
162
61
54
75
692

割合（％）

100.0
91.6
95.9
81.6
59.6
89.7
78.3
76.5
79.0

　看護部長・副看護部長・所長相当
定年制の種類

一律定年制 選択定年制
あり
16 
69 
174 
52 
150 
57 
49 
72 
639

割合（％）
100.0
90.8
93.5
83.9
92.6
93.4
90.7
96.0
92.3

あり
0 
2 
9 
7 
7 
3 
4 
4 
36 

割合（％）
0.0
2.6
4.8
11.3
4.3
4.9
7.4
5.3
5.2

看護部長・副看護部長・所長相当
勤務延長制度 再雇用制度
あり
2
23
59
29
57
20
25
43
258

割合（％）
12.5
30.3
31.7
46.8
35.2
32.8
46.3
57.3
37.3

あり
16
64
141
41
99
47
41
50
499

割合（％）
100.0
84.2
75.8
66.1
61.1
77.0
75.9
66.7
72.1

回答数

15
63
143
58
160
51
53
56
599

看護部長・副看護部長・所長相当以外
勤務延長制度 再雇用制度
あり
2
16
38
24
53
18
18
26
195

割合（％）
13.3
25.4
26.6
41.4
33.1
35.3
34.0
46.4
32.6

あり
15
58
120
38
95
42
42
37
447

割合（％）
100.0
92.1
83.9
65.5
59.4
82.4
79.2
66.1
74.6

はい

15
63
143
58
160
51
53
56
599

割合（％）

93.8
75.9
73.7
76.3
58.8
75.0
76.8
57.1
68.4

看護部長・副看護部長・所長相当以外
　　　　　定年制の種類
一律定年制 選択定年制
あり
15 
61 
136 
54 
149 
46 
51 
51 
563

割合（％）
100.0
96.8
95.1
93.1
93.1
90.2
96.2
91.1
94.0

あり
0 
1 
7 
3 
6 
3 
1 
0 
21 

割合（％）
0.0
1.6
4.9
5.2
3.8
5.9
1.9
0.0
3.5
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2 プラチナナース（60歳以上）に対する求人状況  　※雇用形態は複数回答　
【現在、求人募集はありますか、雇用形態】

現在、プラチナナースに対する求人募集がある施設は27.5％、施設種別でみると、介護老人保健施設が48.5％で最も高く、次いで訪問看護ス
テーションが37.8％であり、最も低いのは診療所（無床）12.9％であった。雇用形態としては、現在募集している施設241件のうち、常勤・正規雇
用は146件60.6％、常勤・正規雇用以外は202件83.8％であった。
【今後、求人募集予定はありますか】

今後、求人募集予定がある施設は33.1％であり、介護老人保健施設が57.3％で最も高く、次いで福祉施設（特養等）が53.6％であり、最も低いの
は診療所（無床）18.0％であった。

求人施設の皆さまへ　e ナースセンターの求人票に、定年制・継続雇用に関する内容及び、プラチナナースを採用している施設は、適宜「60才
以上歓迎」など具体的な内容を追加・修正ください。

求職者の皆さまへ　　お仕事探しは、ナースセンターにご相談ください。離職した方・される方は「とどけるん」（努力義務）からご登録くださ
い。

病院（500床以上）
病院（200～499床）
病院（20～199床）
診療所（有床）
診療所（無床）
介護老人保健施設
福祉施設（特養等）
訪問看護ステーション
合計

回答数

16
83
194
76
272
68
69
98
876

はい

5
25
67
13
35
33
26
37
241

割合（％）

31.2
30.1
34.5
17.1
12.9
48.5
37.7
37.8
27.5

病院（500床以上）
病院（200～499床）
病院（20～199床）
診療所（有床）
診療所（無床）
介護老人保健施設
福祉施設（特養等）
訪問看護ステーション
合計

回答数

16
83
194
76
272
68
69
98
876

はい

6
31
64
15
49
39
37
49
290

割合（％）

37.5
37.4
33.0
19.7
18.0
57.3
53.6
50.0
33.1

いいえ

9
43
120
58
209
21
30
44
534

割合（％）

56.3
51.8
61.9
76.3
76.8
30.9
43.5
44.9
61.0

無回答・
両方回答
1
9
10
3
14
8
2
5
52

割合（％）

6.2
10.8
5.1
4.0
5.2
11.8
2.9
5.1
5.9

いいえ

11
57
126
63
235
35
43
60
630

割合（％）

68.8
68.7
65.0
82.9
86.4
51.5
62.3
61.2
71.9

無回答

0
1
1
0
2
0
0
1
5

割合（％）

0.0
1.2
0.5
0.0
0.7
0.0
0.0
1.0
0.6

雇用形態

常勤・正規
雇用
2
15
34
10
17
22
18
28
146

常勤・正規
雇用以外

5
23
55
12
31
27
19
30
202

※詳細については、北海道看護協会ホームページに掲載いたします。
今後の事業については、随時案内いたします。

懇談会等名

2019年度

高齢者ケア施設の看護管理者懇談会

看護師基礎教育を考える会

2019年度

看護師の特定行為研修に係る意見交換会

日程

10月19日（土）

13：25～ 16：30

11月21日(木)

 13：30～ 16：00

12月7日（土）

10：25～ 16：30

場所

JA北海道厚生連

帯広厚生病院

3階実習生室

共済ビル 6階

共済ホール

北海道看護協会

対象者

高齢者ケア施設の看護管理者

看護師基礎教育に携わる方、医療・看護の

場で働く方、看護行政に携わる方、看護師

基礎教育にご関心のあるすべての方

あらゆる場で活動している道内の看護職

2019年度交流会等日程について

事業課からのお知らせ
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と　き　2019年8月3日（土）

ところ　国際ホール

主 催　北海道「看護の日」及び

　　　 「看護週間」実行委員会

2019年
ふれあい看護体験発表会

1 ふれあい看護体験発表

開会挨拶：「看護の日」及び「看護週間」
実行委員会　上田委員長

　今年度のふれあい看護体験発表会は、ふれあい看護体験に参加
した高校生からの体験発表と、先輩看護職から看護職を目指すあ
なたへのメッセージと看護教員より看護職の活躍の場について
のお話しがありました。参加人数は100名で、内訳は中学生23名・
高校生39名・一般・保護者・学校教員38名でした。

高橋さん　　　　　　　　　　　  　佐藤さん　　　　　　　 　　  平位さん

高校教諭よりエール

発表後、体験施設の担当者のメッセージや会場にいらした家族
や先生からの感想もあり、会場は温かい空気に包まれました。

　看護週間に、一日看護体験をし
た札幌、苫小牧と室蘭の高校生3
名が発表を行いました。

平位　朱花さん
体験施設：北海道大野記念病院
　確かな知識や技術を習得し、患者や家族だけでなく医療
従事者からも信頼される看護師になるのが私の夢です。看
護体験を通じて患者さんに合わせた行動をとり不安や変
化を敏感に気づけるようになることと患者さん自身を理
解すること。病院では様々な人と関わりますので何より大
切なことはコミュニケーション能力です。この経験を通じ
て目標を高く掲げ、常に進歩し続けるナイチンゲールのよ
うに苦悩する者のために戦い、支えになる看護師になりた
いと思いました。

佐藤　かりんさん
体験施設：苫小牧日翔病院
　看護職を希望するきっかけは、子どもの頃の入院経験で
の看護師さんの温かい印象とテレビで見る的確な判断で
看護ケアを行っている看護師が目に焼き付き看護職を志
望したいと思いました。
　体験を通じて、自分の体調管理と看護師になっても勉強
しつづけること、どんな場面においても根拠と経験に基づ
いて臨機応変に対応することを学びました。私は幅広い知
識や技術を身につけ、頼りがいのある看護師になりたいと
思いました。

高橋　泉さん
体験施設：市立室蘭総合病院
　看護師に興味を持ったのは、夏祭りで倒れた女性をその
場にいた看護師が、冷静に対処した姿を見たことです。ま
た、高校1年の時に職業講和で看護師とのディスカッショ
ンで素敵な職業と思い、志すことに決めました。体験では、
手浴を行い、患者さんが笑顔になっていくことを見て嬉し
い気持ちになりました。
　今回の体験を通して、思いやりをもって患者さんとコ
ミュニケーションが取れ患者さんを笑顔にできる看護師
になりたいと思いました。

司会：「看護の日」及び「看護週間」
実行委員会　佐々木委員
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　　保健師　北海道釧路保健所　小泉　雅幹
　保健・予防を仕事にする看護職を知り保健師を
目指したのが動機です。行政保健師の醍醐味は、地
域住民と一緒に健康的な地域を作っていくことと
感じています。住民が望む地域づくりをどのよう
に支援できるかを考える機会となったやりがいの
ある仕事です。保健師の専門は予防ですが、これが
代表的な仕事と説明しにくいが夢の実現に向かっ
て頑張ってほしいと思います。

　　助産師　帯広厚生病院　　菅野　歩未
　命の誕生の貴重な瞬間に、携わることができる
ことに関心を持ち、助産師を目指すことになりま
した。助産師は、妊娠期間から分娩後の育児や母乳
相談、メンタルケアなど長期にわたって様々な角
度からお母さんと赤ちゃんをサポートする必要が
あります。私は赤ちゃんとお母さんそして新しい
命の誕生を楽しみにしているたくさんの方のため
に助産師として成長していけたらと思います。

　保健師・助産師・看護師の先輩が、看護職を目指した動機や職業としてのやりがいについて話してくれ
ました。

2 看護職を目指すあなたへ～先輩からのメッセージ

　看護職の仕事は、生きることを医療と生活の両
方から支えることで奥深くやりがいにあふれてい
ます。看護職の活躍の場として病院・診療所が知ら
れていますが、訪問看護やフライトナース、企業の
健康管理室、介護保険施設等について具体的に説
明がありました。最後に看護職の活躍する場はた
くさんあります。「自分らしく活躍できる看護を将
来の仕事にしてみませんか。」とエールを送りまし
た。

3 看護職の活躍の場について

「看護の日」及び「看護週間」
実行委員会　齋藤委員

千葉さん　　　　　　　 菅野さん　　　　　  小泉さん

会場から「受験までに努力したこと」、「仕事を辞
めたいと思ったことはあるか」等の具体的な質
問があり、会場が一体となり活気ある時間とな
りました。

　　看護師　斗南病院　千葉　由佳里
　高校生の時、入院中祖父は自分で体を動かすこ
とができず、外泊の際入浴させることが出来な
かった経験で看護師を目指そうと思いました。私
が新米看護師の時、苦しんでいる患者さんになに
をしてあげたらよいか戸惑い体をさすってあげ
ることしかできなかったが、患者さんからあなた
の声を聞いたら元気になったと言葉をかけてい
ただいた。このことが、これからも看護師として
頑張っていこうと思った瞬間でした。
　一人でも頑張って看護師を目指してくれたら
うれしいと思います。
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2019年度の会員の方には、9月18日時点の会員データに基づ
き、登録されている施設へ一括して送付もしくは自宅へ11月よ
り随時『2020年度会費のお知らせ』をお送りいたします。

※9月18日以降での入会の方につきましては、12月以降に順次
お送りいたします。

『2020年度会費のお知らせ』（群青色）がお手元に届かない場合
は、下記の問合せ先までご連絡ください。
入会申込書／会員情報変更届については10月以降に希望数を
伺いますのでご協力お願いいたします。（11月以降、北海道看護
協会より順次郵送いたします）

【変更記入例】
・結婚し、苗字・自宅が変わった。
・勤務先が変わった。
・会費の納入方法が変わった。
・道外から北海道へ転居してきた。

※すでに施設にいない会員の
分がとどきましたら、北海道看
護協会へ返送をお願いいたし
ます。

「入会申込書／会員情報変更届」
（緑色）の必要事項をもれなく記入します。

【再入会者とは？】
・過去に看護協会に入会していた。
 （他県での入会者含む）
・退会手続きをしたが、再度加入手続きをし
たい。

→不明な点は北海道看護協会
まで連絡下さい。

口座振替
　申込書投函後、翌月27日引落
※申込書が毎月15日までに受付完了し、口座振込依頼
書に不備が無い方対象です。
資金不足・依頼内容不備等で引落しができなかった
場合は、ご自宅に届くコンビニ収納振込票でお振
込みください。

〒003-0027
札幌市白石区本通17丁目北3番24号
公益社団法人北海道看護協会総務部総務課総務係 会員担当
TEL:011-863-6731　FAX:011-863-3204
～ホームページお問合せフォーム～
http://www.hkna.or.jp/contact/

銀行振込・コンビニ収納
　速やかにご納入ください。
※継続の方は、会費のお知らせで選択された振込用紙が
同封されています。
※新規・再入会の方は入会申込書投函後、2か月程度で自
宅へ送付いたします。

勤務先で取りまとめて納入

　2020年1月末日を目安に
施設毎の専用口座へお振込みください。

記入後、封筒に入れ、切手を貼ってポストへ
投函します。

変更届の送付先（事務委託会社）
〒206-8790
日本郵便株式会社多摩郵便局私書箱21号
公益社団法人日本看護協会・都道府県看護
協会　会員登録事務局宛

会費を納入ください。

※入会申込書を郵送いただいてから登録ま
でに1～２カ月程かかります。
納入可能になるまでお待ちください。
会員証は4月以降順次発送します。

【会費の納入方法】
1.口座振替
2.銀行振込
3.コンビニ収納
4.勤務先でとりまとめて納入→施設専用口座に振込願います

・引落口座に不備がある
・印字されている会員情報に変更が
ある
・納入方法に変更がある

・引落口座に不備はない
・印字されている会員情報に変更は
ない
・納入方法に変更はない

入会申込書／会員情報変更届を切
り離し、訂正箇所を記入し提出
　施設：とりまとめの方へ
　個人：郵送

変更届の送付先（事務委託会社）
〒206-8790
日本郵便株式会社多摩郵便局私書箱21号
公益社団法人日本看護協会・都道府県看護協会
会員登録事務局宛

入会申込書／会員情報変更届
提出不要

自動継続 となります。

2020   年度
  看護協会の会員継続・  入会の手続きについて

継続会員の方 新規・再入会の方 会費のお知らせ

2020年度会費のお知らせ

確認項目 変更あり 確認項目 変更なし

STEP①　記入

STEP②　送付

STEP③　納入
会員情報変更届 提出 会員情報変更届 提出不要

〈　問　合　せ　先　〉
登録情報に変更がある方（勤務先変更・自宅住所変更・改姓）や会員証再
発行などは『キャリナース』が便利！！

会員専用ページ　　　 　をご活用ください

https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101
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７月　２日
３日
４日

５日

６日

８日

１０日
１１日
１２日

１３日
１７日

１８日

１９日

２０日

２２日
２３日

２４日
２５日～２６日

札幌市町田副市長との懇談　上田会長ほか常勤理事
第7回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
認定看護管理者教育課程セカンドレベル（第1回）開講式
上田会長、砂山常務理事
北海道医師会・北海道看護協会懇談会（市内）　上田会長ほか
副会長・常勤理事
2019年度看護職の求人・求職合同面接会（旭川市）　佐々木常務理事
新卒訪問看護師の人材育成等に係る打合せ（市内）　砂山常務理事
会員懇談会（苫小牧支部）（苫小牧市）　砂山常務理事
会員懇談会（上川北支部）（名寄市）　佐々木常務理事
会員懇談会（根室支部）（中標津町）　荒木専務理事
北海道病院学会（市内）　上田会長
北海道福祉人材センター第1回運営委員会（市内）　佐々木常務理事
看護補助者活用研修担当者厚生科学研究インタビュー　砂山常務理事
北海道総合保健医療協議会第1回運営委員会（市内）　上田会長
第1回ナースセンター将来構想に関する検討委員会（東京都）　上田会長
第4回常務理事会　上田会長ほか理事・監事14名
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会 第1回正副会
長・幹事合同会議（市内）　砂山常務理事
札幌市危機管理対策室との打合せ（市内）　荒木専務理事
看護管理者懇談会（釧路支部）（釧路市）　上田会長
看護政策打合せ　上田会長、荒木専務理事、砂山常務理事
認知症サポート医・認定看護師懇談会打合せ（市内）
荒木専務理事、砂山常務理事
第50回日本看護学会 ―急性期看護― 学術集会（座長）（岩手県）
上田会長
高齢者医薬品適正使用推進委員会（市内）　荒木専務理事
支部職能委員長会議　上田会長
北海道保健福祉部次長御挨拶
保健師職能集会　砂山常務理事
会員懇談会（日高支部）（新ひだか町）　上田会長
会員懇談会（稚内支部）（稚内市）　竹内副会長
北海道の医療機関における電波利用推進協議会（市内）　事務局
北海道総合保健医療協議会総会・地域医療専門委員会（市内）　上田会長
令和元年度札幌市医療安全推進協議会　第１回基幹会議（市内）
荒木専務理事
第8回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
日本看護協会第3回理事会（東京都）　上田会長
檜山塾（江差町）　砂山常務理事

２６日

２７日
２９日
３０日

３１日

８月　１日

３日

５日
６日
７日

８日

９日

１７日

１９日

２１日
２２日

２３日

２７日
２８日
２９日
３０日
３１日

ベストナース取材　荒木専務理事
令和元年度 北海道医療・福祉関係職能団体等意見交換会（市内） 
荒木専務理事、佐々木常務理事
准看護師懇談会（旭川市）　荒木専務理事
求人施設訪問（木古内町）　佐々木常務理事
日本看護協会第1回認定看護管理者制度委員会（東京都）　上田会長
求人施設訪問（森町・函館市）　佐々木常務理事
都道府県看護協会教育担当者会議（東京都）　砂山常務理事
助産師出向支援事業に関する説明（市内）　佐々木常務理事
第69回日本病院学会（特別講演 座長）（市内）　上田会長
札幌市営企業調査審議会令和元年度第1回病院部会（市内）　荒木専務理事
ふれあい看護体験発表会（市内）　上田会長、竹内副会長、佐々木常務理事
看護管理者懇談会（上川南支部）（旭川市）　荒木専務理事
求人施設訪問（芽室町・帯広市）　佐々木常務理事
北海道認知症認定看護師会との打合せ　荒木専務理事、砂山常務理事
第9回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
第1回北海道訪問看護人材育成推進協議会（市内）　砂山常務理事
札幌市介護保険事業計画推進委員会第１回市民調査部会（市内）
荒木専務理事
第3回理事会　上田会長ほか理事・監事23名
第1回支部長会議　上田会長ほか理事・監事24名
看護管理者懇談会（札幌第3支部）（市内）　上田会長、亀畑副会長
看護管理者懇談会（十勝支部）（帯広市）　竹内副会長
認定看護管理者教育課程セカンドレベル（第１回）閉講式
上田会長、砂山常務理事
求人施設訪問（北見市）　佐々木常務理事
第4回北海道ギャンブル等依存症対策推進会議（市内）　佐々木常務理事
第5回常務理事会　上田会長ほか理事・監事12名
役員研修会　上田会長ほか理事・監事
第1回北海道医療審議会地域医療部会（市内）　上田会長
第56回献血運動推進全国大会実行委員会設立準備会（市内）　事務局
第10回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事
日本看護協会第１回推薦委員会（東京都）　荒木専務理事
2019年度 看護職の求人・求職合同面接会（帯広市）　佐々木常務理事
会館見学（旭川市医師会看護専門学校）　上田会長、荒木専務理事
2019年度 医療安全セミナー（旭川市）　荒木専務理事
看護管理者懇談会（南空知支部）（岩見沢市）　上田会長
看護管理者懇談会（北網支部）（網走市）　砂山常務理事

協会の動き（7/1～8/31）（7/1～8/31）

  ●2019年度第3回理事会
１　日　時　2019年8月9日（金）9時30分から12時00分
２　会　場　北海道看護協会　2階会議室
３　理事数　23名
４　出席者　理事21名、監事2名
５　議　事

❶協議事項
（１）2020年度北海道看護研究学会企画（案）について協議、承認
（２）2020年度北海道看護協会通常総会の開催（案）について協

議、承認
（３）北海道看護協会ハラスメント防止規程の改正（案）について

協議、承認
（４）新卒訪問看護師の育成に関する懇談会の開催（案）について

協議、承認

❷報告事項
（１）2019年度北海道看護協会通常総会開催報告
（２）2019年度事業報告（4月～ 6月）
（３）看護師等学校養成所等での看護協会概要説明の実施
（４）2019年度北海道看護協会支部職能委員長会議報告

（５）日本看護協会理事会報告
（６）日本看護協会通常総会報告
（７）全国職能交流集会報告
（８）2019年度看護師の特定行為研修を行う指定研修機関等意見

交換会の開催について
（９）2019年度看護師の特定行為研修に係る意見交換会の開催に

ついて
（10）看護師基礎教育を考える会の開催について

理事会報告
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