
「小樽運河の夜はいい雰囲気です。この夜は異国にいる気分になりました。」
北海道済生会小樽病院　地域看護課　田中聖美

北海道看護協会員数（2019年12月末日現在）

2019年度目標会員数43,100名（達成率101.0％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
43,512名 1,192名 1,260名 38,497名 2,563名
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Ｎursing nowはナイチンゲール生誕200年の
2020年に向け、看護職が持つ可能性を最大限
に発揮し、人々の健康向上に貢献するために
行動する世界的キャンペーンです。



　新春のお慶びを申し上げます。会員の皆さまにおかれましては、
健やかな新年をお迎えのことと存じます。
　さて、昨年6月には、日本看護協会通常総会が初めて函館で開催
され、未来の看護を議論するとともに、北海道を知って頂く貴重な
機会となりました。
　また、11月に策定された第8次北海道看護職員需給推計は、地域
医療構想の実現と看護職員の領域別・地域別偏在の是正等の観点
から推計され、2025年には約1,400人の不足が見込まれています
ので、本協会といたしましては、その後の生産年齢人口の減少を見
据え、看護職を志望する多様な人材の確保と訪問看護師の増員、地
方の就業促進等、医療や介護・在宅分野の看護の充実に向けて確保対策にまい進する所存です。
　一方、これまで本協会では、人々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアの実現をめ
ざして、あらゆる場で活躍する看護職の役割発揮の基盤づくりに支部と協力し取り組んできました。
2019年の主な取り組みを振り返りますと、4年目となる高齢者及び認知症支援のための看護職連携等推
進事業は道南南支部、札幌第2支部で実施しました。看護職間の連携や住民との交流を独自に企画する支
部も増えてきており、今後は支部の主体的な活動として定着することを期待しています。
　2年目となる訪問看護ステーション出向支援事業は、札幌、上川中部、南渡島、十勝、西胆振の5地域で実
施し、11名の病院看護師が訪問看護に従事しました。退院後に安心して在宅療養する患者さんの様子や
施設の看取りを支える訪問看護師の姿に出会い、病院看護師が訪問看護師の判断や行動を語り伝え、可
視化することで在宅ケアへの理解が深まり、双方の質向上に繋がっています。加えて、訪問看護を経験し
た病院看護師によって、日常の看護が見直され、地域を主体とした病院看護のあり方が検討されていま
す。今後は訪問看護師の育成、増員等の総合的な訪問看護支援体制について検討したいと考えています。
　ナースセンターでは、新たにプラチナナース（60歳以上の看護職）の就業促進に取り組んだほか、施設
訪問や届け出制度と地域応援ナース、助産師出向支援事業を連動させたマッチングの工夫、離島就業支
援事業等に着手しました。今後は、介護・在宅領域の施設訪問や多様な働き方、地方の就業促進に力を入
れて参ります。
　看護の質向上・役割拡大に関する取り組みでは、新卒訪問看護師の育成、特定行為指定研修機関の増設
や研修修了者の活用促進、看護師基礎教育に関して、教育や臨床、行政等の様々な立場の方々と意見交換
することができました。看護基礎教育検討会報告書も参考に引き続き准看護師の進学支援と併せて検討
して参ります。
　今年はナイチンゲール生誕200年であり、「看護の日」制定30周年になります。
　「道民の健康な生活の実現」に貢献するために、43,500名余の会員の皆さまとともに英知を結集し、変
革に向けて取り組んで参ります。
　結びに、今年も皆さまが健康で希望に満ちた一年となりますよう祈念し、年頭のご挨拶といたします。
看護の力で健康な社会を！ Nursing　now！

会長 上田　順子

2020年 新年のごあいさつ
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選挙管理委員長　京野　由美

　北海道看護協会が定める、公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員選任規程並びに公益社団法人
北海道看護協会選挙及び選挙管理委員会規程に基づき、次のとおり告示する。

・日本看護協会代議員総数750名のうち、北海道看護協会の代議員数は43名、予備代議員数は43名である。
・支部枠は40名とし、日本看護協会算出根拠に基づき支部の会員数に応じて割り当てる。
・支部枠は各支部から最低1名以上を選出する。根拠に基づく算出により0名の場合でも、支部間の調整によ
り、1名を確保する。
・代議員数と同数の予備代議員を選出する。なお、2名以上の予備代議員を選出する時は、当該予備代議員相互
間の優先順位を決定する。

Ⅰ　令和３年度日本看護協会通常総会代議員及び予備代議員数

・会員であること
・日本看護協会の理念・目的を理解し、１年間代議員としての任務を果たせること。
・日本看護協会通常総会に出席できること。

Ⅱ　立候補の基準

（1）日本看護協会の代議員及び予備代議員に立候補
される方は、会員5名の推薦を受け、別に定める日
本看護協会代議員予備代議員立候補届（第1号様
式）により、立候補の届出をしてください。
立候補届様式は北海道看護協会ホームページ
からダウンロードできます。

（2）提出期限　令和2年4月14日　火曜日

Ⅲ　受付期間など

【支部ごとの代議員数及び予備代議員数】

令和３年度公益社団法人日本看護協会 代議員及び予備代議員の立候補並びに推薦について

（3）問い合わせ先
北海道看護協会　総務課総務係
TEL ： 011-863-6731
E-mail : soumu1@hkna.or.jp

（4）提　出　先
〒003-0027　札幌市白石区本通17丁目北3番24号
　北海道看護協会　選挙管理委員長　宛
※提出にあたっては必ず親展でお送りください。
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南空知

北空知

室　蘭

苫小牧

日　高

上川南

上川北

留　萌

稚　内

北　網

遠　紋

十　勝

釧　路

根　室

代議員数 予備代議員数 支部名 代議員数 予備代議員数 支部名 代議員数 予備代議員数

親展

3

HOKKAIDO NURSING ASSOCIATION NEWS No.131



教育委員長　後藤　貴子

保健師職能委員長　長部　友太

副支部長　郷野　深雪

　2019年11月9日（土）　医療法人敬仁会　函館おしま病
院　緩和ケア認定看護師　秋庭聖子先生をお招きし「終末
期ケア」研修会を開催しました。研修目的を、終末期にある
患者および家族に対する理解を深めるとして、40名が参
加しました。
　「終末期患者と家族の理解」「緩和ケアの具体的方法」と
大きく2つの内容で講義がありました。先生が海外で働い
ていた緩和ケア病院の写真や事例、日本での病院のたくさ
んの事例を通して、終末期患者の理解や、がん患者の理解、

緩和ケアの具体的方法、家族の想い、寄り添うこと、コミュ
ニケーションの大切さと難しさなど多くのことを学べま
した。特に、事例紹介のなかで、講師が涙ぐむこともあり、
参加者も涙をぬぐうこともありました。参加者は「とても
感動しました」「事例があり、とてもわかりやすくずっと聞
いていたかった」「寄り添うこと、の意味がわかりました。」
「自施設で実践していきたい」など多くの言葉がありまし
た。今までの自分の看護を振り返り、今後の看護の質を向
上させることのできる研修会でした。

道南北支部保健師職能集会
「大規模災害時における看護職の役割を考える」を実施して

と　き：令和元年10月19日（土）
ところ：八雲総合病院5階講堂

　当支部保健師職能集会では、災害をテーマとした学習を
昨年度に引き続き行うこととし、今年度は看護師の方々と
一緒に災害時の看護活動を考える内容を企画しました。
　はじめに、「胆振東部地震における苫小牧保健所の保健
活動」について北海道看護協会保健師職能委員の壁谷浩生
氏よりご報告いただき、停電下での初動活動、日を追うご
とに様々な支援団体が入ってくることへの対応、延べ
1,000人以上の保健師が被災地支援に関わった話などを

聞くことで、大規模災害のリアルさをより身近に感じるこ
とができました。
　続いて、避難所運営をシミュレーションできる「Doはぐ
（北海道版避難所運営ゲーム）」に取り組み、参加者からは
「メンバーによって運営の仕方が違うが正解はない」「実際
の災害をイメージしてゲームができた」「医療や介護を要
する避難者への配慮
を具体的に考えるこ
とができた」という感
想が寄せられ、明日か
らの実践に役立つ機
会となりました。 

　小樽支部は10月19日（土）、看護管理者懇談会を開催し
64名が参加しました。午前は熱意あふれる上田会長から
の「看護の動向」を聴講しました。午後は、おたる地域包括
ビジョン協議会副会長である菅田忠夫医師に、地域包括ケ
アシステム全般について、小樽市及び小樽市医師会の取り
組みについて講義をしていただきました。また、おたる地
域包括ビジョン協議会委員である岩永輝明氏により、「入
退院時医療介護連携ルール」の説明をしていただき、ケア
マネージャーの意見を聞きながら、医療・介護者間の情報
共有について、具体的なルールをグループワークで検討す
ることができました。

　地域包括ケアシステムの構築による、小樽市の取り組み
について看護管理者間で意見交換することで、ルールの問
題点も明らかになりました。また、医療機関・介護機関の連
携の重要性が理解できた研修でありました。

札幌第2

稚内

留萌

北空知

南空知

後志

道南北道南北

道南南

室蘭

上川南 北網

上川北
遠紋

十勝

日高
苫小牧

釧路

根室

札幌第3

小樽
札幌第1

札幌第4

支部報告
各支部の活動報告、計画、支部のご紹介を

毎1月・9月号に
写真を添えみなさまにご紹介いたします。

道南南支部

道南北支部

小樽支部
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広報委員会　日下　こづえ札幌第1支部

広報出版委員長　辻　ひとみ札幌第2支部

働き続けられる職場づくり推進委員長　北田　つぐみ札幌第3支部

　昨年好評であった小松明広先生の「対人関係を良好にす
るには」の講演会が、今年度も10月5日（土）に開催されま
した。参加者の約6割は主任以上の役割を持った方で、とて
も興味深く聞き入っていました。職場においてストレスの
原因は1.個人の性格 2.人間関係 3.過重労働で、その中の
「人間関係を良好にするには」という11項目の講演内容で
した。9割の方が「今後に活用できる」とアンケートに回答
していることから有意義な講演であったと思います。ま

た、参加者から「楽しく学べてあっという間の時間だった」
「もっと多くのことを聞きたい」との声があり関心の高さ
が伺えました。「自分自身をよく理解して自分を肯定して
なければ、他者の長所を引き出すことは難しい」「人間関係
は自分を映し出す鏡」という言葉も印象的でした。私たち
は多くの人と関わりを持って仕事をしていくため、良好な
人間関係を保つことは「働き続けられる職場づくり」に欠
かせないことを再認識することができました。

助産師職能委員長　小林　利沙子後志支部
　令和元年12月7日（土）にかうんせりんぐるうむ　かか
し　河岸由里子氏を講師にお招きし「生きづらさを抱えた
人を支援する」をテーマに保健師・助産師職能合同研修会
を開催しました。生きづらさを抱える人とはどういった人
か、現在多く見られる母子の問題点などを中心に講義をし
ていただき、現代の母子が抱える問題について知ることが
できました。
　また、困難な事例と向き合う看護師が疲弊してしまわな

いようリラクゼーション方法を学びました。自分自身だけ
ではなく、看護の対象者のストレス緩和にも活用できる内
容であり、参加者からも「気持ちが軽くなった」「今後現場
でも活用していきたい」との声があり、実践につながる研
修であったのではないかと思います。次年度も保健師・助
産師職能合同の研修会を予定しており、顔の見える関係性
を大事にしてスキルアップできるよう研修企画していき
たいと考えています。

2019年度　会員懇談会
　北海道看護協会主催、札幌４支部合同会員懇談会が、9月
28日札幌ビューホテル大通公園で開催されました。札幌4
支部、118名の参加がありました。午前の部では、北海道看
護協会 亀畑祥子副会長を迎え「看護の動向」の話がありま
した。看護職能団体としての役割と課題を理解し共有する
ことで北海道看護協会として将来に向け地域社会で質の
高い看護をし続けられるように取り組んでいることなど
を話されました。
　午後の札幌4支部懇談会では、講師に手稲家庭医療クリ
ニック院長 小嶋 一先生をお迎えし「地域の中のチーム医
療～医療と地域を結ぶために～」と題して、訪問診療で対
応困難事例や診断不明の患者さんを含め、訪問看護師やケ

アマネージャーと地域と連携した日々の活動内容を話さ
れました。
　講演後の、グループワークでは、参加の皆さんの活発な
意見交換が行われアンケートでは「大変興味深かった、訪
問看護への興味が湧きました」などの意見が聞かれまし
た。

　令和元年10月26日(土)　アークシティホテルにおいて
永井友子先生をお招きし、「幸せがやってくる♪　整理収
納セミナー」を開催しました。
　「いつもの暮らしの中に自分の価値観を見出し、理想の
自分らしい暮らしを発見する」ということが講演のテーマ
でした。関心の高さから今回80名もの皆さんに参加して
いただきました。
　片づけ段取りシートを用いて整理したいものリストの
優先順位をつけて整理する。整理する場所をきめたらすべ
てだすといったグルーピングの方法を教えていただき、ま
たビフォー、アフターの実例を通して整理の仕方を学びま

した。
　永井先生が最後に「片付けで空いたスペースには幸せが
入ってきます」と締めくくりこれから年末もひかえ、自宅
や職場など気持ちよくすごすにはどうしたらよいか、少し
考えるきっかけになったと思います。
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看護師職能Ⅰ委員長　松原　美穂南空知支部

教育委員長　菅谷　清美北空知支部

　10月5日（土）「アドバンス・ケア・プランニングにおける
私たちの役割」をテーマに看護師職能Ⅰ・Ⅱ委員会合同研
修会を開催しました。
　講師に由仁町立診療所の島田啓志医師、岩見沢市立総合
病院の上岡晃緩和ケア認定看護師を迎え、84名の方々が
参加されました。島田医師は、「ACPで重要なことは、話し
合って結論を得ることではなく、話し合いや、そのことを
家族や関係者と共有していくプロセスそのものである。」
と講義され、医療の知識があり、生活を看ることが得意な
看護師はACPのベストパートナーであると、私たちへエー
ルを送ってくださいました。上岡認定看護師は、ACPの導
入に向けて「対象者とその家族の思い、考えを知る」こと、
「対象者の思い、考えをつなぐ」サイクルが重要と話され、
実践に活かすことができる具体的な方法について話があ
りました。
　私たちが期待されている役割を再認識でき、意欲がわい
てくるような内容で、講義終了後も講師に質問する参加者
や、研修参加者同士で情報交換している姿も見られ、盛況

な研修会となりました。

教育委員長　高橋　智子札幌第4支部
　札幌第4支部　教育委員会では、支部担当研修として看
護研究研修会を11月におこないました。テーマは、「取り
組んでみよう看護研究」と題して天使大学看護栄養学部看
護学科大野和美先生にご講義をお願いしました。看護研究
の全般という形ではなく、「臨床における研究の意義と研
究課題の明確化、目的に合致する研究方法について」と
絞った内容で、先生のご経験を織り交ぜお話しくださいま
した。文献検索の必要性や研究デザインの選択方法、研究
テーマの絞り込みの他先生が恩師からご教授して頂いた
「研究は図表が結果である」という教えから、データーで得
られた結果を用いて考察を述べる大切さという点が印象
深く、参加者に伝わったようでした。36名の参加がありア

ンケートからも有意義な研修会と意見を頂きました。
　今後も皆様が興味や関心が高いテーマの研修会を企画
していきたいと思います。

　9月28日(土)に、看護研究発表会を実施しました。5施設
から5演題の発表がおこなわれ、76名の参加がありまし
た。発表内容は、自施設をダイナミックに変革していく研
究から、日々の業務改善に繋がる研究、そしてより質の高
いケアを目指した研究であり、非常に興味深い内容ばかり
でした。参加者からは「他病院での活動内容がわかり良
かった」「自施設でもよくある事象で、今後の実践のヒント
になった」などの感想をいただきました。
　また、今回は5月に看護研究学習会を開催し、研究発表者
の論文について札幌医科大学保健医療学部准教授の桑原
ゆみ先生より個別にご指導いただきました。また、研究発
表会当日は、桑原先生より1演題ずつ講評をいただき、違っ
た視点からの研究のまとめ方やおこなった研究の価値に
ついて感想をいただき、研究者・参加者にとって学びの多

い時間となりました。
　研究発表会は、「自部署も研究に取り組みたい」と意欲向
上につながる機会になっています。今後も、研究に対する
モチベーションの維持と看護実践の質向上につながるよ
うに企画・運営していきたいと思っています。
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広報出版委員長　遠藤　隆一室蘭支部
　昨年に引き続き、高齢者および認知症支援のための看護
職連携等推進事業として「住民フォーラム」と「地域包括ケ
ア看護職ネットワーク強化研修」を開催しました。
　住民フォーラムでは「自分らしい最期を迎えるために～
あなたはどこで最期をむかえたいですか？～」をテーマ
に、在宅医療の現状と在宅・グループホームでの看取りな
どを紹介し、自分らしい最期の迎えかたとは何かを考える
機会にしていただけたのではないかと思います。
　地域包括ケア看護職ネットワーク強化研修では、「食と
口腔ケア～私たちにできる『口から食べる』支援～」をテー
マに歯科医師の立場、摂食・嚥下障害看護認定看護師の立
場から講演をいただき、基本的な口腔ケアの実際を具体的

に学ぶことができました。「咬める口の中になっているか
を把握すること」が重要であり、演習では不適切な体位で
の嚥下や介助場面を体験することで、改めて口腔ケアと食
事介助を見直すきっかけとなりました。

第二副支部長　髙塚　富士美日高支部
　日高支部は、9月7日（土）支部担当研修会を行いました。
　午前は、日高支部　西岡支部長より「看護の動向」として
看護職を取りまく地域社会の動きの講義を受けました。午
後は「高齢者のスキンケアについて」と題し、苫小牧王子総
合病院で皮膚・排泄認定看護師としてご活躍の柏田真希氏
を講師として講義と演習を行いました。演習では具体的な
「オムツのあて方」や「排泄後の洗浄方法」を体験しました。
また、事例検討では、各施設での様々な困り事が出され、柏
田講師から具体的なアドバイスをいただくことができま
した。
　研修には日高だけでなく全道各地から、又、介護施設や
保健所等様々な施設に勤務する看護職と職員の方々 47名
（非会員22名）が参加しました。参加者から、「スキンケア
の基本を再確認できた」「スキンテアという新しい知識を
得た、実践したい」「講師の実践やアドバイスがとても参考
になった」等の感想があり、研修後も講師に相談しており
大変関心のあるテーマだと伺えました。

　日高支部はこれからも、看護職はもちろん医療・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。

第１副支部長　秋山　悦子苫小牧支部
　苫小牧支部では、11月2日に「2019年度看護研究発表
会」が開催され、市内の各病院より６演題の発表があり、看
護師・准看護師・助産師・看護学生　計193名の参加があり
ました。演題の内容としては、高齢者の認知症に対する意
識調査、在宅に向けての内服薬の自己管理指導・糖尿病指
導、転倒転落予防策の実践報告等、各病院が日頃取り組ん
でいる看護実践が共有できる研究発表となりました。講評
者には、札幌市立大学看護部教授　助産学専攻課長　荒木
奈緒先生を迎え、一つ一つの発表にとても分かりやすく講
評をいただきました。研究をする意義は何なのか・目的は
何なのか、その結果をどのように看護に活かすのかが重要
であること、さらに今後の看護研究における倫理的対応に
ついての考え方についてもお話しいただき、アンケート結
果では、今後の看護研究に活かしていきたいという言葉が
聞かれました。この研究発表会は、苫小牧支部の各病院・施

設等の情報共有の場ともなるため、次年度も継続できるよ
う取り組んでいきたいと思います。　
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助産師職能委員長　種田　真里子上川南支部

広報委員長　松岡　瞳上川北支部

　10月5日「産後ケアについて～助産師のための産後ケア
ガイドより～」をテーマに、日本助産師会の前会長、山本詩
子先生をお招きし助産師学習会を開催しました。参加者は
36名でした。
　現在の社会的背景により、出産年齢の高齢化、家族から
の支援が充分に得られないなどの問題から産後ケアの必
要性について考えさせられました。また、母親が心身共に
安心して子育てできるような支援について、産後ケアを運
営していくうえでの財源の確保など、講師が助産院で実践
していることも交えて具体的に学ぶことができました。
　講義後のグループワーク・全体でのディスカッションで
は、講師から助言をいただくことができ、大変有意義な勉
強会となりました。参加者の感想では、「産後ケアについて
理解が深まった」「今後の仕事に活用できる」という意見が
多くありました。
　何事にも精力的にご活躍されている講師から「助産師が

もっと既成概念を捨て去り、モチベーションを上げ、助産
師をもっとアピールしよう」「助産師の仕事をもっと楽し
もう！」と檄を飛ばされ、まだまだ助産師としてすべきこ
とがある！と元気づけられた学習会となりました。

　とうとう雪の季節を迎えました。これからテレビの「お
天気コーナー」で留萌の映像が時々流れることでしょう。
（注）映像は過剰報道気味です。
　さて、当支部は11月23日をもって、予定していた研修会
を全て終えました。12月14日（土）の支部大会を終えると
役員委員の一部が交代します。管内人口の減少に伴い、支
部会員数も減少中で、支部運営はなかなか厳しい時代とな
りました。職能ごとの研修会開催も難しく、合同研修とい
う形になってきています。人が集まるものを目指しており
まして、「フットケア」「体幹・姿勢」など、看護・介護の対象
者にはもちろん、自分たちの健康に関しても有意義な研修
会が人気です。非会員が参加でき、会員確保につながるよ
うな工夫が一層必要になりました。（写真はフットケア研
修会のひとこま：菅野智美先生）
　今後は「管内医療人確保」という、看護職のみにとどまら

ない活動が求められております。一丸となって取り組んで
いきたいと思います。

支部長　茂木　二三子留萌支部

　上川北支部では、12月21日に三職能合同研修会として、
名寄市立大学保健福祉学部看護学科主催の看護セミナー
“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―が開催されました。当日は現看護職、名
寄市立大学学生、教員、高校生含め111名参加されました。
　講師は中国と日本の看護師資格を修得され、中国河北省
で最大規模の付属病院の看護部長の経歴を持たれ、日本で
の勤務経験も持っている方でした。
　中国における看護管理体制の中で看護師資格の5年毎の
昇進制度など、国によるキャリア修得の違い、看護場面で
のAI導入や医療費全面免除されている国についてなど、興
味深い内容でした。
　講話終了後は活発な質疑があり、関心の高さを感じら

れ、有意義なセミナーとなりました。

山本詩子先生
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広報委員長　村上　毅北網支部

副支部長　深澤　万喜子遠紋支部

副支部長　渡邊　加奈枝稚内支部
医療安全管理者セミナー

　令和元年9月7日（土）市立稚内病院看護研修室にて、道
北地区（上川北支部・留萌支部・稚内支部）合同の医療安全
管理者セミナーをおこないました。参加人数は36名でし
た。
　講師に東洋羽毛工業株式会社 柚木昭男氏（日本睡眠教
育機構 認定 睡眠健康指導士）を迎え、「体内時計を整えて
よりよく眠れる方法とは」というテーマで講演をしていた
だきました。内容は睡眠についての統計や睡眠負債につい
て､不眠度などを分かりやすく説明して頂き、仕事中眠く
なった時の対処法、夜勤の時の睡眠の取り方など、睡眠を
うまく取ることで集中力を高め、ヒューマンエラーを減ら

す努力をしなければならないと痛感しました。その後、各
グループに分かれて、医療安全の問題解決に向け、日常の
疑問や課題について、各地域や施設で取り組んでいること
を情報交換しました。課題等は共通していることも多く、
実りのあるセミナーとなりました。

2019（令和元）年度
看護管理者懇談会・医療安全管理者交流会に参加して

　医療安全管理者交流会に関しては、北網支部に今年度よ
り医療安全管理者ネットワークができました。私が専従医
療安全管理者の業務を始めてから6年が経過しましたが、
日々業務をおこなう中で、1人で解決することが難しい場
面が多々あります。医療安全ネットワークができたことに
より、他施設の医療安全管理者の方々と情報交換や意見交
換をおこなうことができるようになりました。それにより
早期に問題解決ができるのではないか、それぞれの施設の
安全文化の醸成に繋げていけるのではないかと感じてい
ます。
　看護管理者交流会に関しては、行政・訪問看護・病院の3
つの立場から情報提供があり、グループワークをおこなう
ことで地域の現状と問題や課題を知ることができました。
患者さんやご家族の入院前後の生活を把握し、退院後も安
心・安全な生活が送れるよう関わっていくことが非常に重

要だと感じ、そのために必要なことは何かを考え、行動を
していきたいと思いました。
（文責：医療法人社団高翔会北星記念病院　医療安全管理室　吉田　千亜紀）

　9月28日に紋別市を会場に会員懇談会をおこない36人
の参加がありました。テーマは、昨年に引き続き、「地域包
括ケアシステムの推進に向けた看護の連携」で、パネリス
トからの発表とグループワークをおこないました。昨年
は、遠軽地域の事例での関わりを通して連携した実践報告
でしたが、今回は、紋別地域の事例を通して訪問看護師、病
棟看護師、ソーシャルワーカー、ケアマネジャーの4人のパ
ネリストによるそれぞれの立場で、どのように連携して関
わったかの発表がありました。事例は終末期の患者さん
で、療養や在宅生活での願いを叶えるために、病院と介護
事業所の看護職と介護職が奮闘し、事例を通して、多職種
や病院と在宅との連携について考える良い機会となりま
した。
　事例発表を受けてのグループワークでは、感想、連携の
現状や連携の実践事例、課題などをテーマに話し合いをし
ました。在宅、病院での動きや連携について顔の見える関

わりについて有意義な意見や情報交換をおこなうことが
できました。
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第一副支部長　八重樫　真希釧路支部

支部長　佐々木　由美子根室支部

　「健康づくりに関する事業」として9月1日に釧路町で行
われた「健康フェスティバル」、10月6日に釧路市で行われ
た「くしろ健康まつり」に参加いたしました。「くしろ健康
まつり」では「子供におきやすい事故の予防と手当」を行
い、事故の起こりやすい環境がパネルでわかりやすく提示
され、手当てについて親子ともに熱心に耳を傾けている様
子がありました。
　9月24日は高校生を対象に1日看護師体験を実施しまし
た。11施設の協力のもと7校90名の参加がありました。看
護師になりたい気持ちが強くなったという意見が聞かれ
ました。
　看護研究合同発表会を11月16日に開催しました。口述
10題、示説7題の発表がありました。演題は急性期から終
末期や在宅ケアなど多岐にわたり参加者は学びを共有で
きました。
　その他、支部研修や施設間交流研修などを通じて互いの
学びを深めることや、地域住民の健康や福祉推進活動を実

施しました。

助産師職能委員長　三浦　由香十勝支部
　十勝支部で初めて三職能合同の研修会『ELNEC-Jコアカ
リキュラム教育プログラム』を2日間の日程でおこないま
した。参加者は、十勝管内の遠方から来られた方もおり、会
員・非会員合わせて20名での開催でした。様々な症状マネ
ジメントやケアなどエンド・オブ・ライフ・ケアに関わるこ
とについて講義を聴講しました。また、それを踏まえて
ロールプレイでは患者の意思決定支援を支えるためのコ
ミュニケーション技術のあり方について学び、事例検討で
はそれぞれ自部署の現状を踏まえた意見がたくさん出さ
れ患者を全人的にみるということの理解を深めることが
できました。
　参加者からのアンケートでも「普段の看護の振り返りが

できた。」「改めて看護師としての役割を認識できた。」など
の感想がありとても学びの多い2日間だったとともに他院
との交流の場ともなり有意義な研修会となりました。

　9月7日、保健師職能による実践力アップ事例検討会を
行いました。本部から講師を派遣していただき、講義のあ
と2グループに分かれて事例検討を行いました。参加者は
14名でしたが、保健師以外に看護師・助産師の参加者もい
ましたので、それぞれの視点ならではの発言もあり活気あ
る検討ができました。9月21日、支部担当研修、認知症の基
礎知識を行いました。参加者44名中非会員が14名もおり、
認知症ケアに対する関心の深さがわかりました。今後も増
え続ける認知症患者さんに対して、認知症のケアの基本と
諸症状に対する具体的なケア方法は日々の看護に活かせ
る内容でした。10月5日、看護師職能と働き続けられる職
場作り推進委員の合同によるタクティールケアの研修を
行いました。講義のあと背中のマッサージをお互いに行
い、タクティールケアの良さを実感しました。患者さんや
自分の家族に実践したいとの思いから、その後自主的な研

修へとつながっています。
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と　き　令和元年11月3日（日）

ところ　アリオ札幌１F

報告者　助産師職能委員

　　　　　　　吉澤　恵

みなさんへ！

　新しい令和の元号となり、今年も全国各地で「いいお

産の日」のイベントが開催されました。北海道看護協会助

産師職能委員会は、アリオ札幌店の特設会場で3年連続

してイベントを開催し、総数118名の方々が参加しまし

た。「体験コーナー」と「相談コーナー」のブースでは、ご夫

婦やお子さんと一緒に赤ちゃん人形でのオムツ交換や

抱っこを体験し、出産後の育児に向けてイメージを膨ら

ませていました。また、例年好評の『ベビーウェアリング

コンシェルジュ』によるスリングや抱っこ紐を使った、安

全で楽な抱っこの方法を体験していただきました。夫が

抱っこの方法を真剣に学ぶ姿が印象的で、男性の子育て

参加が年々多くなってきています。

　今年、新たに2つの企画をしました。1つは、「育児中の

ママと助産師との会談」です。生後6ヶ月～8ヶ月の子育

中の2人のお母さんに、自身の出産体験や出産時の助産

師との関わり、受けたケアのお話しをしてもらいました。

初めて出産を迎える10組のご夫婦達は真剣に聞き、「出

産のイメージにつながった」との感想が聞かれました。

　2つ目は、「液体ミルクと災害の備え」について、明治乳

業の栄養士さんからのお話です。このためにイベントに

参加したという声も複数聞かれ、昨年の胆振東部地震に

よるブラックアウトの経験は、災害時の備えとして液体ミ

ルクへの関心の高さが伺えました。さらに、パネル展示や

ビデオ上映で助産師の仕事は出産だけではなく、女性の

一生に寄り添い支援することを広報する機会となりまし

た。最後に、６支部助産師職能委員の参加を得ましたの

で、全道へ拡大し、全世代型地域包括ケア推進の一助に

つながることを期待しています。

令和元年度
「いいお産の日」開催報告

「いいお産の日」の様子 育児中のママと助産師との会談 お話された牧内さん・戸川さん

大切なお知らせです。
・『CLoCMiPレベルⅢ承認制度』の更新要件が追加されました。
更新時期延長制度やウィメンズヘルスケアの研修要件などをご確認ください。
詳細は、日本助産評価機構ウェブサイト（https://josan-hyoka.org/）
または、機関誌「アドバンス助産師　Vol.4 Vol.5」をご覧ください。
・「日本看護協会　院内助産・助産師外来ガイドライン2018」の
『院内助産・助産師外来』の定義を再確認しましょう。
ハイリスク・ローリスクではなく、全妊産婦が対象です。

公益社団法人 北海道看護協会　助産師職能委員会
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医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院

患者サポートセンター　地域療養支援室　御家瀬　真由

医師による遠隔での死亡診断をサポートする
看護師を対象とした研修会のご案内

　昨今の医療の進歩はこれまで救えなかった大切な命
を救い、継続的に医療的ケアを必要とする子ども（以
下、医療的ケア児）たちが在宅で家族と共に暮らすこと
ができるようになってきました。医療的ケア児は全国
に約1万8千人と推計されており、その数は年々増加し、
北海道内においても約600人以上の医療的ケア児が地
域で暮らしていると推計されています。
　当院は急性期総合病院として、近隣地域のみならず
遠方からも重症小児を受け入れています。急性期治療
を終えていざ自宅への退院を考えた時、大きな障壁と
なるのはご家族支援の脆弱さや在宅リソースの少なさ
です。また、児の体調の不安定さに加え、複雑な手続き
や障がいの程度によって支給されるサービスの違いも
子どもの退院支援が遅延せざるを得ない要因となりま
す。調整の困難さや家族の受け入れ体制整備に時間を
要することで、児と家族の愛着形成にも大きな影響を
及ぼし、長期入院を余儀なくされる子どもたちは各急
性期病院に1人はいると言われています。
　これらの困難を乗り越え子どもたちとその家族が少
しでも安心して地域で暮らせるためには、看護職間連
携、多職種連携が欠かせません。当院では、2012年10
月より『子ども在宅ケアネットワーク』を開催しまし
た。子どもを支える支援者同士がつながることでご家
族に適切な情報提供がなされ、ご家族が孤立すること
なく地域で育児をしていける環境づくりを目指してい
ます。子どもに関わる医療、福祉、教育、保育、行政等の
関係者が集まり、学び合い語り合う場を提供すること

で顔の見えるつながりが促進され、現場レベルでの連
携につながっています。7年が経過した現在では地域の
多職種がボランティアで企画・運営を実施して下さり、
30施設20職種以上が参加される会となりました。小児
の退院支援の現場はもちろん、療養支援全体での‘生き
る多職種連携’の重要性を実感しています。
また、本年8月より『ていね地域看護スキルアップ研
修』を開催しています。院内のリソースナースが中心と
なり5回シリーズでフィジカルアセスメントの研修を
行い、地域の訪問看護師が自由に参加することができ
るようにしています。参加者からは「アセスメント方法
を学びなおす機会となった。」「緊急時の対応スキルと
して生かせる。」等の声を頂いています。今後は、地域
ニーズに合わせて事業所への出向研修も考えています。
　地域包括ケアシステムにおける急性期病院の役割を
考えた時、地域ニーズを的確に捉え応えられる仕組み
づくりが求められます。特に小児においては地域の多
職種と入院中から共に考え、協働し、地域全体で統合し
た支援ができるような視点が必要だと考えています。

ＴＩＴＩＴＩＩＩＩ KＩKＩKＩ
ち 　 　 　 い 　 　 　 き

介護
・

リハビリ
テーション

保健・福祉
医療・看護

介護予防・生活支援

すまいとすまい方本人の選択と 本人・家族の心
構え

SeriesSeries⑥⑥シリーズ

主催：公益社団法人日本医師会
【開催日程・開催地】
講義・演習（２日間） ※いずれの回も内容は同じ。
第1回令和2年1月25日（土）・26日（日）鹿児島県
第2回令和2年2月14日（金）・15日（土）東京都
第3回令和2年3月20日（金）・21日（土）大阪府

◆★実地研修◆★
講義・演習を修了後、1～ 2日程度。
全国複数の大学医学部法医学教室等にて実施。
【その他】
受講要件、申し込み方法等、
詳細は日本医師会ホームページを参照ください。
ホームページURL　http://www.med.or.jp/people/info/doctor_info/008996.html
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と　き　令和元年11月21日（木）

ところ　共済ホール

参加者　223名

事業部事業課

看護師基礎教育を
考える会TOPICS

　日本看護協会と北海道看護協会が共催し、全国5番
目の開催を札幌市で行いました。

　開会にあたり、日本看護
協会勝又浜子専務理事が、
「将来を担う看護師は高い
能力が必要であり、3年制で
は難しい。様々な関係者と
検討していく会としたい」、
北海道看護協会上田順子会

長が「今こそ、看護職が、一堂に介して、これからの北
海道の看護師基礎教育のあり方や目指す看護につい
て、それぞれの立場から意見交換する機会を作るこ
と、そして、看護専門職として将来への看護の方向性
を道民の皆さんや多職種に示していかなければ」と挨
拶がありました。来賓挨拶は、北海道保健福祉部橋本
彰人部長の代理として原田朋弘次長と北海道看護教
育施設協議会平松聡美会長からいただきました。
　初めに、「看護職養成をめぐる現状と課題」について
日本看護協会岡島さおり常任理事の講演がありまし
た。地域包括ケアシステムの構築を実現していく中で
専門職は地域の現状を知ることが必要であること、基

礎教育において地域教育が重要であり複雑な状況に
ある患者・人が急増するなかでは、すべての看護師に
高い能力が求められると話されました。しかし、現在
の基礎教育は、総教育時間を増加せずに科目を増やし
続けたため、最低限の看護を安全に提供するにも不十
分な教育時間数となっている。平成30年度全国看護師
交流集会Ⅰ参加者アンケート結果では、臨床現場の看
護管理者等の8割が看護師に求められる能力は「高く
なっている」が、過半数が新卒看護師の卒業時の能力
は低下していると回答している。そのため、今後の必
要な取り組みとして、必要な教育を盛り込むための修

業年限の延長と必要な実習単位数を盛り込むことが
できる環境整備であり、将来にわたって信頼される看
護師はどうあるべきか検討していきたいと話されま
した。
　シンポジウム「看護師基
礎教育を変える！」では、行
政の立場から北海道保健福
祉部地域医療推進局医務薬
務課古川秀明看護政策担当
課長が、看護師等養成校の
課題として、人口減少社会、
少子化・高齢化、医療需要の
変化による今後の看護職員
確保について話されまし
た。教員の立場から神奈川
県立平塚看護大学校吉岡幸
校長が、「神奈川県における
看護教育のあり方について」の検討会で4年制を導入
した経緯や導入したことにより看護実践力を高める
ためのオリジナルカリキュラムを作成し、学内演習の
充実、シミュレーション教育、実習時間確保等の充実
が図れたことについて話されました。看護師基礎教育
がめざす姿として看護をじっくり、しっかり学ぶ環境
のため看護師基礎教育の4年制化が必要で、実現のた
めには、学生を取り巻く行政機関・養成機関・実習施
設・関係機関が力をあわせることで実現できると話さ
れました。看護管理者の立場から札幌医科大学附属病
院萩原直美副院長兼看護部長が、臨床現場で求められ
る看護師は専門性を持って主体的に判断し行動する
ことが重要であるとし、看護基礎教育をどう変えるか
については、対象を生活者の視点から全人的に理解す
る力、臨床判断能力、チーム医療の中で看護専門職と
して役割を果たすためのコミュニケーション能力、地
域を知る力を育てるため大学教育を主体とした看護
基礎教育の充実をと話されました。
　指定発言では、北海道大学大学院良村様、北海道ハ
イテクノロジー専門学校高橋様、北海道社会事業協会
小樽病院松野様から現状や課題と今後のあり方につ
いて意見がありました。

勝又理事

シンポジウム

上田会長

岡島理事
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と　き　2019年12月7日（土）

ところ　北海道看護協会　

事業部事業課

士別市立病院での活動　小酒井　至

　基調講演では、『看護師の特
定行為研修修了者の活躍を推
進するために』
　～自治医科大学看護師特定
行為研修センターでの育成と
修了生の実践をふまえて～を

テーマに、前半は、特定行為研修制度の概要についてポイン
トを押さえてお話がありました。特定行為研修を修了した看
護師（以下、修了者という）は1,685名（2019.3現在）であり、
区分別では「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「創傷
管理関連」「呼吸器関連」等が多く選択され、就業施設は、病
院84％、訪問看護ステーション5％、介護施設１％となってお
り、今後訪問看護ステーションや介護保健施設等での活躍が
期待されるとのことでした。
　後半は、自治医科大学看護師特定行為研修センターでの
育成についてのお話がありました。
　まず、共通科目については、ｅラーニング中心に、対面授業
（1日）、筆記試験合格後に基礎実習Ⅰ・Ⅱに進みます。講義は
全てｅラーニングで行うので、学習のモチベーション維持が
最も大変であるため、研修開始1ヶ月前にオリエンテーショ
ン日を設け、研修生自身が受講計画を立案して、それに基づ
き受講管理をしている等の工夫があります。

　区分別科目は、20区分37行為＋2パッケージ（複数選択可
能、受講開始後の追加選択も可能）で実施しており、各科目
ともｅラーニングで講義を受講し、筆記試験合格後、実習等
を受けます。
　実習については、共通科目の基礎実習Ⅰ・Ⅱは自治医科大学
の近隣にある実習施設（病院）で、担当教員も確認しながら
行っています。区分別科目の実習は、研修生の所属する病院
が実習協力施設となって行うことを推奨しており、新たな実
習協力施設となる場合は、村上教授が事前に必ずその病院
まで出向いて実習方法等の打合せをしているということで
す。このような工夫をすることで、修了後の実践に繋がること
を意図しているとのことでした。
　就労しながら研修を継続・修了するためには、「系統立て
て学習すること、経験知を言語化できること」などの力をつ
けられる事などを念頭にサポート体制を作っている他、研修
生自身が「自己の課題はなにか」「自施設で必要な特定行為
は何か」を明確にして取り組むことが重要であると話されま
した。
　研修修了後も言語力、分析力、交渉力を活かしてチーム医
療のキーパーソンとして活躍できるよう、修了後のフォロー
アップ体制も作っているとのお話がありました。

　「呼吸器関連」「創傷管理」「感染に係わる薬剤投与関連」
等、９区分修了。
　研修修了後、外来勤務等を経て、看護部所属の現在の体
制となり、病棟を含む病院全体の特定行為を必要とする患
者のケアに関われるようになり、具体的には、人工呼吸器の
設定変更、PICC挿入、CV抜去、抗菌薬の選択、気管カニュー
レの交換、動脈穿刺による採血などを実施しているとのお話
がありました。実践事例として、医師数が全国平均よりもか
なり少ない地域の急性期病院において、誤嚥性肺炎で人工
呼吸器管理が必要となった患者や、感染性心内膜炎で薬剤
投与の調整が必要となった患者について、主体性を持って活

動しているとの紹介がありました。
　医師からは、「患者様を待たせ
ることがなくなり、自分も待たせ
ているというストレスが無くなった。外来診療などに集中で
きる」、看護師からは、「気軽に、タイムリーに相談しやすい」
などの声が聞かれているとのことでした。
　自部署での活動ができるためには、医師や看護部長の理
解と協力、コメディカルの協力、支持してくれる同僚がいるこ
とが重要であり、今後は自施設が実習協力施設となり、後に
続く看護師の実習受け入れができるようにすることが課題
とのお話がありました。

2019年度 看護師の特定行為研修に
係る意見交換会

小酒井

実施報告では修了者がキュアとケアが融合した活動を
3名から報告していただきました。

　この意見交換会は、特定行為研修制度成立から毎年1回開催していますが、第4回目の今回は、北海道内からの受講者がい
る、自治医科大学看護師特定行為研修センターの研修責任者である村上礼子教授の基調講演と、実践報告、質疑応答を行い、
参加者62名で、特定行為についてイメージの膨らむ、大変有意義な会となりました。
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介護老人保健施設同仁苑（栃木県）での活動　森　あかね（認知症看護認定看護師）
　「精神及び神経症状に係る薬
剤投与関連」「栄養及び水分管
理に係る薬剤調整」の２区分修
了。
　「せん妄や脱水症状に対して、
早めの対応が重症化を予防す

る！」ということを実感し、研修で学んだ臨床推論、病態判
断力を活かし、アセスメントを行い、薬剤使用の有無の判断
を行うことで、せん妄やBPSD症状の軽減につながっている

とのお話がありました。
　また、現在、医師へ薬剤の使用についての提案や医師から
の相談も多くなり、スタッフからは、「薬の作用や副作用を知
ることで、利用者のケアに安心できる」との声も聞かれるよ
うになったことや、自身の活動から「医師の思考過程がわか
るようになった」「交渉力が大切」「正確な情報を完結に伝え
ることが大事」「タイムリーな医療提供をする」「実施しない
という判断も大事」「多職種連携の幅が広がる」ことを実感
しているとのお話がありました。

介

訪問看護ステーション愛美園（茨城県）での活動　木下　真里
　「ろう孔管理関連」「呼吸器（長
期呼吸療法に係るもの）関連」の
2区分修了。
　現在は胃・腸・膀胱瘻、気管カ
ニュ－レ管理などを実施してお
り、腸瘻カテーテルを挿入してい

る小児の事例について実践報告がありました。研修修了後、
カテーテルの定期交換を診療所医師と訪問看護師で交互
に行っていたところ、「腹痛と腹部膨満感がある」という連

絡があり、腸瘻カテーテルの先端が残渣物で閉塞しており、
緊急にカテーテル交換を実施。その後、症状は緩和され、都
内の専門病院まで３時間かけての緊急受診を回避できたと
の紹介がありました。研修を修了していることで、今まで以
上に利用者・家族の不安や心配により添った看護ができ、さ
らに、他の訪問看護師等と情報共有することで、訪問看護全
体の質の向上に繋がる等の具体的な取組みの紹介がありま
した。また今後の目標は、「特定行為が必要だから選ばれる」
訪問看護ステーションになることとのお話がありました。

意見交換の様子

参加者からは、
・基調講演、実践報告でよりわかりやすかった。　
・言語化、交渉力の大切さを理解できた。　
・質問に対する回答により内容を理解しイメージできた。
・入学後、区分をいくつでも学習できるシステムがよいと思った。
・疑問点が解決できた。　など　の感想がありました。

と　き　2019年12月21日（土）

ところ　西堀病院　東治ホール　　　　

事業部事業課

　2018年度から北海道の委託を受け、「訪問看護ステー
ション出向支援事業」に取り組んでいます。
　道南圏域では、2018年度は、国立病院機構函館病院　地
域連携室看護師の佐々木お幸さん（２週間）が訪問看護ス
テーションフレンズに、函館医師会病院看護課長補佐の斎藤
恵子さん（１ヶ月）が、訪問看護ステーション西堀に出向しま
した。
　また、2019年度は、函館医師会病院看護課長補佐の吉田
理花さん（3ヶ月）が訪問看護ステーション西堀に出向したの
で、その成果報告会を開催しました。
　訪問看護師の看護について、事例を通して具体的報告が
あり、看護の素晴らしさに、参加者は涙を浮かべる場面もあ
りました。生活の場での看護を学ぶこと、病院からの在宅に
向けた支援をじっくりと考えることができました。

　他の圏域での報告会は次
のとおりです。

　各地域の病院から訪問看護ステーションに出向した方々
の実践報告を是非、聞きに来てください。

年度 北海道 委託を受 「訪 看護

2019年度 訪問看護ステーション
出向支援事業　報告会in函館

写真は、前列左から訪問看護ＳＴ西堀の大
島さん、鈴木管理者、斎藤恵子さん、函館医
師会病院後藤看護部長、後列左から砂山理
事、上田会長、訪問看護ＳＴ西堀の金澤さ
ん、吉田理花さん、道南南支部北村副支部
長、訪問看護ＳＴ出向支援事業清野コーディ
ネーター

十勝　2020年2月  1日（土）13:30 ～ 帯広協会病院
上川　2020年2月22日（土）13:30 ～
　　　緑が丘テラス(旭川医科大学病院敷地内)
胆振　2020年2月29日（土）14:00 ～
　　　大川原脳神経外科病院
札幌　2020年3月  7日（土）13:30 ～ 北海道看護協会
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Ⅰ 開催概要
学会テーマ　「明日へつなぐ看護の力 
　　　　　　　－人生100年時代を生きる・支える看護職－」
開　催　日　2020（令和2）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 事前参加申込期間（参加費送金期間）
2020（令和2）年2月3日（月）～ 3月6日（金）（消印有効）

2 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。
3 参加費

4 申込方法
（1）事前参加申込

①事前参加申込書に必要事項を記入の上、北海道看護協会へ郵送してください。
※事前参加申込書は北海道看護協会ニュース130号（令和元年11月30日発行）に同封しています。ま
た北海道看護協会ホームページからもダウンロードできます。
②申込期日、参加費送金方法・送金期日は必ず厳守願います。
③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130号に同封の「学会参加申込に
ついて」をお読みください。

（2）当日参加申込
学会当日受付にお越しください。
※なお、予め「当日参加登録申込書」を記載しお持ち頂くと手続きがスムーズです。
　「当日参加登録申込書」は、北海道看護協会ホームページからダウンロードできます。（令和2年4月
上旬掲載予定）
※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。
※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。

ランチョンセミナー等の詳細は、決まり次第ホームページに公開していきます。

注意 ※1　会員価格は2020年度の会員に適用となります。

教育課よりお知らせ
1 2020（令和２）年度 北海道看護研究学会のご案内

会　員 
非会員
学　生

3,000円（税込）
4,500円（税込）
1,500円（税込）

事前参加費 当日参加費

4,000円（税込）
6,000円（税込）
1,500円（税込）

区分
参加費

※1
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2020（令和2）年度北海道看護研究学会プログラム
第1会場 大ホール

1　  救命看護師の災害時役割遂行の自信と知識の関連について
JA北海道厚生連　帯広厚生病院

2　  救急外来を受診する患者の実態と今後の課題
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院

3　  急性期病棟看護師の「身体拘束」に対する思い
社会福祉法人　北海道社会事業協会余市病院

4　  急性期病棟の看護師が認知症看護に抱く思い
小樽市立病院

佐藤　力平

福田　江里香

本間　真紀

石田　俊之

●　口演　　　　　第1群　　　  　急性期看護　　　　　　　　　　　4題
座長　北海道公立大学法人　札幌医科大学

9:30～10:15
城丸　瑞恵

5　  新人看護師がエンゼルケアを行うときに感じる「思い」
小樽市立病院

6　  血栓回収術開始までのシミュレーション教育の検討
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院

7　  小児患者に対する夜間の点滴ルートトラブル減少に対する取り組み
函館中央病院

8　  初めて人工股関節全置換術を受けた患者が退院後に抱える脱臼への不安と生活の実態
北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院

西山　智人

塩谷　涼華

青山　都美

岩谷　拓真

●　口演　　　　　第2群　　　  　急性期看護　　　　　　　　　　　4題
座長　日本医療大学

10:20～11:05
佐々木　由紀子

9　  炎症性腸疾患を抱えながら、転移再発乳がんと向き合う患者を支援する事からの学び
　     ～Advance Care Planning を実践して～

社会福祉法人　北海道社会事業協会函館病院
10　ドライスキン患者に対する保湿入浴剤の効果

医療法人社団　翔仁会　輪厚三愛病院
11　終末期がん患者への褥瘡予防ケアに対する看護師の葛藤

札幌市病院局　市立札幌病院
12　地域におけるＡ病院外来看護師の役割
　　 ～地域包括支援センターから相談を受けた対応困難事例の振り返りから～

公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協札幌西区病院

テ ー マ：明日へつなぐ看護の力～人生100年時代を看護職としてどう生きる？～
座　　　　長：秋原　志穂氏（北海道看護協会学会委員長、北海道科学大学教授）
シンポジスト：石垣　靖子氏（北海道医療大学名誉教授）

亀井　紗織氏（株式会社ナースエナジー代表取締役）
浪内　淳子氏（なみうち助産院院長）

海老沼　真奈美

川﨑　由紀

成田　麻見佳

入澤　きぬ

●　口演　　　　　第3群　　　  　慢性期看護　　　　　　　　　　　4題
座長　社会医療法人　母恋　天使病院

11:10～11:55
中俣　幸代

ランチョンセミナー１　 12:10～13:10

北海道社会貢献賞表彰式 13:20～13:40

シンポジウム 13:40～15:20

第2会場 小ホール

13　小児特発性ネフローゼ症候群を発症した幼児に対する腎生検のプレパレーション
　　 ～発達段階に合わせた自己効力感を高める関わり～

札幌市病院局　市立札幌病院
14　高齢患者・家族の希望する暮らしに向けた退院支援
　　 ～多職種カンファレンスにおけるビジュアルミーティングの効果～

医療法人　愛全会　愛全病院
15　バッドニュースを伝えられた後に気持ちの確認を大部屋で受けた患者の思い
　　 ～インタビューを通してわかったこと～

医療法人　彰和会　北海道消化器科病院

片岡　啓介

山田　かおる

竹内　達郎

●　口演　　　　　第4群　　　  　慢性期看護・看護教育　  　　　　　4題
座長　名寄市立大学

9:30～10:15
永谷　智恵
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16　介護者の思いに気づけなかった看護師の関わりを振り返る
　　 ～家族が怒りを表出した場面に着目して～

市立釧路総合病院 下元　直樹

17　新卒看護師における院内卒後臨床研修の評価と課題
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院

18　看護学生の職業的アイデンティティと実習環境との関係
北見医師会看護専門学校

19　末梢静脈穿刺に出現する神経損傷予防の学習会の効果
　　 ー学習会前後の手術室入室患者の穿刺部位を比較してー

JA北海道厚生連　倶知安厚生病院
20　循環器病棟看護師の心不全患者の緩和ケアに関する意識調査
　　 心不全緩和ケアに関わる看護師の困難感について

北海道中央労災病院

永瀬　水音

硯見　由江

東谷　吏

岩間　星香

●　口演　　　　　第5群　　　  　看護教育　　　　　　　　　　　　4題
座長　社会福祉法人  社会事業協会帯広病院

10:20～11:05
田岡　桂子

21　在宅酸素療法を受けている患者の生活体験に関する実態調査
　　 ～生活体験を調査することで療養指導のポイントを明らかにする～

市立千歳市民病院
22　「生きる希望」を支える関わりとは
　　 ～独居でALSの在宅療養者のQOLと意思決定支援を考える～

医療法人社団　刀圭会　訪問看護ステーション向日葵
23　休憩時間に午睡を取り入れることの有効性について考える－パワーナップを導入してー

医療法人社団　翔仁会　輪厚三愛病院
24　身体拘束ゼロ化を推進する急性期病院の看護管理者が認識する困難

医療法人　渓仁会　手稲渓仁会病院

比留間　令子

北守　真美

森田　美紀

安西　啓恵

●　口演　　　　　第6群　　　  　在宅看護・看護管理  　　　　　　　4題
座長　医療法人  王子総合病院

11:10～11:55
伊勢　泉

第3会場 3階研修室301

25　救急外来を受診する患者家族の不安軽減を目指して
　　 ～パンフレット・ポスターを用いた効果～

社会医療法人　医仁会　中村記念病院
26　入院患者の適切な減薬に向けての取り組み
　　 ーポリファーマシー対策を通して看護師の立場で薬剤管理を考えるー

江別市立病院
27　口腔ケアの見直しによる口腔内環境の改善

医療法人社団　旭川圭泉会病院
28　乾燥肌患者への日常皮膚保湿を維持するために　ベビーオイルを用いたスキンケア

医療法人社団　翔仁会　輪厚三愛病院
29　脳卒中再発予防のための生活指導に対する看護師の指導状況と改善点

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院

岸本　明子

長谷川　由佳

谷口　結衣

中満　江身子

松本　直美

●　示説　　　　　第7群　　　　　急性期看護・慢性期看護　　　　　 5題 9:35～10:20

30　グアーガム分解物（PHGG）が経管栄養患者の排便コントロールに及ぼす効果
公益社団法人　函館市医師会　函館市医師会病院

31　食事介助に対する意欲向上への取り組み～スプーンテクニックを用いて～
医療法人社団　翔仁会　輪厚三愛病院

32　身体拘束廃止への取り組みの効果～認知症患者のせん妄件数の視点から～
砂川市立病院

33　体重コントロールが困難な透析患者への支援
　　 ～プロチャスカの行動変容ステージモデルを用いて～

市立釧路総合病院

佐藤　文香

石橋　裕佳

千葉　薫

濱浦　置八子

●　示説　　　　　第8群　　　　　慢性期看護　　　　　　　　 　　 4題 10:25～11:05

ランチョンセミナー2 12:10～13:10

第4会場 3階研修室302

34　集中治療室に求められる面会の在り方の検討～患者家族と看護師の思いより～
市立室蘭総合病院 本間　亜矢子

●　示説　　　　　第9群　　　　　急性期看護・慢性期看護　　　　　 5題 9:35～10:20
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ランチョンセミナー3 12:10～13:10

35　背面開放座位導入に向けた看護師の意識調査
社会医療法人　医仁会　中村記念病院

36　整形外科手術を受けた患者の不安
江別市立病院

37　ブレーデンスケールの活用による褥瘡予防への早期介入にむけた意識調査
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院

38　外来における肺がん終末期患者を支える妻への支援
市立釧路総合病院

猪野越　康二

横井　友似

新田　葵

田中　秀子

39　精神科病棟看護職員のレクリエーションに対する意識調査
医療法人社団　静和会　石井病院

40　不安神経症患者の退院支援に向けた関わり
　　 ～新しい対人関係に不安を示し、入院が長期化していた一事例～

市立釧路総合病院
41　産後2週間健診の評価ー褥婦の不安、実施時間に焦点をあててー

社会医療法人　母恋　日鋼記念病院
42　NICUに入院した児を持つ母親の母乳育児に対する思い

JA北海道厚生連　帯広厚生病院

賀集　喜代美

若原　情

佐藤　唯

岩脇　可南子

●　示説　　　　　第10群　　　　 精神看護・ヘルスプロモーション 　4題 10:25～11:05

第5会場 4階研修室401

43　胃瘻患者の在宅復帰へ向けた家族指導の有効性
医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院

44　外来看護師のスキンテアの知識と技術向上への取り組み
　　 スキンテア予防に関する質問紙調査と事例からの考察

江別市立病院
45　地域包括ケア病棟看護師の退院支援に関する意識調査
　　 ～患者の生活を見据えた退院支援～

市立旭川病院
46　ゴーグル着用を阻害する因子に関する文献検討

岩見沢市立総合病院
47　頭頸部がん患者の胃瘻造設に対する認識の変化を踏まえた支援

旭川医科大学病院

本間　千里
 

難波　奈穂子

増山　知子

清水　美穂子

壷井　悠夏

●　示説　　　　　第11群 　　　　慢性期看護　　　　　　　　　　  5題 9:35～10:20

第6会場 4階講堂

挑戦しよう！「院内助産・助産師外来開設」
～院内助産・助産師外来ガイドライン2018を読み解く～

北海道看護協会助産師職能委員 小泉　由貴美

●　交流セッション１ 9:30～11:00

第7会場 4階研修室403

臨地実習における効果的な指導を目指して～ワークシートを活用した情報共有～
北海道立向陽ヶ丘病院 前田　年枝

●　交流セッション2 9:30～11:00

人生100年時代 市民と共に育てる 臨床看護師教育
社会医療法人社団カレスサッポロクリニカルシミュレーションセンター 岩見　喜久子

●　交流セッション3 11:30～13:00

48　リフレクティブサイクルに沿ったリフレクションがもたらした新人看護師と
　　 プリセプターの変化

砂川市立病院
49　ナースの意識調査から検証した情報収集と情報共有の現状と課題

医療法人社団　翔仁会　輪厚三愛病院
50　クリティカルな状況にある患者を受け持つ看護学生が抱く感情

社会医療法人　医仁会　中村記念病院
51　小児看護学実習で学生間の体験を取り入れた指導に対する反応とその効果

JA北海道厚生連　旭川厚生病院

島本　真純

八木　智美

田上　造

山岸　逸美

●　示説　　　　　第12群　　　　　看護管理・看護教育　　　　　  　4題 10:25～11:05
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　2019年度会員の方には、令和2年度北海道看護協会教育研修計画（冊子）を2月下旬までにお届けします。2020年度、新
規入会手続きが完了された方へは、随時、お届けします。
　2月25日～ 3月10日より令和2年度研修会の募集を開始します。応募時点で会員手続きが完了していない場合には、非
会員価格となります。早めに会員手続きをお済ませください。

●研修応募期間 Ⅰ期（2月25日～ 3月10日）　※開催期間や、応募期間にご注意ください。
　 講師名（開催要領で確認可能）、申込状況、受講決定通知状況等については、随時ホームページに掲載いたします。

　Ⅱ期（3月23日～ 4月6日）
　 詳細は北海道看護協会のホームページまたは令和2年度北海道看護協会教育研修計画（冊子）をご覧ください。

認定看護管理者教育課程 ファーストレベル・セカンドレベルの募集期間について
来年度は募集開始が早まります。詳細は北海道看護協会のホームページをご覧ください。
認定看護管理者教育課程ファーストレベル （第1回・第2回）応募期間：2月3日～ 2月20日
認定看護管理者教育課程セカンドレベル　 （第1回・第2回）応募期間：3月2日～ 3月23日

2 令和2年度 北海道看護協会教育研修計画等について

医療安全管理者養成
※過去に「医療安全管理者養成研修会」
を修了した者は受講できない
※本研修は、社会保険診療報酬「医療安
全対策加算」算定要件内の「医療安全
対策に係る適切な研修」に該当する
※全日程・全プログラムを受講した者に
修了証を発行し、遅刻・早退は認めら
れないものとする

(1)所属する医療機関で医療安全管理者
の任にある者、または今後医療安全
管理者の任につく予定の者

(2)保健師・助産師・看護師
(3)全日程（6日間）受講できる者

【医療安全の基礎知識】【看護職の責務と法的責任】
【医療安全のための組織的な取り組み】
【医療安全管理者の役割と業務】
【事故発生時の対応の実際】【危険予知訓練の実際】
【事例分析の基本的な考え方】
【事例分析法】ImSAFERを用いた演習
【医療安全のための職員教育】【医療安全とコミュニケーション】
【医療安全管理の実際】(パネルディスカッション)
【施設における医療安全管理の課題の明確化】

4/13-4/18 100

論理的思考-論理的文書の作成
－基礎編ー

ファーストレベル・セカンドレベル・
サードレベルの受講予定者(推奨）
論文作成に興味、関心がある者

【論理的思考とは】
【論文を記載するための基本的な考え方】
【具体的な記載方法】

4/19 250

研修会名開催期間 定員（名） 対象 科目

看護師のクリニカルラダー（日本看護協
会版）を活用した施設内教育
～自施設のクリニカルラダーを考える～
※各施設2～ 3名まで
※全日程参加できる方

＜北海道委託＞
中堅期保健師の人材育成研修
-中堅期保健師に求められる能力-

300床以下の中小規模病院、高齢者介護
施設、訪問看護ステーションで勤務し、
JNAクリニカルラダーを活用して所属
施設のキャリアラダーの見直し、また
は、クリニカルラダー導入する予定の看
護師長または教育担当者

【看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）開発の目的】
【自施設のクリニカルラダーを考える】
【JNAクリニカルラダーを活用した自施設のクリニカルラ
ダーの作成について】
【ラダーを活用した自施設の教育の考え方について】
【JNAクリニカルラダーを活用した自施設のクリニカルラダー
の報告について】【ラダーを活用した自施設の教育と評価を学ぶ】

自部署において医療安全委員等の役割
を担う者

保健師・助産師・看護師

【医療安全の動向】
【チーム医療の一員としてリスク感性を磨く～日常に潜む
リスクを予知する】

前期：
4/28-4/29
後期：
10/23

4/30

5/1

7/3

第1回

第2回

第3回

60

各80

現場に活かせるリスクマネジメント基礎編
～ KYTでリスク感性を高めよう
※第1回、第2回、第3回は同じ内容
※第1回、第2回、第3回同時に応募受付をします
人数調整のため第1回、第2回、第3回の指定はできません

看護管理の役割にあたっている者
または、看護管理に関心のある者

【組織マネジメント概論】
【看護管理の基礎知識】5/9-5/10

5/12

第1回 50＜ファーストレベル公開講座＞
組織マネジメント概論　※第1回、第2回と同じ内容

看護管理の役割にあたっている者
または、看護管理に関心のある者

【看護サービスの質評価と改善】
【看護サービスと記録】30＜ファーストレベル公開講座＞

看護サービスの質管理　※受講決定は応募申し込み先着順

5/15 看護管理の役割にあたっている者
または、看護管理に関心のある者 【サービスの基本的概念】30＜ファーストレベル公開講座＞

サービスの基本的概念　※受講決定は応募申し込み先着順

第1回組織マネジメント概論を受講する者 【問題課題の明確化】
【目標の設定】5/16-5/17 第1回 30＜ファーストレベル公開講座＞経営資源と管理の基礎知識

※第2回と同じ内容　※受講決定は応募申し込み先着順

看護管理者またはそれに準ずる者
保健師･助産師･看護師 【2020年度診療報酬改定について】5/16

札幌会場
旭川会場
釧路会場
函館会場

200
50
30
30

＜北海道委託＞
病院看護管理者向け2020年
度診療報酬改定の理解
※札幌会場配信の通信研修

自治体保健師の標準的なキャリアラ
ダーのキャリアレベルA2以上の保健師

【保健師としての専門性とキャリア発達】
【新任教育・現任教育における中堅期保健師の役割】
【保健師としての専門性とキャリア発達】
【公衆衛生看護を基盤としたテーマ別専門能力について】
【中堅期保健師としての専門能力の強化】(グループワーク)
【今、なぜ、事例検討なのか-人材育成の観点から-】
【スキルアップにつながる事例検討】
【グループ演習】

5/21-5/23 40

看護研究に取り組んだことがあること
（初心者～研究経験の浅い者）
保健師・助産師・看護師・准看護師

【研究への取り組み】
【研究テーマの絞り込み】
【研究デザインと種類】
【文献の活用とクリティーク】
【看護研究計画書の作成】

5/25-5/26

札幌会場
旭川会場
釧路会場
函館会場

200
50
30
30

＜看護研究シリーズ1＞
さぁ！はじめよう看護研究
-研究計画書のつくり方-
※札幌会場配信の通信研修

JNAラダーレベルⅡ到達を目指す看護
師（レベルⅠの看護師が、レベルⅡ到達
を目指し受講する研修）
保健師・助産師・看護師・准看護師

【摂食・嚥下障害ケアの目的】
【高齢者や疾病等による摂食・嚥下機能の変化】
【摂食・嚥下ケアに必要な基礎知識】
【摂食・嚥下、口腔ケアに必要な観察とアセスメント】
【ケアの実際】

5/27 150

＜JNAラダーレベルⅡ到達のための研修＞
摂食・嚥下障害ケアの基本を学ぼう
※JNAラダーの4つの力のうち、特に
「ニーズをとらえる力」「ケアする力」と
関連が深い研修

「さぁ！はじめよう看護研究」研修会を
受講、またはそれ相当の知識を有する者
保健師･助産師･看護師･准看護師

【統計学の基本概念】【データ収集方法と整理方法】
【調査票の作成】【統計量の計算】【データ分析】
【相関関係】【検定と推定】

6/4-6/5 100＜看護研究シリーズ2＞
看護研究に使える統計学
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　訪問看護初心者またはこれから訪問看護を目指す看護
職を対象とした講習会です。
　定年退職後のセカンドキャリアとして訪問看護への就
職を考えている方もお勧めです。是非、受講してください。
〈訪問看護師養成講習会（全日程：32日間）〉
応募期間：2020年2月14日（金）～ 2月28日（金）
開催期間：2020年4月  6日（月）～ 5月27日（水）

※土日祝日、5/7、5/8を除く32日間
受講資格：保健師・助産師・看護師・准看護師の資格があり、

以下に該当する者
・現在、訪問看護に関わっている者
・将来、訪問看護に従事したいと考えている者
・各コースとも既定の期間受講できること

定　　員：40名　（うち分散コース6名）
保険について：訪問看護ステーションの実習では保険に加入し

ます。看護協会会員の方で「看護職賠償責任保険
制度（2020年度）」へ加入していない方は可能な
限り加入をお勧めします。（3/16締め切り）

研修コース：以下の表に示します。

〈公開講座〉　今年度は次の科目が公開講座になりました。
【受講対象】
保健師・助産師・看護師・准看護師の資格があり、以下に該
当する者
＊現在、訪問看護に関わっている者
＊将来、訪問看護に従事したいと考えている者

【申込方法】
＊北海道看護協会ホームページ上の「訪問看護師養成講
習会 公開講座」専用用紙（申込書1）に必要事項を記入
のうえ、期間内にFAXまたは郵送でお申し込みくださ
い。

＊詳細は北海道看護協会ホームページでご確認くださ
い。開催要領、申込用紙はこちらからダウンロードでき
ます。

1)講座によっては、資料代のほかに、副読本の実費(350円
程度)をご負担いただく場合があります。
該当する講座については、受講決定通知でお知らせし
ます。

【日程】
＊研修時間は一部を除き1日（6時間）です。
オリエンテーション：9:25 ～ 9:30
講義：9:30 ～ 16:30（昼休み1時間含む）

4/7

4/8

4/10

4/14

4/21

4/23

4/24

4/30

5/1

5/11

5/12

5/13

5/18

開　催　日 研修No. 講　座　名

１日

１日

0.5日

1日

1日

0.5日

0.5日

１日

0.5日

１日

１日

１日

１日

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

訪問看護概論①　－訪問看護の役割と諸制度

訪問看護概論②　－訪問看護ステーション運営

リスクマネジメント論  -1リスクマネジメント

リスクマネジメント論  -2感染管理

経管栄養法・中心静脈栄養法／摂食・嚥下障害への援助

急変時の看護

リスクマネジメント論  -3災害対応

がん看護

透析

認知症の人の看護

精神障がい者の看護

呼吸管理

難病の人の看護

3 令和２年度 訪問看護師養成講習会（全日程）のお知らせ

4 図書室からのお知らせ
★休室について 蔵書点検・整理：令和2年3月16日（月）～ 3月23日（月）　5日間

蔵書点検・整理期間中は休室します。閲覧・貸出・複写・郵送文献複写サービスの利用ができません。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようよろしくお願いします。詳細はホームページ「図書室」をご覧ください。

※会員の皆様へ
　いつも図書室をご利用いただきありがとうございます。
　研修会等で本協会へお越しの際は、四季折々の庭園と本を楽しめる静かな空間で過ごしてみませんか？皆様の来室をお
待ちしています。

コース

集中コース（32日間）

開催期間

2020年4月6日
～5月27日

2020年4月6日
～4月24日

日程未定：2021年
4月～6月 開催予定

資料代

33,000円

15,500円

17,500円

保険料

別途
かかります

備考

前期・後期の
分納

分散
コース

前期15日間

後期17日間

応募期間

2月14日 ～2月28日

定員

各40名

1講座の研修期間

1日間

資料代

1,000円1)

13:25～16:30

9:25～12:30

9:25～12:30

12:55～16:30
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期　　間：12月3日（火）～ 4日（水）
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

開  催  日：名古屋会場　10月 6日（日）
東京会場　　11月10日（日）

場　　所：名古屋会場　ウィンクあいち
東京会場　　東京交通会館

主　　催：NPO法人住んでみたい北海道推進会議

第3回看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）　報告

北海道暮らしフェア2019（名古屋・東京）　報告

●他方面のお話を聞く機会をいただき大変参考になった。
●自分が何をしたいのかできるのか考えるにあたって力になった。
●とてもわかりやすい講義でとても勉強になった。

　北海道に移住・就業を希望される方々への就業支援を目的に、NPO法人住んでみたい北海道推進会議が主催する「北海
道暮らしフェア2019」に出展し、個別相談を実施しました。昨年に引き続き東京都と今年度は愛知県に出展しました。市
町村・企業・団体（名古屋会場：36団体、東京会場：75団体）が参加しました。ナースセンターのブースには、数ヶ月または数
年後に北海道での移住・就業を単身で検討している方、家族で検討している方等、東京都・千葉県・埼玉県・愛知県・三重県・
滋賀県・兵庫県に在住の計11組、14名の方々が相談にお越しいただきました。また、ナースセンターやナースセンター事
業についてPRする貴重な機会となりました。

ナースセンターだより第69号

知識・技術に不安があった 最新の医療・看護の情報を知る
9

再就業の準備
11

内容に興味があった
49

1年未満
13%

20年以上
7%

1～ 3年未満
7%

5～ 10年未満
13%

10～ 15年未満
33%

1　受講背景：受講者数15名

未就業期間
＜研修会の様子＞

講義の風景

相談ブースの様子（東京会場）会場の様子（名古屋会場）

感染予防と看護師の役割
手指衛生（演習）

＜相談会の様子＞

再就職への歩み
（研修会修了者、就職した方より）

2　アンケート結果（回収数　14）
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
3

あまり役立たない
110

②今後の就業活動に役立つか （人）

（人）

15 ～ 20年未満
27%
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開催日：11月16日（土）
場　所：北海道看護協会　　　　　　　　　　　　
受講者：74名 （対象：札幌市在住の50歳以上の看護職）

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－　報告

　日本看護協会では、2018年に地域包括ケアシステムの推進に向けて、地域に必要な看護職の確保と、看護職一人ひとり
がライフイベントと両立しながら、生涯を通じて看護に携わることができるキャリア形成の実現に向けて、地域に必要な
看護職確保推進モデル事業を実施しています。
　今年度、北海道看護協会が当事業に参加し、北海道の看護職の44％を占める札幌市の看護職に焦点を当て、そこから就
業意欲の高い定年・60歳前後の看護職を活用し、セカンドキャリアとして就業者の少ない地域での就業を促進する支援に
取り組むこととし、その対象を利尻地域としました。今回、その取り組みの一つとして、公益財団法人日本生産性本部、人材
開発コンサルタントの栗林裕也講師をむかえ、「定年後も自分のキャリアを活かすために」のテーマでの講演と地域応援
ナース事業、利尻島施設の紹介を行いました。参加者のアンケートからは、「これからの自分を考えていく良い機会になっ
た」「自分の人生設計を確認できた」「興味深く講演を聞け、今後の働き方の参考になった」という意見が大半を占め、併せ
て、4割の方から、地域応援ナースとして利尻島に就業してみたいという回答をいただきました。今後は、皆様からの登録
をお待ちしています。

開催日：11月16日（土）
場　所：北海道看護協会
受講者：92名

　道内で就業している看護職の10人に1人が60歳以上であり(平成30年度)、年々、ナースセンターに登録する60歳以上
の求職者（プラチナナース）の割合も増えています。定年後に自分のキャリアを活かして働き方を選択することは本人だけ
でなく、施設にとっても新たな取り組みに向けてのチャレンジになると考え、平成30年度よりナースセンターでは、プラ
チナナースを受け入れる施設の拡大を目指しています。そこで、求人施設がプラチナナースを活用するための労働環境の
整備と取り組みについて考える一助としたく交流会を開催しました。
　講演は、午前に引き続き栗林講師に「シニア人材は宝の山＜プラチナナース活用術＞～多様な働き方を実現するには～」
をテーマにご担当いただきました。報告は、「施設におけるプラチナナースの活用について」滝川脳神経外科病院の栗葉看
護部長、旭山病院の齋藤看護部長より、活用の実際についてご報告いただきました。全体会では、雇用に向けて検討してい
る施設の看護代表者から、労働条件の具体について質問が寄せられました。
　参加者のアンケートからは、「プラチナナースを含め、働き続けられる場所を作りたいと思いました」「本人の働き方への
考え方を確認し、多様な活用を考えていくことが課題と考えた」等の意見があり、改めて労働環境整備に向けて取り組むよ
い機会となりました。

講演「定年後も自分のキャリアを活かすために」 利尻島施設の紹介

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　講師

栗林講師 施設におけるプラチナナースの活用について（報告）
栗葉講師 齋藤講師

全体会の様子

利尻島施設の紹介
副看護部長　吉田　理恵　講師

2019年度プラチナナース採用に関する交流会　報告
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本人
2,260

代理
2,078

施設からの代行
3,519

合計
7,857

1 届出種類

20～29歳
2,236

30～39歳
1,966

40～49歳
1,861

50～59歳
1,053

60歳以上
532

無回答
209

合計
7,857

２ 年齢

道南
264

道央
5,509

道北
647

十勝
423

釧路・根室
410

オホーツク
409

無回答
195

合計
7,857

３ 居住地

保健師
26

助産師
25

看護師
1,757

准看護師
213

合計
2,021

４ 再就業状況

（人）

（人）

（人）

（人）

届出制度実績（2015年10月1日～2019年12月31日） 未就業の看護職の方は、ぜひ登録をお願いします。

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

求人施設の皆さまへ　求人票の管理・変更について
■求人票の管理について■
2019年4月以降、求人票の期限切れに関して、ナースセンターから電話等での確認連絡をしていません。求人票は、自己管理
でお願いいたします。入力がない場合は、期限切れの求人票となり求職者から検索はできません。
eナースセンターにログイン後には、当月に有効期限が終了する求人票がある場合、「求人票」に　 マークが表示されます。
定期的に、ログインいただき、求人票の有効期間が切れる月には①有効期限の延長（6ヶ月延長）か、②求職票抹消（充足）の
入力、適宜求人票の内容確認・修正等をお願いいたします。

■求人票の変更■
eナースセンターは、2020年4月にリニューアルします。そのために9月26日から求人票の記載項目に以下が追加となり
ました。
※注意点 求職者は2020年4月から閲覧可能となります。
・求人票の一言PR〔40文字以内〕　・求人票の紹介文章　　・求人票の写真〔最大3枚〕　・求人の特色
・その他希望資格・教員募集の資格欄に「特定行為研修修了者」　・教員専門分野に「その他」　・職場分煙状況　・業務内容に「小児」
※ユーザID・パスワードや操作等、不明な点がありましたら、ナースセンターにお問い合わせください。

2019年度地域応援ナース実績
（2019年4月1日～12月31日）

・応援：10名（延べ11件）　・調整中：3名

◉今までの経験を活かし、人不足で困っている地域で『地域応
援ナース』として働いてみませんか？
　1か月～ 1年の短期間限定勤務!!
専属のコーディネーターが意向や希望に応じて施設を調整
します。ぜひ、ご連絡ください。
◉看護管理者の方は、退職する看護職員に「地域応援ナース」
について、周知をお願いいたします。
　※詳細は、http://www.hokkaido-nurse.com/ouen/
　　またはQRコードからご確認ください!!

地域応援ナースにぜひ登録してください！！

12月から豊富町国民健康保険診療所に、
1月から浦河赤十字病院に

初めて応援ナースが就業しました！！

≪重要なお知らせ≫

24

看護協会ニュース No.131



と　き　2019年10月19日（土）
ところ　JA北海道厚生連
　　　　帯広厚生病院
事業部事業課

　「高齢者ケア施設の看護管理者懇談会」は、今年度から高齢者ケア施設の看護職のネットワーク作り
を目ざして、地域で開催していくこととし、今年度は帯広で開催しました。基調講演と3人の実践報告
のあと、グループワークで今後につながる話し合いとなりましたので、その内容を報告します。

　最後に、鹿毛看護師職能Ⅱ理事から、「病院の在院日数が少なくなり、施設での看護は
大変になっている。多職種連携・協働については、アセスメントができる看護師の専門
性を活かしつつ、相手の目線で伝え、話し合うことが大切である」とエールがありまし
た。また、光十勝支部長から、「みなさんのニーズを把握して、今後も交流会等を検討し
たい」と話され、有意義な懇談会となりました。

2019年度 高齢者ケア施設の
看護管理者懇談会

開会挨拶　砂山理事

実践報告

基調講演

光支部長鹿毛理事

ファシリテーター　十勝支部看護師職能委員グループワークの様子

『高齢者施設における看護管理者のマネジメント』～多職種連携を中心に～
有限会社　コミュニティ　代表取締役　羽田　三紀子

　紋別市で有限会社コミュニティを設立し、通所介護、居宅介護支援事業、訪問看護、看護小規模多機
能型居宅介護、介護職員養成講座等に取り組んできた講師から、「高齢者ケア施設において、『利用者の
生活の質の向上』を目ざすという共通認識の下、看護・介護の質向上が必須であり、看護管理者が日々
の実践や多職種協働の推進役となることが求められる」と力強い基調講演がありました。

看護小規模多機能施設等におけるマネジメントの実際～看護職と介護職の連携を中心に～
医療法人社団 博愛会看護小規模多機能型居宅介護施設あんさんぶる開西

(訪問看護ステーションかいせい)　 遠藤　美保子
　帯広市の看護小規模多機能型居宅介護施設（以下看多機）課長の遠藤さんから看護職と介護職が連
携した事例として、排便コントロール不良で、訪問看護利用から、家族の介護力の低下等により、看多
機につながった利用者の紹介がありました。入所時には、トイレサインを見つけたら誘導する、できる
ことは本人にやってもらう、できないことは少し手伝うことをケアの方針とし、『その人らしく、安全・
安心に生活を送れること』を施設目標として連携してケアを行っていると実践報告がありました。

介護老人福祉施設におけるマネジメントの実際～看取りを中心に～
特別養護老人ホームしゃくなげ荘　加藤　香

　鹿追町の特別養護老人ホームの看護主任の加藤さんからは、看取りについて、「特に嘱託医が変わっ
た際には、看取りに向けた話し合いを重ねることが必要」、「介護職との協働が欠かせない」など、お互
いの立場を尊重して日々行っている活動の報告がありました。また、マネジメントの姿勢として、「看
護師は間隙手」であり、全体を見て調整機能を果していると話されました。

介護老人保健施設におけるマネジメントの実際 ～感染管理を中心に～
医療法人社団刀圭会介護老人保健施設アメニティ帯広　北畑　良子

　帯広市の老人保健施設の看護部長兼在宅支援部長の北畑さんからは、ノロウイルス感染症対策の実
際について、全職員を対象に行っている実地訓練の様子が紹介されました。入所者の嘔吐はすべてノ
ロウイルス対策の対象としており、生活の場である施設内の様々な場面を想定して、看護職・介護職・
事務職を含む全職員が同じように対応できることを目ざしているとの実践報告がありました。

グループワーク
　「多職種連携のマネジメントを考える」をテーマに話し合
い、「看護師がみんなの話を聞き、パイプ役になるようにし
たい」、「このような看護職どうしのつながりは大切」等、活
発な意見交換となりました。
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キャリナースでできること

キャリナース　新規登録方法（ユーザ登録方法）

会員の皆さま専用WEBページ  『キャリナ

会員情報の変更・確認
氏名（改姓）、住所、電話番号、勤務先

研修の
受講履歴

電子会員証
北海道看護協会の会員番号
を確認できる電子会員証を表示

履歴情報
会員履歴
活動履歴

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

登録情報の入力画面へ
クリック

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

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

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

よくある
質問

ユーザ登録に必要なもの ①～⑤
入力後
登録

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

①

②

③

⑤

④
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〈　問　合　せ　先　〉

〒003-0027
札幌市白石区本通17丁目北3番24号

公益社団法人北海道看護協会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/

キャリナースは、経験を積んでキャリアアップしたい看護職の皆様を応援します！

ース』を活用していますか？

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

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

【お知らせ】　　2020年度入会手続き受付中!!

【北海道看護協会ホームページ】
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発行／公益社団法人 北海道看護協会
札幌市白石区本通17丁目北3番24号
TEL（011）863－6731 代　 http://www.hkna.or.jp/
編集責任者／上田　順子　 印刷／株式会社須田製版

　食べ物を食べる、水を飲む時には舌や口の周り、首などの筋肉を使っ
て、飲み込んでいます。
　嚥下体操は「飲み込む」ために必要な筋肉の体操です。
　「飲み込み」に必要な筋肉は口の筋肉のみならず、からだの筋肉も大
きく関係しています。その理由は、食べる動作にあります。食べる時に
は「食べる姿勢をとる」「箸や茶碗を持つ」「むせた時に咳払いができる」
といった行動が取れることが大切です。そのため、嚥下体操には口の周
りだけでなく、からだの筋肉を動かす要素が含まれています。
【嚥下体操の一例】
まずは姿勢を整えて座り、深呼吸をしましょう！
①首の体操：ゆっくり後ろを振り返る（左右）、首が肩に付くように左右
に倒す　など
②肩の体操：両肩をゆっくり上げてからストンと落とす、肩を前から後
ろ、後ろから前にまわす　など
③口の体操：口を大きく開ける、口を閉じて歯をかみあわせる、口をす
ぼめる　など
④頬の体操：頬を膨らませたり、しぼめたりする　など
⑤舌の体操：舌で口の両端をなめる、舌を大きくつきだす　など

唇や舌の動きを良くするためには、単語や文章をはっきりと発音す
ることも効果的です。また、むせた時のために咳払いの練習をしてお
くことも大切です。

美味しく食事を食べ続けるために、ぜひ嚥下体操に取り組
んでみてください！

道民の健康情報 誤嚥を予防するために嚥下体操をしよう！

１１月　１日
２日～３日

６日

７日

８日

９日
９日～１０日

１０日
１１日
１２日
１３日
１４日

１５日

１６日

１９日

２０日

２１日
２２日

２５日
２８日

２８日～２９日

求人施設訪問（釧路市）　佐々木常務理事
日本看護連盟北海道東北ブロック看護管理者看護教育者等政策セミナー
（宮城県）　上田会長
第15回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事4名
看護協会概要説明会（市内）　砂山常務理事
全国公立病院連盟　第88回総会・事務長会・看護部長会合同会議（市内）　上田会長
医療的ケア児支援の看看連携・多職種連携を推進しよう！研修会　砂山常務理事
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
認定看護管理者教育課程サードレベル視察受入れ　上田会長、砂山常務理事
看護職員需給状況調査協力に係る報告（北海道老人福祉施設協議会）
（市内）　佐々木常務理事
2019年　認定看護管理者会主催「看護管理者研修」講義（市内）　上田会長
木村看護教育振興財団主宰　2019年度東京講演会（東京都）　砂山常務理事
日本看護管理学会　2019年度災害に関する看護管理推進委員会（東京都）　上田会長
2019年度上期監事監査　上田会長ほか常勤理事・監事7名
令和元年度　第2回札幌市健康づくり推進協議会（市内）　荒木専務理事
専任教員養成講習会に係る道との打合せ（市内）　砂山常務理事
自由民主党札幌市支部連合会政策要望懇談会（市内）上田会長ほか常勤理事4名
第8回常務理事会　上田会長ほか理事・監事13名
第2回北海道地域医療介護総合確保基金（介護分）検討協議会（市内）　砂山常務理事
訪問看護ステーション出向支援検討会　上田会長、砂山常務理事
看護職のためのセカンドキャリア講演会　上田会長、佐々木常務理事
2019年度プラチナナース採用に関する交流会　上田会長、佐々木常務理事
令和元年度札幌市保健所運営協議会（市内）　上田会長
札幌市営企業調査審議会令和元年度第2回病院部会　荒木専務理事
第16回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事4名
日本医療大学　講義（市内）　上田会長
選挙管理委員会　荒木専務理事
看護師基礎教育を考える会（市内）　上田会長ほか副会長・常勤理事5名
第4回理事会　上田会長ほか理事・監事23名
第2回支部長会議　上田会長ほか
日本看護協会DiNQL大会2019（東京都）　佐々木常務理事
認知症サポート医･専門医と認知症看護認定看護師等懇談会打合せ
（札幌市医師会）（市内）荒木専務理事
在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修会（釧路市）　砂山常務理事

２９日
３０日

１２月　２日

3日～４日
４日

５日
６日

７日

９日

１０日
１２日

１３日
１５日
１６日

１８日

１９日
１９日～２０日

２１日

２４日
２５日

日本看護協会　第5回理事会（東京都）　上田会長
実践力アップ事例検討会　砂山常務理事
専任教員養成講習会運営会議　砂山常務理事
北海道リハビリテーション学会学術委員会（市内）　上田会長
看護職復職支援研修会　佐々木常務理事
第17回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事4名
北海道医療大学　特定行為研修管理委員会　砂山常務理事
北海道医療大学　認定看護師研修センター修了式（当別町）　上田会長
日本看護サミット2019／訪問看護サミット2019（神奈川県）
上田会長ほか常勤理事4名
看護師の特定行為研修に係る意見交換会　上田会長、砂山常務理事
道南南支部　住民フォーラム（函館市）　竹内副会長
第7次医療計画策定時における北海道看護協会の対応に関する日本看
護協会ヒアリング　上田会長、砂山常務理事
日本の医療を守る道民協議会第15回総会（市内）　上田会長、砂山常務理事
日本看護協会 第2回認定看護管理者制度委員会（東京都）　上田会長
北海道高齢者虐待防止推進委員会　令和元年度第１回北海道身体拘
束ゼロ作戦推進部会（市内）　佐々木常務理事
第2回さっぽろ医療計画評価委員会（市内）　荒木専務理事
「北海道議会新庁舎並びに北海道庁本庁舎敷地内全面禁煙を求める署名」
提出（市内）　上田会長
認定看護管理者教育課程サードレベル閉講式　上田会長、砂山常務理事
令和元年度第4回北海道介護支援専門員協会理事会（市内）　荒木専務理事
第2回利尻島での看護職の確保対策検討ワーキンググループ会議
（利尻町）　佐々木常務理事
令和元年度第2回北海道医療勤務環境改善支援センター運営協議会
（市内）　佐々木常務理事
北海道医療大学 第7回認定看護師研修センター運営委員会（市内）　上田会長
第9回常務理事会　上田会長ほか理事・監事14名
在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修会　砂山常務理事
道南圏域訪問看護ステーション出向支援検討事業報告会
（函館市）　上田会長、砂山常務理事
日本看護協会 第2回ナースセンターの将来構想に関する検討委員会（東京都）　上田会長
第18回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事4名
助産師出向支援事業 施設訪問（苫小牧市）　佐々木常務理事

協会の動き

  ●2019年度第4回理事会
１　日　時　2019年11月22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20名、監事3名
５　議　事

❶協議事項
（1）北海道看護協会謝金等支給規程の改正（案）について協議、承認
（2）北海道看護協会災害支援ナースの要件等（案）について協議、承認
（3）令和2年度北海道看護協会方針と重点事業（案）について協議、承認
（4）令和2年度北海道看護協会教育研修企画（案）について協議、承認
（5）消費税の変更に伴う受講料等の見直し（案）について協議、承認
（6）令和2年度訪問看護師養成講習会募集要項（案）について協議、承認
（7）令和2年度保健師助産師看護師実習指導者講習会カリキュラム（案）について協議、承認
（8）令和2年度認定看護管理者教育課程カリキュラム（案）について協議、承認

（9）令和2年度北海道看護協会通常総会代議員数（案）について協議、承認
（10）令和3年度日本看護協会代議員職能別構成（案）について協議、承認
（11）日本看護協会名誉会員候補者の推薦（案）について協議、承認
（12）北海道看護協会支部規則（準則）に規定する支部大会の定足数（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事業報告（7月～ 9月）
（2）2019年度上期予算執行状況報告
（3）2019年度上期監事監査報告
（4）令和2年度予算編成等に関する要望書の提出
（5）日本看護協会理事会報告
（6）日本看護協会地区別法人会員会報告
（7）2019年度全国職能委員長会報告
（8）2019年度地区別職能委員長会報告
（9）台風15号による千葉県災害に対する支援について
（10）北海道議会新庁舎並びに北海道庁本庁舎敷地内全面禁煙を求める署名活動について

度第4回理事会

理事会報告

（１１/１～１２/３１）

②肩の体操例 ⑤舌の体操例
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