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看護を学び巣立つ日
名寄市立大学保健福祉学部　学生部長　永谷　智恵

（元上川北支部　支部長）

北海道看護協会員数（令和 3年 3月末日現在）

2020年度目標会員数 43,700名（達成率 99.57％）

入会者数 保健師 助産師 看護師 准看護師
43,514名 1,153名 1,290名 38,705名 2,366名
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北海道看護協会通常総会に向けて

　例年ですとやっと訪れた春の足音を歓迎する季節のはずで
すが、今年は先行きが不透明な新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、様々な対策と心身のストレスの中で御苦労され
ているのではないでしょうか。看護職の皆様が日々、医療、介
護、市町村や保健所といった最前線で人々の生命と暮らしを
守るための取組みに奮闘していらっしゃることに心から敬意
を表します。
　北海道看護協会では令和2年1月に道内で初めて新型コロ
ナウイルス感染症が発生してから、最新の情報収集につとめ、
行政との連携も強化するなかで、医療現場や保健所に勤務す
る看護師や保健師の確保、専門分野の看護職の紹介にいち早
く着手し、研修や会議もWebを活用する等、努力を重ねて参
りました。北海道看護協会ニュースでも皆様が大事にしてき
た活動をできるだけ紹介し、また、コロナ禍での工夫や支え合
う様子を伝えてきましたが、看護の技術と専門的な知見が今
まで以上に求められた一年だったと思います。
　令和2年度は2025年の超高齢化、さらに少子化による生産
年齢人口が減少する2040年といった社会の動きを捉えて、看
護職がさらなる力を発揮できるよう3つの方針を掲げ重点事
業を展開してきました。コロナ禍での会議や研修、交流会は中
止が相次ぎましたが、感染状況をその都度見極めながら、
Webを活用した方法を取り入れ今日に至っておりますので、
その一部を御報告します。
　方針1の「看護の質向上と役割拡大の推進」では、特定行為
研修を修了した看護師の活動等に関する意見交換会を9月に
実施しました。また、「現場で活かせる感染管理＜在宅・療養施
設＞・＜病院＞研修会を集合＋Web研修に変更して開催し、
「在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修（北海道委
託）」はWebで開催する等、Webを駆使した開催方法とする
ことで、多くの方に御参加いただくことができました。集合型

の研修は臨場感があり、参加者の交
流もできる良さがありますが、Web
開催は広域な道内どこからでも参加できる利点があり、タイ
ムリーな話題提供も可能となることも分かりました。
　方針2の「全世代型地域包括ケアシステムの推進」では、地域
の多様なニーズに応える訪問看護師への期待の高まりを受
け、新規事業（北海道委託）として、「北海道新卒訪問看護師採
用・育成ガイドライン」を策定しました。コロナ禍の中、Web
も活用したワーキングチーム会議で検討を重ね、新卒者の採
用準備から育成プログラム、そして、支援の実際等について分
かりやすく示すことができました。今後、皆様に広く御活用い
ただけるよう協会のホームページにも搭載するほか、育成体
制の構築に向けた取り組みも考えております。
　方針3の「看護職を続けられる職場環境づくりの推進」では、
新型コロナウイルス感染症の影響から、ナースバンクの本所・
支所の相談件数が求職者、求人施設とも大きく増加しました。
また、急きょ、保健所での積極的疫学調査等に対応できる潜在
保健師のための研修会を開催するなど、地域の求めに応じた
活動を行いました。この他、プラチナナースの求職者への電話
訪問やセカンドキャリア講演会等、貴重な看護職が活躍でき
る活動を続けています。

～令和3年度（2021年度）北海道看護協会重点事業について～
　令和3年度は新型コロナウイルス感染症の対応がしばらく
続くことが予測されますので、看護協会としての支援を継続
するとともに、新しい生活スタイルで本会事業を進めること
としました。また、看護の基盤とも大きく関連する地域医療構
想や医療計画、介護報酬改定といった動きを注視しながら、令
和2年度の3つの方針は継続し、重点事業については見直しを
はかり取り組むこととなりました。

【方針1】看護の質向上と役割拡大の推進
1）新しい生活スタイルに対応し、あらゆる分野で活動する看護職の実践力の向上と自立的な行動を支援するための教育
研修の充実強化

2）特定行為研修制度の周知及び特定行為研修修了者の活動基盤体制の構築に向けた取り組みの推進
3）看護基礎教育の充実に向けた課題解決への取組
4）准看護師の進学支援
【方針2】全世代型地域包括ケアシステムの推進
1）全世代を対象とした地域包括ケアシステムの充実に向け、医療機関と「生活の場」で活動する看護職が専門性を発揮で
きるよう看護職間の連携や他職種との協働推進

2）道民が生涯にわたる健康づくりや様々な健康課題に対応できるように医療・介護等に関する情報を発信
3）地域や施設を越えた看護人材の活躍推進
【方針3】看護職を続けられる職場環境づくりの推進
1）生涯にわたる看護職のキャリアを支援するため、ナースセンター機能強化
2）看護職が安全に、安心して働くことができるよう労働環境の改善
3）プラチナナースの就業支援をはじめ、あらゆる世代の看護職の活躍の場を拡大
4）子どもたちが看護に魅力を感じ、看護職を目指したいと思う取組を推進

　令和3年度北海道看護協会総会は6月13日（日）に札幌教育文化会館で開催する予定ですので御案内申し上げます。なお、新型コ
ロナウイルス感染防止のため代議員のみの参加となりますが、会員の皆様からの御意見については事前にいただくこととしてお
りますのでぜひ本会までお寄せください。

深津　副会長
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月　　日　　令和3年6月13日（日）　　　
場　　所　　札幌市教育文化会館
　　　　　　札幌市中央区北1条西13丁目

12：20

13：00

13：35

13：45

13：50

14：32

14：42

16：11

16：21

16：29

16：50

開　　　　場
オリエンテーション
開　　　　会
物故会員への黙とう
会 長 挨 拶
来 賓 祝 辞
来 賓 紹 介
祝 電 披 露

（休　　　　憩）

議長団選出
議事録署名人選出
議 決 事 項
第1号議案　令和2年度決算報告・監査報告
第2号議案　令和4年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出
第3号議案　令和3年度北海道看護協会役員・推薦委員の選出
1　改選役員・推薦委員候補者紹介
2　投　　　票

（休　　　　憩）

報 告 事 項

報告事項1　令和2年度理事会報告
報告事項2　令和2年度事業報告

・職能委員会報告
・常任委員会報告
・特別委員会報告

報告事項3　令和3年度北海道看護協会方針・重点事業・事業計画
報告事項4　令和3年度北海道看護協会予算

（休　　　　憩）

報告事項5　令和2年度日本看護協会地区理事報告
報告事項6　令和4年度北海道看護協会通常総会開催

選挙結果発表
新役員・推薦委員の紹介・挨拶
旧役員・委員への謝辞・挨拶

閉　　　　会

令和3年度北海道看護協会通常総会プログラム

新型コロナウイルス感染症の状況によりプログラムが変更になる場合があります。
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令和２年度決算報告及び監査報告
第1号議案

令和４年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出
第2号議案

   公益社団法人日本看護協会定款第12条及び第14条、並びに定款細則第13条、第14条及び第15条の規

定により、また、北海道看護協会「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」に基づいて、

令和4年度日本看護協会代議員及び予備代議員を選出する。

選挙管理委員長

令和３年度北海道看護協会役員・推薦委員の選出
第3号議案

公益社団法人北海道看護協会定款及び定款細則に基づき、理事11名、監事1名、推薦委員9名を選出する。

選挙管理委員長
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選挙管理委員長
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　北海道看護協会「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」に基づき候補者を告示する。
選挙管理委員長

令和4年度日本看護協会代議員及び予備代議員候補者の告示

（勤務先は令和3年3月31日現在）
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看

看

助

看

看

保

助

看

准

保

看

看

看

看

看

助

看

看

看

保

看

看

看

看

看

看

看

看

看

看

保

助

看

保

保

看

保

保

看

氏　名

伊 藤 み ず え

吉 田 ク ミ

松 本 晴 美

豊 岡 裕 子

大 口 　 博

今 井 由 香 里

千 葉 美 恵 子

山 田 眞 弓

金 城 恒 恵

原 田 彩 香

吉 澤 　 恵

佐 藤 美 和

千 葉 美 穂

足 羽 希 世 子

桜 井 政 純

高 橋 百 合 香

小 林 利 絵 子

髙 橋 仁 恵

吉 岡 尚 美

五 十 嵐 雪 枝

康 　 明 子

髙 橋 真 美 枝

鈴 木 瑞 恵

梅 津 武 蔵

荒 川 洋 美

中 村 由 香

岡 田 さ ゆ り

藤 信 真 吾

須 田 舞 子

古 川 美 砂

齋 藤 千 秋

西 村 サ ナ エ

森 　 美 幸

京 谷 幸 子

大 石 絵 理

畑 野 祥 子

春 日 美 佐

君 島 し の ぶ

松 長 明 子

竹 中 美 穂

深 津 恵 美

山 本 純 子

加 藤 　 香

勤務先名

国立病院機構函館病院

函館脳神経外科病院

函館五稜郭病院

森町国民健康保険病院

札幌緑花会大倉山学院

北海道社会事業協会岩内病院

市立札幌病院

中村記念病院

札幌中央病院

NTT東日本札幌病院

手稲渓仁会病院

北祐会神経内科病院

札幌西円山病院

北海道千歳保健所

札幌徳洲会病院

えにわ病院

柏葉脳神経外科病院

札幌センチュリー病院

愛心メモリアル病院

札幌東豊病院

札幌心臓血管クリニック

市立三笠総合病院

あかびら市立病院

北海道室蘭保健所

伊達赤十字病院

苫小牧市立病院

静和会石井病院

国立病院機構旭川医療センター

JA北海道厚生連旭川厚生病院

市立旭川病院

名寄市立大学

留萌市立病院

市立稚内病院

JA北海道厚生連常呂厚生病院

滝上町役場

JA北海道厚生連帯広厚生病院

十勝の杜病院

浜名町役場

釧路市役所

町立別海病院

個人

北海道看護協会

特別養護老人ホームしゃくなげ荘

代議員

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
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看
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看

准
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准

保

助

看

看

看

保
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看

看

看

看

看

看

看

保

看

看

助

看

保

看

看

看

助

助

氏　名

三 橋 鈴 代

玉 井 加 寿 美

佐 々 木 有 里

土 谷 め ぐ み

日 達 　 泉

守 田 明 美

菅 原 道 子

佐 々 木 幸 恵

栗 原 憲 一

上 田 　 泉

池 野 み の り

千 田 典 子

野 添 里 美

田 中 理 恵 子

天 野 舞 子

八 木 泉 代

白 岩 香 織

笹 森 幸 子

佐 藤 綾 子

竹 谷 幸 子

浅 田 ま ゆ み

三 浦 尚 子

葛 西 理 恵

髙 橋 　 望

濱 田 奈 緒 子

斉 藤 小 百 合

三 間 悦 晃

太 田 千 悦 子

井戸川みどり

長 谷 川 浩 美

澤 田 和 枝

髙 橋 　 香

下 間 智 湖

榊 原 真 由 美

小 川 恵 莉

谷 口 亜 紀 子

髙 橋 智 子

小 北 由 紀 子

小 林 岐 由 子

寺 澤 法 子

亀 畑 祥 子

佐 々 木 衿 子

小 泉 由 貴 美

勤務先名

函館新都市病院

北海道社会事業協会函館病院

松前町立松前病院

八雲町熊石国民健康保険病院

小樽市立高等看護学院

北海道社会事業協会余市病院

五輪橋マタニティクリニック

いとう整形外科病院

岡本病院

札幌医科大学附属病院

北海道立子ども総合医療・療育センター

北海道脳神経外科記念病院

西成病院

石橋胃腸病院

JCHO北海道病院

札幌ライラック病院

札幌白石記念病院

新札幌循環器病院

札幌麻生脳神経外科病院

札幌東豊病院

札幌禎心会病院

市立三笠総合病院

市立芦別病院

壮瞥町地域包括支援センター

北海道社会事業協会洞爺病院

勤医協苫小牧病院

静和会石井病院

森山病院

旭川医科大学病院

旭川赤十字病院

士別市立病院

留萌市立病院

稚内市保健福祉センター

美幌町立国保病院

JA北海道厚生連遠軽厚生病院

北海道社会事業協会帯広看護専門学校

協立病院

鶴居村役場

標茶地域訪問看護ステーション

町立別海病院

東苗穂病院

北海道看護協会

個人

予備代議員
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委員長　大岩　敦子1 保健師職能委員会
　令和2年度は、新型コロナ感染症拡大防止に伴い、
事業実施はほぼ中止となりました。定例委員会につ
いても遅れること10月4日、上田会長の出席を得て、
やっとのスタートとなっています。以降Web併用で
月1回（日曜日）開催していますが、新型コロナ感染
症対策の激務の中、休日を返上して参加する委員に
は頭が下がります。委員会では、コロナ対策の現状や

課題の共有に時間を費やし、『あるべく保健師活動
（保健師の専門性や役割）』について、意見交換を行い
ました。また、あるべく保健活動を遂行するために、
看護協会の存在を再確認するとともに、入会の意義
について再考する機会も得ました。
　これら活動を踏まえ、次年度の委員会活動に繋げ
ていきたいと思います。

委員長　小泉　由貴美2 助産師職能委員会
　今年度は、年度当初から新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、職能集会・学会の交流セッションな
ど中止となりました。また、委員会はWebへ切り替
えても4回の開催でした。その中で「いいお産の日」
のパネル展示を決定し、コロナ禍の活動を追加して
道庁で開催しました。新たな取り組みは2月に都道
府県助産師職能委員長と保健師職能委員長合同で

「母子のための地域包括ケアシステム推進会議」に参
加し、保健医療福祉の地域連携を共有する機会にな
りました。コロナ禍では新たな助産師の役割もあり、
これらも含め「母子のための地域包括ケア病棟（仮
称）」略して『母ケア病棟』の4つの機能に取り組みた
いと思います。

委員長　中村　敦子3 看護師職能委員会Ⅰ 病院領域
　今年度は新型コロナ感染拡大のため、看護師Ⅱと
の共同開催の職能集会と准看護師懇談会は中止とし
ました。
　10月に実施した「臨床倫理と終末期医療に関する
交流会」は400名を超える方からの申し込みがあり
ましたが、感染対策のため人数を制限し142名の参
加者となりました。
　DNARを正しく理解することの重要性と家族も含

めて「自分らしく人生を生き終える」ことにつながる
看護の役割を今一度考える機会となりました。今研
修は3月にWebにて再度実施ができ、300名以上の
方の参加が得られました。
　来年度は、感染防止対策と今年度の経験を活かし、
看護師の役割をさらに見つめなおすことができるよ
うな活動につなげていきたいと思います。

委員長　加藤　香4 看護師職能委員会Ⅱ 介護・福祉関係施設・在宅等領域
　今年度の委員会の活動は、委員長の自分が地方に
いるため会議も開催できないままに数か月が過ぎ、
10月に入ってようやくZoomで顔を合わすことが
出来ました。10月に予定していた「在宅・介護保険施
設働く看護職の看護実践報告・交流会」もCOVID-19
感染拡大の影響で中止となりました。現在は来年度

の実践報告・交流会をWebを活用して開催する方向
で企画を考えているところです。こんな時代である
ことを活かして、地方の少人数の施設でなかなか研
修に参加できない人達も、情報を得たり交流が出来
る機会を作っていけるように考えています。

令和
2
年度
職能委員会報告
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委員長　大岩　敦子1 保健師職能委員会
　令和2年度は、新型コロナ感染症拡大防止に伴い、
事業実施はほぼ中止となりました。定例委員会につ
いても遅れること10月4日、上田会長の出席を得て、
やっとのスタートとなっています。以降Web併用で
月1回（日曜日）開催していますが、新型コロナ感染
症対策の激務の中、休日を返上して参加する委員に
は頭が下がります。委員会では、コロナ対策の現状や

課題の共有に時間を費やし、『あるべく保健師活動
（保健師の専門性や役割）』について、意見交換を行い
ました。また、あるべく保健活動を遂行するために、
看護協会の存在を再確認するとともに、入会の意義
について再考する機会も得ました。
　これら活動を踏まえ、次年度の委員会活動に繋げ
ていきたいと思います。

委員長　小泉　由貴美2 助産師職能委員会
　今年度は、年度当初から新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、職能集会・学会の交流セッションな
ど中止となりました。また、委員会はWebへ切り替
えても4回の開催でした。その中で「いいお産の日」
のパネル展示を決定し、コロナ禍の活動を追加して
道庁で開催しました。新たな取り組みは2月に都道
府県助産師職能委員長と保健師職能委員長合同で

「母子のための地域包括ケアシステム推進会議」に参
加し、保健医療福祉の地域連携を共有する機会にな
りました。コロナ禍では新たな助産師の役割もあり、
これらも含め「母子のための地域包括ケア病棟（仮
称）」略して『母ケア病棟』の4つの機能に取り組みた
いと思います。

委員長　中村　敦子3 看護師職能委員会Ⅰ 病院領域
　今年度は新型コロナ感染拡大のため、看護師Ⅱと
の共同開催の職能集会と准看護師懇談会は中止とし
ました。
　10月に実施した「臨床倫理と終末期医療に関する
交流会」は400名を超える方からの申し込みがあり
ましたが、感染対策のため人数を制限し142名の参
加者となりました。
　DNARを正しく理解することの重要性と家族も含

めて「自分らしく人生を生き終える」ことにつながる
看護の役割を今一度考える機会となりました。今研
修は3月にWebにて再度実施ができ、300名以上の
方の参加が得られました。
　来年度は、感染防止対策と今年度の経験を活かし、
看護師の役割をさらに見つめなおすことができるよ
うな活動につなげていきたいと思います。

委員長　加藤　香4 看護師職能委員会Ⅱ 介護・福祉関係施設・在宅等領域
　今年度の委員会の活動は、委員長の自分が地方に
いるため会議も開催できないままに数か月が過ぎ、
10月に入ってようやくZoomで顔を合わすことが
出来ました。10月に予定していた「在宅・介護保険施
設働く看護職の看護実践報告・交流会」もCOVID-19
感染拡大の影響で中止となりました。現在は来年度

の実践報告・交流会をWebを活用して開催する方向
で企画を考えているところです。こんな時代である
ことを活かして、地方の少人数の施設でなかなか研
修に参加できない人達も、情報を得たり交流が出来
る機会を作っていけるように考えています。

令和
2
年度
職能委員会報告

6

看護協会ニュース No.137

北海道看護協会ニュース 137 号　p7

委員長　宮崎　淳子1 働き続けられる職場づくり推進委員会
　「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガ
イドライン」の啓発として、「ヘルシーワークプレイ
ス（健康で安全な職場）講演会をWebにて開催しま
した。日本看護協会熊谷雅美常任理事、北星大学社会
福祉学部田辺等教授に講演をいただき、ヘルシー
ワークプレイスの基本的な考えや職場のメンタルヘ

ルス問題への対処の基礎知識を学び、自施設の現状
と課題を明らかにする機会となりました。
　今後も、一人ひとりの看護職が尊重され、やりがい
をもって働き続けられるようガイドラインの啓発に
取り組んでまいります。

委員長　岡林　靖子2 教育委員会
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、
4月から8月の14種類18回の研修は中止となりまし
た。9月からは感染防止対策を行いながら研修会を
再開し11種類13回を開催することができました。
研修方法が変更になりましたが、受講者の皆様から
は高い満足度評価をいただくことができました。ま
た、講師の皆様には、お忙しい中講義内容の変更・工

夫をしていただき大変感謝しております。
　新たにはじめたWeb研修は「感染予防ができ安
心」「参加しやすい」というご意見がありました。一方
でWeb環境が充分でないという課題も明らかに
なっております。次年度も感染防止対策を行いなが
ら会員の皆様に研修機会を提供できますよう企画・
実施に努めてまいります。

委員長　城石　陽子3 広報出版委員会
　会員の皆さまが各々の事情に合わせて働き方を選
択し、活躍していくための一助となることを目的と
して、新シリーズ企画「多様な働き方と人材活用」を
開始しました。今年度は、北海道COVID-19支援ナー
スの活動やプラチナナースの活躍を紹介していま
す。道民の健康情報は「外食・テイクアウト時の工夫」
や「入浴で疲労回復」など日常生活で活用しやすい内

容を企画し、掲載いたしました。
　北海道看護協会ニュースの表紙は各支部に「各支
部の施設から見える風景」、または「支部おすすめの
場所」の写真を提供していただき、掲載しました。シ
リーズ企画・北海道看護協会ニュース表紙にご協力
いただいた施設、担当者様に深く感謝いたします。

委員長　尾形　裕子4 学会委員会
　2020年度の学会は新型コロナウイルス感染症の
流行のため、大変残念ながら中止となりました。
2021年度の学会は新型コロナ感染症対策を踏まえ
て、オンデマンド配信（会場参加も可能）での確実な
開催を目指すこととしました。それに伴い演題の発
表方法や会場運営等の企画検討を行ってきました。
学会テーマは、「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－」です。2019年度か
ら引き継いだテーマで、人生100年時代の「新しい生
活様式」を看護がどのように支えていくかを多様な
視点から討論を行うシンポジウムを企画しておりま
す。次年度は素晴らしい学会となるように準備を進
めたいと思います。

委員会報告令和
2
年度
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委員長　坂上　真弓5 選挙管理委員会
　北海道看護協会定款並びに定款細則、選挙及び選
挙管理委員会規定に基づき、2021年度改選役員及
び推薦委員の選出をいたします。並びに2022年度
日本看護協会代議員及び予備代議員の選出を行い

ます。立候補者・推薦候補者の告示を行い、通常総会
において候補者の選挙および開票の管理運営を行
います。

委員長　武田　美智子6 推薦委員会
　2020年度は、新型コロナウイルスの流行により
今までのあたりまえが制約を受ける年となりまし
た。感染症対策を通じてエビデンスに基づく行動の
重要性や、社会がどのような状況下にあったとして
も人々が地域・社会において健康な生活を営めるよ
うに貢献していく看護師の役割を再認識いたしまし
た。推薦委員会は、役員・職能委員・各委員会の改選、

継続に際し委員会の協議はもとより多くの方々のご
協力のもと適切な人材の推薦に努めてまいりまし
た。お引き受けくださった会員の皆様、ご支援ご協力
をいただきました所属施設の皆様に心より感謝申し
上げます。これからも「看護の力で健康な社会を！」
を一人一人に届けられるよう尽力してまいります。

委員長　佐々木　純子8 医療事故調査支援委員会
　北海道看護協会は医療事故調査支援団体として、
各医療機関や各支援団体から依頼された調査に適し
た外部委員（専門家）を派遣・紹介する支援を行って
おります。医療事故調査制度が施行されて5年が経
過しました。院内事故調査を経験された会員の皆様
も多くいらっしゃることと思います。医療事故調査
支援委員会は、本会会員で札幌2名、函館1名、釧路1

名で構成しています。コロナ禍の令和2年度は、リ
モート会議で情報共有を図りつつ、各施設の院内事
故調査の外部委員の推薦や外部委員として活動しま
した。その他、医療安全管理者研修会等の講師を担当
しております。院内医療事故調査について、いつでも
当委員会へお問い合わせいただければ幸いです。

委員長　伊藤　幸咲9 災害支援委員会
　災害支援委員会は今年度、2018年に発生した北
海道胆振東部地震の経験から「災害支援ナース活動
要領」「災害支援ナースマニュアル」の改定を行い、災
害支援ナース登録者へ配布しました。現在、599名が
北海道看護協会の災害支援ナースとして登録してい
ます。災害発生時に被災地で活動できるよう例年、交
流会を実施し情報交換や振り返りなどを実施してい

ましたが、今年度は新型コロナウイルス感染の影響
により、交流会の実施を中止せざるを得ませんでし
た。次年度以降は災害支援ナースの養成からフォ
ローアップまで開催できるよう検討する他、災害の
準備期として災害支援ナースのみなさまと共に活動
を充実させたいと思います。

委員長　森河　琴美7 認定看護管理者教育運営委員会
　2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、
認定看護管理者教育課程の運営を大きく修正し対応 
しています。ファーストレベルは2回開催予定の1回
を中止、1回は定員を減らし開講しています。セカン
ドレベルは2回共に中止、サードレベルは予定通り
開講しています。授業形態は対面と遠隔授業を併用
した形態に変更し、受講者数はファーストレベル 

66名、サードレベル19名でした。中止や運営等でご
迷惑をおかけいたしましたが、ご理解とご協力をい
ただいた会員の皆さまには、心から感謝を申し上げ
ます。
　次年度は、この経験を活かし、質の高い研修を看護
管理者が安全に学べる機会を提供することを目指し
たいと思います。
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北村　和宏道南南支部
　支部役員、会員の皆様のお力添えにより
支部長として2期目を務めさせて頂くこ
ととなりました。昨年度は、新型コロナウ
イルス感染症拡大により、多くの事業や研
修会を見合わせる決断と致しました。今年
度は、Webの活用や会場の選定等、新しい
生活スタイルに対応した、事業を進めてゆ
きたいと考えております。会員の皆様に
は、今しばらく、ご不便をおかけいたしますが、引き続き御支援、
御協力の程、宜しくお願い致します。

豊岡　裕子道南北支部
　令和3年1月より道南北支部　支部長に
就任致しました森町国民健康保険病院　
総看護師長　豊岡裕子と申します。
　地域医療への貢献、質の高い看護の提供
を目指し、専門職として研鑽に励む場、情
報を会員の皆様に提供できるよう協力し
て支部活動を盛り上げていきたいと考え
ております。今後ともよろしくお願いいた
します。

今井　由香里後志支部
　今年度より支部長に就任いたしました。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡
大によりほとんどの支部事業が中止とな
りました。
　今年度は、昨年の課題であります地域包
括システムの推進を目指し、コロナ禍でも
できることを探りながら、委員、役員の皆
さんと協力して支部活動を進めてまいり
たいと思います。
　会員の皆様、どうぞよろしくお願い致します。

北野　由紀小樽支部
　支部長2年目となります。昨年度は、新
型コロナウイルス感染症の影響で予定し
た事業の中止等が多い年でした。その中
で、役員、各委員長、市内の看護管理者の
方々とのWeb会議を開催するなど、環境
の変化に柔軟に対応することを学びまし
た。不安を抱える地域住民や会員の方々
の期待に応えるために、昨年度の経験を
活かし、支部事業に取り組んでまいります。よろしくお願いいた
します。

浪岡　まさみ札幌第2支部
　今年度より支部長に就任いたしました。
少子高齢化に伴い看護職に求められる役
割はますます拡大しています。施設間の交
流やネットワークを強化し地域のニーズ
に応えていきたいと思います。また、役員・
委員や会員の皆様とともに一人一人がや
りがいを持って活躍できるよう支部活動
を進めていきたいと考えています。どうぞ
宜しくお願い致します。

勝見　真澄札幌第1支部
　会員の皆様、役員、委員に多大なるご支
援とご協力をいただき、支部長4年目とな
ります。感染症対応において看護職への期
待がさらに高くなっています。これまでの
活動を基盤に、会員の声をお聞きしながら
新たなことにも挑戦し、「住民が健康で幸
せに暮らせる地域づくりに貢献できる活
動」を進めていきたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い致します。
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平岡　康子上川南支部
　昨年はコロナ禍の支部活動において、支
部会員へ新型コロナウイルス感染対策を
テーマに情報配信に努め、各職能が様々な
創意工夫を行いながら活動を推進した1
年でした。今年度も北海道看護協会をはじ
め、会員の皆様と連携をはかり地域を大切
にした支部事業の推進に努めてまいりま
す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

西岡　せい子日高支部
　支部長として2期目を務めさせて頂き
ます。様々な現場で感染対策を実施しなが
らご尽力されている皆様に心より敬意と
感謝を申し上げます。昨年度の日高支部の
研修会は全て中止となり、学ぶ機会や他施
設の交流の場も失いました。ピンチをチャ
ンスに変え看護職の絆、連携を武器にこの
難局を共に乗り越えていきましょう。引き
続きご支援をお願い致します。

鈴木　瑞恵北空知支部
　先般、初の議決権行使による支部大会にて、
今年度の支部長に任命されました。
　昨年度は副支部長として、支部事業に携
わってきましたが、新型コロナウイルスの影
響を受け、全ての事業が中止せざるを得ない
事態となりました。今年度は管内の会員数減
少に伴い、委員会の統合や、役員数を適正化
し、コンパクト化を図りました。
　一日も早く新型コロナウイルス感染症が収束し、計画した事業がす
べて遂行できるように、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

白幡　まゆみ南空知支部
　支部長として2期目を務めさせて頂く
ことになりました。今年度はコロナ禍でで
きること、コロナ禍だから今しなければな
らないことを考えていきたいと思います。
緊張の毎日が続きますが、少しでも気分転
換となり笑顔になれる取り組み、又、今
困っていることを相談できる「繋がりの役
割」を支部が果たしていければと思ってお
ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

秋山　悦子苫小牧支部
　今年度より支部長に就任致しました。
　「前年度は何も出来なかった。でも今年
度は新しい方法で何か取り組んでいかな
ければいけない」と気持ちはあっても、不
安が大きく、戸惑う声が多く聞かれます。
　役員や委員の皆様と意見交換を十分に
行い、助け合いながら多職種の方々と連携
をとり前年度達成できなかった企画を見
直し、実行につなげていきたいと考えています。

荒川　洋美室蘭支部
　今年度より支部長に就任いたしました。
　昨年度はCOVID-19により、思うよう
な活動ができない1年でした。見えない相
手と共生しながら、支部長という大役が務
まるか不安が大きいですが、役員・委員を
はじめ会員の皆様の協力を頂きながら、看
護職の力を発揮できるよう支部活動を進
めていきたいと思います。どうぞよろしく
お願い致します。

中川　千江子札幌第4支部
　今年度より支部長を務めさせていただ
くことになりました。
　地域の様々なニーズや期待に対応する
看護職を支援するために、役員・各委員の
方々と共に元気に活動する所存です。支部
活動にあたってはwithコロナの視点で、
支部内の（もしかすると支部を超えて）さ
らなる連携・情報共有を進めたいと思いま
す。会員の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

高橋　由美札幌第3支部
　支部長として4年目を迎えることにな
りました。札幌第3支部は6,000名を超え
る会員数で皆様のご協力・ご支援に感謝し
ております。昨年は新型コロナウイルス感
染症の影響により、支部活動も自粛しなけ
ればならない状況でした。今年はリモート
を利用して研修会を開催するなど支部活
動が出来ることを願っております。どうぞ
宜しくお願い致します。
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高橋　由美札幌第3支部
　支部長として4年目を迎えることにな
りました。札幌第3支部は6,000名を超え
る会員数で皆様のご協力・ご支援に感謝し
ております。昨年は新型コロナウイルス感
染症の影響により、支部活動も自粛しなけ
ればならない状況でした。今年はリモート
を利用して研修会を開催するなど支部活
動が出来ることを願っております。どうぞ
宜しくお願い致します。

10
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佐藤　知美根室支部
　今年度根室支部長を務めさせていただ
きます。
　昨年から新型コロナウイルス感染症の
影響を受け根室支部活動の多くは中止を
余儀なくされました。
　ひきつづき感染症発生状況を踏まえな
がら活動をして行かなければならないと
思っています。
　支部役員、会員の皆さんのご理解ご協力よろしく
お願いします。

井上　操釧路支部
　今年度、支部長に就任いたしました。昨
年はコロナ禍のため多くの支部活動が中
止され、看護職はもとより将来看護師を目
指す学生にまで様々な影響がありました。
withコロナの今、看護職は研修や他施設
との情報交換に対するニーズが高まって
いるのではないでしょうか。会員の皆様が
安心して参加できるような活動をしてい
きたいと思っています。

佐々木　敦美北網支部
　今年度より支部長に就任しました。
　少子高齢化・withコロナにより医療を
取りまく環境は大きく変化して看護職に
求められる役割・期待はますます高まって
いると感じます。
　住み慣れた場所で暮らし続けられる地
域包括ケアシステム推進等、会員の皆様と
連携をはかり支部事業の推進に努めて参
ります。今後ともご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

川村　みゆき稚内支部
　支部長として2年目を迎えました。新型
コロナ感染症発生により、研修・事業が中
止・延期を余儀なくされる中、現状を確認
し安全確保に努めながら3研修・3事業を
無事開催することができました。今後は
Web上の会議・研修も活用しながら会員
の皆様方のご協力・ご支援を頂き、役員・委
員と共に力を合わせて活動していきます。
よろしくお願いいたします。

浜名　真由美十勝支部
　今年度より支部長に就任いたしました。
　新型コロナ感染症対応の継続と、アフ
ターコロナに備える中で、地域住民と看
護、介護の連携強化をいかに図っていく
かを課題と考えております。
　支部長という大役を果たせるか不安も
ありますが、会員・役員・委員の皆様と
共に、楽しく支部活動が展開できればと
思います。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

小林　順子遠紋支部
　支部長として4年目を迎えました。昨年
度 は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
（COVID-19）に追われましたが、看護職
の活躍を耳にする機会が多くあり、心強く
感じた一年でした。昨年度は支部活動の多
くが中止となりましたが、今年度はWeb
研修などを新たに取り入れていく予定で
す。今まで培ってきた顔のみえる関係を大
切に、かつ新たな関係づくりにも取り組んでいきたいと考えてお
ります。何卒よろしくお願いいたします。

夏伐　加代子留萌支部
　昨年度は新型コロナウイルス感染症に
伴い支部活動を中止せざるを得ない状況
となりましたが、看護師職能研修会は新型
コロナウイルス感染症対策をテーマに実
施でき、地域と会員のみなさまのニーズに
沿った活動となりました。今年度も支部活
動が地域と会員みなさまの看護実践能力・
質の向上に活かせるように新役員を迎え
て取り組んでまいります。

稲垣　壽美江上川北支部
　今年度より上川北支部支部長に就任い
たしました。コロナ禍で日常が大きく変わ
りました。支部事業も規模縮小や見送りを
余儀なくされてきました。
　地域包括ケアの推進を引き継ぐととも
に、上川北支部の会員の皆様や役員の皆様
の力をお借りして、形を変えながら事業を
運営していく所存です。
　どうぞよろしくお願いいたします。

11
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① 保健師の標準的ラダーに対応する研修
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教育課からのお知らせ

●研修応募期間　第3期（5月6日～ 5月20日）　※開催期間や、応募期間にご注意ください。

　令和3年度に実施する研修会の応募期間は、第1～ 5期に分かれています。次回、第3期の応募期間及び研修
会は以下のとおりです。詳しくは教育研修計画（冊子）、または北海道看護協会ホームページをご覧ください。

1 研修会受講者の募集について（第3期）

Ⅰ地域社会のニーズに応じた看護職の役割発揮を支援する研修

①臨床の課題解決を目的とした研修

3 7/16 Web研修
看護倫理-看護で大切なことは何か- 保健師･助産師･看護師・准看護師 【看護職における倫理について考える】

【倫理的判断の視点を考える】300

14

Web研修
8/19

｜
8/20
集合研修

8/21
（第1回）

15

Web研修
8/19

｜
8/20
集合研修

8/22
（第2回）

精神科訪問看護基本療養指導に係
る研修
※第1回､第2回は同じ内容
※第1回、第2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
の指定はできません。
本研修は、社会保険診療報酬「精神
科訪問看護基本療養費」算定要件研
修に該当します。

(1)訪問看護・精神科訪問看護に従事す
る保健師･看護師･准看護師･作業療法士
(2)全日程(3日間)受講できる者

【精神保健福祉の現状と動向】
【保険･医療サービス提供システム】
【精神科訪問看護の基本】
【精神疾患の理解】
【精神疾患における薬物療法】
【精神科訪問看護の制度・報酬の活用】
【精神科訪問看護の実際】【事例検討】

各50

19 8/5
Web研修
＜看護研究シリーズ4＞
質的研究の基礎知識を学ぶ

「＜看護研究シリーズ1＞さぁ！はじめ
よう看護研究-看護研究を始める前に-」
研修会を受講した者、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

【質的研究の基礎知識】【研究方法】【研究のプロセス】
【質的研究における倫理的配慮】【研究論文の作成】

150

28 8/28

Web研修
〈北海道委託〉
統括保健師の人材育成
～ with/postコロナ時代の保健活
動と統括保健師の役割

市町村・保健所の保健師で
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Ａ4(次期統括保
健師) ～Ａ5(統括保健師)を目指す者

【統括保健師の役割や機能】
【自治体保健師の経験学習プロセス】
【統括保健師に期待する役割】
【統括保健師としての役割、機能の発揮について】

50

20 8/26

Web研修
＜看護研究シリーズ5＞
看護研究のまとめ方とプレゼン
テーション

看護研究に取り組んだことがあり、現
在、具体的な研究デザイン・研究計画・
データ資料等を保有している者
保健師・助産師・看護師・准看護師

【研究発表とは】【研究論文・抄録の作成】
【プレゼンテーションとは】150

21 8/24

集合研修
＜看護研究シリーズ指導者編＞
指導者のための看護研究
-研究をクリティークしてみよう-

看護研究の指導的立場にあり、実際に看
護研究を行った経験がある者
保健師・助産師・看護師

【クリティークについて】
【質的研究のクリティーク】演習
【量的研究のクリティーク】演習
【まとめ】

80

Ⅰ地域社会のニーズに応じた看護職の役割発揮を支援する研修

③ 診療報酬算定関連の研修(看護管理者向け研修を除く)

Ⅱ教育に関する能力育成を支援する研修

① 自己教育・研究能力育成のための研修

研修会名開催期間研修
No. 定員（名） 対象 主な内容

　教育研修計画（冊子）に掲載された内容は、新型コロナウイルス感染症の状況により開催日程、研修方法
を変更する場合があります。必ず北海道看護協会のホームページで最新情報をご確認のうえお申し込みく
ださい。
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① 保健師の標準的ラダーに対応する研修
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教育課からのお知らせ

●研修応募期間　第3期（5月6日～ 5月20日）　※開催期間や、応募期間にご注意ください。

　令和3年度に実施する研修会の応募期間は、第1～ 5期に分かれています。次回、第3期の応募期間及び研修
会は以下のとおりです。詳しくは教育研修計画（冊子）、または北海道看護協会ホームページをご覧ください。

1 研修会受講者の募集について（第3期）

Ⅰ地域社会のニーズに応じた看護職の役割発揮を支援する研修

①臨床の課題解決を目的とした研修

3 7/16 Web研修
看護倫理-看護で大切なことは何か- 保健師･助産師･看護師・准看護師 【看護職における倫理について考える】

【倫理的判断の視点を考える】300

14

Web研修
8/19

｜
8/20
集合研修

8/21
（第1回）

15

Web研修
8/19

｜
8/20
集合研修

8/22
（第2回）

精神科訪問看護基本療養指導に係
る研修
※第1回､第2回は同じ内容
※第1回、第2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
の指定はできません。
本研修は、社会保険診療報酬「精神
科訪問看護基本療養費」算定要件研
修に該当します。

(1)訪問看護・精神科訪問看護に従事す
る保健師･看護師･准看護師･作業療法士
(2)全日程(3日間)受講できる者

【精神保健福祉の現状と動向】
【保険･医療サービス提供システム】
【精神科訪問看護の基本】
【精神疾患の理解】
【精神疾患における薬物療法】
【精神科訪問看護の制度・報酬の活用】
【精神科訪問看護の実際】【事例検討】

各50

19 8/5
Web研修
＜看護研究シリーズ4＞
質的研究の基礎知識を学ぶ

「＜看護研究シリーズ1＞さぁ！はじめ
よう看護研究-看護研究を始める前に-」
研修会を受講した者、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

【質的研究の基礎知識】【研究方法】【研究のプロセス】
【質的研究における倫理的配慮】【研究論文の作成】

150

28 8/28

Web研修
〈北海道委託〉
統括保健師の人材育成
～ with/postコロナ時代の保健活
動と統括保健師の役割

市町村・保健所の保健師で
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Ａ4(次期統括保
健師) ～Ａ5(統括保健師)を目指す者

【統括保健師の役割や機能】
【自治体保健師の経験学習プロセス】
【統括保健師に期待する役割】
【統括保健師としての役割、機能の発揮について】

50

20 8/26

Web研修
＜看護研究シリーズ5＞
看護研究のまとめ方とプレゼン
テーション

看護研究に取り組んだことがあり、現
在、具体的な研究デザイン・研究計画・
データ資料等を保有している者
保健師・助産師・看護師・准看護師

【研究発表とは】【研究論文・抄録の作成】
【プレゼンテーションとは】150

21 8/24

集合研修
＜看護研究シリーズ指導者編＞
指導者のための看護研究
-研究をクリティークしてみよう-

看護研究の指導的立場にあり、実際に看
護研究を行った経験がある者
保健師・助産師・看護師

【クリティークについて】
【質的研究のクリティーク】演習
【量的研究のクリティーク】演習
【まとめ】

80

Ⅰ地域社会のニーズに応じた看護職の役割発揮を支援する研修

③ 診療報酬算定関連の研修(看護管理者向け研修を除く)

Ⅱ教育に関する能力育成を支援する研修

① 自己教育・研究能力育成のための研修

研修会名開催期間研修
No. 定員（名） 対象 主な内容

　教育研修計画（冊子）に掲載された内容は、新型コロナウイルス感染症の状況により開催日程、研修方法
を変更する場合があります。必ず北海道看護協会のホームページで最新情報をご確認のうえお申し込みく
ださい。
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【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】
【公衆衛生を基盤とした保健師の専門能力について】
【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】【まとめ】

Ⅲラダーと連動した継続教育
② 助産師のクリニカルラダーに対応する研修

Ⅲラダーと連動した継続教育
③ 看護師のクリニカルラダー (日本看護協会版)に対応する研修

Ⅴ看護管理者とこれから看護管理を担う人々への看護管理能力向上を支援する研修
① 看護管理能力向上を意図した研修(看護管理者向け診療報酬算定関連含む)

29
9/10

｜
9/11

集合研修
〈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-

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40

【今、助産師に求められる役割と機能とは】
【妊娠期のフィジカルアセスメント】
【分娩期・産褥期のフィジカルアセスメント】
【新生児のフィジカルアセスメント】

31
7/14

｜
7/15

集合研修
〈北海道委託〉
集まれ!!新人助産師さん-日ごろの
疑問を解決しよう-(妊娠期から新生
児期まで)

新人助産師30

【心臓の解剖生理と役割・機能】
【心不全の病態生理①】【心不全の病態生理②】
【急性心不全の病態と症状に合わせた看護ケア】【事例検討】

35 7/21

Web研修
＜JNAラダーレベルⅡ到達のため
の研修＞
看護の視点で考える
ｰ急性心不全の病態とケアｰ

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

200

【心疾患を知るための基本的な知識】
【慢性心不全の看護ケア】
【慢性心不全患者の自己管理支援の方法】
【慢性心不全患者の療養支援の実際】

36 7/27

Web研修
＜JNAラダーレベルⅡ到達のため
の研修＞
看護の視点で考える
ｰ慢性心不全の病態とケアｰ

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

200

【がん薬物療法の理解】
【がん薬物療法における看護】38 8/12

Web研修
＜JNAラダーレベルⅡ到達のため
の研修＞
最新!!現場に活かせるがん薬物療法

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

200

【導入】【意思決定支援における看護師の役割】
【事例検討】【チームアプローチ】
【非がん患者における終末期の意思決定支援の実際】
【事例検討】【まとめ】

39 8/17

Web研修
＜JNAラダーレベルⅢ到達のため
の研修＞
終末期の意思決定支援における看
護師の役割を学ぶ

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

100

【医療･福祉現場で看護補助者に求められる姿勢を学ぶ】
【看護補助者の業務上の責任】
【医療チームの一員として患者・利用者から信頼される接遇を学ぶ】

46 9/14
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9/1
｜

9/3
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｜
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〈北海道委託〉
看護管理者向け
-看護職員認知症対応力向上
※第1回､第2回は同じ内容
※第1回、第2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
の指定はできません。本研修は、社
会保険診療報酬「入院基本料等認知
症ケア加算3」算定要件の「適切な研
修」に該当します。

北海道に勤務する指導的役割の看護職
員 (師長及び副師長・主任の任に就いて
いる看護職)

各60

詳細は、北海道看護協会のホームページをご覧ください。

集合研修
(日看協DVDを活用する)
看護補助者の活用推進のための看
護管理者研修
※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。

看護師長、看護師長に準ずる任について
いる者

保健師、助産師、看護師

各80

研修会名開催期間研修
No. 定員（名） 対象 主な内容

Ⅳチーム医療・ケア及び多職種連携の推進に資する研修
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　看護科長になり看護管理に携わるようになって８
年が経ちました。自分の看護管理はこれで良いのだ
ろうか、看護管理上の課題をどう解決していこうか
等、日々悩むことが多く、看護管理について更に学び
を深め、実践に繋げたいと考え、研修に申し込み、こ
の度受講することができました。研修の講師の方々
は著名な方ばかりで、看護管理について様々な視点
から講義をして頂き、具体的で実務に通じる内容で
あり、また新たな知識や視点もたくさん学ぶことが
できました。自分の看護管理を振り返り、不足部分や
勉強不足な点も明らかとなりました。研修中はレ
ポート課題に追われましたが、看護協会の方々の丁
寧な指導で無事終えることができました。本当に学
ぶことが楽しいと思える研修でした。
　利尻という離島に住む私にとって長期の集合研修
への参加は、仕事・育児・金銭面からとてもハードル
が高く、念入りな準備と覚悟が必要となります。受講
決定後も、研修中に島内でCOVID-19陽性者が発生
した場合のこと等を考え、受講を諦めたほうが良い
かとも悩みました。しかし、この度の研修が全課程
Zoom研修となり、地元で受講できたため、仕事や育

児の心配が解消され、最後まで集中して研修に参加
することができました。
　全課程Zoom研修を行うにあたり、看護協会の担
当者の方々は、準備や調整がとても大変であったと
思います。集合研修で仲間と共に同じ空間で学びを
深めたいという受講生も多くいたと思われます。実
際私もそう思いました。しかし、Zoom研修であった
からこそ、看護管理についてじっくり集中して学ぶ
ことができた私に
とっては、本当に良
い機会に恵まれた
と思っています。地
方や離島の看護師
にとって、今後も今
回のような研修機
会が増えると良い
なと思います。
　この度はこのよ
うな機会を与えて
くださってありが
とうございました。

Ⅰ 開催概要
1　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－ 』
2　開 　 催 　 日 会場開催：令和3年11月20日（土）　
   オンデマンド開催　配信期間：令和3年11月22日（月）～ 12月5日（日）
3　開 催 方 法 オンデマンド配信、会場開催
4　内　　　　容 シンポジウム、特別企画、口演発表、交流セッション
5　会　　　　場 札幌コンベンションセンター　　　札幌市白石区東札幌6条1丁目  
6　会場参加定員　　　600名（ソーシャルディスタンスを確保した座席配置による参加定員を制限しています）
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、会場開催を中止しオンデマンド配信のみとなる場合があります。

予めご了承ください。
参加申込については、北海道看護協会ニュース次号138号（7月31日発行）でご案内します。

２ 令和2年度 認定看護管理者教育課程ファーストレベルを受講して

３ 令和3年度 北海道看護研究学会のご案内　

一般演題と交流セッション企画　募集中
申込締切：5月14日（金）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136号（1月31日発行）　
19ページ「令和３年度北海道看護研究学会のご案内」をご覧ください。

利尻島国保中央病院　看護部　看護科長　飯田　希

〈利尻山の流れ星〉

14

看護協会ニュース No.137



北海道看護協会ニュース 137 号　p14

　看護科長になり看護管理に携わるようになって８
年が経ちました。自分の看護管理はこれで良いのだ
ろうか、看護管理上の課題をどう解決していこうか
等、日々悩むことが多く、看護管理について更に学び
を深め、実践に繋げたいと考え、研修に申し込み、こ
の度受講することができました。研修の講師の方々
は著名な方ばかりで、看護管理について様々な視点
から講義をして頂き、具体的で実務に通じる内容で
あり、また新たな知識や視点もたくさん学ぶことが
できました。自分の看護管理を振り返り、不足部分や
勉強不足な点も明らかとなりました。研修中はレ
ポート課題に追われましたが、看護協会の方々の丁
寧な指導で無事終えることができました。本当に学
ぶことが楽しいと思える研修でした。
　利尻という離島に住む私にとって長期の集合研修
への参加は、仕事・育児・金銭面からとてもハードル
が高く、念入りな準備と覚悟が必要となります。受講
決定後も、研修中に島内でCOVID-19陽性者が発生
した場合のこと等を考え、受講を諦めたほうが良い
かとも悩みました。しかし、この度の研修が全課程
Zoom研修となり、地元で受講できたため、仕事や育

児の心配が解消され、最後まで集中して研修に参加
することができました。
　全課程Zoom研修を行うにあたり、看護協会の担
当者の方々は、準備や調整がとても大変であったと
思います。集合研修で仲間と共に同じ空間で学びを
深めたいという受講生も多くいたと思われます。実
際私もそう思いました。しかし、Zoom研修であった
からこそ、看護管理についてじっくり集中して学ぶ
ことができた私に
とっては、本当に良
い機会に恵まれた
と思っています。地
方や離島の看護師
にとって、今後も今
回のような研修機
会が増えると良い
なと思います。
　この度はこのよ
うな機会を与えて
くださってありが
とうございました。

Ⅰ 開催概要
1　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－ 』
2　開 　 催 　 日 会場開催：令和3年11月20日（土）　
   オンデマンド開催　配信期間：令和3年11月22日（月）～ 12月5日（日）
3　開 催 方 法 オンデマンド配信、会場開催
4　内　　　　容 シンポジウム、特別企画、口演発表、交流セッション
5　会　　　　場 札幌コンベンションセンター　　　札幌市白石区東札幌6条1丁目  
6　会場参加定員　　　600名（ソーシャルディスタンスを確保した座席配置による参加定員を制限しています）
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、会場開催を中止しオンデマンド配信のみとなる場合があります。

予めご了承ください。
参加申込については、北海道看護協会ニュース次号138号（7月31日発行）でご案内します。

２ 令和2年度 認定看護管理者教育課程ファーストレベルを受講して

３ 令和3年度 北海道看護研究学会のご案内　

一般演題と交流セッション企画　募集中
申込締切：5月14日（金）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136号（1月31日発行）　
19ページ「令和３年度北海道看護研究学会のご案内」をご覧ください。

利尻島国保中央病院　看護部　看護科長　飯田　希

〈利尻山の流れ星〉

14

看護協会ニュース No.137

北海道看護協会ニュース 137 号　p15

※詳細は北海道看護協会図書室のホームページをご覧ください

（特定分野）保健師助産師看護師実習指導者講習会（北海道委託事業）のお知らせ
応募期間：令和3年6月1日（火）～ 6月30日（水）
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、研修形式が集合からWeb（Zoom活用）に変更することがあります。

　令和3年度は、実施要綱一部改正（厚生労働省）とコロナウイルス感染拡大防止対策のため、eラーニング・
Web（Zoom活用）により講習会を開催します。
　応募期間、開催時期も変更になっておりますのでご確認をお願いします。

応募期間：令和3年4月12日(月) ～ 5月14日(金)　17時必着

開催期間

eラーニング期間

演習・発表会

講義(Web)受講期間 令和3年10月18日(月) ～ 11月2日(火) （第1回･第2回合同）

第1回
第2回

令和3年7月5日(月) ～ 令和3年12月17日(金)
令和3年7月5日(月) ～ 令和4年  2月  4日(金)

第1回
第2回

令和3年11月22日(月) ～令和3年12月17日(金)
令和4年  1月11日(火) ～令和4年  2月  4日(金)

②FAX
③E-mail

011-863-3204
hnalib@navy.plala.or.jp

※各80名で2回実施（同じ内容）
※第1回、第2回の受講は看護協会で決定します。※ご希望に添えない場合があります。

令和3年7月5日(月) ～ 9月24日(金)の3ヶ月間(約120時間視聴)
（第1回･第2回同時期に視聴）

①郵送先 〒003－0027　札幌市白石区本通 17 丁目北 3-24
公益社団法人北海道看護協会　図書室宛て

４ 保健師助産師看護師実習指導者講習会（北海道委託事業）のお知らせ　

北海道看護協会会員の方を対象に、郵送による図書の貸し出しをFAX、E-mailにて受け付けております。

1．申し込み方法
・郵送貸出サービス申込書は、図書室に請求するか、または図書室ホームページ　（https://hkna.opac.jp）

よりダウンロードしてください。
・借りたい本は図書室のホームページで検索し、請求記号・登録番号を必ず申込書に記入してください。
・申込書は郵送またはFAX、E-mailでお送りください。

2．貸出冊数・期間
・1人5冊まで、2週間借りることができます。
・借りている本に予約が無ければもう2週間貸し出しの延長ができます。

ご希望の方は図書室まで連絡してください。
3．送付方法と料金について

・往復の送料は利用者の方がご負担ください。（ゆうパック着払いで送付します）
・返送の際は配達記録が残る方法で返送してください。

4．その他
・本を一度も借りたことがない方は貸出登録が必要です。確認のためご本人へ連絡しますので「郵送貸出

サービス申込書」に連絡先を必ず記入してください。
・配達時間の指定がある場合は申込書の備考欄に記入してください。
・申し込み状況によっては送付が遅くなる場合がありますので了承ください。

５ 図書室からのお知らせ
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看護職と介護職の協働によるケアの
質向上をめざしたタスクシフトの推進

　当院は、障害者一般病棟、医療療養病棟、回復期リハ
ビリテーション病棟、介護医療院を有する609床の慢
性期病院です。 2018年4月には新築オープンし、療養
生活に変化をもたらすことができる療養環境となりま
した。看護部では、看護部理念である「患者さんの歩ん
できた人生を尊重し、専門職としての知識・技術・態度
をもって心に寄り添う看護を提供します」を実現する
ため、患者さんが可能な限り持てる力を自身の生活に
活かすことができるよう、また、これからの人生をどの
ように過ごしていくのかを考えることができるよう看
護職・介護職の力で支えていきたいと考えています。
　地域包括ケアが推進される中、当院でも平均在院日
数の短縮、在宅復帰率の増加、医療の重症化と変化して
おり、看護職は医療処置等への業務負担、介護職は医療
依存度の高い患者への日常生活援助への負担、さらに、
患者の直接ケア以外の間接業務の負担など、それぞれ
の職種の業務負担の増加があり、やりがいを見出せず
にいました。そこで、当院の介護職の介護福祉士有資格
者率73％と高いことを強みに、介護福祉士としての専
門性を発揮できるしくみづくりをおこない、看護職と
介護職の協働体制を確立していくことが
患者の安全、安心なケアにつながり、ケア
の質向上がやりがいにつながると考えま
した。
　そのためには、職種の職務基準、共同業
務基準を明らかにし、業務内容に応じた
タスクシフトが必要であると考え推進し
てきました。介護職が直接ケアを実施す
る時間を確保できるように業務整理を行
い、間接的業務を実施するケアアシスタ

ントを確保し、院内搬送業務を中心に行う搬送サポー
ターの採用を行い配置しました。採用にあたっては定
年後のシニア人材採用を積極的に行い活躍していま
す。 職種の職務基準では、看護職・介護職のそれぞれの
役割を明確にした上で、「共同業務基準」を作成しまし
た。3分類12カテゴリーの業務を「看護職が行う業務」

「看護職・介護職いずれの職種でも実施できる業務」「ケ
アアシスタントが実施する業務」で整備し部署の業務
改善を推進してきました。
　現在、その結果、介護職も参加した、看護職、リハ職等
の多職種カンファレンスの実施が可能となりました。
患者さんを看護職と介護職ペアで受け持ちケアプラン
の立案、実施、評価を進めています。さらに、療養生活に
アクティビティを高めるケアを積極的に取り入れるこ
とが可能となり、職員のやりがいと患者さんの「笑顔」
と「生きる活力」を生み出すケアの実践につながってい
ます。これからも地域に必要とされる慢性期病院であ
り続けるために、看護職と介護職の協働によりさらな
るケアの質向上を推進していきます。

SeriesSeries③③シリーズ

多様な働き方と人材活用

病棟にて多職種（看護職・介護職・リハ職）でのカンファレンス風景

医療法人愛全会　愛全病院
看護部　副看護部長　髙橋佳恵
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依存度の高い患者への日常生活援助への負担、さらに、
患者の直接ケア以外の間接業務の負担など、それぞれ
の職種の業務負担の増加があり、やりがいを見出せず
にいました。そこで、当院の介護職の介護福祉士有資格
者率73％と高いことを強みに、介護福祉士としての専
門性を発揮できるしくみづくりをおこない、看護職と
介護職の協働体制を確立していくことが
患者の安全、安心なケアにつながり、ケア
の質向上がやりがいにつながると考えま
した。
　そのためには、職種の職務基準、共同業
務基準を明らかにし、業務内容に応じた
タスクシフトが必要であると考え推進し
てきました。介護職が直接ケアを実施す
る時間を確保できるように業務整理を行
い、間接的業務を実施するケアアシスタ

ントを確保し、院内搬送業務を中心に行う搬送サポー
ターの採用を行い配置しました。採用にあたっては定
年後のシニア人材採用を積極的に行い活躍していま
す。 職種の職務基準では、看護職・介護職のそれぞれの
役割を明確にした上で、「共同業務基準」を作成しまし
た。3分類12カテゴリーの業務を「看護職が行う業務」

「看護職・介護職いずれの職種でも実施できる業務」「ケ
アアシスタントが実施する業務」で整備し部署の業務
改善を推進してきました。
　現在、その結果、介護職も参加した、看護職、リハ職等
の多職種カンファレンスの実施が可能となりました。
患者さんを看護職と介護職ペアで受け持ちケアプラン
の立案、実施、評価を進めています。さらに、療養生活に
アクティビティを高めるケアを積極的に取り入れるこ
とが可能となり、職員のやりがいと患者さんの「笑顔」
と「生きる活力」を生み出すケアの実践につながってい
ます。これからも地域に必要とされる慢性期病院であ
り続けるために、看護職と介護職の協働によりさらな
るケアの質向上を推進していきます。

SeriesSeries③③シリーズ

多様な働き方と人材活用

病棟にて多職種（看護職・介護職・リハ職）でのカンファレンス風景

医療法人愛全会　愛全病院
看護部　副看護部長　髙橋佳恵
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と　き　令和3年3月27日（土）
ところ　北海道看護協会
事業部事業課

新卒訪問看護師の採用・育成
に関する意見交換会

　訪問看護ステーションの地域包括ケアシステムにおける訪問看護師確保対策の一つとして、
新卒看護師の採用や人材育成体制の整備が進むことを目的に教育機関・訪問看護ステーショ
ン・行政・病院等広く関係者の皆様と新卒訪問看護師の育成・支援体制について意見交換会を行
いました。

 行政説明　テーマ：北海道における訪問看護人材の確保・育成に関する取組について
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課　看護政策係主査　秋葉　絵美

　訪問看護人材の確保・育成の実態を把握するために、2019年調査を行いました。その結果から、訪問看護人材を確保する方策の
一つとして、新卒訪問看護師の人材育成体制の整備への取り組みを始めました。今後の取り組みの方向性は、モデル事業の実施や
普及啓発事業、訪問看護人材確保研修会を予定していると話されました。

 事業報告　テーマ：北海道新卒訪問看護師採用・育成ガイドラインについて
北海道看護協会事業課　訪問看護師確保支援事業コーディネーター　阿久津　雅子

　北海道新卒訪問看護師採用・育成ガイドラインは、入職後2年で単独訪問と24時間緊急対応携帯電話当番
ができることを目指して作成しました。新卒者の採用準備や育成プログラム・育成計画や支援の実際が網羅
し、評価表やスケジュール（例）を記しました。新卒者を育成する意義は、地域包括ケアの推進が求められる
社会の中で、「在宅ケアマインド」を醸成していくことが、療養の多様化に対応できる看護師のキャリア形成
の基盤として重要であると話されました。

 意見交換　テーマ：新卒訪問看護師採用・育成について　座長　北海道看護協会　常務理事　山本　純子
指定発言　①訪問看護師の採用・育成の実際について　

訪問看護ステーション禎心会東　管理者　今野　好江
　新卒訪問看護師を採用するきっかけは、学会で新卒訪問看護師の採用について発表を聞いたことや、他ステーションで新卒を
採用する意向があることを知ったことでした。そこで、どうしたら新卒を採用できるかの準備を始め、教育体制の整備、施設内で
の合意、新人の実際を知るため病院の看護部への研修に参加する等を行いました。入職するまでは、育成スケジュールや教育目標
を決定し、入職後はたくさんの看護師と同行訪問する等のスケジュールで行いました。最後に「人と寄り添う看護とは何かを考え
ることができる看護師になってほしい」と話されました。

②新卒で訪問看護師になる～訪問看護は、おもしろい～
訪問看護ステーション禎心会東　看護師　白川　彩慈

　訪問看護ステーションに就職を決めた理由は、インターンへ行き新卒で訪問看護師ができることを知ったこと、所長の看護論
に共鳴したこと、教育体制や同法人の病院に就職する友人がいたことでした。訪問看護師として働き、面白さを感じる理由は、自
分を支えてくれる味方がいるおかげであり、プリセプターの存在、事業所全体でのサポート体制、所長が信じてくださることが何
より期待に応えたいという原動力になりました。夢は、利用者・患者、その家族の望む生活・生き方実現のため、考え続けることが
できる看護師になることと、ひそかに頑張っている新卒仲間が集まり、仲間が増えていくことと話されました。

③在宅看護から始める看護キャリア形成～新卒看護師が在宅看護分野で活躍するために～
札幌市立大学看護学部教授/看護学研究科長　菊地　ひろみ

　新卒ナースが在宅看護からキャリアを始める意味は、「在宅ケアマインド」を看護師のスタート時期に療養者の背景にある「そ
の人のストーリー」への関心を高め、一人ひとりの望む暮らしを大事にする姿勢をしっかりと身につけることや「在宅ケアマイン
ド」を身につけた若手ナースが院内看護と地域看護をつなぐことにあります。事業所にとっては、コミュニケーションが活性化す
ることや業務の見える化、先輩ナースの知識・技術の向上や職場の雰囲気が変わる等があります。また、看護キャリアを在宅看護
から始めるハードルとして学生が進路選択する上での課題、就業した後の困難、訪問看護ステーションの採用、育成上の課題等に
ついてお話しがありました。そして、新卒ナースの育成は、手間も時間もお金もかかるが、在宅看護を含む看護全体へのプラスの
影響は大であり産学官で新卒訪問ナースを育成していこうと話されました。

　「新卒訪問看護師との交流をサポートすることや企画を考えているのでしょうか」、「職場で育てる工夫はされましたか」等多く
の質問もあり、新卒訪問看護師の採用・育成について考える機会となりました。

「北海道新卒訪問看護師採用・育成ガイドライン」は、北海道看護協会のホームページよりダウンロードできます。
公益社団法人 北海道看護協会　のサイドバナー

（http://www.hkna.or.jp/information2/guideline.html）
新卒訪問看護師採用・
育成について
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令和3年度 北海道看護協会保健師・助産師・看護師職能集会
【保健師職能集会】
日　　時：令和3年9月18日（土）12:55 ～15:25
会　　場：公益社団法人北海道看護協会

12:55
13:00
13:05
13:10

14:20

15:00
15:25

オリエンテーション
開会挨拶　公益社団法人北海道看護協会　会長　上田　順子
報告「令和３年度看護協会職能委員会活動方針」（資料）（職能委員長　大岩　敦子）
講演「災害の経験から公衆衛生の役割を考える～コロナ禍の影響を踏まえて～」
　講師　ヘルスプロモーション推進センター「オフィスいわむろ」代表　岩室　紳也
実践報告「地域コミュニティの再構築に向けた取り組み」
　報告者　むかわ町健康福祉課保健介護グループ　主幹　今井　喜代子
質疑応答、意見交換
閉会　保健師職能委員長　大岩　敦子

プログラム

【助産師職能集会】
日　　時：令和3年6月12日（土）13:25 ～16:00
会　　場：公益社団法人北海道看護協会【Web配信】

13:25
13:30
13:40

　　
15:00
15:30
15:50    
16:00

オリエンテーション
開会挨拶　公益社団法人北海道看護協会　会長　上田　順子
講演　
　テーマ：コロナ禍における妊産婦のメンタルヘルスケア
　講師：社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院　臨床心理士／助産師　相川祐里
意見交換
北海道看護協会助産師職能委員会活動報告
閉会　北海道看護協会助産師職能委員長　小泉由貴美
終了

プログラム

【看護師職能集会】
日　　時：令和3年6月12日（土）12:55 ～16:00
会　　場：公益社団法人北海道看護協会【Web配信】

今後の事業については、随時案内いたします。

12:55
13:00
13:15

15:00

15:30
15:45

16:00

オリエンテーション
開会挨拶　公益社団法人北海道看護協会　会長　上田　順子
講師紹介
基調講演　「多死社会における医療やケアの同意取得について」
　　　　　～身寄りがない人や認知症の人の意思を反映させるために～
　講師　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　精神科医長　上村　恵一

「患者の意思決定を支援する看護師の役割について」
　講師　国立病院機構　北海道医療センター　看護部　緩和ケア室副看護師長
　　　　緩和ケア認定看護師　関　晶
質疑
看護師職能Ⅰ　報告
看護師職能Ⅱ　報告
閉会　看護師職能Ⅰ委員長　中村敦子　　　　　　

懇談会等名 日　程 場　所 対象者

看護管理者のための災害時のBCP
（事業継続計画）ワークショップ

8月20日(金) 
～21日(土) 北海道看護協会

下記施設の看護管理者
・介護医療院・療養施設（医療療養病床を有する施設）
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設
・医療型障害児入所施設

准看護師懇談会 8月28日(土) 北海道看護協会 ・進学希望のある准看護師
・准看護師が就業している施設の看護管理者

プログラム

令和3年度交流会等日程について ※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。
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令和3年度 北海道看護協会保健師・助産師・看護師職能集会
【保健師職能集会】
日　　時：令和3年9月18日（土）12:55 ～15:25
会　　場：公益社団法人北海道看護協会

12:55
13:00
13:05
13:10

14:20

15:00
15:25

オリエンテーション
開会挨拶　公益社団法人北海道看護協会　会長　上田　順子
報告「令和３年度看護協会職能委員会活動方針」（資料）（職能委員長　大岩　敦子）
講演「災害の経験から公衆衛生の役割を考える～コロナ禍の影響を踏まえて～」
　講師　ヘルスプロモーション推進センター「オフィスいわむろ」代表　岩室　紳也
実践報告「地域コミュニティの再構築に向けた取り組み」
　報告者　むかわ町健康福祉課保健介護グループ　主幹　今井　喜代子
質疑応答、意見交換
閉会　保健師職能委員長　大岩　敦子

プログラム

【助産師職能集会】
日　　時：令和3年6月12日（土）13:25 ～16:00
会　　場：公益社団法人北海道看護協会【Web配信】

13:25
13:30
13:40

　　
15:00
15:30
15:50    
16:00

オリエンテーション
開会挨拶　公益社団法人北海道看護協会　会長　上田　順子
講演　
　テーマ：コロナ禍における妊産婦のメンタルヘルスケア
　講師：社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院　臨床心理士／助産師　相川祐里
意見交換
北海道看護協会助産師職能委員会活動報告
閉会　北海道看護協会助産師職能委員長　小泉由貴美
終了

プログラム

【看護師職能集会】
日　　時：令和3年6月12日（土）12:55 ～16:00
会　　場：公益社団法人北海道看護協会【Web配信】

今後の事業については、随時案内いたします。

12:55
13:00
13:15

15:00

15:30
15:45

16:00

オリエンテーション
開会挨拶　公益社団法人北海道看護協会　会長　上田　順子
講師紹介
基調講演　「多死社会における医療やケアの同意取得について」
　　　　　～身寄りがない人や認知症の人の意思を反映させるために～
　講師　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　精神科医長　上村　恵一

「患者の意思決定を支援する看護師の役割について」
　講師　国立病院機構　北海道医療センター　看護部　緩和ケア室副看護師長
　　　　緩和ケア認定看護師　関　晶
質疑
看護師職能Ⅰ　報告
看護師職能Ⅱ　報告
閉会　看護師職能Ⅰ委員長　中村敦子　　　　　　

懇談会等名 日　程 場　所 対象者

看護管理者のための災害時のBCP
（事業継続計画）ワークショップ

8月20日(金) 
～21日(土) 北海道看護協会

下記施設の看護管理者
・介護医療院・療養施設（医療療養病床を有する施設）
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設
・医療型障害児入所施設

准看護師懇談会 8月28日(土) 北海道看護協会 ・進学希望のある准看護師
・准看護師が就業している施設の看護管理者

プログラム

令和3年度交流会等日程について ※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。
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と　き　令和3年2月27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

                    　　鈴木　千春

【Wｅｂ(Zｏｏｍ)活用】
令和2年度ヘルシーワークプレイス
（健康で安全な職場）講演会

　「ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）講演会」は、昨年は新型コロナウイルス感染症のため中止となりましたが、今
年度はWebでの開催が実現しました。講演会には支部の働き続けられる職場づくり推進委員を含めて150名の看護管理者が
参加されました。
　はじめに、北海道看護協会　佐々木衿子常務理事から、ヘルシーワークプレイスを目指すために、自分の施設の労働安全衛
生に関して現状分析、課題整理し、働き続けられる職場にするために何ができるかを考えるきっかけにしてほしいと挨拶があ
りました。

　「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドラ
イン～ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）を目指
して」は、職場が健康な場であれば良い看護の提供に繋が
る、働く人の健康が生産性を高めるとの考えのもと、2018
年に日本看護協会から公表されました。日本の課題として
生産年齢人口が減少し、少ない人数で高齢者を支えていか
なければならない。そのため日本看護協会では、看護職が
働き続けられるために制度を変える、業務を変える、組織を

変えることに取り組んできました。令和３年３月15日には、
2019年に行われた看護職員実態調査をもとに検討した内
容を「就業継続が可能な看護職員の働き方の提案」として
公表されます。パワーハラスメントの起きない職場をつくる
ためには、多様性を認め合い個人が尊重されることを目指
していただきたい。看護の将来ビジョンとして全世代地域
包括ケアシステムで発揮する看護の力が必要であると話さ
れました。

講演「労働安全衛生に関する日本看護協会の取り組み」
　　　～ヘルシーワークプレイスを目指して～ 公益社団法人日本看護協会　常任理事　熊谷　雅美

講演「職場のメンタルヘルスと組織の活性化」
　　　～お互いを尊重して協力し合う職場～ 北星学園大学社会福祉学部教授　精神科専門医　田辺　等

　職場のメンタルヘルス問題への対応としてより良い対処
のため、うつ病の治療・接し方について講義がありました。う
つの人への対応は、病気を理解し支えることが必要です。ま
た、職場適応に悩む発達障害系の基礎知識について講義が
されました。組織が活性化するためには、スタッフが参加で
き情報交換の場を常設していることが有効である。ディス
カッションの場では、個人の意見が尊重され、意見を引き出
し、みんなで吟味し共有することが重要である。ストレス対

策として「ストレス対処の３R」「ストレスをマネジメントする」
「ストレスから人生の意味を考える」について話されました。
　意見交換では「コロナ禍におけるストレスについて」「軽度
発達障害の看護職の育成方法」「13時間勤務の実践施設」
「育児中の中堅看護師の役割発揮」「パワーハラスメント対
応」について質疑応答がされ、自施設の現状や課題を考える
機会となりました。

ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）講演会
働き続けられる職場づくり推進委員会

熊谷雅美　講師
東京からみなさまへ

田辺　等　講師
会場からみなさまへ

Webでの質疑応答の様子 北海道看護協会から配信
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医療法人秀友会 札幌秀友会病院　看護師主任　桑山　奈保美
　出向支援事業へ参加するにあたり自己目標を継続看護に必要な病棟の役割は何かを考える、退院後の患者・家族の在宅生活状
況の実際を知ることにした。同行訪問をとおして、病院と在宅ではケアを考える視点が違うこと、看護サマリーが退院後の生活に
反映されていないことや退院後に使用するサービス内容や介護サービス提供者を把握していないまま記載されていることに気
づいた。病棟看護の課題を整理し、事例の共有、入退院支援看護師との連携強化、面接時のアセスメント情報共有、入退院支援連携
スクリーニングシート活用の再周知を行い、病棟内体制を再構築した。実践していく中で、入院前の生活状況に視点が向き、患者・
家族の意向を確認し、入院中からその人の生活をイメージしながら支援し、継続看護へつなげていきたいと話された。

株式会社スマイル　訪問看護ステーションピンポンハート　管理者　木浪　江里子
　認知症・難病・末期がんなどの同行訪問を行い、バイタル測定・排便管理・入力介助・服薬管理等のケアを一緒に行った。全体的
に、退院後の生活状況を見てもらうことができ、病院の状況がわかった。利用者側からも受け入れもよく、脳疾患のアドバイスを
もらえてよかったとの感想があった。スタッフ側は、看護記録で協力を得た時間を他の業務にあてることができ、また、刺激にな
りモチベーション向上につながったと話された。

訪問看護ステーション出向支援事業：2018年に2週間7名
NTT東日本札幌病院　看護部長　坂上　真弓
　患者さんの近くにいる病棟看護師が退院支援に主体的に取り組めるようになってほしい等の思いがあり、訪問看護出向事業に
中堅クラス及び主任1名の7名が参加した。病院と違い、病気だけでなくその人の生活を看ている、限られた時間で患者さんの
ペースに合わせて必要な情報を取得・ケアするなどたくさんの学びがあった。参加した看護師が各病棟の退院支援リンクナース
となり、入退院・総合相談センター MSWや退院調整看護師とともに退院支援リンクナースの会が発足した。勉強会の実施、情報
共有を行ったことで、退院調整カンファレンスで自宅退院への検討されるケースが増え、退院前訪問の件数が増えたと話された。

NTT東日本札幌病院　看護師主任　太田　かおる
　1日4～ 5件の同行訪問は、見学やバイタル測定や保清などのサポートを行った。今までイメージしていたよりも、はるかに在
宅療養の現場は幅広く多様であることがわかり、住み慣れた環境での療養の希望を叶えるためには連携強化が必要であることが
わかった。事業に参加した看護師が中心となった退院支援リンクナース会では、退院支援・調整の必要性について、訪問看護につ
いて、IADLと退院前後訪問の実際についての勉強会を開催した。今後の課題としては、医師との協働、患者・家族の訪問看護に関
する知識不足、外来看護師との連携等に対して、訪問看護の多様性・対応性の広さについての理解を深めてもらう・啓蒙活動や情
報提供等をしていくと話された。

株式会社ナースエナジー灯-あかり-訪問看護　所長　中濱　真奈美
　出向者は、同行訪問・ステーション内での訪問看護業務を見学・退院前カンファレンスやサービス担当者会議等に参加した。こ
の出向を通して、訪問看護師の役割や実際のケアを理解してくれたのが良かった。自分達の士気も向上した等の意見があった。病
院では「万全の体制がないと自宅での生活は無理ではないか」という意識が障壁となっているようだが、様々な形で、上手に社会
資源を活用しながら在宅療養を行っている現実を肌で感じていただけたと話された。

講　師  医療法人社団守一会　北美原クリニック　理事長　岡田　晋吾
　高齢化社会において、初期診療・継続診療でのかかりつけ医の必要性が増している。かかりつけ医機能
のためには、病院や地域との連携が重要である。北美原クリニックは、「地域で信頼されるホームドク
ターに」を理念に、プライマリーケア・専門的診療を行っている。かかりつけ医に必要なことは在宅医療
である在宅診療受け入れまでの流れは、病院からの紹介、患者・家族が直接相談、ケアマネージャー・訪問
看護師からの相談、通院中の患者の在宅医療への移行である。在宅医療は究極のチーム医療で訪問看護
師・ケアマネージャーの役割は大切であり、訪問看護師は、24時間対応、在宅での機器管理などの指導や
対応、患者・ご家族の在宅療養の指導や気持ちの確認を行い、当院看護師とも、訪問診療予定や物品管理
など同職種連携をしている。退院前カンファレンスは、患者・家族にとってこれから関わる医師や訪問看
護師、介護福祉関係者など家に帰る前から顔が見える安心感がある。在宅医療スタッフにとっても、患者・家族の在宅に帰る際の
問題点、不安や希望、覚悟がわかり、病院と在宅の切れ目ない医療・介護が継続され、患者・家族、病院・在宅スタッフ全員の疑問や
不安が軽減される。
　多職種連携にはICT活用し、楽に連携できることが大切である。函館市医療・介護連携推進協議会では、地域の医療・介護関係者
等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討している。入退院ルールの統一、急変
時対応ルール、医療介護連携統一サマリーなど基本ツールと特別な医療等をより詳細に情報提供する応用ツールを作成してい
る。在宅医療は患者や療養環境の多様性にいかに早く対応するかがとても大切である。患者中心の連携に必要なことは、地域連携
パス会議などの疾患管理のためのネットワークづくり、急性期病院から施設、在宅へのスムーズ移行のための退院時カンファレ
ンス開催、在宅に関わるすべての職種が関わるサービス担当者会議の開催である。キーワードは、地域連携・多職種連携というお
話がありました。

北海道看護協会ニュース 137 号　p20

とき　　令和3年１月30日（土）
ところ　北海道看護協会よりWeb配信
事業課事業係

令和2年度地域における
看護職等の連携シンポジウム

　令和2年度地域における看護職等の連携シンポジウムは、149名がWeb参加されました。午前は、「看護職間の連携推進」をテー
マに、訪問看護ステーション出向支援事業の報告、午後は、「訪問診療と訪問看護との連携」をテーマに講演を行い、具体的な活動
を知り、今後の取り組みにつながる、大変有意義な時間となりました。

北海道訪問看護ステーション連絡協議会からの報告
　協議会では、特別講演会「訪問看護ステーション請求業務ちゃんとできていますか」や道北地区「宗谷地域訪問看護ステーショ
ン管理者情報交換会」、道東地区「令和2年度第1回訪問看護ワーキングチーム会議」などに取り組んでいる他、北海道主催の訪問
看護人材育成会議に参加している等、積極的な活動の様子について報告がありました。

シンポジウム「看護職間の連携推進」
訪問看護ステーション出向支援事業：2018年に2週間3名、2019年は3 ヶ月1名
医療法人社団我汝会 えにわ病院　看護部長　三浦　眞優美
　出向事業参加の管理者の目的は、地域連携体制を強化するための専従看護師配置に向けた人材育成の機会とすることであっ
た。出向による成果として、2週間の出向では、指導内容が在宅で継続できる方法か検討したこと、地域の多職種参加のカンファレ
ンスが増えたことであった。3ヶ月出向後には、連携室専従看護師の配置は、入院時に欲しい情報を短時間で収集し、多職種カン
ファレンスで評価ができた、また、パス見直しで在宅療養における自助へのサポート体制が追加になり退院直後の転倒や再入院
防止になったこと、外来看護の充実がはかれた。また、入退院加算2の算定が前年度2.5倍になり、地域医療に貢献できる病院を目
指すというお話がありました。

医療法人社団我汝会 えにわ病院　地域連携室専従看護師　立花　愛美
　3ヶ月の出向では、一人暮らしの事例から在宅でのその人らしい生活ができること、退院指導に関する事例から入院中に医療情
報の提供し、在宅で実践や微調整を行うことが望ましいこと、外来通院する利用者の事例から受診時の情報が伝わりきらないこ
とを学んだ。現在は、地域連携室専従看護師として業務にあたり、入退院支援・ツールの見直し・外来患者への介入・在宅多職種と
の調整を行っている。地域連携に求められることは柔軟性を持つこと、互いの専門性を理解し合い、思いやりを持つこととお話が
ありました。

医療法人北晨会　恵み野訪問看護ステーション「はあと」  所長(管理者) 　樋口　秋緒
　2週間出向支援事業の課題を踏まえて、翌年は、出向の目標を設定し、単独訪問できるように計画的に行った。この事業を通し
て、病院と地域のつながりづくりとしては必要な事業と実感した。また、訪問看護ステーション同士のつながりも大事と考え、協
力可能なステーションと訪問看護師のローテーション研修を企画・実践した際に、この出向支援事業のスキームを参考にしまし
た。訪問看護の人材確保も大切ですが、スタッフ個々や地域全体のスキルアップも大切と実感しました。

訪問看護ステーション出向支援事業：2019年に2週間3名
医療法人秀友会 札幌秀友会病院　総合相談 あい・ふらっと　管理者　赤澤　淑恵
　退院支援の課題として、入退院支援連携シートの実施忘れ、退院が決まってからの退院支援となっている、退院前カンファレン
スの準備が十分でないまま実施、家族の介護力の状況や生活状況を把握しないままの介護指導となっている現状を見直すため、
出向支援事業に参加した。訪問看護への興味や関心があり、教育目的が理解できる3名が参加した。参加した看護師が推進力とな
り、入院3日以内に退院支援の早期介入、主治医とのカンファレンスで見通しの確認、情報共有カンファレンスで多職種と生活
ニーズ上の問題を共有し効果は確実に表われた。また、院内多職種連携強化のための入退院推進チームの一員として、病院から在
宅先への継続看護展開の役割を担っている。2020年度は、法人の訪問看護研修を実施し、2021年度も継続するため教育支援計
画を立てているというお話がありました。

訪問看護ステーション出向支援事業について
北海道看護協会 訪問看護ステーション出向支援事業コーディネーター　清野　しのぶ
　2018年度より、病院などの看護師が地域の訪問看護ステーションに出向し、訪問看護に従事するこ
とで、医療介護の連携強化及び早期退院支援・在宅療養支援の実践能力を向上させることを目的に、事
業が開始された。2018年は5カ所（3ヶ月、2週間）、2019年は6カ所（3ヶ月・2週間）、2020年度は3カ所
のマッチングを行いました。
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医療法人秀友会 札幌秀友会病院　看護師主任　桑山　奈保美
　出向支援事業へ参加するにあたり自己目標を継続看護に必要な病棟の役割は何かを考える、退院後の患者・家族の在宅生活状
況の実際を知ることにした。同行訪問をとおして、病院と在宅ではケアを考える視点が違うこと、看護サマリーが退院後の生活に
反映されていないことや退院後に使用するサービス内容や介護サービス提供者を把握していないまま記載されていることに気
づいた。病棟看護の課題を整理し、事例の共有、入退院支援看護師との連携強化、面接時のアセスメント情報共有、入退院支援連携
スクリーニングシート活用の再周知を行い、病棟内体制を再構築した。実践していく中で、入院前の生活状況に視点が向き、患者・
家族の意向を確認し、入院中からその人の生活をイメージしながら支援し、継続看護へつなげていきたいと話された。

株式会社スマイル　訪問看護ステーションピンポンハート　管理者　木浪　江里子
　認知症・難病・末期がんなどの同行訪問を行い、バイタル測定・排便管理・入力介助・服薬管理等のケアを一緒に行った。全体的
に、退院後の生活状況を見てもらうことができ、病院の状況がわかった。利用者側からも受け入れもよく、脳疾患のアドバイスを
もらえてよかったとの感想があった。スタッフ側は、看護記録で協力を得た時間を他の業務にあてることができ、また、刺激にな
りモチベーション向上につながったと話された。

訪問看護ステーション出向支援事業：2018年に2週間7名
NTT東日本札幌病院　看護部長　坂上　真弓
　患者さんの近くにいる病棟看護師が退院支援に主体的に取り組めるようになってほしい等の思いがあり、訪問看護出向事業に
中堅クラス及び主任1名の7名が参加した。病院と違い、病気だけでなくその人の生活を看ている、限られた時間で患者さんの
ペースに合わせて必要な情報を取得・ケアするなどたくさんの学びがあった。参加した看護師が各病棟の退院支援リンクナース
となり、入退院・総合相談センター MSWや退院調整看護師とともに退院支援リンクナースの会が発足した。勉強会の実施、情報
共有を行ったことで、退院調整カンファレンスで自宅退院への検討されるケースが増え、退院前訪問の件数が増えたと話された。

NTT東日本札幌病院　看護師主任　太田　かおる
　1日4～ 5件の同行訪問は、見学やバイタル測定や保清などのサポートを行った。今までイメージしていたよりも、はるかに在
宅療養の現場は幅広く多様であることがわかり、住み慣れた環境での療養の希望を叶えるためには連携強化が必要であることが
わかった。事業に参加した看護師が中心となった退院支援リンクナース会では、退院支援・調整の必要性について、訪問看護につ
いて、IADLと退院前後訪問の実際についての勉強会を開催した。今後の課題としては、医師との協働、患者・家族の訪問看護に関
する知識不足、外来看護師との連携等に対して、訪問看護の多様性・対応性の広さについての理解を深めてもらう・啓蒙活動や情
報提供等をしていくと話された。

株式会社ナースエナジー灯-あかり-訪問看護　所長　中濱　真奈美
　出向者は、同行訪問・ステーション内での訪問看護業務を見学・退院前カンファレンスやサービス担当者会議等に参加した。こ
の出向を通して、訪問看護師の役割や実際のケアを理解してくれたのが良かった。自分達の士気も向上した等の意見があった。病
院では「万全の体制がないと自宅での生活は無理ではないか」という意識が障壁となっているようだが、様々な形で、上手に社会
資源を活用しながら在宅療養を行っている現実を肌で感じていただけたと話された。

講　師  医療法人社団守一会　北美原クリニック　理事長　岡田　晋吾
　高齢化社会において、初期診療・継続診療でのかかりつけ医の必要性が増している。かかりつけ医機能
のためには、病院や地域との連携が重要である。北美原クリニックは、「地域で信頼されるホームドク
ターに」を理念に、プライマリーケア・専門的診療を行っている。かかりつけ医に必要なことは在宅医療
である在宅診療受け入れまでの流れは、病院からの紹介、患者・家族が直接相談、ケアマネージャー・訪問
看護師からの相談、通院中の患者の在宅医療への移行である。在宅医療は究極のチーム医療で訪問看護
師・ケアマネージャーの役割は大切であり、訪問看護師は、24時間対応、在宅での機器管理などの指導や
対応、患者・ご家族の在宅療養の指導や気持ちの確認を行い、当院看護師とも、訪問診療予定や物品管理
など同職種連携をしている。退院前カンファレンスは、患者・家族にとってこれから関わる医師や訪問看
護師、介護福祉関係者など家に帰る前から顔が見える安心感がある。在宅医療スタッフにとっても、患者・家族の在宅に帰る際の
問題点、不安や希望、覚悟がわかり、病院と在宅の切れ目ない医療・介護が継続され、患者・家族、病院・在宅スタッフ全員の疑問や
不安が軽減される。
　多職種連携にはICT活用し、楽に連携できることが大切である。函館市医療・介護連携推進協議会では、地域の医療・介護関係者
等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討している。入退院ルールの統一、急変
時対応ルール、医療介護連携統一サマリーなど基本ツールと特別な医療等をより詳細に情報提供する応用ツールを作成してい
る。在宅医療は患者や療養環境の多様性にいかに早く対応するかがとても大切である。患者中心の連携に必要なことは、地域連携
パス会議などの疾患管理のためのネットワークづくり、急性期病院から施設、在宅へのスムーズ移行のための退院時カンファレ
ンス開催、在宅に関わるすべての職種が関わるサービス担当者会議の開催である。キーワードは、地域連携・多職種連携というお
話がありました。

北海道看護協会ニュース 137 号　p20

とき　　令和3年１月30日（土）
ところ　北海道看護協会よりWeb配信
事業課事業係

令和2年度地域における
看護職等の連携シンポジウム

　令和2年度地域における看護職等の連携シンポジウムは、149名がWeb参加されました。午前は、「看護職間の連携推進」をテー
マに、訪問看護ステーション出向支援事業の報告、午後は、「訪問診療と訪問看護との連携」をテーマに講演を行い、具体的な活動
を知り、今後の取り組みにつながる、大変有意義な時間となりました。

北海道訪問看護ステーション連絡協議会からの報告
　協議会では、特別講演会「訪問看護ステーション請求業務ちゃんとできていますか」や道北地区「宗谷地域訪問看護ステーショ
ン管理者情報交換会」、道東地区「令和2年度第1回訪問看護ワーキングチーム会議」などに取り組んでいる他、北海道主催の訪問
看護人材育成会議に参加している等、積極的な活動の様子について報告がありました。

シンポジウム「看護職間の連携推進」
訪問看護ステーション出向支援事業：2018年に2週間3名、2019年は3 ヶ月1名
医療法人社団我汝会 えにわ病院　看護部長　三浦　眞優美
　出向事業参加の管理者の目的は、地域連携体制を強化するための専従看護師配置に向けた人材育成の機会とすることであっ
た。出向による成果として、2週間の出向では、指導内容が在宅で継続できる方法か検討したこと、地域の多職種参加のカンファレ
ンスが増えたことであった。3ヶ月出向後には、連携室専従看護師の配置は、入院時に欲しい情報を短時間で収集し、多職種カン
ファレンスで評価ができた、また、パス見直しで在宅療養における自助へのサポート体制が追加になり退院直後の転倒や再入院
防止になったこと、外来看護の充実がはかれた。また、入退院加算2の算定が前年度2.5倍になり、地域医療に貢献できる病院を目
指すというお話がありました。

医療法人社団我汝会 えにわ病院　地域連携室専従看護師　立花　愛美
　3ヶ月の出向では、一人暮らしの事例から在宅でのその人らしい生活ができること、退院指導に関する事例から入院中に医療情
報の提供し、在宅で実践や微調整を行うことが望ましいこと、外来通院する利用者の事例から受診時の情報が伝わりきらないこ
とを学んだ。現在は、地域連携室専従看護師として業務にあたり、入退院支援・ツールの見直し・外来患者への介入・在宅多職種と
の調整を行っている。地域連携に求められることは柔軟性を持つこと、互いの専門性を理解し合い、思いやりを持つこととお話が
ありました。

医療法人北晨会　恵み野訪問看護ステーション「はあと」  所長(管理者) 　樋口　秋緒
　2週間出向支援事業の課題を踏まえて、翌年は、出向の目標を設定し、単独訪問できるように計画的に行った。この事業を通し
て、病院と地域のつながりづくりとしては必要な事業と実感した。また、訪問看護ステーション同士のつながりも大事と考え、協
力可能なステーションと訪問看護師のローテーション研修を企画・実践した際に、この出向支援事業のスキームを参考にしまし
た。訪問看護の人材確保も大切ですが、スタッフ個々や地域全体のスキルアップも大切と実感しました。

訪問看護ステーション出向支援事業：2019年に2週間3名
医療法人秀友会 札幌秀友会病院　総合相談 あい・ふらっと　管理者　赤澤　淑恵
　退院支援の課題として、入退院支援連携シートの実施忘れ、退院が決まってからの退院支援となっている、退院前カンファレン
スの準備が十分でないまま実施、家族の介護力の状況や生活状況を把握しないままの介護指導となっている現状を見直すため、
出向支援事業に参加した。訪問看護への興味や関心があり、教育目的が理解できる3名が参加した。参加した看護師が推進力とな
り、入院3日以内に退院支援の早期介入、主治医とのカンファレンスで見通しの確認、情報共有カンファレンスで多職種と生活
ニーズ上の問題を共有し効果は確実に表われた。また、院内多職種連携強化のための入退院推進チームの一員として、病院から在
宅先への継続看護展開の役割を担っている。2020年度は、法人の訪問看護研修を実施し、2021年度も継続するため教育支援計
画を立てているというお話がありました。

訪問看護ステーション出向支援事業について
北海道看護協会 訪問看護ステーション出向支援事業コーディネーター　清野　しのぶ
　2018年度より、病院などの看護師が地域の訪問看護ステーションに出向し、訪問看護に従事するこ
とで、医療介護の連携強化及び早期退院支援・在宅療養支援の実践能力を向上させることを目的に、事
業が開始された。2018年は5カ所（3ヶ月、2週間）、2019年は6カ所（3ヶ月・2週間）、2020年度は3カ所
のマッチングを行いました。
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医療法人秀友会 札幌秀友会病院　看護師主任　桑山　奈保美
　出向支援事業へ参加するにあたり自己目標を継続看護に必要な病棟の役割は何かを考える、退院後の患者・家族の在宅生活状
況の実際を知ることにした。同行訪問をとおして、病院と在宅ではケアを考える視点が違うこと、看護サマリーが退院後の生活に
反映されていないことや退院後に使用するサービス内容や介護サービス提供者を把握していないまま記載されていることに気
づいた。病棟看護の課題を整理し、事例の共有、入退院支援看護師との連携強化、面接時のアセスメント情報共有、入退院支援連携
スクリーニングシート活用の再周知を行い、病棟内体制を再構築した。実践していく中で、入院前の生活状況に視点が向き、患者・
家族の意向を確認し、入院中からその人の生活をイメージしながら支援し、継続看護へつなげていきたいと話された。

株式会社スマイル　訪問看護ステーションピンポンハート　管理者　木浪　江里子
　認知症・難病・末期がんなどの同行訪問を行い、バイタル測定・排便管理・入力介助・服薬管理等のケアを一緒に行った。全体的
に、退院後の生活状況を見てもらうことができ、病院の状況がわかった。利用者側からも受け入れもよく、脳疾患のアドバイスを
もらえてよかったとの感想があった。スタッフ側は、看護記録で協力を得た時間を他の業務にあてることができ、また、刺激にな
りモチベーション向上につながったと話された。

訪問看護ステーション出向支援事業：2018年に2週間7名
NTT東日本札幌病院　看護部長　坂上　真弓
　患者さんの近くにいる病棟看護師が退院支援に主体的に取り組めるようになってほしい等の思いがあり、訪問看護出向事業に
中堅クラス及び主任1名の7名が参加した。病院と違い、病気だけでなくその人の生活を看ている、限られた時間で患者さんの
ペースに合わせて必要な情報を取得・ケアするなどたくさんの学びがあった。参加した看護師が各病棟の退院支援リンクナース
となり、入退院・総合相談センター MSWや退院調整看護師とともに退院支援リンクナースの会が発足した。勉強会の実施、情報
共有を行ったことで、退院調整カンファレンスで自宅退院への検討されるケースが増え、退院前訪問の件数が増えたと話された。

NTT東日本札幌病院　看護師主任　太田　かおる
　1日4～ 5件の同行訪問は、見学やバイタル測定や保清などのサポートを行った。今までイメージしていたよりも、はるかに在
宅療養の現場は幅広く多様であることがわかり、住み慣れた環境での療養の希望を叶えるためには連携強化が必要であることが
わかった。事業に参加した看護師が中心となった退院支援リンクナース会では、退院支援・調整の必要性について、訪問看護につ
いて、IADLと退院前後訪問の実際についての勉強会を開催した。今後の課題としては、医師との協働、患者・家族の訪問看護に関
する知識不足、外来看護師との連携等に対して、訪問看護の多様性・対応性の広さについての理解を深めてもらう・啓蒙活動や情
報提供等をしていくと話された。

株式会社ナースエナジー灯-あかり-訪問看護　所長　中濱　真奈美
　出向者は、同行訪問・ステーション内での訪問看護業務を見学・退院前カンファレンスやサービス担当者会議等に参加した。こ
の出向を通して、訪問看護師の役割や実際のケアを理解してくれたのが良かった。自分達の士気も向上した等の意見があった。病
院では「万全の体制がないと自宅での生活は無理ではないか」という意識が障壁となっているようだが、様々な形で、上手に社会
資源を活用しながら在宅療養を行っている現実を肌で感じていただけたと話された。

講　師  医療法人社団守一会　北美原クリニック　理事長　岡田　晋吾
　高齢化社会において、初期診療・継続診療でのかかりつけ医の必要性が増している。かかりつけ医機能
のためには、病院や地域との連携が重要である。北美原クリニックは、「地域で信頼されるホームドク
ターに」を理念に、プライマリーケア・専門的診療を行っている。かかりつけ医に必要なことは在宅医療
である在宅診療受け入れまでの流れは、病院からの紹介、患者・家族が直接相談、ケアマネージャー・訪問
看護師からの相談、通院中の患者の在宅医療への移行である。在宅医療は究極のチーム医療で訪問看護
師・ケアマネージャーの役割は大切であり、訪問看護師は、24時間対応、在宅での機器管理などの指導や
対応、患者・ご家族の在宅療養の指導や気持ちの確認を行い、当院看護師とも、訪問診療予定や物品管理
など同職種連携をしている。退院前カンファレンスは、患者・家族にとってこれから関わる医師や訪問看
護師、介護福祉関係者など家に帰る前から顔が見える安心感がある。在宅医療スタッフにとっても、患者・家族の在宅に帰る際の
問題点、不安や希望、覚悟がわかり、病院と在宅の切れ目ない医療・介護が継続され、患者・家族、病院・在宅スタッフ全員の疑問や
不安が軽減される。
　多職種連携にはICT活用し、楽に連携できることが大切である。函館市医療・介護連携推進協議会では、地域の医療・介護関係者
等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討している。入退院ルールの統一、急変
時対応ルール、医療介護連携統一サマリーなど基本ツールと特別な医療等をより詳細に情報提供する応用ツールを作成してい
る。在宅医療は患者や療養環境の多様性にいかに早く対応するかがとても大切である。患者中心の連携に必要なことは、地域連携
パス会議などの疾患管理のためのネットワークづくり、急性期病院から施設、在宅へのスムーズ移行のための退院時カンファレ
ンス開催、在宅に関わるすべての職種が関わるサービス担当者会議の開催である。キーワードは、地域連携・多職種連携というお
話がありました。
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　令和2年度地域における看護職等の連携シンポジウムは、149名がWeb参加されました。午前は、「看護職間の連携推進」をテー
マに、訪問看護ステーション出向支援事業の報告、午後は、「訪問診療と訪問看護との連携」をテーマに講演を行い、具体的な活動
を知り、今後の取り組みにつながる、大変有意義な時間となりました。

北海道訪問看護ステーション連絡協議会からの報告
　協議会では、特別講演会「訪問看護ステーション請求業務ちゃんとできていますか」や道北地区「宗谷地域訪問看護ステーショ
ン管理者情報交換会」、道東地区「令和2年度第1回訪問看護ワーキングチーム会議」などに取り組んでいる他、北海道主催の訪問
看護人材育成会議に参加している等、積極的な活動の様子について報告がありました。

シンポジウム「看護職間の連携推進」
訪問看護ステーション出向支援事業：2018年に2週間3名、2019年は3 ヶ月1名
医療法人社団我汝会 えにわ病院　看護部長　三浦　眞優美
　出向事業参加の管理者の目的は、地域連携体制を強化するための専従看護師配置に向けた人材育成の機会とすることであっ
た。出向による成果として、2週間の出向では、指導内容が在宅で継続できる方法か検討したこと、地域の多職種参加のカンファレ
ンスが増えたことであった。3ヶ月出向後には、連携室専従看護師の配置は、入院時に欲しい情報を短時間で収集し、多職種カン
ファレンスで評価ができた、また、パス見直しで在宅療養における自助へのサポート体制が追加になり退院直後の転倒や再入院
防止になったこと、外来看護の充実がはかれた。また、入退院加算2の算定が前年度2.5倍になり、地域医療に貢献できる病院を目
指すというお話がありました。

医療法人社団我汝会 えにわ病院　地域連携室専従看護師　立花　愛美
　3ヶ月の出向では、一人暮らしの事例から在宅でのその人らしい生活ができること、退院指導に関する事例から入院中に医療情
報の提供し、在宅で実践や微調整を行うことが望ましいこと、外来通院する利用者の事例から受診時の情報が伝わりきらないこ
とを学んだ。現在は、地域連携室専従看護師として業務にあたり、入退院支援・ツールの見直し・外来患者への介入・在宅多職種と
の調整を行っている。地域連携に求められることは柔軟性を持つこと、互いの専門性を理解し合い、思いやりを持つこととお話が
ありました。

医療法人北晨会　恵み野訪問看護ステーション「はあと」  所長(管理者) 　樋口　秋緒
　2週間出向支援事業の課題を踏まえて、翌年は、出向の目標を設定し、単独訪問できるように計画的に行った。この事業を通し
て、病院と地域のつながりづくりとしては必要な事業と実感した。また、訪問看護ステーション同士のつながりも大事と考え、協
力可能なステーションと訪問看護師のローテーション研修を企画・実践した際に、この出向支援事業のスキームを参考にしまし
た。訪問看護の人材確保も大切ですが、スタッフ個々や地域全体のスキルアップも大切と実感しました。

訪問看護ステーション出向支援事業：2019年に2週間3名
医療法人秀友会 札幌秀友会病院　総合相談 あい・ふらっと　管理者　赤澤　淑恵
　退院支援の課題として、入退院支援連携シートの実施忘れ、退院が決まってからの退院支援となっている、退院前カンファレン
スの準備が十分でないまま実施、家族の介護力の状況や生活状況を把握しないままの介護指導となっている現状を見直すため、
出向支援事業に参加した。訪問看護への興味や関心があり、教育目的が理解できる3名が参加した。参加した看護師が推進力とな
り、入院3日以内に退院支援の早期介入、主治医とのカンファレンスで見通しの確認、情報共有カンファレンスで多職種と生活
ニーズ上の問題を共有し効果は確実に表われた。また、院内多職種連携強化のための入退院推進チームの一員として、病院から在
宅先への継続看護展開の役割を担っている。2020年度は、法人の訪問看護研修を実施し、2021年度も継続するため教育支援計
画を立てているというお話がありました。

「訪問診療と訪問看護との連携」基調
講演
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ナースセンターだより第75号

復職に向けて、演習を取り入れた実践的な講習会

場　　所：北海道看護協会
受講対象：今後復職を考えている未就業の看護職、未就業期間があり再就業後1年未満の看護職

＊令和2年度以前に開催した当該研修を受講した者は対象外とする。
定　　員：30名(定員を超える申込みがあった場合は抽選)
応　　募：ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX　　
応募締切：6月2日開催分：5月17日、8月25日開催分：8月9日
受 講 料：無　料（6月2日　演習物品費1,000円）
そ の 他：駐車場（無料、事前申込）

就業支援講習会

日　時
6月2日（水）
8月25日（水）

講義内容
安全な看護技術（採血法）（演習含む）
褥瘡予防と看護（演習を含む）

10 ～ 12時

令和3年度ナースバンク事業の
お知らせ（第1弾）

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、延期・中止となる可能性があります。
内容の詳細は、ナースセンターホームページでご確認ください。
http://www.hokkaido-nurse.com/kenshu/　

復職に向けて、講義・演習・施設実習を組み合わせた講習会
期　　間：10月14日（木）～ 15日（金）、19日（火）～ 21日（木）4.5日間　　　　
時　　間：9：30 ～ 16：30（最終日12：35終了）＊終了時間は、日によって異なります。
場　　所：北海道看護協会
受講対象：今後復職を考えている未就業の看護職、未就業期間があり再就業後1年未満の看護職

＊令和2年度以前に開催した当該研修を受講した者は対象外とする。
定　　員：30名(定員を超える申込みがあった場合は抽選)
応　　募：ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX　
応募締切：9月8日　　　　　　　　　　
受 講 料：無料（演習物品費1,500円）※実習希望者は看護職賠償責任保険加入(受講者負担1,550円)
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）

看護職就業促進講習会

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：第1回   7月  6日（火）・  7日（水）  9：30 ～ 16：00

第2回   7月  8日（木）・  9日（金）  9：30 ～ 15：30(最終日11：45終了)　　
第3回 11月16日（火）・17日（水）  9：30 ～ 15：50

場　　所：第1回・第2回：北海道看護協会、第3回：大通看護研修会館　※各会場の詳細は、受講者に説明
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・第2回は、60歳未満の者
・第3回は、プラチナナース（60歳以上）や50歳以上の者
・原則全日程(2日間)受講可能な者
・第1回・第2回は、必ず両方受講できる者
＊令和2年度以前に開催した当該研修を受講した者は対象外とする。

定　　員：30名(定員を超える申込みがあった場合は抽選)
応　　募：ナースセンターホームページから申込用紙をダウンロードし、郵送またはFAX
応募締切：第1回・第2回：6月9日(同時申込)、第3回：10月20日
受 講 料：無料　※第2回の施設実習の際、看護職賠償責任保険加入（受講者負担1,550円）
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回の大通看護研修会館は公共交通機関をご利用ください。

看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）
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届出制度実績　（2015年10月1日～2021年3月31日）

相談・問合わせ数

看護職
登録
求職者数

登録
求人数 紹介人数 就業者数

合　計

施　設

699 189 378 270 192 142

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
 

本人
3,322

代理
2,446

施設からの代行
4,459

合計
10,227

1 届出種類
20～29歳
2,932

30～39歳
2,412

40～49歳
2,369

50～59歳
1,383

60歳以上
754

無回答
377

合計
10,227

２ 年齢

道南
361

道央
7,160

道北
830

十勝
564

釧路・根室
510

オホーツク
553

無回答
249

合計
10,227

３ 居住地
保健師

56
助産師

39
看護師
2,441

准看護師
268

合計
2,804

４ 再就業状況

（人） （人）

（人） （人）

◉今までの経験を活かし、人材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ヶ月～1年間の短期間限定勤務、コーディネーターが希望に合った働き方を提案します。
◉看護管理者の方は、退職する看護職員に「地域応援ナース」についての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!!

令和2年度地域応援ナース実績　（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

【応援ナース実績】・応援：15名（延べ16件）　調整中：3名
・応援施設：12施設
＊令和2年度は、受入要請施設が23施設（新規登録施設5施設）となりました。

新型コロナウイルス感染症に関する求人・求職者の確保に取り組んでいます！！

　令和2年3月以降、新型コロナウイルス感染症（以下コロナ）関連の求人施設への支援および看護職でコロナ関連
の求人に協力いただける方々の登録を始めました。eナースセンターに登録している潜在看護師の方々に一斉メー
ルの実施や札幌市営地下鉄・地域のフリーペーパー等で広報を行い、登録促進・マッチングを行いました。登録者は、
現在378名（令和3年3月末）です。
　求人施設には、求人票登録時や紹介等で支援を行っています。求職者には、引き続きご協力をお願いいたします。

【求人・求職者の状況】

～ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます～ 札幌市営地下鉄広告（掲載期間：令和3年2月1日～ 3月28日）

（人）　（令和3年3月末現在）
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看護師等の届出サイト

　「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の一部改正により2015
年10月から看護職の免許保持者で、その仕事に就いていない方は、都
道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務となりました。
　ナースセンターでは、届出情報をもとに専従のコーディネーターが、
離職者の状況に合わせた支援を行います。

公益社団法人 北海道看護協会
ナースセンター

〒003-0027 札幌市白石区本通17丁目北3番24号
TEL：011-863-6794　FAX：011-866-2244

無料
職業紹介 再就業相談 再就業

支援研修
無料

職業紹介 再就業相談 再就業
支援研修

・病院等を離職したとき
・保健師・助産師・看護師・准看護師の業に従事しなくなった
とき
・免許取得後、ただちに就業しないとき

スマートフォンやパソコンから「とどけるん」にアクセスし
届出事項を入力してください。
※書面での届出はお近くのナースセンターへお問合わせください。
※一度届け出た方で再度離職するなど、既に届け出た情報に変更がある場合は、
「とどけるん」にアクセスし、届出情報の更新をお願いいたします。

さ
よ
う
な
ら
、元
看
護
師
の
私
。

久
し
ぶ
り
、
看
護
師
の
私
。

き
っ
か
け
は
、と
ど
け
る
ん
。

届出の
タイミング

届出方法

新型コロナウイルス感染症禍で、道内で

約100人の潜在看護師が復職してくれました。

働くフィールドは多岐にわたっています。

その中に、必ずあなたにできることがあります。

どうかあなたの力を私たちに…

とどけるんをスタートに！！

6512607.indd   1 2021/01/11   11:40:38
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登録情報の変更は 　　　  が便利です!!

2021年度 入会申し込み受付中!!

●登録情報に変更がある方（勤務先変更・自宅住所変更・改姓・会費納入方法）や
　会員証再発行などは会員専用マイページで手続きすることができます。
　   を利用すると書面での提出が不要です!

北海道看護協会のホームページからログインできます。        https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101    
スマートフォンの方は

ＱＲコードからもアクセスできます。

北海道看護協会ホームページ 【おもて】 【うら】

【キャリナース画面】

〒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
～ホームページお問合せフォーム～

TEL:011-863-6731　FAX:011-863-3204
http://www.hkna.or.jp/contact/

〈　問　合　せ　先　〉

入 手 方 法

トップページ をクリック

「北海道看護協会　会員諸届」
をクリックして印刷する。

印刷用紙は「A４サイズ」
両面印刷（片面印刷可能）

●会員情報変更のみの場合
【おもて】のみを印刷し必要事項を
記入のうえ北海道看護協会へFAX
ください。

●継続を希望されない場合
【おもて・うら】を必ず印刷し必要事
項を記入のうえ会員証を貼り付け
て北海道看護協会へ郵送ください!!
※FAXでの受付はしておりません

会 員 担 当よりおしらせ
勤務先・自宅住所・氏名が
変わりました。会員証の
再発行もしたいです。
どうしたらいいですか？

キャリナースからの
変更が便利です!!

北海道看護協会 専用の様式「北海道看護協会 会員諸届」での提出も可能です!!
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2021年シーズン観戦ペアチケットプレゼント

当選されたみなさん
おめでとうございます！
感染対策をして楽しんで
ください

＼ ／

チケットの発送は、新型コロナウイルス感染症の状況に対応できるよう下記の通り行います
シーズン前半戦（３月３０日～ ６月１３日試合分）発送完了
シーズン後半戦（８月２０日～１０月１７日試合分）７月中旬発送予定

　令和２年度北海道看護協会通常総会は新型コロナウ
イルス感染症の拡大の影響により、大幅に規模を縮小し
開催いたしました。
　令和３年度においても、ワクチン接種は開始となった
ものの、現時点では終息の見通しがたたないこともあ
り、代議員のみの参加として開催いたしますが、代議員
以外の会員についてはＷebにより視聴することが可
能ですので希望する方は件名に「総会希望」と入力し
①北海道看護協会会員番号、②住所、③氏名、④電話
番号を本文に記載して、下記のアドレスまでお申し込
みください。

　なお、会員の皆さまからの本会の運営に関する質問ならびにご意見も併せて受付けております。下記のアドレス
に送信いただくか、郵送にてお寄せください。

受付締切日　令和3年6月10日（木）
※総会資料については6月上旬にホームページに掲載をいたしますので、ご覧ください。

  郵送の方
〒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
通常総会質問係

soumu1@hkna.or.jp

申込締切日　令和3年5月20日（木）
※視聴できる人数は十分に確保しておりますが、希望者多数の場合は
　先着順とさせていただきます。

shitumon@hkna.or.jp

令和３年度北海道看護協会通常総会Ｗeb配信のお知らせ

北海道日本ハムファイターズ
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登録情報の変更は 　　　  が便利です!!

2021年度 入会申し込み受付中!!

●登録情報に変更がある方（勤務先変更・自宅住所変更・改姓・会費納入方法）や
　会員証再発行などは会員専用マイページで手続きすることができます。
　   を利用すると書面での提出が不要です!

北海道看護協会のホームページからログインできます。        https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101    
スマートフォンの方は

ＱＲコードからもアクセスできます。

北海道看護協会ホームページ 【おもて】 【うら】

【キャリナース画面】

〒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
～ホームページお問合せフォーム～

TEL:011-863-6731　FAX:011-863-3204
http://www.hkna.or.jp/contact/

〈　問　合　せ　先　〉

入 手 方 法

トップページ をクリック

「北海道看護協会　会員諸届」
をクリックして印刷する。

印刷用紙は「A４サイズ」
両面印刷（片面印刷可能）

●会員情報変更のみの場合
【おもて】のみを印刷し必要事項を
記入のうえ北海道看護協会へFAX
ください。

●継続を希望されない場合
【おもて・うら】を必ず印刷し必要事
項を記入のうえ会員証を貼り付け
て北海道看護協会へ郵送ください!!
※FAXでの受付はしておりません

会 員 担 当よりおしらせ
勤務先・自宅住所・氏名が
変わりました。会員証の
再発行もしたいです。
どうしたらいいですか？

キャリナースからの
変更が便利です!!

北海道看護協会 専用の様式「北海道看護協会 会員諸届」での提出も可能です!!
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  北海道看護協会では、全世代型地域包括ケアシステムの充実を図るため、キャリアを積み重ねた人材活用が重要と
考えている。
　この調査は、平成27年度から5年毎実施となり、令和2年度がこの調査の実施年となることから、シニア会員の就
業実態および就労への意向を明らかにするため61歳以上の会員に調査を行ったので報告する。

Ⅰ.調査概要
1.調査目的：会員の就業実態と就労意向を明らかにし、シニア会員の活躍を促進する
2.調査対象：北海道看護協会の61歳以上の会員1,151人
3.調査期間：令和2年6月19日～令和2年7月10日
4.調査方法：郵送による質問紙調査
5.回収結果：回収数(率)719件（62.5％）、有効回答数(率)715件(99.4%)

 
Ⅱ.結果
1.調査対象
（1）年齢について

（2）性別について

　調査対象の年齢については、「61-65歳」が、
最も多く、76.9％であった。

2.現在就業中の方の状況
(1)現在の勤務場所について

シニア会員就業実態調査結果について （4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。

北海道看護協会ニュース 137 号　p26

シニア会員就業実態調査結果について

表1　年齢について

図1　性別

表2　現在の勤務場所

図3　66-70歳の勤務場所

図2　61-65歳の勤務場所

図4　71歳以上の勤務場所

n=715

n=631

n=96

n=506

n=715

n=28

※病院勤務1名は年齢無回答

61-65歳
人

550

病院
診療所・クリニック
助産所
看護系教育研究機関
訪問看護ステーション
介護老人保健施設
介護老人福祉施設
ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム
その他
無回答

人
356
40
0

54
45
19
28
10
75
4

%
56.4
6.3
0.0
8.6
7.1
3.0
4.4
1.6

11.9
0.7

%
76.9

66-70歳
人

112
%

15.7

71-75歳
人
41

%
5.8

76歳以上
人
11

%
1.5

無回答
人
1

%
0.1

年齢

男性, (4人, 0.6%)

無回答, (1人, 0.1%)

女性, (710人, 99.3%)

病院, (44人, 46%)

無回答, (1人, 1%)

病院, (302人, 59.7%）

看護系教育研究機関,
（37人, 7.3%）

訪問看護ステーション,
（38人, 7.5%）

介護老人保健施設,
(13人, 2.6%)

介護老人福祉施設,
（15人, 3.0%）

診療所・クリニック,
（32人, 6.3%）

無回答, （3人, 0.6%）
その他, （63人, 12.5%）

ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム, （3人, 0.6%）

その他, (8人, 8%)

介護老人保健施設,
（5人, 5%)

介護老人福祉施設,
(7人, 7%)

訪問看護ステーション,
（6人, 6%)

ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム, (4人, 4%)

診療所・クリニック,
（8人, 9%)

看護系教育研究機関,
(13人, 14%)

病院, (9人, 32.1%)

その他, (4人, 14.3%)

看護系教育研究機関,
(4人, 14.3%)

訪問看護ステーション,
(1人, 3.6%)

介護老人保健施設,
(1人, 3.6%)

介護老人福祉施設,
（6人, 21.4%)

ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム,
(3人, 10.7%)
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　有効回答715人のうち現在就業している者は631人で、「病院」が56.4％で最も多かった。
　その他には、保育所・障害児入所施設等児童福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護サービス事業所、居宅
介護支援事業所、訪問介護・デイサービス、障害者支援施設、健保組合、検診センター、母乳相談室、医務室、医
療法人本部、社会福祉法人役員、急病センター、介護系養成所、認知症予防健康教室、職業紹介所、行政機関で
あった。
　年齢別に勤務場所を見ると、「病院」の割合は、「61-65歳」が高く「71歳以上」は低かった。「介護老人福祉
施設」の割合は、「71歳以上」が高く「61-65歳」は低かった。

（2）現在の勤務状況について

　「正規雇用」55.6％、「非正規雇用」43.6％であった。「非正規雇用」の勤務日数は、「5日以上」が49.1％で
あった。１日の勤務時間は、「8時間以上」が36.4％であった。

（3）現在の職位について

　職位は、「スタッフ」が53.9％で最も多かった。その他には顧問・施設長・教育アドバイザー・理事・介護福
祉士への医療的ケア実施指導者等であった。

（4）現在の職場に就業する際の職業紹介機関利用について

　就業中631人が、現在の職場に就業する際の職業紹介機関利用は、「利用していない」は527人であった。

（5）定年退職の経験について

　現在就業中の方の定年退職の経験は、
「あり」が72.7％であった。

（4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。
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その他, (102人, 16.2%)

看護師長相当, (66人,10.4％)

主任相当, (18人,2.9%)

副看護部長相当, （9人,1.4%） スタッフ
(340人,53.9%)

看護部長相当, (94人,14.9%)

無回答, (2人,0.3%)

なし, （171人,27.1%）
無回答, （1人,0.2%）

あり, （459人,72.7%）

表3　勤務状況

図5　職位

図6　職業紹介機関の利用(複数回答)

図7　経験の有無

n=631

正規雇用
非正規雇用
無回答

人
351
275

5

%
55.6
43.6
0.8

表4　非正規雇用の勤務日数（1週間） n=275

n=631

3日未満 
3 ～ 4日未満
4 ～ 5日未満
5日以上 
無回答

人
21
39
66

135
14

%
7.6

14.2
24.0
49.1
5.1

表5　非正規雇用の勤務時間（1日）n=275

4時間未満
4 ～ 6時間未満
6 ～ 8時間未満
8時間以上
無回答

人
9

44
98

100
24

%
3.3

16.0
35.6
36.4
8.7

n=631（単位：人）

利用していない
ハローワーク

ナースセンター（ナースバンク事業）
有料の職業紹介事業所

527
63

33

10

n=631
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  北海道看護協会では、全世代型地域包括ケアシステムの充実を図るため、キャリアを積み重ねた人材活用が重要と
考えている。
　この調査は、平成27年度から5年毎実施となり、令和2年度がこの調査の実施年となることから、シニア会員の就
業実態および就労への意向を明らかにするため61歳以上の会員に調査を行ったので報告する。

Ⅰ.調査概要
1.調査目的：会員の就業実態と就労意向を明らかにし、シニア会員の活躍を促進する
2.調査対象：北海道看護協会の61歳以上の会員1,151人
3.調査期間：令和2年6月19日～令和2年7月10日
4.調査方法：郵送による質問紙調査
5.回収結果：回収数(率)719件（62.5％）、有効回答数(率)715件(99.4%)

 
Ⅱ.結果
1.調査対象
（1）年齢について

（2）性別について

　調査対象の年齢については、「61-65歳」が、
最も多く、76.9％であった。

2.現在就業中の方の状況
(1)現在の勤務場所について

シニア会員就業実態調査結果について （4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。
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シニア会員就業実態調査結果について

表1　年齢について

図1　性別

表2　現在の勤務場所

図3　66-70歳の勤務場所

図2　61-65歳の勤務場所

図4　71歳以上の勤務場所

n=715

n=631

n=96

n=506

n=715

n=28

※病院勤務1名は年齢無回答

61-65歳
人

550

病院
診療所・クリニック
助産所
看護系教育研究機関
訪問看護ステーション
介護老人保健施設
介護老人福祉施設
ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム
その他
無回答

人
356
40
0

54
45
19
28
10
75
4

%
56.4
6.3
0.0
8.6
7.1
3.0
4.4
1.6

11.9
0.7

%
76.9

66-70歳
人

112
%

15.7

71-75歳
人
41

%
5.8

76歳以上
人
11

%
1.5

無回答
人
1

%
0.1

年齢

男性, (4人, 0.6%)

無回答, (1人, 0.1%)

女性, (710人, 99.3%)

病院, (44人, 46%)

無回答, (1人, 1%)

病院, (302人, 59.7%）

看護系教育研究機関,
（37人, 7.3%）

訪問看護ステーション,
（38人, 7.5%）

介護老人保健施設,
(13人, 2.6%)

介護老人福祉施設,
（15人, 3.0%）

診療所・クリニック,
（32人, 6.3%）

無回答, （3人, 0.6%）
その他, （63人, 12.5%）

ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム, （3人, 0.6%）

その他, (8人, 8%)

介護老人保健施設,
（5人, 5%)

介護老人福祉施設,
(7人, 7%)

訪問看護ステーション,
（6人, 6%)

ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム, (4人, 4%)

診療所・クリニック,
（8人, 9%)

看護系教育研究機関,
(13人, 14%)

病院, (9人, 32.1%)

その他, (4人, 14.3%)

看護系教育研究機関,
(4人, 14.3%)

訪問看護ステーション,
(1人, 3.6%)

介護老人保健施設,
(1人, 3.6%)

介護老人福祉施設,
（6人, 21.4%)

ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム,
(3人, 10.7%)
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（6）定年退職の際の継続雇用（勤務延長または再雇用）について　　(8)継続雇用後に働ける年齢について

（7）継続雇用された職場について

　定年退職経験がある人の中で「継続雇用されたことがある」は76.3％であった。そのうち、「現在の職場」の
継続雇用は、83.4％であり、継続雇用後に働ける年齢は、「65歳」が55.8％、次いで「70歳」が13.7％であった。

（9）働いている理由について

　現在働いている理由は、「生きがい、社会参加のため」「生活の糧を得るため」が373人と最も多かった。
　その他には、「退職後にすること・趣味など見つけられない」「老後の資金を得るため」「スタッフが少ない
が、新しいスタッフがなかなか入らない」「やり残したことがあるから」等であった。

（10）働きたいと思う年齢について

　働 き た い と 思 う 年 齢 に つ い て は、「61-65歳」が
40.7％、「66-70歳」が39.9％、「71歳以上」が9.0％で
あった。
　その他には、｢健康な限り｣｢求めがある間｣であった。

3．現在未就業の状況
（1）定年退職の経験について

（2）定年退職の際の継続雇用（勤務延長または再雇用）について　　　（3）定年退職後の再就業について

（4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。
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表6 定年退職時の継続雇用 n=459

継続雇用されたことがある
継続雇用されなかった
無回答

人
350
107

2

%
76.3
23.3
0.4

表8　継続雇用後に働ける年齢 n=292

61 ～ 64歳 
65歳 
66歳 
67歳 
68歳 
69歳 
70歳 
71歳以上 
無回答 
なし 
不明・未定 

人
12

163
3
5
7
1

40
4

25
25
7

%
4.1

55.8
1.0
1.7
2.4
0.3

13.7
1.4
8.6
8.6
2.4

表7　継続雇用された職場

図8　働いている理由（複数回答）

n=350

現在の職場
別の職場
無回答

人
292
58
0

%
83.4
16.6
0.0

表10　継続雇用 n=63

継続雇用されたことがある
継続雇用されなかった
無回答

人
28
33
2

%
44.4
52.4
3.2

表11　定年退職後の再就業 n=63

あり
なし
無回答

人
32
29
2

%
50.8
46.0
3.2

表9　働きたいと思う年齢 n=631

61－65歳
66－70歳
71歳以上
その他
無回答

人
257
251
57
9

57

%
40.7
39.9
9.0
1.4
9.0

なし, (20人､23.8%）
無回答, (1人､1.2%）

あり, (63人、75.0%）

図9　経験の有無

n=84

n=631（単位：人）

生きがい、社会参加のため

生活の糧を得るため

頼まれたから

健康に良いから

時間に余裕がある

その他

373

373

210

171

132

39

28

看護協会ニュース No.137



北海道看護協会ニュース 137 号　p28

（6）定年退職の際の継続雇用（勤務延長または再雇用）について　　(8)継続雇用後に働ける年齢について

（7）継続雇用された職場について

　定年退職経験がある人の中で「継続雇用されたことがある」は76.3％であった。そのうち、「現在の職場」の
継続雇用は、83.4％であり、継続雇用後に働ける年齢は、「65歳」が55.8％、次いで「70歳」が13.7％であった。

（9）働いている理由について

　現在働いている理由は、「生きがい、社会参加のため」「生活の糧を得るため」が373人と最も多かった。
　その他には、「退職後にすること・趣味など見つけられない」「老後の資金を得るため」「スタッフが少ない
が、新しいスタッフがなかなか入らない」「やり残したことがあるから」等であった。

（10）働きたいと思う年齢について

　働 き た い と 思 う 年 齢 に つ い て は、「61-65歳」が
40.7％、「66-70歳」が39.9％、「71歳以上」が9.0％で
あった。
　その他には、｢健康な限り｣｢求めがある間｣であった。

3．現在未就業の状況
（1）定年退職の経験について

（2）定年退職の際の継続雇用（勤務延長または再雇用）について　　　（3）定年退職後の再就業について

（4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。

北海道看護協会ニュース 137 号　p28

表6 定年退職時の継続雇用 n=459

継続雇用されたことがある
継続雇用されなかった
無回答

人
350
107

2

%
76.3
23.3
0.4

表8　継続雇用後に働ける年齢 n=292

61 ～ 64歳 
65歳 
66歳 
67歳 
68歳 
69歳 
70歳 
71歳以上 
無回答 
なし 
不明・未定 

人
12

163
3
5
7
1

40
4

25
25
7

%
4.1

55.8
1.0
1.7
2.4
0.3

13.7
1.4
8.6
8.6
2.4

表7　継続雇用された職場

図8　働いている理由（複数回答）

n=350

現在の職場
別の職場
無回答

人
292
58
0

%
83.4
16.6
0.0

表10　継続雇用 n=63

継続雇用されたことがある
継続雇用されなかった
無回答

人
28
33
2

%
44.4
52.4
3.2

表11　定年退職後の再就業 n=63

あり
なし
無回答

人
32
29
2

%
50.8
46.0
3.2

表9　働きたいと思う年齢 n=631

61－65歳
66－70歳
71歳以上
その他
無回答

人
257
251
57
9

57

%
40.7
39.9
9.0
1.4
9.0

なし, (20人､23.8%）
無回答, (1人､1.2%）

あり, (63人、75.0%）

図9　経験の有無

n=84

n=631（単位：人）

生きがい、社会参加のため

生活の糧を得るため

頼まれたから

健康に良いから

時間に余裕がある

その他

373

373

210

171

132

39
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（4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。
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表12　再就業の意向 n=84

あり
なし
無回答

人
30
53
1

%
35.7
63.1
1.2

n=84（単位：人）

利用していない
ハローワーク

ナースセンター（ナースバンク事業）
有料の職業紹介事業所 0

図10　職業紹介機関の利用（複数回答）

24
6

4

n=30（単位：人）

希望の就職先が見つからない
介護等家庭の事情

健康上
その他 11

図11　就業していない理由（複数回答）

16
9

3

n=30（単位：人）

介護老人福祉施設
介護老人保健施設

診療所・クリニック
ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム

病院
看護系教育研究機関

訪問看護ステーション
助産所
その他

8
8

8

6
1

0

図12　希望される勤務場所（複数回答）　

10
9
9

表13　希望の勤務状況 n=30

正規雇用
非正規雇用
無回答

人
4

25
1

%
13.3
83.4
3.3

表14　非正規雇用の勤務日数 n=25

3日未満 
3 ～ 4日未満
4 ～ 5日未満
5日以上 
無回答

人
2

15
6
1
1

%
8.0

60.0
24.0
4.0
4.0

表15　非正規雇用の勤務時間 n=25

4時間未満
4 ～ 6時間未満
6 ～ 8時間未満
8時間以上
無回答

人
2
8
7
8
0

%
8.0

32.0
28.0
32.0
0.0

29
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（4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。

北海道看護協会ニュース 137 号　p30

表16　再就業のための研修 n=30

希望する
希望しない
無回答

人
9

20
1

%
30.0
66.7
3.3

表17　北海道看護協会ニュース
図14　興味のある内容（複数回答）

図15　読まない理由（複数回答）

n=715

読んでいる
読んでいない
無回答

人
634
58
23

%
88.7
8.1
3.2

n=53（単位：人）

健康上
介護等家庭の事情

希望の就職先が見つからない
その他 14

図13　就業できない理由（複数回答）
24

15
4

n=634（単位：人）

協会の動き
北海道看護学会報告、案内

ナースセンターだより
各種交流会・懇談会等開催報告

総会について
支部長あいさつ・支部の行事報告

委員会報告について
教育課よりお知らせ

道民の健康情報
理事会報告

その他

363
326

277
265

229
226
221
214

181
70

23

n=58（単位：人）

読みたい情報がない
読みたいが時間がない

手元に届かない
読みにくい

届いたが気づかなかった
その他

25
13

11
8

1
8

30
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（4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。
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表16　再就業のための研修 n=30

希望する
希望しない
無回答

人
9

20
1

%
30.0
66.7
3.3

表17　北海道看護協会ニュース
図14　興味のある内容（複数回答）

図15　読まない理由（複数回答）

n=715

読んでいる
読んでいない
無回答

人
634
58
23

%
88.7
8.1
3.2

n=53（単位：人）

健康上
介護等家庭の事情

希望の就職先が見つからない
その他 14

図13　就業できない理由（複数回答）
24

15
4

n=634（単位：人）

協会の動き
北海道看護学会報告、案内

ナースセンターだより
各種交流会・懇談会等開催報告

総会について
支部長あいさつ・支部の行事報告

委員会報告について
教育課よりお知らせ

道民の健康情報
理事会報告

その他

363
326

277
265

229
226
221
214

181
70

23

n=58（単位：人）

読みたい情報がない
読みたいが時間がない

手元に届かない
読みにくい

届いたが気づかなかった
その他

25
13

11
8

1
8
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（4）再就業の際の職業紹介機関利用について

　現在未就業84人のうち定年退職の経験は75.0％が「あり」であった。そのうち継続雇用されたのは
44.4％、定年後再就職ありは50.8％であった。再就職の際の職業紹介機関利用は、「利用していない」が24
人であった。

（5）現在の再就業意向について

　 現在未就業のうち「再就業の意向あり」は、
35.7％であった。

（6）再就業の意向がある人について
①現在就業していない理由について

②希望される勤務場所について

　再就業の意向のある人について、就業していない理由は、「希望の就業先が見つからない」16人であった。
その他には、「コロナ禍により不安」「就業継続の意志がなくなったため（休養）」「一休みです」等であった。
　希望される勤務場所は、図12のとおりであった。その他には、「地域での活動・地域包括支援センター等」

「看護学校教員」「条件が合えば」「施設内医務室」「地域保健活動」「決めてない」等であった。

③希望される勤務状況について

④再就業のための研修希望について
表16で「希望する」の内容
・その施設の理念や処遇について研修を受けたい
・看護技術　　
・基本的な技術（血管留置・心電図・救急対応など）
・地域保健
・老人看護、最新の感染対策、プラチナナースの役割と求められること
・最新の技術
・就業先での専門的な技術

　再就業の意向のある30人が希望される勤務状況は、「非正規雇用」が83.4％であった。勤務日数は「3 ～
4日未満」が60.0％であった。1日の勤務時間は「4 ～ 6時間未満」「8時間以上」がともに32.0％であった。
また、再就業のための研修希望については、「希望しない」が66.7％であった。

(7)再就業の意向なしの人の就業できない理由について

　現在未就業で再就業意向なし53人の就業できない理由は、「健康上」が24人であった。
　その他には、「76歳まで働いたので、余生を楽しみたい」「今まで充分看護職を行い満足しているため」「検
討中です」「自分の自由な時間や生活を大切にするため」「自由な時間を大切に生きていきたい。」「趣味を行
うため」「ボランティア活動が忙しい」「働きたくない」であった。

4．北海道看護協会ニュース
（1）北海道看護協会ニュースについて

　北海道看護協会ニュースを読んでいる634人について、興味のある内容は、図14のとおりであった。
　その他には、「表紙の写真」、「目を通す程度」「TIIKI」「訪問看護ステーション出向支援事業」「全体的に目を
通している」等であった。

 
　北海道看護協会ニュースを読んでいな
い58人について、読まない理由は、図15
のとおりであった。
　その他には、「興味が少ない」「働く予定
がないので情報も不要」等であった。

（2）北海道看護協会からの情報として希望する内容について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策・取り組み」については17件、「情報提供・発信」については14件、

「就業状況・求人情報」については30件、「研修・学会・研修会」については9件、「協会ニュースに関すること」
については3件、「その他」6件の合計79件の情報として希望する内容の記載がありました。

北海道看護協会へのご意見・ご要望について（自由記載）
　「新型コロナウイルスに関する情報・対策」については17件、「就業」については14件、「研修に関するこ
と」については24件、「会費」については18 件、「協会ニュース・ホームページ」については12件、「ナースセ
ンター活動」については6件、「その他」4件、合計95件の意見・要望をいただきました。

　多くの御意見・要望ありがとうございました。これらの内容については、協会内で情報共有するとともに、次年度
以降の事業企画や内容を検討する上で活用させていただきたいと思います。また、このシニア会員就業実態調査結
果については、総会要綱へ記載し周知する予定としております。

　令和2年10月24日に開催した交流会は、好評にて終
了いたしました。新型コロナ感染症対策のために300
人以上の方が参加できなかったため、令和3年3月6日
に再度Web開催しました。定員300名のところ、338
名の参加がありました。

北海道看護協会ニュース 137 号　p31

withコロナ時代、運動不足を解消
　新型コロナウイルス感染症の影響で、外出が制限
され運動不足になっていませんか？運動不足が続
くと体力・筋力の低下や体重増加、ストレスから心
身に悪影響をきたす健康二次被害が心配されてい
ます。3密を回避し感染をしっかり予防しながら、
体を動かしましょう。

〇座っている時間を減らす
　外出できない、仕事はリモートなど座っている時
間がふえていませんか？ 30分に1度はトイレに行
く、飲み物を取りに行くなどしてこまめに立ち上が
ることを心がけましょう。
　また、家事を積極的にする、階段を利用するなど
普段の生活の中で体を動かすことは生活習慣病の
予防や改善につながります。

〇ストレッチングや軽い運動
　両腕を天井に向かって伸ばし、そのまま左右に反
らします。足踏みやスクワットなど無理のない程度

に回数を決めて毎日行いましょう。筋肉を目覚めさ
せて血流が良くなります。筋肉の柔軟性が上がると
ケガをしにくくなり、肩こり腰痛予防・改善にとて
も効果があります。

〇散歩やウォーキング
　正しい姿勢で散歩やウォーキングをすると、足や
背中の筋肉が使われるため体が引き締まります。そ
して筋肉が増えると、基礎代謝が高まるので多くの
エネルギーを消費できるようになります。また免疫
力が高まり、ストレスの解消にもなります。
　意識的に体を動か
すことは健康維持、ス
トレスの解消となり
ます。小さなことをこ
つこつ続けて行うこ
とで大きな結果につ
ながります。ぜひ今日
から体を動かしてみ
てください!

【広報出版委員会　記】

道民の健康情報「運動」

令和2年度　臨床倫理と終末期医療に関する交流会（Web追加開催）

左より、高橋委員・村中講師・井上講師・中村委員長・竹島委員
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令和3年度　会員懇談会・看護管理者懇談会開催予定表
　22支部において、次の日程で開催いたします。
　各支部に会長はじめ役員が足を運び最新の看護情報の提供とともに、北海道看護協会の役割と課題を支部
の皆様と共有したいと考えております。多数の参加をお待ちしています。
　※参加申し込みは各支部単位で行います。詳細については各支部にお問い合わせください。

●会員懇談会：11支部　●看護管理者懇談会：8支部
※道南南・道南北支部は合同で看護管理者懇談会を開催。
※小樽・後志支部、札幌第1～ 4支部は合同で会員・看護管理者懇談会を開催。

令和3年3月4日現在

北海道看護協会ニュース 137 号　p32

支　部 会 管 開催日 会　場

苫小牧

根　室

上川北

日　高

上川南

稚　内

北　網

南空知

北空知

遠　紋

後　志

十　勝

小　樽

室　蘭

留　萌

釧　路

札幌第1～４
（担当：札幌第4）

道南南・北
（担当：道南南）
札幌第1～４

（担当：札幌第1）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

7月3日（土）

7月10日（土）

7月17日（土）

8月21日（土）

8月28日（土）

9月4日（土）

9月11日（土）

9月18日（土）

9月25日（土）

9月ころ

10月2日（土）

10月16日（土）

10月30日（土）

グランドホテルニュー王子

標津町生涯学習センターあすぱる

紅花会館

新ひだか町地域交流センターピュアプラザ

未定

市立稚内病院

北見赤十字病院

北海道グリーンプラザホテルサンプラザ

たきかわ文化センター

未定（遠軽町）

未定（余市町）

北海道事業協会帯広病院

札幌パークホテル

小樽掖済会病院

フォーポイントバイシェラトン函館

ACU-A（アスティ 45）

室蘭市生涯学習センターきらん

パワスポ留萌

未定
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令和3年度　会員懇談会・看護管理者懇談会開催予定表
　22支部において、次の日程で開催いたします。
　各支部に会長はじめ役員が足を運び最新の看護情報の提供とともに、北海道看護協会の役割と課題を支部
の皆様と共有したいと考えております。多数の参加をお待ちしています。
　※参加申し込みは各支部単位で行います。詳細については各支部にお問い合わせください。

●会員懇談会：11支部　●看護管理者懇談会：8支部
※道南南・道南北支部は合同で看護管理者懇談会を開催。
※小樽・後志支部、札幌第1～ 4支部は合同で会員・看護管理者懇談会を開催。

令和3年3月4日現在

北海道看護協会ニュース 137 号　p32

支　部 会 管 開催日 会　場

苫小牧

根　室

上川北

日　高

上川南

稚　内

北　網

南空知

北空知

遠　紋

後　志

十　勝

小　樽

室　蘭

留　萌

釧　路

札幌第1～４
（担当：札幌第4）

道南南・北
（担当：道南南）
札幌第1～４

（担当：札幌第1）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

7月3日（土）

7月10日（土）

7月17日（土）

8月21日（土）

8月28日（土）

9月4日（土）

9月11日（土）

9月18日（土）

9月25日（土）

9月ころ

10月2日（土）

10月16日（土）

10月30日（土）

グランドホテルニュー王子

標津町生涯学習センターあすぱる

紅花会館

新ひだか町地域交流センターピュアプラザ

未定

市立稚内病院

北見赤十字病院

北海道グリーンプラザホテルサンプラザ

たきかわ文化センター

未定（遠軽町）

未定（余市町）

北海道事業協会帯広病院

札幌パークホテル

小樽掖済会病院

フォーポイントバイシェラトン函館

ACU-A（アスティ 45）

室蘭市生涯学習センターきらん

パワスポ留萌

未定
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協会の動き
仕事始め
第19回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
保健師助産師看護師実習指導者講習会運営会議

（Web）　山本常務理事
保健師助産師看護師実習指導者講習会開講式

（Web）　上田会長、山本常務理事
臨時打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
日本看護協会 広報担当役員会議（Web）
　荒木専務理事

【新型コロナ関係】第11回新型インフルエンザ等対
策本部会議　上田会長ほか常勤理事
認定看護管理者教育課程ファーストレベル（第2
回）開講式（Web）　上田会長、山本常務理事
ウィズライフ（公益財団法人ノーマライゼーション
住宅財団発行）取材　上田会長ほか常勤理事3名
第20回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
日本看護協会 第3回認定看護管理者制度委員会

（Web）　上田会長
第10回常務理事会　上田会長ほか理事･監事16名
日本看護協会「看護師の特定行為研修シンポジウム」

（Web）　山本常務理事
北海道助産師出向支援事業協議会（市内）
　上田会長、佐々木常務理事
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（Web）　上田会長
看護協会概要説明（浦河町）　佐々木常務理事
第5回定例理事会　上田会長ほか理事･監事22名
第3回支部長会議　上田会長ほか理事･監事22名
北海道総合保健医療協議会第2回運営委員会

（市内）　上田会長
令和2年度地域における看護職等の連携シンポジ
ウム（Web）　上田会長、山本常務理事
第21回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
令和２年度北海道医療・福祉関係職能団体等意見交
換会（市内）　上田会長、（Web）　常勤理事3名
札幌市立大学 認定看護管理者教育課程サードレベ
ル第３回運営委員会（Web）　上田会長
令和2年度第2回北海道アルコール健康障害対策推
進会議（市内）　佐々木常務理事
北海道医療新聞社取材　荒木専務理事
日本看護協会「訪問看護ステーション連絡協議会へ
の説明会」（Web）　常勤理事3名
北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会
(第5回)（市内）　上田会長、（Web）　山本常務理事
第61回北海道総合保健医療協議会（総会）（市内）
　上田会長
令和2年度都道府県看護協会母子のための地域包括
ケアシステム推進会議（Web）　佐々木常務理事、
山本常務理事ほか
2020年度全国看護基礎教育担当役員会議（Web）
　荒木専務理事
北海道専任教員養成講習会閉講式（Web）
　上田会長、山本常務理事
第10回認定看護管理者教育運営委員会（Web）
　山本常務理事
認定看護管理者教育課程ファーストレベル（第2
回）閉講式（Web）　上田会長、山本常務理事
看護協会概要説明（岩見沢市）　荒木専務理事
第2回離職看護職員相談事業協議会（Web）
　上田会長、佐々木常務理事
第2回地域応援看護師確保対策事業検討会議

（Web）　上田会長、佐々木常務理事
第22回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事３名
日本看護協会「看護業務の効率化 先進事例アワー
ド2020」（Web）　上田会長、佐々木常務理事
知事と医療関係団体との意見交換会（市内）
　上田会長

（１/１～３/３１）

１月　４日
６日
８日

１３日

１４日
１５日

１９日

２０日

２１日
２２日

２５日

２７日
２９日

３０日

２月　３日

４日

５日

８日

１０日

１２日

１６日

１７日

第11回常務理事会　上田会長ほか理事･監事15名
看護協会概要説明（岩見沢市）　上田会長
第2回訪問看護ステーション出向支援検討会議

（Web）　上田会長、山本常務理事
第2回訪問看護師確保支援検討会（Web）
　上田会長、山本常務理事
看護協会概要説明（Web）　山本常務理事
2020年度 都道府県看護協会政策責任者会議

（Web） 上田会長、荒木専務理事
日本看護協会 令和2年度第5回理事会・第4回法人
会員会（Web）　上田会長
日本看護連盟との合同会議（Web）　上田会長
看護協会概要説明（市内）　荒木専務理事
令和2年度ヘルシーワークプレイス（健康で安全な
職場）講演会（Web）　佐々木常務理事
看護協会概要説明（Web）　上田会長
看護協会概要説明（Web）　荒木専務理事
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会「令
和2年度地域包括ケアセミナー」（Web）
上田会長、山本常務理事
第23回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
2020年度 都道府県看護協会医療安全担当役員会
議（Web）　荒木専務理事
看護協会概要説明（市内）　上田会長
看護協会概要説明（深川市）　佐々木常務理事
令和2年度第2回北海道福祉人材センター運営委員
会（市内）　佐々木常務理事
北海道専任教員養成講習会運営会議（Web）
　山本常務理事

【新型コロナ関係】第12回新型インフルエンザ等対
策本部会議　上田会長ほか常勤理事
第12回常務理事会　上田会長ほか理事･監事15名
保健師助産師看護師実習指導者講習会閉講式

（Web）　上田会長、山本常務理事
天使大学「卒業講演会」（市内）　上田会長
ナースセンター事業運営会議（Web）
　上田会長、佐々木常務理事
北海道「看護の日」及び「看護週間」実行委員会

（Web）　上田会長、佐々木常務理事
令和2年度第2回北海道医療審議会（市内）
　上田会長
日本看護協会 2020年度第4回認定看護管理者制
度委員会（Web）　上田会長
北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会「令
和2年度第3回正副会長・幹事合同会議」（Web）
　山本常務理事
第6回定例理事会　上田会長ほか理事･監事24名
第4回支部長会議　上田会長ほか理事･監事23名
令和2年度支部運営会議　上田会長ほか常勤理事3名
医療・介護従事者のための新型コロナウイルス感染
症予防講座（市内）　上田会長、佐々木常務理事、
山本常務理事
第11回認定看護管理者教育運営委員会
　山本常務理事
共同通信社取材（Web）　佐々木常務理事
北海道医療大学第9回認定看護師研修センター運
営委員会（当別町）　上田会長
第24回打合せ会議　上田会長ほか常勤理事3名
中小規模病院に勤務する看護職向けセミナー

（Web）　上田会長
札幌市立大学 経営審議会（Web）　上田会長
新卒訪問看護師の採用・育成に関する意見交換会

（Web）　上田会長、山本常務理事
令和2年度第2回北海道高齢者虐待防止推進委員会

（市内）　佐々木常務理事
【新型コロナ関係】第13回新型インフルエンザ等対
策本部会議　上田会長ほか常勤理事

１８日

１９日

２４日
２５日

２５日～２６日

２６日

２７日

３月　１日
２日

３日

４日

９日

１0日

１１日

１２日

１７日

１８日

１９日

２０日

２３日

２4日

２６日
２７日

３０日
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◆第24回秩父宮妃記念結核予防保健看護功労賞
　　相　内　みづえ（北海道室蘭保健所健康推進課長）

◆厚生労働省補助事業「看護業務効率化先進事例収集・周知事業」
　看護業務の効率化　先進事例アワード2020

　　最優秀賞　株式会社トラントユイット　訪問看護ステーションフレンズ
　　　　　　　「訪問看護におけるエコーによるアセスメント導入とICTを使った医師との連携」

　　優 秀 賞　社会医療法人柏葉会　柏葉脳神経外科病院
　　　　　　　「ウィズコロナでICT促進！～患者と家族をつなぐオンライン面会の取り組み～」

※敬称略・所属は受賞時点のものです。

 ●令和2年度第5回定例理事会
１　日　時　令和3年1月29日（金）9時30分から11時40分
２　会　場　北海道看護協会　2階研修室（Webを併用）
３　理事数　23名
４　出席者　理事19名、監事3名
５　議事

❶協議事項
（1）令和3年度目標会員数（案）について協議、承認
（2）令和3年度北海道看護協会事業計画（案）について協議、承認
（3）令和3年度北海道看護協会支部事業計画（案）について協議、承認
（4）令和3年度タスクシフト・タスクシェア～チームの役割を見直し業務改

善へ～（北海道委託事業）の開催（案）について協議、承認
（5）令和3年度保健師助産師看護師実習指導者講習会（北海道委託事業）募集

要項（案）について協議、承認
（6）令和3年度（特定分野）保健師助産師看護師実習指導者講習会（北海道委

託事業）募集要項（案）について協議、承認
（7）令和3年度北海道専任教員養成講習会実施要綱（案）について協議、承認
（8）北海道職員の給与等の改定に伴う給与支給規程の一部改正（案）について協議、承認
（9）令和2年度支部大会で選任された支部長の承認（案）について協議、承認
（10）令和3年度北海道看護研究学会参加費（案）について協議、承認
（11）令和3年度北海道看護協会理事会・支部長会議開催日程（案）について協議、承認
（12）令和3年度会員懇談会・看護管理者懇談会（案）について協議、承認
（13）令和3年度日本看護協会代議員研修会日程（案）について協議、承認
（14）令和4年度日本看護協会通常総会における支部の代議員数（案）について協議、承認
（15）職員に対する懲戒処分（案）について協議、承認

❷報告事項
（1）令和2年度北海道看護協会事業報告（10月～ 11月）
（2）令和2年度会員懇談会・看護管理者懇談会報告
（3）日本看護協会理事会報告
（4）令和2年度支部運営会議の開催について
（5）新型コロナウイルス感染症に係る本会の対応について
（6）新型コロナウイルス感染症対応のための都道府県外看護職員の応援派遣

調整について
（7）日本看護協会「地域の医療提供体制確保のための看護職員派遣調整事業」

事業計画の追加について

 ●令和2年度第6回理事会
１　日　時　令和3年3月19日（金）9時30分から11時50分
２　会　場　北海道看護協会　2階研修室（Webを併用）
３　理事数　23名
４　出席者　理事21名、監事3名
５　議事

❶協議事項
（1）令和2年度会館整備積立資産の積立（案）について協議、承認
（2）令和3年度北海道看護協会予算（案）について協議、承認
（3）北海道看護協会職員就業規則等の改正（案）について協議、承認
（4）令和3年度（北海道委託事業）コロナ禍から学んだこと
　  ～新型コロナウイルス感染症を経て学んだ周産期看護の未来～（案）に

ついて協議、承認
（5）令和2年度北海道看護協会支部大会における承認事項

・令和2年度支部大会で選任された支部長の承認（案）について協議、承認
・令和2年度支部大会で変更された支部規則の承認（案）について協議、承認

（6）令和3年度北海道看護協会通常総会
・北海道看護協会通常総会の運営方法（案）について協議、承認
・北海道看護協会通常総会プログラム（案）について協議、承認
・北海道看護協会通常総会議長団及び議事録署名人（案）について協議、承認

（7）令和3年度北海道看護協会委員会委員の選任（案）について協議、承認

❷報告事項
（1）令和2年度北海道看護協会事業報告（12月～ 1月）
（2）令和2年度北海道看護協会支部大会開催状況報告
（3）令和2年度職能委員会報告
（4）令和2年度常任・特別委員会報告
（5）令和3年度北海道看護協会支部職能委員長会の開催について
（6）令和3年度准看護師懇談会の開催について
（7）日本看護協会理事会報告
（8）北海道新卒訪問看護師採用・育成ガイドラインについて
（9）新型コロナウイルス感染症に係る本会の対応について

理事会報告

本誌、令和3年1月31日発行の136号の記事に掲載いたしましたお芳名に誤りがございましたので、下記の通り訂正し、謹んでお詫び申し上
げます。
　記載記事　「令和2年度臨床倫理と終末期医療に関する交流会」（16頁）
　訂正箇所　看護師職能委員会Ⅰ病院領域委員「竹島裕子」正しくは「竹島裕美」です。
今後は確認を徹底し、再発防止に努める所存です。

お詫びと
訂正

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