
 

 

 

 

 

 

 

北網支部では、研修会や交流会を通じて会員間の交流と連携を図り、地域住民のニーズに応えられるような支

部活動を目指しています。ホームページで活動の様子を紹介し、顔が見える看護職同士のつながりが持てるよう、

今まで支部ニュースとして活躍してきた「ふくじゅ草」を継続することになりました。 

 

 

  

8月 23日（土）北見赤十字病院で開催された「会員懇談会」に参加しました。午前中に北海道看護協会会長

より「看護の動向」について講義をいただき、職能団体としての役割と現状の課題について知ることができま

した。また、北網支部における会員入会が 4割未満と少なく、地域の職能活動が浸透していないことを残念に

思いました。午後より「在宅ケアの推進に向けた看護の連携」について、グループワークを行いました。在宅

ケアの取り組みについて施設と病院から話題提供をしていただき、高齢者世帯が増加する現状の課題を知りま

した。当院は高度専門医療を担い地域病院からの紹介患者さんが多くいます。急性期治療を終えると地域の病

院へ転院していただく割合も高く、在宅ケアに直接かかわることが少なくなってきています。グループワーク

に参加して、患者さんが自宅へ帰るためには、どのような障害があって、何を整える必要があるのか、地域連

携が抱える問題の大きさをあらためて自覚しました。在宅療養のケアに直接かかわる病院・施設の看護職が、

増え続ける高齢者への支援をどのように感じ、考え、支援を実践しているのか、グループワークで情報交換す

ることで「他人ごとではない」「今までの退院支援では足りない」と再認識することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・話題提供の様子                 ・グループワークの発表 

•「会員懇談会」 8月23日（土）北見赤十字病院

•「緩和ケア研修会」9月14日（日）美幌しゃきっとプラザ
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会員懇談会に参加して 

北海道立北見病院 透析室 柏 智恵子 
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緩和ケア研修に参加して 

北見赤十字病院 ５階西病棟（内科・眼科病棟） 看護師 福田 千夏 

 

私は看護師として働き始めて３年目になりますが、入社当初から終末期の患者様と関わることが多くありまし

た。日頃患者様とその家族と接し看護介入する上で、「どうしていけば苦痛が軽減されるか」などと考えることが

あり、あとで自分の看護を振り返ったときに、「あの時もう少し何か出来たのではないか。」と考える事がありま

す。また私は今後緩和ケア病棟に異動することもあり、今回緩和ケア研修への参加を決めました。 

研修では、コミュニケーションスキル、疼痛アセスメントと薬物療法、症状（呼吸困難感・せん妄）アセスメ

ント、そしてロールプレイを体験しました。その中で一番印象に残ったのはロールプレイです。３人の小グルー

プを作って事例を用いて行いましたが、看護師の対応の仕方により患者様の受け答えが変わり、看護師のコミュ

ニケーションスキルの大切さを学びました。患者様や家族の思いは医療者側からアプローチしないと聞き出すこ

とは出来ず、また患者様が治療を選択できるようにする為には多くの情報提供をしていく必要があると思いまし

た。 

研修全体を通して、終末期の患者様に起こる症状に対して自分が介入出来るための知識の習得、またコミュニ

ケーションの大切さを改めて感じました。さらに他職種とも交流が出来、良い体験の場にもなりました。研修で

学んだ知識を患者様との関わりで発揮できるように今後も頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・講師の先生よりロールプレイングの説明       ・ロールプレイングの実際 

 

次号掲載予定：「看護地域別研修」「小規模病院等施設間交流研修」参加レポート 

 

 

•Ｈ２７年２月２８日（土） 会場：端野町公民館
「三職能合同交流会」 10：00～
「平成27年度 北網支部大会」 13：00～

お知らせ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

北網支部では Adonis(アドニス)【ふくじゅ草】と題して、年 2回ニュースを発行してきました。歴代続いている伝

統を何らかの形で残したいと、今年度よりホームページに載せていただくことになりました。これからも、支部活

動の様子や研修レポートを会員の皆様に発信していきますので、今後もご愛読を宜しくお願いいたします。 

北網支部広報委員：久野・氏江・柏 



 

 

 

 

 

 

北網支部で行われた看護地域別研修と小規模病院等施設間交流研修のレポートを紹介します。また、会員入会

率向上を目指し、看護協会への入会募集ポスターを支部で作成し配布しました。 

 

 

 私は、「援助する側・援助される側、目を開けた状態・目を閉じた状態」で援助される側を体験しました。援

助する側に近距離で正面に立たれることにより、圧迫感を感じ、自分の意思ではなく急いで動作を行うことに

より、力が入りました。実際に援助される側を体験したことにより、今までの看護を振り返る機会となり、必

要以上の近距離での援助や、急いで援助を行ったことで、患者様に不愉快な思いをさせてしまっていたと実感

しました。患者様との空間を大きく使うことで圧迫感を与えず、患者様のペースに合わせる事で力を入れずゆ

ったりとした気持ちで行動してもらえるという、看護において初心に戻ることができました。今後は患者様と

の時間・空間・力を念頭におき、患者様の動きを妨げないよう心掛けた援助を行おうと思います。

次に、骨の位置を動かすことで、患者様の身体の

重力を利用して容易に動かせ、重力を分散させるポ

ジショニング等、ある程度自分で動ける人の動きの

支援を学びました。今まで私は、患者様を持ち上げ

るという身体に負担のかかる援助をしていました。

しかし、患者様の骨の位置を動かし重さを流すこと

により、介助する側の負担もなく、介護される側も

安楽な移動ができるという、「援助する側・援助され

る側」の両方にメリットがある介助方法を学びまし

た。今回学んだことを臨床の場で活用していきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の研修で介助される側を体験し、今まで自分が行っていた介助の良し悪しを振り返ることができまし

た。体を抱え立ち上がりの介助を受けたとき、声かけがあっても勢いよく体を持ち上げられると身構えて緊張

しました。また、目の前で相手に立ち塞がれただけで強い圧迫感を感じました。私は体が小さく、転倒させな

いように体を密接させ力任せに介助しており、相手にどれほど不快な思いをさせてきたのかと反省しました。 

•看護地域別研修 10月11日（土）網走厚生病院

「褥瘡ケア～キネステティクスⓇから学ぶ動きの支援～」

講師：北見赤十字病院 脇本 奈緒子、釧路赤十字病院 平塚 仁美
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キネステティクスⓇの概念「動きの支援」を体験して 

道東脳神経外科病院  平間 幸恵 

「褥瘡ケア－看護のキネステティクスⓇから学ぶ動きの支援」に参加して 

道東脳神経外科病院  稲葉 ゆかり 
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動きには時間・空間・力の 3つが密接に関わり合っており、相手に合わせたタイミングで、相手の空間を妨

げずに動きをサポートすることの大切さを学びました。また、ポジショニングでは、筋肉に重さをかけずに骨

に重さをかけ、体の重さを分散させることで褥瘡予防に繋がることを学びました。 

ボディメカニクスでは、上下肢を組ませコンパク

トにし、動かないようにして介助しますが、キネス

テティクスでは、骨の位置を変化させ、本人の重力

を骨に流し容易に動けるようにする。動かすのでは

なく自分で動くのを手伝い、重さを抱え込まない介

助であるという違いを理解できました。

今後、超高齢化社会となり、寝たきり高齢者が増

え、少子化による人材不足や介護者側の身体障害の

リスクが増える状況にあります。「キネステティク

ス」は介助する側の負担を軽減させ、介護される側

には安楽な移動ができるメリットがあります。寝た

きりや褥瘡の発生を防ぐ為に多くの人がこの知識を

活用し、実践していくことが必要だと思いました。 

 

 

国をあげて在宅療養支援へとシフトする中、“施設間交流を通して訪問看護の現状を知ってもらい、相互理解

を深めたい。”そんな思いから、今回初めての受け入れを実施しました。医師や人材不足が何かと話題になる道東

地域ですが、各施設が自立した運営を確保しつつ相互連携をすすめ、よりよい在宅生活を支えたいと日々、奮闘

しています。現場のスタッフと一緒に利用者宅を訪問するなかで、参加者側と受け入れ側、また、利用者にとっ

てもよい刺激がもたらされたと感じています。 

 “どんなレベルの患者が自宅退院できるのか。” 

“在宅療養者への生活指導や受診判断の指導はどのように行われているか。” 

 “実際の在宅療養者の声はどのようなものか。” 

 １日という短い研修日程でしたが、施設看護と在宅看護の両面から振り返る好機ともなり、普段は反応の乏し

い利用者が珍しい訪問者に刺激され、はっきりした口調で丁寧な挨拶を返すという一幕もありました。 

 「入院よりやっぱり家がいい」 

 体の動きによって乱れる呼吸を整えながら、在宅酸素を使う COPD の男性は介護保険サービスを利用して 3

年。自宅で妻とともに生活することを強く望み、医師も驚くほど状態は維持されています。 

“この人が家にいられるなら、帰れる患者が病院にはもっといるかもしれない” 

そんな思いも在宅療養の現場を目にしたからこそでしょう。連携することでお互いの働きがスムーズになり、

チーム力を増すことができれば違った療養生活があるかも知れない。他施設と交流することで日々の業務の見え

方に変化がもたらされ、新たな一歩につながればと思います。 

研修全体を通して、終末期の患者様に起こる症状に対して自分が介入出来るための知識の習得、またコミュニ

ケーションの大切さを改めて感じました。さらに他職種とも交流が出来、良い体験の場にもなりました。研修で

学んだ知識を患者様との関わりで発揮できるように今後も頑張っていきたいと思います。 

小規模病院等施設間交流研修 －初めての受け入れを試みて－ 

斜里地域訪問看護ステーション 所長  金 和美 

•「小規模病院等施設間交流研修」に参加して
－受け入れ施設からの報告、病院研修への参加レポート－
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今回、北海道立北見病院にて、施設間交流及び実施研修に於いて、感染管理、医療安全管理を中心に研修させ

て頂きました。心臓外科というハイリスクな患者様が多いため、特に感染予防には徹底した管理が行われており、

ICTラウンドは、感染管理監査と清掃点検に分けて実施されていました。院内清掃が行き届いており感染に対す

る意識の高さを感じました。また、医療安全については、インシデント・アクシデントが発生した場合、要因分

析を徹底して行い、KYT、RCA 分析等も行われており、当院でも今後積極的に取り入れていく必要があると感

じました。職員の安全管理に対する啓蒙、教育、指導、広報にも具体的に教えて頂き、救命処置研修では事務、

清掃、リネン交換の方達も対象に行っており、チーム医療の大切さを改めて感じさせられました。

病棟では、看護展開等を教えて頂きました。KOMI

理論を用いてケアの視点を共有することで、患者様

の回復と自立を支援していることを学ぶことができ

ました。今回の研修を通じて良質で安全な医療とは、

感染と安全が基本だということを学ぶことができま

した。他病院を研修させて頂き、日々の仕事に対す

る姿勢を振り返る事ができ、専門職として常に自己

研鑽をし続けていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10月 30～31日の 2日間、一月後には新病院移転という繁忙の北見赤十字病院で研修させていただきまし

た。研修に参加しての率直な感想は、とても有意義な研修だったということです。 

 私は、管理についてと精神・認知症患者の拘束や服薬管理等を学ぶために参加しましたが、それぞれの課題

にマッチした部署選択や課題解決のために臨機応変な対応など、受け入れ施設側の「この研修を自施設(自分)の

ために実りあるものにしてください。」という姿勢は、私たち研修参加者の意欲や向上心を高めてくれました。 

 他施設の方から話は聴いても実際自分の目で見るのとは大きな違いがあります。目で見ることで現状もよく

わかり、自施設との比較も容易にできる、取り組み方法も話

と同時に自分自身で確認できるなど現場で学べることが山の

ようにあり、たくさんの収穫(種)を得られました。

この研修で得られた種をこれから自施設でどのよ

うに育てて行くか、自施設の良い部分と新しい苗を

接ぎ木してさらに良いものを育てて行くか、などな

ど私にとって視野と選択肢を広げてくれる貴重な機

会となりました。研修参加人数には限りがあります

が、今後も継続して開催していただき、ぜひ多くの

人に参加してもらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

小規模病院等施設間交流研修 －感染管理・安全管理を中心に－ 

美幌町立国民健康保険病院  看護師  高橋 芽生・中川 恵 

小規模病院等施設間交流研修 －他施設での学びから－ 

小清水赤十字病院  看護師  杉澤 紀子 

• 平成２７年２月２８日（土） 会場：端野町公民館
● 三職能合同交流会 10：00～

● 平成27年度 北網支部大会 13：00～

お知らせ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号 3月掲載予定：「新・役員、委員長のあいさつ」「次年度支部活動」 

 

 

 

 

Adonis(アドニス)【ふくじゅ草】のご愛読ありがとうございます。広報から急なお願いにも関わらず、研修

参加のレポートを快くお引き受け下さった皆様ありがとうございました。北網支部では、できるだけ多くの

方に支部活動を知って頂き、さらに会員数を増やしていきたいと考えております。共に学び、研鑽し合える看

護協会へ、皆様の入会を心よりお待ちしております。 

北網支部広報委員：久野・氏江・柏 

 

看
護
協
会
へ
の
入
会
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し
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い
ま
す
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Adonis アドニス [ふくじゅ草] 

支部長 

JA北海道厚生連 網走厚生病院 

中西 真由美さん 

 

今年度、支部長の任をお受けすることになりました。 

北網支部は知床から石北峠まで広域にわたって位置し

ており、64施設 1300人の会員で活動しております。 

診療報酬改定、病床機能報告制度等、看護を取り巻く

環境は激動していますが、平成 27 年度の支部事業方針

のひとつとして『在宅ケア推進に向けた看護職の連携を

はかること』を掲げました。看護師職能もⅠ：病院領域、

Ⅱ：介護・福祉・在宅領域から協働し幅広く活動する予定

です。 

例のない超高齢化社会に対応し、地域住民の人々の

健康の保持増進向け、途切れることなく継続して看護の

力を発揮できるよう、会員相互の連携を更に強化して行き

たいと思います。ご支援ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

北網支部では、さる 2月 28日（土）に「平成 27年度 支部大会」を行いました。前日の猛吹雪による影響で

開催が危ぶまれる中、過半数を超える出席がありました。会員のみなさまのご協力により、無事に大会を成立す

ることができましたことを心より感謝いたします。平成 27 年 4 月からは新体制で支部活動がスタートします。

それでは、新役員・委員長のご紹介です。 
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推薦委員長 

中村記念愛成病院  

        柴山 恩 さん 

 

この度、推薦委員長になりました柴山です。27 年度

の推薦委員は、私を含めて 6名で活動していきます。私

自身、久しぶりの支部活動であると同時に、推薦委員長

という大役でかなり緊張しています。早速、前委員長か

ら多くの事項を引継ぎ、推薦委員の役割の重大さを改

めて感じました。次年度の役員や委員の推薦など、会

員の皆様のご協力を頂きながら、北網支部の活動がよ

り良くなりますよう活動していきます。1 年間どうぞよろし

くお願い致します。 

副支部長 

 斜里町国民健康保険病院 

        佐野 厚子さん 

 

今年度、副支部長に就任いたしました。 

看護師としては、三十数年の経験はありますが、自

分の事、職場の事で精一杯の毎日で外に出ることもな

く、看護協会との関わりや役員などは初めての経験で

す。 

今回、「井の中の蛙」の私が、このような大役に任命さ

れ、戸惑いの方が大きいです。しかし、看護協会に関

われる機会を与えてくださったことに感謝し、この経験

を大切にしていきたいと考えています。 

力不足は否めませんが、経験者の皆様に、教えて

頂きながら、支部長や他の役員の皆様の足手まといに

ならないよう、地道に活動していきます。よろしくお願い

します。 

会計 

北海道立向陽ヶ丘病院  

        垣本 美枝子さん 

 

今年度より北網支部の会計を担当することになりました

垣本です。昨年４月に道立緑ヶ丘病院より道立向陽ヶ丘

病院へ移動となり、網走の生活も早２年目となりました。 

支部役員は初めての経験ではありますが、皆様の御協

力のもと、役割を果たせるよう頑張っていきたいと思いま

す。また支部活動を通じて、支部会員の皆様との交流を

深めていきたいと思います。 

 



教育委員長 

JA北海道厚生連 網走厚生病院 

  桑原 淳子さん 

 

今年度、教育委員長を務めさせていただくことに
なりました、網走厚生病院の桑原と申します。どう
ぞ、よろしくお願いします。国民の医療に向けるニ
ーズは年々高まり且つ多様化し、私たち看護職にと
っても安全、安楽な看護を提供することが命題とな
っています。当教育委員会においても多様なニーズ
に応えるべく看護師の教育・育成に向けて、支部担
当研修では「認知症高齢者ケア」、看護地域別研修
会では「緩和ケア」についての研修会等を企画して
います。今年度も皆さんと歩む「共有」委員会とし
て、活動をしていきたいと思います。これからもご
支援・ご協力をよろしくお願いします。 

保健師職能委員長 

JA北海道厚生連 網走厚生病院 

  菅原 香織さん 

 

この度、保健師職能委員長に着任させていただく

こととなりました。北網支部の行政・医療機関等で

活躍する地域の保健師職に広く目を向けて、保健師

達が働きやすく情報交換を密に行えるよう連携を強

化していく活動ができればと考えています。微力で

はございますが、どうぞお力添えの程、よろしくお

願いいたします。 

助産師職能委員長 

中村記念愛成病院 

         柳 美樹さん 

 

この度、助産師職能委員長を 1年任期ではありま
すが、務めさせていただくことになりました。平成
27年 8月より、「助産師クリニカルラダー レベル
Ⅲ」の認定申請が開始されます。昨年度は職能委員
として前委員長とともに、クリニカルラダー申請の
ための支援について検討してまいりました。今年度
も引き続き、助産師としての専門性を高め、質の向
上を図ることを目標に、助産実践能力強化に向け
て、学習会開催の準備をすすめていきます。また、
遠紋支部との助産師合同学習会、助産師職能懇談会
の開催など、地区・各施設の垣根を越えて助産師の
交流を図り、連携を強化することができればと思い
ます。 

働き続けられる 

職場づくり推進委員長 

北海道立向陽ヶ丘病院 

         山崎 優子さん 

 

今年度、「社会経済福祉委員会」から名称変更と

なった「働き続けられる職場作り推進委員会」の委

員長に着任いたしました。当委員会では看護職の安

全と健康を守るために看護条約・勧告の浸透を図

り、地域住民に看護活動についての関心と理解を深

めるための活動をしていきます。私は今、現在の職

場に 19年間勤めています。結婚、２回の出産を経

て働き続ける事ができているのは、家族や職場の協

力・理解があったからだと思います。誰もが「働き

やすい職場」を推進するため今年度、不慣れではあり

ますが頑張りたいと思いますので宜しくお願いします。 
 

看護師職能委員長 

小清水赤十字病院 

         堀田 修さん 

 

看護師職能委員 2年目の今年度、看護師職能委員長
を務めさせて頂くことになりました小清水赤十字病
院看護師の堀田修です。看護師職能委員長は初めて
ですが、今年度より良い研修開催に向け取り組みた
いと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致し
ます。看護師職能委員会において、小規模病院等施
設間交流とⅠ・Ⅱ領域間の交流研修を予定しており
ます。北網支部における看護の質の向上や業務改善
への活用、また地域内連携を促進し、ネットワー
ク・地域包括ケアシステムの充実に活かせる活動を
目的に 1年間取り組んでまいります。研修会におけ
る各施設からの多数の参加と御協力を宜しくお願い
します。 

広報委員長 

    

北見赤十字病院 

  氏江 修一さん 

  

今年度、広報委員長を務めさせて頂くことになり

ました。広報では看護協会ニュースに支部活動を紹

介し、会員に関心のもたれる紙面作りを目指しま

す。また昨年度より支部ニュース（ふくじゅ草）が

北海道看護協会ホームページ上に掲載されるように

なり、それを活用して魅力のある北網支部の活動報

告をしていきます。不慣れではありますが、役員・

各委員長と協力しながら看護協会活動の周知や会員

入会を促進できるよう奮闘したいと思うので、宜し

くお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

公益社団法人北海道看護協会 北網支部 

平成 27 年度 支部行事予定 
 

平成 27 年 2 月 28 日   

月 日 行 事・研 修 名 場  所 

５月 ９日

（土） 
看護の日 ふれあい看護ディ 

北見市

東部イーストモール端野店 

７月 ５日

（日） 

第 32 回 看護研究会 

北見市端野町公民館 

働き続けられる職場環境づくり学習会  

７月予定 助産師クリニカルラダー取得のための学習会（仮） 北見赤十字病院 

８月２２日(土) 
看護管理者懇談会 

テーマ 「 働き続けられる職場づくり 」  

JA 北海道厚生連 

網走厚生病院 ３階講堂  

９月 13 日

（日） 

支部担当研修 

「 認知症高齢者ケア 」 
美幌町 予定 

10 月 10 日

（土） 

看護地域別研修 

「 緩和ケア 」 
網走市 予定 

10 月～11 月 小規模病院等施設間交流研修  

平成 28 年 

２～３月予定 

職能交流会 

網走市 予定 

平成 28 年度 北網支部大会 

 

Adonis(アドニス)【ふくじゅ草】のご愛読ありがとうございます。新役員・委員長のみなさまには、原稿作

成にご協力いただきありがとうございました。本年度の広報委員活動は本号をもちまして終了となります。北

網支部のみなさま、1年間ご協力頂きましてありがとうございました。次年度もできるだけ多くの方に関心を

持たれる支部活動を目指していきたいと思います。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

北網支部広報委員：久野・氏江・柏 

編集後記 


