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厳しい寒さが続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

日頃より、札幌第２支部保健師職能委員会の活動にご協力をいただき、ありがとうございます。 

少子高齢化による社会保障制度の限界とともに、疾病構造や世帯構造の変化、生活スタイルの

多様化、個人・家族・地域のセルフケア機能の低下などの健康課題が示される中で、各地域の実

状に応じた地域包括ケアシステムの構築と新たな看護職の役割が期待されています。 

当委員会は、医療機関、訪問看護、行政、教育機関の方が所属されています。研修会や交流会

等を通して、各分野の実態、課題などを情報共有し、各々の活動の充実につなげていけるように

したいと考えております。会員の皆様方のご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３職能合同講義では、平山会長から北海道看護協会の目的及び事業、組織図・構造図、役員と

役割、平成 26年度重点事業などのお話をいただきました。北海道看護協会入会の個人的メリット

として JR タワーホテル日航札幌などを割引料金で利用できるなど会員の福利厚生についてもお

話しいただきました。 

保健師職能委員長会では、岡島氏から地域包括ケアシステムとその背景、地域包括ケアシステ

ムにおける看護職の役割、医療介護総合確保推進法による制度改正などについて、説明がされま

した。グループワークでは、保健師活動指針の普及啓発について、また、支部における会員拡大

の取り組みについて話し合いがされました。 

平成 27 年 10 月 30 日の時点で、本支部における会員数は 4,659 人で、そのうち保健師は 32 人

（0.7％）、助産師 115人（2.5％）となっており、保健師の職能は大変少ない状況にあります。会

員の皆様方からも、会員になっていない保健師の皆様にお声掛けをしていただき、参加を促して

いただけますと幸いです。 
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札幌 4支部合同保健師職能研修会 を開催しました 

  

職場の悩み（モチベーションが上がらない、チームワークがバラバラで報連相がうまくいかな

いなど）を解決するための、ワークショップを行いました。人はうまくいかないときに、「なぜ？ 

どうしてこうなったの？」という、相手を攻めるような問題追求型のコミュニケーションを行い

がちです。しかし、うまくいかなかったときでも、「どうやったらうまくいったと思う？」という

ような、成功追求型のコミュニケーションをとることで、建設的な会話が成立して、課題解決を

速めることが、実際の演習などをとおして理解できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度は、10月 22日（土）に KKRホテル札幌において、鱸（すずき）伸子先生をお迎えして、『輝

いて働くためのセルフコーチングの活用法』について、講演会を開催予定です。 

日時：平成 27年 10月 17日（土）10時～12時 

場所：KKRホテル札幌（国家公務員共済組合連合会札幌共済会館） 

テーマ：『長く元気で働き続けるために･･･ 

「こころの筋トレ～成功追求型思考トレーニング～」』 

講師：パートナーズ研究所 主宰 土倉 玲子氏 

参加者：88名（第 2支部の参加人数は 15名） 

 

交流会は 32名の参加でした。

各テーブルで仕事や最近の 

話題について話合われ、  

交流が深まりました。 

第 2支部からは 4名の参加 

でした。 

ございました 

 

 

研修会の様子です。たくさんの

方が参加してくださいました。 

ございました 

 

面接内容のロールプレイの

様子です。 



 

 

 

（回収 73名 回収率 82.95％）      (  )内 人数 

 

1.所属支部についてお答え下さい。 
 

 2.あなたの年齢について教えてください。 
 

   

 
 

 

3.職種についてお答えください。 

(重複回答:5名)   
      

 4.参加の動機についておたずねします。 

(重複回答:6名)    
 

   

 

5.研修の時期、場所についてお聞かせください。 

1）開催時期       2）開催曜日・時間 (重複回答:1名) 3）開催場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会後アンケートにご協力いただきました 

ありがとう 

ございました 

20代 (2)

2.74%

30代 (17)

23.28%

40代 (25)

34.25%

50代

(26)

35.62%

60代 (3)

4.11%

その他 記載内容： 

2名中 1名 
 大学教員 

その他 記載内容： 

5名中 1名 
 委員のため 

 

休日日中

がよい

(55)

74.32%
休日夜が

よい (0)

0%

平日日中

がよい (5)

6.76%

平日夜が

よい (9)

12.16%

無回答

(5)

6.76%

   



 

2）時間 
 

 

 

7.研修会の感想や今後取り上げて欲しいテーマ、講演についてご希望をお聞かせください。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記   保健師職能便り第 13号の執筆・編集は 

松原 三智子（北海道科学大学） 

中港 晶子 （北海道立子ども総合医療・療育センター）が担当しました。 

 

 

 

6.講演内容についてお聞かせ下さい。 

1）内容 
 

 

  
 参加型の講演会でとてもわかりやすくて良かったです。 

 とても 2hとは思えないくらい実り多しです。 

ありがとうございました。  

 2時間があっという間でした。 

 続きの研修をぜひうけたい。 

 あきることなく集中できた。 

 参加型で自分が考えてみるので具体的にイメージができた。 

 具体例が多かったため（わかりやすかった） 

 楽しくてあっという間に終わった。 

 演習があったので体験を通して学ぶことができた。 

 私は相談する事が多い立場なので今回の研修は管理者側か

らのテーマだった気がします。 

 頭を整理する時間がない。 

 もっと時間をかけてききたかったです。 

 内容にとっては少なかったのだと思いました。 

 ですが、設定時間の超過はちょっと…最後もう少しゆっくり講義

を聞きたかったです。 

 じっくり取り組まなければ身につかないこともあると思います。 

 1回このくらいでいいと思いますが、実際に活かせるように何回

かシリーズでやってほしい。 

 休憩入れてもう少し長くてもいいかなと 

 仕事以外に自分のことにも役立てると思う。 

 あっと言う間でした。3時間でも良いと思いました。 

 もっと会議について聞きたかった。 

 この研修は何回か続けてやって頂きたい。 

 ＳＩＥＤ研修もお願いします。わかりやすくてとてもよかったです。 

 今後も認知行動療法、行動科学、脳科学、心理学の面での講演会があると嬉しいです！ 

 会議実践編を学びたかったので又企画していただきたいです。ありがとうございました。 

 職場でも家庭でも役立つ学びでした。大変面白かったです！ありがとうございました。 

 運動の効果（ストレス減少、筋力アップ）、減塩するための工夫、血圧コントロール。 

 理論がとてもわかりやすく、実践的だったのですぐ日常に取り入れることができそうです。 

 再度このような研修をお願いします。ありがとうございました。 

 面接に関する研修会をしてほしいです。 

 精神科の研修が多ければと思います。 

 いつもと違った見方、解決策を知れて自分にも周りにも余裕をもっていきたいです。体感型はドキドキしますが

その分吸収するもの多いし、又、パート 2 があれば是非参加したいです。どのようにすすめていくか技術があれ

ばまた違った関わり方ができるということを学べました。ありがとうございました。 

 原因追及が自然な思考であることに気づけてよかった。成功追求型思考をトレーニングしてみたいと思います。 

 興味深いテーマで参加させてもらいました。日々の業務に役立てそうです。ありがとうございました。 

 今日から使えます。この続きをやってほしい（会議で成果をあげる） 

 楽しい研修ができました。となりの方とのトーキングタイムもよかったです。（なかなか機会がないので） 

 もっと先生の話を私の立場から聞きたかったです。 

平成 28 年度からは、保健師職能だよりの配布をとりやめ、看護協会の HP にアップしていく予定

です。今後もどうぞよろしくお願い致します。 



平成２７年１１月１４日（土） 

平成２７年９月２６日（土） 

 

働き続けられる職場づくり推進委員会 

好きな仕事を続けるために〜アドラー心理学の「私を勇気づけるヒント」〜  

 

 9月 26日、TKP札幌カンファレンスセンターにて『好きな仕事を続けるために～アドラー心理学の「私を勇気

づけるヒント」～』というテーマで講演会を開催しました。200名を超える申し込みがあり、アドラー心理学に対

する関心の高さが窺えました。研修会当日は会場の都合により、155名の参加となりました。 

看護師は患者様やその家族をはじめとして、様々な多職種の連携・調整の役割も求められることから、人間関係

のストレスや悩みを持つ人が少なくないと言えるでしょう。アドラー心理学は、自尊心を育み、人間関係に前向き

な変化をもたらす心理学であり、「勇気づけ」と「共同体感覚」という 2つのキーワードが重要と言われています。

講演の中で、これらのポイントをわかりやすく説明していただきました。また、前向きな「セルフ・トーク（心の中

のつぶやき）」を心がけることによって、自尊感情を低下させないということを学びました。お話を聞きながら、つ

いついため息などの、否定的なセルフ・トークをしてしまいがちである自分に気付くこともできました。講師の佐

高葵月代先生の体験談を交えたお話を聞き、働く女性として共感できる部分が多くあり、あっという間の２時間と

なりました。参加者からは「仕事だけでなく、今後の人生において前向きになれそうです」などの感想が聞かれ、生

き生きと働き続けるための＜チカラ＞を得られたと感じました。最後には偶然にも講演会当日誕生日だった佐高先

生に向けて、参加者全員で『ハッピーバースディ』を歌い、とても温かい雰囲気で終了となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会「第 11回 看護研究発表会」 

 

  TKP ガーデンシティ札幌駅前４階ホールで「第１１回看護研究発

表会」を開催し、６施設６演題の発表がありました。 

講師は札幌医科大学保健医療学部看護学科の、大野真美先生、仲田

みぎわ先生にお願いし、パワーポイントを使いながら１演題ずつ丁寧

に講評していただきました。発表者からは、「とてもわかりやすい講評

で、現在行っているものや、これからの研究に大変役立ちそう。」「研

究の中身や方法など助言を貰えて学びとなりました。」「継続していっ

ていいと思うと言われ、嬉しかったですし、頑張ろうと思いました。」

などの声が聞かれました。 

当日は、５３名の参加者があり、皆興味深く聴講し、質疑応答も活

発に行われました。発表者、参加者共に、とても充実した発表会となりました。 

看護研究発表会は今年で最後となります。今後は、看護研究に取り組む過程の学習と支援をより充実させていく

予定です。 今年度も計画した研修がすべて無事に終了したことを皆様に感謝申し上げます。 



平成２７年１１月７日（土） 

 

札幌第２・第３支部合同医療安全交流会 

 

 当初定員５０名を予定していましたが、たくさんの申し込みをいただき、TKP札幌カンファレンスセンターにて

８６名の参加で開催されました。社会福祉法人 北海道社会事業協会余市病院 田所亮一氏を講師にお迎えした講

演では「医療安全管理者に期待されること」をテーマに、氏の「医療安全は『安全文化を確立すること』である」と

いう理念のもと、医療安全管理者の役割として具体的な対策を講じることで可能な限りリスクのレベルを下げるこ

と、インシデントやアクシデントを「自分たちの事」として共有できる意識や感性を教育していくことの重要性が

述べられました。また、１０月より施行された医療事故報告制度については、医療事故の再発防止により医療の安

全を確保することを目的とした制度であること。制度が施行されたばかりであり、施設によって体制整備にまだ差

異があることは否めないが、医療安全管理者として病院管理者が事故報告を行うか否かを判断できる情報を提供す

ること。事故現場において、現場の保全と記録を行うことの周知と、現場保全をいつ誰が解除するかを具体的にし

ておくことも必要であるとのことでした。田所氏の具体的な経験を、ユーモアを交えながらお話しいただき、分か

りやすく笑いの絶えない講演となりました。 

 その後、参加者１０名程度のグループに分かれて行った交流会では、「医療安全について困っていること」をテー

マに一人ずつ話をしましたが、あちらこちらで「そうそう！」「うちもそうです！」という声が聞かれ、改めて終わ

りのない医療安全にかかわる役割の大変さを認識し、医療安全管理者のネットワークづくりの必要性を感じました。 

それぞれのグループで活発に情報共有が行われ、盛況のうちに閉会となりました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

NTT東日本札幌病院  

本川 奈穂美 

 

今年の夏は、6月後半からの北海道にも梅雨？という不安定な天候から一転、7～8月にかけて思いのほか暑

い日が続き沖縄を上回る気温の日もあったことは驚きでした。8月も中旬に入り朝夕の風は秋の気配が感じられ

る今日この頃ですが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。皆様におかれましては、益々ご活躍のことと存

じます。日頃より、支部活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、平成 26年 6月に「医療介護総合確保推進法」が成立し、順次法整備が進められています。2025年問

題を見据え、医療・介護を取り巻く環境が大きく変化して行く中、様々な場面で看護職の役割発揮への期待が寄

せられています。北海道看護協会がこの状況を踏まえ、今年度 1.キャリア開発の支援と看護職の質向上、2.働き

続けられる職場づくりの推進、3.地域包括ケアシステムの構築と推進の 3点の重点事業に取り組むことは総会等

で既にご存知のことと思います。支部事業は本部と一体となり推進しておりますので今年度の研修会・懇談会で

は、医療・看護情勢をテーマとした『地域包括ケアシステム構築における看護管理者の役割』や『在宅ケア促進

にむけた看護の連携』、看護職の役割拡大に伴うストレスマネジメントや専門性を高める学習の機会等の情報提供

発信に努めています。 

5月 10日に行われた広報出版委員会主催の「看護の日」健康相談会は会場の都合がつかず、例年の土曜日か

ら日曜日開催となりましたが、90名の地域の方々が立ち寄ってくださいました。ふれあい看護体験は、15施設

において 114名の中学生･高校生の参加で実施されました。6月には教育委員会による「ステップアップ看護研

究」が開催され、研究に取り組まれている 8施設 21名の看護職が研究計画書に基づいた指導を受けました。看

護師職能委員会は、今年度もⅠ（病院領域）Ⅱ（介護・福祉関係施設・在宅等領域）が協働して活動しており、

7月に「看護職の対人関係ストレス」について研修会及び交流会が開催され定員の 2倍を越える申し込みをいた

だきました。また、助産師職能委員会、保健師職能委員会は今年度札幌 4支部合同で研修会を企画し、より充実

した内容となっております。いずれの研修会も予定人員を大幅に上回る応募があり、会員の皆様の学ぶ意欲やニ

ーズをひしひしと感じています。 

今年度の事業はまだ中盤であり、今後看護師長補佐研修（9月 3.4日開催）、社会経済福祉委員会から名称変更

した働き続けられる職場づくり推進委員会主催の講演会（9月 26日開催）、札幌 4支部合同の保健師職能研修会

および交流会（10月 17日開催）、第 3支部と合同開催の医療安全交流会（11月 7日開催予定）、看護研究発

表会（11月 14日開催予定）と続き、年明けの支部大会・交流会（2月 13日催予定）で終了の予定です。一人

でも多くの看護職の皆様にご参加いただき学びや交流の場にしたいと考えておりますので、お誘いあわせの上奮

ってご参加いただきますようお願いいたします。 

平成 27年度支部会員数は、7月末現在 4630人となっております。昨年度同月の会員数は 4245人でしたの

で、同月比較で 385人の増となっています。これもひとえに会員の皆様のご協力のお陰と心より感謝申し上げ

ます。組織力強化のため、今後も多くの看護職の皆様に入会していただけるよう魅力ある支部運営に努めてまい

ります。皆様のご協力とご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

支部長ごあいさつ 



 

 

札幌医科大学附属病院 

菅原 ひろみ 

 

日頃より札幌第 2 支部の活動

にご協力いただきありがとうご

ざいます。また、委員の皆様には

事業の運営にご尽力いただき感謝申し上げます。 

 2025 年を見据えた社会保障制度改革が進むなか、

少子・超高齢・多死社会における保健・医療・福祉

体制の見直しが始まり、医療・介護の連携や看護職

の役割発揮が求められています。札幌第 2支部では、

多くの方々にご参加いただけるよう医療・看護情勢

に即したテーマでの情報発信ならびに研修を企画し

ております。今年度も、本川支部長とともに魅力あ

る支部運営に努めてまいりたいと思います。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

札幌外科記念病院  

本山 博恵 

 

 こんにちは。今年度より、札幌

第２支部 副支部長を務めるこ

とになりました。 

 看護協会の活動は、北海道本部業務委員を努めた

経験がありますが、支部活動は初めてです。支部長

さんはじめ、役員の諸先輩と協力しながら、会員の

皆様の看護活動の支援となれるよう微力ながら頑張

って努めたいと思います。 

 地域医療における看護職の役割はますます重要に

なってきています。協会支部活動を通して多くの方

とネットワークを作り、楽しみながら役割を果たせ

たらと期待しています。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

看護協会 北海道札幌第２支部 

支部大会のお知らせ 

 

 

 

講演会 

「仕事も家もスッキリ！ 

人生が変わる片付けの習慣（予定）」 
 

 

 

 毎年恒例の講演会の演者

が決まりました！ 

支部大会中の２時間を予定

しています。 

奮ってご参加ください！ 

 

講師 スッキリ・ラボ 代表 

小松易（こまつやすし）先生 

日本初の「かたづけ士」 

『かたづけを通じて人生を変えるコンサルティング』 

副支部長ごあいさつ 

土 

平成 28年 
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頃～ 

 

日時 ２/13 
会場 東京ドームホテル札幌 



 

イトーヨーカ堂琴似店トライ・アングル広場で「看護の日」のイベント健康相談を行いました。血圧

測定や体脂肪測定などを行い、健康に関する相談に対応しました。当日はお天気にも恵まれましたが、

母の日とも重なり昨年より少ない 90名の方に利用していただきました。今年は 70～80歳代の方が 7

割を占め、持病がありながらも内服管理、食事管理を工夫して病気と向き合っていることがわかりまし

た。また、配偶者の介護の問題などを抱えている方や 80 代で現役のギタリストの方などライフスタイ

ルが多様化していることも実感しました。今年も「この日を待っていました。」という言葉が聞かれ、「看

護の日」の活動が地域に根付いていることを感じました。 

 今年の看護の日のグッズは防災ホイッスルとソーラー式ライトでした。大変好評で防災に対する意識

も高まっていることを感じました。 

 

広報委員会「看護の日」 平成 27年 5月 10日（日曜日）  

教育委員会「ステップアップ看護研究」 平成 27年 6月 6日（土曜日）  

札幌医科大学保健学部看護学科から 3名の先生を 

お招きし、其々の先生からご指導をいただきました。 

各先生のご指導により、研究の目的や方向性を明確 

にすることができました。また、文献検索や研究計 

画書の組み立てについても理解が深まり、充実した 

研修となりました。 

 今年度の研修は、この他に支部担当研修「師長補 

佐研修」「看護研究発表会」を企画しております。 

より多くの方に参加していただき、質の高い研修と 

なるよう教育委委員一同、取り組んでいきたいと考 

えております。 



平成 27年 7月 22日（水曜日） 広報委員会「はつらつ健康まつり」 

 

社会福祉総合センターで、札幌市社会福祉協会主催の「第 5回はつらつ健康まつり」に協力参加しました。 

会場は、健康測定・歯科による相談・栄養相談・医療機関による転倒予防講和など各ブースが設けられており、広

報委員は健康相談として健康測定を行った方々に対応しました。参加対象は 60歳以上で、全体の来場者数は 370

名、そのうち健康相談は 53 名に利用していただきました。併設する高齢者施設やシャトルバス・地下鉄を利用し

遠方からの参加者も多く見受けられました。 

健康相談を利用された方は 70 歳代が多く、最高齢は 94 歳でした。健康測定結果を基に対応し、動脈硬化や転

倒予防・骨粗鬆症予防について栄養や運動法など積極的に質問されており、健康に対する意識の高さを感じました。

また、健康に不安や悩みを抱えられており、感情を表出し涙を流しながら語り「スッキリした」と話される方、聞い

てもらえることをうれしく思い再訪される方、病院では忙しそうで話を聞けなかったので「来て良かった」と感想

を言われる方がおり、みなさん最後は笑顔でお帰りになりました。 

今回「はつらつ健康まつり」に参加し、すてきな出会いを体験できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第 1回 平成 27年７月 2５日（土曜日） 

第 2回 平成 27年 8月 29日（土曜日） 

助産師職能委員会 

 

  

昨年度より、札幌 4支部合同で研修会を開催しています。 

助産師同士の情報交換を行うことで横のつながりが深まり、 

また合同開催によって、協会員の希望に沿った研修会の企画・運営ができる 

ようになりました。 

 

第 1回「支援者のための母乳育児支援入門」 

 「支援者のための母乳育児入門～分娩直後から産後 1ヶ月まで～」が開催され、132名の参加がありました。助

産院エ・ク・ボ院長、天使大学大学院助産研究科教授の高室典子先生をお招きし、講演をしていただきました。 

乳房・母乳分泌の仕組み、入院中や産後早期の母乳育児を支援するための知識や母乳分泌促進にむけた循環改善

方法、自宅に戻ってからの母親の心理など基本的な解剖生理やすぐに実践できる支援方法について理解することが

できました。引き続いて行われた交流会には 111名の参加があり、母乳支援における共通した悩みや他施設の母乳

支援に向けた取り組みなどが話し合われ、活発な交流ができました。参加者からは「もっと話が聞きたい。」「話が面

白くて短く感じた。」第 2弾の研修会を望むなどの声が聞かれ、実り多き研修会となりました。 

 今後もできるだけ多くの皆様の興味のある研修会を考えていきたいと思います。 

 

第 2回「助産師として改めて生命について考える」 

「助産師として改めて生命について考える～施設で働く助

産師に今伝えたいこと～」が開催され、80 名の参加者があり

ました。お産の家「吉村医院」元婦長岡野眞規代先生をお招き

し、講演をしていただきました。医学の進歩や価値観の多様化

もあり、倫理的問題が多く発生している昨今、改めて生命とは

何かを考える事で、助産師としての在り方や命とどう向き合っ

ていくのか、自らの倫理観を見つめ直す良いきっかけとなりま

した。お母さんと赤ちゃんの出会いを大切にするために、施設

によってできることは違いますが、明日から自分ができること

について参加者それぞれが考える研修会となりました。 

 



平成 27年７月 2５日（土曜日） 看護師職能委員会「対人トラブルの心理学」 

 

看護師職能委員会主催の研修および交流会「看護師の感情労働と

人間関係」～対人トラブルの心理学～が、ホテルオークラで開催さ

れ１４５名の参加者がありました。 

看護師職能委員会は、第Ⅰ（病院）と第Ⅱ（介護・福祉関係施設・

在宅等）の２つの領域に分かれています。研修や交流会で、地域で

活躍している看護師の声を吸い上げ、看護師間の連携に役立てるよ

う、札幌第二支部は、第Ⅰ・Ⅱ領域合同で活動しています。 

看護師は、頭脳と肉体と感情を同時に使う労働であり、非常にス

トレスがかかります。しかしストレスは、心理学の知識を活用した

対処法で和らげることができます。難しそう、と感じるかもしれま

せんが、発想や視点を変えるものなので、決して難しくはありませ

ん。例えば、「かちん・むか・ぐさっ！」となる場面で、どのように感情をコントロールするか。どれも同じような

感情と思ってしまいがちですが、それぞれに違う意味があり、対処法も違うのです。講師の品川先生の話は、このよ

うに誰もが共感できるわかりやすい言葉で、面白く話して下さり、笑い声の絶えないあっという間の２時間でした。

アンケートでは「このような内容の研修をもっとやってほしい」という意見が多く「ケアする側のケア」の重要性を

感じました。 

研修終了後は、４３名の方と交流会でケーキとコーヒーをいただきながら、みなさん積極的に他の施設の方との

意見交換や交流を楽しんでいました。地域で働いている方は、チームが少人数であることが多く、より人間関係が

難しいという話もありました。それでも、多忙な中で人間関係にもしっかり配慮しながら頑張っていることもわか

りました。今回の講義を実践で活用したいという方が多く、このような研修を望む声を直接聞くことができました。

今後もめまぐるしく変化していく医療の中で、看護師が活き活きと働けるために役立つような研修を考えていきた

いと思います。 

 

 



平成 27年１０月３日（土曜日） 札幌４支部合同会員懇談会（札幌第２支部担当） 

 

 ホテルオークラ札幌で札幌４支部合同会員懇談会を開催し、121名が参加しました。今年度の開催は、札幌第２

支部が担当しました。 

午前は、北海道看護協会の進行で副会長の竹内明子副会長より「看護の動向」について講義を受けました。高齢者

ができる限り住み慣れた地域で尊厳をもって自分らしい生活を送ることができるよう、地域包括ケアシステムにお

ける看護の役割や期待を理解し、取り組んでいかなければならないことを学びました。 

 午後は、支部主催懇談会として「在宅ケア推進に向けた看護の連携」をテーマにグループワークが開催されまし

た。「それぞれの立場で考える連携と実際」について、訪問看護師、ケアマネージャー、地域連携室看護師、入退院・

総合相談センター看護師それぞれの立場から４名のパネリストに情報提供をしていいただきました。自分の立場で

はみえなかった課題を知る機会にもなりました。それぞれの役割や機能を理解し、連携システムを構築し実践して

いくことの重要性を学び、同時に難しさを感じました。グループワークでは、自部署での課題や取り組みについて

情報交換をおこない、様々な施設の取り組みや問題点を共通理解する機会になりました。また、ファシリテーター

の進行により、グループメンバー全員が活発に発言できたことも有意義でした。自らが取り組む課題をより明確に

することができました。 

 


