
 

 

 

 

 

 

平成 28 年 2 月 20 日（土）ホテルエミシア札幌で第 3 支部大会が行われました。 

 

 

今年は雪も少なく天候にも恵まれ173名とたくさんの方

が参加されました。三職能合同講演会は講師に土倉玲子先

生（パートナーズ研究所）をお招きし、「いきいきと元気

に働き続けられるための成功追求型思考トレーニング」が

行われました。土倉玲子先生は北大文学研究所で行動学の

博士号を取得。専門は人間関係論、パートナーシップ研究、



コミュニケーション論、夫婦関係研究などで、大学

や専門学校で心理学を教えています。 

 

 

2008年にご主人の死をきっかけに脳科学と心理学

に基づき「楽観回路」を刺激して自己肯定感を高め

感情をコントロールするトレーニングを開発し、た

くさんの受講者おりカウンセリング実績もあります。 

 

 

 

 

講演は隣の人とジャンケンで体を動かし、質疑応答や意見交換

も活発で、笑いのある楽しい雰囲気で行われました。 

 

 

 

 

成功追求型思考には 4 つの利点があります。 

1.やる気が出る 2.原因が分からなくても問題解決ができる 

3.自己嫌悪に陥らなくてす 

む 4.問題解決が早まり方向性がぶれることが少ない、チーム

の一体感が増す などです。 

医療現場では成功追求型思考や成功型コミュニケーションを活かす事。成功体験を思い出し、理想

的な状態をイメージしたり、気持ちを切り替え前向きに行動することが大切だと学び大変有意義な

講演でした。 

旧役員の方、大変ご苦労様でした。そして新役員の方、どうぞ宜しくお願い致します。 

                              

広報委員 大泉 初枝 

 

 

 札幌第３支部 支部長 大橋由美子 

 

今年度もわけあって、３期目を務めることになり

ました。 

会員の皆様には日頃より支部活動にご支援、ご協

力いただきありがとうございます。平成 27 年度

も滞りなく支部事業を終了いたしました。 



平成 28 年度の会員目標は 42,100 名に設定され、第３支部はそのうち 5,707 名を担うことにな

りました。これまで同様、会員獲得のため努力いたします。皆様にも非会員の方がおりましたら声

掛けをお願いいたします。 

今年度も本部事業を含め、各委員会で研修会、講演会を開催いたします。多くの皆様に参加してい

ただけることを願っております。 

開催された研修会、講演会についてはホームページに掲載いたします。 

是非、ご覧ください。 

 

今年度も支部活動が円滑に進められるよう役員、委員一同、頑張って取組んでいきます。 

これまで同様、ご支援、ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

保健師職能委員長 町田丸美 

保健師が勤務する場所も多様化していますが、求

められる役割は変わっていません。この激動の時

代の流れに翻弄されることなく、看護職として国

民や住民に何ができるかを一人ひとりが考え行

動に移すことが今求められています。職能委員と

してできることも限られていますが精一杯頑張

ります。 

 

 

 

 

助産師職能委員長  千葉靖子 

来年度から助産師職能 委員長を務めさせていた

だくことになりました、jcho 北海道の千葉靖子と

申します。 

初めての職能委員で、右も左もわからない状態で

のスタートに緊張しています。さらに、助産師職

能委員が総入れ替えとなり、不安でいっぱいです

が、前年度の委員の方からのサポートも頂きなが

ら、現職能委員 5 名で頑張っていきたいと思って

います。どうぞよろしくお願いします         

 



 

看護師職能委員長  中山 順子 

 

看護職の専門性を生かした研修会を企画しな

がら、看護について語り合う機会ができたこと

に感謝し、楽しみながら進めて参りたいと思い

ます。 

 

 

 

教育委員長  大場 朝宏 

 

 昨年に引き続き教育委員長を務めます 大場

です。 

今年度は 3 名が新委員として加わりました。 

担当する研修は例年よりも一つ少なくなりまし

たが、「看護研究発表会」と「看護過程と看護記

録研修会」を開催しますので 

たくさんのかたの参加を期待しております。 

地域施設の看護師教育を少しでも支援できれば

と思い活動して参りますのでよろしくお願いい

たします。 

 

 

働き続けられる職場作り推進委員長 

            佐々木 真理 

私たち、働き続けられる職場作り推進委員

会では 

・働き続けられる職場環境づくりの推進 

・看護職の職場における暴力対策の推進 

・看護職の禁煙対策サポート体制の確立 

の三本柱を主体とした活動を行っています。 

任期１期、２年目の未熟者ですが、地域のみ

なさまにとって、少しでも働きやすい職場環境を作るためのお手伝いができればと考えています。 

どうぞよろしくお願いします。 



 

 

広報委員長  田中 直子 

私たち広報委員会は、札幌第 3 支部が企画・

運営する研修・講演や看護にまつわるイベン

トなどに参加、取材し北海道看護協会ホーム

ページの支部のお知らせや看護協会ニュー

スに掲載し広く皆様に紹介しております。 

今年度も様々な記事を掲載してまいります

ので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

推薦委員長  倉田 真紀子 

 

 

推薦委員の役割は初めてで、皆様にご迷惑をかけ

ることも多々あると思いますが、他の推薦委員の

方々と力を合わせ、役割を全うする所存です。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

新役員のみなさん、よろしくお願いします 

 

 

編集後記 

気がつくと今年も 3か月が過ぎようとしています。 

暖かかったり、急に冷えたりとまだまだ春は遠そうな気配ですが、忙しい年度末 体調管理には十分気を 

つけてくださいね。 

                                                  広報委員   田中 直子     





 

 

 

 

 

看護過程と看護記録研修 
 

「看護過程と看護記録研修会」が、１０月８日（木）～９日

（金）に北海道看護協会で開催されました。 

 

 １日目は、新札幌循環器病院 大橋由美子先生による 

「看護の動向」と、北海道科学大学 武田かおり先生による 

「看護過程の展開の意味と方法」「看護過程と看護記録に 

ついて」の講義がありました。 

 

「看護の動向」では、団塊の世代が７５歳以上となる 

２０２５年をめどに、重度な介護状態となっても、住み慣れ

た地域で自分らしい 暮らしを送ることができるような 

‘地域包括ケアシステム,の構築の 実現についてや、認知

症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い

環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の 実現

をめざす「新オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略）」

についてなども興味深いものでした。 

 

  

「看護過程の展開の意味と方法」は、いつも業務に追われる

中で課題の多い内容でした。情報を適切に取り扱い、アセス

メントを行う能力を身に着けることの大切さと、原点に返り

看護理論を振り返る重要性をあらためて感じ、とても 

リフレッシュできた講演でした。 



 

2日目は５名づつ9グループに分かれてグループ

ワークを行いました。 

1 日目に講師を務めた武田かおり先生をはじめ、

様々な病院、大学などから 9名の講師の先生が参

加され、各グループに分かれて指導に入る形と 

なりました。 

 

 

 

 

受講者は道内各地から参加しており、病院勤務でも外来、病棟、オペ室、また施設からの参

加と所属も様々でした。経験年数も新人から教育担当者・特に記録委員をしている方が多く、

自身のスキルアップから、スタッフへの指導を目的にしている方・病院内の記録方法の変更

を前提としている方と問題点・課題点も様々でした。 

看護過程・看護記録は苦手です、という方がとても多く、患者さん、利用者さんが見えない

記録に疑問を持ったという方もあり、皆さん真剣に取り組んでいました。 

 

 

1 人 1 事例を持ち寄り 1 日かけてグループ

ワークを行うことで、個々のグループでの学

びを深め、充実した時間を過ごすことができ

たのではないかと思います。 

はじめから、和やかな雰囲気で話し合いが始

まったグループや、発表者の話を真剣な表情

で聞き入っているグループと様々でしたが、

すぐにリーダーシップを発揮しグループの

まとめ役があらわれるのは看護職ならでは

だと感じました。 

 

講師の先生方の的確なアドバイスに耳を傾け、グループメンバーとの活発なディスカッショ

ンを行うことで、自己の課題を解決された受講者も多かったのではないでしょうか。 

 

あいにくの天気の中、参加された皆さん、講師の先生方、また 2日間研修を運営された 

教育委員長の大場さんをはじめ教育委員の皆さん、お疲れ様でした。 

 

                        広報委員  岩井 明子  田中 直子 

 



 

「認知症とケア」  
 

平成 27 年 10 月 31 日(土)に、江別市立病院 老人看護専門看護師である山下いずみ先

生を講師に迎え、新札幌アークシティホテルで「認知症とケア」の研修会が 184名の方々

の参加で開催されました。 

 

 

高齢者人口の増加、高齢者の特徴や認知

症患者の増加について資料やビデオを用い

て講義が行われました。ビデオで認知症患

者が安心できる場所を探して徘徊する様子

が紹介されましたが、何に混乱しているの

か、何を求めているのか？対応の難しさを

あらためて認識しました。 

また、日本老年医学会が提唱する「フレ

イル」という考え方が紹介され、高齢者の

虚弱を「フレイル」と言い、フレイルに 

陥った高齢者を早期に発見し、適切に介入することにより、生活機能の維持・向上を図る

ことが高齢者の QOLの向上につながることを学びました。高齢者の場合、特に生活習慣に

基づいてアセスメントすることが重要であり、興味が深まる学びの多い研修会でした。 

 

 

 

                              広報委員  戸田 久美子 

 

 



平成２７年度 北海道看護協会 

札幌第２・第３支部合同医療安全交流会 
 

 

 

平成２７年１１月７日（土） TKP 札幌駅カンファレンスセンターにおいて 

看護管理者・医療安全管理者を対象とした医療安全交流会が 

① 医療安全管理の問題解決に向けた自らの役割を明確にし、今年度より新たに施行される 

医療事故調査制度への取り組みについて学ぶ。 

② 医療安全管理者、看護管理者としての新たな課題を共有する。 

を、目的に開催されました。 

 

札幌第２・第３支部合同の交流会で、定員５０名のところ約９０名の方が参加され、 

前半は社会福祉法人 北海道社会事業協会余市病院 看護副部長 田所亮一先生による 

「医療安全管理者に期待されること・・医療事故調査制度施行に向けた取り組みを含めて」

をテーマに講演があり、後半は、同じ支部でグループに分かれ医療安全対策に向けた現状と

役割遂行に関して、情報共有と施設間の交流を図りました。 

 

                            広報委員  清水 ちえみ 

   

                     

 

編集後記 

 

初めて広報委員を仰せつかり戸惑うことばかりですが、なんとか頑張りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

                                                広報委員 大泉 初枝 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ｈ27 年 9月 6日「元気なひとが元気なまちを」をスローガンに元気フェスティバル in

きたひろしまが北広島市総合体育館で行われました。 

 

 

屋外では飲食コーナーや消防によるはしご車の体験乗車 ・ AED の体験、また屋内の  

メインアリーナでは元気いっぱいのステージ発表、様々なジャンルの展示や体験コーナー

などが行われていました。 

 

 

看護協会第 3支部では、血圧測定・健康相談と骨密度測定を実施させていただきました。

ブースの準備中からいろいろな方に声をかけていただき、関心の高さを実感しました。 

 

9：30 の開始時間から 14：30 の終了までにブースを訪れた方は、骨密度 179 名、   

血圧測定 153名でした。血圧測定をしながら心配事を話されたり、骨密度の結果に熱心に

耳を傾けたりと、一喜一憂しながら暑さの残る日曜日のイベントを楽しんでいました。 

 

                               広報委員   田中 直子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

月日のたつのは早いもので、今年もあと一か月ほどとなり初雪の便りも聞かれるようになり

ましたが、皆様おかわりありませんでしょうか。 

 どんどんと冷え込みが厳しくなっていくこの季節、体調管理には十分お気を付けくださいね。 

 

広報委員/田中直子 清水ちえみ 岩井明子 

戸田久美子 大泉初枝 



「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～」 

 

日時：平成２７年７月２５日（土） 

会場：新札幌アークシティホテル 

講師：髙室典子先生 （助産院エ・ク・ボ院長        

天使大学大学院 助産研究科教授） 

 

  

この研修会は、昨年より全国主要都市（東京、大阪、名古屋など）では実施されていま

すが、札幌での開催予定がないということで懇願して、実現した貴重な研修会でした。 

 定員１００名のところ、１９２名の参加希望者があり、泣く泣く各施設に人数調整を

お願いし、１１６名の出席者が道内全域より参加して、大盛況のうちに終了しました。 

 髙室典子先生は、助産院で分娩や産前・産後ケアに携わりながら、大学院教授として

授業を行い、全国への講演活動、海外での学会参加など、1日 24時間をどのように回

したら、1人でこれだけのことができるのか不思議なくらい、大活躍中の“スーパー助

産師”です。 

 

研修は、乳房、乳汁が出る仕組みの話から始まり、出産後

に起きる授乳トラブル、上手く吸啜できない赤ちゃんの授乳

支援、母乳育児を支援するためのスキルなど、普段のケアに

関わっている中でのエピソードも交えながら、具体的でわか

りやすい内容でした。 

 大変なのは、母乳ではなくて「育児」！ 

 足りないのは、母乳ではなく母親の「自信」！ 

という髙室先生の言葉が心に残り、何よりエモーショナルサ

ポートの大切さを痛感した研修でした。 



 参加者は、4 月に就職したばかり

の新人さんから、30 年近い経験年

数のベテラン助産師まで様々でした

が、どの参加者にも理解ができて、

改めて「目からうろこ」という充実

した時間でした。 

 

  

午前・午後にまたがる 4時間の研

修会でしたが、終了後のアンケート

では「時間が少ない」 

「第 2弾もしてほしい」など、多数

の意見があり、主催した助産師職能

委員一同としては、 

達成感でいっぱいの研修会となりま

した。 

 

 最後に「助産師として大切にしている

ことは？」の質問に、「普段から良いもの、

美しいものに興味を持ち、触れたりして

素敵な女性でいることが、素敵な助産師

につながる」という髙室先生の答えの中

に、たくさんの宝物をいただいたような

気がしました。 

 この研修会を企画運営させていただい

た、北海道看護協会に感謝！！！ 

 

 

北海道看護協会札幌第 3支部 

助産師職能委員長 

 

清田ウィメンズクリニック  

小川原知子 

 

 

 
今回の研修では、わかりやすく楽しい高室先生の講義と、少しでも多くのものを吸収しようとする参加者の情熱

にあふれた時間となりました。素敵なスライドをたくさん紹介してくださったり、マッサージやストレッチの実

演を行なったりと会場を動き回る高室先生の姿が印象的でした。 

研修を終えて、達成感に満ちた笑顔を見せてくれた助産師職能委員のみなさん、お疲れ様でした。 

                                       広報委員 田中 直子 



 

7 月 11 日（土）に新さっぽろアークシティ  

ホテルで看護研究発表会が開催されました。 

今年は 14 演題の発表に対し、28 施設、123 名

が参加しています。多種多様な分野の看護につ

いて発表されていました。関心のある発表に対

して熱心に聴講する参加者の姿がみられました

し、質問もいくつかあり、積極的な質疑応答が

行われました。日々、地域で繋がりのある施設

がお互いどのような看護をしているのか、共有

することができる場が支部発表会であるといえ

ます。研究成果をまずは地域に発信することが

大切です。ぜひ来年も多くの施設が参加される

ことを期待します。 

 

 

教育委員長 大場 朝宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究テーマは多岐にわたり、日頃行っている看護実践に

おいて参考になるものばかりでした。日々の仕事をこな

しながらの看護研究は大変だったと思います。ご苦労様

でした。 

今後も第３支部の看護研究発表会が益々盛大で有意義な

場となりますよう願っております。 

             広報委員 清水 ちえみ 

 

 

 

 

H27年度札幌第3支部
看護研究発表会

H27年7月11日
新さっぽろアークシティホテル

編集後記 

さんＳＵＮひろばが、ホームページで再スタートとなりました。まだまだデジタル化に慣れず、委員一同右往

左往していますが、今後定期的に更新していきます。 

お久しぶりの人も、はじめましての人もこれからよろしくお願いします。 

                                                広報委員    田中 直子 


