
上川北部地域の紹介 ～名産紹介編～

上川北支部だより てしお川

上川北支部会員数
（平成27年10月現在）

保健師 18名
助産師 21名
看護師 459名
准看護師 79名

23施設
会員総数 577名

☆下半期事業報告①

☆下半期事業報告②

☆平成27年度
看護研究発表会 演題
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～他にもまだまだいっぱいあります！～
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※掲載地図は編集者が作成したものです。
実際の境界・縮尺と違う場合がありますが、
ご了承ください。

和寒町
越冬キャベツ、かぼちゃ



7月11日に名寄市駅前交流プラザ「よろーな」にて、上川北支部会員懇談会を開催
しました。
前半は北海道看護協会専務理事の高橋結子氏より「看護の動向」についてご講義い

ただきました。後半は宇治由美子氏(ユニバーサルジョブズインクソーシャルスキル
トレーナー）より「自分を知り人を知る DNA遺伝子気質活用法」について講演い
ただき、働き続けられる職場環境づくりについてグループワークを行いました。参加
者は互いの情報交換を行いながら、地域のネットワークを広げていました。

平成27年度下半期 事業報告①

会員懇談会

支部担当研修会 8月22日、「在宅医療の推進に向けて-
安心して在宅医療を続けられるために-
」をテーマに支部担当研修会を開催しま
した。講師の松田好人氏(風連国保診療
所所長) から実際に関わった事例を通し
て在宅医療の現状と課題についてお話し
いただき、開發有為子氏(名寄市立総合
病院ＭＳＷ)から地域医療連携室に関す
る講演をいただきました。

10月24日には大谷圭一氏(名寄市立総合
病院 感染管理認定看護師)を講師に「最
新の感染管理」をテーマに地域別研修会を
開催しました。スタンダードプリコーショ
ンの考え方を軸にして、その重要性と具体
的な感染予防方法について講演いただきま
した。

地域別研修会



平成27年度下半期 事業報告②

助産師職能研修会

11月27日には加藤志津子助産師(名寄市
立総合病院)を講師に「産科におけるアロマ
セラピー」をテーマに助産師職能研修会を
開催しました。実際のアロマオイルを教材
として、その効果や副作用など、マタニテ
ィ期・授乳期におけるアロマセラピーの注
意点についてお話しいただきました。

三職能合同研修会
11月7日には宮崎和加子氏(一般社団法人

全国訪問看護事業協会事務局長）を講師に
「あなたの生活を支える訪問看護 ～訪問
看護の現場はこんなにいろいろ～」をテー
マに三職能合同研修会を開催しました。先
生のこれまでの経験から、時代は訪問看護
に何を求めているか、自分らしく生ききる
ことの支援等について、多くのお話しをい
ただきました。

平成28年2月20日に、名寄市立大学にて上川北支部看護研究発表会が開催さ
れます。演題は以下の通りです。皆様、奮ってご参加下さい。

１．認知症に有効とされる、計算問題・漢字の読み書きの効果と今後の課題
医療法人社団三愛会 名寄三愛デイケアセンター 米山 和幸、他

２．看護助手との共同による日常生活行動の再構築に向けた取り組み
名寄市立総合病院 3階東病棟 三上 陽子、他

３．小児看護学のシミュレーション教育の実際と効果
名寄市立大学 保健福祉学部看護学科 佐々木 俊子、他

４．医療者に不信感を抱く家族へのアプローチ
―家族参加型看護計画をとおして、家族との間に信頼感が構築した事例―

名寄市立総合病院 5階西病棟 星 祐香里

５．はじめて化学療法を受ける患者への援助
―副作用により食欲不振が出現した事例を通してー

名寄市立総合病院 ４階東病棟 佐々木 麻美

６．救急外来から各科外来への申し送り用紙を作成と評価
士別市立病院 内科外来 今岡 美紀、他

平成27年度 上川北支部

看護研究発表会のお誘い
編集後記

暖冬だと思って
いたところに辻褄を
合わすように大雪。
上川北支部の皆様は
寒さにも大雪にも負
けず頑張っていらっ
しゃることでしょ
う。
「てしお川」64

号をお届けします。
協会ホームページ上
での広報活動はまだ
慣れないですが、広
報委員も頑張ってい
ます。何かお気づき
の点、ご意見等あれ
ばお聞かせいただけ
ると幸いです。

広報委員長 村上記



上川北部地域の紹介 ～ゆるキャラ編～

上川北支部だより てしお川

上川北支部会員数
（平成27年6月現在）

保健師 16名
助産師 20名
看護師 456名
准看護師 81名

22施設
会員総数 573名

☆支部長挨拶

☆各役員・委員挨拶

☆上半期事業報告

☆看護の日イベント

☆フレッシュさん紹介
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上川北支部は士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府
町、中川町の22施設573名の協会員から構成されています。冬は雪が多くとて
も寒い地域ですが、看護職が支部のもとに団結し、とても温かでアットホーム
な支部運営がなされています。

中川町

音威子府村
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士別市剣淵町
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※掲載地図は編集
者が作成したもので
す。実際の境界・縮
尺と違う場合があり
ますが、ご了承くだ
さい。



２０２５年に向けた看護の挑戦・看護の将来ビジョンが日本看護協会
から出されました。
「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護」です。どのような健康状態で
もその人らしく暮らしていける社会を築いていくために地域包括ケアシス
テムの強化に取り組んでいるところです。
少子高齢化する上川北支部においても、このことを踏まえ、三職能そ
れぞれが力を合せ様々な場面において質の良い看護を提供すべく連携
をとり、地域の方々が安心して医療が受けられ、住み慣れた地域で生
活できるよう私たちが支えていかなければなりません。
支部研修では在宅医療の推進をテーマに今年度事業を展開しており
ます。会員一人一人の力を借りながら今年度も役員一同、気持ちを一
つに前進しているところです。皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

今年度委員長を仰せつかり、この機会に看護師
職能のことについていろいろ勉強させていただい
ています。 今年度は、看護協会未加入施設様に
、看護協会入会を働きかける活動をしています。
残り半分の任期となりましたが、よろしくお願いい
たします。 士別市立病院 佐藤 優子

以前、社会経済福祉委員を経験し
たことはありますが、支部役員は初
めてで学ばせていただくことが多いで
す。働く看護職の力になれるよう、与
えられた役割を果たしていきたいと考え

ています。どうぞよろしくお願い致します。

支部長挨拶

第一副支部長
支部長をはじめ、第１副支部長等
と協力しながら、支部目標を目指し
活動してまいります。会員の皆様に
とって、有意義な看護活動や連携
が図れるように、微力ですが役割を担

ってまいりますので、宜しくお願い致します。

第二副支部長

看護師職能委員会

昨年度より支部広報委員会が発行していた広報紙「てしお川」が、紙媒
体からネットを用いた配信へと変わり、四苦八苦しております。読みやすい

編集を目指して支部の活動をお伝えしながら、次年度以降にノウハウが継続していけるよう尽力したいと
思います。どうぞよろしくお願い致します。 名寄市立大学 村上 正和

初めまして。今年度、初めて上川北支部助産師
職能委員長をさせていただきます。
普段は名寄市立総合病院の産科・小児科混合
病棟に勤務しています。微力ではありますが1年
間勤めてまいりますので、よろしくお願いします。

名寄市立総合病院 三木 南実

昨年度より教育委員として活動し、今年度は教
育委員長を務めることになり、初めて経験するこ
とばかりで大変ですが委員の皆様と協力して、こ
の地域の看護の質の向上を図ることを目的とし、
１人でも多く研修に参加していただけるよう尽力し
たいと思います。 士別市立病院 佐藤 美由紀

前年度までの社経福委員会が、今年度は「働き
続けられる職場づくり委員会」と名前が変わり、
委員長を任命されました。北支部の委員の皆さ
んと協力してより良い職場環境づくりとＷＬＢ活動
の周知をしていきたいと思っています。

士別市立病院 景井 久美

働き続けられる職場づくり委員会

この度、上川北支部の推薦委員を担うことにな
りました。名寄市立総合病院の今田純子です。わ
からないことが多々ありますが、周りの方に教え
ていただきながら楽しく行っていきたいと思います
。どうぞよろしくお願い致します。

名寄市立総合病院 今田 純子

推薦委員

広報委員会

助産師職能委員会

教育委員会
昨年に引き続き、保健師職能委員長をしていま
す。今年度の活動は、三職能合同研修会、保健
師会員拡大に向けて、加入を働きかけることとし
ています。看護職同士の連携のため、できること
を取り組んでいきたいと思います。

下川町総合福祉センター ハピネス
杉之下 真由美

保健師職能委員会



7月1４日に士別市立病院、8月7日に名寄市
立総合病院にて、地域の高校生を対象にふれ
あい看護体験を実施しました。
士別市立病院では院長からの辞令交付から

始まり、血圧測定、車イスやストレッチャー、
食事介助などの体験を、名寄市立総合病院で
は看護部長からの講和から始まり、手浴・足
浴の体験演習、施設見学(ヘリポート)等を実
施しました。今回の体験を通して看護に対す
る関心を高めてもらうとともに、ぜひこの地
域に貢献できる看護
職になってもらいた
いものです。

平成27年度上半期 事業報告

ふれあい看護体験



上川北支部による講演会・研修会予定（下半期）

５月１２日は看護の日

☆看護協会 上川北支部☆
地域のショッピングモールにて、血圧測定、栄養相談、AED体験、小さなお

子さんに白衣に着替えてもらうミニナース体験をおこないました。 たくさんの
方に看護についての興味を持ってもらうきっかけになったと思います。

日本看護協会はフローレンス・ナイチンゲールの誕生日である5月12日を
「看護の日」、またその日を含む1週間を「看護週間」と定めています。

☆名寄市立総合病院☆
院内つぼみ保育所の園児、4～5才がナ

ース服を着て、記念品を外来、各病棟で
配りました。
受け取る側も渡した側も、みんな満面

の笑顔でした。

☆名寄市立大学☆
中高生を対象に、看護学科の学生た

ちが寸劇で看護師や保健師の活動を紹
介したほか、看護師や保健師も参加し
た交流会も開かれ、看護活動の実際な
どについて意見を交わしました。

10/24 地域別研修会 「最新の感染管理」 （名寄市駅前交流プラザ「よろーな」）

11/7 三職能合同研修会（名寄市立大学看護セミナー共催）
「あなたの生活を支える訪問看護～訪問看護の現場はこんなにいろいろ」（名寄市立大学）

2/20 看護研究発表会
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士別市立病院
坂本 紗也華

入職して５か月が経ちまし
たが、覚えることもまだ沢山
あって看護師の大変さを実感
しています。しかし、患者様
との関わりの中で看護をする
楽しさややりがいを感じなが
ら仕事に励むことができてい
ます。先輩方に迷惑をかける
ことが多々あると思いますが
、看護師として成長していけ
るよう一生懸命頑張りたいと
思います。

名寄市立総合病院
高橋 怜於

私は大学卒業後、希望して
いた小児科病棟で勤務させて
いただいています。
子どもたちの純粋な心に自

分自身もケアされながら、小
児看護について勉強・実践す
る毎日です。技術も知識も未
熟で、自問自答の日々ですが
、この恵まれた環境に感謝し
て患者や家族から必要とされ
る看護を提供できる看護師に
なっていこうと思います。

士別市立病院
成田 彩

看護師になってから５か月
が経ちましたが、毎日があっ
という間に過ぎていきます。
色々覚えることがあったり、
学習することがたくさんあり
、大変なこともありますが、
毎日患者さんの笑顔に元気を
もらっています。私ももっと
知識、技術を身につけて、患
者さんを笑顔にできるような
看護師になれるよう頑張りま
す。

Ｑ．看護職としての、今後の抱負を
聞かせて下さい！

名寄市立総合病院
臼田 真結

看護師として働き始めて５
か月が経ち、だいぶ職場の環
境にも慣れてきました。先輩
看護師や患者さんからたくさ
んのことを教えてもらい、日
々学ばせてもらっています。
まだまだ未熟ですが、患者さ
んの気持ちに寄り添えるよう
な看護を提供できるように、
これからも頑張って行きたい
と思います。


