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副 会 長 あ い さ つ
平成25年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会を終えて

熊本県看護協会
副会長

嶋 田

晶 子

9月に入り朝夕はやっと涼しく感じられるようになりまし

5人から8人に増え、支部長と地区理事の連携を図り会員

た。今年の夏は記録を超える暑さが続き熱中症で救急搬

の声が理事会に反映されるようにネットワークを強化して

送される人も多かったようです。会員の皆様にはお変わり

おります。
また、事業計画を円滑に実施していくため会長・

ありませんでしたでしょうか。

副会長・常務理事で構成された業務執行理事会を新たに
設け協会の事業運営にあたっています。各職能集会も8月

本会も平成25年4月1日に公益社団法人に認定され新

から開催し多くのご参加をいただきそれぞれの課題につ

たな第１歩を踏み出しました。

いて取り組んでいるところです。

6月15日には熊本県立劇場で公益社団法人として初め
ての通常総会を開催。開会式では蒲島県知事をはじめ多く

また、事業の中のひとつワーク・ライフ・バランス推進

のご来賓の方々にご参列いただき、25名の方が熊本県看

ワークショップも3年目を迎え今年3施設の参加で10施設

護協会長表彰をお受けになりました。
また、総会の議事に

が働き続けられる職場環境づくりに取り組んでいます。県

おきましては第1号議案公益社団法人熊本県看護協会理

下の各施設での取り組みが推進できますことを期待して

事及び監事に対する費用弁償に関する規程、第2号議案平

います。看護の質向上に向けての事業としての教育研修も

成25年度推薦委員及び平成26年度日本看護協会代議

教育計画にそって順調に進んでいるところです。支部研修

員および予備代議員の選出について、第3号議案平成24

も増え応募の多いフィジカルアセスメント研修を今年度は

年度決算報告及び監査報告すべて可決されました。今回

水俣・芦北支部でも開催します。研修受講の機会が増える

から報告事項となりました、平成25年度重点事業並びに

よう取り組んでいます。今年は会員福利厚生としてハーモ

事業計画、平成25年度収支予算につきましてもすべて承

ニーランドの無料利用を企画しましたところ述べ2367人

認いただき、
また、総会運営規程、定款並びに定款施行細

の利用があり喜んでいます。
さて、平成26年8月28日・29日には日本看護学会―

則の一部改正、選挙管理委員の承認等原案通り承認され

ヘルスプロモ―ション―学術集会を熊本県看護協会が担

無事終了しましたことに心より感謝申し上げます。
午後からは公益社団法人熊本県看護協会設立記念行事

当で熊本県立劇場を会場に開催いたします。新しい領域の

として日本看護協会井伊専務理事に
「公益社団法人として

最初の学会です、
どうぞ多数の皆様の参加をお願いいたし

の看護協会の取り組み」
と題して公益法人としてのこれか

ます。最後になりましたが当看護協会が公益法人として県

らの方向性についてご講演いただきました。

民の皆様の健康及び福祉の増進に寄与できるよう皆様方
のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

公益法人になり組織を見直し役員構成では地区理事が
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平成25年

受章おめでとうございます

瑞宝双光章

右田香

子様

元 熊本大学医学部附属病院 看護部長

永年のご活躍に敬意を表し
心よりお祝い申し上げます

瑞宝単光章

田中あさ子様

元 天草市立牛深市民病院 看護部長

平成25年度 重点事業の要旨
1. 看護職の確保定着と「雇用の質」の向上への取組み推進

3. 看護の質向上のための継続教育の充実

１）
ワーク・ライフ・バランス
（ＷＬＢ）の推進

1) 平成２５年度教育計画に基づき継続教育のための研修

２）医療分野の「雇用の質」の向上のための取組み推進

の実施

３）潜在看護職員の再就業支援

2) 支部との継続教育の連携・支援

４）ナースバンクの活用促進（ハローワークとの連携）

3) 看護学生実習指導者講習会の実施

５）各施設での取り組み状況の好事例の紹介

4) 新人看護職員研修責任者等研修の実施

（看護くまもと、ナースセンターだより、
ＨＰ等）

5) 認定看護管理者教育（セカンドレベル、
ファーストレベル）

６）関係機関との連携強化

の実施

看護職の確保定着については平成25年度までにＷＬＢ

専門職としてのキャリア支援は県の看護職の質向上の上

ワークショップに10の施設が取り組んでいる。今後も継続実

からも協会の重点事業である。支部共催研修も支部との連

施し好事例の取組み発表を通して、県全体への波及効果を

携を図り研修を受ける機会を増やしていきたい。新人看護職

期待したい。今年度から医療分野の「雇用の質」
にタイトルが

員研修責任者等研修も4年目を迎え教育の充実を図ってい

変わったが労働局企画委員会・行政との連携を図り推進して

く。認定看護管理者教育課程は、教育制度の変更に伴いカリ

いく。平成23年度から実施している潜在看護師等の再就業

キュラムの変更等を行い充実した研修にしていく。職能委員

支援では、参加者が就労に結びついていることから継続して

会が開催する研修はそれぞれの課題に応じ職能の専門性を

取り組む。今年度もナースセンターの活用促進を図り看護

高めるための企画としていく。

職の確保定着推進に向けて取り組んでいく。

4. 県民への健康づくりの支援活動の推進

2. 訪問看護並びに在宅サービスの推進

1) まちの保健室事業の推進

1) 訪問看護に従事する人材の育成、管理者の教育

2) 災害支援ナースの養成と災害支援体制の見直し

2) 訪問看護並びに在宅ケアの推進に関する事業

3) 次世代育成支援対策の推進

3) 訪問看護サポートセンターの運営事業

公益法人として、
「まちの保健室」等県民の健康づくり等地

4) 介護施設等の看護職の質の向上と機能強化支援

域に向けた活動を充実していく。平成24年度に熊本県と災

超高齢社会が進む中、
住み慣れた地域で安心して暮らすた

害協定を締結したことから災害時における体制の見直しを

めの地域包括ケアの推進、訪問看護・在宅ケア、多職種との

図る。性教育については学校からの要請が多くなってきてい

連携や協働は一層重要となっている。
また、在宅での看取り

ることから助産師職能委員会では対応できないため支部等

等も増加傾向にあり訪問看護ステーションの役割も拡大して

との連携を図りネットワークの構築に努めていく。

きている。県と関係機関との連携を図り訪問看護ステーショ
ンの支援のためのサポートセンタ−の機能の充実と県民へ

5. 公益社団法人としての組織の強化

の訪問看護の周知を図るための広報の強化を図りたい。

平成25年4月1日に公益社団法人としてスタートした。公

また、研修の充実をとおして、訪問看護の質向上のための

益法人としての組織運営、事業・財務等についての点検、整

人材育成を図っていきたい。
また、日本看護協会が「介護施

備が必要で安定的な運営に努めていく。理事会は月1回開

設における看護職のための系統的な研修プログラム」が示

催。地区理事と支部との連携を強化し支部活動の活性化を

されたことから介護施設の看護職の質向上に関する研修等

図る。
また、事業の拡大に伴い事務局体制の強化を図る。

に取り組む。
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平成25年度

平成25年度

新 理 事 紹 介

新 支 部 長 紹 介

平成２５年度公益社団法人移行後に新たに
役員として就任された方をご紹介します。

有明・鹿本地区理事

鏡

育代 （公立玉名中央病院）

鹿本支部支部

野田

小百合

松本

（保利病院）

久美子 （大阿蘇病院）

この度、支部長を務めることになりま
した。
昨年の九州北部豪雨災害の折には、
皆様に多くのご支援をいただき感謝申
し上げます。おかげさまで８月４日には、
熊本と大分を結ぶＪＲ豊肥線も運行再開
となりました。
阿蘇支部は、顔の見える関係をつく
りやすい環境にあると思います。微力
ながらやりがいを共有できるような支部活動を展開していく所存
です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

佳子 （宇城総合病院）

熊本東支部

この度、上益城・宇城地区理事をさ
せていただくことになりました。地区理
事として関係地区と連携を密にとりなが
ら、看護協会とのパイプ役としての役割
を果たしていきたいと思います。また併
せて看護制度委員会も担当させていた
だきます。看護職を目指す人材の確保
や教育活動も推進したいと思います。
公益社団法人となり、熊本県看護協会
もまた新たな変革の時期を迎える中、微力ではありますが役割
遂行に努力したいと思います。

天草地区理事

八木

阿蘇支部

（熊本リハビリテーション病院）

公益法人化により菊池・阿蘇地区理事
が新設され就任する事となり、会員委員
会を担当致します。初めての協会活動に
責任の重さと不安を感じております。今は
諸会議を通じて色々な学びをさせて頂い
ているところです。地区の抱える課題は
様々あります。皆様のご指導・ご鞭撻を頂
きながら看護協会と各支部の連携を図り、
課題解決へのお役に立てればと考えます。
また委員会として加入施設の入会数増や未加入施設の勧誘など微力
ではありますが活動をして行きたいと思います。

上益城・宇城地区理事

葉子

平成 25 年 8 月から鹿本支部の支部
長を務めさせていただきます。支部長
は今回で 2 回目になります。前回に比
べ在宅医療の推進事業が多くなり、就
任早々保健所主催の会議に出席しまし
た。看護協会としても医療連携に向け
て積極的に協力したいと思っております
ので、皆様のご協力をよろしくお願いし
ます。また、まちの保健室事業は栄養士会、薬剤師会ともタッ
グを組み活動する予定です。2 年間よろしくお願いします。

この度、有明・鹿本地区理事を務め
させていただくこととなりました。熊本
県看護協会の目標でもある支部との連
携強化のために各支部の支部長と連携
をとって積極的に活動していきたいと思
います。また、社会経済福祉委員会担
当理事として WLB の推進ワークショッ
プの開催等に関わっています。微力な
がら地区理事としての役割を精一杯果
たしていきたいと思います。皆様のご指導、ご協力をお願いい
たします。

菊池・阿蘇地区理事

税田

中田

優子 （高野病院）

今年度より東支部の支部長を務めさ
せて頂くことになりました。
支部共催研修として感染対策基礎Ⅰ
・Ⅱ
の開催、看護制度委員会活動（出前授
業）への協力等の新しい事業、まちの
保健室を始めとした地域の方の健康及
び福祉の増進のための事業を県看護協
会と連携を図りながら、支部役員が協力
し活動していきたいと思います。会員の皆様のご支援とご協力を
よろしくお願いいたします。

熊本西支部

森 こずえ （上天草総合病院）

この度、天草地区理事を務めさせて
いただくことになりました。
公益社団法人としてスタートした熊本
県看護協会と、天草地区の会員の皆様
とのつながりが今以上に強固なものに
なりますよう皆様のご指導の基、双方
向からの意見や情報の伝達を行ってい
きたいと思います。より一層のご支援と
ご協力をお願いいたします。

佐伯

悦子

（国立病院機構熊本医療センター）

４月の転勤で初めて熊本県の看護協
会員になると同時に、西支部の支部長
をお引き受けすることになりました。今
まで、看護協会員として大分・福岡・佐
賀で協会の仕事をさせて頂きました。
その経験を活かし熊本県看護協会のお
役にたてればと思っています。まずは熊
本県のことを知ることが必要と休みの日
は、あちらこちらと出歩いています。精一杯務めさせて頂きます。
ご協力よろしくお願いいたします。
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八代支部

宮本 はるみ （八代敬仁病院）

川野

恵美

（堤病院）

今年度から人吉・球磨支部長を務め
ることになりました。県内でも超高齢
化の地域であり、看護職が連携を深め
地域の健康福祉の向上に向けて取り組
むことが求められています。
支部活動としてまちの保健室や地域
のボランティア活動を通して地域住民
の健康づくりを支援するとともに支部
研修の充実を図り会員の拡大と看護の
質の向上に努めていきたいと思います。会員の皆様のご支援と
ご協力をよろしくお願いいたします。

今年度、
６月の支部集会を終え八代支部の
支部長となりました。
会員の皆様には、
日頃より看護協会の活動
にご協力いただき感謝申し上げます。
平成２５年度の八代支部の事業計画とし
て、①看護の質向上に関する事業では、共催
研修（看護記録・感染Ⅰ
・
Ⅱ）看護研究発表会、看
護研修会など②地域住民の健康及び福祉の
増進に関する事業では、まちの保健室、看護
週間行事など③各施設の交流と親睦を深め
るために、
ビーチバレー大会など計画してい
ます。今後も県看護協会と連携し、基本理念のもと、
よりよい活動を行って
いきたいと思いますので、
ご指導とご協力をよろしくお願い致します。

水俣・芦北支部支部

木村

人吉・球磨支部

照代

（水俣市立総合医療センター）

平成 25 年度より水俣・芦北支部長
を務める事になりました。微力ではあり
ますが、支部として医療・福祉の連携
を目指し、顔の見える関係づくりや研
修会等による看護の質向上、まちの保
健室の開催など地域に密着した看護協
会として活動して行きたいと思っていま
す。今後とも、ご支援と会員の皆さま
のご協力を宜しくお願い致します。

平成25年度

新 三 職 能 紹 介

保健師職能委員
熊本大学大学院生命科学研究部

上田

その時々の明らかになった問題に寄り添いサポートし女性とその
家族、ひいては社会全体が健やかに過ごせるよう積極的に活動
していきたい。

公代

１期目では、保健師、特に新任と中堅期の地域活動を公開し（発
表し）、地域診療の過程にそって、解決することを共有し合うこと
を目的に活動できた。２期目では、１）ベテラン期の保健師の活
動を公表し、核となる保健師活動を共有しあう。さらに、その保
健師活動を視覚化して共有出来る工夫をする。２）保健師が分散
配置により広域で活動しているが、それぞれの役割をネットワーク
化し、核となる保健師活動を共有でき、現場で活かせるようにする。

ＮＴＴ西日本九州健康管理センター

桑名

福田病院

子ども未来課

大川

看護師職能委員

美里

済生会熊本病院

福祉課

加須美
福山

公立多良木病院

由起

阿蘇温泉病院

福山

初めてのことなので分からないことばかりですが、熊本県のた
めに頑張ります。

浮池

穴見

直美

高齢社会となる今、高齢者介護において様々な問題が課せられ
ている。他職種と議論を重ねる機会をいただき高齢者の尊厳ある
生活支援を考え、より良いケアを目指すための関係構築と教育、
育成について学び貢献したい。

由美

水俣市立総合医療センター

千恵

特別養護老人ホーム ヒューマン・ケアこうしの杜
蔵原 由花里

千春

職能委員会の活動を通し、助産師による安全、安心な出産環
境提供体制の推進を目指すと同時に地域での活動の場を広げ看
護協会及び助産師職の認知度を高めるよう努力していきたい。

慈恵病院

加藤

県内の雇用や働く環境などの現状について知識を深め、課題解
決に向けた活動の情報を得て支部圏内の現状と比較しつつ必要な
情報が発信できるよう努力したい。そして、阿蘇支部圏内にも還
元できる活動にしていきたい。

助産師職能委員
和田

佳子

看護師の能力向上とワークライフバランスを充実させるため、
看護師として 生き生き と仕事ができ離職者をなるべく出さな
いような活動をしていきたいと思います。

熊本市の一保健師として業務を行ってきましたが職能委員とし
て他機関で活躍されている方々との交流を通じて保健師としての
新たな視野を広げ、みなさんと頑張っていきたいと思います。

熊本労災病院

横田

看護師職能委員として４年目です。看護師の労働環境改善や質
向上に向けて提言できるようあらゆる視点から情報を集め取り組
んでいきたいと思います。

県保健師として勤務し25 年も経ちました。まだまだ、未熟で
すが少しでもお役にたてるよう２年間頑張りたいと思います。

熊本市中央区役所

景子

今まで他施設の助産師と交流を持つ機会が少なかったので看護
協会の活動を通じて交流を深め地域での助産師の役割を学んで
いきたいと思います。

皆様の身近な百貨店・病院・学校・警察・企業などで働く人たち
の健康支援をしている産業看護の分野から参加です。さらに、市
や県内全体に視野を広げて地域包括医療を学べたらと思います。

熊本県

近藤

くまもと成仁病院

成松

美雪

私自身のスキルアップを図ると共に職場スタッフの知識向上に
微力ながら貢献できるように頑張りたいと思います。また、准看
護師の立場から意見などが述べられるよう頑張ります。

美希

助産師は女性のライフスタイルの全てに関わる職業である。
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お詫び：前号（看護くまもと№87）１４頁において、看護師職能委員会
委員のお名前が間違っておりました。誤標記の当該委員様には、
当社の不手際を深くお詫び申し上げます。

「平成25年度 熊本県看護協会通常総会」

6月15日
（土）、熊本県立劇場において
「平成25年度熊本県
看護協会通常総会」が開催されました。当日は雨の中、851名
の会員の参加がありました。高島会長の開会の挨拶では、4月
1日より熊本県看護協会は公益社団法人となって再スタートい
たしました。公益社団法人として、組織運営、事業、財務等につ
いての点検、整備を行い安定した運営に努めてまいりますと述
べられました。
看護協会会員として看護業務に顕著な功績が認められた25
名の方に、熊本県看護協会長表彰が行われました。
来賓挨拶では蒲島知事より、昨年7月の九州北部豪雨災害
での協会の活動について、看護職の就業環境改善、研修の向
上、安心安全な子育て等に努めていきたいとの言葉をいただ
きました。
その後、提出議題審議に移り、第1号議案から第3号議案の
すべてが可決、承認され総会は閉会しました。
総会終了後、公益社団法人熊本県看護協会設立記念行事と
して、
「公益社団法人としての看護協会の取り組み」
と題し公益
社団法人日本看護協会専務理事井伊久美子氏の特別講演が
行われました。
２０２５年問題（超少子・高齢多死社会の到来）、
看護協会の理念・使命について、
２５年度重点政策・事業など、
協会の取り組みについてお話をいただきました。
（文責／広報委員）
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2013年

「看護の心をみんなの心に」

5月12日(日)鶴屋百貨店鶴屋ホールにて「看護の日記念式典及び講演
会」が開催されました。看護職者、看護学生、一般の方々、合わせて608名
の参加がありました。
優良看護職員の熊本県知事表彰では、永年看護職員として、保健衛生の
向上に寄与するとともに看護の向上発展に尽力され、後輩の指導育成にも
あたられている13名の方々が表彰を受けられました。
その後、熊本を中心に音楽活動を行っている大林由紀氏によるミニコン
サートが行われました。ピアノの弾き語り、手話を交えた歌などが披露され、
会場が温かい雰囲気に包まれました。
最後にNPO法人ホームホスピス宮崎

理事長

市原美穂氏による「最

後まで自分らしく生きるために〜かあさんの家の実践から〜」
と題した特別
講演が行われました。民家を活用したホームホスピスを作り、看取りの場を
病院から地域・在宅・家族へとシフトさせた「かあさんの家」の仕組みや歴史
が、事例を通して語られました。超高齢化社会における看取りについて、
とて
も示唆に富んだ内容の講演でした。

（文責／広報委員）

ご寄付ありがとうございました。
球磨郡あさぎり町

石山正剛様

お 知 ら せ
●●●●

看護の日にあたって、ご寄付を頂きました。
看護協会の活動に役立たせて頂きます。

「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」
が
出来ました。
「Are You Happy?」
と
「ガイドライン」
は
ともに日本看護協会ホームページからダウンロード
することができます。どうぞご活用ください。
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高校生の

１日

看護体験

（7月31日〜8月2日）

県内37の病院で729名の
高校生が参加しました。

「看護師さんの笑顔」
文徳高校３年

安武

「決意」

美佳

鹿本農業高等学校３年

私の家族は昔から病院のお世話になることが多く、
私自身も生まれつき耳の病気だったので、ぼんやりと
した医療への興味や憧れは幼い頃から持っていまし
た。
しかし、私にとっての看護師さんの仕事というと医
師のアシスタントのようなイメージがあるだけで、具
体的に何をされているのか全く知りませんでした。
最初に患者さんの髪を乾かしましたが、
「看護体
験」という言葉の響きからもっとすごいことを想像し
ていた私はちょっと拍子抜けしてしまいました。
ところ
がやってみると意外と難しく、
ドライヤーを当てるだ
けでも「風量はこれでいいのかな、熱くないかな」と
考えることがたくさんあり、患者さんとお話しする余
裕はありませんでした。一方看護師さんはいつもどん
な時でもニコニコされているし、その患者さんに合っ
た会話、歩調など多くのことに気を配っていらっしゃっ
たので、流石だなと思いました。中には笑顔が見られ
ない患者さんもいらっしゃいましたが、そんな時でも
看護師さんは無理に会話をするのではなく、その場
に合った対応をされていました。思い返してみると、
私が毎日通院を続けていてつらい時も、看護師さん
の笑顔、優しい言葉にものすごく助けられたし、その
ことがあったからこそ治療に耐えることができたんだ
と改めて気づくことができました。
今回は一日だけでしたが、それだけでも精神的、肉
体的にとても疲れました。これから看護師を目指すに
あたって、豊富な知識を身につけることは勿論ですが、
同時に患者さんに寄り添うことができる優しい心、激
務に負けない強い身体も育てなくてはいけないと感
じました。これから私が実際に医療の現場に携わるよ
うになるには、
まだまだ長い道のりがありますが、今回
のことを忘れずに頑張っていきたいと思います。今回
はとても貴重な体験をさせていただき、本当にありが
とうございました

池㞍

美鈴

私の夢は患者さんを勇気づけたり笑顔に出来る看
護師になることです。
看護師になりたいと思ったきっかけは、私の母が看
護師という事もあり、その姿を見てとてもやりがいの
ある仕事だなと思いました。
また、
自分自身お年寄りと接する事が好きで自分の
祖母や祖父のお世話をしています。
最初の頃はお年寄りのオムツ替えなど匂いもきつ
いしただきついだけと思っていました。けれど高校生
のインターンシップの時、介護福祉に体験しに行きま
した。最初は初めてだらけの事ばかりで不安や緊張も
しました。ですが、日々慣れていき利用者の方とも仲
良くなれて「ありがとう」
という言葉を沢山いただきま
した。そのたんびにどんなにつらくてもこの一言でも
のすごく救われるなと思いました。
インターンシップを終えて、看護師になりたいと思
う気持ちがより強くなりました。そんな時に1日看護
体験が出来ると聞き、
とても嬉しい気持ちで一杯にな
りました。
そして、1日看護体験の日になり、わくわくしながら
集合場所へ到着しました。沢山の病室があり、様々な
病気の方が入院されていました。患者さんとふれ合う
時間もあり、最初は何を話したらいいのかなど全然分
かりませんでした。でも、患者さんの方から優しく話し
かけてくださりとても話がはずみました。
また、一人の患者さんの体ふきなども体験させて
いただきました。簡単そうに見えてとても難しかった
です。その患者さんは最近手術をしていて、その傷の
所に気をつけながらふいたり、体の向きを変えたりと
ても大変でした。
私はこの1日看護体験を通して、今まで以上にやり
がいを感じ絶対看護師になろうと決意しました。辛い
事から逃げないで笑顔溢れる看護師を目指します。
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声
「未来への一歩」 国立療養所菊池恵楓園

の
指導者

森本貴久江

高校生の1日看護体験に、
７名の方に参加して頂きました。
「医療系の仕事に就きたい」
と興味を持って参加した方、
「看護師になりたい」、
「助産師になりたい」
と明確な目標を持って看護体験に臨んでいる姿勢を見て、頼もしく感じま
した。車椅子移乗の方法を説明していると、
「車椅子は操作したことがあります」
と言われ、
ワークキャンプで高齢者
の方の車椅子を押し、お世話した経験があると話してくれました。実際に入所者さんを乗せて車椅子を押してもらい
ましたが、
「お手伝いさせて下さい」
と、目線の高さを入所者の方に合わせ、移乗する時は手を添えて介助されてい
ました。色々な経験をされていることが、実際の行動から伝わってきました。
血圧測定を体験している時、触れる脈拍を感じて、
「トクン、
トクンと打っている。初めて脈に触れたけど、力強い」
と、
素直に感じてくれました。尊い命と向き合う仕事だということを感じてもらえたのではないかと思います。看護師ほ
ど 人の人生から学ぶ ことができる職業はないように思います。看護師や医療従事者になりたいと希望している高
校生にとって、
この時期に看護体験をされたことは、職業選択への貴重な動機付けになったと思います。これをきっ
かけに看護の道に進んでくれることを願います。
今回看護体験を担当させて頂き、高校生が熱心に取り組む姿や喜ぶ笑顔を見て、改めて看護のやりがいや楽しさ
を感じることができました。感謝です。近い将来、看護師として一緒に働けることを期待し、私も先輩看護師として頑
張りたいと思います。

「高校生のアンケートより」
看護師の仕事についての印象を、体験前と体
験後で上位３つお答えください。

2013年
実

高校生の1日看護体験
施

病

院

実

施

日

人数

参加人数
実

施

病

院

実

施

日

人数

1

熊本地域医療センター

8／2
（金）

14

20 菊池郡市医師会立病院

8／2
（金）

12

2

熊本市民病院

7／31
（水）
・8／1
（木）

49

21 国立病院機構熊本再春荘病院

8／1
（木）

27

3

熊本大学医学部附属病院

7／31
（水）

38

22 国立療養所菊池恵楓園

7／31
（水）

4

熊本赤十字病院

7／31
（水）
・8／2
（金）

57

23 国立病院機構菊池病院

8／1
（木）

5

済生会熊本病院

7／31
（水）
・8／1
（木）

58

24 熊本セントラル病院

7／31
（水）

6

国立病院機構熊本医療センター

7／31
（水）
・8／2
（金）

37

25 合志第一病院

7／31
（水）
・8／1
（木）

6

7

熊本中央病院

7／31
（水）
・8／1
（木）

56

26 阿蘇中央病院

7／31
（水）

6

8

自衛隊熊本病院

8／2
（金）

9

27 国立病院機構熊本南病院

7／31
（水）

9

9

くまもと成仁病院

7／31
（水）
・8／1
（木）

8

28 熊本県こども総合療育センター

8／1
（木）

8

7
5
16

10 熊本機能病院

7／31
（水）

18

29 宇城総合病院

8／2
（金）

11

11 青磁野リハビリテーション病院

7／31
（水）
・8／2
（金）

16

30 熊本総合病院

8／2
（金）

30

12 くまもと森都総合病院

8／1
（木）
・2
（金）

20

31 熊本労災病院

8／1
（木）

29

13 江南病院

8／2
（金）

32 水俣市立総合医療センター

7／31
（水）

14

14 くわみず病院

8／1
（木）
・2
（金）

30

33 人吉総合病院

8／2
（金）

12

15 熊本第一病院

8／1
（木）
・2
（金）

4

34 公立多良木病院

7／31
（水）

16

16 玉名地域保健医療センター

7／31
（水）

10

35 天草市立河浦病院

8／2
（金）

15

17 公立玉名中央病院

8／1
（水）

18

36 天草市立牛深市民病院

8／1
（木）

10

18 荒尾市民病院

7／31
（水）

14

37 上天草市立上天草総合病院

8／2
（金）

19 山鹿市民医療センター

8／1
（木）

15

8

17
計

9

729

訪 問 看 護 ス テ ーション 紹 介
熊本県看護協会訪問看護ステーション「くまもと」
木下

訪問看護ステーション
「城西」

弘子

今富

熊本県看護協会立の訪問看護ステーションは、県内に
「くま
もと」
と
「ながす」の2ヶ所あり、居宅介護支援事業所も併設し
ています。今回は
「くまもと」の紹介をします。
事務所は、H23年7月に看護研修センターから東区花立に
移転しています。職員は、看護職14名（常勤6名、非常勤8
名）
と事務員1名です。臨床経験が豊富で、訪問看護師として
も全員が3年以上です。
当ステーションは、難病や小児・呼吸器疾患・がん末期及び
精神の方など色々な状態の方がおられ、それぞれニーズも違
い関わりが難しい事例も多いです。最近の傾向は、
１人暮らし
や介護力が弱い高齢者のみの世帯が増え、
より深い関わりが
求められています。又、協会立のステーションという事で、学
生の教育実習だけでなく、医療機関の方に在宅を理解しても
らうための実習も積極的に行っています。訪問看護ステー
ションサポートセンターへの協力も担っています。
訪問から帰ってきた職場では、利用者の事について熱心に
話し合っていますが、一方では、芸能の話などで賑やかで、な
るべくストレスを自宅に持ち帰らないことをモットーにしてお
り、いつも楽しく明るい雰囲気です。
今後は、地域包括ケアの体制が必要で、その中で特に訪問
看護が重要だと言われていますが、現状は、
まだまだ訪問看
護は周知されていないようです。
「 家で看護師が何をする
の？」
と思っている人も
多 いようです。地 域 の
方、病院の看護職や先
生方にもっと訪問看護
を知って活用して頂き、
安心して在宅療養がで
きる地域になるよう貢
献していきたいと思っ
ています。

千鶴

当訪問看護ステーションは、青磁野リハビリテーション病院
を母体として平成5年に開設しました。現在スタッフは看護師
7名（常勤換算5・5名）、
リハスタッフ7名です。
利用者は、平成19年は32名（医療9・介護23）、5年後の
平成24年は69名（医療19・介護50）、現在79名（医療21・
介護58）
と増加し、訪問看護が注目されていることを実感し
ています。
当法人の金澤理事長は、20年前より在宅を｢地域病棟｣と
位置づけ「一緒に揺れる」
と言う言葉を使われていました。当
時は意味もよく解りませんでしたが、
ここ数年在宅医療・在宅
看護で耳にする言葉となりました。
「365日・24時間・安心を提供する」
をモットーとする当ス
テーションは、｢依頼を断らない｣を原則に、出会えたことに感
謝し一緒に揺れながら答えを探すようにしています。
訪問看護師は利用者宅を一人で訪れ、相手の土俵で仕事
をします。対応や判断に迷うなど力量が問われ大変なことが
ありますが、
ご利用者・ご家族の｢ありがとう｣｢安心しました｣
などの言葉に癒され看護師を続ける事ができています。提供
した看護ケアや指導でご家族の介護負担が軽減でき、
またＡ
ＤＬが改善するケースなどを体験してやりがいを強く感じ訪問
看護師としての自信をつけさせてもらっています。
い ろい ろな 方と
の 出 会 いがあり学
びがあり訪 問 看 護
は楽しくてやめられ
ません。好きな訪問
看護で仕事が出来
ることに感謝してい
ます。

「トピックス研修Ⅰ・Ⅱ」
トピックス研修として米国 聖アンソニー看護大学よりシャ
ノン・ライザー教授、ペギー・ワーグナー准教授を招いての研
修が開催されました。同大学に併設されている聖アンソニー
医療センターは看護の質においてマグネットの認証を受けて
いる病院です。
シャノン・ライザー教授
ペギー・ワーグナー准教授
シャノン・ライザー教授には
「看護管理」
について、ナースプ
ラクティショナーでありフライトナースであるペギー・ワーグナー准教授には
「急性期ケアの実際」
について講義していた
だきました。同大学准教授の竹熊先生の通訳もあり、会場からの質問にも具体的に事例を交えた回答があり、米国の看
護師の専門職としての活躍を詳しく知る機会となりました。
看護師が医学的知識と看護力で専門職として役割を果たしている事に力強さを感じ、今後、看護師として活躍できる
場を見据えることができた研修でした。
（文責／地区理事 耕 理千子）
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平成25年度熊本県看護協会の理事会開催状況（平成25年4月〜平成25年7月）
今回看護くまもとに掲載する理事会開催状況（協議事項）
は以下のとおりです。
第1回理事会

５．平成25年度常任・特別委員会・小委員会の委員の選出

日時：平成25年4月18日
（木）出席者：理事・監事18名

状況について
６．
日本プライマリ・ケア連合学会第９回九州支部総会・講
習会のシンポジストの推薦について
７．会員の福利厚生について

１．公益社団法人 熊本県看護協会 理事会運営における理
事会の招集権者と職務権限代行順位について
２．平成25年度熊本県看護協会事業・運営（案）
について

第３回理事会（確認理事会）
日時：平成25年6月15日
（土）出席者：理事・監事19名

１）平成25年度予算（案）並びに減価償却引当預金の取
り崩しについて
２）平成25年度事業計画（案）
について

総会終了後、確認理事会開催

３）平成24年度事業報告（案）
について
（１）理事会・役員会・支部長会報告（案）
について

第４回理事会
日時：平成25年7月18日
（木）出席者：理事・監事17名

（２）平成24年度事業報告（案）
について
３．公益社団法人移行に伴う規程等の変更について
１）公益社団法人 熊本県看護協会 育児・介護休業等に

１．
公益社団法人 熊本県看護協会情報公開規程（案）
につ
いて
２．
公益社団法人 熊本県看護協会謝金規程（案）
について
３．
公益社団法人 熊本県看護協会職能委員会規則（案）
に
ついて
４．
公益社団法人 熊本県看護協会委員会規則
（案）
について
５．
熊本県看護協会保健師ネットワーク会議実施要領（案）
について
６．
平成25年度看護管理者会について
７．
「看護くまもと」88号（9月発行）の企画について

関する規程（案）
について
２）公益社団法人 熊本県看護協会 熊本県看護協会有
料駐車場管理規程（案）
について
３）公益社団法人 熊本県看護協会 図書室運営規程
（案）
について
４）公益社団法人 熊本県看護協会長表彰規程（案）
につ
いて
５）公益社団法人 熊本県看護協会理事及び監事の費用
弁償に関する規程（案）
について
４．平成26年度日本看護協会代議員及び予備代議員候補
者、並びに、平成25年度推薦委員候補者について
５．
「子供を交通事故から守ろう」
キャンペーン

日本看護協会出版会からのお知らせ

（朝日写真ニュース）寄贈について

日本看護協会会員手帳 2014年版 予約注文のご案内
毎年この時期に次年度の
会員手帳の申込を文書に
てお知らせしておりました
が、今回より、
「 看護くまも
と」やホームーページでの
ご案内といたします。
2年分の月別カレンダーや
日本看護協会定款、倫理
綱領や看護協会一覧等が記載されています。次年度はさらに
日本看護連盟規約が追加されます。

第２回理事会
日時：平成25年5月16日
（木）出席者：理事・監事17名
１. 平成24年度決算報告及び監査報告について
２. 平成25年度熊本県看護協会通常総会について
１）提出議題（第１号議案〜第3号議案）
について
２）総会要綱について
３）総会運営について
３．公益社団法人移行に伴う規程等の変更について

定価は1部 1,260円

１）公益社団法人 熊本県看護協会 図書室運営規程

送料 一律

（案）
について

450円

（3部以上は出版会負担）

２）熊本県看護協会認定看護管理者教育課程（ファース

代引手数料

トレベル・セカンドレベル）運営規則（案）
について
４．平成25年度改選委員（三職能）の選任について
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200円

〜申し込みは〜
熊本県看護協会ホームページ
より申込書をダウンロードして
頂くか、
ご覧いただけない場合
は熊本県看護協会までご連絡
ください。

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
期日：平成25年4月1日〜平成25年8月31日

施 設 名
公立多良木病院
水俣市立総合医療センター
熊本中央病院
天草第一病院
上天草総合病院
鴻江病院
九州記念病院
宇城総合病院
熊本回生会病院
熊本地域医療センター
熊本大学医学部附属病院
自衛隊熊本病院
江南病院
南熊本病院
天草地域医療センター
天草病院
御幸病院
熊本市立熊本市民病院
合
計

書

名

看護理論集
看護技術の科学と検証
医療を受ける子どもへの上手なかかわり方
看護法令要覧
目指せ！看護師副院長
看護理論集
看護における人間性と生産性
認知行動療法を始める前に学んでおきたいコミュニケーションスキルトレーニング
看護関係統計資料集
看護師の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン資料付き
看護実践研究・学会発表のポイントＱ＆Ａ 上巻 研究テーマの選択から学会発表へ
看護実践研究・学会発表のポイントＱ＆Ａ 下巻 論文作成から投稿へ
ＤＶＤＢＯＯＫ臨床での家族支援
そこが知りたい！事故事例から学ぶ訪問看護の安全対策
高齢期における生活習慣病
臨地実習指導ナビゲーター
介護施設の実践ガイド
訪問看護研修テキスト ステップ１
看護のためのシミュレーション教育
「看護必要度」評価者のための学習ノート
糖尿病フットケア技術
目からウロコの感染対策
診療報酬・介護報酬のしくみと考え方

副

件 数

金 額

3
14
13
4
3
2
4
3
2
2
86
1
17
2
7
4
5
19
191

90,000
420,000
390,000
120,000
90,000
60,000
120,000
90,000
60,000
60,000
2,580,000
30,000
510,000
60,000
210,000
120,000
150,000
570,000
5,730,000

題

出版社

より高度な看護実践のために
日本看護協会出版会
研究から実践へ、実践から研究へ
日本看護協会出版会
チャイルド・ライフ・スペシャリストが伝える子ども・家族中心医療のコツ 日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
看護師が病院を変える
日総研出版
より高度な看護実践のために
日本看護協会出版会
前田マスヨ米寿記念実践看護管理文献集 医学書院出版サービス
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
複数面接での関係づくり
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
長寿科学振興財団
はじめて臨地実習指導をする人のために ユリシス出版会
日本看護協会
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会
南江堂
日本看護協会出版会

編集（広報委員）

担当理事
委 員 長
委
員

耕 理千子
松村 英尚
筑紫 弥生
前川 友恵
渡邉 由美
松田知恵美

木村
都築
池松

真澄
美幸
敦子

新 メ ン バ ー 紹 介

敦子

熊本看護専門学校
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博美さん作

池松

高校生の1日看護体験（宇城総合病院・熊本労災病院・水俣市立総合医療センター）

城

９月に入り急に涼しくなり、
早々と秋を感じる季節となり
ました。新たなメンバーで頑
張って行きます。皆様、
どうぞ
宜しくお願いします。

菊南病院

表紙のご紹介

編集
後記

松田知恵美

平成２６年度分の入会申込継続申請書（申込書にお名前等が記載されている
もの）の印刷を開始するにあたり、今年度申込時から変更があり、変更届を
提出していない方は「会員変更届」の提出をお願いします。９月末日までに
ご連絡いただいた方につきましては、反映いたします。

くまもと成仁病院

