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会 長 あ い さ つ

公益社団法人
熊本県看護協会会長

高島

和歌子

会員の皆様には、この夏は不安定な天気が続きました

の熊本県のくまもとブランド推進課長のお話のあとのくま

が、お変わりなくお元気でお過ごしでしょうか。やっと秋ら

モン登場など、県外からの参加者８００人にとっても実の

しくなりました。

ある、楽しい思い出付きの学術集会になったことでしょう。

さて、７月末から８月はじめの３日間、「高校生の１日看

それから、８月はじめには、専門・認定看護師・認定

護体験」受け入れにご協力いただき、ありがとうございま

看護管理者の数が発表されました。専門看護師１０分野

した。今年は、７７３人の高校生が県内３７の病院で看護

の１,２６６人（熊本県 ５分野 １０人）、認定看護師２１分野

体験をしました。少子高齢社会の中で看護師の数の確保

の１４ ,２６３人（熊本県 ２１分野 ２００人）、認定看護管理

が課題となっています。平成３年度からの「高校生の１日

者２ ,３６２人（熊本県２５人）となりました。新しく認定さ

看護体験」が、若い人に看護という職業をやりがいのあ

れた方々の、専門的看護の質の向上とチーム医療をとお

る自分を成長させる職業として選ぶことにつながってほし

して専門的知識・技術の看護視点での発揮、また、経営

いと思います。

体組織への貢献を期待いたします。

準備をして迎えてくださった病院の看護現場の皆様に、

看護の現場の課題として、看護師確保と平行して夜勤

あらためてお礼を申し上げます。

や多様な働き方等の雇用の質の向上、訪問看護師の養成・

そして、日本看護学会―ヘルスプロモーション学術集

訪問看護ステーションを増やすなどの訪問看護推進、介

会が成功裏に終わりました。まず、日本看護協会学会担

護施設や老人施設に勤務する看護師の看護機能の発揮と

当の方々、県看護協会の学会準備委員、抄録選考委員、

研修機会の増大等があります。今年度後半も、会員の皆

協力員の皆様には大変お世話になりました。あらためて

様とこれらの課題を共有して、推進してまいりたいと思い

お礼を申し上げます。日本看護協会の初めてのヘルスプ

ます。

ロモーション学術集会ですから、まず、看護職全体に「看

最後になりますが、ボランティアの皆様による「まちの

護の機能としてのヘルスプロモーション」を再認識してい

保健室」は、鶴屋デパートや県下１３支部のさまざまな場

ただくようにと、準備をしてまいりました。その目的は果

所で行われています。本当にありがとうございます。

たせたように思います。講師の先生方、シンポジスト、発

皆様方の益々のご健勝とご活躍を祈念致しまして挨拶

表者、３つの交流会での意見交換、ヘルスプロモーショ

と致します。

ンにぴったりのランチョンセミナー、また、市民公開講座
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「平成26年度 熊本県看護協会通常総会」

６月２１日（土）熊本県立劇場演劇ホールにて「平成２６
年度熊本県看護協会通常総会」が開催され、雨の降る中
955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、公益社団法人となり１年が
経過し、今年度は公益法人として点検・整備を行い安定し
た運営に努めていくと述べられました。
また看護協会会員として顕著な功績が認められた２６
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、蒲島県知事をはじめ多数の方々より協会会員・看
護職へ労いと温かいお言葉を頂きました。
その後、提出議題審議に移り、第１号議案から第３号議
案が全て可決・承認され、平成26年度の役員の選出があ
り総会は閉会となりました。
総会終了後、職能別交流集会が開催され保健師職能交流集会では、
「データヘルス計画について〜データを基に
PDCAサイクルをまわす〜」と題し 厚生労働省保健局総務課医療費適正化対策推進室 室長補佐 光行栄子氏に
講演をいただきました。これから被保険者のレセプトデータ、健診データ等膨大なデータを利用しての保険事業の展
開が可能となる。
「データヘルス」というツールを使いこなし、地域文化・職場風土など「データヘルス」では見えない
ものも勘案し、被保険者の健康や幸福をまもることに資したいと思える内容でした。
助産師職能交流集会では、熊本県子ども未来課母子保健班 與田千枝子氏に「熊本県の主な母子保健事業につい
て」講演をいただき、熊本県で実施されている母子保健事業の内容について詳しい説明がありました。今後は、これ
らの事業をここで展開するのではなく、妊娠・出産・育児に対し切れ目ない支援が提供できるように強化していく必要
があり、今回の集会のように保健師と助産師が情報を共有しながら連携を強化し、地域力を高めることが重要である
と締めくくられました。
看護師職能交流集会では、会員以外からの参加もあり 東京都健康長寿医療センター研究所 研究員 伊藤美緒
氏に「チームで取り組む認知症ケア『ユマニチュード』を学ぶ」をテーマに講演をいただきました。
ユマニチュードとは、フランスのイブ・ジネスト氏、ロゼット・マスコッティによって作りだされた知覚・感情・言語に
よる包括的コミュニケーションにもとづいたケアの技法です。見る・話しかける・触れる・立つの４つを柱とし約150
の技法があるとのことでした。
イブ氏の関わり方を動画で紹介され、日頃私たちが行っている認知症高齢者への関わり方を再確認させられる内
容でした。
（ 文責：広報委員）
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平成26年度

公益社団法人熊本県看護協会役員

会
長
副
会
長
副
会
長
常
務
理
事
保 健 師 職 能 理 事
助 産 師 職 能 理 事
看 護 師 職 能Ⅰ理 事
看 護 師 職 能Ⅱ理 事
有明･鹿本地区理事
菊池･阿蘇地区理事

高島和歌子
嶋田 晶子
堀田 美波
竹田 和子
島村 富子
吉村 圭子
白岩 生美
開 田 ひとみ
鏡
育代
野田小百合

平成26年度

熊 本 東 地 区 理 事
熊 本 西 地 区 理 事
熊 本 南 地 区 理 事
上益城･宇城地区理事
八代･水俣･人吉地区理事
天 草 地 区 理 事
准 看 護 師 理 事
監
事
監
事
監
事

河添真理子
耕 理千子
井手 州子
松本 佳子
川野 照代
森 こずえ
大塚 恵里
矢 野 メリ 子
村枝すみえ
松﨑 尚人

新 役 員 紹 介

平成２6年度通常総会で新しく選任された方を紹介します。

助産師職能理事

吉村

圭子 （熊本市立熊本市民病院）

八代・水俣・人吉地区理事

本年度から、助産師職能理事を務めさ
せて頂きます。
日看協助産師職能委員会は、助産実践
能力強化と整備体制を強力に推し進めてい
ます。このような大きなうねりの中で、県
看護協会助産師職能委員会の進むべき方
向をしっかりと把握し、助産師の専門性を
発揮し、質向上を目指すことを目標にがん
ばります。どうぞよろしくお願い致します。

看護師職能Ⅰ理事

白岩

生美 （熊本労災病院）

准看護師理事

大塚

恵里 （阿蘇温泉病院）

この度、看護協会准看護師理事に選任
され、早三ヶ月になります。
看護の質の向上のための研修、看護職
の働く環境改善への支援などの取り組み
に、少しでも力になれる様努力したいと
思っております。また、准看護師の声をしっ
かりと協会に届けてまいりたいと思いま
す。

開田ひとみ （九州看護福祉大学）

監事

今回、微力ながら看護師職能Ⅱの理事をさせて
いただくことになりました。
平成 26 年度の診療報酬改定や医療介護一括法
等により、より一層の地域密着型医療提供体制が
求められていきます。急性期医療の受け皿としての
在宅看護、施設介護まで一体的な連携協働に努め、
国が推進していく地域包括ケアシステムに対応でき
る看護を提供できるように努力していきたいと考え
ています。会員の皆様のご支援を頂きながら尽力し
て参る所存です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

熊本東地区理事

照代 （水俣市立総合医療センター）

この度、八代・水俣・人吉地区理事を
務めさせて頂くことになりました。広範囲
に渡る県南支部ですが、3 支部長の方々
と熊本県看護協会との連携強化に微力を
尽くしたいと思います。また、医療看護安
全対策委員会担当としまして委員の皆様と
共に医療安全向上に取り組んでまいりま
す。皆様のご支援とご協力を宜しくお願い
致します。

2025 年問題に対応すべく、病院で働
く看護職も積極的に患者の在宅医療を支
援し、看護師としての役割を拡大していく
事が求められています。今年度、看護師
職能Ⅰ
（病院領域）では、病院領域におけ
る在宅療養支援の取り組みと看護実践能
力強化とその体制整備についての情報収
集と課題発見を行っていきます。宜しくお
願いします。

看護師職能Ⅱ理事

川野

村枝 すみえ （居宅介護支援事業所 健軍なでしこ）

私は定年後居宅介護支援事業所を始め、
介護支援専門員として２年目になりました。
高齢社会の中で看護協会に期待されてい
る事がたくさんあります。監事は協会の業
務や財産の状況、理事の職務の執行など
を監査するとされています。不慣れですが、
しっかりと適正な監査を心がけていきたい
と思います。どうぞよろしくお願いします。

河添真理子 （熊本赤十字病院）

熊本東地区理事に就任致しました。近
年は医療機関の機能分化・強化と連携、
在宅医療の充実と共に、各施設が特徴あ
る機能で連携するよう謳われています。
「地
域包括医療」が実践でき、看護の質向上
につながるよう、県協会と会員の皆様との
連結役として微力ながら取り組みます。
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熊本県看護協会名誉会員おめでとうございます。
平成26年6月21日（土）熊本県立劇場で開催された平成26年度熊本県看護協会通常総会に
於いて、田中重之様に、高島和歌子会長より名誉会員証ならびに記章が授与されました。
〈あいさつ〉
この度は、図らずも名誉会員の栄誉に浴しました事は、身に余る光栄であり感慨無量でございます。こ
れも偏に長年に亘る皆様のご指導の賜物と深く感謝申し上げます。
政府は女性が輝く社会実現を目指しています。看護協会は今こそ広いネットワークと専門性を駆使し
て、人が生き抜く過程での適切な援助のリーダーとして社会貢献を深める時ではないかと考えます。皆
様の持てる力を存分に発揮され、
ご活躍くださることと看護協会の益々の発展を祈念申し上げます。私
も一会員として一意専心してまいります。変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。

平成26年度
有
明
鹿
本
菊
池
阿
蘇
熊 本 東
熊 本 西
熊 本 南

公益社団法人熊本県看護協会支部長名簿

原 田 貴 子
税 田 葉 子
角 田 増 美
八木久美子
中 田 優 子
佐 伯 悦 子
宮 本 ヨシ エ

原田

上 益 城
宇
城
八
代
水 俣・芦 北
人 吉・球 磨
天
草

玉名地域保健医療センター
保利病院
菊池中央病院
大阿蘇病院
高野病院
熊本医療センター
にしくまもと病院

平成26年度
有明支部

角田

貴子 （玉名地域保健医療センター）

宇城支部

嘉島町役場
くまもと温石病院
八代敬仁病院
水俣市立総合医療センター
堤病院
天草第一病院

長木

清美 （くまもと温石病院）

看護協会の皆様、初めまして。くまも
と温石病院の長木と申します。７月より支
部長の活動をしているのですが、協会の
仕事だけではなく、地域のいろいろな活
動への協力、参加が少なくはありません。
看護職の重要さを感じているところで
す。支部長の仕事を通して、多くの方と
の出逢い、学び、少しでも吸収できたら
と思っております。宜しくお願いします。

水俣・芦北支部

増美 （菊池中央病院）

湯元

市子 （水俣市立総合医療センター）

平成26年度より水俣・芦北支部長を務
めることになりました。超少子高齢化を迎
える社会の中で、看護に寄せられる期待は
大きいものがあります。支部活動として、
看護職の連携を深め、まちの保健室や看
護週間行事を通して地域住民の健康づく
りを支援すると共に、研修等で地域の看護
の質向上を図り、会員の拡大に努めていき
たいと思います。会員の皆様のご支援とご
協力を宜しくお願い致します。

今年度より菊池支部の支部長を務めさ
せていただくことになりました。
支部活動として、まちの保健室、親睦会
等を計画し、施設及び地域との交流・連携を
図っていきます。フィジカルアセスメント、
看護研究発表会、在宅医療研修会等、看護
の質向上に向けた研修会を計画し、役員と
ともに取り組んでいきたいと思います。会
員の皆様のご協力をお願いいたします。

熊本南支部

早 川 眞 澄
長 木 清 美
宮 本 はるみ
湯 元 市 子
木 村 恵 美
若山美也子

新 支 部 長 紹 介

初めまして、
この度有明支部長の任に着
きました原田貴子と申します。有明支部で
仕事を始めて年月が浅く、協会の仕事をす
るのも初めてです。
しかし、他の役員の方
がとても頼もしい方々なので、お力を借り
ながら、支部のために、
また地域看護のた
めに、お役に立ちたいと考えております。
会員のみなさま、
どうぞよろしくお願いい
たします。

菊池支部

田中 重之様

宮本 ヨシエ （にしくまもと病院）

天草支部

若山

美也子 （天草第一病院）

今年度より、天草支部の支部長を務めさせ
て頂くことになりました。
看護の質の向上のために、多くの看護職員
に参加して頂けるような支部活動を行って参り
たいと思っております。また、熊本県看護協会
とのパイプ役として、情報の伝達や研修会への
参加の推進を図り、会員の皆様と連携を図りな
がら、支部長としての役割を果たして参りたい
と思います。ご指導とご協力をお願い致します。

平成２６年７月支部集会をもって、南支部長を引
き継ぐことになりました。少子高齢化が進む中、医療・
看護・介護サービス提供が、「病院完結型」から「地
域完結型」へと言われています。そのために、看護
の現場も変化してきました。色々な変化の時代、
2810 名の南支部会員の皆様と、日本・熊本県看
護協会の動向を情報共有し、また研修会や親睦会
等をとおして支部会員の皆様のニーズを伺い、南支
部間（施設や会員）・看護協会との連携を図ってい
きたいと思います。皆様宜しくお願い致します。
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平成26年度

新職能委員紹介
看護師職能委員 Ⅱ

保健師職能委員
合志市役所

八幡

茜

この度、保健師職能委員を務めてさせていただくことになりまし
た。初めての委員ということで、分からないことばかりですが、勉
強をさせていただき、先輩方と一緒に頑張りたいと思います。

中原

熊本県警察本部

よう（地域包括ケアシステムの構築）
、看護と看護の力をつなげて、
看護職の役割をしっかりと果たしていけるような活動を、多職種協
働の視点で取り組んでいきたいと思います。

私は、県下の警察職員の健康管理を担当している産業保健師で
す。産業保健師として働く人の命を守り生産性を上げるためにも、
事業所に一人の産業保健師のためにも皆様と交流を深め、産業看
護職の皆さんにつなぐ役割りを果していきたいと思っています。

特別養護老人ホーム
ヒューマン・ケアこうしの杜

高齢者ケアにおける地域包括システムの構築や医療施設との連
ります。委員会の皆様とより良い関係を築き、自己啓発と地域貢

浅尾

献のために、私にできる発信をしていきたいと思います。

由美

特別養護老人ホーム

助産師を取り巻く環境は、
「助産実践能力習熟段階」の開発や「助
産師出向制度」が導入されるなど刻々と変化しています。職能委
員として動きを視野に入れながら、助産師の質向上や次世代育成
支援の活動に取り組んでいきたいと思います。

宮川

藏原由花里

携強化または、施設に従事する看護師の資質向上等課題が多くあ

助産師職能委員

人吉医療センター

真紀子

これからの超高齢社会の中、人々が豊かで健康な生活が送れる

倫子

熊本大学医学部附属病院

平上

熊本市高齢者支援センターささえりあ尾ノ上

サンビレッジ高平台

安藤

明子

福祉施設で働く看護師に目を向け、2 年前より看護職能委員会の
小委員会として準備してきました。今年度より、看護職能委員会Ⅱ
として在宅・介護現場より意見を出し、現状・問題点を把握し医療
と介護を繋げていきたいと考えている。

智美

自施設だけでなく、他施設のみなさんとの交流や活動を通して、
それぞれのライフサイクルの時期における女性とその家族の QOL
が高められるようなケアが提供できる助産師になれるよう頑張りた
いと思います。

リデルライトホーム リデルホーム黒髪

白川

裕一

施設での経験が短く、知識も豊富とは言えない中で、今回委員
をさせて頂くことになりました。まことに微力でございますが、皆様
のご助言、ご協力をあおぎながら頑張る所存です。どうぞよろしく

看護師職能委員Ⅰ
熊本中央病院

大道

お願いいたします。

介護老人保健施設 フォレスト熊本

友美

その領域においてのキーワードは 看護師の連携 にあると考えま
す。そのネット ワークを強化し、しっかりと看護の力を発揮できるよ
う、微力ながらお役に立ちたいと思います。

熊本機能病院

池田 としえ

佐藤

連携等検討し広い視 野で看護職の役割を再確認していきたいと思
います。

由里

岡部

直美

宅領域の機関との相互理解を深め連携強化を図ると共に、多職種

熊本県看護協会訪問看護ステーションくまもと 木下

今度、看護職能委員会Ⅰの委員になりました阿蘇医療センターの
佐藤由里です。
看護の現場では病院の規模に関わらず同じように悩みや、問題
があります。私達の労働環境を整えるためにも色々と活動しておら
れる委員会だと思います。このことを協会員の皆様に知っていただ
くためのも一委員として頑張りたいと思います。

天草地域医療センター

金森

地域包括ケアシステムの構築へ向け、医療機関や他の施設、在

看護協会で委員としての役割を担うことで、改めて看護の取り巻
く状況の変化を実感しています。今後、他施設との情報交換を含め、
色々な情報を得ながら、問題の解決に向けて取り組めるよう努め
ていきたいと思います。

阿蘇医療センター

美子

超高齢化社会に向け、その生活を支える医療・看護・介護・福祉。

今回、「看護師職能Ⅰ」委員を拝命いたしました。めまぐるしく変
化する社会情勢の変化に対応できるよう、医療機関における看護
の質の保証に必要なことは何か共に考え、社会が求める看護職の
役割を果たすことができるよう、微力ながら取り組んでいきたいと
思います。宜しくお願い致します。

熊本医療センター

宮原

弘子

看護師の働く場も施設や在宅など多様化し、多職種との連携も必
要となり役割も拡大しています。其々の看護職が抱えている課題に
取り組み、何か１つずつでも改善できるような委員会活動ができた
らと思っています。

玉名郡市医師会訪問看護ステーション 牧野

真紀

ひとみ

病院・施設・在宅の看護職の役割を再認識し、2025 年を見据

今度、看護師職能委員会Ⅰの委員の任を排しました岡部真紀と申
します。
委員の皆様と協力し合いながら、様々な問題に真摯にとりくんで
まいります。宜しくお願いいたします。

えた地域包括システムの構築に向けての取り組みの中で、スムーズ
な連携体制の確立を目指し基盤作りが出来たらと思っております。
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2014年

「看護の心をみんなの心に」

優良看護職員表彰（県知事表彰）の方々。来賓の皆様とくまモンの記念撮影
5月12日（月）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・学
生、一般の方々合わせ570名と多くの方が参加されました。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質の向上発展に尽くされ、後輩の指導育成にも貢献
されている20名の方々が表彰を受けられました。
オカリナ演奏バンド「丘リーナ」さんによるミニコンサートでは、心にしみる優しく美しい音色で会場を包ん
でいただきました。
特別講演では「支える側が支えられるとき〜認知症の母が教えてくれたこと〜」
と題し、詩人・児童文学作者
藤川幸之助先生に講演いただきました。20年ほど前にお母様がアルツハイマー病と診断され、その後お父
様の死を機に本格的に介護に携わり感じたこと。認
知症のお母様とそれを支える家族の心の葛藤、悲し
さ、混乱、喜びを通して、多くの人たちに認知症とい
う病気を理解してもらいたい。詩の朗読の際には
「人はそこに存在するだけで大きな意味を持ってい
る」
と、実際の写真と音楽を交え介護の大変さ、喜び、
気付きを伝えられました。
今後迎えていく2025年問題でもある超高齢化
社会における認知症患者への対応・関わり方を深く
考えさせられる内容の講演でした。
（特別講演中の藤川幸之助先生）
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平成2

日本看護学会ヘル
学術集会開

ヘルスプロモーションの起源と歩み
̶ 日本の近未来への提案 ̶

日本看護学会は平成２６年度から、従来のラ

り実践の場に近い７領域に統合・再構成されま

熊本県看護協会は、新しい領域である「ヘル
順天堂大学大学院
スポーツ健康科学
研究科教授

駆け８月２８日、２９日に熊本県立劇場で開催し

島内 憲夫先生

康な社会の創造 つかむ！全ての人々の健康を

「ヘルスプロモーション学術集会」としては

保健師・助産師・看護師・准看護師の全ての看

モーションについて考え、理解し、共有すること

学術集会には会員が約1,000人、非会員、学
だき、全国からも多くの参加がありました。

学術集会、一般演題では口演５９題、示説１１
れ、熱心な質疑応答が行われました。

また、特別講演、教育講演、シンポジウム、市

東日本大震災復興支援事業「被災地の看護職は
画に多くの方にご参加いただきました。

最後は市民公開講座に登場した「くまモン」が
元気をもらって閉会しました。

会員の皆様には、学術集会にご参加いただく

講演：第１会場

心をこめて一生懸命、御活動いただき本当に有難

ヘルスプロモーションが看護に根付き更に発
富山県看護協会につなぎたいと思います。

（文責：

交流集会：第2会場

た
さん の参加が ありまし
ランチョンセミナーもたく

口演：第3会場
立ち見が たくさんで会場に入りきれ ない程でした
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26年度

ルスプロモーション
開催報告

ライフサイクルを軸とした１０領域からよ

口演：第4会場

ました。

ルスプロモーション学術集会」を全国に先

しました。

は第１回ということで、
「火の国発（初）健
つながる！看護の力で」というテーマで、

看護職が集い、看護におけるヘルスプロ

とを目指しました。

学生を合わせて1,200人の方に登録いた

１０題、計１６９題が４つの会場で発表さ

、市民公開講座、特別レポート、交流集会、

示説発表：第5会場

は今」、ランチョンセミナーなどの特別企

」がくまモン体操を元気よく披露し笑いと

くとともに、協力員として２日間にわたり、

難うございました。

発展することを祈念し、次期開催県である

：学会準備委員長（副会長）堀田

美波）

大好評のくまモンポロシャツで
参加者をお迎え

東日本大震災
復興支

くまモン体操

くまモンのサプライズ登場に会場も大盛り上がり
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援事業：第6
会場

第

ワーク・

3回

堤病院

た
WLB実践病院に聞きまし

表参道吉田病院
鴻江病院

看護職の働き方に革命を起
シリーズでWLBの活動成

市

熊本

表参道吉田病院
病床数：126床
一般病棟
37床
療養病棟医療 42床
介護
42床
人間ドック
5床
職員数：65名

】
【ミッション 医療を提供し、
良質で安全な 選ばれる
患者・職員から
。
病院を目指す

自施設の主要取り組み内容

【ビジョン】 働き

職員が笑顔で
。
続けたい病院
て
患者が安心し 。
院
利用できる病

・子育て支援体制の確立 ・ノー残業デイの取り組み ・有給休暇の取得率アップ

この３年の取り組みでの看護職員の意識の変化
●

月平均残業時間

●

有給休暇取得率

●

残業が終われば周囲に気兼ねなく帰ることができる

5.0

50％

120.0

4.0

40％

100.0

3.0

30％

80.0

2.0

4.8％

4.1％
3.2％

1.0
0.0

47％

20％

H23 H24 H25

38％

43％

H23 H24 H25

20.0
0.0

8.9％
32.1％

36.1％

そう思わない
あまりそう思わない
ややそう思う

33.9％

40.0

10％
0％

60.0

16.4％

そう思う

34.4％
13.1％

25.0％

H24
H26
【成果】
保育施設の完成から職場復帰率100％と子育て支援が定着して来ました。また、
ノー残業デイについて
も病院全体が意識して動き出したと実感しています。

【スタッフの声】
・早く帰る雰囲気づくりが出来るようになった。
・ノー残業に限らず常に優先順位を考え仕事に取り組む意識が強くなった。
・上司が意識してくれるようになったので帰りやすい。
・病棟が早く終わるので、関連部署も早く終わるようになった。
【今後の課題】
一人ひとりがWLBを考え取り組む姿勢を根付かせ、組織全体で取り組む
WLBを目指す。

院長より一言

WL Bの 当院 の合 い言 葉は
『早く帰る
もん 』よか ね〜医者 は『
帰れ んもん 』
でも、少しでも元気にな
るなら良かた
い。
しっかり根づかせんとね。

市

荒尾

「看護職のワーク・ライフ・バランス」
推進ワークショップ ̶ 4年目に突入 ̶

鴻江病院

去る9月3日（水）
・4日（木）
「ワークショップ」を開催。
菊池健先生の講義「マグネットホスピタルを目指して」。平成
とうや病院、熊本リハビリテーション病院 事務部長方の「Ｗ
ＬＢに取り組んで事務長の立場から」の発表を行いました。

病床数：99床
障害者施設病棟
50床（入院基本料13：1）
介護療養病棟
49床
看護職員数：45名
（介護士を含めた看護要員は80名）
勤務形態：変則2交代制

【参加者の声】
・WLBの具体的な取組み方や分析方法など分かりやすかった。
・事務部門のWLB推進への協力体制に感激した。
当院の事務部門にもぜひ話を聞いてほしかった。

来る平成27年1月22日（木）
「フォローアップワークショップ」開催
皆様も自施設のWLBに取り組んでみませんか？
（インデックス調査費用については助成を検討中！）
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院長より一言
ＷＬＢは 働く意欲 の源（み
なも
と）です。今後もこの取り組
みを
推進していきたいと思いま
す。

ライフ・バランス
の取り組み

こすワークライフバランス実践病院の取り組みを聞いてみました。
果について紹介します。

市
人吉

堤病院

病床数：65床
病床数
医療療養病床
介護療養病床
透析
平均在院日数
病床稼働率
職員数：107名
看護部職員数
看護体制：
医療療養

65床
35床
30床
35床
80日
96.9％
66名
25対１

【ミッション】

【ビジョン】
生活習慣病の拠点病院
アを高め、やりがいを
リ
ャ
キ
た
し
られる
として、地域に密着
もって楽しく働き続け
提
を
護
看
・
療
質の高い医
職場
供する
この３年の取り組みでの看護職員の意識の変化
●

看護職員離職率

●

有給休暇取得率

【成果】
・定時で終わることができる業務である
41.3％（H24） ⇒ 64.7％（H26）

50%
20%

40%

15%

30%

10%

20%

5%

10%

0%

0%

H23 H24 H25

・業務が終われば周囲に気兼ねなく帰ることができる
44.5％（H24） ⇒ 58.8％（H26）
・業務改善を行い、夜勤時間を変更
16：00〜9：30 ⇒ 17：00〜9：00
H23 H24 H25

【スタッフの声】
・以前に比べると有給休暇は取得しやすくなった
・帰りやすい雰囲気づくりができてきた
・業務を見直したことで、時間外勤務が減少した
・お互い様意識については、まだ十分にできていない

院長より一言

【今後の課題】
・WLBの周知とお互い様意識の向上
・病床編成に伴い、12時間夜勤導入の検討
・制度の見直しと周知

働き続けられる職 場を目指
してWL B
の取り組みを支援します。

【ビジョン】

自施設の主要取り組み内容
える魅力のある病院
思
と
い
た
し
院
入
が
員
・職
院 １．ＷＬＢ推進委員会を立ち上げ活動（委員会を定例化し継続的に実施）
って働き続けられる病 ２．各部署の残業実態調査・業務改善（各勤務帯前後の残業の削減）
持
を
い
が
り
や
で
顔
笑
・

【ミッション】

高い慢性期医療と
地域に信頼される質の
（インデックス調査結果）
ケアを提供します 【成果】

３．有給休暇取得率向上目的のメモリアル休暇・時間単位取得の新設
４．院内報を活用した就業規則の周知（４回／年でシリーズ化）

この３年の取り組みでの看護職員の意識の変化

・時間外労働をした
Ｈ24年度45.5％→Ｈ25年度29.5％→Ｈ26年度32.6％
・気兼ねなく退勤できる
Ｈ24年度59.1％→Ｈ25年度79.6％→Ｈ26年度81.4％

【スタッフの声】
・3連休等希望することがなかったためメモリアル休暇が楽しみになった。
・業務の見直しをおこない30分遅く出勤しても支障がなくなり赤ちゃんを夜勤前に
入浴させて出勤できるようになった。
・自分の誕生日に休みが頂けるなど、30年勤務していて初めてです。感謝です。
・だらだらと残ることがなくなり時間を大事に使うようになったと思います。
・ほとんど定時で帰れるので子供の迎えに早く行けるようになった。
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●

看護職員離職率

●

25%

100%

20%

80%

15%

60%

0%

87.0％

40%

10%
5%

有給休暇取得率

14.10％
8.04％

20%
5.26％

H23 H24 H25

0%

54.7％

70.0％

H23 H24 H25

vol.3

がんば れ ナース
今回は、女性認定看護師の紹介です

ＪＣＨＯ 人吉医療センター 認
知症看護認定看護師の山口幸恵で
す。認定看護師として活動を開始し
山口 幸恵
てから3年が経ちました。私が認知
症看護認定看護師を目指したきっ
かけは、入院されてくる認知症のある人への苦手意識でした。当院は地域を担う急性期
病院であり、地域の高齢化に伴い、身体的疾患を有する認知症のある人の入院が増加の
傾向にありました。急性期治療を行いながら、認知症のある人の不穏行動や徘徊などの
『問題行動』
に対応することに、
ジレンマを抱える毎日でした。そんなときにある認知症の研修を受け、
この
『問題行動』
とは、誰にとっての問題行動なのでしょうか？と問いかけられた時にハッとしました。そうなので
す。この『問題行動』
とは、
「自分の仕事がスムーズに進まない」
「仕事が増える」
「転倒されたら困る」など、
私自身を中心に考えた際の『問題』
となるということに気づかされました。看護とは、対象となる患者自身の
問題を捉えることが前提になります。そんな基本的なことが分かっていなかったうえに、認知症のある人の
思いに少しも寄り添えていなかったと痛感しました。私のように認知症を捉えていたスタッフも少なくない
と感じ、
もっと認知症について学び、
スタッフに伝えたいという強い思いにとらわれ、そこからは無我夢中で
頑張ってきたこの3年間でした。
幸運なことに、当院はチーム医療が重視されており、認定看護師を取得した平成23年の11月から、認知
症ケアチームを結成して、
月に1回のラウンド及びカンファレンスを開催しています。そのなかで当院独自の
入院時からの認知症のある人へのケアの導入の指針が確立でき、少しずつではありますが認知症対応力の
向上ができてきています。今後も、更なる認知症対応力の向上を目指して、精一杯頑張って「認知症看護認
定看護師になって良かった」
と数年後の私に胸を張って言えるようになりたいと考えています。
ター
吉医療セン
ＪＣＨＯ 人
護師
看
定
認
護
認知症看

現在、熊本南病院呼吸器センター
の結核専門病棟に勤務しています。
美
私が認知症看護認定看護師を目指
京
澤村
したきっかけは、認知症対応型共同
生活介護（グループホーム）に勤務
していた頃、入居者の方と過ごし、認知症状が進行していく事への不安や辛さを自身の
言葉で切実に訴えられる姿や、基礎疾患の治療を受けることの困難さなどを見てきまし
た。それでも、一生懸命残った力を工夫しながら生活している姿をみて、認知症看護に
携わっていこうと決心し、認知症看護認定看護師になりました。
日本の高齢化率は25.1％に達し、
どの医療現場でも認知症高齢者の入院が増加しています。医療現場
はグループホームとは違い、
ゆっくり認知症高齢者と向き合うことが困難で、認知症による心理・行動障害が
出現してしまうこともあります。認知症高齢者は身体的疾患の悪化が、残存している能力を低下させ、入院
していることを忘れ、周囲の状況を把握することに障害があるため、常に不安を抱いている状態です。コ
ミュニケーションが困難と感じても、不安を与えないように接し、痛がっている部位や背部を優しくさすり、
非コミュニケーションを混ぜながら伝えるとこちらに注意を向けてくれます。訪室時は必ず声をかけたり、早
めに、痛みや不安を取り除くことで、認知症による心理・行動障害が緩和されます。忙しい医療現場では、困
難なことも多いですが、
このような初歩的な対応から認知症高齢者が落ち着いてくれる姿を見てもらい、
ス
タッフに対応方法を伝えています。これからますます認知症高齢者が増加していくなかで、少しでも安心で
きる環境をつくることによって、それが認知症状の軽減に繋がり適切な治療が受けられる様に認知症看護
認定看護師として取り組んでいきたいと思います。
国立病院機構
独立行政法人
定看護師
認知症看護認
熊本南病院
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介護福祉施設の

看護師紹介

一般社団法人
代表理事

暖和会

渡邉

若江

今回は介護施設を立ち上げられた看護職の紹介です
午前8時を少し過ぎた頃、ここ『ヴェルデ きやま』では入居者の方々が
ホールへ揃い朝食の時間となります。一人でホールに出てこられる方、そう
でない方、身体の機能も認知症の有無やその度合いも十人十色、現在17名
の方が生活されています。
（有）ほっとふぁみりいとして介護施設を益城町に開設して8年目、安心
して楽しく末永く暮らせる場所を提供したいとの思いから、一般社団法人
暖和会を立ち上げ、有料老人ホーム『ヴェルデ きやま』は平成24年12月に
開業しました。
【共に生き、共に楽しみ、共に喜ぶ】を法人理念とし、より豊かな暮らしを送っていただけるよう心を込めてお世
話をさせていただいています。入居者の皆様の身の回りのお世話については介護職員との共働です。
【衣・食・住】全
てにおいて介護が必要な方々へ私達看護師はお一人お一人の身体面、健康面にも気を配らなければなりません。当
施設では入居者の皆様のいつもと違う様子に早く気付くことを介護職員との共通認識としてケアに生かしていま
す。体温・脈拍・血圧の数値はデジタルで表わされます。朝の健康チェックの際のこの数値の如何によっては、看護
師の判断、評価の力量を問われるところでもあります。
［身体のこと］
［病気のこと］等、医学や看護学の基礎学問や
知識を基に正常か否かを判断し、かかりつけ医へ連絡、連携をとり異常の早期発見、重篤化の予防、緊急時の対応に
努めています。これまでの臨床＝〔病んでいる人〕
〔命を救う〕現場での経験が今とても役に立っていますし、介護の
現場で私は看護師という仕事に自信を持つことができるようになりました。年齢、性別は違えども、今に至っては
家族と離れ『ヴェルデ きやま』を自宅に代わる住まいとして選んでいただいたことに感謝し、ここに生活される
皆様がこれからの余生をもっと楽しく笑顔で過ごしていただけるよう施設長としても心を配る毎日です。

平成26年度熊本県看護協会の理事会開催状況

(平成26年4月〜平成26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。
６．平成26年度看護管理者会（中央）開催時の講演依頼について
７．
「高校生の1日看護体験」主催者挨拶担当について

平成26年度 第1回理事会 平成26年4月17日
（木）
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
（案）
２．平成25年度事業報告について
３．教育委員会アンケート実施（案）
について
４．平成26年度役員候補者及び推薦委員候補者並びに平成27年度日本看護協
会代議員及び予備代議員候補者の確認について
５．平成26年度三職能委員の選任について
６．職能別交流集会について

平成26年度 第５回理事会 平成26年6月21日
（土）
１．平成26年度通常総会議事確認について
２．平成26年提出議題審議について
平成26年度 第6回理事会 平成26年7月17日
（木）
１．会員の個人情報保護規程（案）の制定について
２．平成27年度ナースセンターへの届け出制度の周知について
３．災害看護対策委員会委員の増員 について
４．高校生1日看護体験（役員の出席について）
５．
日本看護協会からの「認知症対応に関する課題」
について
６．平成26年准看護師に関する都道府県看護協会事業の情報収集について
７．平成26年度熊本県看護研究学会研究発表演題募集要項について
８．
「看護くまもと」91号の企画について
９．熊本県総合防災訓練について
10．平成26年度国民体育大会第34回九州ブロック大会の看護師救護派遣につ
いて
11．理事会開催曜日について
12．事業報告

平成26年度 第2回理事会 平成26年5月15日(月)
１．
エレベーターの改修工事予定額の資産取得資金への振替について
２．平成25年度決算報告(案)及び監査報告について
３．平成26年度熊本県看護協会通常総会について
４．平成26年度常任・特別委員会の委員の選出について
５．第2回合同委員会プログラム
（案）
について
６．第2回支部長会プログラム
（案）
について
平成26年度 第3回理事会 書面理事会
１．平成25年度決算報告案の内容で総会に提出することについて
平成26年度1次補正予算案の内容及び同予算案と総会の報告事項とすることについて
２．

平成26年度 第7回理事会 平成26年8月21日
（木）
１．公益社団法人熊本県看護協会規程の制定について
２．平成26年度地区別看護管理者会（案）
について
３．平成26年度特別委員会（災害看護対策委員）委員の承認について
４．第4回熊本城マラソン
（メディカル枠）出場者募集について
５．平成27年度基金に関するアイデア募集について

平成26年度 第4回理事会 平成26年6月19日
（木）
１．平成25年度決算報告(案)及び監査報告について
（書面理事会結果）
２．公益法人制度定期提出書類
３．公益社団法人熊本県看護協会定款施行細則等の改正（案）
について
４．平成26年度熊本県看護協会通常総会について
５．平成26年度看護師職能委員会Ⅰ委員・ 常任委員・看護師職能委員会Ⅱ委員の
選出について
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高校生の

１日

看護体験

（7月30日〜8月1日）

県内３７の病院で７７３名の
高校生が参加しました。

「夢へ一歩前進」
熊本県立高森高等学校 ２年

野尻

「助産師さんの本当の役割」

和

熊本県立第一高等学校

私は幼い時から看護師になることを夢みてきまし
た。
しかし夢を実現させるために、何から始めていい
のかもよく分からず、
ただ漠然と高校の学習に励むこ
としかできていなかったように思います。今回の「高
校生の１日看護体験」に参加して、その漠然としたも
のが、少し明確になったと思います。
私がお世話になったそよう病院では、患者さんとの
コミュニケーションや、足浴、特殊浴見学などを体験
させていただきました。医療の現場を、少しでも看護
師に近い目線から見るのは初めてで、新発見の連続
でした。例えば患者さんとのコミュニケーションのな
かで、笑顔でいることが大切というものがありました。
看護体験ということでガチガチに緊張していた私は、
つい顔がひきつっていたのだと思います。大切な命を
あずかる仕事をしている看護師が、そんな具合だと患
者さんは安心して治療も受けられなくなるかもしれ
ない、
とその時気づかされました。他にも足浴をして
いると、顔の前で手を合わせ、何度も何度も ありがと
う と言っていただいて、心から「やってよかった」
と思
いました。そして私が最も感動したことは、特殊浴を
利用された方をベッドへ移す時、
タオルを活用して移
動させる工夫です。医療機械は進歩していますが、
や
はり看護師さんと身近な物を組み合わせた知恵は、
人の心の温かさも伝わっているようで、感動しました。
私の住んでいる地域もまた過疎化が進み、医療は
なくてはならない存在です。だからこそ、そよう病院
のような地元の方が多く勤務されている場所に魅力
を感じました。そして将来は、地元の病院で１人でも
多くの方と向き合いたいと強く思いました。知識も大
事だけど経験が大事ということを教えて頂いたので、
まずはいつでも実践できるように、体験させて頂いた
事に感謝しながら勉強します。

2年

阿部

真子

私は産婦人科に行って助産師さんの仕事を見させ
てもらいました。今まで、助産師さんという仕事は、お
産のときに「大丈夫ですよ。」と声をかけたり、お医者
さんのサポートをしたりするのがお仕事だとおもって
いましたが、実際は、妊婦さん1人1人の病室を回っ
て悩みの相談に乗ったりと精神的なケアもしていると
いうことが分かりました。入院をしている妊婦さんた
ちは、体重のことやおなかの中にいる赤ちゃんのこと
などいろいろな不安を抱えています。その複雑な心
にしっかりと向き合い、寄り添って、笑顔でお話をされ
ている助産師さんを見て本当にすごいなと思いまし
た。
担当の助産師さんは、
「助産師という仕事はお産に
立ち合うだけでなく、妊婦さんの心のケアをすること
も大切な仕事。赤ちゃんの命とお母さんの命、
２つの
命を守らなければいけないしとても大変だけど、
だか
らこそ無事に赤ちゃんを産み、笑顔で退院するお母さ
んたちを見るときの喜びはこの仕事をやっていない
と味わうことができない。」
とおっしゃっていました。
この１日看護体験を通して、助産師さんの役割はお
産に立ち合うというだけではないことを知ることがで
きました。妊婦はいつも以上に気持ちが不安定になり
やすい時期だし、ふとした一言で心が傷ついてしまう
こともあります。でも、最後には元気な赤ちゃんを産
み、笑顔で退院することができるのは、
どんなときも
そばにいてくれて話しを聞いてくれる助産師さんが
いるからなのだということを改めて実感しました。今
回体験したことを忘れず、
どんなときも笑顔を絶やさ
ない妊婦さんに信頼してもらえるような助産師さん
に、私もなりたいと強く感じました。
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指導者の声

齊藤

公立玉名中央病院

経子

今年も「高校生の1日看護体験」で元気な高校生の皆さんが玉名中央病院に来てくれました。今年は女子
17名、男子1名の18名での実施となりました。緊張しながら来るだろうな と思い待っていると、拍子抜けす
る程みんな元気に明るく来てくれ安心しました。初めて着る白衣。とにかく更衣室は賑やかで、高校生の皆さん
が今日の看護体験を楽しみにしているという気持ちが伝わってきました。
開会式の後 玉名中央病院1周の旅 と題して院内で働いている様々な職種、部門を見てもらいました。午後
から実際の看護体験です。患者さんの爪切りや洗髪、足浴、血圧測定など行ってもらいましたがコミュニケーシ
ョンもきちんと取れていて感心。また表情は緊張しながらも笑顔で楽しそう。その笑顔の効果で患者さんも笑
顔になり、病室の中で笑顔の輪が広がっていました。
座談会では「患者さんとのコミュニケーションや身の回りのお世話などは1つ1つ緊張しました。でもお礼を
言われたとき達成感がありやってよかったと思いました」
「看護師に絶対なりたいです」などの前向きな感想が
多く嬉しく思っています。
私自身も今年初めて担当するため、準備から最後の文集記入に至るまで常にドキドキしながら携わりました。
今回「高校生の1日看護体験」が無事（？）
に終わって振り返ってみると、私自身が若い高校生の皆さんの明るさ
とパワーを分けてもらった事で、看護に対する情熱がよみがえり、看護の喜びを改めて感じることが出来た素晴
らしい1日になりました。本当に感謝しています。
若い皆さんの将来は可能性が無限大です。自分の素晴らしい未来の選択肢の中に、看護の道が加わってくれ
れば幸いに感じます。

2014年
実

施

病

院

実

施

実施施設

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

8／1（金）

19

20 熊本セントラル病院

7／30（水）

16

2

熊本市立熊本市民病院

7／30（水）
・31（木）

47

21 国立病院機構熊本再春荘病院

7／31（木）

29

3

熊本大学医学部附属病院

7／31（木）

39

22 国立療養所菊池恵楓園

7／30（水）

7

4

熊本赤十字病院

7／31（木）
・8／1（金）

58

23 国立病院機構菊池病院

7／31（木）

2

5

済生会熊本病院

7／31（木）
・8／1（金）

58

24 阿蘇温泉病院

7／30（水）

4

6

国立病院機構熊本医療センター

7／30（水）
・8／1（金）

39

25 そよう病院

8／1（金）

6

7

熊本中央病院

7／30（水）
・31（木）

58

26 国立病院機構熊本南病院

7／30（水）

8

8

自衛隊熊本病院

8／1（金）

8

27 熊本県こども総合療育センター

7／31（木）

7

9

くまもと成仁病院

7／30（水）
・31（木）

6

28 宇城総合病院

7／31（木）

12

10 熊本機能病院

7／30（水）

17

29 熊本総合病院

8／1（金）

29

11 青磁野リハビリテーション病院

7／30（水）
・31（木）

14

30 熊本労災病院

7／31（木）

30

12 くまもと森都総合病院

7／31（木）
・8／1（金）

19

31 水俣市立総合医療センター

7／30（水）

13

13 江南病院

8／1（金）

32 人吉医療センター

7／31（木）

29

14 くわみず病院

7／31（木）
・8／1（金）

29

33 公立多良木病院

7／30（水）

19

15 玉名地域保健医療センター

7／30（水）

10

34 天草中央総合病院

8／1（金）

15

16 公立玉名中央病院

7／31（木）

18

35 天草市立河浦病院

8／1（金）

18

17 荒尾市民病院

7／31（木）

15

36 天草市立牛深市民病院

8／1（金）

18

18 山鹿市民医療センター

7／31（木）

16

37 上天草総合病院

8／1（金）

19 菊池郡市医師会立病院

7／31（木）

15

8

18
合計

15

773名

（自己紹介）

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
期日：平成26年4月25日〜平成26年9月21日

施 設 名
天草第一病院
熊本中央病院
水俣市立総合医療センター
高野病院
公立多良木病院
自衛隊熊本病院
江南病院
熊本大学医学部附属病院
天草地域医療センター
小国公立病院
熊本市立熊本市民病院
表参道吉田病院
合
計

件 数

金 額

2
18
10
6
1
5
1
60
9
4
7
2
125

60,000
540,000
300,000
180,000
30,000
150,000
30,000
1,800,000
270,000
120,000
210,000
60,000
3,750,000

編集
後記
担当理事
委 員 長
委
員

宇城総合病院 フジーさん作

編集（広報委員）

耕 理千子
筑紫 弥生
池松 敦子
山神 敦子
原
由美
平野 宏一

松田知恵美
松浦 香織
田村 一真

新 メ ン バ ー 紹 介

会員管理係からのお願い

田村

〜入会前にもう一度ご確認をお願いします〜
この時期、前勤務先や他県看護協会で入会しているのにもかかわら
ず再度加入申し込みをされる方が増えております。
同年度に他県看護協会にて入会され、熊本県看護協会へ移動され
た場合、会費は頂いておりません。会員変更届の提出をお願いします。
入会の有無が不明確な場合は熊本県看護協会でお調べいたします
ので、入会申込書を提出する前にご確認をお願いいたします。

表紙のご紹介

ペンネーム

平野

山神

松浦

原

今年度より広報委員を務めることとなりました。
皆さんと共に親しみやすい広報誌を目指します
ので、会員の皆様ご協力をお願いいたします。

ヘルスプロモーション学術集会
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