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熊本県看護協会 会長

高島　和歌子

会 長 あ い さ つ

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、健やかに新たな誓いとと

もに、新年を迎えられたことと存じます。今年は羊年です
ね。皆様にとって健康で素晴らしい年でありますようお祈り
申し上げます。
昨年は、４月の消費税増税分を基金とした「医療介護総

合確保促進法」が６月１８日に可決・成立致しました。同法の
看護関連の主要項目は
①特定行為に係る看護師の研修制度（2015年10月施行）
②ナースセンターへの届け出制度（2015年10月施行）
③病床機能報告制度（2014年10月施行）
④新たな財政支援制度（基金）（公布日施行）であります。
新たな財政支援制度（基金）については、県看護協会は、

ＷＬＢ推進や勤務環境改善、准看護師支援、潜在看護師再
就業支援の充実、定年を迎える看護師のためのセカンド
キャリア支援研修、看護師養成所の卒業者の県内就業推
進への補助、訪問看護支援システム開発・導入等を含んだ
１３項目のアイデアを提出し、これまでの県からの委託事
業の予算拡大と来年からの新規事業につなげることが出
来ました。これからも会員の皆様のより一層のご理解・ご協
力をお願いいたします。
さて、２６年度の事業の進捗状況についてお知らせしま

す。
研修は予定どおり開催されております。現在は、一般研

修4研修と県委託「訪問看護ステーションと医療機関看護
師の相互研修」、長期研修のセカンドレベルの２月終了を
残すのみとなりました。
県委託の訪問看護支援事業としての訪問看護ステー

ションサポートセンターは、ホームページに多くのアクセス
があっております。診療報酬改定後の対応や訪問看護ス
テーション運営相談に担当者が丁寧に対応しています。訪
問看護ステーションのなかった地域での立ち上げも１０数
か所ありました。今後は、訪問看護についての広報番組や
広報媒体の新ＤＶＤ作成を予定しています。
看護人員の確保に繋がるものとしては、県とナースセン

ターが連携し、潜在看護師のための再就業支援研修や点
滴・採血の演習を行い、看護の現場への復帰を図っていま
す。これらの研修や演習で受講者の５０％前後の方が再就
職されています。また、復帰の場所は病院や診療所だけで
なく、在宅医療を支える訪問看護師としての再就業を推進
する研修も、県内看護系大学で企画実施されています。
「看護管理者会」は、当研修センターでの会(中央会議)
と、支部との連携を深めるために県内の地区支部看護管理

者会の２本立てで開催しており、１２月までに地区支部会議
も終わりました。同じ地区の看護管理者の課題や解決策に
ついてのグループワーク・発表は、県看護協会にとっては、
貴重な意見をいただくよい機会であり、各地域の看護を巡
る課題の共有が進んだことを大変うれしく思っております。
１１月１５日の午前中に看護管理者会(中央)を開催し、4職
能活動報告と『地域包括ケアシステムにおける看護職の役
割』を九州看護福祉大学の准教授・県看護協会理事の開田
ひとみ先生に、午後は日本看護協会副会長の真田弘美氏
の特別講演『特定行為に関する看護師の研修制度』を開催
しました。地域包括ケアにおける看護の果たす役割の自覚
と、来年１０月からの特定行為に係る研修制度実施後の看
護の役割拡大や専門看護師・認定看護師の活動も含んだ
活用は、看護部全体にとって重要なことです。
３年前からの厚労省通知の「看護師等の雇用の質の向
上への取り組み」は、一昨年から「医療分野の雇用の質向
上取組」へとタイトルが変わりましたが、３年間の看護師等
の雇用の質向上取組が基本となって、医療分野つまり組織
全体の雇用の質向上取組が推進されようとしていることを
うれしく思います。“看護部の頑張りのおかげで他職種の労
働環境改善にも良いことがあった”、“求職者が増えた”、“人
材育成が進んだ”等の声が聞かれます。ＷＬＢ推進はこれま
で１０施設に取り組んでいただいており、夜勤・交代制勤務
ガイドラインに沿った勤務の見直しについても、少しずつ
進んでいます。
平成27年度には医療分野勤務環境改善センターが各

都道府県に設置され、組織を挙げての勤務環境改善に取り
組む病院・施設を労務管理、医療経営や勤務環境改善等の
面で支援することになっています。
２７年度の日本看護協会の重点事業(案)は、①地域包括
ケアシステムの構築と推進　②看護職の労働環境の整備
の推進　③看護職の役割拡大の推進　④少子超高齢社
会に対応する人材育成、が挙がっております。また、「看護
の将来ビジョン～2025年に向けて」が日本看護協会通常
総会で発表、10月から「看護職のナースセンター届出制
度」が実施となります。熊本県看護協会も、これらの重点事
業を踏まえて、来年度の事業計画を策定中です。
最後になりますが、支部や委員会での活動、教育研修の

講師やファシリテーターとして、またボランティアの皆様に
よる「まちの保健室」開催、災害支援ナース育成等、本当に
たくさんの方にご支援をいただいていることに感謝申し上
げ、新年のご挨拶といたします。

平成２7年元旦 　高島　和歌子
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受章おめでとうございます

平成26年平成26年

秋の叙勲  瑞宝双光章

道端　由美子様

日時：平成26年11月15日（土）

（元 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 副院長・看護部長）

平成26年度看護管理者会および特別講演会を開催して平平平平平平平平成成成成成成成222222666666年年年年年年年度度度度度度看看看看看看看看護護護護護護護管管管管管管管理理理理理理者者者者者者者者会会会会会会会会おおおおおおおおよよよよよよよよびびびびびびびび特特特特特特特特別別別別別別別講講講講講講演演演演演演演会会会会会会会会をををををををを開開開開開開催催催催催催催ししししししししてててててててて平成26年度看護管理者会および特別講演会を開催して

　今年度、看護管理者会を去る11月15日熊本県看
護研修センターにて開催しました。
　午前に看護管理者会、午後に特別講演会を企画し
ました。午前は看護管理者93名の参加で、日本看
護協会・熊本県看護協会の活動報告また職能委員会
活動報告をいたしました。職能委員会報告は平成25
年度から実施し、今年度で2回目ですが職能委員長
のプレゼンテ―ションもわかりやすく管理者の方は

情報の共有ができたと好評でした。その後「地域包括ケアシステムにおける看護管理者の役割」と題して看護師職
能Ⅱ担当開田ひとみ理事より講演していただきました。改めて2025年に向けての課題や、看護職として国の施策
を先取りして対策を練るか、地域包括ケアシステムについての理解を深めるいい機会になりました。これからの時
代の看護管理者に向けてのご示唆を頂いたようです。
　午後からの特別講演はセカンドレベルの受講者も含め103名の参加で、「特定行為を行う看護師の研修制度の経
過と今後の方向性」について日本看護協会副会長真田弘美氏に講演いただきました。来年10月からの特定行為にか
かる看護師の研修制度の進捗状況について伺いました。先生の「看護師特定行為・研修部会」委員の立場からの声
もお聞きでき、よりわかりやすい講演となりました。またＷＯＣナースの現役でもある先生は、臨床からの立場で
のお話もあり大いに刺激されました。また、在宅医療の一歩先を行く西オーストラリア州の情報や、最新情報とし
てロボットの導入など夢のような話もお聞きでき有意義な時間となりました。本会に参加された多くの方はタイム

リーな情報が聞けたと満足されていたようです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責／竹田常務理事）
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第4回
平成とうや病院平成とうや病院

済生会みすみ病院済生会みすみ病院

熊本リハビリテーション病院熊本リハビリテーション病院

ワーク・ ワーク・ 
WLB実践病院に聞きました

病床数 ： 110床
　一般病棟　14床
　地域包括ケア病床　40床
　回復期リハビリテーション病棟　56床
職員数 ： 204名
　看護部職員数 ： 75名
勤務形態 ： 2交代制勤務

病床数 ： 225床
　一般病棟
　　90床（10：1）
　回復期リハビリテーション病棟
　　135床
総職員数 ： 497名
　看護部職員数 ： 144名

【ミッション】
地域完結型の医療

の中で

中間的な役割を担
い

「個人の尊重」を
基本理念として、

個のニーズにあっ
た

医療サービスの提
供をする

【ミッション】
職員が将来に希望を持ち、

楽しく働き続けられる病院（
職場）

【ビジョン】
リハビリテーション病院と

して

質の高い医療を提供できる

【ビジョン】
仕事と生活を両立

して

キャリアを継続で
きる

職場（５年後）。

・多様な勤務形態の対応とフレックスタイム導入しWLB施策を推進していく
・就業規則の整備と周知徹底
・キャリア支援に繋がる目標管理が定着する　（人事考課の定着）

【スタッフの声】
・子育て中なので、時間短縮勤務は助かります。
・育メンでの夜勤勤務、協力してもらってます。
・学生しながら、勤務しています。みなさんの声
かけがうれしいです。
・先輩ママナースから､アドバイスいっぱいも
らってます。

【成果】
・WLBの推進事業に関して周知はできつつある
・多様な働き方として時間の選択肢が増えた
・業務の見直しを行い入浴専従の人員を確保できた
・一次洗浄を中央化した
・入院対応の機能分担によりスムーズな受け入れが
可能
・クラーク配置によって看護師がケアに費やす時間
が確保できつつある

熊本リハビリテーション病院熊本リハビリテーション病院
菊陽町菊陽町

看護部職員数 ： 144名

【成果】

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
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● 年次有給休暇取得率
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40％

20％
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●●

自施設の主要取り組み内容

可能
・クラーク配置によって看護師がケアに費やす時間
が確保できつつある

院長より一言
WLBが大切なことは明らかです。あとは、常に念頭において確実に実践できるかどうか。今後も熱意をもって取り組みたいと思います。

院長より一言

今年12月1日に、待望の院
内保育所を

開設いたしました。これから
も職員が安

心して働きやすい環境づくり
に努めてい

きたいと思います。今後もW
LBの取り組

みを支援します。

1.27

2.25

3.0

59％ 70％
81％

平成とうや病院平成とうや病院
熊本市熊本市

①WLBの周知・推進　②残業時間の削減（業務整理）
③有給休暇の計画的取得促進

自施設の主要取り組み内容

（看護職員一人当たり）

【今後の課題】
相手を思いあえる職場風土づくり
・気軽に声を掛け合うことができる職場
・WLBの周知とお互い様とお陰様意識の向上
・組織理念の「個の尊重」を実践できる
・一人ひとりがＷＬＢの価値を共有できる目標
を持つことができる
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の取り組み 最終回
です

 ライフ・バランス ライフ・バランス

【ミッション】
地域に唯一の病院として、

医療・福祉を通じて
安心して生活できる地域作

りに

貢献する

【ビジョン】
スタッフがいきいきと
やりがいを持って
働き続けられる職場環境・

組織風土を目指す

【スタッフの声】
・多忙時の応援依頼がしや
すくなった。
・お互い様という感じで、休
みがとりやすくなった。
・多職種と話し合う機会が
増えた。　
などの声が少しずつですが
あがっています。

【今後の課題】
有給休暇消化率アップや時
間外削減などへの対応だけ
でなく、縦横の人間関係や
コミュニケーションの強化
により、一層風通しのよい働
きやすい職場づくりのため
の取り組みが必要

【今後の課題】
過去2回のインデックス調査結果に
大きな変化はないが、ハード面の充
実は図れてきている。職員の意見に
耳を傾け『楽しく働き続けられる病
院』を目指し、モチベーションアップ
できる職場環境を全職種で考え作っ
ていくこと。

この取り組みでの看護職員の意識の変化

H25 H26

● 有給休暇は必要に
  応じて取得できる

30%

40%

50%

20%

10%

0%

病床数 ： 140床
　（回復期リハビリテーション病棟40床、
　地域包括ケア病床30床含む）
職員数 ： 205名 
　看護部職員数　79名
　平均年齢　34.3歳
看護体制 ： 10対１
平均在院日数 ： 
　一般病棟　14日　回復期　58.9日
　（10月1日時点直近1年間）

自施設の主要取り組み内容

有給休
間外削
でなく
コミュ
により
きやす
の取り

H25 H26

10%

0%

院長より一言

WとLのバランスがとれるように応援
します。

【成果】
病院全体として
○WLB推進チーム発足により、全職種でWLBについて考える機会となっている。
○就業規則を改めてみる機会を得た。
○WLBご意見箱で職員の希望の多かった駐車場の整備がなされた。
○念願の託児所・職員食堂・カフェがオープン（福利厚生で病院補助有）。
○終礼を看護部・リハ部で取り入れ残業削減へ向け意識づけができている。
看護部独自の取り組みとして
○アニバーサリー（誕生日前後3日休）休暇券・リフレッシュ（5～7日連続休）休暇券を配布、利用啓発
に努め有休取得アップにつなげている。

【スタッフの声】
○時間有休取得ができる様になったのが良かった。
○以前に比べると早く帰る雰囲気作りができてきた。
○ノー残業デーは意識して帰るようになった。
○子供の結婚式に合わせてリフレッシュ休暇を長期で頂く事が
できて助かりました。スタッフの協力あっての休暇でした。

○病気療養後に異動をしてもらい、心身共に無理なく良い環
境で仕事復帰ができています。感謝です。　

○休暇を貰い看護協会の福利厚生ハーモニーランド無料招
待券を利用、家族と共に良い時間が過ごせました。

○今後は『給与・手当ての見直しを期待』します。

宇城市宇城市

済生会みすみ病院済生会みすみ病院
当院は中堅スタッフを中心とした全職種が参加し
WLBのプロジェクト活動を行っています。

①「お互い様」「おかげ様」の風土づくりとして多職種協働での応援体制の検討、WLB10カ
条「○○しましょ」の作成と周知。

②時間外、休暇・諸制度等の周知・浸透：実態調査に基づいた時間外申請基準、勤務作成基
準の検討、諸制度の周知、みすみ新聞などの作成を行いました。

29.4％
38.2％

H25 H26

● あなたの部署では
  看護ケアに費やす時間を
  十分にとることができる

30%

40%

50%

20%

10%

0%

30.9％
41.8％

H25 H26

● 定時で終えることが
  できる業務量である

30%

40%

50%

20%

10%

0%

23.5％
32.7％

平成27年度
看護職のＷＬＢ推進
ワークショップ
参加施設募集！

ワークショップ開催予定：
27年9月上旬

詳細につきまして
は、１月の発送文
書をご覧ください！
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熊本市立熊本市民病院　感染対策室　

　1999年施行の感染症法に基づき、感染症は1～ 5類、指定、新感染症に分けられています。特定感染症指定医療機

関は新感染症の所見があるもの、又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担

当する病院として厚生労働大臣が指定した病院です。第一種・第二種感染症指定医療機関は都道府県知事が厚生労働大

臣の定める基準に適合する医療機関の中から指定されています。2014年11月10日現在で、特定感染症指定医療機

関は成田赤十字病院、国立国際医療研究センター、りんくう総合医療センターの３医療機関、第一種感染症指定医療機

関は全国に45ヶ所設置されています。九州では福岡、佐賀、長崎、大分、熊本に１ヶ所ずつ、沖縄に2ヶ所設置され、

熊本市立熊本市民病院はこの第一種感染症指定医療機関としての役割を担っています。

　当院の感染症病棟の病室は前室を有する個室です。病室内にはトイレやシャワーを設置しています。独立した排水処

理設備とし、感染性のものを排水する場合は消毒のうえ放流します。陰圧制御が可能である必要があり、差圧計にて陰

圧確認を行います。当院の感染症病棟は昭和５９年の建物です。ハード面の課題も多く抱えるなか、使命を果たすには

どうすれば良いのか日々 ICTメンバーと検討中です。一

類感染症は感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総

合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症と定義さ

れており、治療方法が確定しているとはいえません。当

院では誰もみたことがない疾患であり、模索しながら対

策を検討する日々を送っています。個人防護具（PPE：

Personal Protective Equipment）は皮膚がすべて覆

われるように着用します。着用方法も大事ですが、もっ

と大事なのは脱ぎ方です。環境を汚染させないように、

汚染が拡がらないように注意深く脱ぐことが必要となり

ます。

感染症専用エレベーター

差圧計
陰圧になっている
ことを確認

搬入口もエレベー
ターも一般診療の患
者とは離れたところ
にあります

ＰＰＥ着脱訓練時の
記念写真

毎 週 PPE( 個
人防護具 )の
着脱訓練を多
職種で行って
います。

エボラ出血熱等に関する
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感染管理認定看護師　本田　法子

　また、最も重要なことは常日頃からの感染対策ができていることです。「そのときになったらちゃんとやれるから大丈

夫」ということはありません。標準予防策が基本となり、これを遵守することが感染対策の大きな力となります。自分

だけを守るのではなく、まわりも守るために適切な場面で適切な手法と適切なタイミングでの手指衛生、個人防護具の

着脱を行う必要があります。この基本が遵守されるように根気強く言い続けています。また、感染に関する意識をあげ、

考える力と判断する力を養うことも大事です。当院ではリンクナースのこの力をもとに現場での感染対策を強化してい

ます。

　現在、西アフリカで流行しているエボラ出血熱は日本では一類感染症に指定されています。日本でもエボラ出血熱疑

似症患者が３名、東京と大阪の感染症指定医療機関に入院されました。日本の検疫所では入国者にはサーモグラフィー

による体温測定や問診、健康相談等が行われています。このほかにも、ギニア、リベリアおよびシエラレオネへの過去

２１日以内の滞在歴が把握された者については１日２回の健康状態を確認するなど、できるかぎりの対策を講じられて

います。しかしそれでも感染症指定以外の医療機関へも疑似症患者が連絡なしに受診する可能性があり、感染症指定以

外の医療機関でも万が一に備える必要があります。まずは日頃の感染対策を強化していきましょう。

アイソレーターを
使用しての
患者搬送訓練

アイソレーター

る感染対策の取り組み

搬入訓練時、
緊急会議をして
いるところ

搬入訓練の様子
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今回は、ファーストレベル・実習指導者講習会修了者の紹介です
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です

v

今回

西野　一史
独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター

ファーストレベルを受講して

　私の勤務する救命救急センターは、100名を超える看護師が
在籍しています。副看護師長に昇任し2年目を迎え、看護管理者
として管理や教育に携わる中で職員の能力を十分に活かすこと
ができていないのではないかと感じていました。そのため、職員の能力を最大限に発揮させるための知識と技術を学
びたいと思いファーストレベルの受講を希望しました。
　講義の中では、管理者としての視点や個々の能力を把握するための知識、それをどう活用するかなど学ぶことがで
きました。その中で、私にとって一番印象にのこった講義は、職員それぞれのキャリアアンカーを知ることでした。キャリ
アアンカーを知ることで、個々のキャリアを見極めることができるだけでなく、考えの枠を広げることにつながり、マネ
ジメントを行う上でとても重要なものになると痛感しました。私自身も講義の中で自分のキャリアアンカーを知ること
ができ、それを通して自分の傾向や必要なマネジメントをみつけることができました。また、講義だけでなく、グループ
ワークも沢山の知識や情報を得る機会となりました。グループワークを通して受講者それぞれの看護管理や経験、悩
みや葛藤を聞くことができ、管理者は一方向からではなく、１つの事象に対して多方面からの視点で見る知識・能力、
ファシリテーションスキルが必要であることを再認識することができました。
　今後は、今回ファーストレベルの講義で学んだ知識を活かし、個々の能力を把握し、病棟内でのファシリテーターとし
ての役割を担って行きたいと思います。ファシリテーションスキルを用いて、マネジメントプロセス（計画、組織化、指
揮、統制）を活用し、看護師長の元で健全な職場を支えるよう副看護師長として成長していきたいと思います。

吉安　麻理子 菊池郡市医師会立病院
看護学生実習指導者講習会を受講して

　私は実習指導に携わって３年ほど経過します。しかし、これまで実習指導の展開・評価の方法に十分な知識もなく実習
指導に携わっており、私の関わりが看護学生の実習をうまく支援できているのかずっと不安を抱えて指導に当たってい
ました。今回、この思いをきっかけとし受講の機会を得ることができました。講習会では、教育とは何かという教育の原
理から学生が実習で抱える困難感、現在の学生の傾向を踏まえた指導法、学生の自己効力感を高める働きかけが実習
を効果的かつ有意義に行える事、客観的視点で評価を行うことの重要性など、普段学生と密に接する講師の方々から
多くの学びを受けることができました。受講中には、久しぶりの講義に学生の辛さを実感しつつも自分の学生時代を思
い出し、新鮮な気持ちに返る機会となりました。また、講義中に設けられたグループワークでは、他の受講者の学生への
関わり方や指導法、看護援助における工夫など様々な情報交換ができ、悩みなども共有する場となりました。
　今回の講習で気づいたこれまでの実習指導の反省点として、病棟スタッフに対して学生の情報提供が不足していた
ことがあげられます。このことが学生だけでなく指導に当たるスタッフへも多くの負担をかけていたと分かり、今後の課
題だと認識しました。又、学生のモデルとなる指導者は、学生の看護観形成にも携わっていることを知り、責任の重さを
実感しました。
　実習指導をすることで、指導する私自身も人間として成長でき、現在の自分の知識や技術の再確認ともなり、この事
が私自身の看護観をより深めていくのだと思いました。
　これからは、この学びがこのまま知識のみで終わるのではなく、今後の実習指導において実践できるように取り組ん
でいきます。
　今回の受講は学生の気持ちを振り返る良い機会となりました。又、他の受講生とも情報共有でき、多くの学びを得る
ことができました。この経験をずっと財産にこれからも実習指導に携わっていきたいと思います。

護師長として成長していきたいと思います。

実習指導の展開・評価の方法に十分な知識もなく実習
できているのかずっと不安を抱えて指導に当たってい
できました。講習会では、教育とは何かという教育の原

す

の能力を最大限に発揮させるための知識と技術を学

ための知識、それをどう活用するかなど学ぶことがで
それぞれのキャリアアンカ を知ることでした キャリ
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看護師紹介看護師紹介訪問看護ステーションの

　平成4年12月1日開設、玉名郡市
及び近郊をエリアとして活動しており
ます。スタッフ2.5人、ご利用者様0人
からのスタートでしたが、23年目を迎
えた現在看護師21名、理学療法士4
名、介護福祉士1名、事務2名、介護支
援専門員4名、総勢32名のスタッフ、
ご利用者様も200名を超えるまでに
至りました。訪問看護の魅力に取りつ
かれて、気づけば22年の月日が流れ
ていました。
　平成22年管理者に就任しました

が、当時の訪問看護は経営が厳しい状況で、経営改善が第一の課題でした。それまで経験した事の無い営業や連携に駆け
回っていた様な気がします。日々の業務においては地域包括ケアシステム構築推進の中で第3の医療と言われる在宅での
人工呼吸療法や中心静脈栄養療法等の医療処置も多くなり、ご利用者様の病態も大きく変化してきました。
　平成26年4月より機能強化型訪問看護管理療養費を算定させて頂いておりますが、訪問看護の役割がより重要視され
ている事を重く受け止めています。「病気があっても我が家で暮らしたい」との思いに寄り添い、その人らしい看取りの実現
を目指し玉名地域では、多職種と連携した在宅支援チーム「たまな在宅ネットワーク」があります。その一員として、より質
の高い、真心を込めた看護が提供できる様取り組んでいます。
　この様な状況の中で、他事業所同様人材確保、育成は大きな課題ですが、現在スタッフ一同、時には戸惑い悩みながらも
やり甲斐を見出し、意欲満々で日々の業務や研修、各委員会活動等、仕事に遊びに燃えています。手狭になった事業所の増
築工事も進めながら、今後更なる在宅支援に向けた労働環境の整備、賃金の適正化など改善に努めたいと思っています。
支えて下さっている多くの皆様に感謝し、大好きな訪問看護が1日でも長く続けられるよう足腰を丈夫にしておきたいと思
う今日この頃です。訪問看護を覗いてみようかと思われた方は是非ホームページ（http：// tam‐st.jp）をご覧ください。

玉名郡市医師会訪問看護ステーション　管理者　牧野　ひとみ

（スタッフの皆さん）

（カンファレンス風景）

（訪問での様子）

（カンファレンス風景）

（訪問での様子）
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平成26年度熊本県看護協会の理事会開催状況 (平成26年8月～平成26年11月)

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
　１）個人情報保護規程（案）について
　２）印章管理規程（案）について
　３）倫理規程（案）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8回理事会　平成26年10月16日(木）
1.公益社団法人熊本県看護協会規程について
　1）印章管理規程（案）について
2.第3回支部長会（案）について
3.平成26年度熊本県看護研究学会特別講演・テーマ(案)について
4.平成27年度基金に関するアイデア募集について（介護・福祉領域）

理事会開催状況（協議事項）は以下のとおりです。
5.平成26年度医工連携マッチングセミナー開催（看護師と患者側から 
　　の提言）について
6.熊本県ナースセンター機能拡大に伴う一部改修について
7.平成27年度県に対する予算要望（案）について
8.平成26年度熊本県看護協会セカンドキャリア支援交流会（案）について
9.平成26年度専門看護師・認定看護師・認定看護管理者等交流会
　（案）について

平成26年度　第9回理事会　平成26年11月13日(木）
1.平成26年度新規事業に関する事業計画(案)並びに補正予算（案）について
2.平成26年度医工連携マッチングセミナー開催（看護師と患者側から
　　の提言）について
3.平成27年度県に対する予算要望（案）について
4.平成27年度事業計画（案）について
　（平成26年度事業計画中間報告・評価について）
5.「看護くまもと」92号の企画について

平成27年度熊本県看護協会　改選役員及び推薦委員
平成28年度日本看護協会　代議員及び予備代議員の立候補について
平成27年度熊本県看護協会　改選役員及び推薦委員
平成28年度日本看護協会　代議員及び予備代議員の立候補について
平成27年度熊本県看護協会　改選役員及び推薦委員
平成28年度日本看護協会　代議員及び予備代議員の立候補について

－選挙管理委員会―
　平成27年6月20日（土）に開催される平成27年度通常総会において、熊本県看護協会の改選役員及び
推薦委員、平成28年度の日本看護協会代議員及び予備代議員の選挙を実施いたします。
　平成27年度に改選される以下の役員、委員及び代議員・予備代議員について公募いたしますので立候補
される方は、以下の要領により届け出をしてください。

■平成27年度　公益社団法人熊本県看護協会
　役員：5名（任期：平成27年度総会後2年）

■平成28年度　公益社団法人日本看護協会　
　代議員及び予備代議員：22名

有明・鹿本地区理事
菊池・阿蘇地区理事
熊本南地区理事
上益城・宇城地区理事
天草地区理事

1名
1名
1名
1名
1名

役員 人数

■平成27年度　公益社団法人熊本県看護協会
　推薦委員：8名

保健師
助産師
看護師

2名
2名
4名

推薦委員 人数

代議員
予備代議員

11名
11名

代議員・予備代議員 人数

（任期：平成27年度総会後1年）

（任期：平成28年4月1日～平成29年3月31日）

＜立候補について＞
立候補される方は公益社団法人熊本県看護協会
定款細則の規定に基づき、本会正会員5名以上の
推薦を受けて届けてください。

＜選挙期日及び場所＞
平成27年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会
期日：平成27年6月20日（土）
場所：熊本県立劇場（演劇ホール）

＜立候補の届出期間＞
平成27年1月20日～
平成27年4月20日（当日消印有効）

＜届出方法＞
「届出書」　①立候補届出書　②立候補推薦書
※様式については熊本県看護協会事務局へご請
求ください。　ＴＥＬ：096-369-3203
「届出先」　〒862-0901
　　　　　熊本市東区東町3丁目10－39　
　　　　　公益社団法人熊本県看護協会
　　　　　選挙管理委員長　吉本　浩美　宛
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平成26年度

熊本県看護研究学会熊本県看護研究学会

演題：看護師として生きる―看護師は生きてきたように看護する
講師：宮子あずさ氏
講師略歴
看護師、著述業、大学非常勤講師「東京女子医科大学大学院　看護職生涯発達学分野」
＜略歴＞
1987年から2009年3月まで東京厚生年金病院に22年勤務。経験は内科、精神科、緩和ケアの3病棟。看護
師長歴7年。精神科病院で看護師として働きつつ、看護雑誌を中心とした文筆活動、講演のほか、大学・大学院で
の学習支援を行う。研究も含め、テーマは看護師が仕事の意味を味わいながら、息長く働ける状況づくりである。
＜ホームページ＞
ほんわか博士生活（旧「ほんわか修士生活」）　http://www.parkcity.ne.jp/̃miyako/
＜主な著書＞　
・ナース専用お悩み外来（医学書院）
・元気が出る看護論（日本看護協会出版会）等

特　別　講　演

護
で
る。

●会場アクセス

熊本

ウィーンの森

国
道４４５号

線

●嘉島町役場

イオンモール熊本●イオンモール熊本●
●はま
　寿司
●はま
　寿司

●
　ココストア
●
　ココストア

●
イオン
ガソリン
スタンド

●
イオン
ガソリン
スタンド●

水春
●
水春

嘉島保育園●嘉島保育園●
からしま小児科●からしま小児科●

●
嘉島町
役場

●
嘉島町
役場

嘉島中学校
●

嘉島中学校
●嘉島町民体育館●嘉島町民体育館●国

道４４５号
線

信号より800m先

至 九州道御船IC

至 熊本市街

おべんとうの
ヒライ
　●

嘉
島
町
民会

館

▶

▶

住所：上益城郡嘉島町上島545　電話番号：096-237-0058

御船ICから熊本方面へ車で約5分
駐車場収容台数：180台

開催日 平成27年3月15日(日) 場所 嘉島町民会館
今年度は会場が変わりました。ご確認ください！！

今年は、「業務従事者届」提出の年です。
業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師の方は平成26年12月31日現在における氏名や住所などの届け
出をしなければなりません。（保健師助産師看護師法第33条規定による）

病院、診療所、保健所、市町村、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、社会福祉施設、事業所、看護学校、
助産所などで働いている看護職員（休職中、育児休暇中であっても雇用関係にある場合は対象となります）。

各保健所から勤務先に配布されるので必要事項を記入のうえ、就業地を管轄する保健所へ提出してくださ
い。なお、勤務先に届出票が届かない場合は、就業地を管轄する保健所へ連絡してください。

対 象 者

届出票の配布
及び提出方法

届出期限 ●問い合わせ先●
就業地を管轄する保健所

県健康福祉部看護班
TEL.096-333-2206又は

＊＊＊

＊＊＊

看護職員
の皆様へ

平成27年１月15日（木）必着
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編集
後記

編集（広報委員）

表紙のご紹介

「江戸時代の様式を今に伝える芝居小屋　八千代座」
「伝統とロマンを感じる灯りの祭典　山鹿灯籠浪漫・百華百彩」

耕　理千子
筑紫　弥生
池松　敦子　松田知恵美
山神　敦子　松浦　香織
原　　由美　田村　一真
平野　宏一

担当理事
委 員 長
委　　員

ペンネーム　フジーさん作

（これでも熊本人）熊本県看護協会会員様特別割引のご案内

シルク・ドゥ・ソレイユ公認

ダイハツ「オーヴォ」福岡公演  ＪＴＢ特別公演
2015年2月25日(水)　16：00　開演
2015年2月28日(土)　15：00　開演
2015年3月  8日(日)　11：00　開演

会  　　　　 場：
お申し込み方法：

お問い合わせ：
チケット価格：

福岡ビッグトップ(筥崎宮外苑)
12月末に施設の会員代表者様あてにお送り致しまし
た申込用紙にご記入の上、ＪＴＢ九州イベントツア
ーデスクまでＦＡＸしてください。
ＴＥＬ092-712-0700　ＦＡＸ092-751-9200
詳細は12月末発送のチラシまたは熊本県看護協会ホ
ームページをご参照ください。
※ 知人・友人・ご親戚の方も同価格です。

平成27年度の入会申込を開始しました
（有効期間：平成27年4月1日～28年3月31日）

年 会 費　11,500円 （年度途中で入会されても会費は変わりません）
会費内訳　日本看護協会費　　5,000円
　　　　　熊本県看護協会費　6,500円

平成27年度 看護協会入会申込受付中です！

　代議員・予備代議員に選出されている方、各委員会に選出されている方、現在
「看護職賠償責任保険制度」に加入している方は看護協会入会が条件です。
　会員数の多い施設、上記該当される方はお早目の手続きをお願いします。会員
証の発行には２ヶ月ほど期間を要しますので２月中旬までにご入会いただきます
と、４月頃に新しい会員証がお届けできます。 

施 設 名 件 数 金 額

自衛隊熊本病院
上天草総合病院
菊陽台病院
　　　　　　　合　　　　計

1
5
1
7

30,000
150,000
30,000
210,000

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9月22日～平成26年12月10日

今回取り上げたエボラ出血熱のみ
ならず、インフルエンザも流行期
に入りました。標準予防対策を基
に、勤務先、自らを守り、よりよ
い一年の始まりとなるよう広報委
員一同祈念いたします。


