
94

発行日 平成27年8月21日
発行者 高島和歌子
編集者 広報委員会

発行所 公益社団法人 熊本県看護協会
熊本市東区東町3丁目10番39号
TEL 096-369-3203
FAX 096-369-3204
URL http：//www.kna.or.jp

…………………………………………………………P2
……………………………P3

…………………P4
…………………………………………………………P5

……P6
………………………………P7～P8

………………………………………………………P9
…………………………………P10～P11

…………………P12～P13
………………………………………………………P14

●会長あいさつ
●平成27年度 熊本県看護協会通常総会
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公益社団法人
熊本県看護協会会長

高島　和歌子

会 長 あ い さ つ

会員の皆様には、この夏もお元気でお過ごしのことと
存じます。
まず、6月20日の県看護協会通常総会へのたくさん

の会員のご参加、ありがとうございました。
ご承認いただいた重点事業
1． 地域包括ケアシステムにおける看護職の
　  役割発揮の推進
2． 働き続けられる労働環境改善の推進
3． 看護の質向上のための継続教育の充実
4． 県民への健康づくりの支援活動の推進
その他重要な継続事業
・准看護師から看護師への移行支援事業
・医療・看護の安全対策に関する事業
等について、実施してまいります。
また、７月末の３日間、高校生の一日看護体験受け入

れにご協力いただき、ありがとうございました。今年は、
780人の高校生が県内38の病院で看護体験をしまし
た。
また、看護学生体験は7つの看護学校と1つの看護大

学で237人が体験しています。いま、少子高齢社会の中
で看護師の数の確保が課題となっています。平成3年度
からの「高校生の一日看護体験」と、今年から始まった
「高校生の一日看護学生体験」は、若い人が「看護」を、や
りがいがあり自分を成長させる職業として選ぶことにつ
ながってほしいという思いで、これらの事業を開催して
います。準備をして迎えてくださった病院の皆様や看護
学校・大学の教員の皆様に、あらためてお礼を申し上げ
ます。
さて、地域包括ケアシステムの中に含まれる地域医療

構想についての会議が県内１１地域で始まっております。
介護療養病床が２０１７年度末に廃止が予定され、熊本
県は病床の３割減が課題となっている中、地域包括ケア
の実施や訪問医療・看護・介護の充実のために、熊本県
看護協会の理事や支部長に看護職能としての立場で地
域医療構想会議の委員として、会議に出席していただい
ています。患者・医療や介護の利用者・家族・地域住民と
しての立場に立ち、「専門職と患者」という関係を、立場
や職種を超えた「同じ地域に暮らす住民同士」という視
点に広げて、会議に臨んでいただくことを期待していま
す。
最後に、日本看護協会の「2025年に向けた看護の挑

戦　看護の将来ビジョン～いのち・暮らし・尊厳をまもり
支える看護」が６月に公表されました。ご自分の看護職と
しての方向性を確認する良い材料として、一読されるこ
とをお勧めします。日本看護協会のホームページでも公
開中です。
今年度後半も、会員の皆様と課題を共有して、時には

ご意見をいただきながら、活動してまいりたいと思いま
す。
皆様方の益々のご健勝とご活躍を祈念致しまして挨

拶と致します。

「平成27年度 熊本県看護協会通常総会」「平成27年度 熊本県看護協会通常総会」
6月20日(土)、熊本県立劇場において
「平成27年度熊本県看護協会通常総
会」が開催されました。当日は梅雨空の
中、1,010名の参加がありました。総会開
会を前に、冒頭の挨拶において高島会長
は、熊本県看護協会が掲げる4つの重点
事項（①地域包括ケアシステムにおける
看護職の役割発揮の推進　②働き続け
られる労働環境改善の推進　③看護の
質向上のための継続教育の充実　④県
民への健康づくりの支援活動の推進）に
ついて触れられ、これらの推進達成のた
め、支部との連携強化や支部活動の活性
化、会員のニーズに沿った運営に努力す
ることを誓われました。
次に看護協会会員として、看護業務は
基より様々な分野での功績が認められた22名の方々に対し、熊本県看護協会長表彰の授与が執
り行われました。
来賓祝辞においては、蒲島県知事よりお言葉を頂き、看護協会ならびに協会会員の活動が行政
においても多大な影響を与え、その役割を果たしていると再認識する機会となりました。引き続き
松田県議会議長、大西熊本市長、福田熊本県医師会長からも祝辞を頂戴しました。
その後議事開始となり、議長団選出の後、報告事項4案、審議事項2案の全ての案件に対して可
決、承認がなされ、閉会となりました。
総会終了後は保健師、助産師、看護師の各職能に分かれ、職能別交流集会が開催されました。保
健師交流集会ではテーマを「認知症の早期発見とネットワーク～若年者から高齢者まで～」、助産
師交流集会では「地域を動かす助産の力」、看護師交流集会では、「看看連携のために知っておき
たい看護師職能Ⅱの医療と看護の範疇」と題し、各方面で活躍される講師やパネリストを迎え、
各々の立場と環境で直面する現状や問題点、また国策を通して求められるこれからの課題に対し
て、講演やディスカッションの場が持たれました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責／広報委員会　田村　一真

講師：矢島助産院
矢島　床子氏

パネルディスカッションの様子

講師：熊本大学大学院生命科学研究部
　　  神経精神医学分野　助教

石川　智久氏

保健師職能交流会 助産師職能交流会 看護師職能交流会
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平成27年度  公益社団法人熊本県看護協会役員平成27年度  公益社団法人熊本県看護協会役員 平成27年度  新 支 部 長 紹 介平成27年度  新 支 部 長 紹 介
鹿本支部　佐藤　アキ （山鹿市役所　国保年金課） 阿蘇支部　波多野智子 （小国公立病院）

熊本東支部　瀧本　知子 （くまもと森都総合病院） 熊本西支部　荒木佐由美 （朝日野総合病院）

上益城支部　西田　須子 （谷田病院） 八代支部　瀬高　香澄 （熊本総合病院）

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

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 よりこ

人吉・球磨支部　平　恵美 （球磨郡公立多良木病院）

この度、阿蘇支部長を務める事に
なりました。
４月１日に総看護師長になったばか
りで、責任の重さと不安を感じていま
す。支部活動として、まちの保健室な
どを通して、地域住民の健康づくりを
支援する事はもとより、看護協会の
重点事業の一つでもあります、看護職の役割発揮の推進が
少しでも図れますように、皆様のお力をおかりして、活動に
参加していきたいと考えています。微力ではありますが、皆
様のご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。

鹿本支部長となりました山鹿市役
所の佐藤アキです。未熟者ですが、会
員の皆さまとのつながりを大切に、
役割を果たせるようつとめさせてい
ただきます。
行政に所属する立場ですので、地域
住民に必要とされる看護の役割を改
めて発信することや、看護職の人材確保などを課題として
取り組みたいと思っています。皆様のご指導よろしくお願
いいたします。

今年度より熊本東支部長を務めさ
せていただくことになりました。
超少子高齢化社会を迎える中で看
護に寄せられる期待は大きいものが
あります。まちの保健室や熊本市民
健康フェスティバルへの参加など地
域の皆様の健康づくりの支援や、研
修会・会員のためのレクリエーションなど支部役員と共に
支部運営が滞ることのないよう熊本県看護協会と連携を図
りながら務めていきたいと思います。会員の皆様のご指導
とご協力を宜しくお願い致します。

はじめまして、このたび西支部支部
長を引き継ぐことになりました。
看護師の質向上や看護職の連携を
深められるよう、県協会と連携を取り
ながら支部会活動を行ってまいりま
す。共催研修やリフレッシュ研修の企
画・運営、地域での活動として、まち
の保健室事業に取り組んでまいりますので、会員の皆様の
ご協力をお願いします。

今年度より、上益城支部長を務めさ
ていただくことになりました。
看護協会の中での支部活動の役割
は重要であることを認識し責任の重
さと不安を感じております。地域包括
ケアシステムにおいて看護師の役割も
変化しています。協会の方針のもと、
支部活動や研修会を通して地域の看護職の連携を深め、
看護の質向上に微力ながら努めてまいりたいと思います。
会員の皆様のご支援と御協力をよろしくお願い致します。

今年度より、八代支部長を務める
ことになりました熊本総合病院の瀬
高と申します。
支部活動として、看護の質向上のた
めの研修会や看護研究発表会、地域
住民のためのまちの保健室等を継続
して行っていきます。また、地域包括
ケアシステム構築に向けて取り組んでまいりますので会員
の皆様のご支援とご協力をお願いします。

平成27年度から人吉・球磨支部長
をつとめさせていただくことになりま
した。人吉・球磨支部は会員施設数
29、会員数518人(入会者率33.1％)
で活動しています。当地区でも８月か
ら医療提供体制の協議が始まりま
す。地域のニーズを提言し、将来を見
据え「人の命・くらし・尊厳を守り支える看護」を支部活動
の中で具体化して行く事が使命と考えています。皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

▶高島会長の動向からみる看護協会の動き

▶

5/27 「熊本市防災会議」
　議長は熊本市長です。
　協会には女性（看護師）の視点で災害を
捉えての意見を求められました。災害弱者
となりうることが考えられる、透析患者、
妊産婦、在宅酸素療養者や障がい者などへ
対応できる体制づくりを要望しています。
　様々な団体から災害時に災害支援ナー
スの出動を要請されているが、災害支援
ナースは県や日看協からの依頼で出動し
ているのが現状です。
　災害時支援においても看護師の存在価
値が高くなっていると感じます。

6/4「熊本県地域医療構想検討
　　 専門委員会」
　熊本の病院数、病床数は全国から見ても恵
まれた状況で、3割減らすことを目標とされて
います。在宅診療に頑張っている医師もおら
れるますが、死を迎える場所は病院ではない

という認識を広く啓蒙していく事
が望まれます。熊本は、他県と隣
接している地域も多く、医師派遣
や訪問看護においても他県の状況
の理解が必要です。しかし、地域

包括ケア病床を有する病院も増えてきてお
り、急性期病院で加療後、紹介元に戻ってき
ていた患者さんが地域包括病床に流れ、その
結果地域を支える診療所が減少して、患者さ
んが自宅へ戻る機会を減らしており、今後は
一筋縄ではいかない現状もあります。
　今後は急性期病院で訪問看護を開始した
り、教育の一環として訪問看護に触れたりす
ることが必要ではないかと考えます。また、看
護職は患者さんや県民を「看護者・患者」で
はなく「同じ地域にくらす人」ととらえ、看護
職としてできることを実践・発言していきま
しょう。

27年５月～７月までに約20件の
会議等に出席されました。
特に印象的な会議について会長に
インタビューをしてみました。

Q質問：「様々な会議に参加されて良かった点は？」
高島会長：「あらゆる会議で、看護師がいないとダメだという発言が多
く聞かれます。看護師の必要性、需要は高くなるばかりです。業務内容
は多く多岐にわたります。協会事業として今年から看護補助者活用の
ための研修も始めます。」

熊

本県看護 協 会
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白岩　生美
開田ひとみ
鏡　　育代
野田小百合

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 よりこ

人吉・球磨支部　平　恵美 （球磨郡公立多良木病院）

この度、阿蘇支部長を務める事に
なりました。
４月１日に総看護師長になったばか
りで、責任の重さと不安を感じていま
す。支部活動として、まちの保健室な
どを通して、地域住民の健康づくりを
支援する事はもとより、看護協会の
重点事業の一つでもあります、看護職の役割発揮の推進が
少しでも図れますように、皆様のお力をおかりして、活動に
参加していきたいと考えています。微力ではありますが、皆
様のご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。

鹿本支部長となりました山鹿市役
所の佐藤アキです。未熟者ですが、会
員の皆さまとのつながりを大切に、
役割を果たせるようつとめさせてい
ただきます。
行政に所属する立場ですので、地域
住民に必要とされる看護の役割を改
めて発信することや、看護職の人材確保などを課題として
取り組みたいと思っています。皆様のご指導よろしくお願
いいたします。

今年度より熊本東支部長を務めさ
せていただくことになりました。
超少子高齢化社会を迎える中で看
護に寄せられる期待は大きいものが
あります。まちの保健室や熊本市民
健康フェスティバルへの参加など地
域の皆様の健康づくりの支援や、研
修会・会員のためのレクリエーションなど支部役員と共に
支部運営が滞ることのないよう熊本県看護協会と連携を図
りながら務めていきたいと思います。会員の皆様のご指導
とご協力を宜しくお願い致します。

はじめまして、このたび西支部支部
長を引き継ぐことになりました。
看護師の質向上や看護職の連携を
深められるよう、県協会と連携を取り
ながら支部会活動を行ってまいりま
す。共催研修やリフレッシュ研修の企
画・運営、地域での活動として、まち
の保健室事業に取り組んでまいりますので、会員の皆様の
ご協力をお願いします。

今年度より、上益城支部長を務めさ
ていただくことになりました。
看護協会の中での支部活動の役割
は重要であることを認識し責任の重
さと不安を感じております。地域包括
ケアシステムにおいて看護師の役割も
変化しています。協会の方針のもと、
支部活動や研修会を通して地域の看護職の連携を深め、
看護の質向上に微力ながら努めてまいりたいと思います。
会員の皆様のご支援と御協力をよろしくお願い致します。

今年度より、八代支部長を務める
ことになりました熊本総合病院の瀬
高と申します。
支部活動として、看護の質向上のた
めの研修会や看護研究発表会、地域
住民のためのまちの保健室等を継続
して行っていきます。また、地域包括
ケアシステム構築に向けて取り組んでまいりますので会員
の皆様のご支援とご協力をお願いします。

平成27年度から人吉・球磨支部長
をつとめさせていただくことになりま
した。人吉・球磨支部は会員施設数
29、会員数518人(入会者率33.1％)
で活動しています。当地区でも８月か
ら医療提供体制の協議が始まりま
す。地域のニーズを提言し、将来を見
据え「人の命・くらし・尊厳を守り支える看護」を支部活動
の中で具体化して行く事が使命と考えています。皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

▶高島会長の動向からみる看護協会の動き

▶

5/27 「熊本市防災会議」
　議長は熊本市長です。
　協会には女性（看護師）の視点で災害を
捉えての意見を求められました。災害弱者
となりうることが考えられる、透析患者、
妊産婦、在宅酸素療養者や障がい者などへ
対応できる体制づくりを要望しています。
　様々な団体から災害時に災害支援ナー
スの出動を要請されているが、災害支援
ナースは県や日看協からの依頼で出動し
ているのが現状です。
　災害時支援においても看護師の存在価
値が高くなっていると感じます。

6/4「熊本県地域医療構想検討
　　 専門委員会」
　熊本の病院数、病床数は全国から見ても恵
まれた状況で、3割減らすことを目標とされて
います。在宅診療に頑張っている医師もおら
れるますが、死を迎える場所は病院ではない

という認識を広く啓蒙していく事
が望まれます。熊本は、他県と隣
接している地域も多く、医師派遣
や訪問看護においても他県の状況
の理解が必要です。しかし、地域

包括ケア病床を有する病院も増えてきてお
り、急性期病院で加療後、紹介元に戻ってき
ていた患者さんが地域包括病床に流れ、その
結果地域を支える診療所が減少して、患者さ
んが自宅へ戻る機会を減らしており、今後は
一筋縄ではいかない現状もあります。
　今後は急性期病院で訪問看護を開始した
り、教育の一環として訪問看護に触れたりす
ることが必要ではないかと考えます。また、看
護職は患者さんや県民を「看護者・患者」で
はなく「同じ地域にくらす人」ととらえ、看護
職としてできることを実践・発言していきま
しょう。

27年５月～７月までに約20件の
会議等に出席されました。
特に印象的な会議について会長に
インタビューをしてみました。

Q質問：「様々な会議に参加されて良かった点は？」
高島会長：「あらゆる会議で、看護師がいないとダメだという発言が多
く聞かれます。看護師の必要性、需要は高くなるばかりです。業務内容
は多く多岐にわたります。協会事業として今年から看護補助者活用の
ための研修も始めます。」

熊

本県看護 協 会



9

平成27年度  新職能委員紹介平成27年度  新職能委員紹介

阿蘇医療センター　木村　仁美
この度、看護師職能委員会Ⅰの委員を務めさせていただくことに
なりました。看護を取り巻く環境の変化を、看護の現場でも感じて
います。これからの社会の中での看護職の役割を考えながら、皆
様とともに様々な課題に取り組んでいきたいと思います。よろしく
お願いいたします。

済生会熊本病院　牛島　久美子
医療情勢の変動の中、看護師は高度急性期医療のケアから、地
域に根ざした在宅看護まで高い専門性と継続性が求められていま
す。看護師職能委員として、医療制度の動向を意識し現場の意見、
地域の現状を把握し、看護師の働く環境の整備や、看護の質向上
につながる活動ができるよう取り組んで参ります。

国立病院機構　熊本再春荘病院　橋本　美佐代
九州内の転勤11か所目。熊本県は初めてです。春、病院の桜

を毎年楽しんでいます。今年は大役をいただきまして緊張していま
すが多くの方と看護の課題に取り組む機会を自分の成長の機会と
も考えています。学習を深め少しでも現場へ還元できるように努力
してまいります。よろしくお願いします。

公立玉名中央病院　柴尾　恵美
初めてのことで分からないことばかりですが、私自身のスキル

アップを図ると共に職場スタッフの意識向上に微力ながら貢献でき
るよう頑張りたいと思います。

看護師職能委員会 Ⅰ

熊本赤十字病院　常見　和代
性教育の依頼も多く、若い世代へ命の大切さを伝えていく大事

な役割が求められているのだと感じています。また、今年度からク
リニカルラダー認証制度が始まります。助産師の質向上に向けた
活動に少しでも貢献し、自身の成長にも繋げていけるよう頑張って
いきたいと思います。

熊本大学医学部保健学科　吉田　佳代
現在、喫緊の社会問題であります少子化改善に向けて、女性が
安心して出産・子育てできる環境づくりのために、微力ながら教育
の視点から自律した助産師の育成ならびに活動支援に貢献してま
いります。

水俣市立総合医療センター　田中　聖子
助産実践能力習熟段階クリニカルラダー認証制度（CLoCMP）

が今年8月より開始となります。助産師職能の活動を通じ、我々
助産師を取り巻く環境の変化について学びを深めさせて頂き、助
産師としてすべての妊産褥婦や新生児に質の高い助産ケアを提供
し、妊産褥婦と新生児及びその家族の健康な生活の実現に貢献で
きるよう活動していきたいです。

福田病院　北川　美穂子
この度、助産師職能委員を務めさせて頂くことになりました。初
めてのことで分からないことばかりですが、他施設で活躍されてい
る助産師の皆さんと交流を深め、先輩方と一緒に頑張りたいと思
います。

助産師職能委員会

熊本市中央区役所　鶴田　千春
今年で6年目になり、入庁して初めての異動で西区役所から中
央区役所へ異動しました。職場も変わり、心機一転何か新しいこと
を始めてみたいと思い職能委員を引き受けました。ついていける
か少し不安ですが、県や他市町村の保健師の方々の話を聞けるい
い機会なので、楽しみながら学んでいきたいと思います。よろしく
お願いします。

保健師職能委員会

ご寄付ありがとうございました

八代市海土江町　中村　好 様

近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にあたる５月１２日の「看護の日」を記念して、今年
は翌13日に鶴屋百貨店　鶴屋ホールにて「～看護の心をみんなの心に～」をテーマに記念式典が開催されました。
当日は、医療関係者、一般の方、看護学生を含め658名の参加者で会場が埋め尽くされ、式典では、くまモンのエス
コートで壇上にあがられた１２名の優良看護職員の方々が永年の功績を称えられ、熊本県知事表彰を受けられまし
た。
大林由紀さんの澄んだ声のピアノの弾き語りで心が洗われるような感動を抱いた後、今年は、元ＮＨＫアナウンサー
で、現在は千葉県熊野神社宮司の宮田修さんによる「日本人は“命”をどう考えてきたか」と題された講演でした。
この講演の直前に大病を患われ、当日の講演に臨まれたことから話が始まり、驚かされましたが、アナウンサーか
ら宮司となったきっかけ、先祖から子孫へと脈々と命をつないでいくという事を、病気を乗り越えられた実体験と重
ね合わせた心に沁みる内容でした。
講演終了後、参加された年配の男性に「今日の話しは良かったな～」と話しかけられ、看護の心がみんなに伝わった
事を実感したひと時でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責／熊本西地区理事　耕　理千子

「看護の日 記念式典及び講演会」

～看護の心をみんなの心に～
2015年

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

特別講演中の宮田修先生

ピアノ弾き語り　大林由紀さん

6

本年5月にご逝去された本会の名誉会員である　
故）久保田　豊 様のご遺族様から、ご寄付をいただ
きました。本会の主たる目的の業務に使用させてい
ただきます。

皆様よりご支援いただきましたネパール大地震義援
金は8月10日をもちまして終了し、日本赤十字社熊
本県支部へお届けしました。
　　　　　　　　　　　　一金　47,000円也―

ネパール大地震義援金

平成27年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成27年4月～平成27年7月）
　第１回理事会　平成27年４月16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の代行順序について
2.平成26年度事業報告について
3.平成27年度重点事業・事業計画 について（総会要綱記載分）
4.平成27年度役員候補者及び推薦委員候補者並びに平成28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27年度三職能委員の選任について
6.教育部長就任の人事に関する事項

　第２回理事会　平成27年5月21日(木）

1.平成26年度決算報告・監査報告について
2.平成27年度一次補正予算について
3.公益法人制度定期提出書類について
4.平成27年度熊本県看護協会通常総会について
5.平成26年度重点事業・事業報告について（総会要綱記載分）

6.平成27年度三職能委員並びに常任・特別委員候補者について
7.平成27年度第2回合同委員会プログラムについて

　第3回理事会　平成27年6月20日(土）

1.公益社団法人定期提出書類について
2.常任委員の選任について
3.看護くまもと94号（8月）発行について

　第４回理事会　平成27年7月16日(木）

1.公益社団法人熊本県看護協会定款施行細則及び委員会
　規則の一部改正について
2.平成27年度看護管理者会（中央開催案）について
3.平成27年度第2回支部長会プログラムについて
4.平成28年度熊本県への予算要望について
5.平成27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
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看護師職能委員会 Ⅰ
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大林由紀さんの澄んだ声のピアノの弾き語りで心が洗われるような感動を抱いた後、今年は、元ＮＨＫアナウンサー
で、現在は千葉県熊野神社宮司の宮田修さんによる「日本人は“命”をどう考えてきたか」と題された講演でした。
この講演の直前に大病を患われ、当日の講演に臨まれたことから話が始まり、驚かされましたが、アナウンサーか
ら宮司となったきっかけ、先祖から子孫へと脈々と命をつないでいくという事を、病気を乗り越えられた実体験と重
ね合わせた心に沁みる内容でした。
講演終了後、参加された年配の男性に「今日の話しは良かったな～」と話しかけられ、看護の心がみんなに伝わった
事を実感したひと時でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責／熊本西地区理事　耕　理千子

「看護の日 記念式典及び講演会」

～看護の心をみんなの心に～
2015年

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

特別講演中の宮田修先生

ピアノ弾き語り　大林由紀さん

6

本年5月にご逝去された本会の名誉会員である　
故）久保田　豊 様のご遺族様から、ご寄付をいただ
きました。本会の主たる目的の業務に使用させてい
ただきます。

皆様よりご支援いただきましたネパール大地震義援
金は8月10日をもちまして終了し、日本赤十字社熊
本県支部へお届けしました。
　　　　　　　　　　　　一金　47,000円也―

ネパール大地震義援金

平成27年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成27年4月～平成27年7月）
　第１回理事会　平成27年４月16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の代行順序について
2.平成26年度事業報告について
3.平成27年度重点事業・事業計画 について（総会要綱記載分）
4.平成27年度役員候補者及び推薦委員候補者並びに平成28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27年度三職能委員の選任について
6.教育部長就任の人事に関する事項

　第２回理事会　平成27年5月21日(木）

1.平成26年度決算報告・監査報告について
2.平成27年度一次補正予算について
3.公益法人制度定期提出書類について
4.平成27年度熊本県看護協会通常総会について
5.平成26年度重点事業・事業報告について（総会要綱記載分）

6.平成27年度三職能委員並びに常任・特別委員候補者について
7.平成27年度第2回合同委員会プログラムについて

　第3回理事会　平成27年6月20日(土）

1.公益社団法人定期提出書類について
2.常任委員の選任について
3.看護くまもと94号（8月）発行について

　第４回理事会　平成27年7月16日(木）

1.公益社団法人熊本県看護協会定款施行細則及び委員会
　規則の一部改正について
2.平成27年度看護管理者会（中央開催案）について
3.平成27年度第2回支部長会プログラムについて
4.平成28年度熊本県への予算要望について
5.平成27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
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天草はキリシタンの島で有名です。おなじみの場所かも知れま
せんが、天草に来たら、まず、天草キリシタン館に足を運んで下
さい。キリシタン館には、寛永14年、島原・天草一揆で使用さ
れた武器や国指定重要文化財が約200点展示されています。
春は、桜が満開に咲き誇り、夏には青い空と青い海、旧本渡市
内が一望できます。

施設の横に建てられている天草四郎像。
梅雨の合間、晴天の日がありました。空に
は鳥が飛んでいて四郎の周りを遊んでいま
した。

旧本渡市の中心を流れる山
口川に架かる祗園橋は、島
原・天草一揆の際にキリシ
タン群と富岡城の唐津藩と
の決戦があった場所です。
河川を埋めつくすように屍
があったという事です。毎
年10月に慰霊祭が行われ
ていましたが、現在は、12
月に千人キャンドルが行わ
れています。石造りのこの
橋は、国重要指定文化財と
なっています。

天草から島原半島を眺め
るように車で巡ると、苓
北町に辿り着きます。
途中、海鮮のお食事処が
いくつかあります。
苓北町の入り口に、波に
よる浸食でできた「おっ
ぱい岩」を見る事ができ
ます。
看板が目印ですが、満ち
潮の時は見られません。

熊本市南区川尻町の河尻神宮秋季大
祭（10月中旬）は、宮廻り・さがり馬・
流鏑馬（やぶさめ）式等を奉納します。
また鳥居元である川尻町は、毎年神
輿・傘鉾（かさぼこ）・風流舞（ふりゅ
うまい）・獅子舞などを奉納します。町
民一丸となった祭りは、とても活気が
あり、勇壮で見応えがあります。 熊本市南区川尻町

河尻神宮

たまたま潮が引い
ていて立派に撮れ
ました。触ってみた
くなる～？
向いに見える島は、
通詞島です。橋でつ
ながっています。
泊りで来られる方には、この先の西海岸の夕日は
お勧めです。

有明支部

天草支部

普段入ることのできない、JR九州熊本総合車両所内の
見学や、新幹線の先頭車両での写真撮影、新幹線の車内
見学が予約すれば無料でできます。
（運行状況によります）
◎毎年実施されている「新幹線フェスタ」
　今年度は、10月25日（日）全国から参加されますよ！
■九州旅客鉄道（株）熊本総合車両所
　TEL 096-357-7272

熊本南支部
河尻神宮
秋季大祭
河尻神宮
秋季大祭

新幹線
見学隊
新幹線
見学隊

宇城支部では、自然の立ち木を利用して楽しめる
アウトドアパーク『フォレストアドベンチャー・美里』
とキャンプやコテージなどの日帰り、宿泊もできる
『美里ガーデンプレイス・家族村』をご紹介します。
2ヶ所とも美里町の緑川ダム周辺にあり、大自然
を満喫することができます。『フォレストアドベン
チャー』は、今年出来たばかりですが、自然の立
ち木に作られた足場を渡り歩いたり、ジップスライ
ドで滑り降りたりします。39 のアクティビティが
あり、最初はドキドキ・ハラハラと足がすくんだり
するかもしれませんが、きっと快感になる人が多
いのではと思います。高い所がちょっとダメかもと
いう方も・・
一度挑戦してみてください。『美里ガーデンプレイ
ス・家族村』は、隣にあり、広範囲にわたり、多
くのコテージ、テントを張ってのキャンプ、または、
ピザつくりの体験や、バーベキューなどご家族、

お友達などで楽しむことができま
す。是非、足を運んでみてください。
施設の方も、「お待ちしています♡」
とのことでした。

宇城支部
フォレスト
アドベンチャー
フォレスト
アドベンチャー

～13支部の行楽スポット  を順に紹介します～

●お問合わせ
　〒861-4703 熊本県下益城郡美里町畝野3083-1
　美里町ガーデンプレイス家族村隣接
　TEL 080-8387-3310
　E-mail:misato@foret-aventure.jp
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新人ナース紹 介・先輩ナース紹介
今回は、新人ナースと　先輩ナースをご紹介します。

人吉医療センター
新人

入職してすぐの頃、私は不安でいっぱいでした。なれない環境に覚える
ことは沢山あり、ちゃんと一人前の看護師になれるのかと思っていました。
もちろん今もそう思うことはありますが、今はサポートしてくれる先輩方
がいます。プリセプターの先輩は会う度に「大丈夫？」と声をかけてくれ、
相談しやすい環境を作ってくれます。これからもたくさんのことを学び、
私の目指す看護師に近づけるように頑張りたいです。

9階病棟（混合病棟）　郡　　桃伽

入職しての感想

先輩

看護師になり3年目、今回プリセプターを任される事になり不安な面も
ありましたが、自身の学びを深められる時間も多く今までの看護を振り返
る場ともなりました。私が1年目の頃を思い出しましたがプリセプターの
存在はとても大きく精神的にも支えられていました。勤務が合う日などコ
ミュニケーションをとり精神的フォローができるように心がけています。こ
れからもプリセプティーの支えとなれるように頑張り、お互いに成長して
いけるように学びを深めていきたいと思います。

9階病棟（混合病棟）　田山あかり

田山あかり
（プリセプター）

郡　桃伽
（新人看護師）

プリセプターとして

天草地域医療センター
新人

入職し4ヶ月が経ちます。当院はパートナーシップ・ナーシング・シス
テムの看護提供方式を取っており、プリセプターであるパートナーが相談
したい時に側にいる事が心強く、安心感があります。パートナーと2人で
行動するため、その場で患者・家族の観察、状況判断、対応を学び、看
護が提供できます。しかし、私の知識・経験が不足している事でパートナー
に判断を頼ることもありました。今後、自身の成長とパートナーと協力し
ていくために、コミュニケーションを取り、互いに高め合える様に行動し
ていきたいです。

3階北病棟（混合病棟）　益田みのり

入職しての感想

先輩

実地指導者として新人と接するようになって3年目になりました。ＰＮＳ
導入後、２回目の新人を迎えています。考える力を持ってもらえるよう試
行錯誤の日々を送っていますが、それに応えるように、忙しい中自分で考
え行動しようと頑張ってくれています。1人1人個性があるため、毎年そ
の人に合わせた指導をしていくのは難しいですが、成長していく過程を見
ていくのが今の私の楽しみです。

3階北病棟（混合病棟）　池田　久美

益田みのり
（新人看護師）

池田　久美
（プリセプター）

プリセプターとして

熊本赤十字病院
新人

最近は夜勤業務を経験し、自分ひとりで実施できるケアや処置が増え、
看護師としての責任を改めて感じています。失敗したり落ち込んだりする
こともたくさんありますが、そのたびにチューターさんにアドバイスを頂
いたり、同期と励まし合い「また頑張ろう！」と自分の活力にしています。
その日に経験したことを振り返り自分の成長につなげ、理想の看護師に近
づけるように笑顔を忘れず元気に頑張りたいと思います。

6階東病棟（混合病棟）　山元　夏妃

入職しての感想

先輩

新人看護師のチューターとなって、新人看護師の成長していく過程を
身近に感じられることを嬉しく思う日々です。また、自分自身の看護師と
しての成長も感じられるようになり、今後も一緒に成長していけたらと思
います。

　6階東病棟（混合病棟）　永村　彩奈
永村　彩奈
（チューター）

※チューターシップとは、プリセプターの負担軽減を図り、部署の全員が支援する方式。
　チューターは、決まった相談相手が仕事の仕方、学習方法、悩み事などの心理面など広範囲にわたり相談や支援を行うこと。

山元　夏妃
（新人看護師）

チューターとして

♪♪平成29年度の入会申込から
手続き方法が変わります！

がんばれ

ナース
がんばれ

ナース

① 会員手続きが毎年申請から自動継続へ変わります。
　※初めの年は申請書の提出が必要ですが、以降は自動継続になります

② 会費の支払いに口座自動引き落としを導入
　口座引き落とし以外に、クレジットカード支払やコンビニ払い等でも可能

③ WEB上にマイページを開設し、ご自分の履歴等が確認できます
　会員情報や研修履歴が確認できたり、住所変更など自分で変更することが可能です

④ 会員証もリニューアル
　スマホなどで確認できる電子会員証を導入します

協会ニュースに新体制に関する連載記事も（隔月）ご確認ください

♪
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施 設 名 件数 金 額

熊本託麻台リハビリテーション病院

公立多良木病院

熊本中央病院

天草第一病院

自衛隊熊本病院

上天草総合病院

熊本大学医学部附属病院

熊本市立熊本市民病院

　　　　　　合　　　計

7

3

18

2

3

5

73

17

128

210,000

90,000

540,000

60,000

90,000

150,000

2,190,000

510,000

3,840,000

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
期日：平成27年4月1日～平成27年7月31日 編集

後記

編集（広報委員）

暑い夏、皆さんいかがお過ごしでしょうか。広報委員会は、新
メンバー2人を迎え、気持ちも新たに頑張ってまいります。
今回は、入職したての新人ナースとそばで支える先輩ナース
を紹介しています。また、各支部にご協力いただき、13支部の行
楽スポットを掲載しています。是非お出かけください。

耕　理千子
田村　一真
平野　宏一　 池松　敦子　 松田知恵美　 原　　由美　
松浦　香織　 池上　芳美　 緒方　　幸　　　

担当理事
委 員 長
委　　員

ペンネーム　フジーさん作

新 メ ン バ ー 紹 介
今年度より広報委員なりました。会
員の皆さんに幅広い情報をお伝えで
きるよう努めて参ります。よろしくお
願いいたします。緒方　幸

（九州記念病院）
池上　芳美

（朝日野総合病院）

平成27年度 熊本県看護研究学会

只今、演題募集中【締切9月24日（木）必着】

日時：平成28年3月6日（日）
場所：熊本県立劇場

開催日時：平成27年10月20日（火）
会　　場：熊本県看護研修センター　大研修室3F
講　　師：◎熊本大学生命科学研究部神経精神医学分野
　　　　　  発達障がい医療センター特任助教　　田中　恭子氏
　　　　  ◎熊本県北部発達障がい者支援センター
　　　　　 「わっふる」センター長　　　　　　　田邊　剛政氏

一般研修 発達障がいとそのかかわり方
～発達障がいへの理解を深めよう～

書　　名 出版社

看護に活かす心理尺度

事例で考える訪問看護の倫理

看護関係統計資料集 

一般病棟でできる！がん患者の看取りのケア

「看護必要度」評価者のための学習ノート 

カラーアトラス目で見て学ぶ!多職種チームで実践する頭頸部がんの化学放射線療法 

感染予防のためのサーベイランスQ&A 

看護管理ファーストブック

チームの連携力を高めるカンファレンスの進め方 

ナースのための糖尿病透析予防支援ガイド 

いのちに寄り添うひとへ 

現代の忘れもの

認知症高齢者の世界 

新人看護職員臨床研修における研修責任者・教育担当者育成のための研修ガイド 三大資料付 

高齢者の不安とその対策

ナカニシヤ出版

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

日本看護協会出版会

学研メディカル秀潤社

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

日本看護協会

長寿科学振興財団

副　　題

その選び方・使い方

平成26年

改訂版

第2版

第１班

第１班

―経済・健康・孤独―

「秘めた力」
ちから


