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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

深秋の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝の

ループワークで、インデックス調査結果をもとに、今後の

こととお喜び申し上げます。
また、熊本県看護協会へのご

取り組みについて検討されました。看護職、他の医療職や

支援ご協力に心より感謝申し上げます。

事務職の方も参加されています。

さて、9月24日に今年度第1回目の熊本県女性の社会

これからの予定は、11月3日に、看護補助者活用推進研

参画加速化会議があり、参加団体(12団体)の1つとしての

修を開催します。看護補助者活用により、看護師の業務軽

実施宣言をいたしました。

減と本来の看護に集中できます。補助者活用のための教
育を含む体制づくりや事故防止について考えます。講師は

1 ワークライフバランス推進に取り組む病院を増やし、

日本看護協会の福井常任理事、
また、補助者を活用されて

支援します

いる２病院の取り組み発表があります。
１１月２８日(土)は中

2 業務改善やタイムマネジメントの強化を呼びかけ、超

央における看護管理者会を開催し、県看護協会の活動・取

過勤務を少なくするよう周知と支援をします

り組みについてご理解いただいた後、午後は特別講演とし

３ 女性と男性の違いを認め、公平な看護職としてのキャ
リア支援が行われるように支援します

て、
日本看護協会の勝又常任理事から
「管理者が知るべき

の3つです。看護界は、看護師確保や負担軽減の課題

届け出制度ならびに夜勤時間72時間要件について」のお

があること、男女比率や女性活躍の点では一般企業

話があります。あらためて「夜勤時間72時間の堅持」の声

とは逆の状況であること等から、上記3つを宣言いた

を大きくしていただきたく思います。翌日11月29日(日)に

しました。各病院でも取り組んでいただきますように

は、県庁の地下大会議室で
「医療安全推進週間」事業の講

お願いいたします。近年はダイバーシティ
（Ｄｉ
ｖｅｒ
ｓ
ｉ
ｔ

演会を開催します。厚生労働省

ｙ）
（ 人種・性別・宗教、最近は障害のある方も含めた

り
「医療事故調査制度」
について、熊本大学の菊池健先生

多様性）を活用した企業経営が推進され、
この夏「女

より
「〜医療事故、患者と医療者のギャップ、だからこうし

性活躍推進法」が成立しました。企業規模によって努

よう〜」の講演を予定しています。医療安全体制の見直し

力・義務はありますが、来年4月1日までに各企業は自

のためにも、ぜひ、多くの方にご参加いただきたいです。

医療安全推進課の方よ

これから、県内各地区の地域医療構想検討専門部会の

社の女性の活躍状況、課題、行動計画を県労働局に

第２回目が始まります。県看護協会の代表として会議に参

届け出ることになっています。

加していただいています会員の皆様に感謝いたします。

２７年度の事業の進捗状況についてお知らせします。

また、10月3・4日の2日間開催された熊本市民健康

一般研修は予定どおり開催されております。長期研修で
は、訪問看護師養成研修は終了し、
８月18日開講の新人看

フェスティバルにボランティアとして健康に関する測定、

護職員研修責任者等研修は続いています。
９月15日開講

手洗い指導やAED指導にあたられた会員の皆様に感謝

の実習指導者講習会は５3名の方が受講中です。認定看護

いたします。
最後になりますが、
これから忙しい年末そして新年とな

管理者教育課程セカンドレベル研修会は10月21日開講

りますので、体に気をつけてお過ごし下さい。来年も皆様

され２4名の方が受講中です。

にとって素晴らしい年でありますようお祈り申し上げます。

9月初めには、
ワークライフバランス
（ＷＬＢ）推進ワーク

平成27年10月吉日

ショップがおこなわれ、今年度取り組み中の10病院がグ
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7/22〜9/2までの期間に10の会議と
日本看護協会理事会、看護サミット、
複数の看護学会に参加。

→日本看護学会はもとも
と10領域あったもの

□
×

△□
×

・熊本県がん診療連携協議会

△
×

○

・熊本県医療審議会

Q2:この時期、看護
学会が目白押し
で す が 、現 在 行
われている日本
看護協会が主催
する学会の動向
は？
○△

熊本県看護協会

○□

（抜粋）
・熊本県医療勤務環境改善
支援センター運営協議会

・熊本市救急災害医療協議会

が、7領域に統合、再編

・ジャパンダイバーシティ
ネットワークシンポジウム
などなど

されました。学会とい
う事で研究発表の場としての位置づけに変わりはありませんが、限
られた時間の中で日本看護協会の取り組みや活動内容をアピール
する場ともなっています。これまでは協会ニュースを皆さんに配布
したり、ホームページなどにおいても活動内容は周知しています
が、なかなか紙面上や電子媒体上では伝わらない現状があります。
協会ニュースにおいては病院に届き次第、師長を含む管理職の方が
届いたことを発信する必要性もあると思われます。会員の皆様方か
ら徴収した会費で発行されているので、自覚を持って目を通して欲
しいですね。今後は協会ニュースのみならず、看護くまもとにおい
ても、看護師等の届出制度や平成29年度からの会費徴収方法の変
更などについても、随時紹介していきます。

Q1：今後は、県看護協会の
様々な会議 へ の 参加は
多くなるのでは？
→その通りで、看護に関するもの
や健康に関する活動には協会と
して参加するよう努めていま
す。最近では直接医療に関係が
ない、
「 街づくり」計画に関して
の意見も求められるようになっ
ています。障害者の方や腹膜透
析の方、オストメイトの方など
が過ごしやすい生活環境（まち）
について、看護の視点での助言
を求められています。

▶

▶高島会長の動向からみる看護協会の動き

Q3：日々お忙しいと思いますが、ワークライフバランスが推
進されている中、会長自身のワークライフバランスは？
→病院勤務をしていた際は、明るいうちに帰れず大変でした。協会に
勤務する現在では、講師や研修生の都合がつく土日に研修が集中し
ていることや、関係団体の催事への臨席参加もあり、土日に休暇が
なかなかとれません。しかし翌日の月曜に振休を入れたり、平日も
明るいうちに帰れるように努力しています。

平成27年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成27年9月〜平成27年10月）
第５回理事会

平成27年9月17日(木）

第６回理事会

平成27年10月15日(木）

1. 平成27年度看護管理者会（中央開催）11/28（土）について

1.

平成27年度第3回支部長会について

2.

平成28年度熊本県への予算要望について

2.

平成27年度熊本県看護研究学会について

3.

医療事故調査制度における熊本県看護協会支援団体

3.

熊本県看護協会研修「ようこそ、熊本県看護協会へ

としての体制作りについて
4.

女性の社会参画加速化宣言について

5.

看護くまもと95号発行について

6.

熊本県看護協会エレベーター改修工事について

新しく会員になられた皆様へ」のあり方について
4.

平成27年度専門看護師・認定看護師と看護管理者の
交流会について

5.

熊本県看護協会「助産師出向支援導入事業」助産師
への意向調査票について
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熊 本 県 看 護 協 会 災 害
熊本県・阿蘇地域総合防災訓練
災害看護対策委員会

前田

仁 （熊本大学医学部附属病院）

8月30日
（日）
に熊本県と阿蘇市、小国町、その他周辺

しました。知らない土地での活動となるため、地元の保

町村の共催で熊本県・阿蘇地域総合防災訓練が行われ

健師との連携がとても重要だと感じました。

ました。この防災訓練は、毎年、熊本県が県内地域と合同

避難所設営段階では、必要な机やいすなどの物品調

で開催しているものです。熊本県看護協会災害看護対

達、場所や人の流れの確認、地域の方々や自分たちチー

策委員会
（以下、当委員会）
は、災害支援ナース制度を担

ム内の役割分担をどうするかなどの課題を感じつつ受け

当する委員会として災害支援ナースの方々と一緒に継

入れ準備を行いました。その後の受け入れ訓練では、地

続してこの訓練に参加してきました。今年は阿蘇地域が

域住民の方々が実際に来場され、受付、健康チェック、
ト

訓練会場であり、事前の会議から阿蘇支部の支部長にも

リアージを行いました。定期薬やお薬手帳を持って避難

参加していただき準備を進めました。

することの必要性を実感したり、
日常の看護業務がその

訓練当日は、阿蘇支部をはじめ各地区の災害支援ナ

まま生かせる部分と災害時ならではの知識・技術が必要

ース5名、阿蘇支部の支部長以下2名、当委員会担当理

な部分とがあり継続的な訓練参加の必要性を感じたり

事および委員4名の12名が参加しました。阿蘇地域で震

と、気付きや学びの多い訓練でした。

度６弱〜６強の地震が起き、同時に阿蘇山が噴火し、広域

見出された課題を今後に生かし、1人でも多くの災害

災害が発生したとの想定でした。私たちは
（対象地域内

支援ナースの参加を得ながら、今後も継続して防災訓練

で唯一避難所の立ち上げ訓練を実施した）
小国町北里

に携わっていきたいと思います。

地区の体育館での避難所の立ち上げと活動訓練に参加

災害訓練の様子

4

支 援 ナ ー ス の 取 り 組 み
平成27年度熊本県公的病院
災害ネットワーク救護班研修会
熊本県看護協会 災害支援ナース 氏川 かおり

熊本県看護協会 災害支援ナース 辰岡 由美
（まつばせレディースクリニック）

（医療法人 回生会 堤病院）

私が災害看護に興味を持ったきっかけは阪神淡路大

東日本大震災がきっかけで、災害に対しての意識が大

震災です。その当時私は、大阪の病院に勤務しており、

きく変わり、今年災害支援ナースに登録しました。そし

阪神淡路大震災の当日は病棟勤務をしていました。大

て、10月９日災害ネットワーク救護班研修会に参加して

阪とはいえ今までに経験したことのない揺れで立って

きました。
１日目は、講義中心でいきなり現場ではなく、

いるのも困難でした。当時は携帯電話も普及しておら

チームで運営を考え、自分の安全、患者の安全を確保し

ず、西宮や宝塚から通勤している医師とも連絡が取れ

救護活動を行う事や、情報の伝達をどのように行うとス

ず安否確認もできない状況だったことを覚えています。

ムーズにいくかを皆で考えました。

その後、災害に対しての正しい知識や技術を身につけ

２日目は、自分たちが考えた計画に沿って行動を起こ

たいと思うようになりました。日本赤十字社熊本県支部

してみるというものでした。実際の災害を想定し、救護支

でも阪神淡路大震災の翌年、平成8年からこの研修会

援の連絡を受けて救護所を立ち上げ患者の応急処置を

を毎年行っているとのことでした。今回の研修会には医

し、優先度の高い患者さんの搬送を行うという動きでし

師や看護師の他にも事務職員や様々な職種の方が参

た。

加されており、それぞれ実際に災害が起きた時に自分

実際に動いてみると、頭で考えていたように、
うまくい

が何をしたらよいかを確認でき、学ぶことができまし

かなくなってしまう事も沢山あり、少ない人員での伝達

た。2日目の総合実技では、模擬患者と救護班の体験を

のむずかしさを感じました。

することで、実際の動きを確認することもできました。

この研修に参加したことで改めて

災害はいつどこで起こるかわかりません。人はみな自分

日頃の災害に対する備えや、研修な

には災害は起こらないだろうと思いがちです。今回の研

どの災害想定訓練の重要性を考

修会に参加させていただいて、やはり常日頃からの教

えることができました。

育と訓練が大切だと感じました。参加できて本当に良
かったです。

１日目の講義の様子

２日目演習（トリアージの訓練）
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２日目演習（救護テントの設置）

一日
看護体験
看護学生体験

高校生の

+
一日看護体験
【人吉医療センター】

「笑顔の治療」熊本県立人吉高等学校 3年

2015年 一日看護体験
施

病

院

実

施

日

香穂

できると分かりました。
体験をした中で足浴をしながら患者さんとコミュニ
ケーションをとることがありました。その中で患者さん
が、
「看護師という職業は
『人対人』
だから。」
とおっしゃら
れました。実際に人の気持ちを読み取るのは難しいこと
でもあります。
だからこそ看護師さんは患者さんとお話
しする時、声量を大きくしてゆっくり話したりされるし、
何よりとても笑顔でした。全てが楽しいことばかりでは
ないけれど笑顔も必要で会話や楽しむことも治療の１
つであると私は感じました。
私はこの経験を通して、看護のみならず普段の生活
の中でも笑顔は大事だなと思いました。一緒にいるだ
けで明るくなれる、落ち着ける。そんな看護師を目指し
て頑張ります。

看護師という職業。それは私の中で治療をして人を
助けるだけだと捉えていました。ですが、今回の「一日
看護体験」
によってそれだけが看護ではないと分かりま
した。
私は整形外科の病棟で色々な事を体験させていた
だきました。病棟内の施設や器具などを見て実際に使っ
たり、足浴をしながら患者さんとコミュニケーションを
とったりしました。入浴所では酸素が必要な人のための
カニューレやたんが詰まった時吸引するためのカテー
テルがありました。
また私が凄いと思ったのは徹底され
た滅菌でした。
まず病棟に入るとウイルスを遮断するた
めのドアがあります。そして、医療廃棄物など直接触る
ことなしに足で開けられるゴミ箱や、
センサー付きの器
具、清潔な物と不清潔な物専用のエレベーターがそれ
ぞれありました。触らないことで自分の身を守ることが

実

植竹

人数

実施施設 参加人数
実

施

病

院

実

施

日

人数

1

熊本地域医療センター

7／31（金）

16

21 国立病院機構熊本再春荘病院

7／30（木）

28

2

熊本市立熊本市民病院

7／29（水）
・7／30（木）

48

22 国立療養所菊池恵楓園

7／29（水）

8

3

熊本大学医学部附属病院

7／30（木）

40

23 国立病院機構菊池病院

7／29（水）

3

4

熊本赤十字病院

7／29（水）
・7／31（金）

55

24 阿蘇医療センター

7／30（木）

6

5

済生会熊本病院

7／30（木）
・7／31（金）

58

25 阿蘇温泉病院

7／29（水）
・7／30（木）

8

6

国立病院機構熊本医療センター

7／29（水）
・7／31（金）

47

26 そよう病院

7／30（木）

8

7

熊本中央病院

7／31（金）

28

27 国立病院機構熊本南病院

7／29（水）

9

8

自衛隊熊本病院

7／30（木）

10

28 熊本県こども総合療育センター

7／30（木）

8

9

くまもと成仁病院

7／29（水）
・7／30（木）

8

29 宇城総合病院

7／31（金）

12

10 熊本機能病院

7／29（水）

20

30 熊本総合病院

7／31（金）

30

11 青磁野リハビリテーション病院

7／30（木）
・7／31（金）

15

31 熊本労災病院

7／29（水）

27

12 くまもと森都総合病院

7／29（水）
・7／30（木）

20

32 水俣市立総合医療センター

7／29（水）

18

13 江南病院

7／29（水）

10

33 人吉医療センター

7／29（水）

29

14 くわみず病院

7／29（水）
・7／30（木）

25

34 公立多良木病院

7／29（水）

17

15 玉名地域保健医療センター

7／30（木）

10

35 天草中央総合病院

7／31（金）

19

16 公立玉名中央病院

7／30（木）

19

36 天草市立河浦病院

7／31（金）

8

17 荒尾市民病院

7／30（木）

14

37 天草市立牛深市民病院

7／30（木）

5

18 山鹿市民医療センター

7／30（木）

15

38 上天草市立上天草総合病院

7／31（金）

19 菊池郡市医師会立病院

7／30（木）

15

20 熊本セントラル病院

7／29（水）

18

7
合計

741名

※ご協力いただいた施設の皆様、大変お世話になりました。
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一日看護学生体験

「豊かな自然に
囲まれた看護学校」

「進路に向けて」

一日看護学生体験

【熊本看護専門学校】

熊本市立必由館高等学校 2年

【上天草看護専門学校】

沼田 佳奈依

熊本県立熊本商業高等学校 3年

8月12日に看護専門学校で高校生の一日看護学
生体験をしました。今回が初めての体験だったので
緊張などありましたがたくさんのことを学ぶことが
できました。
初めに、模擬授業を受けました。本来は100分で
すが30分という短い間で密度の濃い授業内容でし
た。看護専門学校の授業はグループ活動が主でし
た。グループ活動を通して、自分の答えを持ってい
ても発言しなかったり、他人の答えを待っていたり
しないで思っていることを発言しようという試みで
した。今回の授業テーマは「看護師について」でし
た。看護師とは、患者さんをお世話する、治療の手
伝いというのが主な仕事だと思われがちです。
しか
し、グループで話し合って新しい考えが出てきまし
た。
グループで話し合うことで、他人の考えも聞くこ
とが出来るし、
また自分の考えも発言するので発表
する力がついて自分自身とても自信がつきました。
次に実技体験をしました。3年生の先輩方に教え
ていただきながら色んなことを学びました。その中
でもアロママッサージは、
とても気持ち良くてすぐ
に実践できる内容だったので祖母にやってみようと
思いました。
最後に学校の先輩方との話し合いがあって入試
のことや学校内容について教えていただきました。
私は、進路に向けて看護大学か専門学校に行くか
で迷っていました。
しかし、先輩と話してみたり、他
の人の意見など聞けて考えることができました。私
はまだ高校2年生で受験は来年です。ですが、
この
ような貴重な体験に参加出来て本当に良かったで
す。改めて自分の進路に向けて考えることが出来ま
した。

施

学

校

等

実

施

日

人数

1

熊本医療センター附属看護学校

7／24（金）

46

2

天草市立本渡看護専門学校

7／28（火）

29

3

九州看護福祉大学

7／29（水）

26

4

熊本労災看護専門学校

8／1（土）

27

5

熊本駅前看護リハビリテーション学院 8／3（月）

24

6

熊本市医師会看護専門学校（第1学科） 8／4（火）

16

7

上天草看護専門学校

8／5（水）

15

8

熊本看護専門学校

8／12（水）

25
合計

若菜

私は今回、初めて一日看護学生体験に参加をし
ました。1時間ほどかけて「まだかな？こんなところ
に本当に学校があるのかな」
と思いながら来まし
た。着いてみると自然に囲まれたとても豊かな場所
に校舎がありました。
とても勉強をしやすい環境が
整えられているなと感じました。
一日の流れとして、上天草看護専門学校の説明
を受け、講義・演習をした後、先輩との交流会があり
ました。
学校説明では、50年余りの歴史があることを知
りました。
また、
さまざまなお祭りやボランティア活
動に参加され、地域との親睦を深めると共にコミュ
ニケーションをとる練習をされていることが１番心
に残りました。
講義・演習では、初めて脈拍を測ったり、血圧測定
をしました。何事も初めての事ばかりでとまどうこと
もたくさんありましたが、看護学校の先生方のサポ
ートもあり、
おちついて学ぶことができました。友達
とペアになって行動したので、はじめは不安だった
けど仲を深めたくさんの友達ができました。
最後は先輩方と交流をしました。学校生活や寮生
活のことを聞きました。実習や授業は大変だけど、
自分にとってとてもやりがいがあるというお話しを
されました。私たちにとって看護のお仕事はきつく
て大変というイメージしかないけど、先輩方のお話
を聞き、
きつい事ばかりではないということを実感
しました。
今日、一日看護学生体験に参加して実際に講義
や演習をうけ、前述したようにとても勉強しやすく
生徒がのびのびと生活できる環境が整えられてい
ると感じました。
また、
はじめての友達と仲を深める
こともでき、看護を学ぶ上での大変さ、楽しさなど
を知ることもできました。初めての参加でしたが、一
日で看護についてすごく興味を持ちました。ぜひ、
私も看護の道に進みもっと知識を深めたいです。

2015年 一日看護学生体験 実施施設 参加人数
実

網川

208
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〜13支部の行楽スポットを
人吉・球磨支部
ここ人吉球磨は、鎌倉時代から明治維新までの約700年間を
相良一族が治めた全国でも珍しい地域です。保守と進取、双方
の精神から昇華された「文化の証」として、平成27年度に文化
庁が創設した
「日本遺産」
に認定されました。
司馬遼太郎が記し
た「日本でもっとも豊かな隠れ里」そのままです。晩秋から初
冬へと季節が移ろう人吉球磨を舞台に、時を感じ、五感に響く
ような
「時感の旅」
を提供する13の体感プログラムがあります。
①
「くま川鉄道」
鉄道員と行く沿線遺産めぐり
（11/22）
②「錦町」相良三十三観音札所「新宮禅寺」でプチ修行体験と茶
房はちランチ
（12/13）
③
「水上村」
市房杉トレッキングセラピー
（11/7）
④「多良木町」歴史を探して町歩き（12/5）etc.「時感の旅」はす
べて予約が必要です。
（詳細はTEL0966-23-3080）人吉球
磨盆地で心と体を癒しにお越し下さい。
原生林と樹齢800年の市房杉

青井阿蘇
神社

くま川鉄道 ♬田園シンフォニー♬

鹿目（かなめ）
の滝
日本の滝100選に選ばれた落差約36ｍの勇壮な滝。轟音とと
もに白い飛沫を上げて垂直に流れ落ちる様はまさに圧巻。滝の
周辺は真夏でも肌寒いほどで、避暑地としては最高のロケー
ションです。
8月には地元住民らによる“鹿目の滝祭り”も行われ、毎年大勢
の人々で賑わいます。
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大同元年（806年）に創建された人吉球磨を代
表する神社です。中世人吉球磨地方の独自性の
強い建築様式の中に、彫刻や彩色などにおいて
は華麗な桃山期の装飾性を取り入れているのが
特徴です。
平成20年6月には、本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門が
熊本県で現存するものとしては初めての国宝指
定を受けました。また、茅葺の社寺建築としては
全国で初めての国宝で、注目の観光スポットと
なっています。
毎年10月3日から11日まではおくんち祭が開催
され、大勢の人々で賑わいます。

順に紹介します〜

vol.2

鹿本支部
八千代座
明治43年、山鹿の実業家たちが建て
た芝居小屋 2015年で建設105周
年です。江戸時代の芝居小屋様式の
中にドイツクルップ社のレールを用い
た回り舞台を備えた造りで、現在でも
行われる歌舞伎や郷土芸能などの催
しは人々を楽しませています。
国の重要文化財で、公演日以外は館
内の見学可
（問）八千代座 0968-44-4004
さくら
チャーシュー
竜田の茶そば

さくら湯

馬肉のすね肉から作ったチャーシューが
茶そばとの相性バツグン！
（問）花さと 0968-44-6273

九州最大、江戸期の建築様式を色濃く残す大浴場で
約370年前に細川藩主の御茶屋として記録が残る
木造温泉です。唐破風（からはふ）のある南北の玄関
や十字にクロスした独特の屋根の形、藩主の貴賓客
が使用した｢龍の湯｣など、他の温泉では味わえない
圧倒的なスケールと趣を、ご堪能ください。
（問）さくら湯 0968-43-3326

装飾
古墳館
県下最大級の前方後円墳がある岩原古墳群の中に建つ博物
館。世界的に有名な建築家安藤忠雄氏の設計で、建物は前方
後円墳を模しています。
館内では、出土品のほか装飾古墳の実物大レプリカや映像、予
約制での館内案内など古代の世界に触れることができます。
年間を通して様々なイベントが行われているほか、ファミリー
向けの火おこしや勾玉作りなどの体験も可能です。
（問）熊本県立装飾古墳館 0968-36-2151
http://www.kofunkan.pref.kumamoto.jp/
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vol.6

がんば れ ナース

今回は、
ご夫婦で看護師をしながら子育てをされている方々の紹介です。
現在、私は熊本リハビリテーション病院の回復期病棟で
勤務をしています。
妻は他院の一般病棟に勤務しており、今年より育児休暇
平野 宏一
から復帰、夫婦共に病棟勤務しています。子供は、現在1歳
で歩き回ったり片言のしゃべりなどしてすくすくと成長して
います。今回私は、妻の仕事復帰時期に合わせ病棟師長へ相談し、誕生日休暇（有給）
と週休を利用し1週間の休暇を
頂き育児参加をしました。いつも妻がいての育児でしたので、子供と私の2人の時間の中で家事・育児をしっかりできる
か不安がありました。実際に、保育園の送り迎えや離乳食作り、熱が出て病院へ連れて行き看病するなど子供と過ごす
時間が増えた事で子供の成長が見えた一面、育児の大変さが分かり育児参加をもっとしていく事が大切だと実感しま
した。現在は自分が休みの日や早く帰れる時は、
ご飯作りや洗濯、保育園への送り迎え、お風呂入れなど協力しながら
育児や家事参加をしています。
勤務体制は、妻の職場は３交代制ですが日勤と準夜での勤務体制を組んで頂き、私の職場は２交代制と勤務体制は
異なるため、
お互いに毎週同じ曜日で夜勤を組むように勤務調節をして頂いています。私が明けの日に、妻が準夜を行
い夜間帯にお互い子供と過ごせる時間を作っています。
職場では先輩ママ・パパ看護師や歳の近い子がいる看護師が多く、職場雰囲気も和気あいあいとしており育児の悩
みや子供の成長過程など気軽に相談できるため、色々な育児の仕方を日々学んでより良い育児が参加出来るように活
用しています。
将来、第２子の出産時には
「男性職員の育児休暇取得を目指しての育児参加」
とWLB委員から支援の
言葉も頂いています。今後も、患者様に寄り添ったケアや退院支援を行いながら、良い父親・夫となれる
よう頑張っていきたいと思います。
会
社会医療法人社団熊本丸田
熊本リハビリテーション病院

私は、熊本市民病院中央手術部に勤務する、山上進之介です。
看護師歴、手術看護歴ともに 17 年目になりました。現在職場では
熊本市立熊本市民病院
主任看護師として勤務する一方、2011 年 7 月に手術看護認定看
中央手術部
護師の資格を取得し認定看護師としても活動しています。家族は妻
山上 進之介
1 人、子 1 人（1 歳 8 ヶ月）の 3 人で、妻は同じ病院の外科病
棟に勤務し現在育児時間を活用しています。
中央手術部の勤務体制は、平日日勤 8:30 〜 17:15、遅出 10:30 〜 19:15、平日夜間 19:15 〜翌 8:00、
休日 7:00 〜翌 7:00、夜間・休日はオンコールのスタッフ 2 名が対応しています。妻はまだ日勤のみですが、休
日勤務はしています。今後は夜勤も再開する予定です。
主任としての業務や認定看護師としての活動もあり、なかなか平日は育児に参加できていません。なので、朝起
きてから出かけるまでの朝食や着替えなどは私の仕事で、帰宅後の家事（洗濯や食洗機）はやっています。たまに、
妻よりも先に帰宅できそうなときは娘を保育施設に迎えに行き、夕飯とお風呂まで済ませています。そんなときは病
棟に連絡し、遅くなってもいいように妻に伝えて娘を迎えに行きます。当院には併設の保育施設があり、距離も近く
医療職のことを理解してもらえるので大変助かっています。
週末も認定活動で家を留守にすることが多いので、妻と調整しながら休日の勤務を決
めています。妻が休日勤務の日には、朝から一日娘とデートしています。帰ってからも二
人で夕食、お風呂、歯磨きと就寝まで楽しんでいます。妻も時間を気にせず仕事ができ
るので、休日出勤はストレスが少ないようです。妻の休日に、ひとりになれる時間をつく
るのは大事なことだと思います。
今後は、認定・主任看護師として周りのスタッフを支え、手術看護の質を向上させる
ために自分も知識・技術を磨きそれをしっかり周りに伝えていこうと思います。
家族の目標は、家族を増やし、健康で優しい人間に育てることです。家族が増えれば
大変なことも増えると思いますが、できるだけ家事を分担し、妻に負担をかけすぎない
ように協力し合っていこうと思います。
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事 務 局 だ よ り

医療事故調査制度が
2015年10月1日にスタートしました！
2014 年 6 月「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律」により医療法が改正され、「医療事故調査制度」が制度化されました。
日本看護協会のホームページから、制度の周知活動ならびに制度に関する冊子をダウンロードすること
ができます。
日本看護協会ホームページ

http://www.nurse.or.jp 看護実践情報のタグから医療事故調査制度をクリック

今年の冬休みも 会員特典
ハーモニーランドへ

GO！GO！

この冬もやります！

― 家族や友達と楽しくいこう冬のハーモニーランド ―
ホームページでもチラシをダウンロードできます。
詳細は熊本県看護協会事務局までお尋ねください。
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「クリスマスの思い出」

平成27年度 熊本県看護研究学会
日
時：平成28年3月6日（日）
場
所：熊本県立劇場 演劇ホール
特別講演：
「地域包括ケアにおいて看護職に期待すること」
講
師：一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
医療経済研究機構 所長 西村 周三 氏

平成28年度 看護協会入会のご案内
平成 28 年度の入会申込を１２月に開始します
（有効期間：平成 28 年 4 月 1 日〜 29 年 3 月 31 日分）
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いたし
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月上旬までにご入
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。

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

書

名

副

題

出版社

診療報酬・介護報酬改定概要+Q&A

日本看護協会
人が人と生き合うために

しあわせ笑い

文芸社

日々の看護・介護ケアに取り入れる高齢者へのアロマセラピー
看護のなかの出会い

日本看護協会出版会
"生と死に仕える"ための一助として 日本看護協会出版会

病院で働くみんなの医療安全

日本看護協会出版会
地域で選ばれる医療機関を目指して 日本看護協会出版会

看護管理者のための医療経営学
すぐに活かせる!最新創傷ケア用品の上手な選び方・使い方

日本看護協会出版会

エンド・オブ・ライフを見据えた"高齢者看護のキホン 100

看護管理者と創る超高齢社会に求められる看護とは 日本看護協会出版会

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8月1日〜平成27年10月31日

施 設 名

件数

金 額

宇城総合病院

3

90,000

天草地域医療センター

9

270,000

小国公立病院

1

30,000

荒尾市民病院

11

330,000

2

60,000

26

780,000

自衛隊熊本病院
合

PN：フジー

計

編集
後記

今年は長い夏でしたが、
もう冬が近づいてきまし
た。皆様、体調管理に留意
して充実した秋をお過ごし下さい。
本号で紹介している行楽スポットへ
もお出かけになり、心癒やしてくだ
さい。
編集（広報委員）
担当理事 耕 理千子
委 員 長 田村 一真
委
員 平野 宏一
松田知恵美
松浦 香織
緒方
幸

池松
原
池上

敦子
由美
芳美

表紙の写真：五家荘の紅葉
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