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●副会長あいさつ

●秋の叙勲・看護管理者会（中央開催）

●「出前授業」進路指導ガイダンス（看護制度委員活動）

●支部行楽スポット紹介

●がんばれナース

●研修紹介（看護補助者の活用推進・看護をDiNQLで可視化しよう）

●理事会報告・選挙公示

●事務局だより
会員数 15,305名（平成28年1月5日現在） 
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公益社団法人
熊本県看護協会副会長

堀田　美波

副 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、健やかに新たな気持
ちで新年を迎えられたことと存じます。
今年は申年。「申」は果実が成熟して固まっていく状
態と言われています。熊本県看護協会の活動が更に充
実し、会員の皆様はじめ、広く県民の健康な生活に寄与
するよう努めていきたいと思います。
日本は今、人口減少と高齢化が同時に進行し、世界各
国がまだ経験したことのない高齢社会を歩んでいま
す。そのような中、地域では人々が住み慣れた地で自分
らしく安心して生活できるように、地域の特性に見合っ
た地域包括ケアシステムの構築が急ピッチで進められ
ています。
看護職員は地域の訪問看護ステーションや地域包括
支援センターをはじめ、保健・医療・福祉の幅広い分野
で住民の健康な生活を支援する活動をしており、地域
包括ケアシステムにおける看護職の役割は今後益々重
要になると考えます。
日本看護協会は、昨年6月に「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～」を発表しました。転換期を迎えてい
る看護のこれからを考える指針になると思いますので、
ご一読をお勧めします。
また、地域で切れ目のない看護を提供するには、看護
職員の確保、看護職間、多職種間の連携が重要であり、
看護協会でも重点事業にあげて取り組んでいるところ
です。
昨年12月12日、13日には全国看護セミナー「地域包
括ケア時代のよりよい在宅支援に向けて　～在宅・施
設・病院の看看連携の強化～」が熊本県看護協会で開

今年で４年目を迎えた看護管理者会では、県下66施設78名の参加があり、日本看
護協会・熊本県看護協会の活動報告・熊本県看護協会職能委員会活動報告をいたし
ました。職能委員会活動中間報告は、今年で3年目を迎え、職能それぞれの立場で発
表しました。中間報告ではありましたが、総会においては職能別に分かれて開催します
ので今回のように管理者に全職能の活動内容を聞いていただくことで理解が深まり、
「情報の共有に繋がった」との声が聴かれました。
平成27年度は看護に係る制度や法律が大きく変わり、協会の事業にも深く関わっ

てまいります。参加された管理者の方は協会からの情報発信に大きくうなずかれてい
ました。

午後からは特別講演を行い、今年度から就任の日本看護協会常任理事 勝又浜子先生に「管理者が知るべき
届出制度並びに夜勤72時間要件について」の講演をいただき、平成27年10月から始まった届出制度において
の管理者の役割について伺いました。セカンドレベルの受講者も含め150名の参加があり、「今まで聞いたこと
はあったが、今日のように詳細に聞けて良かった」「夜勤72時間要件についてやっと理解できた」「ナースセン
ターの役割について再認識できたのでもっと利用します」等の意見が聞かれました。ナースセンターの役割に
ついても詳しく紹介され、ナースセンターの利用アップに繋がればと思います。勝又先生からは前任の厚労省
の立場からの意見もお聞きでき、よりわかりやすい講演となりました。

〈文責：常務理事　竹田和子〉

催され、西日本各県から108人の参加がありました。
平成28年1月9日には日本看護協会主催で「看護が
つなぐ地域包括ケアフォーラムｉｎ熊本～考えよう！！わ
がまちの医療・介護・福祉の未来～」が県立劇場で開催
されました。これは看護職が中心となり、地域包括ケア
の在り方を多職種、市民の方々と共に考えることを目
的に開催され、約1,000名の参加をいただきました。
看護・医療関連の制度改正で、昨年１０月から「特定行
為に係る看護師の研修制度」、「看護師等の離職時等届
出制度」、「医療事故調査制度」が施行されました。
熊本県ナースセンターでは「届出制度」の開始に合わ
せ、相談室の拡張、相談員の増員を行い、就業相談や潜
在看護職員の技術研修などの充実強化を図っていま
す。今は、「届出制度」のチラシやポスターを配布し、県
内すべての看護職員への周知に努めています。会員の
皆様の身近に未就業の看護職の方がおられましたら、
ナースセンターへの届け出をお勧めください。
昨年末には高島会長が平成27年秋の叙勲瑞宝双光
章を受章されるという大きな喜びがありました。国内外
で長年にわたり看護の発展にご尽力された賜物と思い
ます。本当におめでとうございます。
最後になりますが、会員の皆様には日夜看護職として
仕事をしながら、支部活動、委員会活動、研修会の講師
やファシリテーター、まちの保健室や災害支援ナースと
してのボランティアと様々な分野で協会員としてご活
動いただいていることに心から感謝申し上げます。
会員の皆様のご健康とご活躍を祈念して新年のご挨
拶といたします。
　　　　　　　　　　　　　　  平成２８年1月吉日

秋の叙勲
受章おめでとうございます

◆ 瑞宝双光章　高島　和歌子様
熊本県看護協会会長（前 熊本赤十字病院看護部長）

永年のご活躍に敬意を表し心よりお祝い申し上げます

平成27年秋の叙勲
受章おめでとうございます

平成27年度看護管理者会（中央開催）および特別講演

常任理事　勝又浜子 氏
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　現代の少子高齢社会においては良い人材を得るために、中学生・高校生から志の高い人材を確保しておくことが
重要となります。そのために中学・高校に出向き、将来看護職を目指す学生に、看護職の魅力や看護のすばらしさ
を現役の看護職が生の声で伝えることで、学生が新たな発見や看護職への強い思いを持ち続けられたらと思ってい
ます。

  1.大津高校

  2.大矢野高校

  3.松島商業高校

  4.尚絅高校

  5.苓洋高校

  6.御船高校

  7.湧心館高校

  8.信愛女学院高校

  9.千原台高校

10.開新高校

11.九州学院高校

12.天草高校

13.第一高校

14.東海大星翔高校

15.八代中・高校

16.苓明高校

17.秀岳館高校

18.河浦高校

19.八代清流高校

20.錦中学校

21.南陵高校

22.人吉高校

23.小国高校

24.松橋高校

25.八代白百合学園高校

26.菊池農業高校

27.甲佐高校

　看護の仕事や資格の取得方法についてパンフレットやスライドを用いて説明し、DVDの視聴や脈拍測定、心音・
呼吸音聴取、血圧測定といった看護体験を支部協力員の協力のもと行います。現役の看護職の「生の声」を聞くこと
ができる機会であり、体験談は特に生徒から人気があります。参加する生徒や学校の背景も様々であり、事前に進
路指導の担当教員と打ち合わせを行い、各学校の特徴にあった授業が行えるよう工夫しています。生徒たちの真剣
に授業を聞く姿や看護体験を楽しむ素直な姿に、私たち自身も看護職を志した頃を思い出し、改めて看護職の仕事
の素晴らしさを実感するとともに、仕事への活力をもらっています。委員みんなのやりがいになり、“いつか後輩に
なって一緒に働くかもしれない高校生にしっかりした志を持って、看護職になって欲しい”と願い頑張っています。
　平成24年以前は7名の制度委員が2人ペアになり担当してきました。活動の甲斐あって、年々出前授業の要請は
増えてきましたが、事前打ち合わせや準備を含め、長い時間を要するようになりました。制度委員7名で担うには
嬉しくも厳しい状況となり、平成25年から13支部にお願いし協力員を選出して頂きました。支部協力員の方には
出前授業の説明会を行い、できるだけ地元に近い支部から参加いただいています。依頼される高校の背景も把握し
やすく、高校生にとっても身近な看護師の話を聞くことは将来の看護師モデルを描くのに効果的だと考えます。
『どこでも、いつでも出前授業に参ります。』
地元の高校のお知り合いにぜひご紹介ください。

高校に
案内

看護協会から、県下の高校に案内状を郵送

希望する日を
提示

・看護協会から連絡
・委員・支部協力員の都合を調整後、日時を決定し、
 協会から学校へ返信

事前
打ち合わせ

・担当する委員が学校と内容を調整
・授業時間に合わせて物品準備

当日
・委員と支部協力員で打ち合わせ
・学校側と打ち合わせ後、授業開始

出前授業を受けた中高生の感想・質問出前授業を受けた中高生の感想・質問

「看護師さんのエピソードや体験談を聞いて、看護の仕事のやり

がいなどが分かり、仕事に対する考え方に感動した」

「看護師になりたいという夢がもっと強くなった」

「心音や呼吸音を聞けて楽しかった」

「辛いこともあるけど、とてもやりがいがある仕事だと思う」

「高校時代にどのような授業を頑張っておいた方がいいですか」

　看護制度委員会は、「看護職を目指す人材を確保するため、看護教育制度など看護に関する情報を提供する。」こと
を目標に活動しています。
　メンバーは、看護師・助産師・保健師・教員と多職種から集まった7名で構成されています。それぞれの分野か
ら集まることで、一般のみなさまへの説明会に対応できるように頑張っています。
　大きな活動としては、①高校への出前授業②県下の高校進路担当教諭への「看護職の説明会」③その他イベントに参
加し看護職の普及活動を実施しています。
　ここでは高校への出前授業についてご紹介いたします。出前授業は、看護職の確保と優秀な人材の確保のため、
以下の目標のもと活動しています。
　　1.看護の仕事を紹介し、看護の魅力を伝える。
　　2.看護職への道を紹介し、看護大学や専門学校への進学方法を伝える。
　　3.県民に看護に対する理解を深めてもらう。
　この事業は、平成17年度から実施されておりますが、ここには平成21年度からの実績を提示しています。

出 前 授 業 進 路 指 導 ガ イ ダ ン ス進 路 指 導 ガ イ ダ ン ス

21年度 22年度 23年度

高校数 参加者数

24年度 25年度 26年度 27年度
（H27.12月現在）

高校数

0

2

4

6

8

10

12

14
人

0

50

100

150

200

250

300

350

3

65

202

104

329
332

244

106

4 6

10 10

8

7

出前授業の実績

教

看 看 看
保助

助

出前授業の流れ

高校進路教諭への説明

高校生への説明

出前授業実施校

担当理事
松本　佳子

委員長
一森　恒子

副委員長

右田みどり川田　紀
子

下村登貴子
恒松　りさ

田中
紀美
子

看護制
度委員

会が

取り組ん
でいます

！
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を現役の看護職が生の声で伝えることで、学生が新たな発見や看護職への強い思いを持ち続けられたらと思ってい
ます。
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ができる機会であり、体験談は特に生徒から人気があります。参加する生徒や学校の背景も様々であり、事前に進
路指導の担当教員と打ち合わせを行い、各学校の特徴にあった授業が行えるよう工夫しています。生徒たちの真剣
に授業を聞く姿や看護体験を楽しむ素直な姿に、私たち自身も看護職を志した頃を思い出し、改めて看護職の仕事
の素晴らしさを実感するとともに、仕事への活力をもらっています。委員みんなのやりがいになり、“いつか後輩に
なって一緒に働くかもしれない高校生にしっかりした志を持って、看護職になって欲しい”と願い頑張っています。
　平成24年以前は7名の制度委員が2人ペアになり担当してきました。活動の甲斐あって、年々出前授業の要請は
増えてきましたが、事前打ち合わせや準備を含め、長い時間を要するようになりました。制度委員7名で担うには
嬉しくも厳しい状況となり、平成25年から13支部にお願いし協力員を選出して頂きました。支部協力員の方には
出前授業の説明会を行い、できるだけ地元に近い支部から参加いただいています。依頼される高校の背景も把握し
やすく、高校生にとっても身近な看護師の話を聞くことは将来の看護師モデルを描くのに効果的だと考えます。
『どこでも、いつでも出前授業に参ります。』
地元の高校のお知り合いにぜひご紹介ください。

高校に
案内

看護協会から、県下の高校に案内状を郵送

希望する日を
提示

・看護協会から連絡
・委員・支部協力員の都合を調整後、日時を決定し、
 協会から学校へ返信

事前
打ち合わせ

・担当する委員が学校と内容を調整
・授業時間に合わせて物品準備

当日
・委員と支部協力員で打ち合わせ
・学校側と打ち合わせ後、授業開始

出前授業を受けた中高生の感想・質問出前授業を受けた中高生の感想・質問

「看護師さんのエピソードや体験談を聞いて、看護の仕事のやり

がいなどが分かり、仕事に対する考え方に感動した」

「看護師になりたいという夢がもっと強くなった」

「心音や呼吸音を聞けて楽しかった」

「辛いこともあるけど、とてもやりがいがある仕事だと思う」

「高校時代にどのような授業を頑張っておいた方がいいですか」

　看護制度委員会は、「看護職を目指す人材を確保するため、看護教育制度など看護に関する情報を提供する。」こと
を目標に活動しています。
　メンバーは、看護師・助産師・保健師・教員と多職種から集まった7名で構成されています。それぞれの分野か
ら集まることで、一般のみなさまへの説明会に対応できるように頑張っています。
　大きな活動としては、①高校への出前授業②県下の高校進路担当教諭への「看護職の説明会」③その他イベントに参
加し看護職の普及活動を実施しています。
　ここでは高校への出前授業についてご紹介いたします。出前授業は、看護職の確保と優秀な人材の確保のため、
以下の目標のもと活動しています。
　　1.看護の仕事を紹介し、看護の魅力を伝える。
　　2.看護職への道を紹介し、看護大学や専門学校への進学方法を伝える。
　　3.県民に看護に対する理解を深めてもらう。
　この事業は、平成17年度から実施されておりますが、ここには平成21年度からの実績を提示しています。
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菊池神社の主祭神は第１２代菊池武時公、第
１３代武重公、第１５代武光公で、第１６代武政
以下２６柱が配祀されています。
菊池神社は慶応4年（1868年）、皇室に忠義
を尽くしてきた菊池一族を称えて、明治天皇が
熊本藩に菊池氏を顕賞し祭祀を行うよう命じ
られました。これにより、明治3年（1870年）菊
池城本丸址に社殿を造営、同年４月２８日に鎮
座せられ、明治11年に別格官幣社に列せられま
した。菊池神社の周囲一体は桜の名所で、桜の
花の頃は多くの行楽客で賑わいます。

大浴場には歩行浴、マイナスイオ
ン浴など12種類の浴槽がありま
す。健康増進のための温浴施設と
なっております。県外よりも多くの
人たちが訪れています。

菊池川の清らかな水が育ん
だ肥沃な大地、阿蘇伏流水の
豊かな湧き水、花崗岩からな
る土壌とこれらによって、香り
高く甘味と食感のある美味し
いお米ができるのです。

菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」内
にある温泉は、健康維持のためにご利用いた
だく歩行浴をはじめ、露天風呂、サウナ等があ
ります。直売所には、菊陽町の農産加工品を取
りそろえております。

江戸時代の藩主細川家ゆかりの御
茶屋として作事されたのが始まりで、
阿蘇の伏流水を利用した東海道五十
三次をあしらった庭園では、四季を通
じて美しい眺めを楽しむことができ
ます。園内の出水神社へつながる橋を
渡ると2つの手水鉢があり、その一つ
が「長寿の水」と呼ばれ飲めば長生き
できる“神水”と言われ県外から飲みに
来る人も多いそうです。

熊本県庁に植えられてい
る、54本ものイチョウ。これ
は、肥後藩主の領土54万石
にちなんだもので、毎年秋に
は辺り一面が黄金色に美し
く染められる、知る人ぞ知る
紅葉スポットです。

熊本で最も古い神社です。境内には「君が代」の歌詞の中にも
登場する「さざれ石」があります。健軍神社の「八丁馬場」と呼ばれ
る参道は1200m続き、健軍神社の特徴の一つとなっています。天
気がいい日には、参道正面に雲仙岳が見えることもあり、運試しと
して訪れてみても楽しめます。

菊池支部

～13支部の行楽スポットを　順に紹介します～ vol.3

菊池神社菊池神社

菊池渓谷菊池渓谷

七城米七城米

阿蘇外輪山の北西部の
標高500m～800mの
間に位置する渓谷。
1180haの広大な面積
を誇る“憩いの森”として
知られています。天然の
広葉樹に覆われており、
変化に富んだ渓流と美し
い森林があります。春は
新緑が美しく、夏は避暑
地として、秋は紅葉が楽
しめます。

菊池公園の武光候のふもと
に足湯があり、来客者の心を
和ませています。他にも数か
所に市民がくつろげる、足湯が
あります。

県立劇場横のカフェスペー
スもあるフランス洋菓子店で
す。６月の総会の際には是非
立ち寄ってみては？

七城温泉
ドーム
七城温泉
ドーム

さんさんの湯さんさんの湯

足　湯足　湯

水前寺公園水前寺公園

健軍神社健軍神社

7/14
カトルズジュイエ
7/14
カトルズジュイエ

店内はとても落ち着いた雰囲気！女子会というよりは、
大人の女性向けの静かなお店です。新鮮な食材と繊細な
味でお腹も心も満たされました。
TEL：096-285-6464

日本料理
泉樹庵
日本料理
泉樹庵

熊本県庁
イチョウ並木
熊本県庁
イチョウ並木

熊本東支部
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がんばれ ナースがんばれ ナースvol.7

江上明快美
国民健康保険

和水町立病院

髙瀬　悦子
成尾整形外科

病院

和水町は、人口約11,247人（平成22年国勢調査）、高齢化
率も約37.4％（平成27年4月1日現在）の過疎地域であり、
熊本県北部に位置しています。当院は昭和23年3月に開設

し、入院患者の約80％、外来患者の約86％を町内の患者で占めています。
外来勤務時には、長期の通院者が多く、名前・顔・家族背景等を把握することができました。そして、医師と相談
の上、ケアマネージャーや行政の保健師に自宅訪問等の依頼を働きかけ、地域連携の大切さを身をもって感じるこ
とができました。
現在は病棟に勤務しています。治療が長引かれる患者に対しては、療養病床への転棟、自宅や各施設に退院でき

るように多方面からの支援を行っています。また、併設した訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所を有効に
利用し、多くの介護福祉施設とも密に連絡を取っています。退院調整できた施設は、町のみに限らず多くの地域に
及んでいます。国の進める地域包括ケアシステムをある程度実施している状況にあります。
講義の中で看護職は、意義と責務をもって看護できるように管理者として意識づけしていかなければならないこ

とを学びました。刻々と高齢化が進みこれからの医療・看護にどのようなことが求められていくのでしょうか。
私たち看護管理者自らが、医療サービスを提供する意思を持って日々管理業務を行っています。また、多職種と
のキーパーソンとして、調整能力を強化させていくことで、住民が地域の実情に応じて、可能な限り住み慣れた地
域で自立した日常生活が過ごせるよう、これからも支援していきたいと考えます。そして現在の課題として、地域包
括ケアシステムの概念を学び、看護師を教育し、共に実践していくことが大切と思われます。

私は、現行のプリセプター制では継続的な教育が難しい事
から、クリニカルラダー導入と活用、看護を担う人材育成プ
ログラム構築方法など、人を育てるマネジメントを学びたい

と受講しました。研修での素晴らしい講師陣から生で聞く迫力ある講義は、看護管理実践者としての苦悩や経験談
を交えながら、管理者として必要な知識と役割など多くを学ぶことができました。またクラスメイトとの演習の機会
も多く、俯瞰して自施設を見る事のできる貴重な授業内容であったといえます。学習カードや科目レポート提出な
ど、苦しい思いをすることもありましたが、それを終えた時の達成感や充実感は、喜びとやりがいへと繋がり、まさ
に学び続ける事の大切さを実感できる研修でした。そして、何よりも同じ苦難を共にした仲間との出会いは、看護
観や管理観に広がりを持たせる財産となりました。職務との並行で挫折しそうになった時も、互いに声を掛け合い、
励まし合いながら無事研修を終えることができました。このような貴重な経験と仲間との御縁に心から感謝し、今
後もこの繋がりをずっと大切にしていきたいと思っています。
この研修への参加が自施設の教育体制を見直す動機づけとなり、現在は研修での学びを活かし、課題であるク

リニカルラダー導入へ向けコツコツと基盤固めを行っています。
今回、認定看護管理者教育課程セカンドレベル受講にあたり、看護協会をはじめ御配慮頂いた皆様に感謝申し
上げます。ありがとうございました。

今回は、長期研修を修了した後、　現場で実践されているナースの紹介です。

ファーストレベル研修で学び実践していること
吉水かおる

水前寺とうや
病院

林田　直美
訪問看護ステ

ーションあこう

平成26年度
訪問看護師養成研修会を終えて

セカンドレベル研修を受講して 訪問看護ステーションの立ち上げが決まり、右も左もわか
らないまま飛びつくように訪問看護師養成研修会に参加しま
した。日々の研修では、訪問看護の基礎・概論から実務に必

要な実用的な知識まで、様々な分野の講師にご講義いただき、新しい知識をたくさん吸収することができました。
また、実際に訪問看護ステーションの管理者として活動されている講師もおられ、管理者の視点や姿勢などを学ぶ
ことができました。何より在宅看護の経験が少ない私には、養成研修のなかでも同行実習がとても有意義な経験
となりました。
私は看護師として働き出してから病院での勤務ばかりだったため、在宅の視点や在宅での看護内容は目新しい
事も多く、この研修会を受けていなかったら知らないままだったかもしれないと感謝する日々です。訪問看護ス
テーションが立ち上がり、実際に訪問する際には研修で学んだ実技や知識がとても役に立ち、困ったときには資料
を見直すことも多くありました。
また長期間共に学習したことにより受講生の結束力が強く、同じ職種の友人が増えたことは何よりの宝物で、今
でも困ったときはとても頼りになる存在です。
研修会を終えて１年が経ちましたが、訪問看護師養成研修会で学んだ知識や経験を生かしながら何とか訪問看
護を続けています。
これからも学びを生かし、研鑽を重ねながら訪問看護師として頑張りたいと思います。

昨年度、看護学生実習指導者講習会を受講させて頂き
ました。約２ヶ月間の研修では、職場の理解と、また素晴ら
しい講師や研修の仲間に出会えたことに感謝しています。
私には看護大学に通う娘がおり、受けた講義の内容や新

しい情報、実習や教育のことなどの会話が増え、改めて看護について深く考える貴重な研修でした。
私は一般病棟の主任として臨地実習指導者委員会の担当をしています。現在看護学生の受け入れは一校です
が、来年度からは複数校からの受け入れを予定しています。本研修受講後は、学生それぞれの教育課程や知識、
実習前のレディネスを考えながら関わり、指導する際は、学生自らが発言できるように努めています。
その結果、学生から「緊張せずに実習することができた」という声があり、私たちから見ても学生の表情が明る

くなってきたのではないかと感じることが増えています。
これから学んでいく学生に、私たち指導者が知識や技術、態度を具体的な言葉で伝え、育てていこうという気
持ちを持ち、何より私たち自身が看護師としてお手本となるような存在になっていかなければならないと思いま
す。
今後は実習生を通して私たちも指導しながら共に成長していけるように、病院全体で育てていく風土をつく

り、実習生を温かく迎えていきたいと思います。

平成26年度
看護学生実習指導者講習会を終えて

平成26年度認定看護管理者教育課程

平成26年度認定看護管理者教育課程
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「看護をＤｉＮＱＬで可視化しよう」に参加して
熊本市立植木病院　木下　千枝

看護師職能委員会Ⅰ　研修会

平成２７年１１月３日、熊本県看護研修センターにおいて、看護補助
者の活用推進研修会が開催されました。この研修のねらいは、医療
機関及び介護施設等に勤務する看護職員に、専門性を要する業務
に専念し業務負担を軽減するため看護補助者の適切な活用につい
ての理解を深め、看護補助者の活用推進を図るとともに「看護補助
者活用推進のための看護管理者研修テキスト」の活用を推進するこ
とでした。
研修ではまず看護師職能委員会Ⅰより「一般病棟を有する病院に

おける看護補助者の活用に関する調査報告」があり、結論として①
看護補助者の夜勤導入のメリットが大きいことが明らかになった②
看護職が行う業務と看護補助者に移譲できる業務を明確にすることで看護補助者との協動・連携を強化していくことが可
能③質の高い看護を提供するために、看護補助者に必要な教育研修を継続して行うこと、適切な業務の移譲を行うこと、人
材確保のための工夫をしていくことが重要であると述べられました。
次に「看護職と看護補助者の役割分担と連携」について、日本看護協会常任理事 福井トシ子氏の講演があり、管理者は

自分の病院の役割・機能をきちんと把握して、看護要員をどう配置するのか将来像を踏まえて考えるように話されました。
また看護補助者活用の基本的考え方として、看護チームとして質の高い看護を提供するために、看護職が専門性を必要と
する業務に専念し、その専門性を発揮できるよう看護職と看護補助者が適切に役割分担することが看護職員の負担軽減に
繋がると話されたのが印象的でした。
午後からは看護補助者活用の事例発表が２施設よりあり、その後各グループに分かれての討議・発表でした。今後はこの
研修会で学んだことを職場で活かすとともに、グループワークで討論した「看護補助者の教育プログラム」を是非検討して
いきたいと思います。

平成27年１０月１０日に開催されたＤｉＮＱＬ研修会は、私にとってはとて
も衝撃的でした。これまで施設内で看護に結びつく様々な要望をしても、
なぜそれが必要であるのかを、客観的な数値で示し説得することは困難
でした。しかし遂に、私たちが実践している看護が、数値化される時代が
やってきたのだと実感しました。
具体的には、ＤｉＮＱＬに参加すれば、自施設の褥瘡発生率や誤薬発生率

などが、他の同規模病院とベンチマーク評価できるようになります。自施
設の看護の強みや弱みがレーダーチャート等の形で表示されるため、結
果が一目瞭然です。課題は、その数値をどうアセスメントし、改善に繋げて
いくかだと思いますが、リーダー的立場の看護者がその過程を共有することも、看護の質向上に貢献するものではないか
と思います。
このような全国規模の事業に参加する場合、施設単位で参加することが多いと思いますが、病棟単位で参加ができ、ま
た評価指標１３６項目のうち、基本的な１１項目以外は、参加する病棟単位で決めてよいという自由な参加形態にも感銘しま
した。
多くの方々の努力でＤｉＮＱＬという素晴らしいシステムが構築されました。このＤｉＮＱＬを大きく成長させ盤石のものに

するためには、看護の現場で働く私達が「参加するという行動」をおこすことだと思います。
2015年は521病院3996病棟の参加でしたが、日本には約8500の病院が設置されています。これらのできるだけ多く
の施設が参加することでＤｉＮＱＬが成長し、政策の場でも活用されることを期待しています。
当院も2016年度にはこの事業に参加予定です。指標の基準を理解し、学習や経験を蓄積しながら看護協会の一員とし

て、日々邁進していこうと改めて感じました。

日本看護協会事業開発部　岩澤由子 氏

平成27年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成27年11月～平成27年12月）

1. 平成27年度委員会中間報告・評価
2.「看護くまもと」96号の企画について
3. 熊本県看護協会支部共催研修における研修費の検討に
　 ついて
4. 平成28年度熊本県看護協会教育計画（案）
5. 熊本県看護協会在宅支援連携シートの活用について
6. 新「会員管理情報体制」に伴う会館整備資金の取り扱
　 いについて

第７回理事会　平成27年11月19日(木）　

1. 熊本県看護協会規程の制定（案）及び規程等の一部
　 改正（案）について
2. 平成27年度熊本県看護協会事業評価について
3. 平成28年度熊本県看護協会運営並びに事業に対する
　 提案・要望について
4. 平成28年度日本看護協会名誉会員候補者及び日本看
　 護協会長表彰者推薦について
5. 平成28年度日本看護協会総会代議員研修会開催に
　 ついて
6. 平成27年度熊本県看護協会・看護連盟合同研修会に
　 ついて
7. 平成27年度セカンドキャリア交流会開催について

第８回理事会　平成27年12月17日(木）

平成28年度熊本県看護協会　改選役員及び推薦委員
平成29年度日本看護協会　代議員及び予備代議員の立候補・推薦について

■平成28年度 公益社団法人熊本県看護協会
　役員：15名

「看護補助者の活用推進研修会」に参加して

研 修 紹 介

公立玉名中央病院　津田　恵美

― 選挙管理委員会 ―
平成28年6月18日（土）に開催される平成28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29年度 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28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。

（任期：2年 平成28年6月総会終結後～平成30年総会
終結まで）
会長1名、副会長2名、常務理事1名、保健師職能理事1
名、助産師職能理事 1名、看護師職能Ⅰ理事 1名、看護
師職能Ⅱ理事 1名、熊本東地区理事 1名、熊本西地区理
事 1名、八代・水俣・人吉地区理事 1名、准看護師理事 
1名、監事 3名

■平成28年度 公益社団法人熊本県看護協会
　推薦委員：8名

（任期：１年 平成28年6月総会終結の翌日～平成29年総
会終結まで）
保健師2名・助産師2名・看護師4名　計8名

■平成29年度 公益社団法人日本看護協会
　代議員並びに予備代議員：計20名

代議員（10名）　　予備代議員（10名）

＜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
けて届け出てください。

＜選挙期日及び場所＞

平成28年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会
期日：平成28年6月18日（土）熊本県立劇場（演劇ホール）

＜立候補の届出期間＞

平成28年1月18日～平成28年4月17日（必着）

＜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　糸田 尚美　宛
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ての理解を深め、看護補助者の活用推進を図るとともに「看護補助
者活用推進のための看護管理者研修テキスト」の活用を推進するこ
とでした。
研修ではまず看護師職能委員会Ⅰより「一般病棟を有する病院に

おける看護補助者の活用に関する調査報告」があり、結論として①
看護補助者の夜勤導入のメリットが大きいことが明らかになった②
看護職が行う業務と看護補助者に移譲できる業務を明確にすることで看護補助者との協動・連携を強化していくことが可
能③質の高い看護を提供するために、看護補助者に必要な教育研修を継続して行うこと、適切な業務の移譲を行うこと、人
材確保のための工夫をしていくことが重要であると述べられました。
次に「看護職と看護補助者の役割分担と連携」について、日本看護協会常任理事 福井トシ子氏の講演があり、管理者は

自分の病院の役割・機能をきちんと把握して、看護要員をどう配置するのか将来像を踏まえて考えるように話されました。
また看護補助者活用の基本的考え方として、看護チームとして質の高い看護を提供するために、看護職が専門性を必要と
する業務に専念し、その専門性を発揮できるよう看護職と看護補助者が適切に役割分担することが看護職員の負担軽減に
繋がると話されたのが印象的でした。
午後からは看護補助者活用の事例発表が２施設よりあり、その後各グループに分かれての討議・発表でした。今後はこの
研修会で学んだことを職場で活かすとともに、グループワークで討論した「看護補助者の教育プログラム」を是非検討して
いきたいと思います。

平成27年１０月１０日に開催されたＤｉＮＱＬ研修会は、私にとってはとて
も衝撃的でした。これまで施設内で看護に結びつく様々な要望をしても、
なぜそれが必要であるのかを、客観的な数値で示し説得することは困難
でした。しかし遂に、私たちが実践している看護が、数値化される時代が
やってきたのだと実感しました。
具体的には、ＤｉＮＱＬに参加すれば、自施設の褥瘡発生率や誤薬発生率

などが、他の同規模病院とベンチマーク評価できるようになります。自施
設の看護の強みや弱みがレーダーチャート等の形で表示されるため、結
果が一目瞭然です。課題は、その数値をどうアセスメントし、改善に繋げて
いくかだと思いますが、リーダー的立場の看護者がその過程を共有することも、看護の質向上に貢献するものではないか
と思います。
このような全国規模の事業に参加する場合、施設単位で参加することが多いと思いますが、病棟単位で参加ができ、ま
た評価指標１３６項目のうち、基本的な１１項目以外は、参加する病棟単位で決めてよいという自由な参加形態にも感銘しま
した。
多くの方々の努力でＤｉＮＱＬという素晴らしいシステムが構築されました。このＤｉＮＱＬを大きく成長させ盤石のものに

するためには、看護の現場で働く私達が「参加するという行動」をおこすことだと思います。
2015年は521病院3996病棟の参加でしたが、日本には約8500の病院が設置されています。これらのできるだけ多く
の施設が参加することでＤｉＮＱＬが成長し、政策の場でも活用されることを期待しています。
当院も2016年度にはこの事業に参加予定です。指標の基準を理解し、学習や経験を蓄積しながら看護協会の一員とし

て、日々邁進していこうと改めて感じました。

日本看護協会事業開発部　岩澤由子 氏

平成27年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成27年11月～平成27年12月）

1. 平成27年度委員会中間報告・評価
2.「看護くまもと」96号の企画について
3. 熊本県看護協会支部共催研修における研修費の検討に
　 ついて
4. 平成28年度熊本県看護協会教育計画（案）
5. 熊本県看護協会在宅支援連携シートの活用について
6. 新「会員管理情報体制」に伴う会館整備資金の取り扱
　 いについて

第７回理事会　平成27年11月19日(木）　

1. 熊本県看護協会規程の制定（案）及び規程等の一部
　 改正（案）について
2. 平成27年度熊本県看護協会事業評価について
3. 平成28年度熊本県看護協会運営並びに事業に対する
　 提案・要望について
4. 平成28年度日本看護協会名誉会員候補者及び日本看
　 護協会長表彰者推薦について
5. 平成28年度日本看護協会総会代議員研修会開催に
　 ついて
6. 平成27年度熊本県看護協会・看護連盟合同研修会に
　 ついて
7. 平成27年度セカンドキャリア交流会開催について

第８回理事会　平成27年12月17日(木）

平成28年度熊本県看護協会　改選役員及び推薦委員
平成29年度日本看護協会　代議員及び予備代議員の立候補・推薦について

■平成28年度 公益社団法人熊本県看護協会
　役員：15名

「看護補助者の活用推進研修会」に参加して

研 修 紹 介

公立玉名中央病院　津田　恵美

― 選挙管理委員会 ―
平成28年6月18日（土）に開催される平成28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29年度 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28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。

（任期：2年 平成28年6月総会終結後～平成30年総会
終結まで）
会長1名、副会長2名、常務理事1名、保健師職能理事1
名、助産師職能理事 1名、看護師職能Ⅰ理事 1名、看護
師職能Ⅱ理事 1名、熊本東地区理事 1名、熊本西地区理
事 1名、八代・水俣・人吉地区理事 1名、准看護師理事 
1名、監事 3名

■平成28年度 公益社団法人熊本県看護協会
　推薦委員：8名

（任期：１年 平成28年6月総会終結の翌日～平成29年総
会終結まで）
保健師2名・助産師2名・看護師4名　計8名

■平成29年度 公益社団法人日本看護協会
　代議員並びに予備代議員：計20名

代議員（10名）　　予備代議員（10名）

＜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
けて届け出てください。

＜選挙期日及び場所＞

平成28年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会
期日：平成28年6月18日（土）熊本県立劇場（演劇ホール）

＜立候補の届出期間＞

平成28年1月18日～平成28年4月17日（必着）

＜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　糸田 尚美　宛
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施 設 名 件数 金 額
鴻江病院

熊本託麻台リハビリテーション病院

上天草総合病院

公立玉名中央病院

くまもと森都総合病院

　　　　　　　　　　合　　　計

1

3

3

18

35

60

30,000

90,000

90,000

540,000

1,050,000

1,800,000

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11月1日～平成27年12月24日

編集
後記

編集（広報委員）

新年あけましておめで
とうございます。今年は申
年（さるどし）、病気が去る

（サル）災いが去る（サル）縁起が良い
年と言われています。この1年が会員
の皆様にとって素晴らしい年になり
ますように心から祈っております。
今年もどうぞ「看護くまもと」をよろ
しくお願いします。

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

書　　名 出版社

平成27年度　看護白書
看護師特定行為研修テキスト
ジョージィの物語
なぜ？どうすれば？新人育成お悩み相談　発想・行動転換のヒント
地域包括ケア時代のニーズを読む！看護管理のベースとなる統計データの読み方入門
訪問看護が支えるがんの在宅ターミナルケア
介護保険・医療保険 訪問看護業務の手引
アロマセラピー入門
私たちの拠りどころ保健師助産師看護師法
大島青松園で生きたハンセン病回復者の人生の語り
交渉力アップで看護部を変える、病院を変える

日本看護協会出版会 
日本慢性期医療協会
英治出版
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 
社会保険研究所
日本看護協会出版会 
日本看護協会出版会 
風間書房
経営書院

副　　題

少子超高齢社会に期待される看護の人材育成

小さな女の子の死が医療にもたらした大きな変化
発想・行動転換のヒント

日々の看護に生かすホリスティックアプローチ

深くふかく目を瞑るなり、本当に吾らが見るべきものをみるため
看護管理の達人として交渉を心から楽しもう

PN：フジー

表紙の紹介：雪の菊池渓谷

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

多様な住まいの場における
看取り支援事業講演会

参加費
無料

日　　時：平成28年2月20日（土） 午後1時30分～3時30分
場　　所：熊本県庁　地下大会議室
テ ー マ：「穏やかな最期に向けて」
講　　師：特別養護老人ホーム　芦花ホーム医師
　　　　  石飛　幸三 氏　　　　　※申込みが必要です。

TVに
  ・・・!! 前号でご紹介しました男性看護師の平野宏一さんが、熊本リハビリテーション病院の

WLBの取り組みについて野田看護部長とともに紹介されます。

平成28年１月27日（水）１９時５０分～
RKK熊本放送　「はっ県！くまモンラボ」お知ら

せ


