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公益社団法人
熊本県看護協会会長

嶋田　晶子

会 長 あ い さ つ

この度、平成28年度熊本県看護協会通常総会におき
まして、会長に就任いたしました。日々、役割や責任の重
さを痛感し身の引き締まる思いでございます。　　　　
　今年度の総会は熊本地震の関係から熊本県看護研修
センターでの開催となりました。建物の被害があった部
分を修復しての開催で、参加者を制限しなければなら
ず、大変ご迷惑をおかけいたしました。総会での審議事
項は1号議案定款の一部改正、2号議案決算報告及び監
査報告、3号議案役員・委員の選出ですべて原案通り決
議されました。
平成28年度重点事業も
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

の4つに取り組んでまいります。特に①では県協会主催
「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」、多様な住ま
いの場における看取り支援事業を実施いたします。②で
はハローワークや熊本県医療環境改善支援センターと
の連携や潜在看護職員の再就業支援、WLBワーク
ショップ等働き続けられる労働環境改善に努めます。ま
た、高校生の一日看護体験・看護学生体験にも1,100名
の応募があり開催することができました。
さて、平成28年熊本地震からはや4ヶ月が経ちまし

た。今回の地震は4月14日・16日と震度7の地震が2度
襲うという未曽有の災害でした。熊本県看護協会では県
と連携し、4月17日～6月13日まで6か所の避難所支援
に延273名の災害支援ナースが活動しました。4月
20日～6月10日まで日本看護協会の支援をいただき九

州・全国の看護協会より26か所の避難所に、延1,688
名の災害支援ナースにご支援いただきました。昼夜を問
わず住民の近くで見守り、エコノミー症候群の予防、感
染防止、環境整備、心のケア等で活動いたしました。ま
た、全国から災害義援金を送っていただき熊本県と熊本
市にお届け致しました。皆様方の温かい思いに感謝する
と共に元気と勇気をいただきました。その他にも様々な
形で被災地支援にあたられた看護職も多く、被災しなが
らもそれぞれの場所で皆様頑張っていただきました。あ
りがとうございました。
今後は仮設住宅等で生活される方々へ県や市町村、

関係団体と連携し、まちの保健室事業を通して支部と
一緒に支援してまいります。皆様のご協力をよろしくお
願いいたします。　
県協会では6月26日に災害支援ナース報告会を8月4

日には「熊本地震に伴う看護管理者としての振り返りの
会」を開催しました。今後は各職能での報告会等を開催
していきます。
まだまだ復興までには時間がかかりますが、蒲島知事

がおっしゃった創造的復興に向けて“頑張ろう熊本”を
合言葉に会員の皆様と共に進んでいきたいと願ってい
ます。
最後に、昨年日本看護協会は2025年に向けて「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～」を公表いたしました。これからの看護職は医療
の視点だけでなく、生活の視点も持つ専門職が求められ
ています。ビジョンを具現化するため、今後皆様と一緒
に頑張っていきたいと思います。

平成28年8月吉日
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「平成28年度 熊本県看護協会通常総会」「平成28年度 熊本県看護協会通常総会」

受章おめでとうございます受章おめでとうございます

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28年 春の叙勲春の叙勲
瑞宝双光章
看護業務功労

（元 横浜中央病院看護部長）

馬場　悦子様

瑞宝単光章
保健衛生功労

（現 熊本労災病院看護部長）

野田　敬子様

6月18日（土）、熊本県看護研修センターにおいて「平成28
年度熊本県看護協会通常総会」が開催されました。今回、「平成
28年熊本地震」により熊本県立劇場からの会場変更、また総会
後に開催していた職能別交流集会の延期など、震災の影響があり
ました。余震が続き、震災被害の残る中、335名の大勢の会員
で会場は埋め尽くされました。
高島会長による開会の挨拶では、災害支援ナースの活動状況や
九州圏内外からの災害支援について触れられ被災された方に対し
お見舞いを申し上げられました。また、今年度の熊本県看護協会
として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が掲
げられ、支部連携や会員のニーズに沿った運営に努めていくと述
べられました。
次に看護協会会員として、様々な分野で多大なる貢献や功績を
認められた25名の方々に熊本県看護協会長表彰の授与が行われ
ました。その後、来賓祝辞では蒲島県知事をはじめ、多数の方々
から看護協会ならびに協会会員の日々の活動、被災地の活動に対
する功績について温かいお言葉を頂戴しました。
報告・審議事項では、准看護師から看護師への移行支援事業や
訪問看護の推進等に関する事業など様々な推進事業に対し、参加
者から積極的に意見が挙がり今後の課題も再確認され、大勢の参
加者と情報共有ができ意義ある意見交換の場になったと思いまし
た。
第１号議案から第３号議案の同意に関し、参加者が手元に持っ
たピンク色の通常総会の表紙を掲げて行い、会場一面ピンク色に
染まり全ての議案が可決・承諾されました。
総会の最後に、総会終結により退任される、高島会長他4名の
役員による挨拶があり、新任役員紹介では新たに会長に就任した
嶋田晶子新会長よりお言葉を頂き、新たな熊本県看護協会の始ま
りを感じる総会となりました。

広報委員　平野　宏一
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平成28年度  公益社団法人熊本県看護協会新役員紹介平平平平平平平成成成成成成成22222888888年年年年年年年度度度度度度度  平平平平平平平成成成22888年年年度度度平平平平平平成成成成2288年年度度平平平平平平成成成成 8年年年年度度度平成28年度  公益社団法人熊本県看護協会新役員紹介

副会長　井手　州子 （熊本県看護協会） 保健師職能理事　市原　　幸 
　　　　　　　　　　（熊本県健康福祉部）

看護師職能Ⅰ理事　本　　尚美
　　　　　　　　　　 （熊本大学医学部附属病院）

熊本南地区理事　宮下　恵里
　　　　　　 （済生会熊本病院）

監　事　竹下　エミ子 （熊本中央病院） 監　事　道端　由美子 
                 （済生会熊本福祉センター）

県健康づくり推進課に所属して
おります。会員の皆様のお力を借
りながら、前任の島村理事の活動
を引き継ぎ、保健師の質向上と会
員確保に向けた活動を展開してい
きたいと思います。今年は熊本地
震により職能委員会活動も縮小せざるを得ない状況
ですが、熊本はひとつ、住民から信頼される保健師活
動を目指し、無理せず、一緒に頑張りましょう。

大任を仰せつかり、責任の重さ
に身の引き締まる思いです。
今回の熊本地震で災害支援ナー
スの派遣を受け、日本看護協会の
組織力の強さを改めて感じまし
た。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」の実現のために、対応できる看
護職能団体としての組織力強化をめざして、会長補
佐及び看護協会運営に力を注ぎたいと思います。

この度、看護師職能Ⅰ〈病院領
域〉の理事に就任いたしました。
2025年に向け大きく変化する
医療提供体制の中、病院で働く看
護職には病院の中だけでなく地域
への療養移行を見通した支援が
求められています。病院領域の看護職がこの変化に
対応するための取組を、日本看護協会と連動しなが
ら行っていきます。また、職能委員会の機能である意
見集約・課題発見には、会員の皆様のお力をお借りし
ながら努めてまいります。どうぞよろしくお願いいた
します。

超高齢化社会を見据え、医療の
機能分化や地域連携の機能強化、
在宅ケアの推進等、益々看護職の
力が期待されています。地域包括
ケア時代において、職能として地
域のニーズにどう応えるか問われ
ている時代です。地域全体の連携や交流を深めなが
ら、地域の課題抽出を通し、県協会と支部との繋がり
を強化し、皆様と共に問題解決に努力したいと思い
ます。どうぞ宜しくお願い致します。

この度監事を務めさせていただ
くことになりました。地域包括ケ
アシステムの構築が進められてい
る中、看護の役割拡大が求めら
れ、その活動は、国民より大きく
期待されています。
このような中で、県看護協会の果たす役割は重要
です。これまでの地区理事経験を活かし、公益社団
法人の財務に関する事項及び業務執行状況を監査す
る等の職務をしっかり果たし、看護協会の活動支援
につながるように努めます。

私は平成26年より、医療から福
祉へ移り、新たな視点が身につい
た一方、早いスピードで変化して
いる医療界の情報に触れる機会が
少なくなっています。双方の経験
を生かした監事の役割ができるように努力したいと思
います。
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有明支部　天野　佳代 （荒尾中央病院） 菊池支部　宮本　美雪 （熊本再春荘病院）

熊本南支部　石本　裕子 （熊本第一病院） 宇城支部　糸田　尚美 （間部病院）

天草支部　樋口　友子 （天草地域医療センター）

支部長として未熟な点が多々あり
ますが、役員の皆様と協力し活動し
ていきたいと思います。研修会や交
流会、まちの保健室事業等を通し
て、会員・施設間の交流や情報交
換、また、地域の皆様のお役に立て
るように取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしく
お願い致します。会員の皆様の研修会、交流会等への参加
をお待ちしています。

今回の熊本地震では、看護職の偉
大さと重要さを改めて感じておりま
す。
看護職がこの地域で力を発揮しな
がら活き活きと働き続けられるよう
に多くの方々との出逢いとそこから
得られる学びを大切にして、地域の
皆様のため、また、地域の看護職の皆様のために活動して
まいりたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

今年度は、熊本地震があり、災害

支援ナースの派遣依頼や支部施設の

被害状況の把握など、改めて熊本県

看護協会と支部とのつながりの重要

性を感じています。　　

非常時でもスムーズな連携ができ

るよう、日頃の支部活動に積極的に取り組みたいと思いま

す。2年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

熊本地震、豪雨災害で被災された
皆様に心よりお見舞い申し上げま
す。
超高齢化社会を迎える中、地域の
看護職に寄せられる期待は大きいと
思います。支部活動で、まちの保健
室をはじめ地域の方の健康づくりの
支援、研修会を通して、質の向上や看護職の連携を深めら
れるよう努力していきたいと思います。
会員の皆様のご指導とご協力をお願いいたします。

天草は、高齢化率が35％を超える

地域であり、地域包括ケアシステム

の構築を意識した支部の取り組みが

昨年もされています。その方向性を

変えることなく、今年度も活動を

行っていきます。支部会員の皆様

に、進んで研修会などに参加してもらえるよう努力してい

くつもりです。皆様のご協力をお願いいたします。

平成28年熊本地震
義援金のご協力

誠にありがとうございました！
218件
義援金総額 48,577,427円
全額を熊本県及び熊本市に贈呈いたし
ました。

平成28年8月4日（木）に大西熊本市長へ、8月8日（月）に蒲島熊本県知事へ贈呈いたしました。
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人吉医療センター　告吉　ゆかり
今回、看護師職能委員Ⅰを拝命致しました人吉医療センターの告

吉です。
めまぐるしく変化する医療ニーズに応えられるよう、看護の質の
向上にむけてアンテナを高く情報を集めながら、問題解決に取り組
んでいきたいと思います。
微力ではありますが宜しくお願い致します。

熊本再春荘病院　緒方　公子
地域包括ケアシステムの構築など、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。医療機関や施設、在宅の看護
職の役割を認識し、多職種で検討し視野を広げ、自身の学びを深め、
問題の解決へ取り組めるよう努めてまいります。よろしくお願いし
ます。

熊本赤十字病院　中川　里美
これまで看護協会にはいろいろな研修でお世話になりました。今
回、看護師職能委員会のメンバーとなり、看護の質の向上と働き
続けられる労働環境の改善の推進のために、少しでも貢献できる
ように活動していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

国保水俣市立総合医療センター　塚原　由美子
今年度より「看護師職能Ⅰ」委員を務めさせて頂くことになりま

した。これまで、皆様が積み重ねてこられた活動を活かし、微力な
がら、今後も看護の質の保障や働きやすい職場づくり等、皆様と
共に検討し還元できるよう取り組んでいきたいと思います。

看護師職能委員会 Ⅰ

熊本大学医学部附属病院　水篠　真実
この度、助産師職能委員を務め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もありますが、他施設の
みなさんとの交流や活動を通して、地域の母児が安心して暮らして
いけるよう援助したいと思います。また、助産師職能委員による出
前講座では子ども達にいのちの大切さを伝えられるよう頑張りたい
と思います。

人吉医療センター　平野　美穂
様々なライフスタイルの時期における女性と、その家族に対しＱ

ＯＬを高められるようなケアを提供するために、他施設の皆様との
ネットワークを図り意見交換・情報共有を行っていきたいと思いま

助産師職能委員会

熊本市中央区役所保健子ども課　藤島　みどり
本年度、保健師職能委員を務めさせていただくことになりました。
熊本地震の貴重な体験を生かし、日ごろの保健活動に加えて、有
事の際の活動につきましても、皆様と一緒に考えていく機会をい
ただいたと思っております。いろいろと教えていただきながら、務
めてまいりたいと思います。よろしくお願い致します。

山鹿市長寿支援課　金柿　佳奈子
今年度より保健師職能委員になりました金柿と申します。山鹿市
長寿支援課地域包括支援係に所属しております。今回、初めて委
員になりわからないことばかりですが、みなさんの力になれるよう
努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

富士通九州システムサービス　宮崎　さおり
企業の健康管理室で、従業員がいきいきと働くための支援を行っ

ています。初めての委員で分からないこともあるかと思いますが、
皆さんと交流を深め、産業看護職の皆さんのかけはしになりたい
と思います。よろしくお願いします。

上天草市役所 松島庁舎 健康づくり推進課　益田　佳世
この度、保健師職能委員会の委員を務めさせていただくことに
なりました。
これまで福祉部門の業務が長く、4月の異動で12年ぶりの保健
業務に携わることになり、戸惑う毎日です。職能委員会では、様々
な立場の方と交流しながら、経験値の向上のため頑張りたいと思
います。

熊本市役所 健康福祉局子ども未来部　島村　富子
保健師が専門性を発揮できるように、段階に応じた能力開発を
推進し活動基盤の強化と資質向上を図る取り組みを委員会の方々
と力を併せて活動し、ひいては会員の拡大に繋がるように頑張りた
いと思います。

保健師職能委員会

宇土市社会福祉協議会　村上　ゆかり
在宅部門での看護師の役割や機能について、看護協会という組
織で検討できることに感謝しています。様々な分野で注目されて
いる地域包括ケアの中で、地域の看護師がどのように他職種と連
携をとりながら自らの専門性について高めていけるかを、皆さんと
共に考えていければと思っています。よろしくお願い致します。

看護師職能委員会 Ⅱ

す。また、委員の活動を通して助産師として経験知の浅い自分自
身の知識・技術向上を図る成長の場としていきたいと思います

熊本赤十字病院　花牟禮　理恵
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。助
産師職能の活動を通して、県内の助産師を取り巻く環境を知り、
ニーズに応えるとともに助産師の質の向上に少しでも貢献できるよ
う先輩たちと一緒に頑張っていきたいと思います。他施設で活躍さ
れている助産師の方々と交流を深め、楽しく活動していきたいです。

書　　名 出版社
「平穏死」のすすめ
家族と迎える「平穏死」
看護の時代
緊急・応急処置Q＆A
看護法令要覧　平成28年版
看護関係統計資料集　平成27年
2015年　病院看護実態調査
看護管理概説 
看護組織論
看護マネジメント論
看護における人的資源活用論
看護情報管理論
看護経営・経済論
看護制度・政策論

講談社文庫
廣済堂出版
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 
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

副　　題
口から食べられなくなったらどうしますか
「看取り」で迷ったとき、大切にしたい6つのこと
看護が変わる　医療が変わる
もしもの時に必ず役立つ！

看護管理学習テキスト１
看護管理学習テキスト２
看護管理学習テキスト３
看護管理学習テキスト４
看護管理学習テキスト５
看護管理学習テキスト６
看護管理学習テキスト７

書　　名 出版社
看護管理学研究
看護管理概説 基本資料集
訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル
はじめの一歩！ナースができるベッドサイドのリンパ浮腫ケア　DVD付
看護のためのシミュレーション教育はじめの一歩ワークショップ　別冊シナリオ集付
少子超高齢社会の「幸福」と「正義」　倫理的に考える「医療の論点」
ヘルスプロモーション
認知症の語り
在宅・施設での看取りのケア
看護に生かす腹臥位療法
看護六法
これから学ぶ介護保険制度と法
急性期病院でのステップアップ認知症看護
看護必要度

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 
垣内出版
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 
新日本法規
日本加除出版株式会社
日本看護協会出版会 
日本看護協会出版会 

副　　題
看護管理学習テキスト８
看護管理学習テキスト別巻

倫理的に考える「医療の論点」
ＷＨＯ：オタワ
本人と家族によるエピソード
自宅、看多機、ホームホスピス、グループホーム、特養で最後まで本人・家族を支えるために
うつぶせ寝で「身体と心」を取り戻す
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　私たちは、熊本県の助産師の声を集めて、妊産褥婦及び新生児が健康な生活を営めるような助産実践能力の強化と
その体制整備を行います。
　助産師職能委員会の平成28年度の主な活動は、助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）“CLoCMiP（クロックミッ
プ）”レベルⅢ認証制度への申請を増やし、県内にたくさんのアドバンス助産師が誕生するように支援することです。
アドバンス助産師が県内に増えることで、助産ケアのレベルの向上につながり、
安心・安全な周産期医療体制や母子支援体制が整うと期待しています。

＊アドバンス助産師とは　自律して妊産褥婦または家族に質の高い助産ケアを提供できる
助産師です。アドバンス助産師には右のバッジが与えられます。

＊CLoCMiP（クロックミップ）とは　助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）の英
語表記「Clinical Ladder of Competencies for Midwifery Practice」の頭文字
から作成した呼び名で、助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）のことです。 アドバンス助産師の認証マーク

委 員 長　吉村　圭子（熊本市民病院）
副委員長　田中　聖子（水俣市立総合医療センター）
委　　員　和田　千春（熊本労災病院）　　　　　　　平野　美穂（人吉医療センター）
　　　　　水篠　真実（熊本大学医学部附属病院）　　花牟禮　理恵（熊本赤十字病院）
　　　　　福山　由美（慈恵病院）　　　　　　　　　北川　美穂子（福田病院）
　　　　　吉田　佳代（熊本大学医学部保健学科）

助産師

職能委員

助産師職能委員会　研修会のご案内

いいお産の日イベント：「助産師の寄り添いが染み入るお産と子育て」
内　容： 11月3日のいいお産の日にちなみ、産む立場の女性の心の声を伝えて頂き、産む立場であ

る女性と助産師が一緒に「産むこと」について楽しくまた有意義な意見交換をする。
日　時：平成28年10月22日（土）13：30～15：00
場　所：熊本県看護研修センター（熊本市東区東町3丁目10-39）
対　象：子育て中の家族・妊婦　助産師・助産師学生
講　師：Umiのいえ　代表　齋藤　麻紀子　先生 『となりのミド

ワイフ』

の著者

平成28年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成28年4月～平成28年7月）

Ⅰ-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（案）について

Ⅰ-2.熊本県看護協会定款の一部改正（案）について
Ⅰ-3.平成27年度熊本県看護協会事業報告について
　　　１）平成27年度事業報告（案）について
　　　２）平成27年度理事会・支部長会報告（案）について
Ⅰ-4.平成28年度重点事業・事業計画について（総会要綱記載分）
Ⅰ-5.平成28年度役員候補者及び推薦委員候補者並びに平成29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
Ⅰ-6.平成28年度熊本県看護協会職能委員の改選について
Ⅰ-7.平成28年度「まちの保健室」ボランティア研修会並びに交流会プログラ

ム（案）について

　第1回理事会　平成28年4月21日（木） （書面理事会）

１．会長、副会長及び常務理事の選定について（定款第5章第22条第2項）
２．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（案）について

３．公益社団法人定期提出書類　別表Ａ～Ｃ（案）について
４．役員改選に伴う役員の職務分担について
５．看護師職能委員1名、常任委員の選任について（案）
６．看護くまもと98号（8月）企画（案）について

　第3回理事会　平成28年6月18日（土）

Ⅰ-1.熊本県看護研究学会運営規程及び謝金規程の一部改正（案）について
Ⅰ-2.平成28年度熊本県看護管理者会中央開催（案）について（11/5土）
Ⅰ-3.平成28年度第2回支部長会（案）について
Ⅰ-4.平成28年熊本地震義援金の取り扱いについて（案）
Ⅰ-5.平成28年度認定看護管理者教育運営委員会委員交代について（案）
Ⅰ-6.平成28年度常任委員辞任に伴う委員交代（案）について（教育委員・広報

委員）
Ⅰ-7.熊本地震に関する今後の支援体制について（まちの保健室等）
Ⅰ-8.医療介護総合確保促進法に基づく平成29年度県計画に係る事業提案募

集について

　第4回理事会　平成28年7月21日（木）

Ⅰ-1.平成27年度決算報告（案）・監査報告について
Ⅰ-2.平成28年度一次補正予算（案）について
Ⅰ-3.公益法人制度定期提出書類別表Ａ～Ｃ（案）について
Ⅰ-4.平成28年度熊本県看護協会通常総会について
　　　１）総会要綱について
　　　２）総会運営マニュアルについて
　　　3）議長等について
Ⅰ-5.平成27年度重点事業・事業報告について（総会要綱記載分）

　第2回理事会　平成28年5月19日（木）

Ⅰ-6.平成28年度公益社団法人熊本県看護協会改選職能委員
Ⅰ-7.第2回合同委員会日程変更並びにプログラム（案）
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派遣経過派遣経過

活動の実際活動の実際

災害支援ナースの派遣の基準災害支援ナースの派遣の基準

熊本県看護協会（レベル1）
活動期間 4月17日～6月13日 4月20日～6月10日
活動時間 昼間支援9時～18時

夜間支援17時～9時 3泊4日避難所に常駐

日本看護協会（レベル2～3）

活動人数 延べ273名 延べ1,688名

活動場所 ①益城町保健福祉センター
　はぴねす
②グランメッセ
③ホテルエミナース
④美里町砥用中学校
⑤豊野少年自然の家
⑥嘉島町民体育館

4/17～5/31

4/17～18
4/17～29
4/18～25
5/19～31
6/  1～13

4/20～6/1
4/20～29
4/20～5/14
4/20～6/10
4/20～5/26　
4/23～6/1
4/23～6/1
4/29～6/10
4/23～6/1
4/23～6/1
4/29～6/1
＊日程は避難所により異なる

①宇城市１ヵ所
②宇土市２ヵ所
③阿蘇市３か所
④西原村４か所
⑤南阿蘇村２か所
⑥嘉島町２か所
⑦甲佐町２か所
⑧益城町６か所
⑨御船町２か所
⑩大津町１か所
⑪熊本市１か所

合計6ヵ所 合計26ヵ所

具体的内容項目

①健康管理 健康相談・バイタルサイン等の身体チェック・風邪症状・下痢嘔吐等有症者の
把握・症状により医療チームへつなぐ・創傷処置・傾聴による不安の緩和
夜間の定期的な巡回による見守り

②生活援助 食事介助・排泄介助・清潔援助

③感染防止 手洗いの徹底（手指消毒剤の設置等・マスク着用等の指導
食中毒防止の呼びかけ・感染者への対応（受診援助・隔離等）

④環境整備 定期的な換気・居住エリアとトイレの清掃等・寝具類の清潔管理

⑤ＤＶＴ予防 歩行やラジオ体操の呼びかけ

⑥他のチーム
　との連携

医療チーム（医師・保健師・薬剤師・理学療法士等）・行政チーム・
ボランティア団体等とのミーティングや情報交換

対応区分 災害の規模 派遣元看護協会 派遣調整

レベル1
単独支援対応

被災県看護協会のみで災害時の看
護支援活動が可能な場合 被災県看護協会 被災県看護協会

レベル２
近隣支援対応

被災県看護協会のみでは災害時の
看護支援活動が困難または不十分
な場合

近隣県看護協会
（被災県看護協会を含む）

レベル3
広域支援対応

被災県看護協会及び近隣県看護協
会のみでは災害時の看護支援活動
が困難または不十分な場合
＊支援活動が長期化すると見込まれ
る場合

全国の都道府県看護協会
（被災県看護協会および
近隣県看護協会を含む）

日本看護協会

災害支援ナースに  災害支援ナースに  
4月14日、16日に熊本地震が発生しました！熊本県看護協会では災害対策本部を立ち上
げ、日本看護協会と連携しながら熊本県看護協会は延べ273名　日本看護協会は延べ
1688名の「災害支援ナース」が多くの避難所で活動を行ないました。今回は、「災害支援
ナース」についてご紹介します。



災害看護の特殊性を理解し、専門的知識・技術を習得する

開催日：11/6（予定）

DIG（災害図上訓練）・HUG（避難所運営ゲーム）

開催日：8/31（予定）

災害支援ナースの意見交換やレベルアップのための研修

開催日：2019/2/15（予定）

災害支援ナースのレベルアップ及び災害看護の推進

開催：２年毎

9

災害支援ナースの派遣調整災害支援ナースの派遣調整災害支援ナ スの派災害支援ナ スの派災害支援ナ スの派

 なるために・・・ なるために・・・

登スーナ援支害災 録 方 法

熊本県看護協会災害支援ナース登録者数136名　目標200名

熊本県災害
支援ナースの

災害看護研修について災害看護研修について

基礎編

実務編

応用編

養成
研修

フォロー
アップ研修

災害支援ナース
登録を目指す方

災害支援ナース
登録を目指す方

災害支援ナース登録者及び
災害看護に興味のある方

災害支援ナース登録者

災害支援ナース登録者及び
災害看護に興味のある方

災害看護の基本と必要な知識・技術を学ぶインターネット研修

登録申込書は、熊本県看護協会HPからダウンロードできます

災害支援ナースは日本看護協会と連携して派遣を
行います。

①熊本県看護協会会員
②保健師・助産師・看護師としての実務経験5年以上
③災害看護研修基礎編及び実務編の修了者

熊看協の後方支援
・避難所への送迎
・日々のオリエンテーション
  （避難所の情報提供）
・日々の活動後の振返り（相談）
・保険の加入

日看協後方支援
・現地までの交通手段の確保
  （飛行機、新幹線、タクシー）
・現地の情報収集
・保険の加入
・24時間体制での緊急対応など

派遣要請 レベル2,3対応 レベル1対応

厚生労働省
被災者健康支援連絡協議会

都道府県看護協会 熊本県看護協会

看護管理者
災害支援ナース

熊本県看護協会

日本看護協会

日本看護協会作成 一部加筆支援活動

派
遣
調
整

派
遣
調
整

情
報
共
有

情
報
共
有

派
遣
調
整

情
報
共
有

熊本県医療救護
調整本部
熊本県
熊本市
各市町村

医療機関、福祉施設
保健所（避難所）等

情報共有

情報共有

情報共有

派
遣
要
請

開催日：7/6・7/7（終了） ※毎年開催

※毎年開催

※毎年開催

④施設長（所属長）の承諾があること
⑤看護職賠償責任保険に加入していること

要 件

では、災害支援ナースになるためには、どうしたらいいのでしょうか？ その方法と要件を説明しましょう！では、災害支援ナースになるためには、どうしたらいいのでしょうか？ その方法と要件を説明しましょう！
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植木温泉の遊鳳（ゆうほう）という
日帰り温泉です。お湯はやや熱めで
すが、トロトロのお湯です。室内はア
ジア風になっています。植木に来た
らぜひお立ち寄りください。

立田山自然公園の一
角である竜田山憩い
の森は遊歩道、展望
台、休憩所など整備さ
れ、公園内には人工の
池、芝生広場、アスレ
チックなど遊具があ
り、四季折々の樹木も
楽しめ、子供から大人
まで多くの人に親しま
れています。

水俣市の埋め立て地
の海岸通りです。恋
人、夫婦、友人と一
緒に海を眺めながら
散歩しては・・・癒さ
れるかも・・・

南九州で有名な鹿屋バラ園にも勝ると劣ら
ない水俣バラ園です。春と秋に２回開催さ
れます。皆様もぜひお越しください。

水俣の避暑地寒川水源です。とっても涼しい寒
川水源でのそうめん流し、アユの塩焼きおい
しいですよ。

▲

バラ園の近くにある道の駅まつぼっくりのローズソ
フトクリームです。ほのかに香るローズ　一口食べて
口の中に広がるローズあなたも一度食べてみては…
うっとりするかもね！駐車場から橋がかかり行きやすく

なりました。モノレールで展望露
天風呂にも行けますよ。食事もで
きます。つなぎ町にあるケーキ屋
さん“あんさんく”の期間限定のメ
ロンポーチです。大きなメロン1
個そのまま使ったケーキです。

▲

水俣市の埋め立て地の恋人の聖地
です。素敵な人と恋愛の成就を願いに
たずねてみては・・・

豊富な湧水量を持つ八景水源があ
り、熊本市の上下水道の水源として
利用されています。また、公園には
ソメイヨシノ1200本が植えられ、
周囲を流れる小川には水生動物が
多く生息しています。公園内にある
「水の科学館」は熊本の地下水と
水道を中心に水について学べる施
設になっています。

阿蘇神社、出水神社と共に熊本三大神社の一つであり、また、日本五大稲
荷の一つに数えられ全国的に商売の神様として知られています。２月の
初牛の日に行われる初牛大祭では「福餅まき」が有名で多くの参拝者で
にぎわいます。

熊本西支部

水俣・芦北支部

～13支部の行楽スポット 

植木温泉植木温泉

水俣市の
埋め立て地
水俣市の
埋め立て地

高橋稲荷
神社

高橋稲荷
神社

八景水谷
公園

八景水谷
公園

立田山自然公園・
竜田山憩いの森
立田山自然公園・
竜田山憩いの森

つなぎ温泉
四季彩
つなぎ温泉
四季彩

水俣
バラ園
水俣
バラ園

寒川水源寒川水源
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熊本地震で被災され休
業中の阿蘇立野病院
が、6月1日より、陽ノ丘
荘の近くで『上村ぬくも
り診療所』として、新た
なスタートをきり、地域
医療を支えるために頑
張っています。

春は木々が芽吹き、夏は深い緑に囲まれて、秋は鮮やかな紅葉、冬は静
かに降る雪を眺める。四季折々の美しい風景の中で、日ごろの疲れを
ゆったりと癒してみませんか？

鍋ヶ滝は、落差10
ｍ、幅約20ｍほど
の滝。滝の裏側に
回ることもでき『裏
見の滝』が味わえ
ます。カーテンのよ
うに幅広く落ちる
水が、木漏れ日に
照らされる様子は
とても優美で神秘
的です。

標高936Ｍ，阿蘇北外輪山の最高峰に位置する天然の展望台大観峰で、
阿蘇の絶景を満喫してみませんか？訪れる度に新しい発見に出会える
はずです。雲海に浮かぶ涅槃像（阿蘇五岳）、雄大な外輪山は阿蘇なら
ではの豊かな表情、これこそ阿蘇の魅力です。日々、噴煙を上げる中岳の
ように、パワーあふれる人が多く、自分達の暮らす阿蘇を元気にしたい
と頑張っています。是非一度足を運んでください。

阿蘇神社の御創立は、紀元前282年と伝えられ、
約2300年の歴史を有します。残念なことに、4月の熊本地震により、楼
門、神殿共に倒壊されました。ところが、周辺の建物には、ほとんど被害
は見られず、一手にその難を受け、住民を守ったかに思えます。どっしり
と構えたその重厚なお姿には、偉大な神秘さが感じられます。

阿蘇北外輪山の草原の丘にあるパワースポットです。頂上付近の岩から
古代オリエント文明の文字ペトログラフが発見されシュメール系海洋民
族の祭礼の場であったと言われています。

阿蘇支部

 を順に紹介します～

雲海に浮かぶ
阿蘇五岳

雲海に浮かぶ
阿蘇五岳

阿蘇神社
周辺

阿蘇神社
周辺

黒川温泉黒川温泉

鍋ヶ滝の
ライトアップ
鍋ヶ滝の
ライトアップ

押戸石押戸石

阿蘇地域
アクセスルートマップ ※阿蘇市観光協会HPより

　熊本地震により、主要道路であ
る57号線が途絶えたことで、熊
本市内との交通に時間を要し、い
ろんな問題をかかえていますが、

それでも、心を一つにみんなで支えあい、前向きに復興
を目指し頑張っています。
　どうぞ、宜しくお願いいたします。

上村ぬくもり
診療所

上村ぬくもり
診療所

は
ミルクロード・グリーンロード
をご利用下さい。
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施 設 名 件数 金 額

高野病院

天草第一病院

上天草総合病院

熊本市立熊本市民病院

天草病院

公立多良木病院

自衛隊熊本病院

熊本大学医学部附属病院

熊本リハビリテーション病院

　　　　　　合　　　計

1

2

1

11

1

3

2

51

28

100

30,000

60,000

30,000

330,000

30,000

90,000

60,000

1,530,000

840,000

3,000,000

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
期日：平成28年4月1日～平成28年7月31日 編集

後記

編集（広報委員）
耕　理千子
平野　宏一
池松　敦子　　河田知恵美　　緒方　　幸
池上　芳美　　松村江里子　　古木なおみ

担当理事
委 員 長
委　　員

新 メ ン バ ー 紹 介

今年度より広報委員になり
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。

松村　江里子
（熊本県健康福祉部）

古木　なおみ
（阿蘇市役所）

「新会員証」（プラスチック永年会員証）と
平成29年度入会申込書・継続申請書を順次お送りします

新会員証

永年使用していただく
プラスチックの会員証です

◆施設に所属している会員の皆様は、施設へ一括してお送り
いたします

◆施設に所属していない会員の方には、ご自宅へお送りいた
します

◎外字等表記できない文字は代替え文字で表記されており
ます。
◎氏名変更・県移動・紛失の場合、会員証は再発行いたしま
す。
◎6月中旬以降に入会された方はこの新会員証のみ順次
お送りいたします。紙の会員証は発行されません。

平成29年度入会申込について

継続される方
新様式の継続申請書に情報が印字されております
（6月中旬までの会員情報で印字されています）
変更の有無を確認し会費納入方法に○をつけてください

◆施設に所属の方は、入会手続きを取りまとめる代表者や看護管理者へ、
　専用の封筒に入れて提出
※所属施設の会費納入方法を必ず代表者の方へ確認してください
◆所属のない会員の方は記入後、同封の封筒に切手を貼り投函

◎口座振替を希望される方は　用紙下段の
　「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」も忘れずに記入しましょう！
　　会費引落日は平成29年1月27日です
◎口座振替を選択頂きますと、手数料は無料で、その後の会費納入に手間
がかからないので便利です！ 30年度以降は申し出がない限り自動的に引
き落とされます。

もし、翌年度の会費を1月27日に引き落とされ（前納）、年度開始前（3月中）
に、入会を取りやめる、もしくは県外へ移動になった場合等は３月中にご連絡
いただければ返金いたします。
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お一人づつ封筒に入れた状態で届きます


