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公益社団法人
熊本県看護協会副会長

井手　州子

副 会 長 あ い さ つ

長かった暑い夏が過ぎ、ようやく秋の気配が近づいたと
思ったとたん暦の上では立冬を迎え、時の速さに驚いてい
ます。熊本にとってこの夏は、暑さがさらに長く感じるつら
い季節でした。会員の皆様方には、落ち着きを取り戻され、
お元気にそれぞれの職場でご活躍のことと存じます。私
事、6月の県協会通常総会で副会長に就任しました。職務
として会長の補佐をし、同時に災害看護対策に関連する事
業を担っております。熊本地震後も大型台風が近づくたび
に冷や冷やさせられ、10月には鳥取地震まで起きました。
鳥取県看護協会へ会長がすぐにお見舞いの一報を入れ被
災を経験した協会としての情報提供を致しました。平時か
ら自然災害への備えへの大切さを感じています。9月には
日本看護協会で都道府県看護協会災害担当者会議が開
催され会長とともに参加しました。そこで会長が「熊本地
震における熊本県看護協会の活動報告」について発表し、
その内容は午後からのグループ討議「レベル３の被災県看
護協会の役職員としての初動3日間の対処」に大いに参考
になったと思います。また今回の熊本地震での課題の一つ
である災害支援ナースの増員は、7月に開催された登録の
要件である「災害支援ナースの基礎知識研修」に228名の
参加があり、11月の実務編研修後の登録増が期待されま
す。県協会として今回の災害についてのまとめをしながら
災害看護対策の体制をさらに整えて参りたいと思います
さて、県協会の事業は、熊本地震による遅れを取り戻す

ように急ピッチで運営され、後半期に入りました。研修関係
では、インターネット研修の「認知症高齢者の看護実践に
必要な基礎知識」受講が、平成28年度診療報酬改定で認
知症ケア加算2の施設基準の要件になるため、7月は237
名、10月は226名と受講ニーズが高く、年明け1月に3回
目の追加研修を実施することになりました。平成29年に

は、熊本保健科学大学で認知症の認定看護師養成コース
も開講されます。ぜひ熊本県の方に受講していただき認知
症のケアが充実することを期待しています。一般研修や支
部共催研修も進んでおり、長期研修では8月の新人看護職
員研修責任者等研修が107名の参加で開講され12月14
日に終了します。認定看護管理者教育課程ファーストレベ
ル研修77名が9月に閉講式を迎え、10月からはセカンドレ
ベル研修が24名で開始されました。その他、実習指導者
講習会や訪問看護師養成研修も現在継続中です。ナース
センターの潜在看護職員再就業支援研修も毎月実施さ
れ、看護研修センターの研修室は空いている暇がないよ
うです。県からの委託事業である「多様な住まいの場にお
ける看取りケア研修」は8月14日から10月2日までの5回
シリーズで、延482名参加で開催されました。在宅医療を
専門とされている医師と看護職能委員会Ⅱのメンバーが
講師となり、特別養護老人ホーム等の介護施設の看護職、
介護福祉士が参加し看取りケアについて熱心に受講され
ました。後半の大きな事業である地区別看護管理者会も
10月19日の熊本市の3支部がトップで開始され、今後11
月、12月と4地域に出かけて行きます。その節は、よろしく
お願い致します。11月5日には中央の看護管理者会に任
期最後の年である坂本すが会長をお招きし、「これからの
看護に期待するもの」というテーマで管理者としての豊富
な経験からお話しを聞くことができ、参加した管理者とと
もに元気をいただきました。
最後になりましたが、今年度は熊本地震に始まり大変な
年でした。会員の皆様にとって新しい年が希望に満ちた年
であることを祈念すると共に、県協会へのさらなるご協力
とご支援をお願い申し上げます。

県庁知事応接室　平成28年9月9日（金）

平成28年度 熊本県優良看護職員知事表彰受賞者

小嶋　紀子
耕　理千子
岩尾　典子
朝田　朋代
西村　一代
木村　睦代
河西　澄子
甲斐　和枝
因幡　英子
宮田　栄子
湯元　市子
出利葉和子
樋口　友子

【受賞者】 【所属】
一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター
熊本市立植木病院
自衛隊熊本病院
社会医療法人黎明会宇城総合病院
荒尾市民病院
医療法人社団三森会三森循環器科・呼吸器科病院
一般社団法人菊池郡市医師会在宅医療部
一般社団法人阿蘇郡市医師会立南部訪問看護ステーション
医療法人幸翔会瀬戸病院
医療法人山田会八代更生病院
国保水俣市立総合医療センター
一般社団法人球磨郡医師会訪問看護ステーション
一般社団法人天草郡市医師会天草地域医療センター

平成28年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成28年9月～平成28年10月）

１．平成29年度熊本県への予算要望(案)について
２．平成28年度熊本県看護管理者会中央開催プログラ
　　ム(案)について
３．平成28年度日本看護協会地区別法人会員情報交換・
　　連絡調整について
４．熊本地震における支援体制について(まちの保健室)
５．「看護くまもと」99号発行(案)について
６．会員委員会入会案内パンフレットについて（再）
７．震災後の看護職としての専門性の再獲得に関する
　　プログラム研修について
８．全国セミナー共同企画(案)について

１．平成28年度熊本県看護協会看護研究学会について
２．平成29年度県への予算要望について(案)
３．熊本県看護協会教育体系の見直し（教育目標）に
　　ついて(案)
４．平成28年度熊本県看護協会・熊本県看護連盟合同
　　研修会講師について
５．看護がつなぐ地域包括ケアフォーラムin鹿本開催に
　　ついて

※例年、「看護の日」記念式典にて表彰を行っていますが、平成28年度は地震のため
　中止されましたので、9月9日（救急の日）に県庁にて表彰式が行われました。

第５回理事会　平成28年9月15日(木) 第6回理事会　平成28年10月27日(木)

受章おめでとうございます受章おめでとうございます
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「赤ちゃんのお世話
をしてみよう」

専任教員　吉岡　葉子

「高校生の一日看護学生体験の指導を終えて」
看護学科　助教　喜多　麻衣子

今回、看護学生体験を開催するにあたり、専任教員一
同、高校生に看護に興味を持って欲しいという願いがあ
りました。そこで、高校生の皆さんが興味を持って、楽し
く参加できる講義をと考え、今年は母性看護学演習の
中でも、赤ちゃんへの援助を中心に抱っこやおむつ交
換、心音・呼吸音聴取等の演習を実施しました。
参加された方は、最初は、少し緊張されていたようで

すが、しっかり、耳を傾け講義を聞いていただきました。
演習では、エプロンを付けると、皆さん笑顔になり、わく
わくした様子に見えました。おむつ交換の際は、少し苦
戦されていたようですが、当校の3年生の参加もあり、
笑い声も聞かれる楽しい演習となりました。この体験
が、看護の道への一歩となることを願っております。

本学では、8月に模擬授業・演習・交流会を実施
しました。
模擬授業では、一番身近なセルフケアである清
潔ケアを取り上げ、皮膚の解剖・生理、清潔の意義
について講義を行いました。演習は自宅でも簡単
にできること、対象者に喜ばれるケアの1つである
足浴を実施しました。足を洗ってあげる・洗ってもら
う、という経験は新鮮だったようで、多くの高校生が
印象に残った体験を記してくれました。看護師役の
高校生は、患者役の高校生に「熱くない？」や「痛く
ない？」など言葉をかけており、「感謝されてうれし
かった」という感想が聞かれました。看護師役・患者
役どちらか一方しか体験できませんでしたが、「も
っとこうしたら良かった」、「患者役をしてみて、こう
した方が良いと思った」など、相手の立場に立ち思

いを巡らせている高校生に対し、頼もしさを感じま
した。
また、看護学生体験をより身近に感じてもらうた
めに、4年生に開始までの待ち時間を利用し親睦を
深めてもらい、演習や交流会ともに協力を得まし
た。高校生は、4年生に学校生活や勉強のこと等尋
ねており、看護学生のイメージがで
きたと思います。看護師になるため
には、たくさんのことを勉強しなけ
ればならないと感じた高校生が多
くいました。勉強も仕事も大変です
が、演習を通して喜びも経験できた
と思います。一人でも多くの高校生
が看護の道を歩んでほしいと思い
ます。

+
一日看護学生体験
【熊本労災看護専門学校】

一日看護学生体験
【九州看護福祉大学】

2016年  高校生の一日看護体験　参加人数

熊本地域医療センター
熊本大学医学部附属病院
熊本赤十字病院
済生会熊本病院
国立病院機構熊本医療センター
熊本中央病院
自衛隊熊本病院
くまもと成仁病院
熊本機能病院
青磁野リハビリテーション病院
江南病院
くわみず病院
玉名地域保健医療センター
公立玉名中央病院
荒尾市民病院
山鹿市民医療センター
菊池郡市医師会立病院
熊本セントラル病院

18
39
59
57
47
29
10
6
19
16
8
26
9
12
10
16
12
10

実 施 病 院 実 施 日 人数

国立病院機構熊本再春荘病院
国立療養所菊池恵楓園
国立病院機構菊池病院
阿蘇医療センター
阿蘇温泉病院
そよう病院
国立病院機構熊本南病院
熊本県こども総合療育センター
宇城総合病院
熊本総合病院
熊本労災病院
水俣市立総合医療センター
人吉医療センター
公立多良木病院
天草中央総合病院
天草市立河浦病院
天草市立牛深市民病院
上天草市立上天草総合病院

8／4（木）
8／2（火）
7／27（水）
8／5（金）
8／3（水）・8／4（木）　
8／3（水）
8／5（金）
8／4（木）
8／5（金）
8／5（金）
8／5（金）
8／5（金）
8／9（火）
8／9（火）
8／12（金）
8／12（金）
8／5（金）
8／12（金）

26
7
3
6
7
5
8
6
8
25
29
17
21
7
12
20
10
18

合計　638名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

実 施 病 院 実 施 日 人数

7／28（木）
7／27（水）
8／3（水）・8／5（金）　
8／4（木）・8／5（金）　
8／9（火）
8／3（水）
7／29（金）
8／2（火）・8／3（水）　
8／10（水）
7／28（木）・7／29（金）
8／10（水）
8／2（火）・8／3（水）　
8／3（水）
8／4（木）
8／3（水）
7／28（木）
8／9（火）
8／3（水）

※ご協力いただいた施設の皆様、大変お世話になりました。

2016年  一日看護学生体験  実施施設  参加人数

熊本大学医学部保健学科看護学専攻
九州看護福祉大学看護福祉部看護学科
熊本医療センター附属看護学校
熊本労災看護専門学校
上天草看護専門学校
熊本看護専門学校
熊本市医師会看護専門学校

19
27
19
26
20
29
19

合計　159名

実 施 学 校 等 実 施 日 人数

1
2
3
4
5
6
7

8／9（火）
8／8（月）
7／25（月）
8／6（土）
8／18（木）
8／10（水）
8／2（火）

交流会 ・
演習風景

病院での看護体験風景

集合写真（公立多良木病院）

高校生の

看護体験
看護学生体験
看護体験
看護学生体験

一日一日高校生の

申込総数　1,100名
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「赤ちゃんのお世話
をしてみよう」

専任教員　吉岡　葉子

「高校生の一日看護学生体験の指導を終えて」
看護学科　助教　喜多　麻衣子

今回、看護学生体験を開催するにあたり、専任教員一
同、高校生に看護に興味を持って欲しいという願いがあ
りました。そこで、高校生の皆さんが興味を持って、楽し
く参加できる講義をと考え、今年は母性看護学演習の
中でも、赤ちゃんへの援助を中心に抱っこやおむつ交
換、心音・呼吸音聴取等の演習を実施しました。
参加された方は、最初は、少し緊張されていたようで

すが、しっかり、耳を傾け講義を聞いていただきました。
演習では、エプロンを付けると、皆さん笑顔になり、わく
わくした様子に見えました。おむつ交換の際は、少し苦
戦されていたようですが、当校の3年生の参加もあり、
笑い声も聞かれる楽しい演習となりました。この体験
が、看護の道への一歩となることを願っております。

本学では、8月に模擬授業・演習・交流会を実施
しました。
模擬授業では、一番身近なセルフケアである清
潔ケアを取り上げ、皮膚の解剖・生理、清潔の意義
について講義を行いました。演習は自宅でも簡単
にできること、対象者に喜ばれるケアの1つである
足浴を実施しました。足を洗ってあげる・洗ってもら
う、という経験は新鮮だったようで、多くの高校生が
印象に残った体験を記してくれました。看護師役の
高校生は、患者役の高校生に「熱くない？」や「痛く
ない？」など言葉をかけており、「感謝されてうれし
かった」という感想が聞かれました。看護師役・患者
役どちらか一方しか体験できませんでしたが、「も
っとこうしたら良かった」、「患者役をしてみて、こう
した方が良いと思った」など、相手の立場に立ち思

いを巡らせている高校生に対し、頼もしさを感じま
した。
また、看護学生体験をより身近に感じてもらうた
めに、4年生に開始までの待ち時間を利用し親睦を
深めてもらい、演習や交流会ともに協力を得まし
た。高校生は、4年生に学校生活や勉強のこと等尋
ねており、看護学生のイメージがで
きたと思います。看護師になるため
には、たくさんのことを勉強しなけ
ればならないと感じた高校生が多
くいました。勉強も仕事も大変です
が、演習を通して喜びも経験できた
と思います。一人でも多くの高校生
が看護の道を歩んでほしいと思い
ます。

+
一日看護学生体験
【熊本労災看護専門学校】

一日看護学生体験
【九州看護福祉大学】

2016年  高校生の一日看護体験　参加人数

熊本地域医療センター
熊本大学医学部附属病院
熊本赤十字病院
済生会熊本病院
国立病院機構熊本医療センター
熊本中央病院
自衛隊熊本病院
くまもと成仁病院
熊本機能病院
青磁野リハビリテーション病院
江南病院
くわみず病院
玉名地域保健医療センター
公立玉名中央病院
荒尾市民病院
山鹿市民医療センター
菊池郡市医師会立病院
熊本セントラル病院

18
39
59
57
47
29
10
6
19
16
8
26
9
12
10
16
12
10

実 施 病 院 実 施 日 人数

国立病院機構熊本再春荘病院
国立療養所菊池恵楓園
国立病院機構菊池病院
阿蘇医療センター
阿蘇温泉病院
そよう病院
国立病院機構熊本南病院
熊本県こども総合療育センター
宇城総合病院
熊本総合病院
熊本労災病院
水俣市立総合医療センター
人吉医療センター
公立多良木病院
天草中央総合病院
天草市立河浦病院
天草市立牛深市民病院
上天草市立上天草総合病院

8／4（木）
8／2（火）
7／27（水）
8／5（金）
8／3（水）・8／4（木）　
8／3（水）
8／5（金）
8／4（木）
8／5（金）
8／5（金）
8／5（金）
8／5（金）
8／9（火）
8／9（火）
8／12（金）
8／12（金）
8／5（金）
8／12（金）

26
7
3
6
7
5
8
6
8
25
29
17
21
7
12
20
10
18

合計　638名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

実 施 病 院 実 施 日 人数

7／28（木）
7／27（水）
8／3（水）・8／5（金）　
8／4（木）・8／5（金）　
8／9（火）
8／3（水）
7／29（金）
8／2（火）・8／3（水）　
8／10（水）
7／28（木）・7／29（金）
8／10（水）
8／2（火）・8／3（水）　
8／3（水）
8／4（木）
8／3（水）
7／28（木）
8／9（火）
8／3（水）

※ご協力いただいた施設の皆様、大変お世話になりました。

2016年  一日看護学生体験  実施施設  参加人数

熊本大学医学部保健学科看護学専攻
九州看護福祉大学看護福祉部看護学科
熊本医療センター附属看護学校
熊本労災看護専門学校
上天草看護専門学校
熊本看護専門学校
熊本市医師会看護専門学校

19
27
19
26
20
29
19

合計　159名

実 施 学 校 等 実 施 日 人数

1
2
3
4
5
6
7

8／9（火）
8／8（月）
7／25（月）
8／6（土）
8／18（木）
8／10（水）
8／2（火）

交流会 ・
演習風景

病院での看護体験風景

集合写真（公立多良木病院）

高校生の

看護体験
看護学生体験
看護体験
看護学生体験

一日一日高校生の

申込総数　1,100名
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災害支援ナースの声
熊本地震では全国から1,688名の災害 支援ナースにご支援いただきました。
　　今回は他県から派遣された災害支 援ナースの声を掲載いたします。
熊本地震では全国から1,688名の災害 支援ナースにご支援いただきました。
　　今回は他県から派遣された災害支 援ナースの声を掲載いたします。

埼玉県看護協会
災害対策委員
加藤　清美

平成28年4月14日に発災した熊本地震により、多く
の方々が住み慣れた家を失い、現在においても避難所
や仮設住宅での生活を余儀なくされていると伺ってい
ます。心よりお見舞い申し上げます。
このたび埼玉県看護協会より4月29日から6月1日
までの間に3泊4日で4名ずつ、合計44名の災害支援
ナースが熊本県に派遣されました。活動場所は避難所や
高齢者施設等でした。私が派遣されたのは益城町の避
難所です。初めての災害支援ナースとしての活動であ
り、緊張と不安が入り混じる中での出発でした。活動内
容としては、避難所内の感染対策、衛生管理などが主で
した。当時は下水道が復旧していなかったため、被災者

の方々は避難所外にある仮設トイレを使用していまし
た。段差のある仮設トイレに向かう高齢者には転倒のリ
スクがあり、多職種と協働し仮設トイレの位置の変更や
手すりの設置などを行いました。
今回の派遣では看護師としての知識や経験が問われ

る場面が多くあり、いかに平時に看護力を培うことが重
要かということを体感しました。また、災害時には多くの
医療チームが派遣されるため、それぞれの強みを活か
し、協働する重要性も学びました。この経験を次の災害
支援ナースにも伝達し、被災者の方々のニーズに応えら
れることができるように努めていきたいと考えます。
派遣期間中は熊本県及び市・益城町の職員の方々に
大変お世話になり、ありがとうございました。被災者の
方々の健康と一日も早い熊本県の復興をお祈り申し上
げます。

大阪府看護協会
災害支援ナース
芝　　祐子

大阪府看護協会の災害支援ナースとして上益城郡御
船町の御船中学校避難所に派遣されました。
御船中学校避難所には140人の避難者が生活して

おり、周辺施設の避難者を合わせると320人の避難者
がいました。災害支援ナースは、御船中学校避難所に
24 時間常駐し、避難者と同じように体育館で眠り、地響
きと共におこる余震の怖さや建物の天井が落ちてくる
のではないかという恐怖も共有しました。支援活動とし
ては、近隣施設の巡回・インフルエンザ感染避難者の訪
問・保清、地元保健師と協働し車中泊避難者の室内移動
の調整・災害派遣精神医療チームへの介入依頼・受診

調整・子どもたちとの遊び・避難所マップの作成・トイレ
掃除・支援物資の整理・配布などをおこないました。
御船町では、朝夕に外部支援団体と地元保健セン

ターとの合同会議があり、各団体が、どのように支援活
動を行っているのかを情報共有していました。情報共有
することで、被災者を中心に、お互いの活動を理解し、各
専門分野からの助言も頂き支援活動の視野が広がりま
した。また、被災者のために、地元の保健師・外部支援団
体がそれぞれの専門性や役割を尊重し情報共有しなが
ら、柔軟にかつ迅速に協働することは、避難者のよりよ
い環境を整える事につながりました。
地元の保健センター・被災者の方々、災害支援ナース

を温かく迎えて頂き、本当にありがとうございました。心
から感謝いたします。

福岡県看護協会
災害支援ナース
岡﨑　敦子

まず初めに、豪雨、地震、そして阿蘇山の噴火と度重
なる自然災害を受け、今も住民の健康を守るために必
死に活動されている熊本県の看護職の皆様に心からお
見舞い申しあげます。
私は、4月20日～23日まで阿蘇市内の避難所で地
域の保健師さんと共に活動しました。学校の体育館や教
室、廊下、運動場に車中泊されている方を含め1700名
の方が避難されていました。私たちは、まず不眠不休の
保健師さんに休息をとってもらいたいと考えましたが、
慣れない避難生活で転倒や誤嚥される被災者が多く、
次々に外部からの支援者が訪れ、保健師さんはその対
応に追われている状況でした。

私たちにできたことは、避難所の生活リズムを整える
ことでした。子供も大人も、高齢者も、学校の先生もみん
なで一緒に避難所を運営できるよう働きかけました。食
事の準備や、手の洗い方、トイレ掃除、DVT予防の体操、
入浴、遊び、睡眠…様々な制限がある中で、工夫し、互い
に思いやり、協力していただきました。
今回災害支援ナースとして、避難所の生活に視点を
置いて生活環境をアセスメントし、生活の中で起こる看
護問題を探り、具体的な計画、実践へとつなぐことがで
きました。これは一人ひとりの支援ナースが「感染症を
広げない」「2次的な健康問題を起こさない」という目標
を明確にできたからだと思います。支援活動を通して
“支援”するとは、被災地の手となり、寄り添い、共に活動
することだと実感しました。熊本県の看護職の皆さんの
笑顔が、被災者の皆様に届きますように、一日も早い復
興をお祈りしています。

学生ボランティアとポスター作成

リボンを使って体操
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災害支援ナースの声
熊本地震では全国から1,688名の災害 支援ナースにご支援いただきました。
　　今回は他県から派遣された災害支 援ナースの声を掲載いたします。
熊本地震では全国から1,688名の災害 支援ナースにご支援いただきました。
　　今回は他県から派遣された災害支 援ナースの声を掲載いたします。

埼玉県看護協会
災害対策委員
加藤　清美

平成28年4月14日に発災した熊本地震により、多く
の方々が住み慣れた家を失い、現在においても避難所
や仮設住宅での生活を余儀なくされていると伺ってい
ます。心よりお見舞い申し上げます。
このたび埼玉県看護協会より4月29日から6月1日
までの間に3泊4日で4名ずつ、合計44名の災害支援
ナースが熊本県に派遣されました。活動場所は避難所や
高齢者施設等でした。私が派遣されたのは益城町の避
難所です。初めての災害支援ナースとしての活動であ
り、緊張と不安が入り混じる中での出発でした。活動内
容としては、避難所内の感染対策、衛生管理などが主で
した。当時は下水道が復旧していなかったため、被災者

の方々は避難所外にある仮設トイレを使用していまし
た。段差のある仮設トイレに向かう高齢者には転倒のリ
スクがあり、多職種と協働し仮設トイレの位置の変更や
手すりの設置などを行いました。
今回の派遣では看護師としての知識や経験が問われ

る場面が多くあり、いかに平時に看護力を培うことが重
要かということを体感しました。また、災害時には多くの
医療チームが派遣されるため、それぞれの強みを活か
し、協働する重要性も学びました。この経験を次の災害
支援ナースにも伝達し、被災者の方々のニーズに応えら
れることができるように努めていきたいと考えます。
派遣期間中は熊本県及び市・益城町の職員の方々に
大変お世話になり、ありがとうございました。被災者の
方々の健康と一日も早い熊本県の復興をお祈り申し上
げます。

大阪府看護協会
災害支援ナース
芝　　祐子

大阪府看護協会の災害支援ナースとして上益城郡御
船町の御船中学校避難所に派遣されました。
御船中学校避難所には140人の避難者が生活して

おり、周辺施設の避難者を合わせると320人の避難者
がいました。災害支援ナースは、御船中学校避難所に
24 時間常駐し、避難者と同じように体育館で眠り、地響
きと共におこる余震の怖さや建物の天井が落ちてくる
のではないかという恐怖も共有しました。支援活動とし
ては、近隣施設の巡回・インフルエンザ感染避難者の訪
問・保清、地元保健師と協働し車中泊避難者の室内移動
の調整・災害派遣精神医療チームへの介入依頼・受診

調整・子どもたちとの遊び・避難所マップの作成・トイレ
掃除・支援物資の整理・配布などをおこないました。
御船町では、朝夕に外部支援団体と地元保健セン

ターとの合同会議があり、各団体が、どのように支援活
動を行っているのかを情報共有していました。情報共有
することで、被災者を中心に、お互いの活動を理解し、各
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まちの 保健室
開催日時：

有明有明
支部支部

荒尾シティモール（例年）
開催場所荒尾地区荒尾地区

内　　容：

玉名つかさの湯
開催場所玉名地区玉名地区

開催日時： 9月、12月、2月の第4土曜日
(年3回)

10月の第4土曜日　13時～15時

健康相談、看護・介護相談、血圧測定　等

鹿本鹿本
支部支部

内　　容：

水辺プラザかもと
開催場所

開催日時： 毎月第4土曜日　13時～15時
12月のみ第3土曜日

健康相談、栄養相談、血圧測定　等

熊本東熊本東
支部支部

内　　容：

イオン熊本中央店
（旧ダイエー）（１階フロア）

開催場所

開催日時： 毎月第3土曜日　13時～16時

健康相談、看護・介護相談、血圧測定 等

上益城上益城
支部支部

内　　容：

開催場所

開催日時： 毎月第3土曜日(2月まで)　14時～16時

健康相談、看護・介護相談、血圧測定　等

イオンモール熊本
（センター出入口）

菊池菊池
支部支部

内　　容：

菊陽町さんさんの湯
七城町 温泉ドーム

開催場所

開催日時： 5・8・9・12月除く
第4土曜日　14時30分～16時30分

健康・介護相談、血圧測定　等

熊本南熊本南
支部支部

内　　容：

健軍商店街  
健軍まちなか図書室
　「よって館ね」

開催場所

開催日時： 毎月第2・4土曜日
13時～16時
11月健軍商店街イベント

健康相談、看護・介護相談、血圧測定　等

宇城宇城
支部支部

内　　容：

・宇土シティ
  （センターコート）

・不知火温泉センター
・宇城彩館

開催場所

開催日時： 奇数月第3土曜日　13時～15時

健康相談、看護・介護相談、血圧測定　等

熊本西熊本西
支部支部

（出前型！まちの保健室）（出前型！まちの保健室）（平成27年度実績）

依頼に応じて
イベント時に出動

開催場所

・「火災防災フェスタ」
・「龍田校区 伝承体験学習会」
・「ふれあいフェスタInほくぶ」

・「2015消防・救急フェアIn花畑広場」
・鶴屋まちの保健室（1回/月）（28年度）

内　　容：

ゆめタウン八代
開催場所

開催日時： 奇数月第4土曜日　10時～12時

健康相談、看護・介護相談、血圧測定　等

八代八代
支部支部

内　　容：

開催場所

開催日時： 毎月第4土曜日　13時～16時

健康相談、看護・介護相談、血圧測定 等

イオン天草店
天草天草
支部支部

内　　容：

開催日時： 毎週土曜日　13時～16時

鶴屋まちの保健室ボランティア登録者2名
健康相談、看護・介護相談、血圧測定 等

鶴屋鶴屋
開催場所

鶴屋百貨店
7階レストランアベニュー

内　　容：

開催場所

開催日時： 隔月 第3土曜日　13時～15時

体脂肪・内臓脂肪・体年齢測定、血圧測定 等

生活協同組合水光社
M‘ｓ City
（１階エントランス）

水俣・芦北水俣・芦北
支部支部

内　　容：

開催場所

開催日時： 毎月第3日曜日　10時～12時

健康相談、看護・介護相談、ストレスチェック 
血圧・体脂肪・腹囲測定・もの忘れチェックテ
スト・ストレステスト

イオン錦店
人吉・球磨人吉・球磨

支部支部

阿蘇阿蘇
支部支部

内　　容：

①夢の湯　阿蘇
②ショッピングセンターみやはら
③フレインゆめおぐに店
④福祉温泉センターウィナス
上記、４施設を巡回して実施中

開催場所

開催日時： 5・3月を除く　第3土曜日　14時～17時

健康相談、看護・介護相談、血圧測定 等

「まちの保健室」ボランティア研修会ならびに交流会に参加して

平成28年9月16日（金）看護研修センター第2研修室
において開催され、県内の各支部より、36名の参加があり
ました。この研修は、「まちの保健室」における相談業務を
円滑に実施できる人材を育成することを目的としていま
す。
熊本地震発災後半年が過ぎ、住民も、復興に向けて仮設
住宅での生活が始まりました。それに伴い、今後は看護協
会の「まちの保健室」も形が変わっていくと思われます。そ
のような中、今回の研修では、講師である、ヒューマンケア
熊本代表　森川泰寛先生による「災害後のストレスケア」
というテーマで災害ストレスの理解と対処について、わか

講義 リラクゼーション

りやすい講義がありました。講義の中では、ストレス耐性を
高めるために、心理的・身体的・環境的アプローチの必要
性を話され、さらに、リラクゼーションの方法の実技があ
り、参加者全員が心地良さを実感しました。
被災地での「まちの保健室」の取り組みが考えられる中、
災害後のケアが必要な利用者の相談に活用できる内容で
した。
後半のＧＷでは、「まちの保健室」について、経験者・未経

験者からの活発な意見交換が行われ、不安、悩み、目標、喜び
などの様々な意見があり、課題解決に向けた有意義な研修と
なりました。　文責／広報委員会担当理事　耕　理千子

事業

平成28年度は
10月23日（日）
金魚と鯉の郷広場

平成28年度
11月19・20日

健康フェア＆よかもん市
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医療看護安全対策委員会紹介医療看護安全対策委員会紹介

「医療安全推進週間」講演会のご案内

　私たちは、医療・看護の安全に関する体制づくりと情報提供による支援を行い、医療安全管理者交流会を通し、医
療・看護の安全の推進を目的に活動しています。
　平成27年10月より「医療事故調査制度」が開始され、医療安全への感心が高まっているなか、委員会では県内
の様々な場で働く看護職に対して、医療安全情報の提供や医療安全への取り組み強化にむけて下記のような研修を
実施しています。

　平成２８年度 医療看護安全対策委員会の活動内容
　　１.「医療安全の基礎」研修　 
　　　開催日 : ７月２２日 (金 )　参加人数 : １４３名
　　２.「医療安全 : 事例要因分析」研修  
　　　開催日 : ９月９日 ( 金 )、１０日 (土 )　　参加人数 : ７０名　
　　３.「医療メディエーション」研修　
　　　開催日 : １０月７日 (金 )　 参加人数 : 65名
　　４.「チームステップス」研修
　　　開催日 : １１月１１日 (金 )　参加予定者 : 74名
　　５. 医療安全管理者交流会
　　　開催日 : 平成２９年１月２７日 (金 )

　理　　事　川野　照代 (国保水俣市立総合医療センター )
　委 員 長　山部　かおる(阿蘇医療センター )
　副委員長　楯岡　康弘 (公立玉名中央病院 )
　委　　員　櫻間　博文　　　　　　　　　　　　　　  村本　多江子 (済生会熊本病院 )　　
　　　　　　田口　由美子 (熊本大学医学部附属病院 )　上田　誠 (弓削病院 )
　　　　　　岩崎　幾子 (天草地域医療センター )　　　 木下　千枝 (熊本市立植木病院 )

　熊本県看護協会では毎年、医療安全推進週間の一環として医療安全講演会
を開催しております。県民の皆様のご参加をお待ちしております。

　演題 : 「医療安全推進に向けて」～医療事故、医療者の努力、患者の協力～
　日時 : 平成２８年１１月２７日 (日 )　１３時３０分～１５時００分
　場所 : 済生会熊本病院　外来がん治療センター４階コンベンションホール
　対象 : どなたでもご参加いただけます
　講師 : 熊本大学医学部附属病院　医療の質管理センター副センター長　
　　　　菊池　健　先生
看護職の受付は終了しておりますが、一般の方は受付いたします。
参加希望の方は事務局までお問合せください。　TEL 096-369-3203

委員の皆さん
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～13支部の行楽スポットを
　　　　　　順に紹介します～

vol.5

八代
支部

上益城
支部

毎年10月の第二土曜日に開催され、北
は秋田、南は鹿児島まで全国の花火師
が技を競う全国花火競技大会です。

ミュージック花
火や、大玉連発
花火など、様々な
花火が上がりま
す。

九州三大祭りの一つ。
毎年11月23日に行われる「お
上り行列」は、銅鑼（どら）が打
ち鳴らされる中で舞い踊る獅
子をはじめ、奴（やっこ）、木馬
（きんま）、笠鉾（かさほこ）、亀
蛇、飾り馬などの行列が約１キ
ロメートルも続きます。

砥崎河原では、亀蛇、飾り馬の
演舞があり、迫力満点です。

樅木の吊橋は高さ55ｍあり、
床版自体を直接吊り下げる全
国にも例のない構造です。
紅葉の見頃は、１０月下旬頃
から１１月
下旬頃ま
でです。

日奈久温泉「金波楼」
創業100年を超える金
波楼は平成２１年４月
２８日、県内宿泊施設
で初の国の登録有形文
化財（建築物）として登
録されました。

　休日になると親子連れで
賑わい、館内には子供たちの
歓喜の声や、恐竜の全身の骨
格を見て小さな子はその大き
さにべそをかく子もいます。
大人も自然と「わあー‥」と声
が出たり、大人から子供まで
楽しめる場所です。

　寛永10年（1633）に肥後
藩主の細川忠利侯の命によっ
て造られた水田用水調整の
場でした。情緒豊かな茅葺き

屋根のあずま屋で、竹で編んだ簾（す）に落ちてくる鮎（料理）を
楽しむ事ができます。新鮮な刺身、食欲をそそられる塩焼き、大
人の味の鮎うるかなど楽しむ人で賑わっています。

　阿蘇山の南外輪山に位置
し、山都町井無田高原（通称：
清和高原）にある清和高原天
文台は360℃見晴らしの良い
高原にあり街灯りも少なく空
気も澄んでいるのでたくさん
の星空を楽しむことができま
す。七夕物語に登場する天の
川をはじめ流れ星・惑星など、
見どころいっぱい！天文台の
観測室は、「スライディングルーフ」という移動式の屋根でできており、夜の星
空をほぼ全天楽しむことが出来ます。

　九州のおへそとも言われる熊本県山都町に弊立神宮はあります。「隠れ宮」
であるこの神宮はガイドブックに載ることもなく、一般にはあまり知られてい
ません。実際に行ってみると山間にひっそりと建っている、といった印象があ
ります。しかし、その歴史は古く、15000年も昔からあるとか…神武天皇の
孫である健磐龍命（たけいわたつのみこと）が、この地で弊を立て宇宙から降
臨された神々を祀ったことが始まりと伝わっています。

大きなみかん「晩白柚」が
浮かんでいる、晩白柚風呂。

やつしろ
全国花火
競技大会

やつしろ
全国花火
競技大会

日奈久
温泉
日奈久
温泉

甲佐町
やな場
甲佐町
やな場

清和高原
天文台
清和高原
天文台

弊立
神社
弊立
神社

御船恐竜

博物館
御船恐竜

博物館

五家荘
紅葉
五家荘
紅葉

妙見祭妙見祭

最
終

回で
す!!

最
終

回で
す!!
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施 設 名 件数 金 額
熊本中央病院

小国公立病院

天草病院

菊陽台病院

九州記念病院

熊本託麻台リハビリテーション病院

上天草総合病院

　　　　　　　　　　合　　　計

12

3

3

1

2

2

2

25

360,000

90,000

90,000

30,000

60,000

60,000

60,000

750,000

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿 平成28年8月1日～
平成28年10月31日

編集
後記

編集（広報委員）

4月の熊本地震の際
は、他県よりたくさんの
災害支援ナースの方の

支援をいただきました。
今回支援ナースの活動報告の
寄稿をいただき、当時の大変だっ
た状況が蘇ってきました。
全国の仲間に支えられている
と思うと心強くなれます。ご支援
ありがとうございました。

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

「看護くまもと」も次号でなんと100号を発行いたします。

100号を発行するあたり、第１号～14号・27号～36号の「支

部だより」・「看護くまもと」を探しております。保存されてい

る施設がございましたら事務局までお知らせください。

7月に災害見舞金の請求についてお知らせしており
ましたが、申請を今年度3月末まで受け付けており
ます。お早めに申請ください。申請については対象要
件や書類がございますので、ホームページをご覧に
なるか事務局までおたずねください。なお、対象は
平成28年度会員となります。

書　　名 出版社

「看護必要度」評価者のための学習ノート 

協働と連携を生むグループマネジメント入門

日常生活行動からみるヘルスアセスメント

介護保険・医療保険 訪問看護業務の手引

看護管理用語集

在宅ケアリスクマネジメントマニュアル

はい。赤ちゃん相談室、田尻です

知っておきたい変更点NANDA-I看護診断

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

日本看護管理学会

日本看護協会出版会

ミネルヴァ書房

医学書院

副　　題

リーダーとしての基軸づくり 

看護 形態機能学の枠組みを用いて 

"生活の場"のリスクをさらに検証! 

こうのとりのゆりかご・24時間ＳＯＳ赤ちゃん電話相談室の現場

定義と分類2015-2017 

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。

今年の冬休みも
ハーモニーランドへ
GO！GO！
今年の冬休みも
ハーモニーランドへ
GO！GO！

広報委員会からおたずね 「平成28年熊本地震」に伴う
災害見舞金の請求について

TEL.096-369-3203（担当・堂園）

会員
特典


