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平成29年度

熊本県看護協会通常総会

6 月 24 日（土）、熊本県立劇場演劇ホールにおいて「平

おけるくまもと復興応援ナースの登録、就業斡旋につ

成 29 年 度 熊 本 県 看 護 協 会 通 常 総 会」が 開 催 さ れ、

いては、参加者より支援ナースの充足状況・支援期間

749 名の会員の参加がありました。

等についての質問があり、関心の高さが伺われました。

開会式の嶋田会長の挨拶では、昨年の熊本地震にお

昨年度予定しながらも地震のため実現できなかった

ける看護職の活躍に感謝の意を表されるとともに、昨

職能別交流集会が、今年度は総会終了後、各会場に分

年に引き続き 4 つの重点事業 ①地域包括ケアシステム

かれて開催されました。保健師職能は「動機づけ面接

における看護職の役割発揮の推進

②働き続けられる

技法」、助産師職能は「災害ネットワークを知る〜小児

③看護の質向上のための継続教

周産期リエゾンってなぁに〜」、看護師職能Ⅰ・Ⅱは合

④県民への健康づくりの支援活動の推進に

同で「ケースで学ぶ地域包括ケアシステム」のテーマ

労働環境改善の推進
育の充実

ついて丁寧に取り組んでいくと述べられました。

で講演やグループワーク、パネルディスカッションが

続いて、熊本県看護協会会員として多大なる貢献を

行われました。看護師職能交流集会Ⅰ・Ⅱでは急性期病

された 25 名の方が熊本県看護協会長表彰を受賞され、

院の看護師、地域の病院の看護師、MSW、居宅介護支

受賞者を代表して大畑恒子さん（天草支部）に嶋田会

援事業所のケアマネージャー、訪問看護・訪問リハビ

長より賞状・記念品が手渡されました。

リステーションの PT がパネラーとして参加、意見交換

総会では、第 1 号議案から第 3 号議案が全て可決・

が行われ、急性期から自宅・地域での生活をみすえた

承認され、また、平成 28 年度の事業報告、平成 29 年

他職種連携、退院支援の重要性を改めて知る機会とな

度の重点事業並びに事業計画等についての報告があり

りました。

ました。平成 29 年度重点事業の一つである阿蘇地域に

（文責：広報委員
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熊本県看護協会名誉会員おめでとうございます。
永年の多大なる貢献に感謝いたします。

山本 文惠 様

平成29年度
公益社団法人

熊本県看護協会

通 常 総 会 会場
日時
場所

平成29年度6月24日（土）
熊本県立劇場 演劇ホール

名誉会員証授与

県協会長表彰
会場風景

平成29年度

保健師職能交流集会

職能別交流集会

助産師職能交流集会
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看護師職能交流集会

2017年
看護の日記念式典及び講演会
◎平成29年5月15日(月)

於

鶴屋ホール

昨年は熊本地震のため中止を余儀なくされた「看護の日記念式典及び講演会」
も、今年は 431 名の参加があり無事に開催されました。式典では蒲島県知事
をお迎えし、優良看護職員県知事表彰の授与が行われました。ナース服姿のく
まモンが受賞者のエスコートを務め、会場が和やかなムードに包まれました。
特別講演ではおおいた観光特使の矢野大和氏に「笑って元気〜生きる力・
コミュニケーション力を考える〜」と題してユーモアたっぷりにお話し頂き、
会場が笑い声と笑顔でいっぱいになりました。毎年、多くの看護学生にも参
加いただいておりますが、今年は、参加いただいた看護学生に感想を頂きま
した。

記念式典及び講演会に参加して
上映されたDVD「静かな勇気」を見て、看護師が産休
に入ることから今までずっと見てきた担当の患者さんや
その家族と会うことが最後になってしまうことに対して、
も
どかしい気持ちと、最後だから全部自分でケアをしてあげ
たいなど、いろいろな感情があったのではないかなと思
いました。
しかし、
その家族からしたら看護師の大きなお
腹がベッドの縁に食い込むのを見て、無理はしないで欲
しいという気持ちが強かったのかなと思いました。
これを
見て、看護師の患者さんに対する気持ちや想いはとても
強くて、看護師にとって患者さんはとても大切な存在だと
感じました。
また、看護師が患者さんをよく見ているのと
同様に、患者さん本人やその家族も看護師のことをよく
見ているのだなと思いました。私は将来、高度な技術を
身に付けるだけでなく、患者さんをよく見て少しの変化に
も気づけるようになりたいと思いました。
矢野大和さんの講話を聞いて、
コミュニケーションは大
切だなと改めて感じました。私がこの講話を聞いて心に

熊本看護専門学校

1年

鬼塚理夏子

残っている言葉は、2つあります。
1つ目は、
「否定的なことを言うと、相手からエネルギー
を奪ってしまう。逆に、肯定的なことを言うと、相手に元気
を与える」
という言葉です。
この言葉を聞いたとき、
とても
共感しました。普段何気ない会話の中で、相手のことを否
定的に言ったりして傷つけているのかもしれないと考え
させられました。
また、肯定的な言葉がけをして相手に不
愉快な気持ちをさせず、元気を与えられるようにすること
も大切だと思いました。今後この言葉を常に頭の片隅に
置き人と関わっていきたいと思いました。
もう1つは、
「勉強する人には魅力がある」
という言葉で
す。勉強をすることで言葉のレパートリーや知識が増え、
言葉にも魅力が現れたり、幅広い観点から話をすること
ができるようになるため、会話が弾むと思いました。
これ
から看護について専門的な勉強をするに加え、社会的な
勉強もし、
コミュニケーションがよりうまく取れるようにな
りたいと思いました。

※DVD「静かな勇気」
は
「忘れられない看護エピソード」
の作品を映像化したもので、
日本看護協会ホームページよりダウンロードいただけます。
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平成29年度 熊本県優良看護職員県知事表彰

平成29年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成29年4月〜平成29年7月）
第1回

平成29年4月20日（木）

第3回

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
2. 熊本県看護協会就業規則の一部改正（案）及びハラスメント防止
等規則（案）の制定について
3. 平成 28 年度熊本県看護協会事業報告について
１）平成 28 年度事業報告（案）について
２）平成 28 年度理事会・支部長会報告（案）について
4. 平成 29 年度重点事業・事業計画について（総会要綱記載分）
5. 平成 29 年度役員候補者及び推薦委員候補者並びに平成 30 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
6. 平成 29 年度熊本県看護協会職能委員の選任について
7. 平成 29 年度理事会等開催日について（案）
8. 平成 29 年度熊本県看護協会長表彰推薦について
9. 平成 29 年度熊本県看護協会通常総会議長等推薦について
10. 平成 29 年度都道府県看護協会支部役員等研修について
11. 熊本県看護協会 70 周年記念事業について

第2回

平成29年6月24日（土）

1. 公益社団法人定期提出書類 別表Ａ〜Ｃ（案）について
2. 役員改選に伴う役員の職務分担 ( 案 ) について
3. 看護くまもと 102 号企画（案）について

第4回

平成29年7月20日（木）

1. 熊本県看護協会定款施行細則等諸規程の一部改正（案）につい
て
2. 熊本県看護協会寄付金口座の開設及び広報について（案）
3. 熊本県看護協会 70 周年記念誌作成について
4. 平成 29 年度第 2 回支部長会（案）について
5. 平成 29 年度熊本県看護協会看護管理者会中央開催（案）につ
いて
6. 平成 29 年度熊本県看護研究学会について
1）熊本県看護研究学会運営規程について
2）熊本県看護研究学会研究発表演題募集について
7. 平成 30 年度熊本県看護協会通常総会の運営について
1）日本看護協会通常総会代議員報告について
2）平成 30 年度熊本県看護協会通常総会時の職能別交流集会
開催について
8. 熊本県地域医療構想調整会議の委員の推薦等について
9. 訪問看護ステーション「くまもと」東町団地借用について
10. 平成 30 年度地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る新規
事業の提案について

平成29年5月25日（木）

1. 平成 28 年度熊本県看護協会決算報告（案）
・監査報告について
2. 平成 29 年度一次補正予算（案）について
3. 公益社団法人制度定期提出書類別表Ａ〜Ｃ（案）について
4. 平成 29 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
5. 平成 29 年度熊本県看護協会通常総会選挙立会並びに選挙録署名
人変更について
6. 平成 29 年度熊本県看護協会職能委員（未決定分）の選任及び常
任・特別委員の選任について
7. 平成 29 年度第 2 回合同委員会プログラム（案）について
8. 受動喫煙防止の署名活動について
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平成29年度

新 役員紹介

平成29年度

新支部長紹介

有明・鹿本地区理事

鹿本支部長

今年度より有明・鹿本地区理事として活動さ
せていただきます。少子高齢化社会が進む中、
医療・福祉の連携がさらに重要であり、地域住
民の理解と協力を必要としています。今後の
地区活動を通して、看護職に求められている
期待に応えられるよう、専門職としての質の
向上に取り組むなど、地区理事としての役割
を果たしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。

今年度より、鹿本支部を務めさせていただ
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り、責任の重さを痛感
しています。県協会と連携を取りながら、研
修会、保健室活動、地域住民の健康つくり支
援などの支部活動を通して、看護職の役割を
推進していきたいと思っております。
会員の皆様のご指導、よろしくお願いいたします。

菊池・阿蘇地区理事

阿蘇支部長

野中

野田

理佳（山鹿市民医療センター）
（新）

竹下

小百合（熊本リハビリテーション病院）
（再）

三千代（山鹿回生病院）

山部 かおる（阿蘇医療センター）

菊池・阿蘇地区理事を務めさせて頂く事にな
りました。熊本地震で特に被害の大きかった
阿蘇地区では『復興応援ナース』の活躍が期
待されているところです。地域の看護職の勤
務継続が図れるよう支部と関係各部と連携を
取り、理事としての役割を果たしたいと思い
ます。また、会員委員会を担当させて頂きます。
加入率 50％を目標に委員の皆様と共に頑張りたいと思います。

この度、阿蘇支部支部長を務めさせていた
だく事になりました。国が地域包括ケアシス
テムへと舵を取り、急速に地域における看護
を取り巻く環境も変化しています。県協会と
協会支部が相互に協力しながら看護職のこれ
からの課題に取り組んできたいと考えていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

熊本南地区理事
宮下 恵里（済生会熊本病院）
（再）

熊本東支部長
浦田 秀子（熊本赤十字病院）

地域包括ケアシステム構築の中で、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、益々看護職の役割が期待されていま
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。看護の将来ビジョンの実現に向けて、
地域全体の連携や交流を深め、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。

本年度より東地区支部長となりました浦田
と申します。
初めての支部長会で県協会長のおっしゃっ
た「地域包括ケアシステムの中で、自分達の
地域の現在と将来を、自分達で考え、取り組
ん で い く こ と が 必 要。」そ の 姿 勢 を 忘 れ ず、
2187 名の会員の皆様と共に頑張っていきた
いと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

上益城・宇城地区理事
松本 佳子（宇城総合病院）
（再）

熊本西支部長

昨年は上益城・宇城地区とも熊本地震の被災地
として大変な一年でしたが、会員の方々のご協
力により、避難所への支援や、県協会及び両支
部の事業が遂行できたことに感謝申し上げます。
地区理事を拝命し５年目となります。今後も
上益城・宇城地区の看護職の方々の活動の活性化
及び会員の方々のニーズに沿った活動ができる
ように、熊本県看護協会と両支部のパイプ役となれるよう努力してまいり
たいと思っております。

この度、熊本西支部の支部長をお引き受け
することになり、責任の重さを痛感しており
ます。日本看護協会、県協会の方針や重点事
業を理解し、施設間の連携を深めながら会員
の皆様が元気に実践や生活に活かせる研修や
地域の方々への支援活動、支部運営に取り組
んでいきたいと思っておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

天草地区理事
森 こずえ（上天草総合病院）
（再）

上益城支部長

笹原

渡邉

天草地区理事を務めさせていただきます。

あゆみ（青磁野リハビリテーション病院）

美恵子（山都町役場）

これまで自身の業務に追われ、看護協会の事業にはほ
とんど関わってこなかった私が、この役職を果たせるか
不安に思うと同時に、日ごと責任の重大さを痛感してい
る状況です。
私は、現在地域包括支援センターで「地域包括ケアシ
ステムの構築」に携わり、医療・介護・福祉の連携推進の
重要性を感じています。
支部長の役割として、まずは各分野の看護職がそれぞ
れの役割・目指すべき目標を理解し、それぞれの役割を果
たせるような関係作り、連携体制の強化に取り組みたい
と思います。またそれらの活動から加入率アップにつなげたいと考えています。
まだ何もわからない状況ですが、会長はじめ先輩理事、支部長の指導のもと、会員の
皆さんとがんばっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

天草支部と県看護協会の連携強化のために、
支部長と手を携えて活動していきたいと思い
ます。また、教育担当理事として、看護の質
の向上のため、医療のニーズや会員の皆様の
要望に沿ったより良い研修ができますように
微力ながら努力して参ります。
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八代支部長

人吉・球磨支部長
中西 博子（湯前町保健センター）

この度、支部長を務めさせて頂くことにな
りました。不慣れでご迷惑をおかけするかも
しれませんが、役員の皆様のお力をお借りし
て支部活動を盛り上げ「まちの保健室」や研
修会等の支部事業を通して 2025 年に向けて
会員・病院施設間の顔の見える関係の構築を目
指します。また地域の皆様が安心して医療・看
護・介護・予防活動が受けられるよう取り組んでまいります。どうぞ宜
しくお願い致します。

平成 29 年度から人吉球磨支部長を引き受
けました。職域・年齢で順番といえば順番です
が、看護協会の活動を知ったのは看護学校１
年の時、付属大学病院の看護部長に看護協会
の役割について教えていただき早数十年、看
護協会活動に協力してきました。今年度は前
支部長の企画された大きな計画を実施する中
でこの地域の看護職のために何ができるかを模索していきたいと考え
ています。

倉田

美香（八代市医師会立病院）

平成29年度

新職能委員紹介
助産師職能委員会

保健師職能委員会
日本赤十字社熊本県健康管理センター

後藤

福田病院

由美子

片平

起句

日頃、保健師として健診のやりっ放しにならないよう、人間ドック

助産師がすべての妊産褥婦と新生児へ安心・安全な助産ケアを

や健康診断を通して健康づくりに取り組んでいます。今後は委員と

提供するため、質と実践能力の向上を図り、地域において切れ目

して様々な分野でご活躍の皆様と共に活動させていただくことで、

のないケアを提供するための援助を、助産師職能委員会を通じて

県や市町村、企業の保健活動を学び、今まで以上に連携した健康

行っていきたいと思います。また、他職種と協働し次世代育成を支

づくりができればと考えております。よろしくお願いします。

援する活動に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願い致します。

熊本県人吉保健所

山本

慈恵病院

由紀

中村

美穂

この度、初めて助産師職能委員を務めさせていただきます。他

この度、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。
今まで県の保健所を中心に勤務してきましたが、今回仕事では

施設の方々との交流や活動を通して、自分自身も刺激を受け、助

お会いしていない様々な立場の皆様と交流する機会をいただき、

産師で頑張りたいという思いがより強くなりました。活動を通して、

楽しみにしています。初めての委員で、わからないことも多々あり

皆様にもそう思っていただけるように積極的に頑張っていきたいと

ますが、教えていただきながら早く皆さんの力になれるよう努めて

思います。よろしくお願いしたします。

まいります。

熊本市役所

阿蘇温泉病院
政策局復興総室

竹内

弘子

ばかりですが、いろいろ教えていただきながら、少しでも貢献でき

現在熊本には、昨年の地震で被災し慣れない地域での生活を余

るように頑張ります。宜しくお願いいたします。

地域包括ケアシステムの構築は、これまで以上に大きな課題です。

看護師職能委員会Ⅰ

様々な職場の皆さんと連携して、この課題について考えていけれ
ばと思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

中村

理香

阿蘇温泉病院の村井と申します。初めてのことでわからないこと

儀なくされている方が、多くいらっしゃいます。熊本県にとって、

熊本保健科学大学

村井

人吉医療センター

渡辺

明子

昨年は、推薦委員を経験しました。今年は、看護師職能Ⅰの委員

京子

を務めさせて頂く事になりました。平成 30 年度は 6 年に一度の医

昨年の熊本地震でも、地域・避難所での保健師の存在や活動の

療と介護の診療報酬同時改定の年です。今後ますます医療と介護

重要性が再認識されております。これから県や市町村、産業、福祉、

の連携強化が必要であり、視野を広げた看護が提供できるように

健診機関等で活動されている保健師の皆さんと一緒に頑張ってい

取り組んでまいります。皆様どうぞよろしくお願いします。

きますので、どうぞよろしくお願い致します。

看護師職能委員会 Ⅱ
宇城総合訪問看護センター

神

美智子

この度、看護師職能Ⅱの委員を務めさせて頂くことになりました。
病院だけでなく、施設や在宅等、看護の活躍の場所が増えていま
す。又、地域包括ケアでも多職種との連携では看護職の活躍が期
待されていると思います。その事を念頭に微力ではございますが
皆様のお役に立てるよう努めていきたいと思います。宜しくお願い
致します。
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くま も と 復 興
熊本地震に係る看護職員確保対策「くまもと復興応援ナース」の仕組み
「あなたの力を貸してください」と始まった「くまもと復興応援ナース」は多くの方からお問い合わせをいた
だいております。
さっそく 6 月から開院準備中の立野病院を除く 5 病院に県内はもとより福岡県、奈良県、宮城県と全国から
応援していただいていますが、これからもまだまだ応援を必要としています。どうぞこの取り組みをいろいろ
な人に伝えていただきますようお願いいたします。
HP等を通じて全国のナースセンター等に情報発信

熊本県ナースセンター
阿蘇地域６病院

相談・マッチング支援

◎阿蘇医療センター
◎阿蘇温泉病院
◎阿蘇立野病院
◎阿蘇やまなみ病院
◎大阿蘇病院
◎小国公立病院

・アドバイザーによる
就業後のフォロー
・事業主への橋渡し

県ナースセンターに
求職登録している看護職
※H29.3末現在 299名

くまもと復興応援ナース
への登録意向確認

通勤用車両の貸与

医療法人 大徳会 大阿蘇病院
山口

居住地のナースセンターに
登録（県外の場合は、熊本県
ナースセンターに連絡）。

◎期間
1か月〜1年未満
（長期間の勤務も可）
◎県外からの看護職の場合、宿泊
施設や移動手段の確保を行う。

温泉利用等の特典

総看護師長

新規に求職する看護職

くまもと復興応援ナース

受入れ環境の整備

寮等の滞在先の手配

登録・無料職業紹介・相談支援・フォロー

智恵子

熊本地震より１年３ケ月が過ぎようとしています。
阿蘇郡市の医療機関では、熊本地震の影響で、離職を余
儀なくされた職員の方々がいました。復興が進んではいま
すが、大阿蘇病院は看護師不足が解消されず、深刻な状態
となっていました。
この度、熊本県の蒲島知事様、熊本県看護協会嶋田会長
様と医療体制の回復に向け「くまもと復興応援ナース」
、き
たれ「あそ応援ナース」と新聞・テレビ・インターネットを
通じ全国に呼び掛けて下さいました。初めての試みであり、
応援に来て下さるか期待と不安で一杯でしたが、嬉しい事
に、本年 5 月 15 日の締結式から 1 ヶ月後には、初めての復
興応援ナースの方を迎えることが出来ました。全国の方々
に関心を持っていただいたという事に感謝しています。大
阿蘇病院にも２名の応援ナースの方が来てくださり、現在、
私共と一緒に勤務されています。業務の流れの把握も早く、
短期間でスタッフとうちとけられ心強いかぎりです。
今後も皆様のお力を借りながら、私達は地域の皆様に、
安心・信頼・満足を提供できるように頑張って行きたいと思
います。
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ナースセンターにて、
採血・注射等
の研修実施

応援ナース
医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院
総看護師長

熊谷

直美

震災により 57 号線が遮断され大津・菊陽から通勤してい
た看護職員や被害が大きかった西原村や南阿蘇からの職員
が次から次へと辞める状況となりました。そんな中、残っ
た職員は辞めた職員の分まで一生懸命に看護・介護を行っ
ていました。徐々に道路や建物など復旧されていきました
が職員の雇用は十分にはできない状況が続きました。６月
に震災で休診となった病院の職員が数名就職。今年になっ
て 4 月に新人職員が就職してきましたが、それでも職員数
は不足している状況でした。
5 月に熊本県と熊本県看護協会より復興応援ナースのお
話をいただきました。手を差し伸べて頂き嬉しい反面、ど
の位の方が来てくださるのか心配ではありましたが、6 月
26 日に最初の方が福岡から来てくださり、その後東京、京
都、岐阜と県外から 5 名の方々が応援に来てくださいまし
た。当院は温泉があり、病院内及び宿舎に源泉かけ流しの
職員用お風呂がありますので業務が終わった後ゆっくりと
温泉を満喫していただきたいと思っています。
今後も助産師・臨床工学技士の方など応援の話がありま
す。皆さんの善意に支えられながら看護職員の雇用に励ん
でいきたいと思います。

阿蘇医療センター
看護部長

山部

かおる

昨年の熊本地震の際には、医療・看護を始め多くの災害
支援をいただき、心より感謝申し上げます。
震災後、道路事情も悪く、当院においても通勤困難や子
供の進学を理由に離職する職員が複数ありました。阿蘇地
域で就業して頂ける人材の確保もままならず、このままで
は残った看護職員も疲弊するという悪循環の中、5 月 15 日
熊本県と熊本県看護協会が締結し「くまもと復興応援ナー
ス」という仕組みを作っていただきました。この仕組みは、
県内はもとより幅広く県外にも呼びかけ、短期間からでも
阿蘇の地域で働いてもらおうという取り組みです。この仕
組みにより、当院にも 2 名の応援ナースを迎えることがで
きました。 若いパワーとベテランの知識と技術 !! いずれ
も当院にとって新しい風をもたらしてくれています。看護
の現場では応援を受けながら、良いことには耳を傾け、職
場環境も整えていこうと院内職員も頑張ってくれています。
応援ナースには特典として、観光施設や温泉施設等の無
料チケットがプレゼントされます。これらを通じて応援ナー
スのみならず関係者の方々に阿蘇の魅力を体感してもらい
ファンになってもらえたら幸いです。
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自然に囲まれた環境の中で先輩方にご指導いただ
きながら仕事を始めました。困ったときはいつも
周りに助けていただき、阿蘇の人の優しさに感謝
しています。これから阿蘇を満喫します。

地域包括ケアシステムにおける
「病院完結型」の医療から

地域包括ケアシステムと
看護職ってどうつながってるの？

「地域完結型の医療」へと
パラダイムシフトが始まろうとしています。

どんな仕事をしているか
紹介しますね！

何といっても「医療・介護」の両方が
担える看護職は期待されています！

【地域包括ケアシステムの全体像】
病気になったら・
・
・

医 療

病院：
急性期、回復期、
慢性期

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

右ページで詳しく！

通院・入院

介護が必要になったら・
・
・

介 護

通所・入所

住まい
・地域包括支援センター
・ケアマネージャー
・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅 等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居宅系サービス：
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護 等

■在宅系サービス：
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護+訪問看護）等
■介護予防サービス

いつまでも元気に暮らすために・・・

生活支援・介護予防

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

※地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内
に必要なサービスが提供される日常生活圏域
（具体的には中学校校区）
を単位として想定

日常生活圏域（中学校区）
を単位として、地域の実情に応じて、子どもから高齢者までの全年齢層を対象とし、可能な
限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、医療･介護･介護予防・住ま
い及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制を定義とし。2025年を目途に整備されていきます。
その中で、看護職がどのような役割を担っているのか、
「医療」
「介護」
「住まい」
で活躍している看護職を紹介していき
ます。今回は、
「医療」
に視点を当て、急性期の病院での役割を担っている看護職を紹介します。
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看護職の役割とは？

宅」
、ほぼ朝在
院
掲載
刊
入
「時々 14年2月13日
聞20

朝日新

急性期病院における地域連携室の看護師の役割
済生会熊本病院

川上 ゆり

患者相談支援室

2025 年に向けて、地域包括ケアシステムを構築していくことは地域社
会に課せられた大きな課題の 1 つです。治療が終わった後は速やかに退院し、
自宅で療養してもらう「在宅医療」も推進されており、
『時々入院、ほぼ在宅』
と謳われているように、医療の機能分化、地域連携強化、そして在宅ケアの
推進など、看護職の役割が期待されています。
当院は 2010 年より退院支援部門として継続看護室が組織化され、看護
師 3 名を配置。2015 年度より MSW との合同の部署「患者相談支援室」と
して組織再編されました。その室長として看護師長が配置され、看護師 4 名、
MSW9 名をマネジメントし、医療の視点、介護の視点、社会福祉の視点な
どバランスを取りながら後方連携に取り組んでいます。更に多職種で協働し

病棟での多職種カンファレンス風景

ながら、地域の資源を最大限に活用し、地域との橋渡しの役割を担うことで、
患者さんの願う「自宅に帰りたい」を支援しています。
また、当院看護部は退院支援のできる看護師育成を目的に、2010 年より「院内認定退院支援看護師制度」を設け、患
者相談支援室は、このカリキュラムの計画・サポート役を担っています。現在 71 名の院内認定退院支援看護師が育成でき
ており、各病棟に配置し、当室とともに積極的に退院支援に取り組んでいます。
今後は、院内認定退院支援看護師の質を担保すべくフォローアップ体制を構築するとともに、地域における医療・介護の
ケアの質が向上するように、そして患者さんが安心して地域で暮らせるように、地域内での研修会やカンファレンス等を通
じて、顔の見える関係性を深めつつ地域包括ケアシステムの確立に近づけるように努めて行きたいと思います。

国保水俣市立総合医療センター

田口

和代

当センターは、芦北保健医療圏のニ次救急を担う地域の中核病院ですが、
高齢化が進む中、回復期機能の充実が求められています。そのため平成 29 年
4 月に病棟編成を行い、私が勤務する西４病棟 50 床が、地域包括ケア病棟と
してスタートしました。毎週、リハビリ科、総務課（医事係・経営企画係）
、医師、
看護師長が集まり、病床利用検討委員会作業部会を開き、地域包括ケア病棟
へ入棟する患者さんの選択や問題点等を出し合い、体制を整えています。
地域包括ケア病棟がスタートしての取り組みとしては、看護師、MSW、
OT、PT など多職種協働による退院支援を行っています。初めての試みとし
て、人工肛門造設術を受けられた患者さんと家族と訪問看護師に、退院前に

病床利用検討委員会作業部会風景

人工肛門の指導を行った後、リハスタッフと共に家屋調査に同行しました。
訪問時に、自宅での患者さんの様子を看護師の目線で観察し、知る事が出来、アドバイスができました。また、訪問看護師
やケアマネージャーとも顔合わせができ情報交換ができました。
これまでの取り組みの中で見えてきた課題として、
「地域包括ケア病棟がさまざまな状況の患者受け入れに
苦慮している」
「地域包括ケア病棟の役割、利点が患者・家族にきちんと伝えられていない」
「入院中の状況か
ら在宅でのイメージがつきにくい」
「在宅支援事業所スタッフとの連携が稀薄である」などの意見があります。
今後、幅広い疾患・状態の患者に適切な治療・ケアができるよう体制を強化すると共に、地域包括システ
ムについての理解を深めていく事が必要です。また、地域の介護・福祉に携わる人たちと顔の見える関係を
築き、患者を生活者として捉え地域と病院が一体となって多機関・多職種と連携した取り組みを進めていき
たいと思います。

オリジナルの
くまモン襟バッジ
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書
看護関係統計資料集

名

副

題

出版社

平成28年

日本看護協会出版会

教員・訪問看護師・学生すべてが活用できる在宅看護の実習ガイド

事例とSTEPで可視化・言語化する

日本看護協会出版会

看護職のための政策課程入門

制度を変えると看護が変わる！

日本看護協会出版会

精神看護キーワード

他職種間で理解を共有するたけに知っておきたい119用語 日本看護協会出版会

ナースのための退院調整

院内チームと地域連携のシステムづくり 日本看護協会出版会

認知症

本人と家族の生活基盤を固める多職種連携 日本看護協会出版会

The 外来看護

時代を超えて求められる患者支援

日本看護協会出版会

自分の人生を、
自分らしく

日本看護協会出版会

「生きる」を考える
新人・学生の思考力を伸ばす指導

詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.kna.or.jp

日本看護協会出版会

自分らしく働くために看護キャリアの描き方・作り方

透析施設をモデルにした中小規模病院でのキャリア開発ラダー 日本メディカセンター

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿

編集
後記

平成29年4月1日〜平成29年7月31日

施 設 名
菊陽台病院
上天草総合病院
大腸肛門病センター高野病院
天草病院
熊本中央病院
自衛隊熊本病院
済生会みすみ病院
合
計

残暑お見舞い申し上げます。
皆様の今年の夏はいかがでした
か？それぞれの夏も終わりに近づ
き、次は、新たな楽しみが待つ
秋へと移り変わります。
入し、新たな雰囲気に移り変わり
ました。季節と同様、その時期
ならではの情報を皆様にお届け
して参ります。

本年度より４名の広報委員が新しく加
わりました。微力ながら諸先輩方と共に、
皆様に読んで頂ける広報誌を目指してい
きます。宜しくお願いします。

編集（広報委員）
委

件数
1
2
7
1
20
4
20
55

金 額
30,000
60,000
210,000
30,000
600,000
120,000
600,000
1,650,000

看護くまもと 第１０2号

広報委員も、新メンバーが加

担当理事 耕 理千子
委 員 長 平野 宏一

寄付金の口座を
新設いたします

員 松村江里子
福田 佳枝
堤
悦子

古木なおみ
坂本しず江

緒方
吉里

幸
隆子
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