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熊本県看護協会　広報誌

熊本暮らし人まつり「みずあかり」

・防災功労者 防災担当大臣表彰
・2018年度入会・継続手続き
・高校生の一日看護体験・看護学生体験
・地域包括ケアシステムでの看護職の役割
・くまもと復興応援ナース
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◆ 瑞宝双光章
木下 みどり様
（元　国立療養所菊池恵楓園　看護部長）

◆ 瑞宝単光章
坂本 けい子様
（元　熊本赤十字病院　看護副部長）

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29年 秋の叙勲秋の叙勲 受章おめでとうございます受章おめでとうございます

平成29年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成29年9月～平成29年10月）

1.平成30年度熊本県への予算要望について
2.平成29年度九州地区別法人会・支部役員等研修会の開催について
3.平成30年度熊本県看護協会通常総会並びに職能別交流集会の運営
について

4.平成30年度地域医療介護総合確保基金に係る新規事業の提案提出
について

5.看護くまもと103号企画（案）・広告について
6.平成29年度熊本県看護研究学会抄録選考委員について

熊本地震での熊本県看護協会の活動が認められ、受賞となりました。
平成29年9月12日（火）内閣府　合同庁舎第8号館1階講堂において
小此木防災担当大臣出席のもと10個人51団体への表彰式が行われました。
熊本県看護協会を代表して嶋田会長が表彰式に出席されました。
　
（功績）
　熊本地震発災直後から6月13日までの約2ヶ月間、延べ273人の「災害支援ナース」を派遣し、
避難所において医療救護活動や避難者の健康管理等に尽力した。　
　特に、「災害支援ナース」は、他の医療救護チームが日中の活動を中心とする中、24時間体制の
支援を行い、各避難所での被災者に寄り添いながら、避難生活における健康な生活環境の確保と被災
者の精神的安定に繋がるなど、災害時の防災活動に多大な貢献をした。

　第5回　　平成29年9月14日　13：30～
1.平成30年度熊本県への予算要望への意見について
2.平成29年度委員会中間報告について
3.平成29年度第3回支部長会プログラム（案）について
4.平成30年度熊本県看護協会研修計画（案）について
5.熊本県看護協会、看護連盟合同研修会（案）について
6.熊本県看護協会役員・職員・支部長研修会（案）について
7.熊本県の助産師・看護師の情報ネットワーク構築企画（案）について
8.看護くまもと104号企画（案）について

　第6回　　平成29年10月19日　13：00～

11月から

2017年度の会費のお支払はお済みでしょうか？
2017年度会費納入者は自動継続となります。
日本看護協会から「継続のお知らせ」
が11月より順次送付されます。
施設へ一括して送りますので、代表者の方は
封筒に記載されている会員の方へ
配布をお願いいたします。

会員の皆様のお手元に
必ずお届けしたい書類です。
施設にいない会員の方の分が届きましたら、熊本県看護協会へ必ず返却をお願いします。
自動継続になりますので、退会の申請がない限りは、2018年度も継続されます。
次年度分の口座振替を取りやめる場合は11月末までに退会届※１を提出してください。

2018年度からの新規・再入会の手続きは、
2018年度用の入会申込書で行ってください。
申込書に年度が記載されておりますので、
必ず該当の申込書にてお申込みください。

※次年度の会費の引落（1回目）は1月29日です！
　1月に引き落とされても、3月までに継続の取り消しを申し出て頂ければ会費はお返しすることができます。
※2018年4月になってからの取りやめの連絡では、会費は返金できません。

コチラ！

2018年度継続をされない方は
必ず退会届の提出をお願いします。
※１　退会届は熊本県看護協会のホームページに掲載されております。

2018年度の入会・継続の手続きが　始まります。2018年度の入会・継続の手続きが　始まります。

小此木防災担当大臣と嶋田会長

防災功労者 防災担当大臣表彰防災功労者 防災担当大臣表彰
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「看護師になるために必要なこと」
熊本県立熊本西高等学校　佐藤 杏優

+
一日看護体験
【熊本中央病院】

　7月26日に私は、高校生の一日看護体験で熊本中央病院
に行ってきました。小学生の頃にナイチンゲールの伝記を読
んでから「看護師」という職業に興味を持ち、去年から積極
的に看護体験などに参加していました。
　今回参加してみて感じたことが2つありました。1つ目は、
考えていたよりとても大変だと感じました。私は、呼吸器内
科のフロアで体験をさせてもらいました。内容は、担当の看
護師さんと電子カルテを使いながら、検温や体拭き、吸入、
血圧測定をしました。動きっぱなしで2時間ほどでぐったり
疲れてしまいました。しかし、患者さんから「ありがとう。」
と言われると、やりがいを感じられて頑張ることができまし
た。
　2つ目は、コミュニケーションと自主性が私には必要だと

感じました。看護師さんと一緒に行動してみて、患者さんに
体調はどうか聞いたり、患者さんの質問に優しく分かりやす
く答えていました。看護師同士や医師、薬剤師とも話し合っ
て、理解し合っているところを見て、コミュニケーションを
とることは大事だと思いました。また、今自分が何をすべき
か、臨機応変に対応していて、私の担当の看護師さんは「検
温が終わったから、吸入をしよう。」「吸入が終わるまで時間
があるから体を拭くタオルの準備をしよう。」と時間を無駄
なく有効に使っていてすごいと思いました。
　今回の体験で、自分はコミュニケーションや自主性が足
りていないと感じました。看護師になりたい気持ちは強い
ので、今までの経験を活かしながらもっと努力していこう
と思います。

「看護師になる夢に向かって」 熊本市立必由館高等学校　岡本 祐依
　先日、熊本市医師会看護専門学校で実施された「高校生の
一日看護学生体験」に参加しました。私は看護にとても興味
があり、この企画に参加するのは2回目で、去年は病院の小
児科で看護師さんの仕事の内容の一部を見学させて頂いたの
ですが、看護の専門学校ではどのようにして学ぶのか、もっ
と知りたいと思い今年も応募しました。実際に参加してみて、
私は普段の生活では学べない多くの貴重な体験をすることが
出来たと思います。この専門学校で体験した内容は聴診器で
心臓の音を聞いたり、正しい手の洗い方を教わったり、体の
あらゆる場所の音を聞くことが出来るロボットを使って心臓
や肺の音を聞き比べたりなどです。
　様々な体験をさせて頂いた中で、特に私が印象に残ってい
るのは聴診器を当てる位置によって聞こえる音が異なり、そ
れぞれの音に意味があるということです。聴診器を使って体
から出る音を聞くのは初めてで、最初は驚きましたが、自分

一日看護学生体験
【熊本市医師会看護専門学校】

の体からもそんな音が出るのかと考えると、聴診は人間に
とってとても重要であり、奥が深い医療行為なのだと思いま
した。
　また、看護体験の中で熊本市医師会看護専門学校に通う学
生の方と交流する機会があり、短い間でしたがとても楽しく
有意義な時間を過ごすことが出来ました。会話では、学生の
方が「看護の勉強はハードで難しいけれど関心のあることだ
からとても興味深いなと感じるし、楽しいよ」と生き生きと
した表情でおっしゃられ、沢山のアドバイスをくださったの
で、今までよりも更に看護に関わる仕事がしたいという思い
が強くなりました。
　この体験で学んだことはこれからの学校生活をはじめ、将
来に生かしていけるよう、毎日勉学に励み、必ず看護師にな
るという夢を叶え、支えてくれた家族に恩返しをしたいです。

「1処置1手洗いについて」 熊本県立天草高等学校　松本 直子

　私は上天草看護専門学校の一日看護学生体験に参加させて
いただきました。今回の体験は私にとって、看護とはどのよ
うなものかを考えさせられる、とても重要な体験でした。お
もな活動として感染防止についての模擬授業と演習を受けま
した。
　私たちは室内に入った時や、食事前に手を洗ったり、また、
店や病院で手を消毒することがあります。普段よく目にする
光景ですが、医療の現場においても、手洗いや消毒は“1処
置1手洗い”と言われるほどとても重要なことだと学びまし
た。他にも、処置時に使用するマスクやゴム手袋も細心の注
意を払った着脱方法がありました。これらについて、実際に
演習で行った中で私は特に手洗いが難しかったことに驚きま
した。普段よりも時間をかけて丁寧に洗ったつもりでしたが、
汚れが落ちきっておらず衝撃を受けました。汚れを落とすの
に何度も手を洗い直して改めて手洗いの重要性を実感しまし

一日看護学生体験
【上天草看護専門学校】

た。一つ一つの作業が自らを感染から守るためだけでなく、
患者から患者、その他の人に伝播させないために重要である
ことを学びました。
　学生体験を通して印象に残ったこともありました。それは、
実際の看護学生の先輩と交流した際に、前日まで看護の実習
をされていた先輩がおっしゃった言葉です。その先輩は「患
者からありがとうと感謝されると、やっぱり看護の道を選ん
で良かったと思う。」とおっしゃっていました。私は患者や
その家族の方々と共に病気に向き合い、考え、支えとなり、
医療と患者の架け橋となることを将来の目標としています。
私もいつかありがとうと感謝の言葉を言っていただけるよう
な働きができるように、これから励んでいこうと思います。
　今回の学生体験は本当に参加できて良かったと思いまし
た。ありがとうございました。

看護体験看護体験 看護学生体験看護学生体験一日一日高 校 生 の

2017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
くまもと森都総合病院
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

19
40
58
60
39
29
10
9
20
13
19
8
30
10
19
10
16
14
13

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

7／28（金）
7／26（水）
7／26（水）
7／27（木）
7／27（木）
7／26（水）
7／28（金）
7／27（木）
7／28（金）
7／28（金）
7／26（水）
7／26（水）
7／27（木）
7／27（木）
7／28（金）
7／28（金）
7／27（木）
7／27（木）

26
8
4
5
2
8
9
7
7
29
30
20
21
10
15
13
12
18

合計　680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
37

実 施 病 院 実 施 日 人数
7／26（水）
7／28（金）
7／26（水）・28（金）
7／27（木）・28（金）
7／28（金）
7／26（水）
7／26（水）
7／26（火）・27（水）
7／26（水）
7／27（木）・28（金）
7／27（木）・28（金）
7／26（水）
7／26（水）・28（金）
7／26（水）
7／27（木）
7／26（水）
7／27（木）
7／27（木）
7／28（金）

申込総数　990名

2017年  一日看護学生体験  参加人数

熊本大学保健医学部保健学科看護学専攻
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科
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

20
26
3
27
16
29
18

合計　139名

実 施 学 校 等 実 施 日 人数

1
2
3
4
5
6
7

7／27（木）
7／26（水）
7／24（月）
8／5（土）
8／16（水）
8／10（木）
8／2（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。
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「看護師になるために必要なこと」
熊本県立熊本西高等学校　佐藤 杏優

+
一日看護体験
【熊本中央病院】
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に行ってきました。小学生の頃にナイチンゲールの伝記を読
んでから「看護師」という職業に興味を持ち、去年から積極
的に看護体験などに参加していました。
　今回参加してみて感じたことが2つありました。1つ目は、
考えていたよりとても大変だと感じました。私は、呼吸器内
科のフロアで体験をさせてもらいました。内容は、担当の看
護師さんと電子カルテを使いながら、検温や体拭き、吸入、
血圧測定をしました。動きっぱなしで2時間ほどでぐったり
疲れてしまいました。しかし、患者さんから「ありがとう。」
と言われると、やりがいを感じられて頑張ることができまし
た。
　2つ目は、コミュニケーションと自主性が私には必要だと

感じました。看護師さんと一緒に行動してみて、患者さんに
体調はどうか聞いたり、患者さんの質問に優しく分かりやす
く答えていました。看護師同士や医師、薬剤師とも話し合っ
て、理解し合っているところを見て、コミュニケーションを
とることは大事だと思いました。また、今自分が何をすべき
か、臨機応変に対応していて、私の担当の看護師さんは「検
温が終わったから、吸入をしよう。」「吸入が終わるまで時間
があるから体を拭くタオルの準備をしよう。」と時間を無駄
なく有効に使っていてすごいと思いました。
　今回の体験で、自分はコミュニケーションや自主性が足
りていないと感じました。看護師になりたい気持ちは強い
ので、今までの経験を活かしながらもっと努力していこう
と思います。

「看護師になる夢に向かって」 熊本市立必由館高等学校　岡本 祐依
　先日、熊本市医師会看護専門学校で実施された「高校生の
一日看護学生体験」に参加しました。私は看護にとても興味
があり、この企画に参加するのは2回目で、去年は病院の小
児科で看護師さんの仕事の内容の一部を見学させて頂いたの
ですが、看護の専門学校ではどのようにして学ぶのか、もっ
と知りたいと思い今年も応募しました。実際に参加してみて、
私は普段の生活では学べない多くの貴重な体験をすることが
出来たと思います。この専門学校で体験した内容は聴診器で
心臓の音を聞いたり、正しい手の洗い方を教わったり、体の
あらゆる場所の音を聞くことが出来るロボットを使って心臓
や肺の音を聞き比べたりなどです。
　様々な体験をさせて頂いた中で、特に私が印象に残ってい
るのは聴診器を当てる位置によって聞こえる音が異なり、そ
れぞれの音に意味があるということです。聴診器を使って体
から出る音を聞くのは初めてで、最初は驚きましたが、自分

一日看護学生体験
【熊本市医師会看護専門学校】

の体からもそんな音が出るのかと考えると、聴診は人間に
とってとても重要であり、奥が深い医療行為なのだと思いま
した。
　また、看護体験の中で熊本市医師会看護専門学校に通う学
生の方と交流する機会があり、短い間でしたがとても楽しく
有意義な時間を過ごすことが出来ました。会話では、学生の
方が「看護の勉強はハードで難しいけれど関心のあることだ
からとても興味深いなと感じるし、楽しいよ」と生き生きと
した表情でおっしゃられ、沢山のアドバイスをくださったの
で、今までよりも更に看護に関わる仕事がしたいという思い
が強くなりました。
　この体験で学んだことはこれからの学校生活をはじめ、将
来に生かしていけるよう、毎日勉学に励み、必ず看護師にな
るという夢を叶え、支えてくれた家族に恩返しをしたいです。

「1処置1手洗いについて」 熊本県立天草高等学校　松本 直子

　私は上天草看護専門学校の一日看護学生体験に参加させて
いただきました。今回の体験は私にとって、看護とはどのよ
うなものかを考えさせられる、とても重要な体験でした。お
もな活動として感染防止についての模擬授業と演習を受けま
した。
　私たちは室内に入った時や、食事前に手を洗ったり、また、
店や病院で手を消毒することがあります。普段よく目にする
光景ですが、医療の現場においても、手洗いや消毒は“1処
置1手洗い”と言われるほどとても重要なことだと学びまし
た。他にも、処置時に使用するマスクやゴム手袋も細心の注
意を払った着脱方法がありました。これらについて、実際に
演習で行った中で私は特に手洗いが難しかったことに驚きま
した。普段よりも時間をかけて丁寧に洗ったつもりでしたが、
汚れが落ちきっておらず衝撃を受けました。汚れを落とすの
に何度も手を洗い直して改めて手洗いの重要性を実感しまし

一日看護学生体験
【上天草看護専門学校】

た。一つ一つの作業が自らを感染から守るためだけでなく、
患者から患者、その他の人に伝播させないために重要である
ことを学びました。
　学生体験を通して印象に残ったこともありました。それは、
実際の看護学生の先輩と交流した際に、前日まで看護の実習
をされていた先輩がおっしゃった言葉です。その先輩は「患
者からありがとうと感謝されると、やっぱり看護の道を選ん
で良かったと思う。」とおっしゃっていました。私は患者や
その家族の方々と共に病気に向き合い、考え、支えとなり、
医療と患者の架け橋となることを将来の目標としています。
私もいつかありがとうと感謝の言葉を言っていただけるよう
な働きができるように、これから励んでいこうと思います。
　今回の学生体験は本当に参加できて良かったと思いまし
た。ありがとうございました。

看護体験看護体験 看護学生体験看護学生体験一日一日高 校 生 の

2017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
くまもと森都総合病院
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

19
40
58
60
39
29
10
9
20
13
19
8
30
10
19
10
16
14
13

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

7／28（金）
7／26（水）
7／26（水）
7／27（木）
7／27（木）
7／26（水）
7／28（金）
7／27（木）
7／28（金）
7／28（金）
7／26（水）
7／26（水）
7／27（木）
7／27（木）
7／28（金）
7／28（金）
7／27（木）
7／27（木）

26
8
4
5
2
8
9
7
7
29
30
20
21
10
15
13
12
18

合計　680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
37

実 施 病 院 実 施 日 人数
7／26（水）
7／28（金）
7／26（水）・28（金）
7／27（木）・28（金）
7／28（金）
7／26（水）
7／26（水）
7／26（火）・27（水）
7／26（水）
7／27（木）・28（金）
7／27（木）・28（金）
7／26（水）
7／26（水）・28（金）
7／26（水）
7／27（木）
7／26（水）
7／27（木）
7／27（木）
7／28（金）

申込総数　990名

2017年  一日看護学生体験  参加人数

熊本大学保健医学部保健学科看護学専攻
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科
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

20
26
3
27
16
29
18

合計　139名

実 施 学 校 等 実 施 日 人数

1
2
3
4
5
6
7

7／27（木）
7／26（水）
7／24（月）
8／5（土）
8／16（水）
8／10（木）
8／2（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。
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地域包括ケアシステムにおける  看護職の役割とは？地域包括ケアシステムにおける  看護職の役割とは？

病院：
急性期、回復期、
慢性期
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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

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
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・歯科医療、薬局

【地域包括ケアシステムの全体像】

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

住まい

通院・入院 通所・入所

・地域包括支援センター
・ケアマネージャー

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅 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

■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

■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

■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

介護が必要になったら・・・

介  護

病気になったら・・・

医  療
介護が必要になったら・・・

介  護

※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

いつまでも元気に暮らすために・・・

生活支援・介護予防

「時々入院、ほぼ在宅」

朝日新聞2014年2月13日朝刊掲載

社会福祉法人　杏風会　特別養護老人ホーム　白寿園　看護師　坂井　環

当施設は熊本県北部に位置する荒尾市にあります。入所者数99名・ショー
トステイ者数18名の方が生活されています。地域との交流を大切にしてお
り多くの方々の協力と支えがあります。

特別養護老人ホームは、食事や入浴、排泄等の基本的な介護によりその人
の生活を支えるサービスを提供すると共に「終の棲家」としての役割を担っ
ています。

2015年4月に介護保険法が改正され新規入所者は原則要介護度3以上の
高齢者に限られるようになり、利用者の重度化が進み今迄以上に医療ニーズ
が高く重度の認知症の高齢者が増えてきました。その結果、施設職員は日常生活の援助や健康管理だけでなく
疾病の早期発見や状態の変化等に対する早い気付きや知識が必要になっています。

利用者のニーズに応じた質の高いケアを提供するため科学的根拠に基づく介護の取り組みとして認知症ケア・
口腔ケア・機能訓練・看取り介護に重点を置き知識、技術の向上に努めています。
『認知症ケア』認知症専門医による鑑別診断を受け薬の見直しを行い疾患別特徴をおさえたケアの実践
『口腔ケア』歯科衛生士による口腔指導や食形態等の見直しを行い経口摂取の維持を図る
『機能訓練』専門職員との連携を図り心身機能の維持・向上を図る
『看取り介護』配置医師・協力病院との連携，多職種連携・協働により【自分らしい最期】を支援するため入

所者やその家族の意向を尊重し最期まで継続した支援を行っています。
看護職員の役割として①入所者の健康管理を行い日常生活を支える　症状の早期発見に努め医師と連携し必

要に応じて速やかに医療機関へつなぎ情報提供を行う　②医師と相談し必要最小限になるよう薬剤管理と調整
をおこなう　③家族への援助　④介護職員へ医療継続のための観察と技術の指導に日々努めています。これか
らも多機関・多職種との連携を図り、疾病や悪化の予防に努め高齢者の尊厳を重視し一人ひとりがその人らし
く健康的に生活できるよう支援していきたいと思います。

医療行為研修風景

訪問看護ステーション　清雅苑　看護師　松尾　博子

訪問看護ステーション清雅苑は熊本機能病院と介護老人保健施設清雅苑に
併設するステーションで、1994年開設、現在訪問看護師14名 、理学療
法士・作業療法士12名、事務員1名のスタッフが在籍しています。同法人
の「地域ケア支援センター」に位置し、リハビリテーション専門医であるセ
ンター長のもと、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー（社会福祉士）、
保健師、介護福祉士、ホームヘルパーなどの多岐に渡る職種のスタッフと日々
連携を図りながら地域に密着した活動を展開しています。

当ステーションは基本理念に「利用者に対し生活の質の確保を重視し、全
体的な日常生活動作能力を維持・回復するとともに住み慣れた地域社会や家庭で療養できるように支援する」
と掲げ、開設当初から24時間対応の継続的なサービス提供を行ってきました。利用者は小児から高齢者、介
護予防の方から人工呼吸器装着等の医療依存度の高い方、また、在宅での看取りなど「地域の方々が住み慣れ
た地域でその人らしく最期まで暮らす」支援に取り組んでいます。現在連携している主治医は他院合わせて
50人を超え、また、外部の関係職種とやり取りも多く、出来るだけ顔の見える連携に努めているところです。
「時々入院、ほぼ在宅」が当たり前となる2025年地域包括ケアシステム構築に向けて、これからは若い訪

問看護師の育成に向けても強化していく必要性を感じています。
私たち訪問看護師はこれからさらにその中心的役割を担えるよう、専門的知識を身につけると共に、地域の

方々に最も近い存在の医療従事者として「医療」「介護」「住まい」の架け橋役=「チーム医療のコーディネーター」
として、皆様が安心して生活できる住よい地域つくりを目指していきます。

訪問看護ミーティング

介護老人保健施設　フォレスト熊本　看護師　坂本　康子

介護老人保健施設の理念は利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生
活機能の維持・向上機能を目指した総合的な支援と、家族や地域の人々・機
関と協力し自立した在宅生活継続への支援です。当施設の介護度は平均2.9
で認知機能低下の方が約８割を占める在宅強化型施設です。多死社会の中で、
老健の役割である自立支援に加え、自然な死への援助(看取り)も行っていま
す。経験の中で感じることは、環境を整えればご本人が逝きたいときに逝か
れること、つまり最期はご自分の意志で決められるという事です。ヴァージ
ニア・ヘンダーソンが述べている「平和な死への援助」に繋がっています。

ご家族も含めチームで関わる中、ご本人の好きな音楽やアロマ、思い出の
写真など療養環境を整え、誤嚥性肺炎や褥瘡を予防し、穏やかに最期を迎えて頂けるよう努めています。「こん
なに穏やかに最期を迎えられて幸せでした。本当に最後までフォレストで良かった。」という家族の言葉は、皆
の喜びとやり甲斐へとつながっています。今後も自己研鑚と、現場での振り返りにより自己成長を重ね現場力
を高めていく事と、業務内容の見直しと業務の効率化を行い、さらに看護師の役割の拡充を図っていく事を課
題としています。

利用者のお部屋

高齢者施設に勤務する看護師の役割

第2弾
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第2弾
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看護部長　宮木　正則

北部豪雨、熊本地震、中岳爆発噴火と連続災害に見舞われ、
復旧復興に向け多くの関係者並びに各団体の方々に支援し
て頂き、今日に至っています。避難所や消防小屋、車中泊
等からの出勤者や道路の寸断、崩落等で迂回路通勤の為、
長時間通勤者の増加等いくつもの要因が重なり職員が日毎
に疲弊していく中、家族の事情等で退職せざる負えない職
員も出ました。
阿蘇圏域全体の看護要員減少という厳しい現実の中で、
看護介護業務を維持していく事に汲々としていた時期に、
熊本県と県看護協会による「くまもと復興応援ナース」締
結式が県知事立会いの下、全国を対象に看護師支援体制が
組まれました。当院にも宮城県と神奈川県から２名の看護
師の応援が実現し、即戦力としてそれぞれの病棟で活躍さ
れています。現場職員とのコミュニケーションも良好で、
休日には、阿蘇市計らいのチケットを利用され阿蘇の温泉
めぐりや、ツーリングにとアクティブに過ごされています。
今後も継続的に応援ナースの協力を頂く事が出来れば幸
いです。

　8月20日に阿蘇医療センターでくまもと復興応援ナースの方と看護管理者の交流会を開催いたし
ました。
　交流会は各施設の応援ナースの方たちや看護管理者が顔をあわせて情報交換や意見交換をする貴重
な機会です。
　交流会では応援ナースの方の志望動機や看護管理者の思いなどを話していただきました。
　志望動機は「自分も何か役に立ちたいと思った。」「ありがとうと言われるとやりがいを感じる。」など、
看護管理者からは「お休みをあげられるようになった。」「笑顔がみられるようになった。」「刺激を受
ける。」などのスタッフのモチベーションへつながっているとの意見がきかれました。
　その後も、体験談や連絡先の交換など和気藹々とした時間を過ごしました。

看護局長　野田　輝美

熊本地震の影響により、当地はライフラインの断絶、土砂崩れの危険性などがあり、当院は一時休止せざるを
得なくなりました。地震後、しばらく再開の見通しが立たなかったため、全職員を一旦解雇するなど苦難の日々
が続きましたが、たくさんの方々によるご支援により、震災から約１年半後に阿蘇立野病院を再開することがで
きました。
しかし、病院の再開に際しては、とりわけ看護職員の確保が困難でした。必要人員の確保に悩んでいたところ、
今年５月に熊本県と熊本県看護協会の「くまもと復興応援ナース」の取り組みにより、当院にも看護職員を派遣
していただき、本当に感謝しております。
現在、当院には福井県から１名の復興応援ナースが来ています。
知識面、技術面だけでなく、様々な業務をカバーしてい
ただき、感謝に尽きません。私たちも、一緒に学んでおり
ます。
今後も、たくさんの復興応援ナースにお力添えをいただ
き、阿蘇地域の復興の一助となることを願っております。
また、復興応援ナースの方々には、温泉などの特典もご活
用してもらい、阿蘇の魅力をお伝えできたらよいと思いま
す。
私たちは、今後も皆様のお力をお借りしながら、地域の
皆様にぬくもりと安心の医療を提供できるよう精進してま
いります。

総看護師長　波多野　智子

　熊本地震では、基幹道路の寸断により、陸の孤島状態になったことで、
物資の補充が心配されましたが、自衛隊の速やかな介入で道路もすぐに開
通し、通常通りの診療体制を維持することができました。
　震災により、直接的に離職する職員はいなかったのですが、ここ数年は
、入職する看護師数も少ないうえ、退職者が多く、看護師不足で頭をかか
えていた時に、この「くまもと復興応援ナース」のお話がありました。し
かし、直接的に被害があったわけでもなく、また、阿蘇市内と違い山間部
にあることから、応援は望めないとあきらめていたのですが、幸いにも、
締結後直ぐから、ご連絡があり、県内外から応援を頂いています。
　７月から１０月までに、４人の方が、応援にきてくださいました。今ま
での経験を生かしながら、何か支援がしたいという思いが強く、毎日頑張
って頂いています。職場環境やスキルの違いはありますが、良い刺激とし
て、環境改善やスキルアップに繋げていけたらと考えています。
　当院では、復興応援ナースの皆様のために、感謝の気持ちを込めて、温
泉協会様のご協力のもと、小国郷温泉入浴パスを設けました。小国郷内の
温泉めぐりを楽しみながら、小国郷を満喫して頂き、仕事にも励んでいた
だこうと考えています。これからも、応援の皆様方のお力をお借りしなが
ら、地域住民の皆様により良い医療を提供できるよう日々努力していきた
いと考えています。どうぞ、これからも宜しくお願い致します。

医療法人社団　順幸会　阿蘇立野病院

特定医療法人　高森会　阿蘇やまなみ病院 小国町外一ヶ町公立病院組合　小国公立病院

「くまもと復興応援ナース」交流会を開催いたしました。
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て、環境改善やスキルアップに繋げていけたらと考えています。
　当院では、復興応援ナースの皆様のために、感謝の気持ちを込めて、温
泉協会様のご協力のもと、小国郷温泉入浴パスを設けました。小国郷内の
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医療法人社団　順幸会　阿蘇立野病院

特定医療法人　高森会　阿蘇やまなみ病院 小国町外一ヶ町公立病院組合　小国公立病院

「くまもと復興応援ナース」交流会を開催いたしました。
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「産科看護管理者交流会」に参加して
熊本赤十字病院　看護師長　志賀 陽子

　「切れ目のない母子への支援を推進
するために何が出来るかを考えよう」
をテーマに開催され、県内主要施設
より17名の参加がありました。
　我が国における子育て支援対策は、
雇用環境の整備や経済的負担の軽減
など多くの取組が行われていますが、
妊娠・子育てをめぐる環境は、近年
厳しさを増す一方です。また、環境
要因だけでなく妊娠・子育てに関わる社会的な問題を抱えた女性の増加やその問題の複雑化など、どの医療施設にお
いても悩ましい現状を抱えています。
　今回は、熊本県子ども未来課の相良弘子保健師より県内の母子支援の現状や取組について報告がなされ、「子育て
世代包括支援センター」の設置状況や事業内容など特に興味深い内容でした。母子保健サービスと子育て支援サー
ビスを一体化した事業であり、子育て支援には必要不可欠と考えられますが、その設置状況は、県内45市町村中6
市町村に留まっており、平成32年度末までに全国展開を目指す国が掲げる目標に向け努力されている状況です。熊
本県は極低出生体重児の出生率や人工妊娠中絶数など全国レベルにおいて深刻な状況でもあるため、今後これらの
取組が効果的に機能していく事を期待したいところです。また、福田病院の地域連携室の森京子氏より福田病院で
の母子支援事業について報告されました。特別養子縁組あっせん事業は、医療機関として全国初の取組であり、そ
の中で実親と養親への精神的な支援をきめ細やかに提供されている事を知り、母子支援における本事業の意義深さ
を再認識しました。本会を通し、行政、施設間の壁を越え、参加者同士の意見交換や其々の取組や問題点などを共
有する事ができ、大変有意義な交流会でした。

意見交換風景

☎096-369-3203

今年の冬休みも今年の冬休みも

GO!GO!GO!GO!
ハーモニーランドへハーモニーランドへ

無料ご招待

会員特典

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。

期間：2017年12月9日（土）～2018年1月8日（月・祝）

「多様な住まいの場における看取り支援を事例から学ぶ」研修会に参加して
看護小規模多機能型居宅介護　
看多機ホーム 　湧心苑 　ふれあい館　 準備室　荒木尚美

　平成29年11月3日、熊本県看護研修センターにおいて、看護師
職能Ⅱ研修会「多様な住まいの場における看取り支援を事例から学ぶ」
が開催されました。医療機関をはじめ訪問看護ステーション、老健、
特養や特定施設、グループホームや小規模など、様々な住まいの場
となる施設や関係する事業所で働く看護職等が集まり、これから多死
社会を迎える為に必須となる「多様な住まいの場における看取り」に
ついて考え、意見交換を行いました。
　まず、住宅型有料老人ホームアンジュの管理者である吉岡穂寿美氏
より、施設においてエンディングを迎えることができた２事例について
の講演がありました。成功要因から導かれた施設での看取りを行うた

めに必要な体制と条件が挙げられ、医療連携が必要不可欠であることと今後の課題を明確にされました。
　その後、各施設での看取りを行なうにあたっての問題点や課題についての討議を行いました。病院と施設・在宅との
連携が重要であることや看護職と介護職の質の担保と教育における課題、本人の意思決定と家族ケアをどのように行う
のか、そして多様な住まいの場とは、などについての意見が共有できました。様々な立場での思いに触れることができ、
共にあるのだと力を貰えた思いがしました。
　私は現在、看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備に携わっています。まさに在宅での看取りを行える事業所
になります。今回の研修は、「住み慣れた地域で、最後までその人らしく生きる」ために果すべき自分たちの役割と取り
組むべき課題を、広い視野を持って考える良い機会となりました。
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