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新春のお慶びを申し上げます。
一昨年の熊本地震から 1 年 8 ヶ月が経ちました。日本
三名城の 1 つの熊本城も 3 年後の再建に向けて工事が進
められています。振り返りますと昨年も災害関係ではい
ろいろな地域に出かけ、災害支援のお礼と災害対応につ
いてお話しさせていただきました。また、災害後の中長
期的課題として出てきたのが看護職の離職の問題でした。
特に阿蘇地域の医療機関では厳しい状況が続いており、
平成 29 年 5 月に県と共に熊本復興応援ナース体制を取
り、ナースセンターを窓口に全国に応援を呼びかけまし
た。おかげさまで全国から看護職が阿蘇の６つの医療機
関に来ていただいています。昨年の 12 月 16 日に第２回
復興応援ナース交流会を開催した様子が協会のホーム
ページでご覧いただけます。また、熊本の公的病院や福岡・
福島からも出向で応援していただいているところです。
しかし、まだまだ厳しい状況が続いていますので今後と
も皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
さて、本年度は４つの重点事業を掲げ取り組んできま
した。重点事業の一つ「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」につきましては、昨年 11 月
26 日に「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム in 人吉・
球磨」を人吉市で開催いたしました。地域の方にも参加
いただき、人吉・球磨地域で活動されている方々の発表
を通して、地域を「支える力」や「繋ぐ力」を共有でき
たこと、また、一人ひとりが地域の一員としてやれるこ
とをやっていこうという強い思いが伝わってまいりまし
た。今後ともフォーラムを通して、看護がつなぐ役割を
考える機会となるよう継続していきたいと思っています。
「働き続けられる労働環境改善の推進」では、看護職員
の就労支援・ナースセンターの活用促進に力を入れ、特
に潜在看護職員等の再就業支援として、ハローワークで
の相談支援やナースカフェの開催、再就業研修等に取り
組んでいます。退職時のナースセンターへの届出をよろ
しくお願いいたします。
継続教育の充実では、受講の機会が多くなるように企
画数を増やし、受講の多い研修は複数回開催するなどの

工夫を重ねています。また、キャリア支援では日本看護
協会版クリニカルラダーが作成されました。各施設での
活用促進に向けて取り組んでいるところです。
さて、熊本県は昨年地域医療構想を 10 構想区域に設
定しました。熊本地震からの復旧・復興の課題に加え将
来に向け医療資源が限られた中であっても質の高い医療
を提供する体制づくりが検討されその実現に向けて①病
床機能の分化及び連携の推進、
②在宅医療等の充実、
③医
療従事者・介護従事者の養成・確保等が施策として挙げら
れています。今年度は診療報酬・介護報酬の同時改定や
第 7 次医療計画、第 7 次介護保険事業計画等の策定作業
が進められ各担当者が会議等に参画し意見を述べている
ところです。
日本看護協会では診療報酬・介護報酬の改定の説明会
をオンデマンドで配信する予定ですので県協会では皆様
が参加できるようにこの説明会を 3 回予定しています。
協会のホームページをご確認の上ご参加ください。
昨年 11 月 20 には皇后陛下のご臨席のもと日本看護
協会の 70 周年記念式典が開催されました。これまでの
歴史を振り返りますと歴代会長の下で様々な改革がなさ
れ発展してきていることを忘れてはならないと思います。
熊本県看護協会も本年度 70 周年を迎えますので平成 30
年 6 月 23 日（土）の通常総会に併せて記念式典を開催
したいと思っています。
最後に、待望のナースシップが始まりましたが皆様
には手続き等で大変ご協力いただき感謝申し上げます。
しかし、残念ながら会員の減少が見られています。組
織強化のためには入会率を上げていくことが重要です。
会員の皆様の福利厚生でも様々な企画をしていますの
で是非ご利用いただければと思っています。今年の干
支は「戌」です。犬は安産で沢山子供を産むといわれ
ています。犬にあやかり会員が増える年となりますよ
う期待いたしております。
平成 30 年が皆様にとりまして、少しでも安定した年
となりますことを念じ、熊本地震からの復興と皆様のご
健勝を心よりお祈り申し上げます。
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平成29年度看護管理者会（中央開催）
に参加して
山鹿市民医療センター

看護部長

野中理佳

平成 29 年 11 月 11 日（土）
、熊本県看護研修センターにお
いて看護管理者会（中央開催）が開催されました。午前の部では、
日本看護協会の福井トシ子会長より「2025 年に向けた地域包
括ケアにおける看護管理者の役割」をテーマに特別講演があり
ました。日本看護協会長の講演であり、またテーマへの興味深
さから、参加者は 169 名に上りました。午後からは熊本県看護
協会と各職能委員会からの活動報告があり、会員獲得について
のグループワークがありました。
特別講演は、
「社会保障・税一体改革とは」
「医療政策の方向
日本看護協会 福井トシ子会長

性と流れ」
「地域包括ケアにおける看護管理者の役割」について
述べられました。少子超高齢化の到来が社会保障制度に様々な

影響を及ぼしているため、税制改革を行い高齢者だけでなく子育てにも充当先を拡大した社会保障と税一体改革が進
められていることや、2025 年に向け「治す医療」から「治し、支える医療」へと転換してきており、医療・介護の
一体的整備が市町村を主体に行われていると話されました。このような医療政策の方向性・方策、背景等について、
非常に解りやすく説明され世の中の流れや仕組みに納得できました。
今後、地域包括ケアシステムの構築が進む中、患者が地域の中で在宅療養を継続できるような体制整備が必要となっ
てきます。福井会長は、今後は看護が頑張るときであり、特に在
宅では医療依存度の高い生活者の増加が見込まれるため、急性期
の経験のある看護師が求められると話されました。また、看護管
理者の役割は、自院ばかりを見るのではなく地域を広い視野で見
ていかなければならず、看護師は地域の資源、人材であると何回
も熱く語られました。
福井会長の軽快で笑いもある話術に巻き込まれ、あっという間
に時間が過ぎました。医療提供体制が急展開する中で、看護職は
管理者は何をすべきかを考えさせられた講演でした。

グループワーク発表風景

優良看護職員の厚生労働大臣表彰
受 章 者
竹田 和子 様
谷川 和代 様
福島 和代 様

公益社団法人熊本県看護協会

常務理事

水前寺とうや病院

看護部長

現 平成とうや病院

九州看護福祉大学

教授

看護部長

受章おめでとうございます。
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地域包括ケアシステムにおける
【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

通院・入院

介護が必要になったら・
・・

介 護

通所・入所
■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

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

いつまでも元気に暮らすために
・
・
・
いつまでも元気に暮らすために・・・

生活支援
介護予防
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

高齢者施設に勤務する看護師の役割
訪問看護ステーション ふれ愛 看護師

田中 芳美

訪問看護ステーションふれ愛は、くまもと成仁病院に併設しており、現
在は、訪問看護師 6 名・理学療法士 6 名・作業療法士 3 名・言語聴覚士 2 名・
事務 2 名のスタッフが在籍しています。この人員配置は、「居宅での生活に
安心を届けることができるように」との考えで配置されています。看護師
のみの視点ではなくセラピストと連携を持ちつつ看護の提供を可能として
います。
特徴としては、指定難病や末期がんの利用者や自閉症等の精神疾患の若者、
乳児や学童期等の在宅支援にも対応しています。実施地域は熊本市東区を中
在宅訪問風景
心としていますが、訪問看護サービスの手薄な地域（西原村）にも必要とな
ればサービス提供を実施しています。最近では有料老人ホーム等の施設も積極的な看取りを実施しています。
外部から訪問看護を受けることで安心安全な施設（居宅系）での看取りが可能となっています。今後の訪問看
護の役割を考える時、居宅での看取りということが重要な課題になってくると思います。主治医不在時の死亡
確認等が議論されています。訪問看護師が担うべき役割を拡大しながら、多職種との連携を求められています。
少子多死社会こそが地域包括ケアシステムがどうあるべきかを示してくれているのだと思います。“ふれ愛”で
は今後、医療・介護のみならず、障害福祉や社会的弱者にも手が差し伸べられるようにしていきたいです。
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看護職の役割とは？
熊本市立植木病院

宅」
、ほぼ朝在
院
掲載
刊
入
「時々 14年2月13日
聞20

朝日新

訪問看護室

看護師

春田

第3弾

留美

植木町は熊本市の北区に位置し、高齢化率は 26.8％です。そんな中、当
院は自治体病院として以前から地域に密着した医療の提供を目指し、1992
年にみなし訪問看護室を開設しました。それ以降、私たちは住み慣れたわが
家で療養出来るよう『信頼と満足の得られる全人的医療の提供』を基本理念
に、支援してきました。安心して生活出来るように様々な医療・介護ケア、
24 時間対応、看取り等の看護サービスを提供しています。
当院からの紹介はもちろんの事、他院・事業所からの紹介も多く、他職種・
他機関との連携を図っている事から、顔の見える関係作りも心掛けています。
病棟カンファレンス風景
特に当院かかりつけ医の場合は、入院から在宅への一貫した看護サービスの
提供が出来るという利点があり、気軽に会いに行ける事も利用者・家族の安心感に繋がっているものと考えます。
情報交換により入院中のプランもより在宅を見据える事が出来ます。しかし、前述したように植木地域は高齢
者が多く老老介護や独居での療養も少なくありません。本人の希望と家族の理解と協力が必ずしも一致せず、
在宅復帰が困難なケースもあります。私たちは在宅療養が困難なケースも利用者の思いを中心に、家族にも寄
り添うケアの提供に努めています。
地域包括ケアシステムにおいて、今後ますます訪問看護師の担う役割は大きくなると考えます。私たちは地
域を広い病棟と捉え、安心して安全に暮らせるよう支援していきたいです。
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Ƅ
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前号では「くまもと復興応援ナース」
を紹介しましたが、
104号では県内の施設から派遣された
「阿蘇支援派遣ナース」の方々を紹介します。

阿蘇支援

派遣先：阿蘇医療センター
熊本市立熊本市民病院

山部

智美

皆さん初めまして！私は熊本市民病院の看護師で山部と申します。熊本地震で病院が被災し、新病院が開院する
平成 31 年まで派遣ナースとして阿蘇医療センターで勤務させて頂いています。震災で阿蘇は基幹道路が寸断され、
迂回路による通勤の負担などから看護師の人員確保が深刻な課題となっており、派遣人数は当初 4 名でしたが、現
在は 7名となっています。
同センターは、平成 26年に移転され外観が美しいだけではなく、耐震・
免震、地下水貯蔵など自然災害に強い病院となっています。また、24 時
間体制の救急医療や緊急カテーテル治療が可能で阿蘇医療圏の中核を
担っています。
私の勤務する2階病棟は重症観察部屋を含む一般病床があり、急性期か
ら慢性期、終末期の患者様が入院されます。それ故に様々な疾患や医療
処置に対して自己研鑚の日々ですが、スタッフの皆さんが優しく指導され
るので気兼ねなくたずねることができます。病棟の雰囲気も明るく働きや
すいです。正直なところ、派遣された当初は環境の変化や震災後の業務の
煩雑さで仕事を辞めたいと思う時期もありましたが、スタッフの励ましや
患者様の笑顔に癒やされ、継続して働くことができています。幸いにもア
ロマトリートメントを臨床で活用する機会や院外研修への参加もさせて
頂き感謝しています。これからも技術や知識の研鑚を行い、また人間性も
磨きながら派遣ナースの使命を果たしていきたいと思います。

派遣先：医療法人社団
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院

中尾

順幸会

阿蘇立野病院

遥香

私の生まれ育った南阿蘇村の立野地区は、阿蘇外輪山に囲まれ阿蘇の入り口と言われる自然豊かな地域です。こ
の素晴らしい地元の風景は今回の熊本地震により大きな被害を受け一変しました。そんな中、阿蘇支援派遣ナース
の話を受け、地元である南阿蘇村唯一の救急指定病院である阿蘇立野病院で、10月より病棟で３ヶ月間勤務するこ
とになりました。院長先生をはじめ、職員の皆様に温かく歓迎して頂き、
微力ながら、少しでも復興に貢献できたら、という思いで日々働いてい
ます。
阿蘇立野病院は地震の被害を受け一時休止となっていましたが、復興
に先駆け、昨年 8 月に外来診療の再開、9 月に病棟再開となりました。
現在、夜間の救急外来や、入院患者の受け入れを行っており、南阿蘇村
だけではなく阿蘇広域の医療を担っています。また働かせて頂く中で多
くの患者さんから、
「立野病院が再開してよかった。
」
「安心して戻って
来れます。
」などの声が聞かれ、地域医療の重要性や病院再開が地域住
民の支えとなっている事を強く感じています。
しかし、完全再開までの道のりはこれからであり、継続した支援が復
興の力になるのではないかと思います。阿蘇支援派遣ナースとして、地
元医療に携われたことはこれからの看護師人生の中で大きな財産であ
り、このような経験ができたことに感謝しています。
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派遣ナース
ほかいっかちょう

派遣先：小国町外一ヶ町公立病院組合
熊本赤十字病院

濱

好

杉本

小国公立病院

美香

急性期医療だけでなく、地域医療にも関心があり小国公立病院で半年間働くことになりました。
地域唯一の総合病院である小国公立病院の役割として、一次・二次救急の受け入れを行っています。内科系、外
科系の２病棟があり、看護体制は 13 対 1 です。肺炎や心不全など慢性疾患の急性増悪や、大腿骨頸部骨折・腰椎圧
迫骨折などのリハビリ期の患者さんが大半を占めています。付属する施設としておぐに老人保健施設、訪問看護ス
テーションなどがあります。
病院の現状として、スタッフ不足があげられます。常勤医は6 名で昨年度から小児科の常勤医が不在となりました。
看護師は 40 ～ 50歳代が中心で、新卒スタッフはおらず中途採用者がほとんどでした。リハビリスタッフは 3 名で
隣接する老健のレクリエーションも兼ねています。
実際に働いてみて、限られたスタッフでも ICT や地域連携の会など、他病院と連携し活動を頑張っておられるの
を知りました。また、熊本赤十字病院と小国公立病院での患者さんの転院も頻繁に行
われており、これまでは知りえなかった転院後の患者さんの療養の様子を知ることが
できました。現在も医師・看護師の研修や応援は続いており、これらが病院相互の連
携を強化し、患者さんにとっての安心につながっていくと思います。
地域の問題点として高齢化に伴う認知症患者の増加、高齢者世帯の増加、介護施設
の不足、介護医療従事者の人手不足があり、これらの課題に『小国郷医療福祉あんし
夏祭りの様子
んネットワーク』という地域全体での取り組みが発足しています。熊本赤十字病院の
外に出たことで、地域の現状を知り学ぶことができたのはよかったです。
最後に、小国町は雄大な自然と温泉があり、支援ナースに温泉フリーパスを発行す
る予定もあるそうです。泉質の違う温泉がたくさんあり地域の住民の方とのふれあい
も楽しいです。
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長期研修修了者の声
熊本県看護学生実習指導者講習会を受講して
熊本県こども総合療育センター

井島

秀行

平成29年9月21日から約2 か月半に渡り、実習指導者講習会に参加しました。
入講当初、立ち仕事中心の私たちは、6 時間の座学に慣れることに必死だったのを思い出します。
講義のない日は夜勤をすることもあり、睡魔に耐えながら講義を聞いたこともありましたが、先
生方の熱心な講義や看護観を聞くうちに、看護の素晴らしさをあらためて再確認できました。
後半のグループワークでは、
「学生を育てる」ために実習指導案を作成しました。その中で、グルー
プメンバーから学生との指導法やコミュニケーションのとり方、さらに看護ケアにおける工夫な
ど様々な情報交換ができ、悩みなど共有する場となりました。また、私たちの使命である指導案
を作成しました。未来の後輩である看護学生について、どう
したら看護の魅力や素晴らしさを伝えられるか真剣に悩み討
議しました。その結果素晴らしい指導案を作成し発表するこ
とができました。
実習指導は楽しいことばかりでなく、困難にぶつかる時も
ありますが、私達には後輩を育てる義務と責任があります。
私たちが率先して看護の魅力や面白さを伝え、今回の講義で
学んだ事をいかしながら立派なロールモデルとなることで優
秀な後輩を育てていきたいと思います。

認定看護管理者研修 ファーストレベルを受講して
JCHO

人吉医療センター

看護師長

白川

幹子

今回、看護管理者として管理的視点で物事を分析し概念化する能力を身につけたいと考えファー
ストレベル研修を受講しました。
看護におけるマネジメント機能は、質の高い安全・安心な継続的医療・看護の提供を実現するた
めの組織運営といえます。マネジメントの各プロセスにおいて、常にPDCA サイクルを回しフィー
ドバックと検証を重ね、分析、概念化する方策を学ぶことができました。同時に、看護師間のセ
ルフエスティームを高めるような動機づけや目標管理支援により、潜在的可能性を引き出し達成
感が得られる組織運営に繋がることも実感できました。
また、看護管理者として把握すべき 2025 年問題や、地域包括ケアシステムの推進、人材育成や労務管理、看護師
の特定行為研修などを理解するいい機会となりました。さらに、看護管理者として職位に付随した「権限」
「能力」
「行動」
の３要素を認識し行動する覚悟を持ち、効果的にその要素を
発揮することが重要であると再認識しました。
今後はリーダーシップ力と人間力を高め、看護師個人が組
織に貢献できる目標を自律して主体的に考え成長できるよう
共に PDCA サイクルを回し、管理的視点で分析や概念化を実
践し効果的な組織マネジメントに繋げたい所存です。
最後になりましたが、研修を共にした仲間との意見交換や
ネットワークは財産となりました。そして、研修を支えて頂
いた看護協会の皆様や講師の先生方、研修に参加する機会を
頂いた皆様に感謝いたします。
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「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」in 人吉・球磨
～相良７００年の歴史が繋ぐ地域の底力～
日時

平成２９年１１月２６日（日）１３：００～１６：００

場所

人吉カルチャーパレス

この日開催されたフォーラムは、地域住民を含む168 名の参加がありました。
はじめに基調講演として、人吉市在住で元ＪＣＨＯ横浜中央病院看護部長の馬場悦子氏から、
「人吉・球磨の看護へ
の期待～地域でのかかわりから見えたもの～」の演題でご講演いただきました。
まずは、地域包括ケア実現にむけての体制や自身の経験についてお話しいただきました。その後、人吉球磨の地域特性
や現状・課題として、組織間の連携の必要性、人材不足等を挙げられ、今後は多職種連携を進めていくと同時に、全て
の住民が介護のことを学んでいく時代になることについてお話しいただきました。
次のリレートークでは、人吉球磨在宅ドクターネットの岩井顯医師、人吉市医師会訪問看護ステーションの前田留美
看護師、居宅介護支援事業所やまぎりの上村享史介護支援専門員、あさぎり町地域包括支援センター向坂香織保健師、
地域の女性グループI-girlsの竹内理恵代表から、それぞれの活動や課題等について報告がありました。
在宅医療、看護の立場からは、在宅療養に対しては不安を持つ人が多く、往診や訪問看護等の支援があるので相談し
て欲しいという呼びかけがありました。また、行政の立場からは、これからは行政や専門職だけの支援ではなく、住民
全体で支援し、自助・互助・共助していく必要があること、高齢者体制の整備だけでなく、障がい者や子どもも含めた
支援を検討していく事の必要性についても指摘がありました。
その後のディスカッションでは、各発表者及び会場の参加者と意見交換が行われました。意見には、
「在宅での看取
りは職員の負担が大きい。大規模な在宅医療支援機関になれば、負担減となる。
」というもの、
「本人や家族はなじみの
職員に看取って欲しいが、実際は困難。スタッフの誰が来ても家族が納得するよう、職員のスキルアップが必要。
」と
いうものがありました。そして、繰り返し出た人材不足の話題に対しては「地域住民みんなで支えることができるよう
な地域づくりが必要。
」という意見が出ました。まとめでは、地域住民それぞれの活動が積み重なってよい地域になる
こと、互いを尊重しながら街づくりをして欲しい、という内容で締めくくられました。
今回のフォーラムでは、関係者それぞれの取り組みを一度に聞くことができ、地域包括ケアに向け、地域住民を含め
た関係機関の役割や課題、行うべきことの情報を共有するよい機会となりました。

岩井医師の
おすすめ本です。
日本在宅ホスピス協会会長

小笠原文雄 著

『なんとめでたいご臨終』
（小学館）

会員さんから
うれしい声が
届きました。

「こんにちは。先日、急変時の対応の研修に参加させていただき、ありがと
うございました。
早速実践できました。昨日、地区のお祭りで、男性が急に吐き、顔面蒼白、
意識消失、心肺停止になり研修で教わったことを思い出し、冷静に実践で
きました。結果、無事覚醒して、救急搬送まで漕ぎ付き、市長からお礼の言
葉を頂きました。研修で何度も実践していたので本当に良かったです。」
（会員Ｔ様より）
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平成30年度熊本県看護協会 改選役員及び推薦委員
平成31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
― 選挙管理委員会 ―
平成30年6月23日
（土）
に開催される平成30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
31年度の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ので下記のとおり、立候補者の受付についてお
知らせいたします。
なお、公益社団法人熊本県看護協会役員等及び公益社団法人日本看護協会代議員・予備代議員は、平成30年6月の通
常総会において選出されます。つきましては、平成30年度総会により改選される以下の役員、委員及び代議員・予備代議
員に立候補される方は、以下の要領により届け出をしてください。
■平成30年度
役員：16名

＜1. 立候補の届け出について＞

公益社団法人熊本県看護協会

意見交換風景

立候補される方は公益社団法人熊本県看護協会選挙
及び選挙管理委員会に関する規定第13条第2項に基
づき、本会正会員5名以上の推薦を受け、届け出てくだ
さい。

（任期:2年 平成30年6月総会締結後～平成32年
総会締結まで）
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、
上益城·宇城地区理事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

＜2. 立候補の届出期間について＞
平成30年1月23日～平成30年4月19日
（必着）
＜3. 届出方法＞
必要書類

■平成30年度 公益社団法人熊本県看護協会
推薦委員：8名

①立候補届出書
③証明写真

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 荒木富久美 宛

（任期：１年 平成30年6月総会終結の翌日～平成31年総
会終結まで）
保健師職能2名、助産師職能2名、看護師職能4名

＜4. 選挙期日及び場所＞

■平成31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：20名

平成30年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会
期日：平成30年6月23日
（土）
場所：ホテル熊本テルサ

（任期：
１年 平成31年4月1日～平成32年3月31日）
代議員（10名） 予備代議員（10名）

平成29年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成29年11月～平成29年12月）
第7回

平成29年12月14日

10：00～12：00

1. 平成 29 年度熊本県看護協会事業評価（案）について
2. 熊本県看護協会職員旅費規程改正（案）について
3. 平成 30 年度熊本県看護協会運営並びに事業に対する支部からの提案・要望（案）について
4. 平成 30 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 30 年度熊本県への予算要望について
6. 平成 30 年度熊本県看護協会創立 70 周年記念式典（案）について
7. 熊本県看護協会役員・職員・支部長研修会（案）について
8. 平成 29 年度熊本県看護研究学会特別講演講師（案）
・進行表（案）について
9. 医療安全管理者研修について (e ラーニング）
10. 福利厚生（かんぽの宿・黒川温泉）について
11. 「看護師のクリニカルラダー」研修受講後アンケート調査について
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熊本県看護協会の
「熊本県ナースセンター」
をご存知ですか？！

は

談
相
事
仕
お

（仕事探しの相談・復職支援研修・仕事の悩み相談・進路相談）

ナースセンターは、都道府県知事から指定を受けた看護職員無料職業紹介所です。
熊本県看護協会内（１階）にあり、看護の仕事相談ができる環境が整っています。
経験のある看護職の相談員が、それぞれの状況に応じてサポートいたします。
お近くのハローワークでの
お仕事相談もできます！

無料職業紹介サイト
『eナースセンター』
インターネットからの求職登録が可能です

したら
職
離
を
事
お仕

（離職時等の届出を！）

『届出制度』とは、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に
就いていない方に、氏名や連絡先をナースセンターに届け出ていただく制度です。
スマートフォンやパソコンからインターネット上で「とどけるん」から届けていただけます。
また、看護管理者より
「退職されるみなさまへ」で届出のご案内をお渡しています。

看護職を
退職され
る皆さま
大切なお
へ
知らせで

す。
必ず開封
して、中を
ご確認く
ださい。

公益社団

法人 熊本

県看護協
熊本県ナ
ースセン 会
看護職員無料
ター
職業紹介所

KUMAMO

［熊本県委託

TO NUR

事業］

SECENT

ER

「求職希望」の場合は無料求職・求人サイト
「eナースセンター」
が利用できます！

届出をいただいた皆様には、今すぐに就職する意向がなくても、さまざまな情報や、
気軽に参加できるナースカフェなどの交流会等をご案内してまいります。
看護の現場から離れた方でも、ナースセンターがつながりを持って、
看護職がいつでも利用できる相談や交流の場を提供いたします。

くまもと復興応援ナース募集中
応援ナース特典
あります！
平成28年のくまもと地震後、阿蘇地域の看護職の人材確保が困難とな
っています。熊本県では阿蘇地域における医療の回復を支援するため、ナ
ースセンターが窓口となり、全国からの問合せに対応しています！阿蘇の
自然に囲まれて、一緒に働いてみませんか！
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熊本県ナースセンター
のホームページ
http://nc.kna.or.jp/
・求職・求人
・相談の利用時間
・ハローワーク相談日程
・復職支援研修会日程
・くまもと復興応援ナース
ご確認いただけます！

お知らせ

平成29年度 熊本県看護研究学会開催
日

時：平成30年3月4日（日）9:30～13:10

会

場：宇城市松橋総合体育文化センター（ウイングまつばせ）

内

容：研究発表
特別講演

宇城市松橋町大野85

☎0964-32-5555

口演：8題
示説：4題
講師：岡﨑伸一氏 熊本市動植物園 園長
テーマ：未定
※会員・会員施設へは別途ご案内いたします

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿 新刊案内

お願い
勤務先の変更や退職された
方は必ずご自分で変更のご
連絡をお願いします。
変更届は熊本県看護協会
ホームページの各種様式か
らダウンロードできます。
また、キャリナース（会員
専用ページ）からも変更が
可能です。
必ず手続きをお願いいたし
ます！

New publication guide

平成29年11月1日～平成29年12月31日

件数

施 設 名

23

公立玉名中央病院

2

天草第一病院
くまもと森都総合病院
合

計

書

金 額

690,000
60,000

10

300,000

35

1,050,000

名

副

看護白書

訪問看護の新たな展開

看護における研究
「尺度」を使った看護研究のキホンとコツ

編集
後記

広報担当理事

耕

理千子

編集（広報委員）
委

員 松村江里子
坂本しず江

古木なおみ
吉里 隆子

出版社
日本看護協会出版会
日本看護協会出版会

新年明けましておめでとうございます。
毎年、元旦には「今年は○○するぞ！」と意気込む私ですが、殆ど
達成できずに一年が終ってしまいます。
「平成」が終る年、私も集大
成を迎えます。いつもとは違い、気合を入れて頑張ります！
この広報誌も合計18回の発行にかかわり、いよいよこの104号
で卒業します。この間に100号という記念に残る広報誌も発行しました。時代とと
もに熊本県看護協会の歴史を知るたびに「ほ～！ は～！ へ～！」と皆で作業に
励みました。
広報委員皆で作り上げている「看護くまもと」を今後もよろしくお願いします。

担当理事 耕 理千子
委 員 長 平野 宏一

題

緒方 幸
堤 悦子
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福田

佳枝

看護研究の精度向上・時間短縮のために

日本看護協会出版会

看護くまもと 第１０4号
発行日 平成30年1月12日
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