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熊本県看護協会　広報誌

・看護の日・優良看護職員
・新役員・新支部長・新職能委員紹介
・クロックミップ
・プラチナナースの紹介
・平成30年度通常総会
・13支部活動の紹介

やつしろ全国花火競技大会



少子超高齢社会において看護が担う
役割は大きく、熊本県看護協会は、看
護の質向上のために多くの事業に取り
組んでいます。常務理事としての役割
を認識し、日本看護協会と連携しつつ、
熊本県の看護の課題に対する事業を企
画提案・遂行し、看護職があらゆる場でやりがいを持って質
の高い看護を提供できるよう尽力いたします。
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2018年
看護の日記念式典及び講演会

◎平成30年5月8日(火)　於　鶴屋ホール

５月12日の「看護の日」を記念して、５月８日に鶴
屋ホールにおいて記念式典及び講演会が開催されまし
た。「看護の日」は、市民・有識者による「看護の日の
制定を願う会」の運動をきっかけに、1990年に厚生省

（現・厚生労働省）により、「国民のケアと看護の精神を
向上させるため啓発活動を行う」ことを目的に制定され
たものです。

当日は、医療関係者、一般の方、看護学生を含め
388名の参加がありました。式典では、来賓の方々に
よる祝辞の後、看護師姿のくまモンのエスコートで、優
良看護職員県知事表彰を受けられた13名の方に小野熊
本県副知事から表彰状の授与が行われました。

また、看護の日にちなんで募集された「第７回忘れら
れない看護エピソード」看護部門内館牧子賞を受賞した

「闇の中の私」のDVDが上映されました。
その後、「世界の中心で、愛を叫ぶ」を撮られた熊本

県生まれの映画監督、行定勲氏による「映画の力を信じ
て」という特別講演がありました。行定監督は、菊池市
で開催されている映画祭を5 ～ 6年前から支援されて
おり、2015年には熊本を舞台に映画「うつくしいひと」

平成30年度 熊本県優良看護職員県知事表彰平成30年度 熊本県優良看護職員県知事表彰

を撮影されました。この映
画は“熊本の人、熊本その
もの”と語られました。熊
本地震後は、“熊本を映画
の力で元気にしたい” と熊
本市が中心となって前身の
菊池映画祭と新しい仲間の
力を合わせて誕生した「く
まもと復興映画祭」のディ
レクターを務めておられま
す。また、全国 200 ヵ所
でチャリティー上映をされ、2000万円以上の募金がな
されたそうです。映画は記録するもの、観た人たちの記
憶を呼びもどすものと考えられ、熊本地震を風化させて
はならないと「うつくしいひとサバ？」「いっちょんす
かん」を撮影し、映画を通して地震後の熊本を応援され
ています。講演を聴き、映画の魅力と様々な形で熊本地
震からの復興を応援してくださる方々がいるということ
を改めて感じました。

文責：常務理事　本　尚美

常務理事
本　尚美 （熊本県看護協会）

平成30年度  新役員紹介平成30年度  新役員紹介

看護師職能Ⅰ（病院領域）理事に就任
いたしました。医療提供体制が地域完結
型へと変化する中、病院領域の看護師が
担う業務は多様化し、業務量の増加とよ
り専門性を求められています。退院支援
調整に加え、入院前の患者への支援体制
の整備も必要となっていることを踏まえ、病院領域の看護師
が地域と連携していくための取組について意見集約と課題発
見に努めてまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。

看護師職能Ⅰ（病院領域）理事
大道　友美 （熊本中央病院）

監事に就任いたしました村上純也と
申します。日常は熊本市において弁護
士・司法書士として執務しています。こ
のたびは大切なお役目に就くことがで
きて光栄に存じます。若輩ではありま
すが、法律に関する見識を活用して熊
本県の看護職の発展に貢献できるよう精進いたしますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

監事
村上　純也 （村上弁護士事務所）

今年度より八代・水俣・人吉地区理
事を務めさせていただきます。県協会
と各支部との連携を強化し、看護の質
向上、地域の看護活動の活性化に貢献
できるよう地区理事としての役割を果
たしていきたいと思います。併せて看
護制度委員会を担当します。委員の方々と共に看護職を目指
す人材の確保に向けた活動をしていきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

八代・水俣・人吉地区理事
木村　恵美 （堤病院）

平成30年度は医療と介護等の整備

計画がスタートする年と認識しており、

看護職の役割発揮などこれらを推進す

るために、会員の皆様とともに考え取

り組んで参りたいと存じます。皆様の

ご理解とご協力をよろしくお願い申し

上げます。

副会長
島村　富子 （熊本市役所医療政策課）

超高齢化社会が進む中、地域包括ケ

アシステムの構築のためには、あらゆ

る分野において質の高い看護が求めら

れるようになります。地域との連携を

図りながら、熊本県看護協会と支部が

共同できるように努めたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

熊本西地区理事
野中　須奈子 （朝日野総合病院）

上益城・宇城地区理事を務めさせて
頂く事になりました。少子高齢化が進
む中で、看護職に求められる役割・責
務は重要になってきています。地域の
ニーズに沿って支部の看護職の連携強
化が進むように活動したいと思います。
また、両支部と県看護協会の繋がりをより強化できるように
パイプ役として努力していきたいと思います。

上益城・宇城地区理事
石田　由紀子 （済生会みすみ病院）

行定勲監督
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今年度より、菊池支部長を務めさせ
ていただくことになりました。様々な
場所で活動する看護職の地域包括ケア
システムにおける役割は大きく、また
重要であると認識しております。研修
会開催や、まちの保健室運営等の活動
をとおして、支部会員の皆様とともに役割を果たしていきた
いと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

菊池支部長
吉田　明美 （合志第一病院）

この度、有明支部支部長を勤めさせ
ていただくことになりました。当支部は
協会員の連携が大変良好で、それが地域
連携に繋がっていると感じています。現
在医療・介護・福祉の連携は益々重要と
なっており、看護職への期待は高まって
います。今後も会員の皆様と力を合わせ、連携強化に努めて
まいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

有明支部長
津田　恵美 （公立玉名中央病院）

今年度、天草支部の支部長を務めさ
せていただくことになりました。天草
地区で仕事を始めて年月が浅く、責任
の重さと不安がありますが、会員の皆
様や地域の皆様との出会い、繋がりを
大切にしながら、看護協会や地域の活
動などに取り組んでいきたいと思います。皆様どうぞよろし
くお願い致します。

天草支部長
武宮　佳代 （天草中央総合病院）

今年度より、10年振り2度目の宇
城支部長を務めさせて頂くことになり
ました。

現在、看護職を取り巻く環境は厳し
く、多様化し求められる役割も拡大し
ています。自分自身は微力ですが、地
域の看護職の皆さんと共に知恵を出し合い、連携しながら看
護の力を推進していきたいと思っています。今後とも、どう
ぞよろしくお願い致します。

宇城支部長
花園　美佐子 （あおば病院） 

今年度より、熊本南支部長を務めさ
せていただくこととなりました。

超少子高齢社会がすすみ、病気や障
害をかかえながら地域で生活する方々
が増え、益々看護職への期待も高まっ
ております。まちの保健室や健康フェ
スティバルを通して地域住民の健康づくりを支援すると共に
看護の質向上のため、研修会等を企画･運営し、また看護協
会と連携を図り会員の皆様に情報提供していきます。会員の
皆様のご支援ご協力よろしくお願い致します

熊本南支部長
高木　真寿美 （桜十字病院） 保健師職能委員会 

活動目標

活動目標
活動目標

活動目標

活動内容

活動内容 活動内容

活動内容

１）熊本県看護協会保健師ネットワーク会議の開催による
保健師活動の課題共有と連携強化

２）課題解決のための研修会等の開催
３）段階に応じた保健師の能力向上のための中堅期保健師

コンサルテーションプログラム研修
４）会員拡大への取り組み

①保健師職能委員会：毎月（５月～３月）１回程度　第３
土曜日午前

②保健師ネットワーク会議の開催：10月
③中堅期保健師コンサルテーションプログラム研修：7月、

9月、12月、2月
④中堅期保健師コンサルテーションプログラム研修修了者

の交流会：11月
　・研修会3年目を迎え、研修修了者と交流会を企画
⑤保健師職能・助産師職能委員との交流集会：1月
　・8月又は9月職能委員会で内容の検討
　　テーマ：母子の地域包括について
⑥統括保健師配置促進のための管理期保健師研修会：10月
⑦研修会やネットワーク会議等を通じた入会促進

１）熊本の地域母子包括ケアにおける助産師の役割の推進
２）熊本県の助産師の資質の向上を図る
３）次世代育成支援事業の推進
４）災害時の母子に対する助産師の役割の構築

①保健師職能委員会との合同交流会開催
②周産期医療センター看護管理者会議への参画
③参加施設のネットワークの活用
④助産師会との合同研修会開催
⑤アドバンス助産師交流会の開催
⑥研修会を職能委員会が支部へ出向いて開催
⑦助産師のネットワークの活用
⑧九州合同研修会の開催
⑨性教育出前授業の出動
⑩熊本性教育研究会への参画
⑪性教育研究会での職能委員会の発表
　・看護管理者のLGBTの看護職員への対応についての
　  意識調査
⑫母子保健活動
　・いいお産の日に関する啓発
　・母乳育児支援に関する活動

委員長：市原　幸（熊本県健康福祉部　健康づくり推進課）
新委員：井本　成美（熊本市中央区役所　福祉課）
　　　　松下　琢磨（多良木町　健康保険課）
　　　　徳永　香織（菊池市役所　健康推進課）

看護師職能委員会 Ⅰ 

１）平成30年度Ⅰ・Ⅱ合同職能別交流集会の開催　
２）看護師長への支援・教育の取り組み　
３）病院看護師の在宅支援の推進    
４）准看護師から看護師へ移行支援

①平成30年度看護師職能別交流会（職能Ⅰ・Ⅱ合同研修
会）：9月29日(土）

②「摂食嚥下口腔ケアについて」准看護師交流会
　10月20日(土）
③「看護師長への支援・教育の取り組み」研修会
　11月27日(火）
④「病院看護師の在宅支援の推進」研修会
　在宅へ繫ぐ病院看護師の役割
　～運動と栄養からの視点～：1月26日(土）

委員長：大道　友美（熊本中央病院）
新委員：入部　直子（人吉医療センター）
　　　　馬原　京子（阿蘇立野病院）
　　　　林田　百合香（熊本大学医学部附属病院）

看護師職能委員会 Ⅱ 

１）地域包括ケアシステムにおける在宅・施設に勤務して
いる看護職のケアマネジメント能力とチームアプロー
チ能力の質向上

２）多様な住まいの場における看取り推進
３）会員増加の推進

①看護師職能委員会Ⅱ交流研修会
　介護職から見た看護職への役割と期待
　11月17日(土)　
②特養における看護師の現状と課題をアンケートし研究会

に発表し広く周知を行う（熊本県内の全施設の看護師の
全体数を把握する）

③エンゼルケア研修会：10月13日(土)
④看取り手引き書の定期的な見直し
⑤病院と医療的ケア児への対応を検討

委員長：開田　ひとみ（九州看護福祉大学）
新委員：片山　裕美（特別養護老人ホームみどりの館）
　　　　國田　琴美（ふくしステーションおおむら）

助産師職能委員会 
委員長：吉村　圭子（熊本市立熊本市民病院）
新委員：牛島　輝美（熊本大学医学部附属病院）
　　　　嶽本　さおり（人吉医療センター）

医療安全推進週間講演会のご案内医療安全推進週間講演会のご案内

今、伝えたいこと～がん患者家族と在宅緩和医からのメッセージ～（仮題）今、伝えたいこと～がん患者家族と在宅緩和医からのメッセージ～（仮題）
在宅療養・看取り支援事業県民むけ講演会在宅療養・看取り支援事業県民むけ講演会

開催日 平成30年12月1日（土）10：00～11：30 会  場 熊本県民交流会館パレアホール

開催日 平成30年10月28日（日）10：00～11：30 会  場 熊本県民交流会館パレアホール

※詳細は後日HPに掲載します
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平成30年度  新支部長紹介平成30年度  新支部長紹介 平成30年度  職能委員会活動計画と新職能委員紹介平成30年度  職能委員会活動計画と新職能委員紹介

今年度より、菊池支部長を務めさせ
ていただくことになりました。様々な
場所で活動する看護職の地域包括ケア
システムにおける役割は大きく、また
重要であると認識しております。研修
会開催や、まちの保健室運営等の活動
をとおして、支部会員の皆様とともに役割を果たしていきた
いと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

菊池支部長
吉田　明美 （合志第一病院）

この度、有明支部支部長を勤めさせ
ていただくことになりました。当支部は
協会員の連携が大変良好で、それが地域
連携に繋がっていると感じています。現
在医療・介護・福祉の連携は益々重要と
なっており、看護職への期待は高まって
います。今後も会員の皆様と力を合わせ、連携強化に努めて
まいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

有明支部長
津田　恵美 （公立玉名中央病院）

今年度、天草支部の支部長を務めさ
せていただくことになりました。天草
地区で仕事を始めて年月が浅く、責任
の重さと不安がありますが、会員の皆
様や地域の皆様との出会い、繋がりを
大切にしながら、看護協会や地域の活
動などに取り組んでいきたいと思います。皆様どうぞよろし
くお願い致します。

天草支部長
武宮　佳代 （天草中央総合病院）

今年度より、10年振り2度目の宇
城支部長を務めさせて頂くことになり
ました。

現在、看護職を取り巻く環境は厳し
く、多様化し求められる役割も拡大し
ています。自分自身は微力ですが、地
域の看護職の皆さんと共に知恵を出し合い、連携しながら看
護の力を推進していきたいと思っています。今後とも、どう
ぞよろしくお願い致します。

宇城支部長
花園　美佐子 （あおば病院） 

今年度より、熊本南支部長を務めさ
せていただくこととなりました。

超少子高齢社会がすすみ、病気や障
害をかかえながら地域で生活する方々
が増え、益々看護職への期待も高まっ
ております。まちの保健室や健康フェ
スティバルを通して地域住民の健康づくりを支援すると共に
看護の質向上のため、研修会等を企画･運営し、また看護協
会と連携を図り会員の皆様に情報提供していきます。会員の
皆様のご支援ご協力よろしくお願い致します

熊本南支部長
高木　真寿美 （桜十字病院） 保健師職能委員会 

活動目標

活動目標
活動目標

活動目標

活動内容

活動内容 活動内容

活動内容

１）熊本県看護協会保健師ネットワーク会議の開催による
保健師活動の課題共有と連携強化

２）課題解決のための研修会等の開催
３）段階に応じた保健師の能力向上のための中堅期保健師

コンサルテーションプログラム研修
４）会員拡大への取り組み

①保健師職能委員会：毎月（５月～３月）１回程度　第３
土曜日午前

②保健師ネットワーク会議の開催：10月
③中堅期保健師コンサルテーションプログラム研修：7月、

9月、12月、2月
④中堅期保健師コンサルテーションプログラム研修修了者

の交流会：11月
　・研修会3年目を迎え、研修修了者と交流会を企画
⑤保健師職能・助産師職能委員との交流集会：1月
　・8月又は9月職能委員会で内容の検討
　　テーマ：母子の地域包括について
⑥統括保健師配置促進のための管理期保健師研修会：10月
⑦研修会やネットワーク会議等を通じた入会促進

１）熊本の地域母子包括ケアにおける助産師の役割の推進
２）熊本県の助産師の資質の向上を図る
３）次世代育成支援事業の推進
４）災害時の母子に対する助産師の役割の構築

①保健師職能委員会との合同交流会開催
②周産期医療センター看護管理者会議への参画
③参加施設のネットワークの活用
④助産師会との合同研修会開催
⑤アドバンス助産師交流会の開催
⑥研修会を職能委員会が支部へ出向いて開催
⑦助産師のネットワークの活用
⑧九州合同研修会の開催
⑨性教育出前授業の出動
⑩熊本性教育研究会への参画
⑪性教育研究会での職能委員会の発表
　・看護管理者のLGBTの看護職員への対応についての
　  意識調査
⑫母子保健活動
　・いいお産の日に関する啓発
　・母乳育児支援に関する活動

委員長：市原　幸（熊本県健康福祉部　健康づくり推進課）
新委員：井本　成美（熊本市中央区役所　福祉課）
　　　　松下　琢磨（多良木町　健康保険課）
　　　　徳永　香織（菊池市役所　健康推進課）

看護師職能委員会 Ⅰ 

１）平成30年度Ⅰ・Ⅱ合同職能別交流集会の開催　
２）看護師長への支援・教育の取り組み　
３）病院看護師の在宅支援の推進    
４）准看護師から看護師へ移行支援

①平成30年度看護師職能別交流会（職能Ⅰ・Ⅱ合同研修
会）：9月29日(土）

②「摂食嚥下口腔ケアについて」准看護師交流会
　10月20日(土）
③「看護師長への支援・教育の取り組み」研修会
　11月27日(火）
④「病院看護師の在宅支援の推進」研修会
　在宅へ繫ぐ病院看護師の役割
　～運動と栄養からの視点～：1月26日(土）

委員長：大道　友美（熊本中央病院）
新委員：入部　直子（人吉医療センター）
　　　　馬原　京子（阿蘇立野病院）
　　　　林田　百合香（熊本大学医学部附属病院）

看護師職能委員会 Ⅱ 

１）地域包括ケアシステムにおける在宅・施設に勤務して
いる看護職のケアマネジメント能力とチームアプロー
チ能力の質向上

２）多様な住まいの場における看取り推進
３）会員増加の推進

①看護師職能委員会Ⅱ交流研修会
　介護職から見た看護職への役割と期待
　11月17日(土)　
②特養における看護師の現状と課題をアンケートし研究会

に発表し広く周知を行う（熊本県内の全施設の看護師の
全体数を把握する）

③エンゼルケア研修会：10月13日(土)
④看取り手引き書の定期的な見直し
⑤病院と医療的ケア児への対応を検討

委員長：開田　ひとみ（九州看護福祉大学）
新委員：片山　裕美（特別養護老人ホームみどりの館）
　　　　國田　琴美（ふくしステーションおおむら）

助産師職能委員会 
委員長：吉村　圭子（熊本市立熊本市民病院）
新委員：牛島　輝美（熊本大学医学部附属病院）
　　　　嶽本　さおり（人吉医療センター）

医療安全推進週間講演会のご案内医療安全推進週間講演会のご案内

今、伝えたいこと～がん患者家族と在宅緩和医からのメッセージ～（仮題）今、伝えたいこと～がん患者家族と在宅緩和医からのメッセージ～（仮題）
在宅療養・看取り支援事業県民むけ講演会在宅療養・看取り支援事業県民むけ講演会

開催日 平成30年12月1日（土）10：00～11：30 会  場 熊本県民交流会館パレアホール

開催日 平成30年10月28日（日）10：00～11：30 会  場 熊本県民交流会館パレアホール

※詳細は後日HPに掲載します
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CLoCMiP（Clinical Ladder   of Competencies for Midwifery Practice）

参考文献:
福井トシ子　All Japanで活用を！助産師の力を明
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助産師外来 看護vol69, No6, P32, 2017, 5
江藤　宏美　クリニカルラダーレベルⅢ認証制度で
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山本　詩子　助産師のステータス　アドバンス助産
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吉川久美子　平成30年度　全国助産師交流集会検
討資料　

平成29年度　全国助産師職能委員長会　平成30年
3月2日　資料

１．クロックミップとは１．クロックミップとは
　CLoCMiPとは、助産実践能力習熟段階のことです。新人、Ⅰ、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの５段階で構成されています（表１）。
目まぐるしく変化する社会の中で助産師が働きながらキャリア
を積み、助産師に期待される役割を発揮し、ケアの提供を安定
的に実践できるために開発されたツールです。
　キャリアを積むために、助産師のキャリアパス（以下、キャ
リアパス）もクリニカルラダーと合わせて作成されました。キャ
リアパスとは、人生のイベント予定と助産師としての職業人生
をあわせて設計するものです。助産師が様々な職場環境の中で
学習しながら成長していく過程で、自分の実践経験や学んだこ
とを記録し綴る「ポートフォリオ」を用いて、自己の成長のプ
ロセスを可視化していきます。またそれを他者評価でも活用す
ることができます。

　少子高齢化の進展や医療技術の高度化、産婦人科医の
減少等により医療を取り巻く環境が大きく変化し、「治す
医療」から「治し支える医療」に方向転換しはじめた
2008年に、厚生労働省から「安心と希望の医療確保ビ
ジョン」が策定され、助産師が正常分娩を自ら扱う院内助
産師・助産師外来の普及推進が図られました。
　一方、分娩数の減少と産科医不足も相まって産科病棟
から混合病棟化が進み、助産師はお産と終末期の患者や
感染症のある患者を同時に受け持つなどの産科混合病棟

表1　クリニカルラダーの構造 での課題も出てきました。この年に東京都で妊婦搬送の
受け入れが困難で死亡する事例が報告され、全国で総合
周産期母子医療センターの整備が進んだことで、多くの
助産師が総合周産期医療センターで就業しています。ハ
イリスク妊産婦の場合の分娩は帝王切開率が高く、分娩
数が減少している中でさらに正常分娩を扱う機会が減っ
ています。また、お産年齢は高齢化し正常分娩といえど
もリスクは高まる、助産師の現任教育プログラムがほと
んど皆無といった状況のなかで、助産師としての技術の
習得が難しくなり、助産師自身が自分の実践能力に自信
を持てなくなっていることが分りました。

3．社会的背景3．社会的背景

　平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業と
して「院内助産・助産師外来ガイドライン」が再構成さ
れました。助産師が対象とする妊産婦をローリスクに限
定せず、産科医と協議し合意の上基準を決めていくこと、
緊急時の対応が可能な医療機関での開設を前提としてい
ることなどが今回のガイドラインの特徴となっていま
す。院内助産･助産師外来はアドバンス助産師が自立し
て力を発揮する場となり、医師と助産師が役割分担する
ことで医師の業務負担軽減にもつながります。熊本県で

の院内助産は1か所、助産師外来は2か所のみで、全国
平均をはるかに下回っています。アドバンス助産師が力
を発揮していく場所として、熊本でも院内助産・助産師
外来の開設が進むことがアドバンス助産師のモチベー
ション向上にもつながる事だと思います。
　7月より、産科のある病棟管理者の方へ助産師職能委
員会より助産師ネットワークから情報配信を開始しまし
た。今後も研修案内やアドバンス助産師に関する情報を
配信してまいります。

4．社会の動きに合わせて見直された「院内助産・助産師外来ガイドライン」4．社会の動きに合わせて見直された「院内助産・助産師外来ガイドライン」

2．クロックミップレベルⅢ認証制度について2．クロックミップレベルⅢ認証制度について
　アドバンス助産師とは、CLoCMiPレベルⅢに達してい
ると日本助産評価機構から認められた助産師のことで、「ア
ドバンス助産師」と名乗ることが出来ます。院内助産や助
産師外来において自立して助産師業務が出来るレベルの助
産師です。評価機構で審査し認められます。この認証をす
る制度をクロックミップレベルⅢ認証制度といいます。
　昨年は制度内容の見直しが行われ、今年度から新たな
基準で開始されます。また、アドバンス助産師を継続す
るには、5年毎の更新が必要です。申請・更新に関する詳
しい内容は、日本助産評価機構ホームページからご確認
ください。
　ところで、なぜクロックミップレベルⅢ認証制度が必
要なのでしょうか。日本看護協会では、すべての妊産褥
婦と新生児そしてその家族に助産師のケアが提供できる
ように、すべての母子への安全・安心な出産環境の提供体
制整備を目指し、院内助産・助産師外来の開設を推進して
います。日本中どこでも一定レベルで助産ケアを提供出
来る助産師が必要です。そのためには、そのレベルに達
している助産師であることを社会的に認める制度が必要
となるのです。そして母子や家族にもわかるようにアド
バンス助産師のバッジもつくられました。（図1）
　平成30年度の診療報酬改定で新たな加算である「乳腺
炎重症化予防・ケア指導料」の施設基準に「専門の知識や

技術を有することについて医療関係団体等から認証され
た専門の助産師」と明記されています。この助産師とは「ア
ドバンス助産師」を指し、社会的にその能力を認められ
たということになります。
　全国のアドバンス助産師は現在11,008名です。計算
上は就業助産師の3人に1人がアドバンス助産師です。し
かし熊本県のアドバンス助産師数は、87名で全国平均を
はるかに下回っています。当委員会が熊本県内の助産師会
員に対して2016年と翌年実施した調査では、アドバン
ス助産師としての周知が不十分であることが分りました。
　また回答者の8割が、「アドバンス助産師はキャリア開
発に繋がる」と回答したのですが、「モチベーションの向
上につながるか」の問いに対して繋がらないと回答した
割合は、アドバンス助産師未申請者よりアドバンス助産
師申請者のほうが多かったので
す。この結果から「アドバンス
助産師は取得したもののどこで
力を発揮するか」が課題となり
ます。日本看護協会は、アドバ
ンス助産師の活躍の場、そして
安心安全な出産環境の提供体制
整備として院内助産・助産師外
来の開設を推進しています。
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Platinum nurseプラチナナース
　2018年4月に関東圏から郷里である熊本に帰って来ました。定年後まだまだ働こうと思

い熊本県看護協会の就業支援窓口に相談に行きました。自分の生活も楽しみながら、「何がで

きるか」出来ることから再スタートをする。今まで病院で約50年間経験し、培った技術等

が地域の身近な所でも活かせるのではないかと紹介されたデイサービスで、スタッフの優し

さに触れながら働くことにしました。　　

　人生の大先輩である88歳から92歳の利用者、一人ひとり違った日常生活機能低下に対応

する苦労もありますが、逆に教えられることの楽しみも感じています。

　「ゆっくり」「見つめて」「語りかける」「触れる」等、安心と信頼を得るための伝え方、優しさを伝える技術の実践、

敬意をこめてその人らしさを見守り支える、医療現場とは違った体験をする機会に恵まれました。

　病院、行政機関等関連機関との連携、介入可能な範囲で、支援を必要としている利用者家族等に少しでも伝わる「気

づき」に挑戦中です。

　6月23日（土）、ホテル熊本テルサにおいて「平成30年度熊本県看護協会通常
総会」が開催されました。今年、熊本県看護協会は、日本看護協会熊本県支部とし
て設立70周年を迎えます。当日は、梅雨空の中、会員870名と名誉会員3名の参
加があり、立見席の会員も多く目にしました。
　嶋田会長による開会のあいさつの中で、熊本地震による阿蘇地域での看護職不足
に対して、熊本復興支援ナースの現状と、ナースセンターが窓口になり全国から54
名の登録があり36名の方が就労されていると報告されました。また今年度の重点
事業として、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看護職の
働き方改革の推進、③看護の質向上とキャリア支援の推進、④国民への健康づくりの
支援活動の推進の４項目の重点事業に取り組んでいくと力強く話されました。
　次に、嶋田会長より、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22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。また教育の場で、研修の講師として貢献いた
だいた10名の先生方に協会感謝状が贈呈され、来賓の方々にも日ごろからの看護協会の働きと功績に対し温かいお
言葉をいただきました。
　総会では、議長団選出の後、報告事項、審議事項の第1・第2号議案は可決、承認され閉会となりました。　
　総会終了後は、創立70周年記念講演として、日本看護協会会長、福井トシ子氏をお招きして「生きるを、ともに、
つくる　地域共生社会における看護の力」と題して講演いただきました。これからの社会において、私たち看護師
は求められる看護の提供ができるように、自己研鑽に努め、向上心を持って取り組んでいかなければならないと、
改めて痛感させられました。　　　　　　　　　　　　　　　 （文責　熊本西地区理事兼広報担当理事　野中須奈子）

特別支援学級（小学校）に勤務して 熊本市　学級支援員　嶋村　幸子　62歳

　2017年４月、特別学級支援員として医療的ケアを必要とする児童のいる小学校で週５日

の勤務が始まりました。熊本市の支援員（看護師）の業務内容は、①医師の指示書に基づき、

対象となる児童生徒に【経管栄養、水分補給】【口腔内、鼻腔内吸引】【導尿】などの医療的

ケアを行うこと、②児童の安全確認、学習環境の改善のため担任の補助を行うこと、③その他

学校長が指示する業務を行うことです。

　2017年文部科学省の調査によると、日常的に医療ケアが必要な児童生徒は、特別支援学

校に8,218人、公立小中学校に858人在籍しています。熊本市は、小中学校合わせて約

140校あり、ほとんどの学校に特別支援学級が設置されています。看護師の配置は2010年に1校1名（児童生徒

1名）、2018年は14校14名（児童生徒15名）と増加しています。進学について、本人や保護者の意思が尊重さ

れる環境が整備されてきましたが、保護者の負担が軽減されていない現状があります。

　小児医療の進歩で医療的ケアを受けながら医療施設から地域へと帰り、継続看護を受けるなど、いろいろな環境

の中で看護を必要とする方がおられ、改めて専門職として関わっていくべきだと感じています。学校では、医療的

ケアのほか、基本的生活習慣への介助、セルフケア能力向上の関わりも必要となります。学校を地域看護の場と捉

えて、知識、技術を活かし、専門職として教育現場で役割分担が果たせると思います。【十分な看護師確保が困難・

責任分担（教育側、看護師ら医療側、保護者）・校外学習での対応】など課題もありますが、児童と関わるなかで学

ぶことも多く、元気の源をもらっています。毎日の目標は、【笑顔で、楽しく】としています。年齢、体力を考慮し

つつも、自分らしく生きるために行動したいと思い日々を送っています。

平成30年度 熊本県看護協会通常総会平成30年度 熊本県看護協会通常総会

▲会場風景

▲日本看護協会　福井会長

▲感謝状贈呈

▼

平成30年度看護協会長表彰者

再就業で働き続ける新たな挑戦 デイサービスくま　坂本　光子　６９歳
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平成30年度 熊本県看護協会通常総会平成30年度 熊本県看護協会通常総会

▲会場風景

▲日本看護協会　福井会長

▲感謝状贈呈

▼

平成30年度看護協会長表彰者

再就業で働き続ける新たな挑戦 デイサービスくま　坂本　光子　６９歳
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熊本東

熊本南

鹿本

熊本西

上益城

八代

有明

菊池

感染管理基礎編研修会：9月8日（土）
レクリエーション研修（臨床美術）：10月13日（土）
講演会：日程未定

阿蘇

宇城

天草

水俣・
芦北

人吉・
球磨

レクリエーション研修：10月6日（土）

感染管理基礎編研修会：10月27日（土）
看護記録の基礎研修会：11月10日（土）
リフレッシュ研修会：2月

感染管理基礎編研修会：9月8日（土）
レクリエーション研修会：日程未定
看護記録の基礎研修会：12月1日（土）
看護研究発表会：日程未定

感染管理基礎編研修会：9月1日（土）
研究発表会：12月8日（土）
看護がつなぐ地域包括ケアフォーラムin八代：2月9日（土）

看護研究：9月9日（日）
看護研究発表会・特別講演：10月20日（土）
感染管理基礎編研修会：10月28日（日）

看護記録の基礎研修会：9月8日（土）
支部集会・特別講演：9月29日（土）
第2回研修会：12月1日（土）
研究発表会：2月2日（土）

再就業支援研修会：9月8日（土）
研修会：10月13日（土）
研究発表会：11月17日（土）
看護記録の基礎研修会：2月23日（土）

感染管理基礎編研修会：9月8日（土）
レクリエーション研修会：10月
看護記録の基礎研修会：12月1日（土）
看護研究発表会：1月

看護記録の基礎研修会：9月1日（土）
感染管理基礎編研修会：10月6日（土）
再就業支援研修会：1月26日（土）

親睦会：9月29日（土）
感染管理基礎編研修会：10月27日（土）
看護記録の基礎研修会：12月8日（土）

親善ボウリング大会：10月　
研修会：1月

リフレッシュ研修会：10月中旬
地域包括ケア関連研修会：1月or2月

地区別
看護管理者会

1
2
3
4
5
6

有明・鹿本・菊池・阿蘇地区
熊本地区
上益城・宇城地区
八代・水俣・人吉地区
天草地区
看護管理者会（中央開催）

12月予定 
10月17日（水）
11月30日（金）
11月18日（日）
12月 7日（金）
11月10日（土）

9月以降の
スケジュールを
お知らせします。

9月以降の
スケジュールを
お知らせします。

今年度も各支部でさまざまな研修が実施されます。
各支部で独自の研修会の実施や「まちの保健室」の活動もあり、
感染管理、看護記録といった県協会との共催研修は所属する支部以外での受講も可能ですので
興味のある研修へ声を掛け合い是非、参加してみてみませんか？
会場などの詳細は、開催通知をご覧ください。
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12

編集（広報委員）

　夏の終わりが近づく中、猛暑の日々が続いており
ますが皆様、体調など崩されていないでしょうか。
　今回の表紙は、涼しさを感じられるものになって
いると思います。初めは、花火一色の表紙予定でし
たが、啓文社様の提案で水の中を泳ぐ金魚を背景に

入れて頂き、その表紙を見た瞬間、「さわやかで涼しさがあって、これ
がいい。」と委員会メンバー満場一致で表紙が決定しました。
　新たに理事長や委員会メンバーが加わり新体制となる広報委員会ですが、皆様により親し
みをもって頂ける「看護くまもと」を目指し頑張っていきますので、今後ともよろしくお願い
いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：広報委員長　平野　宏一

野中須奈子
平野　宏一

担当理事
委 員 長

松村江里子　緒方　幸　福田佳枝
坂本しず江　吉里隆子　堤　悦子　清田朝子

委　　員

編集
後記

施 設 名 件数 金 額

上天草総合病院
熊本中央病院
熊本託麻台リハビリテーション病院
天草病院
熊本大学医学部附属病院
矢部広域病院
天草第一病院
　　　　　合　　　計

6
14
5
2
53
2
3
85

180,000
420,000
150,000
60,000

1,590,000
60,000
90,000

2,550,000

新委員
左：清田朝子（玉名市役所）
右：野中須奈子（朝日野総合病院）

よろしくお願いします

10月頃に、自動継続のお知らせをお送りいたします。
勤務先が変更されていないと、前勤務先へ送付されて
しまいます。会員情報に変更がある場合はお知らせください。

一度ご入会頂くと、退会届を提出しない限り
自動継続となります。退会をご希望の方は
お知らせください。

会員管理担当　ＴＥＬ：096-369-3203


