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熊本県看護協会　広報誌

・会長挨拶
・平成30年度看護管理者会及び特別講演
・平成30年度理事会開催状況
・キャリア支援～看護師職能Ⅰ・Ⅱ～
・平成30年度長期研修修了者の声
・みんなの声を聞かせて
・熊本県からのお知らせ
・13支部活動報告&おすすめスポット【後編】
・改選役員、推薦委員、代議員、予備代議員の立候補、推薦
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　平成30年11月10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。今年で7年目を迎えるこの会は、「日本看護協会・県看
護協会活動の理解を深め、県協会と会員施設等との連携をとおして会員のニーズを把
握し、事業に反映させ組織強化を図る」を目的としており、59名の方が参加されま
した。
　嶋田会長による、日本看護協会・熊本県看護協会の活動報告の中で、「熊本県は、
日本看護協会が示す“使命”を常に念頭に置き事業をしていかなければならない。そ
のためには協会入会率の向上を図っていく必要があり、魅力ある協会であることをア
ピールし続けなければならない」と述べられました。
　各職能委員会からは、本年度の活動目標・方針に沿った、中間活動報告がありました。
今後、必要とされる看護力の向上につながる取り組みの内容に、管理職として自施設
で取り組んでいく指針になったと思います。

　午後は、長谷川 学氏（厚生労働省　健康局予防接種室
室長）による、「看護職の挑戦　～地域包括ケア時代の到
来～」と題して、特別講演が行われ、セカンドレベル受講
者を含め85名の方が参加されました。
　元　内閣官房　企画官の経歴をお持ちの先生のお話は、
現在の医療費や社会保障制度、地域医療構想、地域包括ケ
アの現状と将来、診療報酬の未来等々、医療や介護の現状
を、データをもとに詳しくお話ししていただきました。そ
の内容は、幅広く医療・介護の分野をとらえておられ、こ
れからの少子高齢化社会にどう対応していくか、多くの課
題に取り組む必要性を再認識しました。

（文責：熊本西地区理事　野中　須奈子）

公益社団法人
熊本県看護協会会長

嶋田　晶子

会 長 あ い さ つ

新春のお慶びを申し上げます。

今年の4月30日、200年ぶりに天皇陛下が生前退位

され、5月1日には皇太子が新天皇に即位され新元号と

なる大きな節目の年を迎えます。国内外における様々な

課題山積の中、新しい時代が明るい時代であることを願

わずにはいられません。

熊本地震から早2年9 ヶ月が経とうとしています。建

物の解体等も進み、復旧に向けて進んでいることを感じ

ます。熊本城も今年の秋には大天守閣の外観の修復が完

了する予定となっており熊本のシンボルとして私たちに

勇気を与えてくれるでしょう。一方、昨年は大阪府北部

地震（6月）、西日本豪雨災害（7月）、北海道胆振東部

地震（9月）、台風21号・24号等と自然災害が相次いで

起こりました。被災された皆様に改めましてお見舞い申

し上げます。災害への備えの必要性を改めて感じたとこ

ろです。気を緩めることなく皆様と共に、日々の生活の

中で災害への備えに取り組んでまいりましょう。

さて、昨年は阿蘇地域の医療提供体制の充実を図るた

めに、「看護職のキャリアと働き方支援による地域に必要

な看護職確保推進モデル事業」に取り組みました。「阿蘇

で働く看護職～育てる・迎える・続けられる～」をキーワー

ドとして、阿蘇・小国・南阿蘇地域3地域ごとにグループ

となり、課題を抽出し継続して取り組んでいます。

また、本年度も4つの重点事業に取り組んでいます。

重点事業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」につきましては、平成31年2月2日（土）

に「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラムin八代」をや

つしろハーモニーホールで開催いたします。地域住民の

身近にいる看護職として看護の専門性を発揮した連携を

通して、住民と共に看護職の役割を考える場となる事を

期待し多くの皆様のご参加をお待ちしております。重点

事業2、看護職の働き方改革については本年4月から働

き方関連法案が施行されるため、その周知を図ったとこ

ろです。重点事業3、看護の質向上とキャリア支援の推

進では継続教育の充実を図り教育計画に基づいた研修も

円滑に進められています。最後に重点事業4、県民への

健康づくりの支援活動の推進では、支部の協力の下各地

でまちの保健室を開催し県民の健康支援にあたっていま

す。

また、3月9日（土）熊本県看護研究学会を開催いた

します。特別講演では琉球大学医学部附属病院臨床倫理

士　金城 隆展氏をお招きし「患者の幸せの最大値を目指

す専門職倫理」のテーマでご講演いただきます。看護の

基盤となる倫理について改めてみんなで考える機会にし

たいと思います。最後に、2019年は猪年です。干支で

は己亥（つちのとい）と言います。次の段階を目指す準

備をする年、内部の充実を心がける良い年と言われてい

ます。成果を出すべく猪突猛進していきたいと思ってい

ます。

皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

平成30年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成30年11月～平成31年1月）

  1.平成30年度 2次補正予算（案）について
  2.熊本県看護協会　2019年度重点事業(案）について
  3.熊本県看護協会役員・支部長・職員研修会（案）について
  4.熊本県看護協会、看護連盟合同研修会（案）について
  5.2019年度熊本県看護協会研修計画（案）について
  6.平成30年度熊本県看護研究学会開催要項（案）の変更に

ついて
  7.新会員情報管理体制（ナースシップ）について
  8.社会経済福祉委員会より「働き続けられる職場環境に関す

る調査」（案）について
  9.セミナー「看護・介護福祉職員のケアハラスメントにどう向

き合うか」の共同開催について
10.看護くまもと108号企画（案）について

　第6回　平成30年11月29日

  1.平成30年度熊本県看護協会事業評価（案）について
  2.2019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
  3.2019年度日本看護協会長表彰者推薦について
  4.熊本県看護協会会費の増額について
  5.熊本県看護協会キャラクターの選考について

　第7回　平成30年12月20日

  1.2019年度熊本県看護協会事業（案）について

　第8回　平成31年1月12日

平成30年度 看護管理者会（中央開催）および特別講演

（長谷川 学先生）
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　平成30年11月10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。今年で7年目を迎えるこの会は、「日本看護協会・県看
護協会活動の理解を深め、県協会と会員施設等との連携をとおして会員のニーズを把
握し、事業に反映させ組織強化を図る」を目的としており、59名の方が参加されま
した。
　嶋田会長による、日本看護協会・熊本県看護協会の活動報告の中で、「熊本県は、
日本看護協会が示す“使命”を常に念頭に置き事業をしていかなければならない。そ
のためには協会入会率の向上を図っていく必要があり、魅力ある協会であることをア
ピールし続けなければならない」と述べられました。
　各職能委員会からは、本年度の活動目標・方針に沿った、中間活動報告がありました。
今後、必要とされる看護力の向上につながる取り組みの内容に、管理職として自施設
で取り組んでいく指針になったと思います。

　午後は、長谷川 学氏（厚生労働省　健康局予防接種室
室長）による、「看護職の挑戦　～地域包括ケア時代の到
来～」と題して、特別講演が行われ、セカンドレベル受講
者を含め85名の方が参加されました。
　元　内閣官房　企画官の経歴をお持ちの先生のお話は、
現在の医療費や社会保障制度、地域医療構想、地域包括ケ
アの現状と将来、診療報酬の未来等々、医療や介護の現状
を、データをもとに詳しくお話ししていただきました。そ
の内容は、幅広く医療・介護の分野をとらえておられ、こ
れからの少子高齢化社会にどう対応していくか、多くの課
題に取り組む必要性を再認識しました。

（文責：熊本西地区理事　野中　須奈子）

公益社団法人
熊本県看護協会会長

嶋田　晶子

会 長 あ い さ つ

新春のお慶びを申し上げます。

今年の4月30日、200年ぶりに天皇陛下が生前退位

され、5月1日には皇太子が新天皇に即位され新元号と

なる大きな節目の年を迎えます。国内外における様々な

課題山積の中、新しい時代が明るい時代であることを願

わずにはいられません。

熊本地震から早2年9 ヶ月が経とうとしています。建

物の解体等も進み、復旧に向けて進んでいることを感じ

ます。熊本城も今年の秋には大天守閣の外観の修復が完

了する予定となっており熊本のシンボルとして私たちに

勇気を与えてくれるでしょう。一方、昨年は大阪府北部

地震（6月）、西日本豪雨災害（7月）、北海道胆振東部

地震（9月）、台風21号・24号等と自然災害が相次いで

起こりました。被災された皆様に改めましてお見舞い申

し上げます。災害への備えの必要性を改めて感じたとこ

ろです。気を緩めることなく皆様と共に、日々の生活の

中で災害への備えに取り組んでまいりましょう。

さて、昨年は阿蘇地域の医療提供体制の充実を図るた

めに、「看護職のキャリアと働き方支援による地域に必要

な看護職確保推進モデル事業」に取り組みました。「阿蘇

で働く看護職～育てる・迎える・続けられる～」をキーワー

ドとして、阿蘇・小国・南阿蘇地域3地域ごとにグループ

となり、課題を抽出し継続して取り組んでいます。

また、本年度も4つの重点事業に取り組んでいます。

重点事業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」につきましては、平成31年2月2日（土）

に「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラムin八代」をや

つしろハーモニーホールで開催いたします。地域住民の

身近にいる看護職として看護の専門性を発揮した連携を

通して、住民と共に看護職の役割を考える場となる事を

期待し多くの皆様のご参加をお待ちしております。重点

事業2、看護職の働き方改革については本年4月から働

き方関連法案が施行されるため、その周知を図ったとこ

ろです。重点事業3、看護の質向上とキャリア支援の推

進では継続教育の充実を図り教育計画に基づいた研修も

円滑に進められています。最後に重点事業4、県民への

健康づくりの支援活動の推進では、支部の協力の下各地

でまちの保健室を開催し県民の健康支援にあたっていま

す。

また、3月9日（土）熊本県看護研究学会を開催いた

します。特別講演では琉球大学医学部附属病院臨床倫理

士　金城 隆展氏をお招きし「患者の幸せの最大値を目指

す専門職倫理」のテーマでご講演いただきます。看護の

基盤となる倫理について改めてみんなで考える機会にし

たいと思います。最後に、2019年は猪年です。干支で

は己亥（つちのとい）と言います。次の段階を目指す準

備をする年、内部の充実を心がける良い年と言われてい

ます。成果を出すべく猪突猛進していきたいと思ってい

ます。

皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

平成30年度 熊本県看護協会の理事会開催状況（平成30年11月～平成31年1月）

  1.平成30年度 2次補正予算（案）について
  2.熊本県看護協会　2019年度重点事業(案）について
  3.熊本県看護協会役員・支部長・職員研修会（案）について
  4.熊本県看護協会、看護連盟合同研修会（案）について
  5.2019年度熊本県看護協会研修計画（案）について
  6.平成30年度熊本県看護研究学会開催要項（案）の変更に

ついて
  7.新会員情報管理体制（ナースシップ）について
  8.社会経済福祉委員会より「働き続けられる職場環境に関す

る調査」（案）について
  9.セミナー「看護・介護福祉職員のケアハラスメントにどう向

き合うか」の共同開催について
10.看護くまもと108号企画（案）について

　第6回　平成30年11月29日

  1.平成30年度熊本県看護協会事業評価（案）について
  2.2019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
  3.2019年度日本看護協会長表彰者推薦について
  4.熊本県看護協会会費の増額について
  5.熊本県看護協会キャラクターの選考について

　第7回　平成30年12月20日

  1.2019年度熊本県看護協会事業（案）について

　第8回　平成31年1月12日

平成30年度 看護管理者会（中央開催）および特別講演

（長谷川 学先生）
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平成30年度 看護師交流集会（Ⅰ・Ⅱ合同）を開催して平成30年度 看護師交流集会（Ⅰ・Ⅱ合同）を開催して
交 流 会 紹 介交 流 会 紹 介

　平成30年9月29日（土）に、熊本県
看護協会看護師交流集会を熊本県看護研修
センターで開催致しました。熊本県は看護
師職能がⅠとⅡに分かれた後も、毎年交流
集会を「つなぐ看護」を学ぶ場として合同
で開催しております。
　今年度は「事例を通して、参加者と意見
交換を行い、地域包括ケアシステムの本質
を学び、変化の時代に対象者の多様なニー
ズに応えられる『変革する看護』を考える
機会とする」を目的として準備をすすめま
した。またテーマは「その人に必要なケア
を切れ目なく継続するための医療と介護の一体的提供」として、前立腺がんの患者さんの事例を紹介し、
患者さん自身が送りたい生活をどう支えたかを考える機会としました。疾患の特徴から、長期に治療を受
けた後、在宅療養を希望され最期まで自宅で過ごした方です。
　その中で病院看護師と地域の看護師が患者・家族の「意思決定」をどう支えたのか、各々の看護を「つなぐ」
ために行ったことと果たした役割はどうだったのか、また、「多職種連携」において在宅医の関わりと役割
はどうだったのか、参加者全員が「つなぐ看護」「変革する看護」について考え、リレートークを通じて意
見交換を行いました。
　会場には、ご紹介させていただいた患者さんの奥様や、在宅医のクリニックの看護師の参加もあり、在
宅療養の過程におけるその時々の想いや出来事について生の声を聞くことができ、医療者だけではない意
見交換ができたことで参加者全員にとって大きな学びの場となったと思います。
　交流集会後のアンケートの結果、参加者の8割の方は看護師でしたが病院以外の在宅ケア事業所やクリ
ニックの方もあり、ⅠⅡ両方の分野からご参加いただきました。
　また、約7割の方が「興味をもてた」、「趣旨についても理解できた」と答えていました。
　その他、地域包括ケアシステムを推進していくうえで、「病院のみならず在宅看護における家族ケアは重
要」「病棟と外来の在り方について考える必要性を再認識した」「外来看護師がどう動けるか考える必要が
ある」など多数のご意見をいただき、看護師のさらなる役割発揮を推し進めていく重要性を共有できた有
意義な交流集会となりました。

興　味 主旨の理解

ややもてた
25％

もてた
73％

理解できた
77％

やや理解できた
20％

あまり理解できなかった  1％
理解できなかった  2％

未記入
2％

フレイルとサルコペニアを知っていますか？フレイルとサルコペニアを知っていますか？

～看護師職能Ⅰ・Ⅱ～キャリア支援

しかしこのロコモは一定の話題にはなったものの、大
ヒットとまでは言えないようだ。理由を二つ挙げると
すると、一つはこの言葉が欧米の論文で使われていな
いこと、二つ目は整形外科やリハビリテーション科以
外の診療科の医師がこの言葉をほとんど使っていない
ことだ。
　高齢者は2極化しつつある。低栄養、低体重、サル
コペニアを呈する群と、肥満にサルコペニアを合併し
た群である。前者をサルコペニアやせ、後者をサルコ
ペニア肥満と呼ぶことにする。入院している高齢者に
はサルコペニアやせが多い。これはもともとの低栄養
や侵襲、入院中の不適切な栄養管理などが原因とされ
る。サルコペニアやせはベースラインのADLが低く、
リハによるADL改善も大きくない。一方で、21世紀
の先進国における世界的な栄養の課題は、サルコペニ
ア肥満との戦いである。サルコペニア肥満のベースに
あるのは、メタボリック症候群であり、食生活の乱れ、
運動不足、睡眠不足、喫煙などが重なり、肥満やイン
スリン抵抗性から食後高血糖、高血圧、脂質異常症が
顕在化し、肥満に骨格筋減少をきたすようになる。今
や世界の先進国の医療費の多くがメタボリック症候群
に費やされている。
　病院内でサルコペニアやせが問題となっているのに
対し、病院外の高齢者ではサルコペニア肥満が問題と
なっている。すなわち、病院の中はガイコツ、病院の
外はメタボ、である。いずれにしても、治療の鍵を握
るのはリハ（運動療法）と栄養療法の併用である。こ
れが高齢者医療に関わる全ての医療人が「リハ栄養」
を学習すべき理由である。

　メ タ ボ、ロ コ モ、
サルコペニア、フレ
イル、と医療業界か
ら発信されるカタカ
ナ語が増えてきた。
フレイルは2014年
5月に日本老年医学会
が提言した新語で、
高齢になって筋力や
活力が衰えた段階を「フレイル」と名付け、予防に取
り組むとする提言をまとめた。これまでは「老化現象」
として見過ごされてきたが、統一した名称をつくるこ
とで医療や介護の現場の意識改革を目指している。フ
レイルの原因として身体的、精神心理的、社会的な因
子が挙げられている。
本邦では65歳以上の高齢者の割合が4人に1人と
なった。少子化と相まってなお高齢化率が上昇してい
る。さらに今後は75歳以上の人口しか増加しないこ
とが予想されており、文字通り超高齢社会時代が到来
した。高齢者の要介護状態にいたる原因として「加齢
による虚弱」や「骨格筋量の減少」、「転倒・骨折」、「認
知症」などの要因が増加する。ここに高齢者医療にお
けるパラダイムシフトが起こりつつある。そしてこの
パラダイムシフトのキーワードとなるのが「フレイル」
である。
　医療界でヒットした代表的なカタカナ語としてメタ
ボリックシンドローム、略して「メタボ」がある。
2005年あたりから使われだすと、06年の「新語・
流行語大賞」でトップテン入りし、一気に流行語となっ
た。メタボはもともと内臓肥満に糖尿病、高血圧、脂
質異常症を合併した状態を指し、「死の四重奏」など
と呼ばれたこともあった。それが「メタボ」に変えた
途端の大ヒット。「メタボ健診」でダイエットを勧め
られた方も少なくないはずだ。
　ロコモは07年に日本整形外科学会が提言した新語
で、運動器障害により要介護となるリスクの高い状態
を指す「ロコモティブシンドローム」の略語である。

熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科／栄養管理部　吉村　芳弘

【看護師職能委員会Ⅰ】「看護師が知っておくべきサルコペニア」研修会を吉村先生をお迎えして開催します。
平成３１年１月２６日（土）　熊本県看護研修センター　３階大研修室
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認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修会 平成30年6月4日～9月13日（152時間）
熊本市立熊本市民病院　橋本　聡子

　私が勤務している病院は、平成28
年熊本地震で被災し大きく環境が変わ
りました。新病院開設へ進む中で、私
にできることは看護に関する知識・技
術を向上させ、震災前と変わらない看
護を提供し続けることだと考えていま
した。

　しかし、看護技術の向上だけでなく、「もっと違うス
キルアップが必要なのではないか、今この時期に習得す
べきことがあるのではないか」と考え、認定看護管理者
教育課程ファーストレベルの受講を決めました。
　研修では、28回にわたる各教科の講師の先生方によ
る、個性あふれる講義やグループワークを通して、看護
管理の基礎を学習することができました。管理職の立場
にない自分にとっては、知らないことも多く、新しい学
びや発見が増えるたびに、学習する楽しさを実感しまし
た。
　講義終了毎に学習カードを提出することは大変でした
が、その日に学んだことと自部署での経験を関連付け
800字に言語化することで、講義内容の学びをさらに

Ａ：平成30年度の予算からご説明いたします。

深めることができました。
　7つの課題レポートは、自分の看護観や自部署が抱え
る問題、自分の地域が抱える課題など色々なテーマに真
摯に向き合うきっかけとなりました。レポートを完成さ
せるために、本を読み、色々な職種や立場の人から話を
聞き、自分の考えをまとめ上げた時間はとても貴重でし
た。
　受講前よりも広い視点から看護を捉えることができる
ようになり、病棟の課題に対しても前向きに受け止め、
より良くするための解決方法を考え、取り組むことがで
きるようになりました。
　また、同じような悩みを抱える他施設の研修生達と、
互いの考えや経験を共有し学びを深められたことは、看
護師として働く上で大きな財産となりました。
　この研修を通して学んだ、「管理者の役割は、質の高い
看護を提供するために、働きやすい職場環境を作り、主
体的に考え行動できるスタッフを育て支援していくこと
である」ということをこれから現場において実践してい
きたいと思います。

　いちばん大きな収入が事業収入で約60％です。では事
業収入にはどんなものが含まれているでしょうか。
　・セミナー受講料
　・認定看護管理者制度教育収入
　・ナースセンター事業受託
　・魅力ある職場づくり支援事業受託
　・高校生の一日看護体験・看護学生体験事業受託
　・訪問看護療養費　　　　　　　　　　　　  等です。

Ａ：支出は事業費と管理費に分類されます。事業費に
は、セミナー（研修）事業、看護の日事業、まちの保健
室事業に関する経費、研修案内等の発送費、支部での活
動費等が含まれます。管理費には、これらの事業を管理
するための経費、看護くまもとやホームページの製作費
用、会員の福利厚生費等が含まれます。
　上記事業以外に県から委託された事業等があります
が、国の基金や県からの委託料等でまかなっています。

訪問看護師養成研修会 平成30年9月3日～11月5日（66時間）
谷田病院 訪問看護ステーション　皆本　なつみ

　今回職場異動に伴い訪問看護ス
テーション勤務となり、訪問看護師
のスキルアップを目的とし、この研
修に参加しました。今回から研修日
数が短縮されましたが、熊本で活躍
されている著名な先生方に、訪問看
護師として身につけるべき多くの知

識や技術をご教授いただきました。実習は2日間とい
う短い期間でしたが、サービス担当者会議や医療依存
度の高い小児の訪問や癌ターミナル患者の急な退院受
け入れ支援など、迅速かつ柔軟に対応されている訪問
看護師の方の姿を拝見し、日頃のケアや訪問看護師と
しての心構えを振り返る良い機会となりました。
　これからステーション立ち上げを目標としている方、
現在は病院・施設勤務をしているが今後訪問看護を希
望している方など、受講目的は様々でしたが、訪問看

護師の仕事に誇りを感じ、悩みながら前に進む姿勢は皆
同じでした。研修が進む中、徐々にうち解け個々が抱え
ている不安や悩みを相談しあえた事は心強く励みとなり
ました。知識向上ばかりでなく、この研修を通して皆さ
んに出会えた事も大きな収穫となりました。
　研修後は、訪問看護師としての向上心や意識が変わっ
た事を実感しています。他の研修生もそれぞれの施設・
地域に戻り仕事復帰されていますが、きっと研修で学ん
だ事を実践の場で活かすと共に、今後も専門性を高めて
いきたいと思う気持ちは同じだと確信しております。超
少子高齢化・多死社会を迎えている中、在宅看護の需要
はますます高まると思われます。訪問看護師を目指す方
が増えるように訪問看護の必要性や素晴らしさを伝えて
いきたいと思います。
　今回、訪問看護師養成研修会開催にあたり、ご尽力い
ただきました皆様に心より感謝申し上げます。

平成30年度 長期研修修了者の声

熊本県からのお知らせ

心のバリアフリーで迎える２０１９国際スポーツ大会
　2019 年は、いよいよ「ラグビーワールドカップ
2019™」と「2019女子ハンドボール世界選手権大会」
が本県で開催され、国内外から高齢者や障がいのある
人等も含めた多くの観戦客や観光客が訪れます。
　すべての人が安心して楽しめるよう、県民みんなが
「心のバリアフリー」でお迎えしましょう。

「くまもとやさしいまちづくりパネル展」を開催します
　国際スポーツ大会をすべての人が安心し
て楽しめるよう、「心のバリアフリー」をテー
マにしたパネル展を開催します。
　ユニバーサルデザインに配慮した家庭用
品なども展示します。ぜひ御来場ください。

問い合わせ先 熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局　障がい者支援課
TEL（096）333－2236  FAX（096）383－1739

○展示期間・場所：
平成３１年１月７日から１月２１日まで（くまもと県民交流館パレア）
平成３１年１月１２日から１月２１日まで（熊本県立図書館）
平成３１年１月３１日から２月６日まで（熊本県庁新館１階ロビー）
※観覧は無料です

Ｑ１：看護協会の収入ってどんなものがあるの？

Ｑ２：看護協会の収入は何に使われているの？

2番目に大きな収入が会費で約30％を占めています。次
いで会館建設整備資金・助成金・補助金が約３％前後で
す。
※会館建設整備資金は新会館建設のために毎年積み立てており、会館建

設目的以外には使用できません。

2019年度熊本県看護協会通常総会は6月22日に予定さ
れています。「看護くまもと109号」に予算案が掲載さ
れますので詳細はご参照くださるとより分かりやすいと思
います。会員の皆様の会費を大切に使用し、看護の質向上
のための研修等を充実させ、より利用しやすい協会を目指
しています。

特定資産利息収入
0.02%

雑収入 0.20%

寄付金収入 0.25%

助成金収入
3.45%

補助金収入
2.45%

負担金収入
0.51%

会館建設整備資金収入
3.49%

事業収入
58.42%

会費収入
31.22%

事業活動
収入

～みんなの声を聞かせて～～みんなの声を聞かせて～
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心のバリアフリーで迎える２０１９国際スポーツ大会
　2019 年は、いよいよ「ラグビーワールドカップ
2019™」と「2019女子ハンドボール世界選手権大会」
が本県で開催され、国内外から高齢者や障がいのある
人等も含めた多くの観戦客や観光客が訪れます。
　すべての人が安心して楽しめるよう、県民みんなが
「心のバリアフリー」でお迎えしましょう。

「くまもとやさしいまちづくりパネル展」を開催します
　国際スポーツ大会をすべての人が安心し
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品なども展示します。ぜひ御来場ください。

問い合わせ先 熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局　障がい者支援課
TEL（096）333－2236  FAX（096）383－1739

○展示期間・場所：
平成３１年１月７日から１月２１日まで（くまもと県民交流館パレア）
平成３１年１月１２日から１月２１日まで（熊本県立図書館）
平成３１年１月３１日から２月６日まで（熊本県庁新館１階ロビー）
※観覧は無料です

Ｑ１：看護協会の収入ってどんなものがあるの？

Ｑ２：看護協会の収入は何に使われているの？

2番目に大きな収入が会費で約30％を占めています。次
いで会館建設整備資金・助成金・補助金が約３％前後で
す。
※会館建設整備資金は新会館建設のために毎年積み立てており、会館建

設目的以外には使用できません。

2019年度熊本県看護協会通常総会は6月22日に予定さ
れています。「看護くまもと109号」に予算案が掲載さ
れますので詳細はご参照くださるとより分かりやすいと思
います。会員の皆様の会費を大切に使用し、看護の質向上
のための研修等を充実させ、より利用しやすい協会を目指
しています。

特定資産利息収入
0.02%

雑収入 0.20%

寄付金収入 0.25%

助成金収入
3.45%

補助金収入
2.45%

負担金収入
0.51%

会館建設整備資金収入
3.49%

事業収入
58.42%

会費収入
31.22%

事業活動
収入

～みんなの声を聞かせて～～みんなの声を聞かせて～
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熊本南支部

活動報告

今後の活動計画

　7月21日（土）第1回支部研修会を行いました。講師に武蔵ヶ丘病
院診療内科部長の佐藤正先生をお招きし「明るく元気に働くための
ヒント～熊本地震を乗り越えて～」をテーマに、職場の現状とストレス
から今後の職場へのイメージやストレス発散方法、生きがいの創生、
さらに介護負担の軽減に重要な認知症予防についてなど、これから
の現場に活かせるとても理解しやすい内容でした。アンケート結果に
よると、世代を理解することや、タテ・ヨコのつながりの重要性など職
場環境を見直す良い機会となったようでした。
　また、10月27日（土）に
は親睦ボーリング大会を開
催しました。

まちの保健室　第２と第４土曜日の毎月２回
　　　　　　　健軍商店街の「よってかんね」
平成31年3月16日（土）　第２回支部研修会
テーマ：「コミュニケーション障害～コミュニケーションが苦手なスタ
ッフとの関わり方～」（仮）

「あげぱんや　和(なごみ）」 
熊本市南区城南町坂33オートアルファ内
営業時間　11:00～19:00

（完売次第終了）
TEL　0964-28-0703
地元で大人気の揚げパン屋さんです。味は10

種類あり、ふん
わりとした揚げ
たてのパンが
楽しめます♪
売り切れてい
る場合も多い
ので、購入時に
は事前の予約
をお 勧めしま
す！

熊本西支部

活動報告
　熊本西支部は、北区・中央区・西区の75施設、会員数
3000人を超える支部です。鶴屋のまちの保健室をはじ
めとし、各団体より救護派遣の要請もあり、応急手当や受
診支援などを行い、感謝の声もいただいています。

【健康相談】
鶴屋まちの保健室　第１・第２土曜日13:00～16:00
県民の皆様の健康づくりを目的に、無料で看護や介護等
の相談に応じています。

【救護ボランティア活動】

伝承体験竹細工作り 健康フェスティバル

熊本市の奥座敷 西区の歴史探訪鹿本支部

活動報告
【研修会】　
　10月13日（土）リフレッシュ研修会を開催しました。
　テーマ「その歩き方で大丈夫ですか？一生歩ける足を育てましょ
う」、講師は足管理療法士の高根久美子先生。自己の健康づくりに向
けて、フットケアの効果や実際を学び、会場は参加者の足音と笑いに
包まれ、会員間の交流にもなりました。

【地域での活動】
毎月１回のまちの保健室活動の他に、種々の連携会議への出席、イ
ベントへの参加、ハンドボールアジア選手権大会の救護支援などに
協力しています。

【支部役員会】
偶数月に開催し、事業計画に関する検討や報告会を行い、情報共有
の場になっています。

今後の活動計画
【研修会】
1月19日（土）PM　地域包括関連研修会

【地域での活動】
まちの保健室活動の他に、種々の地域連携会議・研修
会参加・各種スポーツ大会の救護活動

今後の活動計画
【フラワーアレンジメント～ハーバリウ
ム作り～】
会員の皆様が元気に仕事ができるよ
う、２月はリフレッシュ研修を企画してい
ます。どうぞふるってご参加ください。

「菊鹿ワイナリー」
11月10日オープン！
菊鹿町産ブドウで造った
数々のワインを味わい
に、是非おこしください。

山鹿のおすすめ

熊本西のおすすめ

おでかけや研修参加の際は、おすすめスポットにも立ち寄ってみてはいかがですか？
また、支部研修にも参加してみてください。

阿蘇支部

活動報告
　先日、阿蘇地域では糖尿病フォーラ
ムが開催されました。
　阿蘇郡歯科医師会の基調講演「糖尿病と歯
周病の関係について」と「患者の立場から皆さんに伝えたいこと」と
題して患者様から講演がありました。
　患者様の体験談は説得力があり、徐々に重症化していく経過は糖
尿病以外の方々にとても興味深いものでした。
　80名が参加され、講演後に看護部ブースには、20歳～80歳代ま
での方々40名ほどの来所がありました。健康相談を行ったり、初め
て簡易血糖測定をされる方など様々で、血糖測定で実際の血糖値を
確認し、血糖値に関心を持っていただく機会になりました。

今後の活動計画
平成31年1月31日（木）　松村会
まちの保健室　1月（フレインゆめ小国）
　　　　　　　2月（ショッピングセンターみやはら）

　阿蘇地域は、熊本県はもとより九州県内でも
ドライブコースとして身近な観光地です。
　熊本地震からの復興も着々と進み、2020
年にはR57号線に替わる二重の峠トンネル

（阿蘇～大津間）が開通する予定です。
　今の時期は、特に山の幸や赤牛のお肉が美
味しい時期です。
　徐々に寒さも増してきました。温泉に入って
温まって気分もほっこり。立ち寄り温泉（源泉か
け流し）も好評ですよ。

阿蘇のおすすめ

島崎・花園地区

河内・松尾地区

河内みかん

霊厳洞

金峰山

加藤神社
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島崎・花園地区

河内・松尾地区

河内みかん

霊厳洞

金峰山

加藤神社
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上益城支部

活動報告
　１１月１０日（土）「訪問薬剤管理指導」について、研修しました。高
齢者の中には、何の薬か解らなくなっている、残薬が多い、粉薬、錠
剤の量が多く飲めていないという問題が多く見受けられます。講師
の方から、具体的な指導の内容、錠型変更、簡易懸濁法などについ
て伺い、薬剤師の介入、連携の重要性を学びました。今回、介護支援
専門員の方も参加され好評でした。
　１２月１５日（土）交代制勤務の方、寝不足の会員さん等、良い睡
眠が得られるよう睡眠セミナーを開催しました。寝姿勢圧測定もあ
りました。

今後の活動計画
平成３１年２月２４日（日）　事例検討　講演会（糖尿病患者への
コーチング）

　九州中央自動車道の小池高山ＩＣ（御船町）
～山都中島西ＩＣが１２月１６日（日）開通しまし
た。これから山都町がぐっと近くなります。

「ちょうどいい田舎」上益城にぜひお越しくだ
さい！！

上益城のおすすめ

清和文楽
八朔造り物

宇城支部

活動報告
　10月20日(土)レクレーショ
ン活動でトレーナー指導の下

「簡単な筋力トレーニング」を行
いました。リフレッシュでき、とて
も楽しめたと好評でした。
　奇数月の第３(土)地域の商業
施設にて「まちの保健室」開催し
ています。

平成31年1月26日(土) 宇城市小川総合文化センター・ラポ
ートにて「看護研究発表会＆講演会」

今後の活動計画

　熊本の中心に位置する宇城市。年間を通して山
の幸、海の幸が豊富に楽しめます。
　また、レジャーも充実しています。

宇城のおすすめ

八代支部

活動報告
 支部役員一同助け合いながら、活動しております。10月6日（土）再就業支
援研修会を行いました。参加者は7名でしたが、座学や演習等を通して「再
就業への不安の軽減」や「新たな学びとなった」などの意見を頂きました。不
安なく・楽しく・働く仲間が増えてくれることを願っております。

・平成31年年2月2日（土）　「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラムｉｎ八代」
 やつしろハーモニーホール　14:00～16:30（開場13:30）

今後の活動計画

・やつしろ全国花火競技会（2018年
10月20日）

・八代妙見祭 （ユネスコ無形文化遺産：
11月23日）

・晩白柚や塩
トマト（これ
から美味しい
シ ー ズ ン を
迎えます）

八代のおすすめ

御輿来海岸世界文化遺産
三角西港

フォレスト
アドベンチャー

意見交換風景

2019年度熊本県看護協会　改選役員及び推薦委員
2020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

■2019年度　公益社団法人熊本県看護協会　役員：7名

2019年6月22日（土）に開催される2019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、

2020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、2019年6月

の通常総会において選出されます。つきましては、2019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。

　（任期：2年 2019年6月総会終結後～ 2021年総会終結まで）
　有明・鹿本地区理事1名、菊池・阿蘇地区理事1名、熊本南地区理事1名
　上益城・宇城地区理事1名、天草地区理事1名、准看護師理事1名、監事1名

■2019年度　公益社団法人熊本県看護協会　推薦委員：8名

　（任期：１年 2019年6月総会終結の翌日～ 2020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　　計8名

■2020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：計20名

　（任期：１年 2020年4月1日～ 2021年3月31日）
　代議員（10名）　　予備代議員（10名）

＜立候補の届け出について＞
　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て、届け出てください。

＜届出書類＞
①立候補届出書　　②立候補者推薦届　

＜立候補の届出期間について＞
2019年1月22日（火）～2019年4月19日（金）（必着）

＜選挙期日及び場所＞
2019年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会
期日：2019年6月22日（土）熊本県立劇場 演劇ホール

※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
　　　　　　〒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　宛

― 選挙管理委員会 ―

届出先
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編集（広報委員）

　あけましておめでとうございます。
　年が明け、2019年がやって参りました。平成最後という多少特
別感のある正月でありながら、食べる・駅伝・初詣と結局はいつも
どおりだったわー、と思っていたところに、１月３日の震度６弱の
地震。やはり今年は何か特別な年なのかもしれません。

　さて、今年は亥年。「猪突猛進」をキーワードに突き進んでいきたいところですが、
自分の行動が周囲にどのような影響を与えるのか、客観的な視点も持ち合わせな
がら突き進んでいきたいものですね。
　今年も「看護くまもと」をどうぞよろしくお願い致します。

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
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看護師でいられて本当に幸せ

診療報酬・介護報酬のしくみと考え方

高齢者看護の実践能力を育てる

看護基礎教育におけるシミュレーション教育の導入

看護の経験を意味づける対話をめぐる現象学

看護に活かす基準・指針・ガイドライン集

看護白書 平成30年版

最新公衆衛生看護学
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施 設 名 件数 金 額

菊陽台病院

熊本地域医療センター

熊本託麻台リハビリテーション病院

矢部広域病院

人吉医療センター

天草地域医療センター

　　　　　合　　　計
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5

8

9
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30,000

690,000

540,000

150,000

240,000

270,000

1,920,000

平成30年度 熊本県看護研究学会平成30年度 熊本県看護研究学会

～スタッフの意識が変わる！患者への向き合い方が変わる！～～スタッフの意識が変わる！患者への向き合い方が変わる！～
患者の幸せの最大値を目指す専門職倫理患者の幸せの最大値を目指す専門職倫理

医療現場において「誰のために、何をどこまで、どのように医療提供するのか」、こ
のような意思決定に絡む倫理的問題は常に問いかけられ、そのことに看護職が関与
する機会が益々増えてきました。そのような中、日本の医療者は患者のキーパーソ
ンに頼りすぎ、無意識に患者自身を置き去りにしてしまいがちだとも指摘されてい
ます。今回、患者の幸せの最大値を目指すとは一体どういうことか、看護の基盤と
なる倫理についてあらためて皆さまと考える機会にしたいと思います。

金城 隆展氏
琉球大学医学部附属病院　地域医療部　臨床倫理士

開 催 日 時

開 催 場 所

平成31年３月９日（土）12：30～16:10（予定）

嘉島町民会館（上益城郡嘉島町上島545）
研 究 発 表 口演：8題　示説：8題（予定）
特 別 講 演 テーマ：

講　師：

ご協力ありがとう
ございます


