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　若葉薫る季節となりました。5月1日から新しい元号

「令和」としてスタートいたしました。皆様方にはお忙し

い日々をお過ごしのことと拝察いたします。平成30年

度の当看護協会の事業運営にあたっては多大なご支援

ご協力をいただきありがとうございました。

　さて、熊本地震から3年が経ちました。４月１４日

に熊本地震犠牲者追悼式が県庁で行われ、初めて県

下の高校生が参加しました。阿蘇へのアクセスルート

の整備や2020年春には熊本城の特別見学通路が開

通し観覧が可能となるなど復興へ向けて動いています。

一方、まだ仮設住宅で生活されている方々も16,519

人いらっしゃることから、１日も早い「すまい」の再建と

皆様の健康を願います。平成30年度は全国各地で自

然災害が発生しました。今後に向け県看護協会ではＢ

ＣＭ（事業継続マネジメント）＆ＢＣＰ（事業継続計画）

を作成し災害への備えを強化しました。災害後の「復

興応援ナース」の取り組みもお陰様で全国から応援い

ただき継続できていることに感謝いたします。

　また、看護職の働き方推進に向けては、日本看護協

会の「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」を阿蘇地域で取り組み

ました。他の地域でも看護師不足は課題となっているこ

とから、今後もこの取り組みを継続検討していきます。

4月から始まった働き方改革関連法の施行にあたっては

研修等で周知を図り、潜在看護師やプラチナナースの

キャリア支援に向けての取り組みを強化し現場復帰に

向け取り組んでいるところです。

　さて、ナイチンゲール生誕から200年となる2020

年に向け、世界各国で、ＷＨＯ（世界保健機関）とＩＣ

Ｎ（国際看護協会）が賛同する「Ｎursing Nowキャン

ペーン」への取り組みが展開されています。「看護の力

で健康な社会を！」をメインテーマに看護職が一層活躍

し人々の健康に貢献するための取り組みで、県協会と

しても県民の健康を守るため看護の力が発揮できるよう

一体的な取り組みをしてまいります。今年度も

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．県民への健康づくりの支援活動の推進

5．組織強化

の５つの重点政策と20の重点事業に取り組んでまいり

ます。今年度の通常総会は6月22日（土）県立劇場で

開催いたします。午後の職能別交流集会では保健師・

助産師・看護師Ⅰ・Ⅱ職能が合同で「医療的ケアが必

要な児を地域で育てていくための支援ネットワークにつ

いて」のテーマでリレートークを行います。医療的ケア

が必要な児を在宅でどのように支えるか皆様と一緒に

考える機会としたいと思っていますので多くの皆様にご

参加をお願いいたします。会員の皆様や支部との連携

を図り一緒に取り組んでまいりますので皆様のなお一層

のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

令和元年5月10日

12：30
13：30

13：50

14：20

名誉会員証の授与並びに記章の贈呈
昼　食
報告事項
　報告事項３　2019年度　重点事業並びに事業計画
　報告事項４　2019年度　収支予算
退任役員紹介
退任役員挨拶
新任役員紹介
2019年度職能委員紹介
会長挨拶　
日本看護協会歌斉唱
閉　会

※進行上の都合により時間等が変更となる場合があります。

2019年度 通常総会プログラム

通 常 総 会

提 出 議 題

期　日　2019年6月22日（土）　9：30～14：20
場　所　熊本県立劇場　演劇ホール

8：40
9：20
9：30

10：30
10：40

10：50

11：20

開　場
オリエンテーション
開　会
　物故会員への黙祷
　会長挨拶
　熊本県看護協会長表彰
　来賓祝辞
　来賓紹介
　祝電披露
閉　会
総会開会
　議長団選出
　議長挨拶
　議事録署名人の選出
議事開始
　報告事項
　報告事項１　平成30年度　事業報告
　平成30年度　理事会報告
　平成30年度　支部長会報告（書面報告）
　平成30年度　職能委員会報告
　平成30年度　委員会報告（常任委員会・特別委員会）
　　　　　　　（書面報告）
　平成30年度　支部事業報告（書面報告）
　報告事項２　2019年度公益社団法人日本看護協会
　　　　　　　通常総会代議員報告（書面報告）
　審議事項
　第1号議案　熊本県看護協会名誉会員の推薦（案）
　第2号議案　平成30年度　決算報告（案）及び監査報告
　第3号議案　熊本県看護協会会費の増額について
　第4号議案　2019年度改選役員及び推薦委員の選出
　　　　　　  並びに2020年度日本看護協会代議員及び
　　　　　　  予備代議員の選出
　　　　　　  2019年度選挙管理委員任命　　

期　日　2019年6月22日（土）　14：30～16：30
場　所　熊本県立劇場　演劇ホール

14：30

14：35

15：55
16：30

開会
各職能委員会報告
リレートーク
　テーマ「医療的ケアが必要な児を地域で育てて
　　　　　いくための支援ネットワークについて
　　　　　～それぞれの立場の実践と課題～」
　①新生児集中治療室（NICU）看護師の立場から
　②訪問看護師の立場から
　③保健師の立場から
　④外来看護師の立場から
ディスカッション
閉会

第1号議案　　熊本県看護協会名誉会員の推薦（案）
第2号議案　　平成30年度　決算報告（案）及び監査報告
第3号議案　　熊本県看護協会会費の増額について
第4号議案　　2019年度改選役員及び推薦委員の選出並びに
　　　　　　  2020年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出

2019年度
職能合同交流集会プログラム

◆ 平成30年度熊本県医事功労者知事表彰

（天草郡市医師会訪問看護センター　管理者）

受章おめでとうございます受章おめでとうございます

園田 ひろ子 様

◎平成31年2月17日（日）
　熊本城マラソン2019　　
九州記念病院・くまもと江津湖療育センター・熊本内科病院
特別養護老人ホームいこいの里・訪問看護ステーション暖和会
松下幸治

◎平成31年3月24日（日）
　オハイエくまもと第10回とっておきの音楽祭
あおば病院・宇城総合病院・嘉島町役場・川野病院・菊陽台病院
熊本総合病院・熊本中央病院・熊本リハビリテーション病院
桜十字病院・水前寺とうや病院・青磁野リハビリテーション病院
御船町役場・山口病院・仲地美保子・馬場節子　（五十音順）

救護ボランティア派遣のご協力ありがとうございました
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1. 地域包括ケアシステムにおける地区支部との連携強化

１）日本看護協会や他保健・医療・福祉関連団体および

行政などから発信される情報の地区支部との共有化

２）各地区における看護管理者会の充実

３）地区で開催される地域医療構想調整会議等への参加

２．地域包括ケアシステム推進に向けて各職能の連携強化

１）各職能の課題抽出および意見集約

２）職能委員会（保健師、助産師、看護師Ⅰ、看護師

Ⅱ）での各職能の課題共有および協働

３）職能委員会合同交流集会の開催

３．在宅療養を担う看護職の支援

１）訪問看護ステーション関係者等からの相談対応（県

補助）

２）訪問看護に関する情報収集と関係機関への情報提供

（県補助）

３）介護施設等における看護職の課題抽出

４）県民への訪問看護サービスの周知広報

４．他職種との連携推進

　１）「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」の開催

　２）他職種と連携した研修会の開催

2019年度  重点  政策・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

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．県民への健康づくりの支援活動の推進

５．組織強化

重点政策1重点政策1
１．健康で働き続けられる労働環境づくり支援

　１）看護職の働き方改革の支援事業（県委託）

　（1）看護職の労働時間管理等の働き方改革推進

　（2）キャリアパスの周知

　（3）看護職の賃金モデルの周知：研修会の開催

２）働き続けられる職場環境に関する実態調査結果分

析・まとめ

　３）熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携

４）ヘルシーワークプレイス（安全で健康な職場）を目

指した「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生

ガイドライン」の周知

２．看護職員の就労支援・ナースセンターの活用促進（県

委託事業）　　　　　　　

　１）潜在看護職員等の再就業支援事業　　　

　２）ハローワークとの連携事業　

　（1）相談窓口の活用促進

　（2）過疎地域への就業促進強化事業

　３）看護職員の届け出制度の周知・啓発

　４）プラチナナース（セカンドキャリア）就労支援事業

　５）就業に関する調査の実施

　６）熊日看護師就職支援ガイダンスの広報支援・開催協力

重点政策2重点政策2

1. 継続教育の推進
　１）各領域の看護実践を支える研修の企画運営
　　　日本看護協会の研修分類に連動した研修構成
　２）職能委員会研修の開催
　　（1）保健師職能：「保健師ネットワーク」研修会、
　　　　　　　　　　「中堅期保健師」研修会
　　（2）助産師職能：「CTG判読と対応」「危機的出血への
　　　　　　　　　　対応」「NCPR　Sコース」等研修会
　　（3）看護師職能Ⅰ：「看護師長への支援・教育」研修会
　　　　　　　　　　  「病院看護師の在宅療養支援・教育」研修会
　　（4）看護師職能Ⅱ：「臨床推論に基づく看護」研修会
　３）県からの受託研修
　　（1）看護学生実習指導者講習会の実施
　　（2) 新人看護職員研修責任者等研修の実施

　（3）看護職員認知症対応力向上マネジメントに関する
研修会の開催

２．看護師基礎教育の４年制化の推進
　１）日本看護協会からの情報提供
３．在宅・施設等の看護職の質向上支援
　１）高齢者ケア施設で働く看護職の質の向上への支援事業
　　（県補助）
　２）在宅療養・看取り支援事業（県委託）
　　（1）看取りケア研修
　　（2）県民向け研修会
　３）訪問看護師の人材育成の強化
　　（1）訪問看護師養成研修の開催
　　（2）訪問看護管理者研修の開催
　　（3）訪問看護スキルアップ研修の開催
　４）在宅移行支援推進に向けての研修
　　（1）医療機関看護師のための訪問看護ステーション実習
４．准看護師から看護師への移行支援事業
　１）准看護師交流会の開催
　２）研修会の開催
　３）2年課程通信制看護学校進学のための情報提供
５．看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）活用の推進
　１）看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）の周知
　　（DVD研修）
　２）看護師のクリニカルラダー導入支援
６．特定行為に係る看護師の研修制度の推進
　１）特定行為研修についての情報提供と周知
７．医療・看護の安全対策の推進
　１）医療安全管理者の育成並びに連携
　　（1）医療安全管理者交流会の開催による連携
　　（2）医療安全に関する研修会の開催
　２）医療・看護安全対策に関する啓発
　　（1）医療安全推進週間講演会の開催
　３）医療安全に関する情報提供
　　（1）ホームページの活用
　　　　日本医療安全調査機構等
　４）医療事故に係る調査制度に関する支援
　　（1）医療安全担当看護職への支援

　（2）一般社団法人日本医療安全調査機構の「医療事故の
再発防止に向けた提言」等の情報提供

　５）看護職賠償責任保険加入の推進
８. 看護に関する調査及び研究の推進
　１）熊本県看護研究発表会の開催

重点政策3重点政策3
１．まちの保健室活動の強化
　１）「まちの保健室」実施体制の整備
　２）各支部における「まちの保健室」事業の支援
　３）「まちの保健室」ボランティアのための研修会・交流
　　会の開催
　４）看護の日・看護週間行事の支部への支援
　５）熊本市保健医療専門団体連合会（医専連）等との連携
　　（1）熊本市民健康フェスティバルへの参画

　（2）シティＦＭ「健康サロン」における健康づくり支援
に関する情報提供　　

２．災害時の看護支援活動
　１）災害看護支援体制の整備
　　（1）災害看護に関する基礎教育の普及

　（2）災害看護支援に関する情報の提供・ホームページ
の活用

　（3）災害時の事業継続マネジメント（BCM）と事業継続
計画（BCP）の広報

　（4）災害訓練等への参加
　２）災害支援ナースの育成
　　（1）県全域に亘る災害支援ナースの養成
　　（2）災害支援ナース登録・更新への啓発・推進
　　（3）災害支援ナースの質の向上のための育成研修
　　（4）災害看護研修管理者編
　　（5）地域災害支援ナース（仮称）養成の企画
３．子どもの命を守る活動の推進
　１）子どもの命を守る推進事業
　　（1）小中高校への「命の大切さを伝える」出前事業
　　（2）子どもの命と権利を守る活動推進協議会への参画
　　（3）性教育研究会への参画
　　（4）子どもの虐待防止に対する取り組み
　２）熊本県小児救急電話相談事業（＃8000）相談員への支援
４．地域の縁がわづくり
　１）「訪問看護ステーションながす」事業所における“健康

づくり縁がわ”の設置

重点政策4重点政策4

１．会員増加の推進
　１）熊本県看護協会の広報の充実・強化
　　（1）研修会・各種イベント時のＰＲ
　　（2）協会ホームページの活用
　　（3）キャリナースの周知
　　（4）新任看護管理者交流会
　２）会員委員会活動の強化
　　（1）看護学生に対するＰＲ
　３）非会員への働きかけ
　　（1）未加入施設で働く看護職への情報提供
　　（2）入会状況の確認と看護管理者への働きかけ
　４）会員サービスの向上
　　（1）研修の充実
　　（2）福利厚生の拡大
２．地区支部機能の強化
　１）地区理事と支部長との連携強化
　２）地域の特徴を活かした支部活動
　３）地区で開催される関係会議への参加

重点政策5重点政策5

重  点  政  策
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1. 地域包括ケアシステムにおける地区支部との連携強化

１）日本看護協会や他保健・医療・福祉関連団体および

行政などから発信される情報の地区支部との共有化

２）各地区における看護管理者会の充実

３）地区で開催される地域医療構想調整会議等への参加

２．地域包括ケアシステム推進に向けて各職能の連携強化

１）各職能の課題抽出および意見集約

２）職能委員会（保健師、助産師、看護師Ⅰ、看護師

Ⅱ）での各職能の課題共有および協働

３）職能委員会合同交流集会の開催

３．在宅療養を担う看護職の支援

１）訪問看護ステーション関係者等からの相談対応（県

補助）

２）訪問看護に関する情報収集と関係機関への情報提供

（県補助）

３）介護施設等における看護職の課題抽出

４）県民への訪問看護サービスの周知広報

４．他職種との連携推進

　１）「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」の開催

　２）他職種と連携した研修会の開催

2019年度  重点  政策・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

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．県民への健康づくりの支援活動の推進

５．組織強化

重点政策1重点政策1
１．健康で働き続けられる労働環境づくり支援

　１）看護職の働き方改革の支援事業（県委託）

　（1）看護職の労働時間管理等の働き方改革推進

　（2）キャリアパスの周知

　（3）看護職の賃金モデルの周知：研修会の開催

２）働き続けられる職場環境に関する実態調査結果分

析・まとめ

　３）熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携

４）ヘルシーワークプレイス（安全で健康な職場）を目

指した「看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生

ガイドライン」の周知

２．看護職員の就労支援・ナースセンターの活用促進（県

委託事業）　　　　　　　

　１）潜在看護職員等の再就業支援事業　　　

　２）ハローワークとの連携事業　

　（1）相談窓口の活用促進

　（2）過疎地域への就業促進強化事業

　３）看護職員の届け出制度の周知・啓発

　４）プラチナナース（セカンドキャリア）就労支援事業

　５）就業に関する調査の実施

　６）熊日看護師就職支援ガイダンスの広報支援・開催協力

重点政策2重点政策2

1. 継続教育の推進
　１）各領域の看護実践を支える研修の企画運営
　　　日本看護協会の研修分類に連動した研修構成
　２）職能委員会研修の開催
　　（1）保健師職能：「保健師ネットワーク」研修会、
　　　　　　　　　　「中堅期保健師」研修会
　　（2）助産師職能：「CTG判読と対応」「危機的出血への
　　　　　　　　　　対応」「NCPR　Sコース」等研修会
　　（3）看護師職能Ⅰ：「看護師長への支援・教育」研修会
　　　　　　　　　　  「病院看護師の在宅療養支援・教育」研修会
　　（4）看護師職能Ⅱ：「臨床推論に基づく看護」研修会
　３）県からの受託研修
　　（1）看護学生実習指導者講習会の実施
　　（2) 新人看護職員研修責任者等研修の実施

　（3）看護職員認知症対応力向上マネジメントに関する
研修会の開催

２．看護師基礎教育の４年制化の推進
　１）日本看護協会からの情報提供
３．在宅・施設等の看護職の質向上支援
　１）高齢者ケア施設で働く看護職の質の向上への支援事業
　　（県補助）
　２）在宅療養・看取り支援事業（県委託）
　　（1）看取りケア研修
　　（2）県民向け研修会
　３）訪問看護師の人材育成の強化
　　（1）訪問看護師養成研修の開催
　　（2）訪問看護管理者研修の開催
　　（3）訪問看護スキルアップ研修の開催
　４）在宅移行支援推進に向けての研修
　　（1）医療機関看護師のための訪問看護ステーション実習
４．准看護師から看護師への移行支援事業
　１）准看護師交流会の開催
　２）研修会の開催
　３）2年課程通信制看護学校進学のための情報提供
５．看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）活用の推進
　１）看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）の周知
　　（DVD研修）
　２）看護師のクリニカルラダー導入支援
６．特定行為に係る看護師の研修制度の推進
　１）特定行為研修についての情報提供と周知
７．医療・看護の安全対策の推進
　１）医療安全管理者の育成並びに連携
　　（1）医療安全管理者交流会の開催による連携
　　（2）医療安全に関する研修会の開催
　２）医療・看護安全対策に関する啓発
　　（1）医療安全推進週間講演会の開催
　３）医療安全に関する情報提供
　　（1）ホームページの活用
　　　　日本医療安全調査機構等
　４）医療事故に係る調査制度に関する支援
　　（1）医療安全担当看護職への支援

　（2）一般社団法人日本医療安全調査機構の「医療事故の
再発防止に向けた提言」等の情報提供

　５）看護職賠償責任保険加入の推進
８. 看護に関する調査及び研究の推進
　１）熊本県看護研究発表会の開催

重点政策3重点政策3
１．まちの保健室活動の強化
　１）「まちの保健室」実施体制の整備
　２）各支部における「まちの保健室」事業の支援
　３）「まちの保健室」ボランティアのための研修会・交流
　　会の開催
　４）看護の日・看護週間行事の支部への支援
　５）熊本市保健医療専門団体連合会（医専連）等との連携
　　（1）熊本市民健康フェスティバルへの参画

　（2）シティＦＭ「健康サロン」における健康づくり支援
に関する情報提供　　

２．災害時の看護支援活動
　１）災害看護支援体制の整備
　　（1）災害看護に関する基礎教育の普及

　（2）災害看護支援に関する情報の提供・ホームページ
の活用

　（3）災害時の事業継続マネジメント（BCM）と事業継続
計画（BCP）の広報

　（4）災害訓練等への参加
　２）災害支援ナースの育成
　　（1）県全域に亘る災害支援ナースの養成
　　（2）災害支援ナース登録・更新への啓発・推進
　　（3）災害支援ナースの質の向上のための育成研修
　　（4）災害看護研修管理者編
　　（5）地域災害支援ナース（仮称）養成の企画
３．子どもの命を守る活動の推進
　１）子どもの命を守る推進事業
　　（1）小中高校への「命の大切さを伝える」出前事業
　　（2）子どもの命と権利を守る活動推進協議会への参画
　　（3）性教育研究会への参画
　　（4）子どもの虐待防止に対する取り組み
　２）熊本県小児救急電話相談事業（＃8000）相談員への支援
４．地域の縁がわづくり
　１）「訪問看護ステーションながす」事業所における“健康

づくり縁がわ”の設置

重点政策4重点政策4

１．会員増加の推進
　１）熊本県看護協会の広報の充実・強化
　　（1）研修会・各種イベント時のＰＲ
　　（2）協会ホームページの活用
　　（3）キャリナースの周知
　　（4）新任看護管理者交流会
　２）会員委員会活動の強化
　　（1）看護学生に対するＰＲ
　３）非会員への働きかけ
　　（1）未加入施設で働く看護職への情報提供
　　（2）入会状況の確認と看護管理者への働きかけ
　４）会員サービスの向上
　　（1）研修の充実
　　（2）福利厚生の拡大
２．地区支部機能の強化
　１）地区理事と支部長との連携強化
　２）地域の特徴を活かした支部活動
　３）地区で開催される関係会議への参加

重点政策5重点政策5

重  点  政  策
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2019年度役員・推薦委員並びに
2020年度日本看護協会代議員・予備代議員候補者名簿

2019年5月1日現在
改選役員　候補者名

役　職　名 氏　　名 職能 施　設　名 抱　　　負

1 有明・鹿本地区理事 野中　理佳 看 山鹿市民医療センター 再
地域の多様な場面で看護の連携が求められています。看護職が医療・介護・福祉に
関わる多職種と連携を深め、役割が発揮できるよう、支部と連携を図り活動をして
いきたいと思います。

2 菊池・阿蘇地区理事 多田隈和子 看 菊池郡市医師会立病院 新
慢性的な看護師不足に対する人材確保や、働き続けられる環境づくり、教育の充実
に向けて、地区の会員の皆様とともに県看護協会のご支援を受けながら取り組んで
参ります。

3 熊本南地区理事 宮下　恵里 看 済生会熊本病院 再

地区理事3年目となります。高齢化社会に向けて地域包括ケアシステムの構築が
進み、変化する医療提供体制に応じた看護師の役割発揮が益々期待されます。専門
性を高めた地域全体の強固な連携、在宅ケアの推進、看護師教育の充実等が求めら
れます。地域の特徴を活かした支部活動に向け、支部長との連携強化、県協会との
連携を深め看護職の発展に貢献したいと考えています。

4 上益城・宇城地区理事 石田由紀子 看 済生会みすみ病院 再
2025年問題を控え、地域包括ケアシステムの推進が求められている中、上益城・
宇城地区理事として微力ではありますが、地域の看護の質向上のために努力したい
と思います。

5 天草地区理事 岸谷　千幸 看 牛深市民病院 新
微力ではありますが、精一杯頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願い致しま
す。いろいろなことを学びながらになりますが、任務が果たせるよう努めていきた
いと思います。

6 准看護師理事 大平　裕士 准 青磁野リハビリテーション
病院 新

准看護師理事としての役割を理解し、安全で質の高い看護ケアを提供するために、
准看護師を取り巻く教育や職場環境などの課題改善に向け、会員の方々の声を十分
に反映し活動していきたいと思います。

7 監事 堀田　美波 保 所属なし 新
熊本県職員として県の看護行政において看護協会と共に行った様々な取り組みや、
看護協会での役員、委員の経験を生かし、監事として看護協会の発展に貢献できる
よう努力します。

推薦委員候補者名
氏　　名 職能 施　設　名

1 松本　治子 保 あさぎり町役場 新
2 鍬野美希子 保 熊本県御船保健所 新
3 上村　絵美 助 熊本赤十字病院 新
4 松山　晃子 助 熊本労災病院 新
5 緒方いずみ 看 栖本病院 新
6 木田富美子 看 武蔵ケ丘病院 新
7 福屋　サチ 看 人吉医療センター 新
8 藤田　明子 看 熊本第一病院 新

2020度　日本看護協会代議員・予備代議員　候補者名
代議員

氏　　名 職能 施　設　名
1 熊本県看護協会 島村　富子 保 熊本市役所
2 熊本県看護協会 本　　尚美 看 熊本県看護協会
3 熊本県看護協会 市原　　幸 保 熊本県看護協会
4 熊本県看護協会 吉村　圭子 助 熊本市立熊本市民病院
5 熊本県看護協会 開田ひとみ 看 萬生会法人本部
6 熊本県看護協会 大平　裕士 准 青磁野リハビリテーション病院
7 有 明 ・ 鹿 本 徳永　淑江 看 鹿本医師会看護学校
8 菊 池 ・ 阿 蘇 松岡　　歩 看 菊陽台病院
9 熊 本 東 坂本しず江 看 くまもと成仁病院
10

熊 本 西
木田富美子 看 武蔵ケ丘病院

11 出口　恵美 看 熊本医療センター
12

熊 本 南
渡辺　明美 看 桜十字病院

13 川崎　幸代 看 東病院
14 上 益 城・宇 城 大田理美子 看 熊本南病院
15 八代、水俣・芦北、人吉・球磨 溝口　美香 看 人吉医療センター
16 天 草 林田　恵子 看 天草セントラル病院

予備代議員
氏　　名 職能 施　設　名

1 熊本県看護協会 井手　州子 看 熊本県看護協会
2 熊本県看護協会 野中　理佳 看 山鹿市民医療センター
3 熊本県看護協会 井本　成美 保 熊本市西区役所
4 熊本県看護協会 村井　理香 助 くまもと江津湖療育医療センター
5 熊本県看護協会 大道　友美 看 熊本中央病院
6 熊本県看護協会 竹永　美加 准 桜十字病院
7 有 明 ・ 鹿 本 松山　照代 看 鹿本医師会福祉看護センター
8 菊 池 ・ 阿 蘇 赤星　　司 看 菊陽台病院
9 熊 本 東 上田　純子 看 くまもと成仁病院
10

熊 本 西
永野　理恵 看 武蔵ケ丘病院

11 上田緋沙美 看 熊本医療センター
12

熊 本 南
田上　儀子 看 杉村病院

13 田上　淳子 看 くまもと乳腺・胃腸科外科病院
14 上 益 城・宇 城 岩崎真由美 看 谷田病院
15 八代、水俣・芦北、人吉・球磨 白川　幹子 看 人吉医療センター
16 天 草 山中小百合 看 上天草総合病院
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委員長（担当理事）　市原　幸
副委員長
委　　員

平成30年度  活動報告

健師職能委員会保
中村　京子
宮崎さおり　　山本　由紀　　竹内　弘子
後藤由美子　　井本　成美　　松下　琢磨　　徳永　香織

活動目標（方針）
　各職域団体からなる熊本県看護協会保健師ネット
ワーク会議等を通した連携の強化と、保健師の専門
性を発揮するための課題解決に向けた取組みを行
い、保健師の活動基盤の強化と資質向上を図る。

今後の
課題

　看護協会の重点施策でもある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のためには、各職能の連携強化とともに、地域の健康課題の解決や地域
包括ケアシステム構築において保健師として対応できる能力向上の取組みが必要である。自治体やネットワーク会議と協働した人材育成や人材確保に取り組みた
いと考えている。そして、次年度は、中堅期保健師コンサルテーションプログラムの評価を行い継続実施の検討を行うとともに、統括保健師の配置促進のための取
組みを進めていきたいと考えている。また、引き続き、会員数確保のために、看護協会や職能委員会活動に関心と理解を深めてもらえるよう周知方法を検討してい
く必要がある。

実施 報告（結果）
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連携強化
◆保健師ネットワーク会議
    10 月 20 日（土）　10:00 ～ 13:00
〇内容
　（1）各職域団体の重点活動の報告
　（2）協議事項及び情報交換
　　　①保健師の人材育成・人材確保の現状と課題について
　　　②「看護協会の会員拡大について」　

〇参加者
　９つの保健師職域団体及び市町村地域包括支援センター代表
〇会議の概要（課題共有）
　・新任期及び中堅期保健師の人材育成と育休中の代替保健師の確保
　・人材育成を担う管理期保健師や管理期を対象とした研修機会の不足
　・職能としての質向上のための研修機会の検討
　・実習指導者の育成や現任教育と基礎教育の連携強化
　・保健師教育に携わる教員の人員不足
　・行政以外に所属する保健師を対象とした研修企画の検討

２）課題解決のための研修会等の開催
◆統括保健師配置促進のための管理期保健師研修会
 　10 月 20 日（土）　14:00 ～ 16:30 
○内容
　（1）講義
　　「今、管理期保健師に求められていること～管理期保健師がおかれている現状や課題、
　　役割について～」
　　　　　　　　講師：熊本県立大学 教授　荒木紀代子氏
　（2）グループワーク、発表とまとめ

○参加者：12 名（うち会員 11 名）
○グループワークの概要
　・管理期保健師としての質の向上、保健師間の考え方の共有化
　・統括保健師の役割が見えず、また、機能していない。
　・業務分担が優先し地域が見えていない。業務担当チームと地区担当者の情報共有、
　　多職種との情報共有が難しい。
　・中堅期がいない。若い保健師に気づいてもらうコーチングが難しい。等の課題を共

有した。
○統括保健師の配置については、県からの通知があると配置促進につながる、首長の理
解を得る必要もあるかと思うといった声が聞かれた。

◆保健師職能・助産師職能交流集会の開催
　　平成 31 年 1 月 19 日（土）　13:00 ～ 16:00
〇内容
　（1）話題提供「切れ目ない母子支援を実践するための課題」
　　　　　　　　　　話題提供者：田尻由貴子氏
　（2）シンポジウム
　　　テーマ：「切れ目のない母子支援を目指して～各機関が抱えている課題を共有し、
　　　　　　　連携について考える」
　　　シンポジストからの報告
　　　　　常見和代氏（熊本赤十字病院） ，木原　薫氏（熊本市子ども政策課），
　　　　　加治美由紀氏（みゆき助産院），宮本 栄子氏（阿蘇市役所ほけん課）

〇参加者：69 名（保健師 29 名、助産師 27 名、看護師 13 名）
〇保健師職能参加者の意見
　・「医療機関や行政など関係機関のそれぞれの取組みや役割、具体的な対策を知る機会

となった。」「地域によってで　きること（社会資源）に差はあるが、できることを
増やしていきたい。」等の感想が聞かれた。

　・アンケートでも、「母子に寄り添えるような視点をもって、体制整備ができるように
市町村の母子保健を支援していきたい」「繋がり、連携の大切さを再認識できた。母
子だけに限らず、様々な世代でつながりが必要で、地域のつながりを深めるような
活動をしていきたいと思う」等、参加者が切れ目のない支援とは何かについて再認
識した研修となったのではないかと思われる。

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
ム研修の開催
◆第 1 回中堅期保健師コンサルテーションプログラム
　　7 月 28 日（土）　10:00 ～ 16:30
〇内容
　（1）講話：「中堅期保健師コンサルテーションプログラム研修について
　　　　　　～中堅期保健師に求められるもの～」
　　　講師：公益社団法人日本看護協会健康政策部長　村中峯子氏
　（2）報告：「平成 29 年度研修受講者の実践報告」
　　　報告者：熊本市北区役所福祉課　大川真紀氏
　（3）グループワーク
　　　各受講者の取組課題、テーマの確認と共有
なお、（1）（2）は公開講座

〇プログラム受講者：9 名（うち会員 4 名）、コンサルタント：4 名　
〇公開講座参加者　　第 1 回：27 名（会員 20 名、非会員 7 名）
○グループワークでは、「テーマの絞り込みができていない」「データの分析ができてい
るか」「取組み課題は明確か」といったこれからの実践の課題をメンバーで共有した。コ
ンサルタントからは、所属する組織の活動状況を踏まえ、テーマを絞り込むよう助言。
○受講者のアンケートには、「グループメンバーとの意見交換で学びを深めることができ
た」「物事をしっかり考えることの大切さを学べた」等の感想が記載されていた。
○公開講座のアンケートには、回答者の全員が今回の内容は今後の活動や自分自身の学
びとして役立つと答え、「改めて保健師の仕事、地区活動について考えることができた」

「後輩を指導する際のポイント、キーワードをいただいた」等が記載され、自分自身の活
動を振り返る機会となったようである。　

◆第 2 回中堅期保健師コンサルテーションプログラム
　　９月 21 日（金）　13:30 ～ 16:30
〇内容
　①グループワーク

　各自が掲げたテーマに対する「地域診断、法的根拠の整理、これまでの取組と関連
事業の総括」に関する実践報告と受講者間の情報共有・意見交換　（コンサルタント：
4 名）

　②講演（DVD 視聴）
　　 「聞き取り訪問と事例検討」
　　 講師：日本看護協会健康政策部長　村中峯子氏

○グループワークでは、「住民主語のテーマの見直しの必要性」「関係法令の理解やデー
タの読み取りが不十分」「地域の課題の明確化が必要」等の課題をメンバーで共有した。
また自職場内での意見交換は難しいという意見であったが、各自努力して取り組んでい
た。アンケートにも、同様の事柄が反省として記載されていた。

◆第 3 回中堅期保健師コンサルテーションプログラム
　　12 月 21 日（金）　13:30 ～ 17:00
〇内容
　①グループワーク
　　・実践経過報告及び取組み経過の中での困難点　　・疑問点の振り返り
　　・今後の活動計画　　・評価指標について意見交換（コンサルタント：4 名）　
　②講演（DVD 視聴）
　　 「政策提言とは」
　　 講師：日本看護協会健康政策部長　村中峯子氏

〇グループワークでは、「住民主体のテーマになっていなかったため、住民がどういう生
活を送りたいと思っているのか聞き取り訪問で十分把握できなかった」「聞き取り訪問を
することで実施者が事業の課題と考えていたことと住民の思いとにずれがあることがわ
かった」等をメンバーで確認した。コンサルタントからも、受講者が住民の方に聞き取
りをする重要性に気付かれたのではないかというご意見であった。
○アンケートには、関係者・機関への聞き取り訪問や結果の課題共有や分析を職場ぐる
みで取り組むことができたと回答（約 5 割）し、「地域の課題から施策を立案する、組織（職
場）を巻き込む能力が必要」といった意見が記載されていた。

◆第 4 回中堅期保健師コンサルテーションプログラム
　　平成 31 年 2 月 23 日（土）　10:00 ～ 16:30
〇内容：②③は公開講座
　（1）グループワークⅠ
　　各受講者の実践経過・成果の提示と共有、意見交換
　（2）受講者から「政策提言」、
　　公開講座参加者との意見交換、上司からのコメント
　（3）講義
　　「中堅期保健師の力量形成について」　　  
　（4）グループワークⅡ
　　「研修での学びや今後目指したいこと」について、2 グループに分かれて意見交換
　　（コンサルタント：3 名）　

〇公開講座参加者　　第 2 回：38 名（うち会員 27 名）
〇グループワークⅠでは、「事業中心ではなく住民の声を聴くことの重要性や周囲を巻き
込むこと」「中堅期保健師の役割としてスタッフの意見をまとめたり、上司に伝えていく
こと」「自分の活動を上司に伝え理解してもらうこと」の重要性等について共有した。
○グループワークⅡでは、「いろんな部署と共通認識をもつ」「若い保健師と一緒に動き、
見せる、伝える」「縦割りでないことを伝えていく」等といった学びを共有した。
○公開講座のアンケートには、６割以上の人が本研修会を受講したい（受講させたい）
と回答していたが、対象者は産休・育休の人が多く、参加するためには職場内の調整が
必要と記載されていた。

◆中堅期保健師コンサルテーションプログラム修了者交流会
　　平成 30 年 12 月 15 日（土）　13:00 ～ 15:00
○内容
　（1）平成 27・29 年度の中堅期保健師コンサルテーションプログラム研修の振り返
り
　（2）意見交換
　　　・研修終了後の活動状況
　　　・研修で考えた政策提言の実施状況
　　　・中堅期保健師としての意識や行動の変化、課題
＊欠席者には、意見交換の内容を調査項目にし、アンケートを実施（2 月）

○修了者 18 名のうち参加者は 4 名、コンサルタント 2 名、アンケート回答者は 6 名
○結果の概要
　・研修の学びの振り返りや、中堅期保健師としての役割、今後の活動のあり方等を再

確認できたようで、交流会には今後も参加したいという意見。
　・アンケートでは、研修については満足しているが交流会への参加はどちらとも言え

ないという回答は多かった。
　・中堅期は公私ともに忙しい世代で、日頃同僚と勉強する時間を確保することが難し

いという意見もあり、中堅期保健師を対象とした研修機会の確保や内容の検討が必
要と思われる。

４）会員拡大への取り組み
〇研修会等の機会に看護協会への会員拡大に取り組む。

〇会員数は、入会率 50. １％（H31.3.10 現在）で、毎年度徐々に減少傾向が続いている。
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委員長（担当理事）　吉村　圭子
副委員長
委　　員

片平　起句
田中　聖子　　村井　理香　　中村　美穂　　吉田　佳代
花牟禮理恵　　牛島　輝美　　嶽本さおり

平成30年度  活動報告助 産師職能委員会

次年度も今年度の活動方針を継続していくなかで、次年度の新しい取り組みとしては､以下の６項目について取り組む
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として、切れ目のない妊娠出産子育てを支援するための連携を強化する
  ・周産期看護管理者交流会の継続
２熊本県の助産師の資質向上を図るために研修会を実施し、助産師関連情報を会員の一人一人に提供する
  ・クリニック等で就業している助産師の情報を集約し、研修やアドバンス助産師の情報提供を行う
  ・2020年アドバンス助産師の更新に向けての情報提供
  ・院内助産、助産師外来に関する情報提供
３災害時の母子に対する助産師の役割の構築をする
  ･周産期交流集会のテーマは災害時のシミュレーションを企画
４次世代育成支援事業の推進を図るために、性教育・母子保健活動の推進を行う
  ･昨年実施したLGBTの調査結果を、熊本県看護研究学会で会員に報告

活動目標（方針）
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として、切れ

目のない妊娠出産子育てを支援するための連携を強化する
２．熊本県の助産師の資質向上を図るために研修会を実施し、助産師関

連情報を会員の一人一人に提供する
３．災害時の母子に対する助産師の役割の構築をする
４．次世代育成支援事業の推進を図るために、性教育・母子保健活動の

推進を行う

今後
の

課題
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委員長（担当理事）　大道　友美
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平成30年度  活動報告看 護師職能委員会Ⅰ

今後の
課題

全国看護師職能委員会Ⅰ病院領域では、2019年度の活動方針として、
①多職種連携における病棟の看護師のさらなる専門性の発揮に向けた情報収集・課題発見・意見集約
②地域包括ケアシステム推進のための看護管理者の連携に関する情報収集・課題発見に取り組むことが示されている。
熊本県看護協会看護師職能委員会Ⅰとしても、日本看護協会と連携し、看護管理者の支援およ他職種との連携の中での看護職の役割発揮について取り
組みたい。

活動目標（方針）
１．看護師長が役割を発揮するための支援・教育への

取り組み
２．看護の質の向上のための取り組み：病院看護師の

在宅支援の推進
３．准看護師から看護師への移行支援

実施 報告（結果）
1-1）切れ目のない妊娠出産子育てを支援するための連携強化
◆保健師助産師合同交流集会　　１月１９日（土）

「切れ目のない母子支援を目指して　～各機関が抱えている課題を共有し、連携について
考える～」
※詳細は保健師職能委員会報告を参照

参加者 69 名（会員 49 名、非会員 20 名）
保健師 29 名　助産師 27 名　看護師准看護師 13 名
アンケートからは、「具体的報告例をもっと詳しく聞きたか言った」、「毎年このような研
修会を開催してほしい」という意見が多数あった。切れのないケアの提供について各職
種同士が考える機会となった

1-2）NICU を含めた周産期看護職の連携強化
◆周産期医療センター看護管理者交流会　　３月 16 日（土）

「働き方改革法が看護職に及ぼす影響とは～何がどう変わるの？～」　　
講師　古城清一郎氏（熊本県医療勤務環境改善支援センター医療労務管理アドバイザー）
講義の後、質疑応答及び交流会

参加者 16 名 + 助産師職能委員 8 名
質疑応答では現場ならではの具体的な質問が多数寄せられた
参加者からは、産科と NICU が一同に集まる機会を次年度も継続してほしいと要望があ
り、交流会の目的は達成できた

1-3）産科施設との連携強化
◆産科のある病棟師長へのネットワークの活用
　メールアドレスがすでにある病棟師長に 4 回発信
　アドレスのない病棟へのアカウントを作成し配信

ネットワークは平時は研修案内等に、災害時には情報提供等に活用できる目的で開始し
た。
次年度も継続し情報提供を行う予定。次年度末に評価を行う予定 "

1-4）助産師同士の連携強化
◆助産師会共催研修会　　　２月 10 日（日）　

「精神疾患を抱える妊産褥婦への対応～助産師としてどう取り組むか～」
講師　 
　大場　隆氏 ( 熊本大学大学院生命科学研究部産婦人科学分野）
　宇佐美しおり氏 （熊本大学大学院生命科学研究部精神看護学分野）

受講者 52 名（協会会員 33 名、助産師会会員 13 名、非会員 6 名）+ 職能委員 7 名、
助産師会役員 3 名
福祉施設からの参加もあった
アンケートからは、精神疾患合併の妊婦の薬との関係や、理論を用いて対象者をアセス
メントすることを学べたという意見が多くあった。

2-1）助産師の資質向上のための研修会を開催する
◆研修会　　７月 22 日（日）

「産科の危機的出血への対応　～素早い判断 ･ 行動が出来るために～」　　　
講師　本田　智子氏 ( 熊本労災病院　産婦人科部長）

受講者 33 名（会員 30 名、非会員 6 名）
クロックミップレベルⅢステップアップ研修
危機摘出血時の対応シミュレーションを行うので、毎回満足度が高い研修である

◆アドバンス助産師交流会　　１０月 27 日（土）
「熊本のアドバンス助産師たち、持てる力を発揮するために集結しよう！」　
講師　井本　寛子氏（日本看護協会理事）

参加者 15 名（会員 13 名、非会員２名）
アドバンス助産師が活き活きと自分たちの役割意義を見つけるために企画した
アンケートからは、井本理事の話から、アドバンス助産師として今後の役割見つけるが
出来たとあり目的は達成できた。

◆ 新生児蘇生法講習会 A コース　 12 月２日（日）　　
講師
　田中　聖子氏 （国保水俣市立総合医療センター　助産師専門コースインストラクター
認定者）
　田中　裕子氏 （熊本市民病院　新生児集中ケア認定看護師専門コースインストラクター
認定者）

受講者会員 16 名（受講者全員が合格）
毎回人気がある
次回は、会員からの要望があるアドバンス助産師更新に必要な新生児蘇生法 S コース（更
新者のためのコース）を実施予定

2-2）受講しやすい環境の提供として、研修会の支部開催、研修会の 2 回開催を実施す
る
◆研修会「胎児心拍モニタの判読とその対応」
　講師 瀬戸　雄飛氏 ( 人吉医療センター産婦人科部長）
1 回目　６月 17 日（日）　 熊本看護研修センター
2 回目　８月 25 日（土）　 八代会場
◆母乳育児支援研修会「母乳育児が困難な症例から学ぶ対処方法」
　講師　本田菜穂子氏 ( 熊本市民病院　ILBLC)
1 回目　６月 17 日（日）　 八代会場
2 回目　12 月 22 日（土）　天草会場

クロックミップレベルⅢ必須研修
毎回人気で受講者も多い研修である。
1 回目受講者 36 名 ( 会員 30 名非会員 6 名）
2 回目受講者 42 名 ( 会員 22 名非会員 20 名）
協力員 1 名
会場となる病院職員で元職能委員が協力委員として活動することで、研修会を効果的に
進めることができた
1 回目受講者 26 名 ( 会員 18 名非会員 8 名）協力員 1 名　医師の参加もあった
2 回目 17 名 ( 会員 13 名非会員 4 名）
天草での受講者が多かったが、熊本市内から参加した受講者も多かった

3-1）九州沖縄地区合同研修会の開催　　　10 月 14 日（日）
◆第 2 回九州・沖縄地区助産師職能合同研修会 in 熊本
　「災害にそなえるために明日から出来ることを考えよう」　
・午前中シンポジウム
　　「災害の経験を今後の災害対策に活かそう」
　シンポジスト
　「これからの熊本市における母子保健活動」　木原　薫氏　（熊本市子ども政策課）　
　「熊本地震を経験して～ LDR の災害対策～」　福江恭子氏　（福田病院南病棟看護師長）
　「NICU における災害対策」　福留　美由紀氏　（ 鹿児島市立病院 NICU 副看護師長）
　「当院の災害への取り組み」　早田　真由美氏　（ JCHO 九州病院南４病棟副看護師長）
・午後テーマセッション
　「災害に備えて皆で考えよう！」講義 + 演習
 　講師　 宮川佑三子氏　( 大阪母子医療センター副看護部長）

受講者 85 名 ( 会員 77 名非会員 5 名学生 3 名）助産師職能委員長 8 名，日看協助産
師職能委員 2 名，災害支援ナース 3 名 ( ファシリテーター）

各施設の災害対策についての発表後、午後からは CSCATTT の考え方を基に机上シミュ
レーションを実施した

アンケート結果から、合同研修会の評価は高かった
特に机上シミュレーションは好評であった
合同研修、幅広い情報交換が出来る場となっていた
九州で力を合わせて開催するので、各地から多才な講師を集めることもできた

4-1) テキストの内容を新しいデータに修正する 協力員による出前授業の出動数も増えてきた
当会のテキストも活用されてきた
出前授業出動　　小学校 1 校　　中学校 14 校　　高等学校 1 校　　　　　　　　　　 
協力委委員による出動　　　　　　中学校 10 校　高等学校 3 校

4-2）熊本県性教育研究会への参画
定例会への参画
九州性教育ブロック大会への参画

4 月 28 日、5 月 26 日、12 月 15 日
今年度は研究会自体が定期的に開催がされなかった
2 月 8 日　3 名

4-3) 熊本県内医療施設の看護管理者への性的マイノリティ（LGBT）の職員への取り組
みに関する実態調査の実施
アンケート期間
9 月 1 日～ 10 月 31 日

配布 495 施設管理者
回収 159 部（回収率 32.1％）
調査結果から、LGBT の職員への対応について、看護管理者として考えて頂く機会となっ
たことがわかり、調査の目的の一つは達した

4-4) 性教育研修会開催
◆研修会「これからの性教育～性教育を行う人が知っておいてほしいポイント～」
10 月 27 日（土）
　講師　秋月　百合氏（熊本大学大学院教育学部研修科准教授）

受講者 14 名 ( 会員 11 名非会員 3 名）
教育を行う上での基本となる教育基本法についてなど、性教育を行うものの基本となる
講義であった
養護教諭との意見交換の良い機会となった
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平成30年度  活動報告看 護師職能委員会Ⅰ

今後の
課題

全国看護師職能委員会Ⅰ病院領域では、2019年度の活動方針として、
①多職種連携における病棟の看護師のさらなる専門性の発揮に向けた情報収集・課題発見・意見集約
②地域包括ケアシステム推進のための看護管理者の連携に関する情報収集・課題発見に取り組むことが示されている。
熊本県看護協会看護師職能委員会Ⅰとしても、日本看護協会と連携し、看護管理者の支援およ他職種との連携の中での看護職の役割発揮について取り
組みたい。

活動目標（方針）
１．看護師長が役割を発揮するための支援・教育への

取り組み
２．看護の質の向上のための取り組み：病院看護師の

在宅支援の推進
３．准看護師から看護師への移行支援

実施 報告（結果）
１．看護師長への支援・教育の取り組み
     11 月 27 日（火）13：00 ～ 16：30
◆「看護管理者に必要な概念化スキルを学ぶ」研修会
・講義、演習　13：30 ～ 16：30
　講師：河野　秀一氏（サフィール代表）

・参加者：124 名　アンケート回収：118 名（回収率　95％）
・勤務先：病院 95％、クリニック 3％、訪問看護ステーション等 2％
・職位：看護師長 59％　主任係長 41％
・師長、主任係長経験年数：1 年未満 8％　1 年～ 3 年未満 12％
　3 年～ 5 年未満 8％　5 年～ 10 年未満 17％　10 年～ 20 年未満 18％
　20 年目以上 37％
・今後に役立つ：非大変思う 45％　思う 53％　思わない 2％
・自由記載：日頃の業務の中で見えないものをかんがえながら観察　してい
くことが必要だと思った。自分自身の思考について考えることができた。演
習が具体的で理解しやすかった。など
＊看護管理者に求められる概念化能力とは？物事の状況を多角的に把握し、
全体を構造的にとらえることや、管理する部署における自己の存在の大きさ
に気づき影響力について自覚することの大切さなど、日々悩みながら責務を
全うしている看護管理者の方々が前向きになれる内面を刺激される研修で
あった

２．看護の質の向上のための取り組み
　　～病院看護師の在宅支援の推進～
　１月２6 日（土）　13：30 ～ 16：00　
◆「看護師が知っておくべきサルコペニアの知識と対策」研修会
１）講義
　講師：吉村　芳弘氏（熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション

科副部長・栄養管理部長）
２）活動発表
　発表者：小堀加菜恵氏（熊本リハビリテーション病院　脳卒中リハビリ

テーション看護認定看護師）

・参加者 46 名　アンケート回収 46 名（回収率　100％）
・勤務先：病院 85％　訪問看護ステーション 9％　行政 2％
　　　　  介護保険施設 2％
・職位：看護師長以上 17％　主任係長 13％　スタッフ 70％
・研修テーマへの興味：興味がもてた 100％
・研修は理解できたか：大変理解できた・理解できた 98％
・今後に役立つ：大変思う 57％　思う 43％
・自由記載：栄養と運動の重要性をエビデンスをふまえ話していただき再認
識できた。高齢者で活動性が低く食事も十分に摂取できない人も多いので、
予防的な関わりが具体的にできると思った。
＊「サルコペニア」自体が新しい言葉で知らなかった方もいるのではないか
との意見もある中、急性期の ICU でも在宅医療でも継続して介入すべきこと
である等の意見も多数みられ、地域包括ケアシステムにおいてシームレスに
継続されるべきキーワードの一つであったようだ。各々の施設で具体的な活
動に繋げていただきたい研修となった

３．准看護師から看護師への移行支援
　　　　～准看護師交流会～　
　　10 月 20 日（土）13：00 ～ 16：00
◆「摂食嚥下リハビリテーションと口腔ケア」研修会
　　　　　　　～口から食べるためのケア～
　　講師：田平　佳苗氏（国立病院機構熊本医療センター　摂食嚥下障害看

護認定看護師）　
・体験者発表：中川　優子氏（医療法人高森会　介護老人保健施設　阿蘇グ

リーンヒル）　　
・情報提供　放送大学熊本学習センター
　　　　　　福岡県麻生看護大学校
・看護協会入会案内および奨学金制度案内

・参加者：23 名　アンケート回収 23 名（回収率 100％）
・年齢：20 代から 50 代まで幅広く参加していただいた
・勤務先：病院 65％　クリニック 13％　施設 22％
・参加回数：1 回目 87％　2 回目 13％
・研修や発表は今後に活かせるか：非常にそう思う 70％
　　　　　　　　　　　　　　　  あまりそう思わない 30％
・体験談について：役に立つ 74％　まあ役に立 26％
・進学について：希望する 35％　迷っている 52％　希望しない 13％
・迷う理由：経済的なこと 52％　育児や介護 26％　職場環境 11％
　　　　　  年齢 11％
・自由記載：参加して良かった。進路の目標が立った
　　　　　  夜間 3 年間の学校の話も聞きたかった
＊研修や情報提供の後今回初めて、相談ブースを設けた。体験者ブース、放
送大学熊本学習センター、麻生看護大学校の各々のブースを設け自由に相談
あるいは情報を求めて話せるようにしたところ、いずれのブースにも 5 ～ 6
人ずつ利用する姿が見られた。この取り組みをきっかけとして看護師を目指
す准看護師の方が増えることを期待している

４．看護師職能Ⅰ・Ⅱ合同交流集会
　　9 月 29 日 ( 土）14：00 ～ 16：00
　　会場：熊本県看護協会看護研修センター
◆交流集会「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」
・リレートークおよび意見交換
　＜病院の立場から＞
　　宮津　聡子氏（熊本中央病院病棟主任看護師）
　　江口　尚子氏（熊本中央病院地域医療連携室）
　＜在宅の立場から＞
　　神　美智子氏（宇城総合訪問看護センター管理者）　
　　山口　香織氏（宇城総合訪問看護センター訪問看護師）
　＜コーディネーター＞
　　開田ひとみ氏（看護師職能委員会Ⅱ理事）

・参加者：60 名　アンケート回収 60 名（回収率 100％）
・職種別：看護師 80％　准看護師 10％　保健師 2％　未記入 2％
・年代別：50 代 30％　40 代 25％　30 代 22％　20 代 20％　60 代 3％
・勤務先：病院 83％　クリニック 7％　在宅ケア事業所 3％  行政 2％　　
未記入 5％
・交流集会のテーマに興味がもてたか：持てた 73％  やや持てた 25％　　
未記入 2％
・趣旨は理解できたか：できた 76％　ややできた 20％  あまりできなかっ
た 2％　　できなかった 2％
・看護師職能ⅠとⅡがあることを知っているか：知っている 40％　知らな
い 60％
・自由記載：急性期病院から在宅看護までの流れがわかりやすかった。急性
期でも家族ケアは必要であるが、在宅においては家族へも直接かかわるので
内容も違い更に重要だと感じた。ご家族の思いも聞くことができて基調な時
間であった。地域包括ケアシステム　における看護職の役割は大きいことを
再認識した。など
＊看護師職能Ⅰ・Ⅱに分かれてからも「つなぐ看護」を学ぶ場として、ⅠⅡ
合同での職能交流集会を開催し続けている。
　今回、「事例を通して考え、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様々な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」ことを目的に交流集会を開催した。
紹介させていただいた事例のご家族や在宅診療を担っていただいたクリニッ
クのスタッフの参加のもと、ご家族の生の思いも発信していただき、地域包
括ケアシステムにおける各々の役割を再認識する機会にもなり、今後に活か
していっていただきたい
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平成30年度  活動報告看

今後
の

課題

今年度は委員其々が看護師職能Ⅱの分野における多職種との協働や働き方改革や働く環境の改善に向けた課
題を抽出できるように問題意識を持ち、意見交換、研修ニーズの探索に取り組んできた。次年度は介護施設に勤
務する看護職員の看護実践能力の向上に向け、課題の抽出やその改善に向けた取り組みを行っていきたい。

護師職能委員会Ⅱ
委員長（担当理事）　開田ひとみ
副委員長
委　　員

安藤　明子
金森　直美　　木下　弘子　　神　美智子
村上ゆかり　　片山　弘美　　牧野ひとみ
國田　琴美  

活動目標（方針）
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

実施 報告（結果）
1- ①看護師職能Ⅱの分野における看護管理者との交流会開
催
　　11 月 17 日
講師：石本　淳也氏（介護福祉協会会長）
テーマ：介護職から見た看護職への役割と期待
内容：講演、グループワーク

参加者 55 名。参加者の内訳は、看護職２７名・介護職１３
名・ケアマネ１１名・その他３名であった。

「介護職から見た看護職の役割と期待」というテーマで講演
をいただいた。講師が看護師職能Ⅱの分野に勤務するに看護
職に求める役割と期待とは、「介護職を知ってほしい」とい
うシンプル、かつ重要なメッセージであった。多職種協働の
原点は、働く相手をよく知り合うことだであると共通認識す
ることができた。アンケート結果は別紙をご参照ください。
グループワークでは、看護職師能Ⅱの分野では看護介護の領
域を明確に区分することは困難であり、介護が主となる分野
である。看護師職能Ⅱの分野の看護は、いわゆる療養上の世
話が殆どあり、介護職と共にケアすることで其々の役割や機
能を分かり合えるようになるという趣旨の意見が多く聞かれ
た。

１- ②看護師職能Ⅱの分野における多職種との協働や働く環
境の改善に向けた課題の抽出と共有、提言

定例会 ( 第３月曜日 / 月　１５時～１７時 ) における情報の
共有と課題抽出

上記で述べたように看護職師能Ⅱの分野では看護と介護の領
域を明確に区分することは困難であり、介護が主となる分野
である。そのため、以下のような課題を共有した。
①看護師職能Ⅱの分野に勤務する看護師は介護職と同様に療

養上の世話を通して看護を提供している。しかしながら、
そのことに興味や関心、やりがいを感じることなく離職す
る看護職も多い。離職率の実態調査や離職理由を明確化し
離職率を低下させる策を講じる必要がある。

②日々の療養上の世話を通して介護職と協働する機会が多
く、介護職から助言を求められたりする場合も多い。しか
し、看護職の人員配置基準による数の少なさや医療機関で
の勤務経験で獲得してきたスキルを介護に転換させること
の困難さを感じている。

③主体的に判断しなければならない機会が多いが自信を持て
ない。看護実践能力に疑問を感じている看護職が多い。

④認知症や老衰による看取りの件数が増えている。そのため、
意思が表明されない方々への意思決定支援 (ACP) や看取
り支援等についての学習ニーズが高くなっている。さらに、
看取りケアの機会が増す事によって、看護職の夜間コール
の対応や介護職への教育の必要性が高くなっている。

⑤熊本市内を中心に訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの新設が増えている。利
用者からのハラスメントや倫理的な問題への対応等につい
ての研修会が必要である。

以上の課題に対して、効果的な研修会や交流会開催に関して
論議していく必要がある。

２、研修会の実施
介護施設におけるエンゼルケアの目的とその方法

10 月 13 日に実施する計画を立てていたが、諸事情で中止
することとなった

３、会員獲得
会員委員会に依頼して、各研修会後に勧誘を行ってもらう
アンケート調査にて現状と課題を明確にし周知する

交流会、研修会のたびごとに協会への加入を進めているが著
名な効果はない。支部研修会に看護師職能Ⅱの分野に勤務し
ている看護職の参加を誘う等、地道な活動が必要であると考
える。
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公益社団法人熊本県看護協会

イメージキャラクターが決定しました！
公益社団法人熊本県看護協会

イメージキャラクターが決定しました！

　平成30年10月1日～11月30日に

ホームページリニューアルに合わせてイ

メージキャラクターの募集を行いまし

た。ご応募いただいた13件の中から、

理事会による審査を経て、「マモル君」が

イメージキャラクターに決定しました。

去る３月22日（金）に、採用された中

山紗耶香様（人吉市医師会付属人吉准看

護学院）へ採用賞金３万円と「マモル君

キーホルダー」を贈呈しました。贈呈式

の様子とマモル君をご紹介します！

マモル君
皆さんと一緒に

熊本をまもる君！よろしくネ！

熊本県看護協会ホームページからダウンロードいただけます。動くマモル君もご覧になれます。

贈呈式では会長から
賞金が手渡されました
（右側が中山紗耶香様）

中山様の応募原画
（瞳は熊本県の形、
首輪には心電図の
波形がデザインさ
れています）
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平成30年度  熊本県看護協会・熊本県看護連盟合同研修会

日時　平成31年1月27日（日）　13:30～15:20
場所　熊本県看護研修センター　3階　大研修室

看護協会 嶋田会長

　1月27日に、熊本県看護研修センターにおいて、
平成30年度の熊本県看護協会・熊本県看護連盟合
同研修会を行ないました。今回は、講師に参議院議
員石田昌宏氏と馬場成志氏をお迎えし開催しました。
　最初に、熊本県看護協会　嶋田会長・看護連盟　
重松会長からは、講師である両議員の活動への感謝
の言葉とともに、超高齢化社会を迎える中でより複
雑化している看護の課題を解決し、専門性を発揮す
るには、看護の代表が国の政策決定の場にいる事が
重要であること。看護の未来を明るくするためにも
組織力を高め、協力体制の強化が重要である事など
が述べられました。

　講演Ⅰでは「時局講演」として、馬場成志議員に議
員としてのこれまでの活動を始めとして、現在担当
している厚生労働における役割やその活動内容の説
明がありました。中でも、現在進行中の参議院本会
議における議案に対する取り組み、与党と野党との
関係性などのお話をいただきました。
　最後に、熊本地震から2年9ヶ月を経ていつまで
も復興支援を受けるばかりでなく、2019年に熊本
で開催される様々な行事をチャンスと捉え、みんな
で協力し取り組んでいきましょうと述べられました。

　講演Ⅱでは、石田昌宏議員から「国政報告～より
よい看護ができる環境づくり」として報告いただき
ました。
　石田議員は現在、厚生労働委員長を務められてお
り、今国会の会期中に関わった3つの法案について、
報告されました。そのうちの一つが、循環器病対策
基本法で、循環器疾患対策が遅れており、今回は法
制化に向けて強い思いで取り組まれたその経過を説
明されました。取り組まれた理由として、石田議員
が看護師として勤務していた時に関わった疾患であ
ること。今まで、循環器疾患は、救急、疾患治療モ

デルなどそれぞれの領域で個別での対応であり、トー
タルモデルの視点が弱かったこと。そのため、介護
度の要介護５の判定をうけている患者では循環器系
疾患の罹患者割合が高く、更に再発を繰り返す症例
が多く、救急患者数増にも繋がり、早く治すだけで
なく、予防、再発しないための取り組みが重要です。
この循環器病対策基本法成立により、脳卒中や心疾
患の治療モデルだけでなく、トータルモデルで考え
ていくべきで、看護は生活支援の視点で関わり、疾
患管理を看護外来等で、心不全や脳卒中の専門的管
理をしてほしいと説明されました。
　次に、議員活動の中で、様々な勉強をすすめてい
く中で科学技術の発展を感じ、看護の世界はこのま
までいいのかという点についても触れられました。
看護はサイエンスであり、サイエンスとしての看護
を行うには、昭和の時代からの業務についての考え
方を見直す必要性があるのではないかということで
した。バイタルサインのとり方などを例に、開発の
進んだ技術や器械を駆使しながら、看護の観察能力
を高めることで患者さんへ安心を提供できるのでは
と提案されました。
　更に、これからの看護管理者が行なうべき課題と
してベッドサイドの仕事は増やし、それ以外は減ら
す取り組みが重要だと強調されました。人を増やす
努力も継続しながら、仕事を減らす工夫が行なわれ
るべきであるということでした。中でも、ベッドサ
イドにおける仕事の時間を増やすためのヒントとし
て、記録や書類作成にかかる時間などついての課題
を挙げられました。
　講演テーマでもある「よりよい看護ができる環境
づくり」について、現場の看護師ひとりひとりが常
に考え、取り組み、工夫していくことこそが、患者
さんに寄り添う看護につながるのではないかと思い
ます。

（文責　上益城・宇城地区理事　石田由紀子）

石田昌宏参議院議員 看護連盟 重松会長 馬場成志参議院議員



平成30年度 熊本県看護研究学会

　平成31年３月９日（土）　嘉島町民会館において、

平成30年度熊本県看護研究学会が開催されました。

嶋田会長が挨拶の中で、次年度より看護研究学会の名

称を「看護研究発表会」に改め、これまで以上に、看護

研究が身近になり、多くの会員の皆様が研究の成果を

聞ける場にしたいと話されました。

　今学会では、口演発表8題、示説発表8題と多くは

ありませんでしたが、日常の看護の中での疑問を解決

したり、業務改善に端を発した研究であったりと、日

ごろの会員の皆様の研鑽が窺える発表でした。また、

研究発表後には、琉球大学医学部附属病院地域医療部

臨床心理士の金城隆展先生による「患者の幸せの最大値

を目指す専門職倫理」の口演が行われました。倫理とは？

から、専門職としての倫理や臨床倫理の進め方等、分か

りやすくご講演いただきました。そして、医療の最終目

標である「患者さんの幸福」のために、私たちにできる

ことに関してお話しいただきました。

　時間いっぱいエネルギッシュなお話に、先生の患者さ

んに向けた思いの深さを知るとともに、私たち看護職の

目指すところを再度見つめなおすことのできた講演でし

た。

（文責　天草地区理事　教育委員会担当　森こずえ）
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熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
2019年1月1日～2019年3月31日 発行日 2019年5月17日

発行者 嶋田晶子
編集者 事務局
発行所 公益社団法人 熊本県看護協会
　　　 熊本市東区東町3丁目10番39号
　　　 TEL 096-369-3203
　　　 FAX 096-369-3204
　　　 URL http：//www.kna.or.jp
2019年度 会費納入会員数

　　    13,527名（2019年5月9日現在） 

看護くまもと　第１０9号

16

施 設 名 件数 金 額
菊池郡市医師会立病院
天草病院
荒尾市民病院
熊本赤十字病院
熊本整形外科病院
熊本機能病院
済生会熊本病院
くまもと森都総合病院
　　　　　合　　　計

14
2
12
49
6
15
75
24
197

420,000
60,000
360,000

1,470,000
180,000
450,000

2,250,000
720,000

5,910,000

詳細はホームページをご覧ください詳細はホームページをご覧ください

城島高原パーク
春の特別割引
協会窓口で配布中

※アトラクションご利用のお客様は、別途のりものパス（2,700円）が便利です。

チケット有効期限　2019年3月21日（木）～2019年6月30日（日）
※6月の【火曜日・水曜日】は休園日

おとな（中学生以上）
入園料

通常1,500円を500円
こども（3才～小学生）
入園料

通常600円を 100円

受講証明書の発行について
キャリナースへの登録をお願いします！

受講証明書の発行について
キャリナースへの登録をお願いします！重要！

今まで、研修会当日終了時にお渡ししておりました受講証明書の発行はありませんので、ご自分でキャリナー
スに登録いただき、出力いただく事になります。

「キャリナース」とは・・・
ご自分の会員情報、会費納入状況、研修情報が閲覧できるＷＥＢページです。
各都道府県看護協会・日本看護協会で受講した研修会の履歴が確認できるようになりましたので、2019 年
4 月から熊本県看護協会で受講した研修につきましては、このキャリナースより受講証明書を出力していた
だく事といたしました。

日本看護協会のホームページ　　　　　　より登録ください。
URＬ→https://kaiin.nurse.or.jp/members/JNG000101

【注意】

・研修会時間の５分の４以上を受けられた方が対象となります。

・交流会等は受講履歴に掲載いたしません。

・研修受講終了より掲載までに数日かかりますことをご了承ください。

・非会員の方につきましては、現行通り証明書をお渡しいたします。

【お問合せ】熊本県看護協会事務局　TEL：０９６－３６９－３２０３


