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6月22日（土）、熊本県立劇場演劇ホールにおいて、「2019（令和元）年度、熊本県看護協会通常総会」が開催され、
783名の会員の参加がありました。
嶋田会長は開会式のあいさつの中で、看護協会が2018年に公表した「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」をもとに、ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）の推進に取り組んでいること、そして、
働き続けられる職場環境づくりの支援に努めていくことを述べられました。
また、本年度の5つの重点政策、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組織強化について述
べられ、さらに各職能の連携強化、そして支部との連携を強化し、政策力強化を図っていくと力強く話されました。
続いて、熊本県看護協会会員として、長年にわたり多大なる貢献をされた25名の方が、熊本県看護協会長表彰を

受賞されました。
総会では、平成30年度の事業報告・2019年度の重点事業並びに事業計画の報告があり、第1号議案から第4号

議案がすべて可決・承認されました。

2019年度  熊本県看護協会通常総会

リレートーク インタビュー

◆ 瑞宝双光章
本　尚美 様

（熊本県看護協会常務理事・
 元 熊本大学医学部附属病院 看護部長）永年のご活躍に敬意を表し心よりお祝い申し上げます

令和元年度春の叙勲春の叙勲
受章おめでとうございます受章おめでとうございます

重松  節美 様
（熊本県看護連盟　会長）

熊本県看護協会  名誉会員  2019年度通常総会（第1号議案  承認）熊本県看護協会  名誉会員  2019年度通常総会（第1号議案  承認）

宮崎  律子 様
（介護老人保健施設やすらぎ苑）

河添眞理子 様 （熊本県看護協会　熊本東地区理事）

本  尚美 様 （熊本県看護協会　常務理事）

市原  幸 様 （熊本県看護協会　保健師職能理事）

2019年度日本看護協会長表彰2019年度日本看護協会長表彰

午後からの職能合同交流集会では、「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～」というテーマのもと、その児に関わったNICU看護師、保健師、訪問看護師、外
来看護師によるリレートークが行われました。ディスカッションでは、事例となった児の父親も参加され、現場で
の取り組みの内容とともに、家族との信頼関係の構築の重要性がよく理解できました。地域包括ケアシステムとい
うと、高齢社会というイメージが強い人が多いと思いますが、今回の事例報告を通して改めて、地域包括ケアシス
テムとは全世代にわたるものであると痛感しました。

広報委員　　野中　須奈子

発表者にそれぞれの
職場の現状や課題を
お聞きしました。

　今回の発表を通して、多職種で症例の振り返りを行うことができ、今の患児と家族の課題を見出しやすくなったと感
じています。
　成長に伴い、主体となって関わるサービスや環境が変化し、成長に応じた課題が出てくると考えます。そのため、情
報を集約し、成長の段階に応じて、主治医と在宅医を交えたカンファレンスの開催ができれば、多職種で同じ目標に向かっ
てケアを行いやすくなるのではないかと感じました。
　そのため、継続して情報集約の機能を担う職種の検討と、顔の見える関係づくりが今後の課題になってくると思います。

訪問看護ステーションあこう　寺田　美濃

　4職能合同交流会を終え、連携をより深めていくための外来の課題として、退院後の継続問題について、外来でも定
期的にカンファレンスをしていく仕組みを作っていくことが必要です。主治医や在宅の支援者を含め多職種でのカンファ
レンスを重ねていくことで、よりよい継続看護の提供に繋がっていくと思います。実際には外来看護師の配置基準、外
来待ち時間との兼ね合いもあり、患者さんとじっくり話す時間がとれないことも多く、外来看護の提供にはジレンマも
あります。それでも地域包括ケアシステム構築に向け患者さんが安心して療養生活が送れるように、患者さんの声を
キャッチし繋いでいくことに力を注いでいきたいと思います。

熊本市民病院　外来看護師　緒方　美穂

　今回の集会へ参加し、小児は日々成長している存在であり、その発達段階に合わせて様々な関係機関と連携しながら、
支援を行っていく必要があることを再認識できる機会となりました。
　小児の成長とともに、地域の関係者とのつなぎや、福祉、教育といった幅広い分野とも協働しながら支援するのが保健
師の役割と考えます。今回の事例では、病院から地域へつなぐ際のコーディネート役が不明確でしたが、医療的ケア児へ
の支援の経験が少ない保健師が担うには力不足を痛感したことも事実で、そこが行政の課題ではないかと感じました。
　病院から地域へつなぐ際のコーディネーターを、自治体ごとに配置するなどの体制整備を行っていくことが必要と考え
ました。

天草市健康増進課（天草西保健センター）　柳　未幸

　医療依存度の高い子どもとその家族が在宅移行を目指す際、一緒に暮らしたいという思いがありながらも、病気の重症
度や医療的ケアがあることで、退院をためらうなど意志決定が困難な家族もおられます。特にNICUでは母児分離状態と
いう特殊な環境であるため、愛着形成を促し、家族となる過程を支える看護師の役割は重要です。また、それぞれの家族
の考え方やおかれている状況を理解し、柔軟に対応することも必要です。
　このような役割を理解し、看護の視点や技術を身につけ、より質の高い在宅移行支援が提供できるようスキルアップし
ていくことが今後の課題と考えます。

熊本市立熊本市民病院　新生児集中治療室看護師　石橋　奈々

名誉会員  記章授与名誉会員  記章授与 風景写真風景写真
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2019年度  新役員紹介2019年度  新役員紹介

今年度より菊池・阿蘇地区理事を務
めさせていただきます。
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作りの促進、
さらに教育の充実に向けて、地区の支
部長様はじめ会員の皆さん方と共に県
看護協会のご支援を受けながら取り組んで参ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。（会員委員会担当です）

菊池・阿蘇地区理事
多田隈　和子 （菊池郡市医師会立病院）

　この度天草地区理事を務めさせてい
ただくことになりました。現在天草で
は人員不足をはじめ働き方改革、地域
包括ケアシステムの構築など、さまざ
まな課題や問題を抱えています。天草
の会員の皆さんと熊本県看護協会の懸
け橋となり、連携を強化し課題解決へ
取り組んでいきたいと思います。微力ながら理事としての役
割が遂行できるよう精いっぱい頑張ってまいりますのでどう
ぞご指導、ご協力よろしくお願いいたします。

天草地区理事
岸谷　千幸 （天草市立牛深市民病院）

　この度、准看護師理事を務めさせて
いただきます。重要な役割で不慣れな
点もあり、ご迷惑をおかけするかもし
れませんが、役員の皆様、会員の皆様
のお力をお借りし、会員の声が十分反
映できるように、看護協会発展に微力
ながら尽力したいと思います。
　これからどうぞよろしくお願いいたします。

准看護師理事
大平　裕士 （青磁野リハビリテーション病院）

　このたび監事を務めさせていただく
ことになりました。
　高齢化の進展とともに社会が大きく
変化するなか、看護に求められる役割
もより幅広く、より専門的に変化し続
けていると実感しています。
　６年間の副会長としての経験を踏ま
え、これからの看護の在り方を考えながら監事としての役割
を果たせるよう努めたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

監事
堀田　美波 （熊本東支部（個人））

2019年
「看護の日」記念式典及び講演会
～看護の心をみんなの心に～

◎2019年5月13日(月)　於 鶴屋ホール

「平成」から「令和」へと変わり新元号と共に新たな看
護の道を歩み出す中、看護の心・ケアの助けあいを男女
平等問わず認識してもらうきっかけとなるよう5月13
日鶴屋百貨店鶴屋ホールにて「看護の日」記念式典及び
講演会が開催されました。看護職、看護学生以外にも一
般の方々の参加も多数あり373名の参加がありました。
記念式典では、来賓の方々からの御挨拶で、熊本地震
についても触れ月日の流れを感じながらも熊本城の姿よ
りまだまだ復興の力が必要であり、看護も日々進歩が大
切である事と重なる面がありました。
優良看護職員への表彰では、永年の功績を称えられた
表彰者13名を、白衣を着たくまモンがエスコートをし
ていましたが、お茶目なポーズなどをして会場一体を笑
顔にさせ和やかな雰囲気の中、熊本県知事表彰を受けら
れていました。
講演会では、熊本大学病院緩和ケアセンター看護師長

（がん看護専門看護師）の安達美樹氏による「がんになっ
ても自分らしく過ごすために～患者さんとご家族を支え
るヒント～」の話があり、患者さんだけではなく家族も
不安や葛藤等で悩んでいるため、家族を含めた関わりを
持ちその人らしさを尊重する事が大切だと学びました。

　次に、女優でよつばの会の代表をしている原千晶氏か
ら「大切にしたい自分の体～ 2度の子宮がんを経験して
～」の講演で、自分自身のがん体験に対する葛藤や家族
の支え、看護師の相手を思うケア等を涙ながらにお話し
され、友人が抗がん剤の副作用による全身浮腫等があり
死期が近く最後の望みで結婚式を挙げた際に、「こんな
になったけど、私はわたしです。」の言葉に、尊厳の強
さに心を打たれ会場からもすすり泣く声があり、皆の心
に響く素晴らしい講演でした。今回参加したことで、患
者さんの尊厳や関わり方、看護のケアについて自分自身
を見直すよいきっかけとなりました。

文責　広報委員長　平野宏一

安達美樹氏 原千晶氏

協会からのお知らせ 熊本県看護協会会費の値上げについて熊本県看護協会会費の値上げについて

【値上げの理由】
　本会では、１９９６（平成８）年４月に会費を値上げして以降、実質的に値上げをしておらず、九州各県でも福岡県を除いて最も低額となっています。
しかし、その後の情勢変化で、運営経費が増加しており、経費の節減に努めていますが、経営がひっ迫しています。
　今後、消費税率の引き上げ等の要因でさらに経費の増加が避けられないなかで、看護職の教育・研修内容の高度化に応じた環境の充実等に取り組
んでいく必要がありますので、会費の値上げをお願いするものです。

※　特定資産として、会員から今後の会館の建
設整備のために納入された会館建設・整備
資金2億7千万円余がありますが、協会では
公益法人制度上、同資金を会館建設だけに
使用すると申請しており、設備の充実等に
は利用できません。
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〇運営経費増加要因
・消費税率の引き上げ（2014（平成26）年4月に5％から8％に）
・協会の公益法人移行（2013（平成25）年4月）に伴い経理事務
の厳格化が求められ、事務量が増加
・看護職の業務の高度化に応じた教育・研修のカリキュラムの充実

〇経費節減の取組み
・会館建物の修繕や事務機器の更新の延期
・公的な助成の活用推進等

〇教育・研修環境の充実
・図書室の図書の充実
・大研修室の机・椅子の更新
・トイレの洋式化、温水洗浄便座の設置
〇会員の福利厚生の充実
・健康づくり支援事業等

〇運営経費増加要因
・消費税率の引き上げ（2019（令和元）年10月に8％から10％に）
・建物・設備の老朽化に伴う修繕費、更新費の増加
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（参考）九州各県の看護協会の会費等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、円）
県名
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

会員数（H29年度末）
40,583
5,603
9,773
15,286
9,808
8,329
11,916
9,079

会　費
5,000
8,000
9,500
6,500
8,000
8,500
7,000
8,000

入会金
-
-

20,000
-

3,000
-

8,000
20,000

会館整備資金等
40,000
60,000
40,000
30,000
60,000
50,000

-
-

備　考
会館運営協力金
施設維持管理資金拠出金
整備負担金
会館建設・整備等資金
拠出金(旧建設資金）
会館整備資金

　2019年6月22日（土）に開催された本年度の通常総会で、2020（令和2）年度から、今後の教育・
研修環境の充実等のため、会費を6,500円から8,000円に値上げをすることを提案し、決定され
ました。
　会員の皆さまには、出費多端の折ご負担をおかけし申し訳ありませんが、ご理解をいただきますよ
うお願いします。

氏名
弘　　妙子
浅尾　由美
川上　和美
佐藤美由紀
竹下　三代
多田隈和子
下城　三枝

職種
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助
看
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看
看
看

施設名
医療法人城南ヘルスケアグループ  くまもと南部広域病院
熊本大学病院 
社会医療法人  芳和会くわみず病院 
和水町役場 
医療法人回生会  山鹿回生病院 
菊池郡市医師会立病院 
医療法人社団大徳会  リハセンターみどりの里 

氏名
田中由起子
藤本　睦代
瀬高　香澄
山下みゆき
大柿　伸子
岡部　京美

職種
看
看
看
看
保
看

施設名
医療法人杏章会  矢部広域病院
社会医療法人黎明会  宇城総合病院
独立行政法人地域医療機能推進機構  熊本総合病院
社会福祉法人志友会  くまもと芦北療育医療センター
人吉市役所
天草市立本渡看護専門学校
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今年度より菊池・阿蘇地区理事を務
めさせていただきます。
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作りの促進、
さらに教育の充実に向けて、地区の支
部長様はじめ会員の皆さん方と共に県
看護協会のご支援を受けながら取り組んで参ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。（会員委員会担当です）

菊池・阿蘇地区理事
多田隈　和子 （菊池郡市医師会立病院）

　この度天草地区理事を務めさせてい
ただくことになりました。現在天草で
は人員不足をはじめ働き方改革、地域
包括ケアシステムの構築など、さまざ
まな課題や問題を抱えています。天草
の会員の皆さんと熊本県看護協会の懸
け橋となり、連携を強化し課題解決へ
取り組んでいきたいと思います。微力ながら理事としての役
割が遂行できるよう精いっぱい頑張ってまいりますのでどう
ぞご指導、ご協力よろしくお願いいたします。

天草地区理事
岸谷　千幸 （天草市立牛深市民病院）

　この度、准看護師理事を務めさせて
いただきます。重要な役割で不慣れな
点もあり、ご迷惑をおかけするかもし
れませんが、役員の皆様、会員の皆様
のお力をお借りし、会員の声が十分反
映できるように、看護協会発展に微力
ながら尽力したいと思います。
　これからどうぞよろしくお願いいたします。

准看護師理事
大平　裕士 （青磁野リハビリテーション病院）

　このたび監事を務めさせていただく
ことになりました。
　高齢化の進展とともに社会が大きく
変化するなか、看護に求められる役割
もより幅広く、より専門的に変化し続
けていると実感しています。
　６年間の副会長としての経験を踏ま
え、これからの看護の在り方を考えながら監事としての役割
を果たせるよう努めたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

監事
堀田　美波 （熊本東支部（個人））

2019年
「看護の日」記念式典及び講演会
～看護の心をみんなの心に～

◎2019年5月13日(月)　於 鶴屋ホール

「平成」から「令和」へと変わり新元号と共に新たな看
護の道を歩み出す中、看護の心・ケアの助けあいを男女
平等問わず認識してもらうきっかけとなるよう5月13
日鶴屋百貨店鶴屋ホールにて「看護の日」記念式典及び
講演会が開催されました。看護職、看護学生以外にも一
般の方々の参加も多数あり373名の参加がありました。
記念式典では、来賓の方々からの御挨拶で、熊本地震
についても触れ月日の流れを感じながらも熊本城の姿よ
りまだまだ復興の力が必要であり、看護も日々進歩が大
切である事と重なる面がありました。
優良看護職員への表彰では、永年の功績を称えられた
表彰者13名を、白衣を着たくまモンがエスコートをし
ていましたが、お茶目なポーズなどをして会場一体を笑
顔にさせ和やかな雰囲気の中、熊本県知事表彰を受けら
れていました。
講演会では、熊本大学病院緩和ケアセンター看護師長

（がん看護専門看護師）の安達美樹氏による「がんになっ
ても自分らしく過ごすために～患者さんとご家族を支え
るヒント～」の話があり、患者さんだけではなく家族も
不安や葛藤等で悩んでいるため、家族を含めた関わりを
持ちその人らしさを尊重する事が大切だと学びました。

　次に、女優でよつばの会の代表をしている原千晶氏か
ら「大切にしたい自分の体～ 2度の子宮がんを経験して
～」の講演で、自分自身のがん体験に対する葛藤や家族
の支え、看護師の相手を思うケア等を涙ながらにお話し
され、友人が抗がん剤の副作用による全身浮腫等があり
死期が近く最後の望みで結婚式を挙げた際に、「こんな
になったけど、私はわたしです。」の言葉に、尊厳の強
さに心を打たれ会場からもすすり泣く声があり、皆の心
に響く素晴らしい講演でした。今回参加したことで、患
者さんの尊厳や関わり方、看護のケアについて自分自身
を見直すよいきっかけとなりました。

文責　広報委員長　平野宏一

安達美樹氏 原千晶氏

協会からのお知らせ 熊本県看護協会会費の値上げについて熊本県看護協会会費の値上げについて

【値上げの理由】
　本会では、１９９６（平成８）年４月に会費を値上げして以降、実質的に値上げをしておらず、九州各県でも福岡県を除いて最も低額となっています。
しかし、その後の情勢変化で、運営経費が増加しており、経費の節減に努めていますが、経営がひっ迫しています。
　今後、消費税率の引き上げ等の要因でさらに経費の増加が避けられないなかで、看護職の教育・研修内容の高度化に応じた環境の充実等に取り組
んでいく必要がありますので、会費の値上げをお願いするものです。

※　特定資産として、会員から今後の会館の建
設整備のために納入された会館建設・整備
資金2億7千万円余がありますが、協会では
公益法人制度上、同資金を会館建設だけに
使用すると申請しており、設備の充実等に
は利用できません。
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〇運営経費増加要因
・消費税率の引き上げ（2014（平成26）年4月に5％から8％に）
・協会の公益法人移行（2013（平成25）年4月）に伴い経理事務
の厳格化が求められ、事務量が増加
・看護職の業務の高度化に応じた教育・研修のカリキュラムの充実

〇経費節減の取組み
・会館建物の修繕や事務機器の更新の延期
・公的な助成の活用推進等

〇教育・研修環境の充実
・図書室の図書の充実
・大研修室の机・椅子の更新
・トイレの洋式化、温水洗浄便座の設置
〇会員の福利厚生の充実
・健康づくり支援事業等

〇運営経費増加要因
・消費税率の引き上げ（2019（令和元）年10月に8％から10％に）
・建物・設備の老朽化に伴う修繕費、更新費の増加
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（参考）九州各県の看護協会の会費等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、円）
県名
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
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9,773
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会館運営協力金
施設維持管理資金拠出金
整備負担金
会館建設・整備等資金
拠出金(旧建設資金）
会館整備資金

　2019年6月22日（土）に開催された本年度の通常総会で、2020（令和2）年度から、今後の教育・
研修環境の充実等のため、会費を6,500円から8,000円に値上げをすることを提案し、決定され
ました。
　会員の皆さまには、出費多端の折ご負担をおかけし申し訳ありませんが、ご理解をいただきますよ
うお願いします。
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佐藤美由紀
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多田隈和子
下城　三枝

職種
看
助
看
保
看
看
看

施設名
医療法人城南ヘルスケアグループ  くまもと南部広域病院
熊本大学病院 
社会医療法人  芳和会くわみず病院 
和水町役場 
医療法人回生会  山鹿回生病院 
菊池郡市医師会立病院 
医療法人社団大徳会  リハセンターみどりの里 
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田中由起子
藤本　睦代
瀬高　香澄
山下みゆき
大柿　伸子
岡部　京美

職種
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看
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看

施設名
医療法人杏章会  矢部広域病院
社会医療法人黎明会  宇城総合病院
独立行政法人地域医療機能推進機構  熊本総合病院
社会福祉法人志友会  くまもと芦北療育医療センター
人吉市役所
天草市立本渡看護専門学校

2019年度
優良看護職員
県知事表彰

2019年度
優良看護職員
県知事表彰



昨年度より支部長を拝命し、日ごと
に責任の重大さを痛感しております。
熊本県看護協会の方針や重点事業を理
解し、県協会と支部との連携強化を図
りながら施設間の交流を深め、研修会
等の企画･運営に努めてまいります。ま
た、まちの保健室や健康フェスティバルを通じて、地域住民
の健康づくりの支援活動を推進してゆく所存です。会員の皆
様と共に頑張って参りたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

6 7

昨年より引き続き支部長を務めさせ
ていただくことになりました。高齢化が
進む中、地域住民にとって「住まい・医療・
介護・予防・生活支援」が、切れ目なく
一体的に提供される地域包括ケアシステ
ムの構築は喫緊の課題であると考えま
す。今後も県協会と連携を密にし、様々な問題に取り組んで
いきたいと思います。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）

これまで書記を５年務め、支部活動
について大変ながらもやりがいを感じ
るようになりました。今度は支部長と
いう大役で不安もありますが、これま
での事業を継続しつつも会員の皆さん
からアイディアや要望を取り入れ、円
滑な支部運営を行っていきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

水俣・芦北支部長
白坂　亮子 （水俣市立総合医療センター）

熊本南支部長
髙木　真寿美 （桜十字病院）

今年度より八代支部支部長を務めさ
せていただくことになりました。熊本
に来て2年目での大役です。支部会員
の交流でビーチバレーボール大会が盛
大に行われ、温かく顔の見える楽しい
関係づくりに感動しました。より地域
に密着した看護の質向上に向けた活動に尽力したいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

八代支部長
山本　八重 （熊本労災病院）

一足早く2025年問題に突入した人
吉球磨地域ですが、県の重点事業を踏ま
え、看護職の皆さんがそれぞれの分野で
活躍できるような研修を企画するととも
に、自分の病院・施設にとどまらず、健康・
住みやすい地域・働き続けられる環境に
ついて考え声を上げていくことが支部の役割だと考えます。　
今後とも、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

人吉・球磨支部長
溝口　美香 （人吉医療センター）

2019年度  支部長  あいさつ2019年度  支部長  あいさつ

超少子高齢社会を背景に、医療・介護・
福祉の連携から看護職への期待は高
まっております。支部においても研修
会開催や地域活動への参加を通して、
会員の皆さんや地域の方々との繋がり
を大切に、支部活動を行っていきたい
と思っております。皆さんのご支援ご協力よろしくお願いい
たします。

鹿本支部長
白木　照美 （山鹿中央病院）

熊本地震後４年目を迎えましたが、
阿蘇地域の復興はまだ道半ばでありま
すが、復興応援ナース制度も継続され、
ありがたいと思っています。阿蘇地域
の看護職は連携もとれており、これか
らも看護協会や地域活動に協力してい
きたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

阿蘇支部長
野田　輝美 （阿蘇立野病院）

地域包括ケアシステム構築が進む中、
看護職に多くの役割と期待が求められ、
西支部としての役割を果たせるように
活動したいと思います。また、看護協
会の重点政策の一つ、「看護職の働き方
改革推進」についても、各施設の情報
共有や組織強化と共に、看護職が元気に働けるように会員の
皆さんと共に頑張りたいと思います。

熊本西支部長
河上　さとみ （熊本機能病院）

令和という新しい時代に支部長を務め
させて頂くこととなりました。
当支部では、熊本県看護協会の重点政

策で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を意識した活動
を展開したいと考えております。そのた
めには、支部会員の皆さんとともに、地域における課題を解決
し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
石本　裕子 （合志第一病院）

今年度より熊本東支部長を務めさせ
ていただくことになりました。
看護を取り巻く状況は医療・介護の

ニーズ増大・健康問題の長期化複雑化な
どで厳しい環境なので、看護職への役
割と期待は高まっています。会員の皆
さんと連携を図り、頑張っていきたいと考えております。今
後も皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。

熊本東支部長
上原　真由美 （西日本病院）

今年度より、支部長を務めさせて頂
くことになりました。この役職をはた
せるのか日ごと不安に思い、責任の重
さを感じております。施設間の連携や、
地域の看護職の皆さんが実践や生活に
活かせる研修や活動に役員の皆さんの
お力をお借りしてとり組んでいきたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

上益城支部長
冨岡　たち子 （熊本回生会病院）

令和元年がスタートしました。地域
包括ケアシステムの推進で、看護職の役
割は、益々重要で多岐にわたり活躍の場
が広がっています。地域のニーズに対応
できるよう、関係機関と連携しながら微
力ですが努めていきたいと思います。ま
た、看護職自身が元気で働き続けられるように知恵を出し合
いたいです。今後共ご協力をよろしくお願いいたします。

宇城支部長
花園　美佐子 （あおば病院）

支部長2年目となり、あっという間
の一年でした。会議や研修会等の企画・
運営、地域の事業への参加を通して様々
な経験をさせていただきました。今年
度も役員の皆さま、各施設の管理者の
皆さまと連携し、会員の皆さんのご支
援とご協力を賜りながら努めてまいります。どうぞよろしく
お願いいたします。

天草支部長
武宮　佳代 （天草中央総合病院）
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昨年度より支部長を拝命し、日ごと
に責任の重大さを痛感しております。
熊本県看護協会の方針や重点事業を理
解し、県協会と支部との連携強化を図
りながら施設間の交流を深め、研修会
等の企画･運営に努めてまいります。ま
た、まちの保健室や健康フェスティバルを通じて、地域住民
の健康づくりの支援活動を推進してゆく所存です。会員の皆
様と共に頑張って参りたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。
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保健師が担う健康課題も広がり、保健師職能団体の果たす役割も重要になっていると考えられます。この職能委員を、熊本県
内の保健師教育を担う3大学で持ち回り、教育機関として果たせる役割を考えながら協会に貢献することとしています。どうぞ
よろしくお願いいたします。

保健師職能委員会 

2019年度  新職能委員紹介2019年度  新職能委員紹介

福本　久美子 （九州看護福祉大学）

今年度より、保健師職能委員を務めさせていただくことになりました。
時代の変化とともに、保健活動の対象や内容も専門化・複雑化しており、保健師に求められる役割も大きくなっています。会員

の皆さんの保健活動が充実するために、何が必要なのかを委員会活動を通じ考えていきたいと思います。よろしくお願いします。

三宅　あゆみ （熊本県菊池保健所）

地域支え合いセンターで庁内外の関係者や地域の役員の方々など、たくさんの人たちと協力しながら被災者支援を行っていま
す。保健師職能委員として、様々な職域の皆さんと一緒に、これからの時代に貢献できる保健師について考えていきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

川田　めぐみ （熊本市東区役所）

昨今の家庭事情・社会事情に鑑みても、不妊・ハイリスク妊産婦や虐待を含むハイリスク新生児の対応、更年期の問題等々、助
産師職能に関わる様々な課題が山積しています。地域の関係職種の方々と連携を図り、助産師の能力向上、ケアの質向上を目指
して、貢献できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

助産師職能委員会 
赤松　房子 （熊本赤十字病院）

この度、助産師職能委員会を務めさせて頂くことになりました。初めての委員ということでわからないことばかりですが、他
施設の方との交流を通して地域での助産師の役割を学んで行きたいと思います。よろしくお願いいたします。

平山　ひとみ （福田病院）

初めて助産師職能委員となり、わからないことばかりで戸惑いもありますが、施設間の交流や研修等で得た知識、並びに熊本
県内外の動向を、学びを深め取り組んで参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

井上　美咲 （水俣市立総合医療センター）

皆様にご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが精一杯務めさせていただきます。ご指導を宜しくお願いします。

小南　由夏 （慈恵病院）

看護師職能委員会Ⅰ 

看護師職能委員会Ⅱ 

今年度より看護師職能委員会Ⅱの一員となりました。委員会の活動目標である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向上　２．多様な住まいの場における看取りの推進　３．
会員増加の推進を胸に頑張らせて頂きたいと思います。宜しくお願いいたします。

谷口　絹代 （熊本県看護協会訪問看護ステーションながす）

この度、看護師職能委員Ⅰをさせて頂く事になりました。私は、今年5月まで天草の病院で看護部長として勤めておりました。
過去の支部長の経験をいかし、看護師職能委員１では、病院看護師を取り巻く環境を見据えて、現場に活かせる看護教育支援に
携わって参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

若山　美也子 （天草支部　個人）

今年度より看護師職能Ⅰ委員として活動することになりました。今年度は、通常総会の中で、看護管理者の支援及び多職種連
携の中での看護師の役割発揮に取り組むことを述べられていました。自分自身も看護師長として２年目で、管理についてどうす
べきか日々悩みながら、業務に従事しています。委員として自分も学びながら、活動に取り組んでいきたいと思います。

友田　孝子 （熊本市立植木病院）

初めての就任のため、まずこの1年は職能委員としての役割を把握し、委員の皆さんと現場を取り巻く問題点等、意見交換を
行い、課題に取り組んで参りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

竹永　美加 （桜十字病院）

看護師特定行為研修

　令和元年6月10日に、熊本医療センター地域研修ホー

ルにて、熊本県下初の指定研修機関としてオープニング

セレモニーを行い、続けて『令和元年度看護師特定行為

研修開講式』を開催しました。

　次年度の特定行為研修は、法令改正により時間も短縮

され、研修生との意見交換から内容をより充実させて募

集を開始する予定です。熊本で働く多くの看護師の皆さん

が自己研鑽できる機会を考え検討しています。研修に興

味がある方は、当院HPに研修風景も載せていますので

ぜひご覧ください。

開講式

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター　看護部長　泉　早苗

2025年 特定行為研修修了者10万人？！

　2014年6月、保健師助産師看護師法が改正され、
2015年10月より「特定行為に係る看護師の研修制度」
が施行されました。厚生労働省は、団塊の世代が75歳
以上となる2025年に向け10万人以上の研修修了生
の輩出を目指していましたが、目標には程遠い結果（平
成30年9月末、研修機関87機関、研修修了者1205
名）でした。熊本県は研修機関0機関、研修修了者3
名であり、前年度より熊本県や看護協会様からお声かけ
いただき、平成30年4月赴任後より当院での研修に向
け動きだしました。

これから必要とされる看護師の役割

　厚生労働省は2025年を目途に、高齢者の尊厳の保
持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み
慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
ることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提
供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進していま
す。「治す医療」から「治し支える医療」へと機能を拡
大していくことが必要となり、患者さんの一番近くにい
て、患者さんを「生活する人」として見ることが出来、
支援する人たちの総合的なコーディネートができる看護
師の活躍がまさに期待されています。

医師の代わりではなくあくまでも看護職

　折しも「働き方改革」により、医師のタスクシフティ
ングやタスクシェアリングという様相が強くなってきまし
たが、私は、看護の質の向上に寄与したいと考えてい
ます。チーム医療において、その職種にしかない視点と
その専門性でしかできないケアがあり、それぞれが自ら
の能力を活かし、より能動的・自律的に対応できること
が必要となります。医師の代わりではなくあくまでも看
護職としてその力を発揮することが求められているので
す。特定行為研修により、看護師に不足している臨床推
論力や病態判断力を強化することで、医師をはじめとし
た多職種との対話力が向上し、看護師のアセスメント能
力に加え、タイムリーに今まさに患者に必要な看護ケア
を実践することが可能になるのではないかと考えます。
また、認定看護師制度も再構築に向け動き出しており、
当院に勤務している認定看護師達が困らないようにし
てあげたいという想いも強くなりました。

熊本医療センターにおける特定行為研修

　熊本医療センターでは、“最新の知識・医療技術と礼
節をもって、良質で安全な医療を目指す”という病院理
念の下、救急医療に焦点をあて、①気道確保に係る呼吸
器関連、②人工呼吸療法に係る呼吸器関連、③動脈血液
ガス分析関連の3区分7行為を必修としました。今年度
の研修は、看護師が就労から一時離れ、スキルアップ
としての研修に集中できるよう、e-ラーニングを活用し
た短期集中型の集合研修です。救急看護・集中ケア認定
看護師や中堅看護師の実践能力のスキルアップとして研
修を位置づけることはもとより、チーム医療のキーパー
ソンとして組織で貢献できるよう、医療従事者としての
自分自身を見つめ直し、自己研鑽できる充実した時間
としても活用していただきたいと考えました。
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平山　ひとみ （福田病院）

初めて助産師職能委員となり、わからないことばかりで戸惑いもありますが、施設間の交流や研修等で得た知識、並びに熊本
県内外の動向を、学びを深め取り組んで参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

井上　美咲 （水俣市立総合医療センター）

皆様にご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが精一杯務めさせていただきます。ご指導を宜しくお願いします。

小南　由夏 （慈恵病院）

看護師職能委員会Ⅰ 

看護師職能委員会Ⅱ 

今年度より看護師職能委員会Ⅱの一員となりました。委員会の活動目標である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向上　２．多様な住まいの場における看取りの推進　３．
会員増加の推進を胸に頑張らせて頂きたいと思います。宜しくお願いいたします。

谷口　絹代 （熊本県看護協会訪問看護ステーションながす）

この度、看護師職能委員Ⅰをさせて頂く事になりました。私は、今年5月まで天草の病院で看護部長として勤めておりました。
過去の支部長の経験をいかし、看護師職能委員１では、病院看護師を取り巻く環境を見据えて、現場に活かせる看護教育支援に
携わって参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

若山　美也子 （天草支部　個人）

今年度より看護師職能Ⅰ委員として活動することになりました。今年度は、通常総会の中で、看護管理者の支援及び多職種連
携の中での看護師の役割発揮に取り組むことを述べられていました。自分自身も看護師長として２年目で、管理についてどうす
べきか日々悩みながら、業務に従事しています。委員として自分も学びながら、活動に取り組んでいきたいと思います。

友田　孝子 （熊本市立植木病院）

初めての就任のため、まずこの1年は職能委員としての役割を把握し、委員の皆さんと現場を取り巻く問題点等、意見交換を
行い、課題に取り組んで参りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

竹永　美加 （桜十字病院）

看護師特定行為研修

　令和元年6月10日に、熊本医療センター地域研修ホー

ルにて、熊本県下初の指定研修機関としてオープニング

セレモニーを行い、続けて『令和元年度看護師特定行為

研修開講式』を開催しました。

　次年度の特定行為研修は、法令改正により時間も短縮

され、研修生との意見交換から内容をより充実させて募

集を開始する予定です。熊本で働く多くの看護師の皆さん

が自己研鑽できる機会を考え検討しています。研修に興

味がある方は、当院HPに研修風景も載せていますので

ぜひご覧ください。

開講式

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター　看護部長　泉　早苗

2025年 特定行為研修修了者10万人？！

　2014年6月、保健師助産師看護師法が改正され、
2015年10月より「特定行為に係る看護師の研修制度」
が施行されました。厚生労働省は、団塊の世代が75歳
以上となる2025年に向け10万人以上の研修修了生
の輩出を目指していましたが、目標には程遠い結果（平
成30年9月末、研修機関87機関、研修修了者1205
名）でした。熊本県は研修機関0機関、研修修了者3
名であり、前年度より熊本県や看護協会様からお声かけ
いただき、平成30年4月赴任後より当院での研修に向
け動きだしました。

これから必要とされる看護師の役割

　厚生労働省は2025年を目途に、高齢者の尊厳の保
持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み
慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
ることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提
供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進していま
す。「治す医療」から「治し支える医療」へと機能を拡
大していくことが必要となり、患者さんの一番近くにい
て、患者さんを「生活する人」として見ることが出来、
支援する人たちの総合的なコーディネートができる看護
師の活躍がまさに期待されています。

医師の代わりではなくあくまでも看護職

　折しも「働き方改革」により、医師のタスクシフティ
ングやタスクシェアリングという様相が強くなってきまし
たが、私は、看護の質の向上に寄与したいと考えてい
ます。チーム医療において、その職種にしかない視点と
その専門性でしかできないケアがあり、それぞれが自ら
の能力を活かし、より能動的・自律的に対応できること
が必要となります。医師の代わりではなくあくまでも看
護職としてその力を発揮することが求められているので
す。特定行為研修により、看護師に不足している臨床推
論力や病態判断力を強化することで、医師をはじめとし
た多職種との対話力が向上し、看護師のアセスメント能
力に加え、タイムリーに今まさに患者に必要な看護ケア
を実践することが可能になるのではないかと考えます。
また、認定看護師制度も再構築に向け動き出しており、
当院に勤務している認定看護師達が困らないようにし
てあげたいという想いも強くなりました。

熊本医療センターにおける特定行為研修

　熊本医療センターでは、“最新の知識・医療技術と礼
節をもって、良質で安全な医療を目指す”という病院理
念の下、救急医療に焦点をあて、①気道確保に係る呼吸
器関連、②人工呼吸療法に係る呼吸器関連、③動脈血液
ガス分析関連の3区分7行為を必修としました。今年度
の研修は、看護師が就労から一時離れ、スキルアップ
としての研修に集中できるよう、e-ラーニングを活用し
た短期集中型の集合研修です。救急看護・集中ケア認定
看護師や中堅看護師の実践能力のスキルアップとして研
修を位置づけることはもとより、チーム医療のキーパー
ソンとして組織で貢献できるよう、医療従事者としての
自分自身を見つめ直し、自己研鑽できる充実した時間
としても活用していただきたいと考えました。



10 11
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  ４．平成30年度第3回支部長会プログラム（案）につ

いて
  ５．事業継続マネジメント（案）について
  ６．熊本県看護研究学会の名称変更（案）について

　平成30年度　第9回　　平成31年2月14日

  １．平成30年度熊本県看護協会決算報告（案）及び会
計監査報告について 

  ２．2019年度一次補正予算（案）について 
  ３．公益法人制度定期提出書類別表A ～ C（案）につ

いて
  ４．2019年度熊本県看護協会通常総会について
　　1）総会要綱について 
　　2）総会運営マニュアルについて 
  ５．2019年度常任委員・特別委員の選任について
  ６．2020年度日本看護協会通常総会代議員候補者変

更について 
  ７．2019年度新役員および新委員オリエンテーション

について 
  ８．2019年度「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」

の開催について
  ９．「2019年CＬoCMiＰレベルⅢ認証制度・2020年

更新」及び「アドバンス助産師への路」のお知らせにつ
いて

　2019年度　第２回　　2019年5月23日

  １．公益法人制度定期提出書類　別表Ａ～Ｃ（案）につ
いて

  ２．役員改選に伴う役員の職務分担(案)について
  ３．看護くまもと110号企画（案）について

　2019年度　第3回　　2019年6月22日

  １．令和元年度第1回支部長会（案）について
  ２．令和元年度熊本県看護協会看護管理者会中央開催

（案）について
  ３．令和元年度熊本県看護協会地区別看護管理者会

（案）について

　2019年度　第4回　　2019年7月18日

  １．就業規則の改正（案）について
  ２．熊本県看護協会事務長の人事について
  ３．2019年度熊本県看護協会事業（案）について
  ４．2019年度熊本県看護協会予算（案）について
  ５．熊本県看護協会会費の増額について
  ６．事業継続マネジメントおよび事業継続計画（案）に

ついて
  ７．災害支援ナースの登録について
  ８．Nursing Noｗ キャンペーンへの参加について
  ９．2019年度地区別看護管理者会について
10．2019年度第1回合同委員会（案）について
11．2019年度熊本県看護協会通常総会プログラム

（案）について
12．2019年度熊本県看護協会支部との共催研修（案）

について
13．看護くまもと109号企画（案）について

　平成30年度　第10回　　平成31年3月14日

  １．公益社団法人 熊本県看護協会理事会運営における
理事会の招集権者と職務権限の代行順序（案）につい
て

  ２．平成30年度熊本県看護協会事業報告について
1）平成30年度事業報告（案）について
2）平成30年度理事会・支部長会報告（案）について

  ３．2019年度重点事業・事業計画（案）について
  ４．2019年度役員候補者及び推薦委員候補者並びに

2020年度日本看護協会代議員及び予備代議員候補
者の確認について

  ５．2019年度熊本県看護協会職能委員の選任につい
て

  ６．2019年度熊本県看護協会長表彰推薦並びに熊本
県看護協会名誉会員の推薦について

  ７．2019年度熊本県看護協会通常総会議長等推薦に
ついて

  ８．2019年度第２回合同委員会について

　2019年度　第1回　　2019年4月18日

  ９．2019年度の会員の福利厚生について
10．  ＩＢＤ啓発イベント（カウントダウン）への参加につい

て

Nursing
Now

キャンペーン

公益社団法人日本看護協会と日本看護連盟は、

Nursing Nowの趣旨に賛同し、2020年末までの2年間、

「看護の力で健康な社会を！」をテーマに

Nursing Nowキャンペーンに取り組みます。

熊本県看護協会も重点事業を通して

県民の健康な社会づくりに取り組みます。

　ナイチンゲール生誕200年となる2020年に向け、看護職が持つ可能性を最大限に発揮し、看護職が健康課題への

取組みの中心に立ち、人々の健康向上に貢献するために行動する世界的なキャンペーンです。英国の議員連盟が活動

をスタートさせ、世界保健機関（WHO）及び国際看護師協会（ICN）賛同の下、英国のチャリティ団体であるバーデッ

ト看護信託が事務局となり、世界的に広まっています。

　世界では、保健医療制度や人々のニーズが大きく変化しており、看護職はこの変化への対応が求められています。看

護職が変化に対応し、一層活躍するには、看護職が適切に評価され、保健

医療政策に影響を及ぼすことが重要であり、そのための様々な条件や環境を

整える必要があります。Nursing Nowの揚げる目標は、①看護職の教育・専

門職開発・雇用条件等への財源確保、②効果的・革新的な看護実践の普及、

③保健医療政策への看護職の影響拡大、④リーダーの職位につく看護職の増

加、及び⑤政策実現に向け政策・意思決定者へのエビデンス提供の拡大です。

　日本では、少子超高齢社会による人口・疾病構造の変

化等を見据え、社会保障制度改革が進められており、医療・

ケア・生活が一体化した地域包括ケアシステムへの転換

が求められています。看護職には病気や障がいと共に生

きる「暮らしの場」の看護、治療や回復のための医療機

関での看護、地域住民の健康増進・疾病予防・介護予防

をめざす保健活動などの役割があります。これに加え、「生

活」と保健・医療・福祉をつなぎ、地域で暮らす全ての人々

を支える健康な社会の醸成にも力を発揮することが求め

られています。その役割を果たすためには、看護教育の

拡充、健康で働き続けられる労働環境の整備、更には安

全で効率的にケアを提供するための看護職の役割拡大も

必要です。

Nursing NowとはNursing Nowとは

　日本看護協会は、これらの課題解決のための重点政策

として、①看護基礎教育制度の改革の推進、②地域包括ケ

アにおける看護提供体制の構築、③看護職の働き方改革

の推進、④看護職の役割拡大の推進と人材育成、を揚げ

取組んでいます。

　Nursing Nowの趣旨は、まさに私たちの取組みや目

指す方向性に合致するものです。地域包括ケアシステム

において、看護職が持つ可能性を最大化し、活躍するこ

とは、健康な社会の実現につながります。また、多くの

看護職が、これまで以上に政策策定や意思決定に参画し、

影響を及ぼすためには、リーダー的職位に就くことが不

可欠であり、新たな制度の創設や法改正などの政策実現

には政治的な力が必要です。Nursing Nowキャンペーン

を国内で展開することで、看護職が一丸となって社会の

ニーズに取組む機運としたいと考えています。

　看護職が持つ可能性を最大限に活用し、社会に求めら

れる役割を果たせるよう、一人でも多くの皆様の本キャ

ンペーンへのご賛同、ご協力とご支援をお願い致します。

Nursing Nowキャンペーン
「看護の力で健康な社会を！」日本の現状と看護の課題

「看護の力で健康な社会を！」

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/
nursing_now/index.html

Nursing Nowについて：

熊本県看護協会
公式キャラクター

「マモル君」
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者の確認について

  ５．2019年度熊本県看護協会職能委員の選任につい
て

  ６．2019年度熊本県看護協会長表彰推薦並びに熊本
県看護協会名誉会員の推薦について

  ７．2019年度熊本県看護協会通常総会議長等推薦に
ついて

  ８．2019年度第２回合同委員会について

　2019年度　第1回　　2019年4月18日

  ９．2019年度の会員の福利厚生について
10．  ＩＢＤ啓発イベント（カウントダウン）への参加につい

て

Nursing
Now

キャンペーン

公益社団法人日本看護協会と日本看護連盟は、

Nursing Nowの趣旨に賛同し、2020年末までの2年間、

「看護の力で健康な社会を！」をテーマに

Nursing Nowキャンペーンに取り組みます。

熊本県看護協会も重点事業を通して

県民の健康な社会づくりに取り組みます。

　ナイチンゲール生誕200年となる2020年に向け、看護職が持つ可能性を最大限に発揮し、看護職が健康課題への

取組みの中心に立ち、人々の健康向上に貢献するために行動する世界的なキャンペーンです。英国の議員連盟が活動

をスタートさせ、世界保健機関（WHO）及び国際看護師協会（ICN）賛同の下、英国のチャリティ団体であるバーデッ

ト看護信託が事務局となり、世界的に広まっています。

　世界では、保健医療制度や人々のニーズが大きく変化しており、看護職はこの変化への対応が求められています。看

護職が変化に対応し、一層活躍するには、看護職が適切に評価され、保健

医療政策に影響を及ぼすことが重要であり、そのための様々な条件や環境を

整える必要があります。Nursing Nowの揚げる目標は、①看護職の教育・専

門職開発・雇用条件等への財源確保、②効果的・革新的な看護実践の普及、

③保健医療政策への看護職の影響拡大、④リーダーの職位につく看護職の増

加、及び⑤政策実現に向け政策・意思決定者へのエビデンス提供の拡大です。

　日本では、少子超高齢社会による人口・疾病構造の変

化等を見据え、社会保障制度改革が進められており、医療・

ケア・生活が一体化した地域包括ケアシステムへの転換

が求められています。看護職には病気や障がいと共に生

きる「暮らしの場」の看護、治療や回復のための医療機

関での看護、地域住民の健康増進・疾病予防・介護予防

をめざす保健活動などの役割があります。これに加え、「生

活」と保健・医療・福祉をつなぎ、地域で暮らす全ての人々

を支える健康な社会の醸成にも力を発揮することが求め

られています。その役割を果たすためには、看護教育の

拡充、健康で働き続けられる労働環境の整備、更には安

全で効率的にケアを提供するための看護職の役割拡大も

必要です。

Nursing NowとはNursing Nowとは

　日本看護協会は、これらの課題解決のための重点政策

として、①看護基礎教育制度の改革の推進、②地域包括ケ

アにおける看護提供体制の構築、③看護職の働き方改革

の推進、④看護職の役割拡大の推進と人材育成、を揚げ

取組んでいます。

　Nursing Nowの趣旨は、まさに私たちの取組みや目

指す方向性に合致するものです。地域包括ケアシステム

において、看護職が持つ可能性を最大化し、活躍するこ

とは、健康な社会の実現につながります。また、多くの

看護職が、これまで以上に政策策定や意思決定に参画し、

影響を及ぼすためには、リーダー的職位に就くことが不

可欠であり、新たな制度の創設や法改正などの政策実現

には政治的な力が必要です。Nursing Nowキャンペーン

を国内で展開することで、看護職が一丸となって社会の

ニーズに取組む機運としたいと考えています。

　看護職が持つ可能性を最大限に活用し、社会に求めら

れる役割を果たせるよう、一人でも多くの皆様の本キャ

ンペーンへのご賛同、ご協力とご支援をお願い致します。

Nursing Nowキャンペーン
「看護の力で健康な社会を！」日本の現状と看護の課題

「看護の力で健康な社会を！」

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/
nursing_now/index.html

Nursing Nowについて：

熊本県看護協会
公式キャラクター

「マモル君」
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施 設 名 件数 金 額

大腸肛門病センター高野病院
熊本中央病院
上天草総合病院
熊本地域医療センター
公立玉名中央病院
熊本大学病院
熊本リハビリテーション病院
　　　　　合　　　計

4
19
4
16
27
47
11
128

120,000
570,000
120,000
480,000
810,000

1,410,000
330,000

3,840,000

編集（広報委員）

　残暑お見舞い申し上げます。
　皆さん体調はいかがでしょうか？
　今回発行の看護くまもとは、記念
すべき令和元年の第一回目となりま

した。また、本年度より5名の新メンバーを迎えま
した。これからも最新のよりよい看護情報をお届
けできる様尽力しますので、よろしくお願いいた
します。

野中須奈子
平野　宏一

担当理事
委 員 長

松村江里子　清田朝子　野田美奈
鹿子木智美　森　晴子　國本珠美　村上嘉寿美

委　　員

編集
後記

よろしくお願いします

新委員

2019年度の会費納入はお済ですか？2019年度の会費納入はお済ですか？
施設代表者の方へ、自施設の2019年度未納入者をご確認いただき、
未納者へのお声かけを行っていただいております。
未納入者で納入される方はご連絡ください。

次年度も自動継続となります！次年度も自動継続となります！

　一度ご入会いただくと、退会届を提出
しない限り自動継続になりますので、退
会をご希望の方はお知らせください。
　新年度になってからの退会では会費
はお返しできません。

口座振替で口座情報不備の方
再提出しましたか？

口座振替で口座情報不備の方
再提出しましたか？

　口座情報不備（印鑑相違や不鮮明）
などで再提出が必要な方は随時再提
出依頼をお届けしております。至急返
送ください。再提出をされないと、引
き落としができません！

勤務先等の変更は
ありませんか?

勤務先等の変更は
ありませんか?

　次年度の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。

分からないことがあれば

お電話ください！

会員のみなさん！
各自で

行いましょう！

退会届はご本人が
必ず記入し

提出してください！

勤務先が
変わりました。

口座から引き落
とされてないけ
ど、会費払われて
ますか？？


