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熊本県看護協会　広報誌熊本県看護協会　広報誌

令和2年度
通常総会特集号
令和2年度
通常総会特集号

保 健 師：　 396名
助 産 師：　 270名
看 護 師：12,300名
准看護師： 1,199名
　　　計　14,165名

令和２年5月7日現在　会費納入者数

会員数

新型コロナウイルス感染症に係る本会の対応について
　国内・県内での感染状況は刻々と変化しています。熊本県看護協
会では、看護職の皆様自身と周りの方の健康を守るために、熊本県
等の行政とも連携を取りながら対応しています。情報を随時ホーム
ページに掲載いたしますので、ご確認をお願いいたします。
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　楠若葉の季節になりました。

　新年度に入り、全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大に胸を痛める毎日です。

　今般全国に緊急事態宣言が発令され皆様の生活にも影響が及んでいるのではないで

しょうか。熊本県でもこのところ毎日のように感染者が増加していますが、長期間に及ぶ

ことが予想される中、最前線で対応に当たっていらっしゃる看護職の皆様に心から敬意を

表しますとともに心から感謝を申し上げます。

　また、令和元年度の当看護協会の事業運営にあたりましては多大なご支援ご協力をい

ただき円滑に事業が推進できましたことに重ねて感謝を申し上げます。

　令和2年度も重点政策については昨年に引き続き継続して取り組むとともに、さらに事

業を推進して参ります。特に地域包括ケアシステム推進に向けては地域における看護の

機能の連携と在宅療養を担う看護職の支援事業を強化してまいりますのでご支援よろしく

お願いいたします。

　さて、令和２年度の通常総会は新型コロナウィルス感染防止の観点から6月20日（土）

看護研修センターで縮小した形での開催とし、職能別交流集会は延期することにいたしま

した。また、今年はナイチンゲール生誕から200年となり「看護の力で健康な社会を！」

をメインテーマに「Ｎursing Nowキャンペーン」の取組みが展開されています。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。

　最後に、このような状況だからこそ皆さんで看護の力を結集して“ワンチーム”でがん

ばって参りましょう。

　皆様お一人おひとりが健康に留意され、この難関を乗り越えていけるよう心から願って

います。

令和２年４月吉日

14：00

14：30

14：50

15：00

　審議事項
　第１号議案
　　2019（令和元）年度　決算報告（案）及び監査報告
　第２号議案
　　令和２年度　改選役員及び推薦委員の選出
　　令和３年度　日本看護協会代議員及び予備代議員
　　　　　　　　の選出
　令和２年度　選挙管理委員任命　　

　報告事項
　報告事項３
　　令和２年度　重点事業並びに事業計画
　報告事項４
　　令和２年度　収支予算
　報告事項５
　　熊本県看護協会長表彰者紹介（書面報告）

退任役員紹介（書面報告）
退任役員挨拶
新任役員紹介（書面報告）
新任役員挨拶
令和２年度　　職能委員紹介（書面報告）
副会長挨拶　

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。

令和2年度 通常総会プログラム

通 常 総 会

提 出 議 題

期　日　令和2年6月20日（土）　13:30～15:00
場　所　熊本県看護研修センター　3階　大研修室

13：00
13：20
13：30

13：45

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
　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
　　2019（令和元）年度　事業報告
　　2019（令和元）年度　理事会報告　（書面報告）
　　2019（令和元）年度　支部長会報告（書面報告）
　　2019（令和元）年度　職能委員会報告（書面報告）
　　2019（令和元）年度　委員会報告
　　　　　　　　　　　 （常任委員会・特別委員会等）
　　　　　　　　　　　 （書面報告）
　　2019（令和元）年度　支部事業報告（書面報告）
　報告事項２
　　2019（令和元）年度　公益社団法人日本看護協会
　　　　　　　　　　　 通常総会報告
　　　　　　　　　　　（書面報告）
　

第1号議案　　2019（令和元）年度　決算報告（案）及び監査報告

第2号議案　　令和２年度　改選役員及び推薦委員の選出

　　　　　　  令和３年度　日本看護協会代議員及び予備代議員の選出

◆ 令和元年度熊本県医事・薬事・健康づくり功労者知事表彰

（シルバーピアさくら樹）

受章おめでとうございます受章おめでとうございます

福島ミキ子 様
（阿蘇温泉病院）江村　彌生 様

今年度の通常総会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模縮小・時間短縮して開催いたします。
4月28日発送の開催通知や、県協会ホームページをご覧いただき、委任状の提出等御協力をよろしくお願いします。
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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）各地区における看護管理者会の充実

２）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共有化

３）地区で開催される関係会議への参加

２．地域包括ケアシステム推進に向けて看護の機能の連携

強化

１）保健医療福祉の連携強化のためのシステム検討

２）「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」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（訪

問看護サポート強化事業：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

（訪問看護サポート強化事業：県補助）

３）訪問看護ステーションにおける人員確保・教育体制

などに関する実態調査

（訪問看護サポート強化事業：県補助）

４）介護関連施設における看護職の管理上の課題抽出

（介護関連施設に勤務する看護管理者の管理能力向上支

援事業：県補助）

５）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）他職種と連携した研修会の開催

令和２年度　熊本県看護 協会　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
【重点事業】【重点事業】

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

（１）看護職の賃金モデルの周知：研修会（実務編）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冊

子の発送

（３）看護管理者のための研修会開催

２）熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携

３）ヘルシーワークプレイス（安全で健康な職場）を目

指した支援事業

（１）ハラスメント研修会の開催

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）ハロ－ワーク熊本との連携事業の強化

　３）看護職不足地域のための看護職確保支援事業

　（１）研修会・報告会の開催

（２）阿蘇地域の看護職確保のための会議やワークへの

参加

　４）看護職員の届け出制度の周知・啓発

　５）看護職定着支援のための研修会開催

（１）メンタルヘルス支援研修会（入職１～３年目まで

対象）の開催

　６）プラチナナース（セカンドキャリア）就労支援事業

　７）看護職の離職、需要調査の実施

　８）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

重点政策3重点政策3 重点政策4重点政策4
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
　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交流会」、「統
括保健師に関する研修」

（２）助産師職能　：「産科危機的出血への対応」「胎児心
拍モニターの判読と対応」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の推進」交流会

（４）看護師職能Ⅱ：「臨床推論に基づく看護」「看護師職
能Ⅱ領域の看護師が役割を発揮するために必要なこ
と」研修会　　　　　　　　　　　　

　３）県からの受託研修
　　（１）看護学生臨地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研修「マネジメント編」
の実施

2. 看護師基礎教育の４年制化の推進
　１）日本看護協会等からの情報提供
　２）看護基礎教育４年制化に関する意見交換会の開催
３. 在宅・施設等の看護職の質向上支援
　１）介護関連施設勤務の看護管理者の育成　
（介護関連施設に勤務する看護管理者の管理能力向上支
援事業：県補助）
（１）介護関連施設に勤務する看護管理者対象研修会の
開催

　２）在宅療養・看取り支援事業（県委託）
　　（１）看取りケア研修
　　（２）県民向け講演会
３）訪問看護師の人材育成の強化（訪問看護サポート強化
事業：県補助）

　　（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）退院支援調整能力向上のための研修の開催　（訪問
看護サポート強化事業：県補助）

（２）医療機関看護師のための訪問看護ステーション実習
４.准看護師への支援
　１）准看護師交流会の開催　　　　　　　　　　
　２）研修会の開催
　３）看護師への移行のための情報提供
５. 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」および
「マネジメントラダー（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
（JNAオンデマンド活用研修）
２）看護師のクリニカルラダー導入支援　
３）クリニカルラダー、マネジメントラダー導入に関する
調査

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　　
　２）特定行為研修終了ナース活動報告
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）医療安全管理者養成研修の開催
　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
　　（２）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

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」事業の実施
　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・看護週間行事の開催
　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）災害看護に関する普及
　　（２）災害看護研修（看護管理者対象）
（３）災害看護支援に関する情報の提供・ホームページ
の活用

（４）災害訓練等への参加
　　（５）災害関連備品の整備
　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）地域災害支援ナース（仮称）養成試行
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への参画
　　（３）子どもの虐待防止に対する取り組み
　２）熊本県子ども医療電話相談事業（＃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”の利用拡大

重点政策5重点政策5

1. 会員増加の推進
　１）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・利用拡大
　　（４）熊本県看護協会LINEの周知・利用拡大
　　（５）新任看護管理者交流会の開催
　２）会員委員会活動の強化
　　看護学生に対するＰＲ
　　（１）保健師職能、看護師職能Ⅱへの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）福利厚生の周知、利用拡大
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

重 点 政 策

【重点事業】【重点事業】

【重点事業】【重点事業】 【重点事業】【重点事業】

【重点事業】【重点事業】
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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）各地区における看護管理者会の充実

２）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共有化

３）地区で開催される関係会議への参加

２．地域包括ケアシステム推進に向けて看護の機能の連携

強化

１）保健医療福祉の連携強化のためのシステム検討

２）「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」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（訪

問看護サポート強化事業：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

（訪問看護サポート強化事業：県補助）

３）訪問看護ステーションにおける人員確保・教育体制

などに関する実態調査

（訪問看護サポート強化事業：県補助）

４）介護関連施設における看護職の管理上の課題抽出

（介護関連施設に勤務する看護管理者の管理能力向上支

援事業：県補助）

５）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）他職種と連携した研修会の開催

令和２年度　熊本県看護 協会　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
【重点事業】【重点事業】

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

（１）看護職の賃金モデルの周知：研修会（実務編）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冊

子の発送

（３）看護管理者のための研修会開催

２）熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携

３）ヘルシーワークプレイス（安全で健康な職場）を目

指した支援事業

（１）ハラスメント研修会の開催

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）ハロ－ワーク熊本との連携事業の強化

　３）看護職不足地域のための看護職確保支援事業

　（１）研修会・報告会の開催

（２）阿蘇地域の看護職確保のための会議やワークへの

参加

　４）看護職員の届け出制度の周知・啓発

　５）看護職定着支援のための研修会開催

（１）メンタルヘルス支援研修会（入職１～３年目まで

対象）の開催

　６）プラチナナース（セカンドキャリア）就労支援事業

　７）看護職の離職、需要調査の実施

　８）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

重点政策3重点政策3 重点政策4重点政策4
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
　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交流会」、「統
括保健師に関する研修」

（２）助産師職能　：「産科危機的出血への対応」「胎児心
拍モニターの判読と対応」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の推進」交流会

（４）看護師職能Ⅱ：「臨床推論に基づく看護」「看護師職
能Ⅱ領域の看護師が役割を発揮するために必要なこ
と」研修会　　　　　　　　　　　　

　３）県からの受託研修
　　（１）看護学生臨地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研修「マネジメント編」
の実施

2. 看護師基礎教育の４年制化の推進
　１）日本看護協会等からの情報提供
　２）看護基礎教育４年制化に関する意見交換会の開催
３. 在宅・施設等の看護職の質向上支援
　１）介護関連施設勤務の看護管理者の育成　
（介護関連施設に勤務する看護管理者の管理能力向上支
援事業：県補助）
（１）介護関連施設に勤務する看護管理者対象研修会の
開催

　２）在宅療養・看取り支援事業（県委託）
　　（１）看取りケア研修
　　（２）県民向け講演会
３）訪問看護師の人材育成の強化（訪問看護サポート強化
事業：県補助）

　　（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）退院支援調整能力向上のための研修の開催　（訪問
看護サポート強化事業：県補助）

（２）医療機関看護師のための訪問看護ステーション実習
４.准看護師への支援
　１）准看護師交流会の開催　　　　　　　　　　
　２）研修会の開催
　３）看護師への移行のための情報提供
５. 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」および
「マネジメントラダー（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
（JNAオンデマンド活用研修）
２）看護師のクリニカルラダー導入支援　
３）クリニカルラダー、マネジメントラダー導入に関する
調査

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　　
　２）特定行為研修終了ナース活動報告
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）医療安全管理者養成研修の開催
　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
　　（２）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

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」事業の実施
　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・看護週間行事の開催
　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）災害看護に関する普及
　　（２）災害看護研修（看護管理者対象）
（３）災害看護支援に関する情報の提供・ホームページ
の活用

（４）災害訓練等への参加
　　（５）災害関連備品の整備
　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）地域災害支援ナース（仮称）養成試行
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への参画
　　（３）子どもの虐待防止に対する取り組み
　２）熊本県子ども医療電話相談事業（＃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”の利用拡大

重点政策5重点政策5

1. 会員増加の推進
　１）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・利用拡大
　　（４）熊本県看護協会LINEの周知・利用拡大
　　（５）新任看護管理者交流会の開催
　２）会員委員会活動の強化
　　看護学生に対するＰＲ
　　（１）保健師職能、看護師職能Ⅱへの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）福利厚生の周知、利用拡大
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

重 点 政 策

【重点事業】【重点事業】

【重点事業】【重点事業】 【重点事業】【重点事業】

【重点事業】【重点事業】



6 7

資金収支予算書



6 7

資金収支予算書



8 9

令和２年度役員・推薦委員並びに令和３年度   日本看護協会代議員・予備代議員候補者名簿

役員名 氏名 職能 勤務先 抱負

1 会長 本　　尚美 看 熊本県看護協会 新

地域包括ケアシステムの構築が進められる中で、看護職は医療・
保健・福祉の多様な場での活躍が期待されています。会長として
の役割を認識し、他職種・他機関との連携、看護職間の連携強化
を図るとともに、会員の一人ひとりが安心して役割を発揮できる
よう教育の充実と労働環境の整備、組織力強化に尽力いたします。

2 副会長 井手　州子 看 熊本県看護協会 再

三期目の候補になります。人生 100 年時代を迎え「看護の将来
ビジョン」いのち・暮らし・尊厳を守り支える看護を目指し、看
護職の質向上、働く職場環境づくり等、県協会事業が推進できる
よう尽力いたします。

3 副会長 島村　富子 保 熊本市役所 再

住み慣れた地域で安心して生活できる地域包括ケアシステムの構
築を推進するため、保健・医療福祉で活躍する看護職の連携は重
要で、その専門性を発揮できるような看護職能団体として組織力
強化に尽力いたします。

4 常務理事 大道　友美 看 所属なし 新

地域包括ケアシステムにおいて、看護職がますます役割を発揮す
るには医療・保健・福祉分野で、看護職間の連携が重要であると
思います。看護師職能Ⅰ委員としての 4 年間、同委員会理事とし
ての 2 年間の活動経験を踏まえ、会長や他役員の方、地区・支部・
各職能の委員の方々と共に力を合わせて協会の事業に取り組んで
まいりたいと思います。

5 保健師職能
理事 進野よし子 保 熊本市児童相談所 新

各職域の保健師活動の現状と課題等について情報共有しながら、
これからの時代に求められる保健師の役割について協議・発信し
ていきたいと思います。

6 助産師職能
理事 赤松　房子 助 熊本赤十字病院 新

不妊、ハイリスク妊産婦、虐待防止を含む子育て支援など、妊娠
期はもちろん妊娠前からの切れ目ないケアが必要です。周産期を
めぐる環境の変化に対応すべく、マタニティケア能力、ウィメン
ズヘルスケア能力、ケアの質向上を目標に、関係職種との連携を
図りながら頑張ります。

7 看護師職能
Ⅰ理事 今村かおる 看 熊本大学病院 新

現在に至るまで県支部の役員や委員を務めさせていただいたこと
はありませんが、日本看護協会の重点政策を鑑みつつ、特定機能
病院で培った様々なノウハウを活用して、職能理事の職責に尽力
したいと考えております。

8 看護師職能
Ⅱ理事 竹熊　千晶 保 熊本保健科学大学 新

超高齢多死社会の中で、療養の場が病院から地域在宅へと移行し
看護師の働く場や求められるニーズも多様化しています。対象と
なる人の暮らしの中で最期まで寄りそい続けることの責任が求め
られています。他者・他分野の人びとと連携する力をもち、人び
との暮らしを支える看護を考えていきたいと思います。

9 熊本東地区
理事 村上　元子 看 くまもと成仁病院 新

地域共生社会の実現のため、看護職に係る期待は大きいと思いま
す。多様な場で活動する看護職に魅力を感じ、さまざまな部署を
経験させていただきました。今後は、医療・介護・福祉間の連携
を大切にしていきたいと思っています。微力ながら貢献できたら
と思います。

10 熊本西地区
理事 野中須奈子 看 朝日野総合病院 再

看護の質の向上を図り、地域住民に信頼される看護職、看護協会
員を育成するために、看護協会の最新の情報を地区役員に伝達し
協働していきたいと思います。

11
八代・水俣・

人吉地区
理事

木村　恵美 看 堤病院 再
地域包括ケアシステムの推進に向けて県協会と支部の連携を深
め、地域の看護の質向上、働き続けられる環境づくりに微力なが
ら努めていきたいと思います。

12 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 再 協会の活動内容を准看護師へ共有してもらい、看護の質向上と勤
務環境改善に向け、研修参加等働きかけていきたいです。

13 監事 堀田　美波 保 所属なし 再 看護協会での役員、委員の経験を活かし、監事として、公益社団
法人熊本県看護協会の発展に貢献できるように努力します。

14 監事 河添眞理子 看 特定医療法人萬生
会 サンセリテ月出 新

健康を取り巻く環境は大きく変貌すると共に、当協会の果たす役
割は多岐に渡ります。十分に検討された事業計画の執行を監査し
ながら、事業継続に協力してまいります。

15 監事 村上　純也 － 村上純也法律事務所 再 前期の経験を糧に、より積極的に協会の業務について適切な監査
をすることができるよう精進してまいります。

改選役員　候補者名
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令和２年度役員・推薦委員並びに令和３年度   日本看護協会代議員・予備代議員候補者名簿

氏名 職能 勤務先

1 川口　　薫 保 熊本県阿蘇保健所 新

2 西村恵美子 保 熊本市東区役所 新

3 吉村　圭子 助 慈恵病院 新

4 飯田美千代 看 宇城総合病院 新

5 寺本　清美 看 荒尾市民病院 新

6 楢木さゆり 看 人吉リハビリテーション病院 新

7 東　眞奈美 看 熊本中央病院 新

8 山下満美子 看 天草第一病院 新

氏名 職能 勤務先

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 大道　友美 看 所属なし

3 熊本県看護協会 進野よし子 保 熊本市児童相談所

4 熊本県看護協会 赤松　房子 助 熊本赤十字病院

5 熊本県看護協会 今村かおる 看 熊本大学病院

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 寺本　清美 看 荒尾市民病院

8 菊池・阿蘇 石田　洋昭 看 阿蘇医療センター

9 熊本東 家入　優子 看 江南病院

10
熊本西

小屋敷明須香 助 福田病院

11 村山　卓也 看 熊本機能病院

12

熊本南

大石　聖子 看 熊本脳神経外科病院

13 田上　淳子 看 くまもと乳腺・胃
腸外科病院

14 上益城・宇城 岩㟢真由美 看 谷田病院

15 八代、水俣・芦
北、人吉・球磨 濱田　　愛 看 八代敬仁病院

16 天草 今井　利美 看 牛深市民病院

氏名 職能 勤務先

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 多田隈和子 看 菊池郡市医師会立
病院

3 熊本県看護協会 三宅あゆみ 保 熊本県菊池保健所

4 熊本県看護協会 井上　美咲 助 水俣市立総合医療
センター

5 熊本県看護協会 竹熊　千晶 保 熊本保健科学大学

6 熊本県看護協会 竹永　美加 准 桜十字病院

7 有明・鹿本 坂本　美香 看 荒尾中央病院

8 菊池・阿蘇 後藤　美穂 看 阿蘇医療センター

9 熊本東 北嶌　麻世 看 江南病院

10
熊本西

窪田奈々弥 看 福田病院

11 千賀　恵美 看 熊本機能病院

12
熊本南

藤田　明子 看 熊本第一病院

13 坂口　清美 看 済生会熊本病院

14 上益城・宇城 濱永二三代 看 くまもと心療病院

15 八代、水俣・芦
北、人吉・球磨 井上　久美 看 熊本総合病院

16 天草 本川恵美子 看 苓北医師会病院

推薦委員候補者名

令和3年度　日本看護協会代議員候補者名 令和3年度　日本看護協会予備代議員　候補者名

（令和 2 年 5 月 1 日現在）
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委員長（担当理事）　市原　幸
副委員長
委　　員

2019（令和元）年度　活動報告

健師職能委員会保
福本久美子
後藤由美子　　井本　成美　　松下　琢磨
徳永　香織　　宮崎さおり　　三宅あゆみ　　川田めぐみ

活動目標（方針）
　地域包括ケア提供体制構築をめざし、各職域で活
動する保健師の役割や機能強化、連携を推進するた
めに保健師活動の現状と課題を整理し、保健師の人
材育成を支援する。

今後の
課題

　看護協会の重点政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、各職能との連携を図るとともに、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地域のコーディネーターとしての役割を発揮できるような保健師の人材育成と確保が必要で、保健師が分散配置されて
いる市町村においては、保健師の横断的な活動の調整や人材育成を担う統括保健師の配置が課題である。次年度は統括保健師配置に関する調査を実施し、配
置促進を進める要因等を明らかにし、市町村長等に統括保健師の配置要望を実施していきたいと考えている。
　また、人材育成を目的とした研修は県や保健師が所属する職域団体でも実施しているため、保健師研修の体系化について県や関係団体等と協議し、保健師職
能委員会として実施する研修内容等について検討していく必要がある。また、保健師職能の活動の充実のためには、会員確保が課題である。日看協と連携し、加
入促進に向けた取り組みを行っていきたいと考えている。

計画／実施内容 　結果／評価
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】開催：９月 21 日（土）
♦保健師が所属する各職域団体等の重点活動及び活動について報告
♦協議事項
①地域包括ケア体制構築のための保健師の役割等
②保健師ネットワーク研修会の内容
③保健師の人材確保、統括保健師の配置促進

・保健師職能委員会も含めて９団体が出席　（参加者数　15 名）
♦協議結果

①地域づくりの視点、地域の組織力の向上、そのための統括保健師の配置、
それぞれの職種が理解しあうことが必要といった意見。

②それぞれの活動の場を理解するための研修、保健師活動の歴史から改め
て保健活動を学ぶ内容等を考える。

③人材育成については、各団体でも実施しているので内容の調整が必要。
市町村保健師連絡協議会と連名での統括保健師に関する調査の検討。以
上の意見をもとに、今後の活動計画に反映していくことを検討。

２）地域包括ケア推進のためのネットワーク研修会等の開催
【保健師ネットワーク交流会】開催：１月 18 日（土）
♦保健師ネットワーク交流会として開催
♦内容

①「公衆衛生看護とは～今だからこそみんなで保健活動を振り返ろう～」
をテーマに、各職域の保健師 ( 熊本市、玉東町、菊陽町、熊本県総合保
健センター、熊本県阿蘇保健所）からの活動報告

♦「公衆衛生看護とは」について九州看護福祉大学の福本久美子氏からミニ
講話、参加者とディスカッション

♦参加者：38 名（実践報告者含む）　
♦「健康寿命延伸を目指した取組」「産業保健活動」「被災者支援から考える

地域包括ケア」「長寿の喜びを実感できる町づくり」「在宅医療推進のため
の取組」について、各職域の立場から実践報告。異なる職域の保健師活動
を知ることができ、あらためて連携の必要性や活動の可能性を感じること
ができた等の感想 ( アンケート）。

♦福本氏は、ミニ講話の中で 5 つの実践報告を公衆衛生看護の定義にあて
はめて整理し、公衆衛生看護とは何か、誰のために何のために仕事をして
いるのかを考えてほしいと結ぶ。保健師の原点について確認することがで
きた等の感想 ( アンケート）。

♦アンケート結果から、参加者全員が自分自身の学びとなったと回答し、今
後も保健師活動の共有の場を求める意見があった。

【職能合同交流集会】 開催：６月 22 日（土）熊本県立劇場
♦「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～」をテーマにリレートーク及びディ
スカッション

♦保健師職能からは、天草市の保健師が行政保健師の立場から報告

♦参加者：　293　名（うち保健師　25 名）
♦各職能の立場からの報告後、報告者とコーディネーターを中心に活発な

ディスカッションが行われた。組織内の連携、他機関、他職種連携の必要
性や今後の見通しを立てた早め早めの支援体制の整備が課題としてあげ
られた。

♦アンケート結果から、９割以上の参加者がテーマに対する興味、趣旨の理
解、内容に対する満足度が高かった。合同交流集会開催の希望の意見も
あった。

３）保健師のキャリア育成支援
【統括保健師、中堅期保健師の活動に関する情報収集と整理】
・７月から３月の委員会活動の中で実施。
♦市町村における統括保健師の配置状況の確認、統括保健師配置に関する調

査実施に向けて、調査票の検討と作成。
♦中堅期保健師コンサルテーションプログラム実施 (H27,29 ～ 30 年度）

のまとめ

♦市町村統括保健師配置状況
　平成 27 年度は 18 市町村、令和元年度は 28 市町村と配置数は伸び
ている。配置市町村、未配置市町村の実態を把握し、配置促進を図るため
に調査を検討。調査票を作成し、次年度 5 月実施予定。

♦中堅期保健師コンサルテーションプログラムの実施評価を行い、保健師職
能委員会活動としての中堅期保健師の人材育成について検討。

【関係職能団体との統括保健師配置促進や人材育成に関する意見交換】
　
♦９月開催の保健師ネットワーク会議の協議事項に含めて実施

上記１）の保健師ネットワーク会議の結果②③のとおり

【中堅期保健師研修会】開催：12 月 20 日（土）　　
　　　　　　　　　　　　　　 開催場所：熊本県立大学
♦県主催、協会共催で中堅期保健師の資質向上と次期リーダーの役割を担う

ための力量形成を図ることを目的に中堅期保健師研修会を開催
♦研修内容

①熊本県人材育成指針の概要について県から説明、グループディスカッ
ション

②中堅期保健師の役割や機能について、（公社）地域医療振興協会ヘルス
プロモーション研究センターの村中峯子氏の講演、中堅期保健師コンサ
ルテーションプログラム修了者（東氏、向坂氏）の実践報告、意見交換

・参加者：53 名
♦参加者の学び等
・最後の意見交換では、分散配置が進む中地域課題の共有の場が必要。まず

横のつながりを作っていきたい。中堅期として学び続ける姿勢や、動く姿
勢が必要で、次世代のリーダーとなることを想定して活動する立場である
ことを認識する等、中堅期保健師としての自覚と今後の活動について考え
る機会となったようである。

・アンケート結果から、自分のキャリア形成についてイメージできた
（82.6%）、中堅期保健師の役割や機能を考えそれを実践に生かすことが
できる（89.1%）、自分の実践の振り返りができた（87%）と回答。日々
の業務をこなすことに終わるのではなく、地域の課題を捉え PDCA サイ
クルにのせて保健活動を実施していきたい。次期リーダーの準備、管理期
を牽引する存在となれるよう、意識しながら仕事をしていきたい等の感想
や意見があった。

【中堅期保健師コンサルテーションプログラム研修の運営マニュアル等の作
成】
・７月から３月の委員会活動の中で実施。
♦中堅期保健師コンサルテーションプログラム (H27,29 ～ 30 年度）評価

の実施と運営マニュアルの作成。

♦中堅期保健師コンサルテーションプログラム実施評価を行い、保健師職能
委員会活動としての中堅期保健師の人材育成について検討。

♦次年度、委員交代によりプログラム実施に関わった委員がいなくなるため、
関係資料等整理し、マニュアルとして作成。

４）会員拡大への取り組み
【研修会やネットワーク会議等を通じた入会促進】
・通年実施
♦保健師ネットワーク会議の中で、入会及び継続の手続きについて依頼。
♦保健師ネットワーク交流会で、入会、継続手続きについて依頼。

♦保健師ネットワーク会議及び保健師ネットワーク交流会において協会入会
の意義や活動内容等について説明し、保健師の協会加入を勧める。
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委員長（担当理事）　吉村　圭子
委　　員 吉田　佳代　　牛島　輝美　　嶽本さおり

赤松　房子　　村井　理香　　井上　美咲
小南　由夏　　平山ひとみ

2019（令和元）年度　活動報告助 産師職能委員会

　次年度はクロックミップ認証制度後、初めての更新年となる。ウィメンズヘルスケア領域（分娩数が100例に達していない、もしくはNICUなど産科施設で就業
していない助産師が対象に新設された領域）で更新する助産師に対して、更新できる環境を作ることが課題の一つである。そのための研修会を４月～６月までの
間で２回開催したい。
　クリニックで働く助産師の研修参加数の増加を図りたいが、成果が出ないことの原因分析を行い、次年度の計画につなげることができればと考える。
　性教育出前授業の出動回数が増加している。また授業の開催期間の集中化や依頼学校の地域偏在があることから、出前授業実施に至るまでのシステムの再検
討が必要である。

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関連機関との連携を強
化する

2）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し、熊本
県の助産師の資質向上を図る

3）災害時の母子に対する助産師の役割の構築を行う
4）性教育・母子保健活動を通して、次世代育成支援事業の推進を行う

今後の
課題

計画／実施内容 結果／評価
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関連機関との連携を強化する
　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
　　職能合同交流集会　
　　開催日：６月 22 日（土）　熊本県立劇場　演劇ホール
　② NICU を含めた周産期看護職の連携強化
　　周産期看護管理者交流集会
　　開催日：11 月 17 日（日）
　　講師：大阪母子医療センター　副看護部長　宮川祐三子氏
　③産科施設との連携強化 : 産科管理者ネットワークの活用
　　期間：通年

〇メールを活用して、産科病院・病棟の師長にクロックミップ申請・研
修会情報を提供する

　④助産師同士の連携
　　熊本県助産師会と合同研修会
　　妊産褥婦を取り巻く家族アセスメント手法
　　開催日：令和 2 年 2 月 8 日（土）
　　講師：九州看護福祉大学看護学科　准教授　牛之濱久代氏

①参加者 293 名（保健師 25 名、助産師 9 名、看護師 259 名）
　助産師職能会員の参加者が 9 名と、例年の交流集会よりも少なかった。委

員会としては、助産師会員に研修会の周知をもっとアピールする必要が
あった。切れ目ないケアを提供するための課題発見することを目的に、4
職能委員会合同で交流会を開催したことは、アンケート結果からも高く評
価できた。ケース当事者のお父様が参加されて、親としての立場からも語っ
て頂くことができた。

②参加数：29 名（会員 27 名　非会員２名）
　昨年に引き続き、周産期関連施設に勤務している看護管理者同士の交流を

図ることを目的に開催した。産科とＮＩＣＵの共通の課題をテーマにして
おり、今年度は災害時の母子支援をテーマにした。グループワークの中で
は管理者同士で災害時対策等について意見交換等ができていたが、参加者
全体で交流を深め、周産期看護職の連携を強化するまでには至らなかった。
アンケートからも、もっと交流を図りたいという意見があった。

③本システムは 2018 年度にネットワークシステムを作ったが、発信元で
ある事務局からのシステムトラブルで、メールによるネットワークの活用
には至らなかった。

④参加者 46 名（協会会員 29 名、助産師会会員 17 名）　　　　　　　　　
　ジェノグラムやエコマップを用いて家族をアセスメントする技法を学ん

だ。アンケートからは、家族の情報収集の重要性が理解できたことや、演
習を行ったことで理解度が深まったこと、もう少し時間をかけて聴きた
かったとの記載があった。助産師会と合同で研修会を開催することについ
ては、アンケート結果では、全員が「大体満足」「満足」であり、「医療機
関と地域の連携を支援継続するために重要なので学びを共にし、交流を深
めたい」等の記載があり、高い評価を得た。

２）熊本県の助産師の資質向上を図るために研修を実施し、助産師関連情報
を会員の一人一人に提供する

　①助産師の資質向上のための研修会を開催する
　♦ CTG の判読とその対応（八代）
　　開催日：５月 25 日（土）　熊本労災病院
　　講師：人吉医療センター　産婦人科部長　瀬戸雄飛氏
　♦ CTG の判読とその対応（熊本）
　　開催日：７月７日（日）
　　講師：人吉医療センター　産婦人科部長　瀬戸雄飛氏
　♦危機的産科出血への対応
　　開催日：８月 24 日（土）　熊本労災病院
　　講師：熊本労災病院　産婦人科医師　本田智子氏
　♦新生児蘇生法講習会（Ｓコース）
　　開催日：12 月１日（日）
　　講師：熊本市立熊本市民病院　新生児集中ケア認定看護師　田中裕子氏
　　　　　国保水俣市立総合医療センター　産婦人科助産師　田中聖子氏

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

③熊本県内すべての助産師に研修開催のお知らせをするための名簿作成

④アドバンス助産師情報提供に関するチラシを作成し、研修会等で配布す
る

①助産師の資質向上のための研修会を開催する
♦参加者 30 名（会員 23 名、非会員７名）
　八代市周辺及び県南からは 14 人の参加であった。昨年は非会員 20 名

の参加があった。
　今年度は八代市や県南の非会員が多い産科施設からの参加がほとんどな

く、八代市で開催した意義が見出せなかった。
♦参加者 44 名（会員 40 名、非会員４名）
　クリニックからの参加者は７人であった。毎年参加者の多い研修である

が、受講施設の偏りが見られるため、今後は非会員の多い施設への周知
方法を考える必要がある。

♦参加者 37 名（会員 29 名、非会員 7 名、協力委員 1 名）
　八代周辺及び県南からの受講者は17名で看護職の受講者が８名あった。

県南のクリニック（非会員）からの参加はなく、八代市で開催した意義
があまりなかった。

　危機的産科出血の場合は超緊急性があり手術室看護師の協力が不可欠で
ある。今回は手術室看護師の参加が複数名あったことから、関連機関と
の連携という点では成果があった。演習が 1 グループのみであることか
ら、次年度は演習時間の拡大を図ることが必要である。

♦参加者 17 名（会員 15 名、非会員２名）
　すぐに募集人数に達し、演習を 2 グループから 3 グループに増やし実

施した。非会員で初めてのクリニックからの受講もあった。アンケート
結果からも、当会で新生児蘇生法を開催することの需要はあると考える
が、他の施設と開催時期を調整できれば、受講者のさらなる増加につな
がると考える。インストラクター 1 人につき受講者数が決まっているた
め、募集人数の企画が難しい開催側の課題もある。

② 2018 年度と今年度の２年連続で八代会場で周産期医療において重要な
研修会を開催したが、受講者の半数は熊本周辺からの参加者であることか
ら、非会員の多い施設への周知方法やクリニック看護師に対応した研修会
内容の検討が必要である。

③ 2019 年度は助産師が就業している施設を作成している途中である。
④ 2019 年の５月・７月 CTG 研修会、熊本県看護協会総会でアドバンス助

産師の情報に関するチラシ配布した。
３）災害時の母子に対する助産師の役割の構築をする
　①周産期看護管理者交流会（災害シミュレーション）
　　開催日：11 月 17 日（日）

　②九州・沖縄地区合同助産師職能研修会の開催　
第 3 回九州・沖縄地区合同助産師職能研修会 in 佐賀　「おなかの中から
はじめる子育て支援」

　　開催日：10 月 19 日（土）　
　　国立病院機構　佐賀病院研修センター

①参加者 29 名 ( 会員 27 名非会員 2 名）
　周産期病棟で予測される患者設定のもと、机上シミュレーションを実施し

た。シミュレーションでは、災害支援ナースがファシリテータとして参加。
アンケートでは、自施設での災害対策に役立てる事ができるという意見が
多くあったことから、災害の研修としては評価できた。

②熊本からの受講者は 20 人弱であり、超音波画像診断の演習は助産師の技
術向上につながる研修であった。熊本県看護協会の研修負担金額は 11，
230 円となり、低コストで研修会を開催できたことになる。演習では他
県の助産師との交流の場となり、併せて職能委員長間の連携強化にもつな
がった。

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

　①性教育出前授業の出動と授業で使用するテキストの内容見直し
　　〇性教育出前授業への出動、性感染症等のデータ書き換え
　②熊本県性教育研究会への出動
　　〇 2019 年度は職能委員が３回参加をした

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）アン
ケートまとめ発表

　　発表者：福田病院　助産師　片平起句氏（平成 30 年度助産師職能委員）

①７月から現在までの出動数８回、協力委員の出動（当会での出動不可の場
合）４回であった。依頼学校の地域偏在化と依頼時期の集中化等の関係か
ら、性教育授業を実施する委員が偏っているので、その委員の負担が大き
いということが課題である。

②研究会に参加することで教職員など他職種と性教育に関する情報の共有と
連携に繋がるのでよい機会だと評価しているが、開催日程が定期的でない
ため、本委員の出席ができないこともある。

③昨年の助産師職能委員で、2020 年２月１日の熊本県看護協会看護研究発
表会で発表した。

マザーフット募金の報告
国際助産師連盟（ICM）は、妊産婦死亡率や疾病率の非常に高い地域での助産師の知識と技術の向上を支援するためにセーフマザーフット基金を設立しま
した。熊本県看護協会助産師職能委員会もその募金活動に取り組んでいます。今年度の募金は、8,000 円でした。集まった募金は、日本看護協会に送金し、
そこから ICM に送られ、活動に役立てられます。皆様のご協力ありがとうございました。



12

委員長（担当理事）　大道　友美
副委員長
委　　員

池田としえ
中川　里美　　塚原由美子　　馬原　京子
林田百合香　　牛島久美子　　入部　直子
若山美也子　　友田　孝子　　竹永　美加

2019（令和元）年度　活動報告看 護師職能委員会Ⅰ

今後の
課題

１）准看護師の進学支援は継続していく。新規参加者の獲得ができ、少しでも進学する准看護師が増えるよう広報を十分に行い、研修会や情報
提供の内容を工夫していく。

２）看護師長への教育・支援の取り組みは継続していくが、参加者アンケートの結果より、看護師長の経験年数が長い方が多く疲弊している実態
があると感じている。今回は他者・部下へのアプローチ法について学んだが、自分自身のケアを行い看護管理者が健康で元気に働き続けら
れるようなテーマに取り組んでいく。

３）病院看護師の在宅支援の推進については、今年度の結果を看護師職能委員会Ⅱとの合同職能交流集会や、保健師職能委員会との合同委員
会に繋ぎ、看護職間の連携や各々の領域が抱える課題について、提言・研修を行っていく。

活動目標（方針）
１）准看護師から看護師への移行支援

２）看護師長への支援・教育への取り組み

３）病院看護師の在宅支援の推進

計画／実施内容 結果／評価
１) 准看護師から看護師への移行支援
准看護師交流会　開催日：９月７日（土）
♦研修会「准看護師のためのフィジカルアセスメント」
　講師：済生会熊本病院集中ケア認定看護師　松下聖子氏
・体験談発表：麻生看護大学校在籍中・公立玉名中央病院勤務
　柴尾恵美氏
・進学支援のための情報提供
　放送大学熊本学習センター
　麻生看護大学校
　熊本市医師会看護専門学校
・日本看護協会入会および奨学金制度案内

参加者：28 名（会員 16 名、非会員 12 名）
・今年度初めて、熊本市医師会看護専門学校の進学情報を提供してい

ただいた。
・参加者はこれまでで最も多かった。病院に勤務する勤続 5 年未満の

20 代の方が多く、研修会のテーマがフィジカルアセスメントであっ
たこともあり、参加者の獲得につながったと考えている。

・アンケート結果から、54％の方が経済的理由で進学を迷っていると
の結果であった。

・終了後に進学校、体験者の方の個別相談ブースを設けた。各々に数
名ずつ個別相談されていた。

・准看護師への進学支援は次年度以降も継続していくために、研修会
の内容や進学支援に関する情報提供にも工夫をしていきたい。

２) 看護師長への支援・教育の取り組み
♦研修会「看護管理者に必要なレジリエンスとは？」
～しなやかで折れない心を育てるために～　
　開催日：10 月２日（水）
　講師：オフィスナースナレッジ代表　江口智子氏

・「折れない心を育てるための７つのポイント」についての講義、レク
リエーション、他施設の看護師長とのグループワークを通して交流
を図る

参加者：79 名（会員 77 名、非会員２名）
・看護師長への教育・支援に取り組みはじめて 3 年目。

　１年目：メンタルヘルスケア、２年目：看護管理者に必要な概念
化スキル、今回はレジリエンスについて学び他者や部下へのアプロー
チ法など、即実践可能なスキルと、合間に取り入れてあったシュウ
マイじゃんけんなどのレクリエーション、他施設の看護管理者との
グループワークを通して日頃の管理業務への思いや大変さを共有す
ることで、共感し明日からの頑張る気持ちにつながったようだ。

・平日の午後に開催することで参加者の維持につながっている。
・看護師長経験年数 20 年以上の方が最も多く、アンケートでは

100％の方が「今後に役立つ」と回答した。また「自分自身のケア
についても知りたい」という意見を含む継続研修の要望もあるため、
今後の検討課題とする。

３) 病院看護師の在宅支援の推進
♦病院に勤務し退院調整業務に携わる人たちの交流会
　開催日：11 月 30 日（土）
・病院の退院調整業務に携わる人たちの交流会を開催
・事前アンケートをもとに、グループワークを行った
・病院を退院する患者を取り巻く環境を探り地域別、病院機能別の課

題発見と意見集約を行うことを目的に実施した
・ファシリテーター２名
　国立病院機構熊本医療センター地域連携係長　田中富美子氏
　看護師職能Ⅰ委員　馬原京子氏

・５名× 10 グループ
・５つのテーマについてグループワークを行った
　①業務遂行する上で課題と感じていること
　②退院調整において必要な知識や教育に関すること
　③患者を取り巻く環境について
　④病院以外との連携について
　⑤その他
・委員会メンバーで分析中

参加者：49 名（会員 41 名、非会員８名）
看護師、准看護師、MSW
・病院看護師の在宅支援の推進について、今年度は研修会ではなく病

院で退院調整業務に携わる人たちの抱える課題を探るため交流会を
兼ねた意見集約の機会とした。

・病院を退院する患者を取り巻く環境に目を向け、地域別、病院機能別
に特徴が出るのではないかと考えていたが、地区により他のイベント
と重複したこともあり、参加地域に偏りがみられる結果となった。

・意見を集約した結果、「院内の多職種連携に関すること」「院外の多
職種連携に関すること」「情報の合理化・標準化・効率化に関すること」

「教育啓蒙に関すること」「問題事例（外国人・小児・経済的問題等）
対応の共有に関すること」の 5 つに分けることができた。

・アンケートの結果からは、他病院の現状を聞くことができた、課題
を共有できた、看護師と MSW では見方が違うことが分かったなど
多くの意見があった。

・連携を希望する意見として、看護師職能Ⅱとの合同交流会や、行政や
福祉など職種を越えた連携者の交流会などを希望する意見もあった。

・地域連携関係で取り上げてほしいテーマがあるか尋ねたところ、
72％の方が「ある」と回答した。

・希望する研修会として、「病棟や外来看護師の退院支援教育」「社会
資源・福祉に関する研修会」など他多数の提案があった。
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2019（令和元）年度　活動報告看

今後
の
課題

１）看護師職能Ⅱ対象看護師は准看護師が多いため今後の研修についても検討していく必要がある
２）会員を増やすためにも会員委員会、准看護師理事との連携が必要
３）研修参加費用の設定を会員・非会員で差別化を行う

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　　牧野ひとみ　　村上ゆかり
片山　裕美　　國田　琴美　　谷口　絹代
神　美智子

活動目標（方針）
１）地域包括ケアシステムにおける看護職の役
割を推進するための看護実践能力の向上を
目指す

２）職能Ⅱ領域における多職種協働のための課
題抽出と共有を行う

計画／実施内容 結果／評価
１）地域包括ケアシステムにおける看護職の役割を推進

するための看護実践能力の向上を目指す
　①職能別交流集会の開催
　　保健師、助産師、看護師職能Ⅰとの合同開催

♦「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」

　　会場：熊本県立劇場　演劇ホール
　　開催：６月 22 日（土）

♦全世代を対象とした地域包括ケアシステム構築のため
の看護職の役割について考える機会にするために、「医
療的ケアが必要な児とその家族が、地域で安心して暮
らすことができるためにはどのような支援が必要か」
を実際の事例を通してパネルディスカッションを行
い、課題等を検討した。４職能委員会で検討すること
に大きな意義を感じ、看護の力を結集する機会になっ
た。

　②看護実践能力向上を目的とする研修会開催
　　JNA ラダーレベルに基づくレベルアップを図る

♦「介護保険施設で働く看護職の臨床推論に基づく
看護の提供」研修会
開催：９月 28 日（日）
講演テーマ：「臨床推論に基づく看護」
～異常の早期発見のために必要な代謝・消化器・循
環器系に考えられる症状を具体的に知る～
講師：大牟田天領病院　特定看護師　吉村寿郎氏
ファシリテーター：同施設　副看護部長　
集中ケア認定看護師　尾上幸恵氏
会場：熊本県看護研修センター ( ３階　大研修室 )　

♦参加者 146 名（会員 34 名、非会員 112 名）
・参加者が多数であり、そのうち、准看護師 57 名

の参加があった。フィジカルアセスメントの演習に
困難を生じる可能性があったため、午前の部、午後
の部に分けて実施した。テーマの設定や内容が研修
ニーズに合致し、参加者からの評価が高かった。次
年度も同テーマでの研修開催を希望する意見が多
かった。

・看護師職能Ⅱの範疇で勤務する看護職は准看護師も
多いため、ステップアップ研修としても意義の大き
い研修会であったと考える。

・非会員の参加者が多いことから、会員拡大のために
会員委員会の協力で入会説明を行った。

２）職能Ⅱ領域における多職種協働のための課題抽出と
共有を行う
①職能Ⅱ領域に勤務する多職種協働するための課題抽

出と対応するための交流会開催
♦「医療と介護の一体的提供における介護職との協
働」～お互いを知り合い、お互いを活用するために
必要なこと～研修会　　　

　　開催：12 月 15 日（日）
　　テーマ：「多職種を知り協働するために必要なこと」
　　講師：日本介護福祉士協会長　石本淳也氏
　　会場：熊本県看護研修センター ( ３階大研修室 )
　②定例会の開催

特別養護老人ホーム、老人保健施設、訪問看護、地域
（行政）におけるそれぞれの分野での課題抽出を行う

　①参加者 38 名（会員 16 名、非会員 22 名）
・「他職種を理解し、尊重し合うことで初めて多職種

と協働することが可能になることを再確認できた」、
「医療と介護の一体的提供に必要なことが理解でき
た」とする意識の醸成につながる研修会となった。

・「組織力強化を行う必要も感じた」とする意見も多
かった参加者は少なかったが、高評を得た交流会で
あった。

②定例会でそれぞれの分野における看護の専門性、地
域包括ケアシステムにおける看護師職能Ⅱの役割に
ついて検討を行った。
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　今般の新型コロナウイルス感染症により医療・介護
現場にも大きな影響が及んでいます。
　会員の皆様におかれましては最善を尽くして感染予
防や日頃の業務に従事しておられることと存じます。
熊本県看護連盟でも会員の施設へ聞き取りをいたしま
した所、様々な対策を立て取り組んでおられる様子に
心強く感じた所です。4年前の熊本地震の体験が危機
管理へのいち早い取り組みに繋がっているのでしょう
か、改めて敬意を表する次第です。
　さて、昨年の第25回参議院議員選挙では、石田まさ
ひろ先生はみごと当選を果たされ2期目の議員活動ま
い進中でいらっしゃいます。多くの会員の皆様のお力
の賜物と感謝致します。今年度も看護職の皆様、会員
の皆様のご健康とご活躍をお祈りし、看護連盟の目的
である看護協会の提言した看護政策の実現に努力して

2019年度（2020年2月～3月）熊本県看護協会の理事会開催状況

1. 認定看護管理者教育課程（セカンドレベル）の受講料
について

2. 令和２年度地区別看護管理者会について

　2019（令和元）年度　第９回
　（メール会議）　２月26日（木）メール配信

　2019（令和元）年度　第10回　　３月19日（木）

熊本県看護連盟　会長　矢野　メリ子

日本看護協会　会長　福井トシ子氏

熊本県看護連盟　会長　矢野メリ子氏のあいさつ

1. 就業規則の改正（案）について
2. 令和２年度熊本県看護協会事業（案）について

2019年度
「熊本県看護協会・熊本県看護連盟合同研修会」開催報告

まいります。
　さて、2019年度看護協会・看護連盟合同研修会が
令和2年2月2日熊本県看護研修センターで開催され
ました。参加者172名、役員等を合わせ約200名の
参加者でした。
　来賓に蒲島郁夫知事にご出席いただき、地震からの
創造的復興で県民の夢を実現したいと知事4期目の挑
戦への意気込みを熱く語っていただきました。
　講演は日本看護協会会長の福井トシ子先生、バイタ
リティー溢れる先生は「看護の力で健康な社会を」の
テーマで保健・医療の課題と看護の役割について話さ
れました。看護協会の役割、これからの社会の変化、
その変化を踏まえた課題などについて説明され、大変
幅広く奥の深い内容に日本看護協会の多大な事業への
取り組みが理解できたところです。又、Nursing Now
活動が看護職の役割を多くの国民に理解して頂くいい
機会になると感じました。お忙しい中参加された皆様
ありがとうございました。

3. 令和２年度熊本県看護協会予算（案）について
4. 令和２年度地区別看護管理者会開催（案）について
5. 令和２年度第1回合同委員会（案）について
6. 令和２年度看護の日記念式典及び講演会の開催について
7. 令和２年度熊本県看護協会通常総会プログラム（案）

について
8. 看護くまもと113号企画（案）について



2020くまもと城マラソン救護派遣・メディカルランナーのご協力ありがとうございました。2020くまもと城マラソン救護派遣・メディカルランナーのご協力ありがとうございました。
【救護派遣】
九州記念病院・熊本再春医療センター・水前寺とうや病院・青磁野リハビリテーション病院・大腸肛門病センター高野
病院・にしくまもと病院・福田病院・平成とうや病院・訪問看護ステーションいきいきらいふ・弓削病院
【メディカルランナー】
荒尾市民病院・菊池病院・くまもと森都総合病院・熊本労災病院・桜十字病院・成尾整形外科病院
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　令和2年2月1日土曜日に熊本県立劇場演劇ホールにおいて、令和元年度熊本県看護研究発表会が開催されまし
た。今回の研究発表会は、従来の看護研究学会から名称を変更し、より多くの方々と研究成果を共有できるよう、
他の学会で報告した研究についても発表できる特別枠を設けました。口演発表は8題、示説発表が3題、特別枠で
の発表は５題（うち口演2題、示説3題）でした。日頃の実践を通して生じた疑問や課題をもとに、熱心に研究に取
り組んだことが伝わってくる発表でした。
　また、特別講演は「これからの看護～創造性と革新性～」と題して、ケアプロ株式会社代表の川添高志氏に「ワン
コイン健診」や、これまで課題といわれてきた「新卒訪問看護師採用と育成の体制づくり」などの革新的取り組みを
通して、時代の流れをつかみ、看護の役割に新たな価値を見出しプロデュースすることについてご講演いただきま
した。
　先生の実行力に感銘を受けるとともに、私たち自身が看護の価値を見つめなおす機会をいただきました。

令和元年度  熊本県看護研究発表会令和元年度  熊本県看護研究発表会
文責　熊本県看護協会　教育部長　後藤寿美子

川添高志氏

口演発表者
片平　起句
貞島　永子
橋田　梨郁
岡田　麻葉
宮本　麻里
喜多　正江
小林　早苗
山田　愛美

熊本県看護協会平成30年度助産師職能委員会
みゆき園通所介護事業所
宇城総合病院
和水町立病院
公立玉名中央病院
熊本県立こころの医療センター
国立病院機構　菊池病院
公立玉名中央病院

口演発表者（特別枠）

示説発表者

隈部由美子
濵田真澄美

熊本総合病院
八代北部地域医療センター

岩下　ユキ
梶山由紀子
薮内　妙子

阿蘇医療センター
熊本リハビリテーション病院
熊本労災病院
示説発表者（特別枠）

楠田　和美
建山　　幸
井上　美咲

介護老人保健施設清雅苑
桜十字病院
国保水俣市立総合医療センター



熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
令和2年1月1日～令和2年3月31日 発行日 令和２年5月15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
令和２年度 会費納入会員数

　　    14,165名（令和２年5月7日現在） 

看護くまもと　第１13号
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施　設　名
熊本整形外科病院
自衛隊熊本病院
菊池郡市医師会立病院
熊本赤十字病院
人吉医療センター
大腸肛門病センター高野病院
済生会熊本病院
熊本地域医療センター
熊本市立熊本市民病院
くまもと森都総合病院

合　　　計

件数
7
1
10
48
8
8
66
17
5
1

171

金　　額
210,000
30,000
300,000

1,440,000
240,000
240,000

1,980,000
510,000
150,000
30,000

5,130,000

図書システムを導入したことにより蔵書図書の検索方法が
簡便になりました。
貸し出しも図書システムを用いて行います。

（※会員証をご持参ください）
また、看護系雑誌も 24 タイトル常設しております。

（閲覧・コピーのみ）
どうぞ、ご利用ください。

図書システムをリニューアルしました

　毎日の業務、大変にお疲れ様です。
　COVID-19（新型コロナウイルス感染症）感染拡大が深刻化するなか、医療現場の最前線で闘って
くださる皆様への感謝の気持ちが看護協会事務局にも届けられています。本当にありがとうございます。
希望をもってともに頑張りましょう。
　日本看護協会のホームページにコロナウイルスに関する相談窓口が開設され、Q&Aも掲載されまし
たのでお知らせいたします。また、感染管理についての動画、テキストもご覧いただけます。

　　　　　　　https://www.nurse.or.jp/
　今後も新型コロナウイルス関連の最新情報を看護協会ホームページにてお届けしますのでご活用ください。

事務局へのお問い合わせ等でよくあるご質問にお答えします！事務局へのお問い合わせ等でよくあるご質問にお答えします！

Ｑ：会費支払い方法を口座振替にしたけど、引き落とさ
れてない

Ａ：毎月27日に1回のみ引き落としを行います。

Ｑ：施設や氏名の変更があるのだけど、どうすればいい？
Ａ：キャリナースで変更手続きを行うか、当協会に
　　お電話ください。
〈注〉看護師等の免許証の氏名変更等は別です！最寄の保健所へ

Ｑ：コンビニ・銀行振込用紙が見当たりません。
Ａ：再発行をいたします。当協会までご連絡ください。
その際、万が一見つかった場合は、古い振込用紙は
破棄し、再発行したものをご使用ください。

Ｑ：会費を口座振替にしているけど、口座情報を変更し
たい！

Ａ：入会申込書／会員情報変更届の提出をお願いします。

・残高不足の場合、自宅にコンビニの払込票が届き
ますので、そちらでお支払いください。次年度分
はまた口座振替を実施します。

・口座振替依頼書の内容に不備があり再提出依頼が
きていませんか？　速やかに再提出をお願いしま
す。

・締め切りまでに間に合わなかった場合があります。
次月の引き落としになります。

※新型コロナウイルス感染症に対応する看護職の処遇改善を要望したところ、感染者の入院を受け入れ、かつ看護職等の医療従
事者の処遇改善（一人1日3千円以上）を行う医療機関に対し、県から支援が行われることになりました。（詳しくは熊本県
看護協会ホームページをご覧ください。）


