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熊本県看護協会　広報誌

通常総会特集号
令和3年度

（令和3年5月7日現在　会費納入者数）

■ 会 員 数
保 健 師   456名
助 産 師    365名
看 護 師 12,570名
准看護師 1,157名

計 14,548名



会長あいさつ

本　尚美
公益社団法人
熊本県看護協会　会長

今年は春の花の季節が早く訪れ、草花の萌え
出づるころとなりました。
会員の皆様におかれましては、日頃より看護協
会の事業にご支援・ご協力を賜り、心より感謝申し
上げます。
令和2年度7月豪雨では多くの方が被災され、ま

た熊本地震から今年で5年となりますが、災害の復
興はまだまだ道半ばかと思います。被災された方々
に改めてお見舞いを申し上げます。
世界中で猛威を振るっている新型コロナウイル

ス感染症の蔓延は長期化し、第4波といえる感染
拡大が続いております。ワクチンの接種は始まりま
したが、効果が出るまでには時間がかかりそうで
す。感染リスクや業務増大の中、それぞれの職場
で使命感を持って専門職としての責任を果たすべ
く予防や診療に従事し、地域の保健・医療を支え
ていただいている皆様に、敬意を表するとともに感
謝を申し上げます。コロナ禍で人々が健康と生活に
ついて考える中、看護にも多くの注目が集まり、健
康における看護職の重要性、担っている役割の大
きさなどが改めて評価されてきています。
さて、令和3年度の県看護協会通常総会は6月
19日に開催予定ですが、県内の感染状況によって
は、参加数の制限が必要になる可能性もあり、参
加者の名簿を事前に提出していただくことにして
おります。

今年度は、喫緊の課題である新型コロナウイル
ス感染症への対応を迅速に行うとともに、将来に
向けての看護提供体制を着実に構築していくため
に、重点政策として、①地域包括ケアシステムにお
ける看護提供体制の構築　②看護職の働き方改
革の推進　③看護の質向上と人材育成　④地
域における健康危機管理体制の強化　に取り組
みます。withコロナで、さらに感染防止対策を徹底
し、Web環境・システムを整えて事業を進めてまい
ります。
ナイチンゲール生誕200年を機に展開された

『Nursing Nowキャンペーン』は6月で終了いたし
ますが、メインテーマである「看護の力で健康な社
会を！」を実現するためには、看護職が一丸となっ
て継続的に取り組んでいく必要があります。
コロナ禍ではありますが、熊本県看護協会は、今
年度も会員の皆様一人ひとりがやりがいを持ち、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、組織力強化に尽力するとともに、県民
の健康な生活の実現に寄与できるよう、県行政・日
本看護協会と連携して活動してまいります。
会員の皆様方には、変わらぬご支援・ご協力を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。

看護くまもと 2021.52



熊本県看護協会

受章者のご紹介
令和2年度熊本県　医事・薬事・健康づくり功労者表彰

橋口　玲子 様　看護師（介護老人福祉施設ぼたん園施設長）

米田ワキエ 様　准看護師（福本病院）

令和3年度通常総会プログラム 期　日　令和3年6月19日（土）　9：30～12：４0
場　所　熊本県立劇場　演劇ホール

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
　日本看護協会長表彰
　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　
　　令和２年度　事業報告
　　令和２年度　理事会報告（書面報告）
　　令和２年度　支部長会報告（書面報告）

8：40
9：20

9：30

10：30
10：40

10：50

11：20

12：00

12：20

12：40

　　令和２年度　職能委員会報告
　　令和２年度　委員会報告（常任委員会・
　　　　　　　　特別委員会等）（書面報告）
　　令和２年度　支部事業報告（書面報告）

審議事項
　第1号議案　令和２年度　決算報告（案）
　　　　　　　及び監査報告
　第２号議案　令和３年度改選役員及び推

薦委員の選出並びに令和４
年度日本看護協会代議員
及び予備代議員の選出

　令和３年度選挙管理委員任命

報告事項
　報告事項２　令和３年度　重点政策・事業
　　　　　　　並びに事業計画
　報告事項３　令和３年度　収支予算
　退任役員紹介
　退任役員挨拶
　新任役員紹介
　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

今年度の通常総会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、出席者を事前申込にいたします。4月22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、出席者一覧表・委任状の提出等ご協力よろしくお願いします。

第 1 号議案　令和 2 年度　決算報告（案）及び監査報告
第 2 号議案　令和 3 年度　改選役員及び推薦委員の選出
　　　　　　令和 4 年度　日本看護協会代議員及び予備代議員の選出

通常総会提出議題

看護くまもと 2021.5 3



重 点 政 策

1. 地域包括ケアシステムにおける看
護提供体制の構築

2. 看護職の働き方改革の推進

3. 看護の質向上と人材育成

4. 地域における健康危機管理体制
の強化

熊本県看護協会　重点政策・重点事業令和
3年度

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
4）地区支部機能の強化

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）会員増加の推進

3. 母子のための安心・安全な地域包括ケアシステムの推進
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

3）母子のための地域包括ケアの実施に向けての支援

4. 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）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）
4）県民への訪問看護サービスの周知広報（訪問看護サ

ポート強化事業：県補助）

5．地域における健康支援の強化
1）各支部における「まちの保健室」事業の実施　　　　
2）「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
3）看護の日・看護週間行事の開催
4）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
5）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

6．他職種との連携推進
1）他職種と連携した研修会の開催
2）他団体が開催する会議への参画

1. 健康で働き続けられる環境づくり支援
1）看護職の働き方改革の支援事業
（1）「看護職のストレスマネジメント」研修会の開催

2）熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携
（1）医療勤務環境改善センターへ研修依頼と連携し

た研修会の開催
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
　　
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）くまもと地域応援ナースの広報活動

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）リフレッシュ研修会の開催

6）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 1重点事業

重点政策 2重点事業

熊本県看護協会
公式キャラクター「マモル君」

看護くまもと 2021.54



熊本県看護協会

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会議」、「統括

保健師に関する研修」
（2）助産師職能　：「プレコンセプションヘルスケアを

学ぼう」
　研修会
「胎児心拍モニター判読と対応」「周産期を中心とした女
性のメンタルヘルスケア」等研修会
（3）看護師職能Ⅰ   ：「看護師長への支援・教育」等研修会
（4）看護師職能Ⅱ　：「『暮らしの場』における看護実践

能力の向上」研修会、「豪雨災害
の事例から在宅・介護関連施設
での看護支援体制を考える」報
告会および研修会

3）県からの受託研修
（1）看護学生実習指導者講習会・特定分野における看

護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「マネジメント編」の

開催
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

2．新人看護職員への支援
1）新人看護職員向け研修会の開催
2）新卒看護職員交流会の開催

　
3. 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
2）看護基礎教育を考える会議の開催

4. 在宅・施設等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）看取りケア研修会の開催
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

5. 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）特定看護師研修終了ナース活動報告会の開催

6. 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
（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

7. 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
2）日本看護協会等からの調査への協力

1. 災害時の看護支援体制の強化
1）災害看護支援体制の整備
（1）災害支援要綱の改訂
（2）県全域に亘る災害支援ナースの養成
（3）災害看護の普及
（4）災害支援ナース登録・更新への啓発・推進
（5）災害看護支援に関する情報の提供・ホームページ

の活用
（6）災害訓練等への参加

2）災害支援ナースの育成
（1）害支援ナースの質の向上のための育成研修
（2）災害支援ナース交流会の開催

3）地域で開催される災害関連の会議への参画

2．新興感染症への看護支援体制の整備
1）新興感染症発生時に対応できる看護職確保の検討
2）感染症に関する研修会の開催
3）感染管理認定看護師交流会の開催
4）地域で開催される感染症関連の会議への参画

重点政策 3重点事業

重点政策 4重点事業
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科　　　　　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　　　　　考
Ⅰ　事業活動収支の部
　1　事業活動収入
　　　特定資産利息収入 26,660 26,650 10 特定資産預金利息
　　　会費収入 124,920,000 127,064,000 △ 2,144,000 8,000円×15,615人（3年度予想会員数）
　　　会館建設資金収入 10,980,000 10,980,000 0 30,000円×366人（新入会員）
　　　事業収入 158,555,569 152,642,000 5,913,569
　　　　セミナー受講料収入 18,000,000 16,400,000 1,600,000 各種研修会受講料

　　　　認定看護管理者教育収入 13,100,000 16,150,000 △ 3,050,000

ファースト100,000円×60人＝6,000,000円 
セカンド200,000円×30人＝6,000,000円 
聴講等5,000円×10人＝50,000円 
修了申請ファースト10,000円×60人＝600,000円 
修了申請セカンド15,000円×30人＝450,000円

　　　　センター使用料収入 290,000 390,000 △ 100,000 会場使用料収入
　　　　老人訪問看護療養費収入 20,502,000 19,400,000 1,102,000 訪問看護ステーション収入
　　　　老人訪問看護基本利用料収入 2,138,000 1,880,000 258,000 　　　　　　　　〃　
　　　　訪問看護療養費収入 28,654,569 30,000,000 △ 1,345,431 　　　　　　　　〃　
　　　　訪問看護基本利用料収入 3,403,000 2,940,000 463,000 　　　　　　　　〃　
　　　　居宅サービス事業収入 51,774,000 46,000,000 5,774,000 　　　　　　　　〃　
　　　　居宅介護支援事業収入 13,201,000 11,000,000 2,201,000 　　　　　　　　〃　
　　　　居宅サービス利用者負担金収入 5,131,000 5,200,000 △ 69,000 　　　　　　　　〃　
　　　　訪問看護その他収入 70,000 100,000 △ 30,000 　　　　　　　　〃　
　　　　学生等教育実習収入 206,000 320,000 △ 114,000 　　　　　　　　〃　
　　　　地代家賃収入 2,003,000 2,703,000 △ 700,000 駐車場収入
　　　　手数料収入 83,000 159,000 △ 76,000 販売手数料・コピー代
　　　補助金等収入 76,769,303 69,012,762 7,756,541
　　　　訪問看護サポート強化事業補助金収入 17,565,000 7,150,000 10,415,000 県補助事業
　　　　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補助金収入 1,940,000 1,940,000 0 　　　〃

　　　　熊本県特定分野における 
　　　　看護臨地実習指導者養成事業受託収入 2,500,000 2,420,000 80,000 県委託事業

　　　　熊本県新人看護職員研修責任者等 
　　　　研修事業受託収入 2,449,010 2,989,070 △ 540,060 　　　〃

　　　　在宅療養・看取り支援事業受託収入 2,556,110 △ 2,556,110 　　　〃
　　　　熊本県ナースセンター事業受託収入 38,439,674 38,396,045 43,629 　　　〃
　　　　熊本県・市看護職員向け認知症対応力向上研修 
　　　　（マネジメント編）業務受託収入 585,369 748,937 △ 163,568 　　　〃

　　　　日看協インターネット配信研修事務受託収入 400,000 1,660,000 △ 1,260,000 日本看護協会委託業務
　　　　日看協地域の医療提供体制確保のための 
         　看護職員派遣調整事業受託収入　 1,706,650 　　　　　　　　〃　

　　　　日看協会員登録事務業務受託収入 2,469,340 2,449,190 20,150 日本看護協会委託業務 
R2年度会員数（15,918人）×130円+400,000円

　　　　日看協教育事業助成金収入 8,614,260 8,603,410 10,850
日本看護協会 
750万円+70円×前年度（R2年度） 
会費納入者数（15,918人）

　　　　日看協看護の普及啓発事業助成金収入 100,000 100,000 0 日本看護協会　一律100,000円
　　　寄付金収入 800,000 800,000 0 東洋羽毛
　　　雑収入 617,466 645,690 △ 28,224
　　　　利息収入 1,466 1,690 △ 224 普通預金利息
　　　　雑収入 616,000 644,000 △ 28,000

事業活動収入計 372,668,998 361,171,102 11,497,896
　2　事業活動支出
　　　事業費支出 296,384,401 279,868,660 16,515,741
　　　　役員報酬支出 7,941,017 7,941,017 0 理事報酬
　　　　給料手当支出 99,373,612 96,444,113 2,929,499 職員給与
　　　　臨時雇賃金支出 48,264,097 37,924,496 10,339,601 非常勤職員給与
　　　　法定福利費支出 22,243,830 20,706,400 1,537,430 社会保険料・労働保険料
　　　　福利厚生費支出 1,131,000 1,178,600 △ 47,600 健康診断・予防接種
　　　　会議費支出 621,000 693,000 △ 72,000 会議時飲食代
　　　　研修費支出 1,033,000 1,342,000 △ 309,000 研修時飲食代・研修会参加費
　　　　旅費交通費支出 13,784,160 14,196,300 △ 412,140 交通費
　　　　通信運搬費支出 7,794,000 7,869,498 △ 75,498 電話代・切手代
　　　　消耗品費支出 12,025,500 11,765,500 260,000 事務用消耗品他
　　　　修繕費支出 2,160,000 1,356,000 804,000 施設・機械等修理代
　　　　印刷製本費支出 6,805,000 9,566,960 △ 2,761,960 研修計画書等印刷代
　　　　車両費支出 1,002,000 1,044,000 △ 42,000 ステーション等車両ガソリン代
　　　　光熱水料費支出 3,003,600 3,644,240 △ 640,640 電気・ガス・水道代
　　　　賃借料支出 17,074,283 18,964,875 △ 1,890,592 パソコン・車両・土地等賃借料

（単位：円）

資金収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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　　　　会場使用料支出 1,693,000 1,701,000 △ 8,000 看護研究発表会・看護の日・支部研修会会場使用料
　　　　保険料支出 1,754,764 1,437,004 317,760 ボランティア保険・車両保険・火災保険料
　　　　広告宣伝費支出 11,297,630 10,190,840 1,106,790 看護の日ポスター・チラシ・新聞公告・看護くまもと
　　　　諸謝金支出 21,163,000 19,147,000 2,016,000 講師謝金
　　　　渉外費支出 52,000 52,000 0 関係機関渉外費
　　　　租税公課支出 6,471,640 6,086,120 385,520 印紙税・消費税・固定資産税
　　　　諸会費支出 274,746 274,746 0 JAF年会費他
　　　　負担金支出 53,000 333,000 △ 280,000 医保福連携学会賛助金他
　　　　委託費支出 3,596,250 40,000 3,556,250 業務委託料
　　　　清掃費支出 1,885,375 1,776,175 109,200 清掃代・ごみ収集代
　　　　保守料支出 2,300,461 2,360,429 △ 59,968 電気・自動ドア・消防設備・エレベータ保守料他

　　　　雑支出 1,586,436 1,833,347 △ 246,911 NCCS（ナースセンター 
コンピューターシステム）業務委託料他

　　　管理費支出 51,030,281 55,342,445 △ 4,312,164
　　　　役員報酬支出 9,196,383 9,196,383 0 理事報酬・監事報酬
　　　　給料手当支出 17,202,428 17,038,287 164,141 職員給与
　　　　法定福利費支出 4,526,170 4,293,600 232,570 社会保険料・労働保険料
　　　　福利厚生費支出 1,261,524 1,273,502 △ 11,978 会員の慶弔費・災害見舞金・懇親会
　　　　会議費支出 125,000 138,000 △ 13,000 会議時飲食代
　　　　研修費支出 84,000 79,000 5,000 支部レクリェーション研修お茶代他
　　　　旅費交通費支出 3,216,000 2,947,000 269,000 交通費
　　　　通信運搬費支出 1,347,000 939,000 408,000 電話代・切手代
　　　　消耗品費支出 1,969,000 1,331,000 638,000 事務用消耗品・総会用消耗品
　　　　修繕費支出 320,000 144,000 176,000 施設・機械等修理代
　　　　印刷製本費支出 2,758,000 2,811,040 △ 53,040 総会資料等印刷代
　　　　光熱水料費支出 288,000 384,000 △ 96,000 電気・ガス・水道代
　　　　賃借料支出 1,306,242 1,424,571 △ 118,329 パソコン・土地賃借料
　　　　会場使用料支出 836,000 853,000 △ 17,000 通常総会会場使用料
　　　　保険料支出 43,846 43,846 0 火災保険料・支部レクリェーション保険
　　　　広告宣伝費支出 440,000 550,000 △ 110,000 看護くまもと
　　　　諸謝金支出 1,200,000 1,029,000 171,000 会計士報酬他
　　　　渉外費支出 200,000 200,000 0 関係機関渉外費
　　　　租税公課支出 2,427,460 2,212,780 214,680 消費税・固定資産税
　　　　諸会費支出 251,000 251,000 0 公益法人協会年会費他
　　　　負担金支出 10,000 10,000 0 他団体協賛金
　　　　寄付金支出 80,000 80,000 0 健康を守る婦人の会
　　　　委託費支出 732,228 725,098 7,130 日本看護協会会員管理事務運用費
　　　　清掃費支出 325,785 304,985 20,800 清掃代・ごみ収集代
　　　　保守料支出 769,215 6,989,853 △ 6,220,638 電気・自動ドア・消防設備・会計システム保守料他
　　　　雑支出 115,000 93,500 21,500 手数料他

事業活動支出計 347,414,682 335,211,105 12,203,577
調整前事業活動収支差額 25,254,316 25,959,997 △ 705,681

法人税等支出 150,000 150,000 0
事業活動収支差額 25,104,316 25,809,997 △ 705,681

Ⅱ　投資活動収支の部
　1　投資活動収入
　　　特定資産取崩収入 0 7,260,000 △ 7,260,000
　　　　減価償却引当預金取崩収入 7,260,000 △ 7,260,000 トイレ改修工事代金充当

投資活動収入計 0 7,260,000 △ 7,260,000
　2　投資活動支出
　　　特定資産取得支出 19,779,020 17,973,540 1,805,480
　　　　役員退職慰労引当預金取得支出 1,443,750 721,500 722,250 役員退職慰労費用分預入
　　　　退職給付引当預金取得支出 7,355,270 6,272,040 1,083,230 退職給付費用分預入
　　　　会館建設資金預金取得支出 10,980,000 10,980,000 0 会館建設資金預入
　　　固定資産取得支出 850,300 7,260,000 △ 6,409,700
　　　　建物建設支出 7,260,000 △ 7,260,000 トイレ改修工事代金
　　　　什器備品購入支出 850,300 850,300 プロジェクター

投資活動支出計 20,629,320 25,233,540 △ 4,604,220
投資活動収支差額 △ 20,629,320 △ 17,973,540 △ 2,655,780

Ⅲ　財務活動収支の部
　1　財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0
　2　財務活動支出

財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費支出 17,180,000 16,560,000 620,000
当期収支差額 △ 12,705,004 △ 8,723,543 △ 3,981,461

前期繰越収支差額 168,643,554 △ 168,643,554
次期繰越収支差額 △ 12,705,004 159,920,011 △ 172,625,015

（注）1　借入金限度額　　　　　0円
　　2　債務負担額　20,931,690円（令和3年度　13,186,584円、令和4年度　3,059,606円、令和5年度　2,534,360円、令和6年度　2,108,360円、
　　　  令和7年度　42,780円）

熊本県看護協会
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令和3年度役員・推薦委員並びに
令和4年度日本看護協会代議員・予備代議員候補者名簿

■令和3年度改選役員・推薦委員 候補者名簿
改選役員 候補者

（全て推薦委員会推薦）

推薦委員 候補者

氏名 職能 施設名

1 坂井希三子 保 熊本県御船保健所 新

2 本田和佳子 保 菊池市役所 新

3 稲田　智子 助 熊本市立熊本市民病院 新

4 大城戸博子 看 くまもと県北病院 新

氏名 職能 施設名

5 岩根　美幸 看 くまもと森都総合病院 新

6 荒木　康子 看 熊本回生会病院 新

7 佐藤　並子 看 熊本リハビリテーション病院 新

8 久保　律子 看 水俣市立総合医療センター 新

役職名 氏名 職能 所属施設 抱負

1 新 副会長 永野　智子 保 熊本市役所

新型コロナウイスル感染症対策においては、健康危機
管理の重要性を感じました。それぞれの立場で就労す
る看護職がその専門性を発揮できるよう情報発信し、
関係機関との連携および組織力の強化に努めて参りた
いと思います。

2 新 有明・鹿本地区理事 松浦　洋子 看 和水町立病院

新しい生活様式が実践される中、新たに重点政策となっ
た地域における健康危機管理体制の強化は急務です。
地域住民の安心確保を目的に、有明・鹿本地区支部会
員の皆様の声を県看護協会へ届けるべく尽力します。

3 再 菊池・阿蘇地区理事 多田隈和子 看 菊池郡市医師会立病院

2期目の推薦をいただきました。地域包括ケアシステム
を基盤とした連携強化や他職種連携を推進し、人材確
保並びに、人材育成等にも取り組んでいきたいと思い
ます。ご支援とご協力お願いいたします。

4 新 熊本南地区理事 堺　真由美 看 熊本整形外科病院

新型コロナウイスル感染症の発生で、国民の生活様式
が変容しました。医療界も感染のリスクや先の見えない
対応に疲弊しています。しかしその様な中でも笑顔で希
望を届ける看護職のために、力になりたいと思います。

5 再 上益城・宇城地区理事 石田由紀子 看 済生会みすみ病院

新型コロナ感染症の影響で、様々な看護の場面で変化
が求められています。上益城・宇城地区理事として微力
ではありますが、withコロナ、afterコロナを意識し、地
域の看護の質向上のために努力したいと思います。

6 再 天草地区理事 岸谷　千幸 看 天草市立牛深市民病院

2期目となりますが、会員の皆様方の声を聴き県協会と
支部のかけ橋の役割を果たせるよう努めて参ります。コ
ロナ禍の中でも工夫を凝らし支部との連携を深め、地
域の看護の質の向上を目指して頑張っていきたいと思
います。

7 新 監　事 宮下　恵里 看 済生会熊本病院

少子化や超高齢化が進む中、さらなる地域連携の強化、
在宅医療の推進等、不確実な時代だからこそ看護の力
の発揮が求められています。地区理事の経験を活かし、
監事の職務を通して、重点政策・重点事業の執行を見据
え、適切な業務監査報告書の作成に取り組みます。
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■令和4年度日本看護協会代議員・予備代議員 候補者名簿
代議員 候補者 予備代議員 候補者

令和2年度（2021年1月～2021年3月）熊本県看護協会の理事会開催状況
令和2年度　第8回　1月16日（土）13：30〜
熊本県看護研修センター3階大研修室及びWEB

令和2年度　第10回　3月18日（木）13：00〜
熊本県看護研修センター3階大研修室

令和3年度　第1回　4月15日（木）13：30〜　熊本県看護研修センター3階大研修室及びWEB

令和2年度　第9回　2月18日（木）10：00〜
熊本県看護研修センター3階大研修室及びWEB

1.令和３年度熊本県看護協会重点政策・重点事業（案）について 1.令和2年度熊本県看護協会補正予算（案）について
2.令和3年度熊本県看護協会事業（案）について
3.令和3年度熊本県看護協会予算（案）について
4.就業規則の改正（案）について
5.令和3年度第1回合同委員会（案）について
6.令和3年度熊本県看護協会通常総会プログラム（案）に

ついて
7.看護くまもと117号企画（案）について

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召集権者と職務権限の代行順序について
2.令和2年度第3次補正予算案について
3.令和3年度重点事業・事業計画（案）について
4.令和2年度熊本県看護協会事業報告について  
　1）令和2年度事業報告（案）について   
　２）令和2年度理事会・支部長会報告（案）について 
5.令和3年度職能委員会合同交流集会プログラム（案）について
6.令和3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.令和3年度熊本県看護協会通常総会議長等推薦について

1.令和3年度職能委員・常任委員・特別委員の選任について
2.熊本整形外科病院移転に伴う支部編成について
3.令和3年度地区別看護管理者会について
4.令和3年度支部共催研修について

支部名 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 堺　真由美 看 熊本整形外科病院

3 熊本県看護協会 大河内彩子 保 熊本大学大学院生
命科学研究部

4 熊本県看護協会 武原　夕子 助 熊本大学病院

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 坂井　有紀 准 桜十字病院

7 有明・鹿本 松田　義文 看 保利病院

8 菊池・阿蘇 三隅　夕子 看 菊池病院

9
熊本東

稲葉　眞理 看 水前寺とうや病院

10 川添　恵美 看 自衛隊熊本病院

11
熊本西

友田　孝子 看 熊本市立植木病院

12 溝口　洋子 看 菊南病院

13 熊本南 鶴田　朋子 看 熊本中央病院

14 上益城・宇城 沼田　政美 看 熊本回生会病院

15 八代、水俣・芦北、 
人吉・球磨 青井みちる 看 水俣市立総合医療

センター

16 天草 千丈すま子 看 天草厚生病院

支部名 氏名 職能 施設名

1 熊本県看護協会 永野　智子 保 熊本市役所

2 熊本県看護協会 大道　友美 看 熊本県看護協会

3 熊本県看護協会 進野よし子 保 熊本市西区役所

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 竹熊　千晶 保 熊本保健科学大学

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 古川　直美 看 保利病院

8 菊池・阿蘇 成松　珠見 看 菊池病院

9
熊本東

堀江　千穂 看 水前寺とうや病院

10 佐藤　優子 看 自衛隊熊本病院

11
熊本西

木下　千枝 看 熊本市立植木病院

12 岩村　昌代 看 菊南病院

13 熊本南 坂口　清美 看 済生会熊本病院

14 上益城・宇城 松下　康代 看 済生会みすみ病院

15 八代、水俣・芦北、 
人吉・球磨 田村久美子 看 水俣市立総合医療

センター

16 天草 藤本ひとみ 看 天草市立河浦病院

熊本県看護協会
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保健師職能委員会
令和2年度
委員会
活動報告

委 員 長（担当理事）　進野よし子
副委員長　福本久美子
委　　員　三宅あゆみ　川田めぐみ　尾池千賀子　中野　裕美
　　　　　東　　美希　木庭　聡子　岩下　智美

　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。

(方針）
１）熊本県看護協会保健師ネットワーク会議の開催による

保健師活の課題共有と連携強化
２）地域包括ケア推進のための保健師ネットワーク交流会

等の開催
３）保健師のキャリア育成支援
４）会員拡大への取り組み

計画／実施内容 結果／評価
方針１）　保健師ネットワーク会議の開催
♦開催日：11月21日（土）13：00～17：00
〇内容

①保健師が所属する各職域団体等の重点活動等について
報告

②協議事項
・地域包括ケア体制構築のための保健師の役割等
・保健師ネットワーク交流会に関すること
・保健師の人材確保、統括的保健師の配置促進

♦参加者数20名
　（島村副会長・保健師職能委員・9団体の代表者と、オブザーバー

として日看協保健師職能委員、熊本県総合保健センターからの
参加あり。）

〇協議結果
①各団体の活動内容の共有（コロナ禍での活動の現状・地域包括

ケアシステムの推進・人材育成・協会への加入促進等）
②協会が企画する研修としては、各分野の活動の共有やコロナ

禍での保健師の本質をテーマにした内容という意見が出され、
3月開催の保健師ネットワーク研修会の企画に反映する。

③統括的保健師の活動に関するアンケート調査について、今年
度中に実施する方向で調整。

④看護協会入会促進についての協力依頼。
方針２）　保健師ネットワーク交流会等の開催
♦看護師職能Ⅰとの合同委員会：5月16日(土）
♦保健師ネットワーク交流会：令和3年1月23日 ⇒ 令和３年度

に延期
　各職域で働く保健師からの実践報告と職域間の交流

♦合同委員会は、5月16日（土）実施
　参加者15名（看護師職能Ⅰ10名、保健師職能5名）それぞれの活

動を知り、課題共有と連携推進を図る。
♦保健師ネットワーク交流会は、日程を変更してR３年３月6日（土）に

実施を計画したが、コロナ緊急事態宣言発令を受け、令和3年度
に繰り越して実施する。

方針３）　保健師のキャリア育成支援
(1)統括的保健師の活動に関するアンケート調査 ⇒ 令和3年

度繰り越し
市町村の統括的保健師配置に関する調査

（5月調査実施、8月結果分析）
(2)統括的保健師研修会：11月17日 ⇒ 令和3年度に延期

(1)統括的保健師の活動に関するアンケート調査は、7月豪雨災害
やコロナ禍のため、日程調整を行った。11月に開催した保健師
ネットワーク会議に諮り、今年度内にアンケート調査の実施を決
定したが、コロナ緊急事態宣言発令を受け令和3年度に繰り越し
て実施する。

(2)統括的保健師研修会は、アンケート調査の結果を基に開催を予
定していたため、R3年度に繰り越して実施する。

(3)保健師研修の体系化に向け、自治体等と協議
自治体や職域団体、保健師職能が実施している保健師を対
象とした研修について協議(通年）

♦11月実施した保健師ネットワーク会議において、各職域団体が実
施している保健師研修について共有し、看護協会が主催する研修
への要望を聴取した。各分野の保健師の活動を知り、保健師の本
質をテーマにした内容の要望があった。また、WEB開催を取り入
れることで、多くの保健師の参加を望めるとの意見が出された。

(4)保健師職能交流集会の開催：6月20日(土）午後 ⇒ 中止
テーマ「保健師活動に期待すること」

♦総会午後に予定していたが、コロナ禍の為中止
テーマ「保健師活動に期待すること」として熊本日日新聞社の小
田記者に依頼していた。

方針４）  会員拡大への取り組み
〇ネットワーク会議や研修会を通じた入会促進

・保健師ネットワーク会議
・保健師ネットワーク交流会、保健師職能交流集会
・統括的保健師研修会
・会員委員会と協力（通年）

♦保健師ネットワーク会議で、各職域での協会加入状況や加入促進
について情報共有を行った。入会促進は各職域の共通の課題と
なっており、今後職能委員会で啓発媒体を作成予定。今後、各職
域での加入促進活動を依頼した。

１）新型コロナウイルス感染症の拡大が継続しており、各職域ともにコロナ対策への業務や人員配置の集中がみられ、新人保
健師のOJTや保健師学生の実習受け入れ困難等、保健師人材育成において危惧すべき現状がある。

２）看護協会は、多様な場で働く保健師職能が集結できる強みがある。重点課題「全世代型地域包括ケアシステム構築等」に関
する保健師活動の情報共有と、コロナ禍の中、業務に追われ忘れがちな保健師活動の専門性を確認しあう企画等を、WEB
の活用等新たな研修様式を取り入れ参加を促進することが必要である。

３）保健師職能の協会加入率が低いため、 職能団体の活動意義や活動内容に関する周知方法を工夫し、協会加入を促進し、組
織強化を図り職能団体としての結束力を高める必要がある。

活動目標（方針）

今
後
の
課
題

看護くまもと 2021.510



助産師職能委員会
令和2年度
委員会
活動報告

委 員 長（担当理事）　赤松　房子
副委員長　井上　美咲
委　　員　村井　理香　小南　由夏　池田　夕希　馬崎　雅子
　　　　　武原　夕子　松田　春香　坂本　夏美

Ⅰ：助産師の資質向上のためのアドバンス助産師の申請及び更新へ
の支援を行う。
1）研修会の企画・開催、アドバンス助産師に関する情報提供

をする
2）アドバンス助産師数の現状維持に努める
3）アドバンス助産師の活躍の場としての院内助産・助産師外

来の開設に向けての交流の場や情報交換を行う。

Ⅱ：母子のための地域包括ケアの推進（産後ケアに関する交流集会
を開催し情報交換を行う）

Ⅲ：命の大切さを伝える活動の推進
1）命の大切さを伝える性教育出前授業の実施
2）出前授業の実施のための体制整備
3）性教育研究会への参加

計画／実施内容 結果／評価
Ⅰ：助産師の資質向上のためのアドバンス助産師の申請及び更

新への支援を行う。　　　　　
1）各研修を通してアドバンス助産師更新・申請に向けての支援

を行い、状況提供をする
①5月10日（日）：「プレコンセプションヘルスケアを学ぼう」
　⇒コロナ禍にて ⇒ 中止
　講　師：すみれ助産所　助産師　赤木夏代氏　
②6月6日（土）：「不妊・不育の悩みを持つ女性への支援」
　講　師：熊本大学病院　不妊症看護認定看護師
　　　　 本田万里子氏
③8月23日（日）：「産科危機的出血への対応
　～素早い対応行動ができるために～」　
　講　師：熊本労災病院　産婦人科部長　本田智子氏
④9月6日（日）：「胎児心拍モニターの判読と対応」
　講　師：熊本大学病院大学院生命科学研究部
　　　　 産科婦人科学講座　准教授　大場隆氏
⑤1月30日（土）：「助産師のための超音波検査」
　講　師：熊本大学病院大学院生命科学研究部
　　　　 産科婦人科学講座　准教授　大場隆氏

2）アドバンス助産師数の現状維持に努める
　12月：アドバンス助産師の申請更新者の実態調査

3）アドバンス助産師の活躍の場としての院内助産・助産師外来
の開設に向けての交流の場確保、情報交換の実施
6月: 総会終了後助産師職能交流集会:「県内の院内助産・助
産師外来の取り組みについて」 ⇒コロナ禍にて ⇒ 中止

1）助産師の資質向上およびアドバンス助産師申請・更新のための研修開催
①はコロナ禍にて開催中止となった。内容的には大切なものであり、次年度開催に向けて計画したいと

考えている。
②「不妊・不育の悩みを持つ女性への支援」（会員7名/欠席11名）コロナ感染減少時期ではあったが、所

属部署で受講を制限されたことなどから欠席者が多数となった。講義中心の研修だったが、カウンセ
リングの基本など現場でも活用できるものであり、意思決定支援を行う上での学びとなった。事例の
ディスカッションや演習があるとさらに学びが深まったのではないかと考える。

③「産科危機的出血への対応」（会員21名・非会員4名/欠席1名）は例年開催している研修である。必要
性も高い研修だったため、コロナ対応でリモートを用いて行った。3密対策で技術演習をGWによる机
上シミュレーションに代え、理解が深まるように努めた。搬送施設と受け入れ施設双方の役割について
学べていた。コロナ感染対策の卓上シールドがコミュニケーションの妨げになっていたとの意見があ
り、GW方法の検討が必要である。

④「胎児心拍モニターの判読と対応」（会員19名・非会員2名/欠席4名）は、助産師にとっては判読方法や
対応など現場で活かせる貴重な講義であったが、看護師や若い助産師にはやや難しい内容であった。
また、受講者が産科病院に偏りがあり、クリニックからは1名のみの参加だった。幅広い対象者が受講
できるような研修の周知方法を検討する必要がある。

⑤「助産師のための超音波検査」（会員13名・非会員3名／欠席4名）は、講義後の演習では、フェイスシー
ルドを装着して、マンツーマンで講師から超音波の基本操作を教授することができ、非常に有意義な
研修となった。助産師外来での実際の助産師の超音波検査を通したケアの実際をDVDで視聴し、“助
産師のための超音波検査”を認識にも繋がったようである。コロナ禍でもあり受講人数を最小限に制
限しており、高額機器を利用した今後の研修運営について検討する必要がある。

①以外は、コロナ禍において、リモートを用いたり、感染対策を講じながら開催ができた。今年度企画し
た研修はどの研修も経験年数を問わず受講希望者が多く、ニーズの高いものであったと評価してい
る。臨床の場でも必須のスキルとなるもので、アドバンス助産師申請要件の研修にもなっている。更新
や申請のため受講した人も多く、今後も継続が必要な研修と考えている。ただ、受講生が病院に偏る
ことなくクリニックも含めた参加になるよう呼び掛けていく必要がある。

2）アドバンス助産師数の現状維持に努める
　アドバンス助産師の更新では、更新の大変さや資格保持者の活用や役割拡大、資格取得の意味づけ

など様々な課題があり、次年度へ更新延期または更新辞退した人が5名いた。一般での更新者は7名、
WHCでの更新者は9名、管理者での更新者が1名という結果であった。

3）アドバンス助産師の活躍の場／情報交換・交流会は、コロナ禍にて開催が中止となったが、意義ある
ものと考えており次年度の開催を計画している。

Ⅱ：母子のための地域包括ケアの推進（産後ケアに関する交流
集会を開催し情報交換を行う。

　12月19日（土）：「母子のための安心・安全な地域包括ケアシ
ステムを考える」

　講　師：熊本市役所 こども政策課 保健師　木庭礼子氏
　　　   玉東町保健センター 子育て包括支援コーディネイター
　　　　 村上恵理氏
1）性教育出前授業の実施　　　　　　　　　　　　　　

 7月：3校（高森中・芦北高校・人吉高校五木分校）からの依頼
はコロナ及び豪雨災害にて延期 ⇒ 中止

10月：7月に予定していた1校（高森中）をリモート授業にて対応
 1月：2校(人吉高校五木分校⇒出前授業)
       (八代二中1年生⇒リモート授業）にて対応 
 2月：5校：（八代二中3年生⇒リモート授業・八代六中⇒リ

モート授業）(八代五中・泉中1年生/3年生）⇒出前授
業）にて対応

2）性教育出前授業の体制整備
①4月：県内学校へ出前授業申し込みのアナウンスを行う
②5月：1か月間　申し込み受付期間　　
③6月：年間計画　2人ペアで出動、1人2回の出動、ＭＡＸ8回
        迄の対応

3）性教育研究会への参加 ⇒ 今年度は実施されていない

　12月19日に「母子のための安心・安全な地域包括ケアシステムを考える～コロナ禍における産後の
母子支援について考えよう～」開催。52名の申し込みがあったがコロナ感染拡大防止もあり40名に限
定。保健師6名・助産師30名・看護師1名が受講した（欠席3名）。そのうち看護協会課員は27名・非会員
は10名である。法改正やシステムについて施設助産師が理解し、活用していくための情報共有を目指し
て開催した。令和元年12月に母子保健法の改正があり、切れ目ないケア・包括ケアシステムの構築が求
められている中でタイムリーな講義内容であった。今後の熊本市の事業予定や玉東町でのケアの実際
など、施設内助産師が充分把握できていないこともあり、今後、施設助産師が地域と連携を図っていく上
でも貴重なものであった。短い限られた時間であったが、活発なグループワークが行われ、地域・施設の
意見交換・情報共有、顔の見える関係づくりの上でも意義深いものであった。受講生からも連携・協働に
努め、行動化を図りたい旨の意見が出されており、研修目標を達成できていた。

1）10月に1校のみリモート対応をしたが、受講者の反応が捉えにくい難点もあり、便利な一方で、多感な
時期にある中高生には直接対応が好ましいことから、可能な限り対面授業とし、リモートで性教育を行
う場合は、専用のDVDを作成するなど、再検討をしていくことも必要である。

2）担当者の負担考慮もあり、申し込みを5月までと期間を限定して対応した。しかし、豪雨災害やコロナ
禍にて出前授業が延期となり、10月から調整を再開したものの1月末から2月にかけて8校集中して
しまった。開催月が集中したため、担当の組み合わせが出来ず、職能委員の前任者や協力者を募り対
応した。次年度は、5月末の申し込み締め切り後、年度計画を見通した日程調整が必要である。また、
今年度に続き、職能委員以外の協力者を募りつつ，ペアで対応し、職能委員の対応は最大でも1人2回
までで予定を組めるようにしたい。
コロナ禍で増加が懸念される中高生の妊娠、自殺増加などに対して、命の大切さを助産師が伝えてい
くことは重要である。ただ、出前授業の依頼が県下の一部地域に限局している状況もあり、全体の状
況を見据えつつ、地域の保健師や養護教諭を中心とした学校関係者との検討も必要と考えている。

３）性教育研究会は今年度実施されていない。

セーフ・マザーフッド基金の報告　
　国際助産師連盟（ICM）が設立しているセーフ・マザーフッド基金への募金活動に今年度も取り組んだが、コロナ禍で様々な研修や会議が中止となったりオンライン化
されたこともあり、募金活動が充分にできなかった。しかし、皆様のご協力もあり、今年度の募金は15,000円となった。皆さまのお心に感謝致します。

1．次年度はアドバンス助産師更新2回目の年となる。WHC領域での更新支援および今年度更新を断念した人達の更新に繋がるための支援、新規申請者の少な
い熊本からの申請者増加のために、アドバンス助産師の活躍状況などを共有できるような情報交換の場を設けていきたい。

2．不妊症看護やコロナ禍で中止となった「プレコンセプションヘルスケア」は、ウィメンズヘルスの観点からも助産師として大切な視点である。開催中止となった
研修や受講者から要望の高い研修、アドバンス助産師新要件の研修など、人材育成および役割拡大を図る研修を企画検討していきたい。また、研修受講に際し
ては、個人病院（クリニック）からの研修参加が少ないため、広く周知を図る一方、非会員の受講生に対して協会員としての登録を働きかけていきたい。

3．次年度4月から本格始動する母子の地域包括ケアを推進していくため、引き続き関連職種と実施状況について情報共有を行い、施設内外の連携に活用できる
ようにしていきたい。

4．コロナ禍で出前授業が1月～2月に集中し、実施の上で負担となる状況があった。またリモートによる性教育での限界もある。コロナ禍でどのように出前授業の
要請に対応していくのか、教材の見直しも含めて検討していきたい。

活動目標（方針）

今
後
の
課
題

熊本県看護協会
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看護師職能委員会Ⅰ
令和2年度
委員会
活動報告

委 員 長（担当理事）　今村かおる
副委員長　牛島久美子
委　　員　若山美也子　友田　孝子　竹永　美加　山本　美子
　　　　　中川　里美　塚原由美子　馬原　京子　山田　里香
　　　　　柏木　美文

1.准看護師への支援
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
准看護師から看護師への支援について
開催日：9月5日（土）13：00～16：00
①研修会「准看護師のためのせん妄への対応」
　講師：熊本赤十字病院　認知症看護認定

看護師 河﨑あゆみ氏
②体験発表：麻生看護大学校在学中
　阿蘇立野病院　舟涛光代氏
③進学支援のための情報提供
　◦放送大学熊本学習センター
　◦熊本市医師会看護専門学校
　◦麻生看護大学校（資料提供のみ）
　◦穴吹医療大学校（資料提供のみ）
　◦東亜看護学院（資料提供のみ）
④日本看護協会入会および奨学金制度案内
※准看護師の質向上や知識習得へむけた取

り組みを踏まえた内容でありたい

参加者（/応募者）：７（/10）名　　会員7名
◦新型コロナウイルス感染症拡大のため募集30名のところ、10名の応募にとどまった。
◦進学支援の情報提供が、穴吹医療大学校と東亜看護学院2校が増えたが、こちらも感染拡

大防止のため来場いただけなかった。
◦研修会への満足度は100％と高く、日常業務に潜む問題への解決の糸口になる内容で

あった為、参加者が積極的に参加していた。
◦体験談の発表では、進学への思い、学校での講義、演習、グループワーク、実習等につい

て、具体的に発表され、発表者の学習の工夫点、苦悩等も話された為、進学を考える受講
生には、大変有用であった。

◦終了後に、体験者へ熱心に質問される場面もあった。
◦准看護師への看護師移行への支援は、次年度以降も継続していく必要性がある。経験の

浅い看護師も含め、ニーズの高い研修会を企画するとともに、進学に関する情報提供のあ
り方については見直しをしていく必要がある。

看護師長への支援、教育への取り組み
①研修テーマ：看護管理者のためのセルフコ

ンパッションを学ぶ　
　～自分自身への思いやり～
　講師：オフィスナースナレッジ代表
　江口智子氏
②日時：10月７日（水）10:00～16:00
※今後も現状を考え、協会に提言してゆける

ようなテーマを考えていく

参加者51名（応募者57名）　　会員50名、非会員1名
◦新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の計画を変更し、半日の集合研修で講師はリ

モート参加とした。
◦講師および主催者側のいずれも、講師と会場をリモートで結ぶ形式の研修が初めての試

みであったが、研修会場にいる研修生の反応を会場係が講師へ口頭で伝達することで研
修会の運営に支障はなかった。

◦会場に講師が存在しないため、GWは一見すると盛り上がりにかける印象があったが、対
象者が病院看護管理者であったこともあり、支障なく参加できていた。

◦研修会への参加理由は、「従前より興味があったから」が最も多く88％に上り、「研修後内容
に興味をもった」あるいは「やや興味をもった」と合わせて100％であった。

◦アンケートの自由記載においても、「わかりやすかった」、「気持ちが軽くなった」、「自分を思
いやる時間が必要だと感じた」等ポジティブな意見が大半だった。

◦新興感染症へ対策に尽力している病院看護管理者の疲弊は心身に及んでおり、研修後ア
ンケートでも対象を拡大して開催を希望している反応も多くあり、形式や研修内容は今後
検討する必要はあるが、次年度以降も看護師長への支援、教育への取り組みは継続する
必要がある。

病院看護師の在宅支援の推進
保健師職能との合同委員会

（5月16日午前１１時）
新型コロナウイルス感染禍における現状
把握（熊本県の各医療圏における現状報告
とディスカッション）

　新型コロナウイルス感染症禍において、感染状況が安定しない状況の中、職能委員会の開
催も危ぶまれる状況において、交流会や地域住民、患者、家族を含めた研修会の開催は困難
であった。このため、看護師職能委員会Ⅰ開催時に委員が所属している施設の医療圏におけ
る現状および問題点の報告を実施し、ディスカッションを実施した。
◦保健師、助産師、看護師各々の職能間理解と連携が不十分で、各々が新興感染症対応で疲

弊している。
◦新興感染症に対する知識が均一になっていないため、医療圏や施設間、施設内で統一した

対応が取れておらず、疲弊の原因になっている。
◦身体的疲弊だけに限らず、メンタルヘルスにも影響が大きい。
◦学生教育、現任教育への影響は著しい。キャリアデザインを描くためのレディネスが形成

できない状況にある。

　現状から鑑みると正しい知識を持つことで、新興感染症へ対応が可能で、共存・共生が可
能になってくる。

１．准看護師への進学支援は、引き続き継続する。ただし、従前の准看護師交流会のままでは、臨床知識の獲得支援にしかならず、看護
師への進学支援に繋がらないため、交流会のあり方や内容を再検討する。

２．看護管理者（看護師長、副看護師長）への教育・支援の取り組みは継続する。今年度は「セルフコンパッション」を学び、自己肯定感の
向上をめざし、参加者の評価も良好であったことから、看護管理者が健康に働き続けられる取り組みを継続する。新たな時代の到
来で看護管理者の疲弊はさらなるステージに突入している。知識だけではなく、癒しも提供できる取り組みを検討する。

３．病院看護師の在宅支援は、今般の社会状況を踏まえ、看護協会全体で検討するステージに移行したと考えている。今年度は、各職
能との交流も困難で、看護師職能Ⅰだけでは対応できない部分ばかりであった。このため、次年度以降は新型コロナウイルスとの共
存・共生を考慮し、看護師職能Ⅰの取り組みを検討する。

活動目標（方針）

今
後
の
課
題
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看護師職能委員会Ⅱ
令和2年度
委員会
活動報告

委 員 長（担当理事）　竹熊　千晶
副委員長　神　美智子
委　　員　村上ゆかり　片山　裕美　國田　琴美　谷口　絹代
　　　　　蓑田　純子　吉川　秀吾　吉永　尚代

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における看護職の役割発揮の推進を目指す

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
　職能Ⅰとの合同開催を予定していたが ⇒ 中止
　会場：熊本県立劇場　演劇ホール
　開催：6月20日（土）

　例年、熊本県看護協会総会時に職能別交流集会を職能Ⅰと
の合同開催していた。本年度は、新型コロナ感染症対策のた
め、熊本県立劇場での総会は中止となったため、交流集会も
中止とした。職能Ⅰ委員長と情報交換し、次回実施時の内容を
検討した。

②看護実践能力向上を目的とする研修会を開催
　JNAラダーレベルに基づくレベルアップを図る
　テーマ：「臨床推論に基づく看護」
　開催日：令和2年8月22日（土）を予定していたが ⇒ 延期
　講　師：特定行為看護師　吉村寿郎氏
　会　場：熊本県看護研修センター

再再延期
テーマ：「暮らしの場」で働く看護職の臨床推論に基づく看護の提供
　　　 ～臨床推論力とフィジカルアセスメント能力を鍛えよう～
令和3年2月13日（土）オンライン配信により実施
講　師：吉村寿郎氏（皮膚・排泄ケア認定看護師）
講義アシスタント：尾上幸恵氏（集中ケア認定看護師）　　　　　　
　　　　　　　  藤崎智文氏（集中ケア認定看護師）

　コロナ禍にあり、少人数での開催予定で約30名の研修参
加応募があった。しかしながら熊本県の感染状況を鑑み8月
の委員会時に延期を決定した。応募者に電話にて研修延期
を連絡し、次回開催時には優先的に参加できることとした。

　講師の先生も勤務先より、オンライン配信となった。
　受講生28名全員オンラインにより受講した（1名欠席）職
能Ⅱ委員8名のみ協会で準備を行い受講した。
　「胸がいたい」「むかむかする」などの訴えから、どのように
臨床推論していくかの考え方を具体的事例をもとに説明が
あった。また呼吸不全・心不全、発熱などについても説明が
なされた。
　アンケートの結果（17名回答）より、「理解できた」「まあま
あ理解できた」が100％であった。94％の受講者が「明日か
らの職務に活かせる」と回答し、オンライン研修についても
ほとんとが「よかった」と回答した。
　しかしながら、3時間の研修では時間が短く、技術の演習
も必要な部分があり、次年度も継続して行う必要があること
を痛感した。

2）職能Ⅱにおける看護職の役割発揮の推進を目指す
テーマ：「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
　　　 ～新しい生活様式の中での看護職の役割～」
講　師：萬生会 法人本部看護局長　開田ひとみ氏
開催日：令和2年11月21日（土）13:30～16:00
方　法：オンライン研修＆熊本県看護研修センター

　コロナ禍にあり、初めての試みでオンラインを主とした研
修会とした。研修時間も縮小した。WEB環境が整わない受
講希望者のみ会場参加とした。熊本県看護研修センターで
の会場参加が3名、自宅や職場からのオンライン参加が8名
だった。ひとつの職場から複数名での参加もあった。　　　
　三職能の組織図から、職能Ⅱの位置づけとⅠの分野もⅡの分
野も看護の本質は変わらないという内容で「療養上の世話」
について深く掘り下げた内容であった。参加者から「会場で
の参加と変わらない」「チャットで講師の先生と意見交換がで
きる」など、概ね好意的な意見であり、遠隔地で小規模の事
業所も多い職能Ⅱにとっては今後の研修方法の可能性が感
じられた。

　豪雨災害や新型コロナ感染症対策のため、計画していた研修会はすべて中止か延期、方法を変更せざるを得なかった。職
能Ⅱの場合、委員も遠隔地であり所属する組織も小規模であるところが多く、感染症が蔓延している状況では定例の委員会そ
のものが出席できない場合も少なくなかった。
　しかしながら、このような状況だからこそ、在宅・介護施設等で働く職能Ⅱの看護職の働き方を検討する必要があり、多様な
場での看護の支援体制を強化していく必要があることを痛感した。
　職能Ⅱの看護職の人材育成を強化し、それぞれの働く場での具体的な知識、技術力の向上を目指し、地域包括ケアのなかで
役割を発揮していくことが課題である。

活動目標（方針）

今
後
の
課
題

熊本県看護協会
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熊本県看護協会の新型コロナウイルス感染症に関する取り組み

★看護師養成所等に係る実習補完事業
新型コロナウイルス感染症拡大のために隣地実習が思うようにできない実情を踏まえ、学内演習でも学生が知識

と技能を習得することができるように、看護師養成所等に必要な資機材の貸出と演習補助員の確保を行う。
①シミュレーション教育講習 22名　②シミュレーターの貸与 7校　③演習補助要員の派遣 6校                                           

★看護職確保
①クラスター発生病院、施設への看護職派遣
　令和3年1月4日～2月28日　　高齢者施設1か所、感染症指定病院2か所

3．県との連携

★オンライン研修の導入
★看護協会入口に非接触性体温測定器を設置
★環境整備　①手指用消毒剤設置　②消毒液による机・椅子・マイクなどの拭取り　③清掃　④定期的な換気
★3密対策　①研修会場に合わせた人数制限　②指定席　③各机1名

4．徹底した感染対策を実施した研修開催

★令和2年4月、7月、令和3年1月と3回の病院・診療所・訪問看護ステーション・高齢者施設等の会員施設に状況調査を
実施しました。ご協力ありがとうございました。おかげで熊本県内の状況の把握や、またその結果を踏まえて、熊本県
や熊本市、日本看護協会への要望へとつなげることができました。

5.新型コロナウイルス感染症に係る会員施設の状況調査

★日本看護協会はじめ、各方面からご寄付・ご寄贈いただいたマスクや防護服は、第3回会員施設への状況調査の結果を
参考に、希望された施設、また感染症受入れ病院を中心に配布しました。

6．マスク、防護服等寄付及び寄贈品の配布

★日本看護協会、厚生労働省、熊本県、熊本市、その他の関連機関からの新型コロナウイルス関連の情報で必要なもの
は、ホームページに掲載、また各施設に資料を配布しました。

7．情報提供

★潜在看護職確保
①軽症者等の宿泊療養施設看護職派遣について熊本県、県医師会、県看護協会と協定締結 19名紹介し勤務調整を実施
②熊本市PCRセンター 4名　③熊本県保健所コールセンター 8名　④熊本市保健所コールセンター 6名
⑤自宅療養者のためのコールセンター 3名

★感染対策研修会開催
①上記①②で勤務する潜在看護職対象
②新型コロナウイルス感染症協力病院で感染管理認定看護師がいない病院の看護職対象 9施設17名
③診療・検査医療機関予定の施設に勤務する看護職対象　85施設114名

2．日本看護協会の委託事業（地域の医療提供体制のための看護職員の派遣調整事業）
　新型コロナウイルス感染症における潜在看護職員の復職支援事業

★熊本県への要望書
①医療機関や訪問看護ステーション等へのマスク・防護服、アルコー

ル消毒薬等の衛生用品の優先的な確保と安定した供給について
②妊娠中の看護職の休業に伴う代替職員の確保について
③新型コロナウイルス感染症に対応している看護職に対する危険手

当の支給等について

★熊本市への要望書
①訪問看護ステーションにおいて、マ

スクやガウン、ゴーグル、衛生材料
等の物資の確保

1．行政（県・市）への働きかけ

看護くまもと 2021.514



令和 2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

日　時：令和3年2月27日（土）12：30～
場　所：熊本県看護研修センター　3階大研修室　オンラインとのハイブリッド開催

令和３年2月27日土曜日に熊本県看護研修センターにおいて、令和2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、新型コロナ感染拡大防止のため、予定していた会場を変更し、Zoom
ウェビナーを使用したオンラインと会場のハイブリッド開催としました。参加者数は、会場32名、オンラインは
熊本県外からの参加も含め89名でした。総演題数は25題あり、令和元年度より設けた「特別枠」の演題数
は口演3題、示説9題、新規の研究発表については口演8題、示説5題でしたが、感染拡大防止のため、示説
発表は集録掲載による紙面発表とさせていただきました。
はじめてオンライン開催したことについて、アンケートでは「音声の聞き取りづらさがあった」「遠くからの
参加が可能になった」「オンラインになったことで研究発表の場に久しぶりに参加できた」という意見があり
ました。
また、特別講演は熊本大学名誉教授・熊本機能病院顧問の小野友道氏に「肥後熊本の凄い医人（偉
人）」と題して、熊本出身の医療人の研究と実践の功績についてご講演いただきました。感染症に対する先
人たちの偉業について知ることで、コロナ禍の現状を乗り越える力をいただく機会となりました。

発表および WEB 風景

小野　友道　氏

熊本県看護協会

熊本県看護協会
公式キャラクター「マモル君」
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発行日　令和3年5月14日
発行者　本尚美
編集者　事務局
発行所　公益社団法人 熊本県看護協会
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令和3年度 会費納入会員数
　　　　14,548名（令和3年5月7日現在）

看護くまもと　第117号

施　　設　　名 件　数 金　額
荒尾市民病院 20 600,000 
熊本機能病院 22 660,000 
大腸肛門病センター高野病院 4 120,000 
菊池郡市医師会立病院 3 90,000 
人吉医療センター 24 720,000 
熊本託麻台リハビリテーション病院 8 240,000 
熊本地域医療センター 7 210,000 
熊本中央病院 42 1,260,000 
天草病院 3 90,000 

合　　計 133 3,990,000 

熊本県看護協会会館建設資金納入施設名簿
令和3年1月1日～令和3年3月31日

　令和2年度2月～3月に全館のトイレ改修工事を行いました。
　すべてのトイレが和式から洋式（温水洗浄便座）へ入れ替わり、洗面所
の水道も感染防止対策としてセンサー蛇口に変わり、コックを触らずに
手洗いができるようになりました。
　また、1階男子トイレだった場所は入口を広くしてバリアフリーになり、
中まで車いすでも入れるようになりました。

センサー蛇口 温水洗浄便座 バリアフリー

トイレ改修工事終了

「看護くまもと」は環境保護印刷
「水なし印刷」で印刷しています。

事 務 局 だ よ り
・会員代表者の変更はお済ですか？

新年度になりました。会員代表者等の変更がありましたら、様式１にて提出ください。

・勤務先等の変更はありませんか？
勤務先の変更や自宅住所など、登録内容に変更がある場合は様式2を提出ください。

・登録内容に変更や未登録の項目はありませんか？
看護師免許番号や自宅の情報が未登録の方がおられます。
キャリナースに登録する際に、入力情報が登録情報と一致しないとエラーになります。

登録情報はいつも新しい情報に変更を! 各自で行ってください。
電話の場合は、ご本人様よりお電話いただければすぐに更新いたします。

各様式は熊本県看護協会のホームページに掲載されております。


