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熊本県看護協会　広報誌

・会長挨拶
・秋の叙勲
・令和元年度地区別看護管理者会報告
・年男・年女
・職能委員会報告
・長期研修修了者の声
・熊本県看護研修センターのご案内
・支部共催研修報告
・改選役員、推薦委員、代議員、
予備代議員の立候補、推薦

熊本県看護協会
公式キャラクター
「マモル君」

熊本県看護協会
公式キャラクター
「マモル君」

保 健 師：　 481名
助 産 師：　 375名
看 護 師：13,565名
准看護師： 1,430名
　　　計　15,851名

2020年1月6日現在　会費納入者数

会員数
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◆ 瑞宝単光章
平　恵美 様
（元　公立多良木病院　看護部長）

◆ 瑞宝単光章
山本　八重 様
（熊本労災病院　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
令和元年度秋の叙勲秋の叙勲 受章おめでとうございます受章おめでとうございます

公益社団法人
熊本県看護協会会長

嶋田　晶子

会 長 あ い さ つ

明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては令和2年の新春をお健やかにお

迎えのこととお喜び申し上げます。

昨年は「ラグビーワールドカップ2019」、「2019女

子ハンドボール世界選手権大会」が熊本で開催されまし

た。熊本に多くの方々に来ていただき、国際色豊かな1

年でした。

また、一方では台風や大雨等自然災害も多く、被災さ

れた皆様に改めまして心からお見舞いを申し上げます。

さて、熊本地震から約4年になろうとしています。復

興に向けて熊本城も大天守閣・小天守閣が姿を現し見学

ルートも整備され、国内外からの見学者も多くなりまし

た。さらに、国道57号線やJR豊肥本線も2020年度

の開通に向けて進んでおります。

熊本県看護協会では一昨年から取り組んでいる「阿蘇

地域に必要な看護職員確保推進事業」がワークを重ね、

地域の課題解決に向けた取り組みとともに地域住民へ情

報提供のための研修会を開催しました。また、「くまもと

復興応援ナース」の取組みが全国知事会の先進政策バン

クにおける優秀政策（健康福祉分野）奨励賞を受賞した

ことは大きな喜びでした。行政をはじめ、関係機関や阿

蘇地域の医療機関、そして全国から応援いただいた復興

応援ナースの皆様のご支援のおかげと感謝申し上げます。

後5年に迫った2025年問題に向けてさらには2040

年に向けて高齢者数がピークを迎え、人口が減少し、社

会保障給付費の大幅な伸びなどの問題が上がっています。

人生100年時代を迎え、ますます看護職には大きな役割

が求められるでしょう。年齢やしょう害の有無にかかわ

らず、一人ひとりが尊重され生き生きとした生活を送る

ことができる地域社会の実現に向け、自治体、医療福祉

団体等とともに協働し県民の健康な生活の実現に向けて

取り組んでまいりたいと思っています。

さて、今年はナイチンゲール生誕200年の年で、今

世界的にNursing Nowキャンペーンが展開されていま

す。Nursing Nowは、看護の価値を多くの人に理解し

てもらい、看護が持つ力を十分に発揮することで人々の

健康に貢献するためのキャンペーンです。2020年末ま

で続きます。社会に向けて看護職の活動をアピールして

まいりましょう。また、看護の日・看護週間が制定され

て30周年を迎える節目の年でもあります。今年は新し

い企画を考えているところです。皆様のアイデアとお力

をお借りしながら協会事業を進めてまいりたいと思って

います。

皆様にとって健康でよき年でありますよう願っており

ます。

　　　　　　　　　　公益社団法人熊本県看護協会

　　　　会長　嶋田　晶子

令和元年度地区別看護管理者会
　地区別看護管理者会は、看護協会からの情報提供と地区の課題把握・共有を目的
に、役員が出向いて毎年５地区で開催しています。
　今年度は、地域包括ケアシステムの推進と組織強化を目的に県協会が企画し、全
地区共通のプログラムで実施しました。昨年度まで中央管理者会で行っていた日本
看護協会の活動報告も全地区で行い、看護の動向などについて看護管理者への周知
を図りました。
　地域包括ケアシステムの具体的なあり方は地域によって大きく異なり、それぞれ
の地域に応じた保健・医療・介護・福祉のしくみづくりやネットワークの構築を進め
ていく必要があります。看護管理を行う上では、地域のことをよく知り、必要なし

くみを考えていくことが重要です。講演は、元熊本県立大学総合管理学部教授の荒木紀代子氏を講師に迎え、「地域
を知り看護管理に活かす」というテーマで行いました。内容は、ナイチンゲールの教えから、地域の考え方、地域
診断の方法、ケアチームづくり、システム化のプロセス、医療連携体制等についてでした。
　その後、支部毎のグループ編成で『地域の課題』について意見交換を行い、講師にコメントをしていただきました。
課題は県看護協会でも共有し、事業につなげていきたいと考えています。
　全地区の参加総数は、77施設から127名でした。終了後のアンケート（回収率93％）では、ほぼすべての人が“参
加してよかった”“講演に満足した”と答え、理由欄には“地域包括ケアシステムについてよく理解できた”“管理
者として地域を診ることの大切さを学べた”“看護管理者として地域へ
幅広く目を向けていこうと思った”“データ化することで行政を動かせ
るようになると思った”“改めて地域について考え同じ支部の方との情
報共有もでき良かった”“もっと多くの方に参加してもらいたい”等が
記載されていました。
　また、支部と県看護協会の連携強化に向けても多くの意見をいただき
ました。今後、この地区別看護管理者会のあり方を検討するうえで参考
にしていきます。　　　　　　　　　　　　  文責　常務理事　本　尚美

対象支部 上益城、宇城 八代、水俣・芦北、
人吉・球磨 有明、鹿本、菊池、阿蘇 熊本東、西、南 天　草

11/15(金）
●日本看護協会の活動
●熊本県看護協会・職能委員会の活動
●ナースセンターの活動

11/21(木） 11/26(火） 11/27(水） 12/13(金）

13施設
15名

11施設
19名

19施設
35名

23施設
36名

11施設
22名

期　　日

内　　容

＊参加者
（役職員以外）

施設数 計77施設
参加者総数 127名

●各支部の活動（書面）
●講演「地域を知り、看護管理に活かす」
　荒木紀代子氏（元熊本県立大学　総合管理学部　教授）

●意見交換
●全体討議

意見交換の様子

荒木　紀代子先生
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阿蘇立野病院　桐原あゆみ
あけましておめでとうございます。昨年は、神戸
研修センターで開催の医療安全管理者養成研修
に参加しました。研修での学びはもちろんです
が、他県の看護師さんとの出会いも大切な宝
物になりました。今後も様々な出会いと学び
を大切に、充実した一年にしたいと思い
ます。今年は、長年始めたかったゴ
ルフにチャレンジしようと準

備中です。

くまもと芦北療育医療センター　桑水奈留美
通園センター（通園事業所）で障害者支援に携わる
私は、最近体力の衰えを感じていたところヨガに出
会いました。始める前は、呼吸に意識を向ける事が
なかったのですが、ヨガの呼吸法の効果を知りま
した。仕事でも忙しい時こそ意識して、ゆっくり
大きな呼吸を心がけ笑顔で頑張っていきま
す。今年もご利用者やご家族に寄り添
い、生活を支える看護師を目指し

ます。

山鹿市民医療センター　辻崎小百合
気がつくと、４回目の年女・・・時が経つのは早いも
のです。家族や周囲の方々に支えられ、看護師の
仕事が続けられています。４月から医療安全管理
者として勤務しており、患者様へ安全な医療を
提供するために、スタッフと協力して頑張っ
ています。今年は、ねずみのように院内を
動き周って、スタッフの医療安全に
対する意識の向上を目指し

ます！！

熊本機能病院　前田佳奈
私は、熊本機能病院に入職し3年目になります。人工関
節手術を主体とする急性期病棟で勤務し、患者さんが
回復し笑顔で退院される姿に看護師としての役割を
実感し、喜びを感じています。社会人としても、多くの
学びに充実した毎日を送っています。新年の抱負
は、チームのリーダーとして的確な判断・対応が
できるようになることです。また、プリセプ
ターができるように自己研鑚し知識、

技術を高めたいと思います。

リハビリテーションセンター熊本回生会病院　江島朋江
昨年は回復期リハの楽しさと難しさを実感
した年でした。もっと知識を深めて実践した
い、より良い関わりができるようになりた
いという気持ちから今年は回復期リハの
認定看護師を目指します。家庭では小
学生と保育園児がいますが働き
やすい職場で感謝してい

ます。

天草中央総合病院　山口知佳
看護師になって少しずつ一人でできる業務
が増えてきました。今年は、看護師になって
3年目になります。忙しい日々の中でも、患
者様に寄り添う心を忘れずに、看護師と
して知識、技術のレベルアップを図り、
できることを増やせるように頑
張っていきます。

西日本病院　田原芹奈
私は看護師になって3年目になります。
今年は様々な研修に参加し、看護技術・
知識をより深め、レベルアップしていき
たいと考えています。また、患者様や
他のスタッフから信頼される看護
師を目指して頑張ろうと思っ

ています。熊本労災病院　甲佐喜代
戌年に看護師となり入職してから、もうすぐ2年が
経とうとしています。1年目の時よりは、職場の環
境や仕事の内容にも慣れてきました。年女となり
昨年よりも今年は、患者さんの状態を考え看護
に取り組んでいきたいと思います。その為
に、日々の業務から患者さんの状態を把
握し必要な看護は何か考えながら
業務を行っていきたいと思

います。

公立玉名中央病院　杉浦早穂子
今年の抱負は、患者様の声をしっかり聴くことで
す。最近、患者様の話をよくよく聞くと、本当に必
要としているケアができていないのでは、と疑問
を持つことがありました。看護だけではありま
せんが、話をしっかり聴くことで相手のニー
ズを知る事ができます。当たり前を当たり
前にできる看護師を目指していき
たいと思います。

桜十字病院　田嶌翔
一般病棟43床でニーズを捉え、必要なケアを
考え、日々奮闘している36歳の年男です。限ら
れた入院のなかで、患者・家族に何を求められ
ているのか、自分に置き換え考え悩みます。
こうした病棟でスタッフと想いを共有し、
よりよい看護を提供しています。今年
は年男として頼られるよう、大き

く飛躍したいです。

国立病院機構菊池病院　池田仁美
重症心身障害児(者)病棟に勤務し心のケ
アに悩むことがありますが、チームに助け
られ感謝の日々です。２月には病棟が新
設され新たな環境でのスタートとなり
ます。患者さんの暮らしを支えるこ
とができるよう、自分を磨いて

いきたいです。

球磨病院　万膳清夏
現在、教育委員として中途採用者の教育と
現任教育を中心に活動しています。昨年度
は、院内でのBLS研修を中心となって実
施する事ができました。今年度も継続し
て指示に従いBLS研修の実施と、ク
リニカルラダーの導入に向けて
頑張っていきたいと思い

ます。

宇城総合病院　須崎剛史
私は宇城総合病院の回復期病棟に勤務していま
す。以前勤務していたがんセンターとは環境が全
く異なりますが、日々良くなっていく患者様を見
て以前とは違うやり甲斐を感じています。そん
な私も看護師として10年目という節目を迎
えます。看護師として自分に何ができる
のか考えながら一日一日を大切にし
ていきたいと思います。

祝祝 今年の抱負令和2年 年男・年女
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阿蘇立野病院　桐原あゆみ
あけましておめでとうございます。昨年は、神戸
研修センターで開催の医療安全管理者養成研修
に参加しました。研修での学びはもちろんです
が、他県の看護師さんとの出会いも大切な宝
物になりました。今後も様々な出会いと学び
を大切に、充実した一年にしたいと思い
ます。今年は、長年始めたかったゴ
ルフにチャレンジしようと準

備中です。

くまもと芦北療育医療センター　桑水奈留美
通園センター（通園事業所）で障害者支援に携わる
私は、最近体力の衰えを感じていたところヨガに出
会いました。始める前は、呼吸に意識を向ける事が
なかったのですが、ヨガの呼吸法の効果を知りま
した。仕事でも忙しい時こそ意識して、ゆっくり
大きな呼吸を心がけ笑顔で頑張っていきま
す。今年もご利用者やご家族に寄り添
い、生活を支える看護師を目指し

ます。

山鹿市民医療センター　辻崎小百合
気がつくと、４回目の年女・・・時が経つのは早いも
のです。家族や周囲の方々に支えられ、看護師の
仕事が続けられています。４月から医療安全管理
者として勤務しており、患者様へ安全な医療を
提供するために、スタッフと協力して頑張っ
ています。今年は、ねずみのように院内を
動き周って、スタッフの医療安全に
対する意識の向上を目指し

ます！！

熊本機能病院　前田佳奈
私は、熊本機能病院に入職し3年目になります。人工関
節手術を主体とする急性期病棟で勤務し、患者さんが
回復し笑顔で退院される姿に看護師としての役割を
実感し、喜びを感じています。社会人としても、多くの
学びに充実した毎日を送っています。新年の抱負
は、チームのリーダーとして的確な判断・対応が
できるようになることです。また、プリセプ
ターができるように自己研鑚し知識、

技術を高めたいと思います。

リハビリテーションセンター熊本回生会病院　江島朋江
昨年は回復期リハの楽しさと難しさを実感
した年でした。もっと知識を深めて実践した
い、より良い関わりができるようになりた
いという気持ちから今年は回復期リハの
認定看護師を目指します。家庭では小
学生と保育園児がいますが働き
やすい職場で感謝してい

ます。

天草中央総合病院　山口知佳
看護師になって少しずつ一人でできる業務
が増えてきました。今年は、看護師になって
3年目になります。忙しい日々の中でも、患
者様に寄り添う心を忘れずに、看護師と
して知識、技術のレベルアップを図り、
できることを増やせるように頑
張っていきます。

西日本病院　田原芹奈
私は看護師になって3年目になります。
今年は様々な研修に参加し、看護技術・
知識をより深め、レベルアップしていき
たいと考えています。また、患者様や
他のスタッフから信頼される看護
師を目指して頑張ろうと思っ

ています。熊本労災病院　甲佐喜代
戌年に看護師となり入職してから、もうすぐ2年が
経とうとしています。1年目の時よりは、職場の環
境や仕事の内容にも慣れてきました。年女となり
昨年よりも今年は、患者さんの状態を考え看護
に取り組んでいきたいと思います。その為
に、日々の業務から患者さんの状態を把
握し必要な看護は何か考えながら
業務を行っていきたいと思

います。

公立玉名中央病院　杉浦早穂子
今年の抱負は、患者様の声をしっかり聴くことで
す。最近、患者様の話をよくよく聞くと、本当に必
要としているケアができていないのでは、と疑問
を持つことがありました。看護だけではありま
せんが、話をしっかり聴くことで相手のニー
ズを知る事ができます。当たり前を当たり
前にできる看護師を目指していき
たいと思います。

桜十字病院　田嶌翔
一般病棟43床でニーズを捉え、必要なケアを
考え、日々奮闘している36歳の年男です。限ら
れた入院のなかで、患者・家族に何を求められ
ているのか、自分に置き換え考え悩みます。
こうした病棟でスタッフと想いを共有し、
よりよい看護を提供しています。今年
は年男として頼られるよう、大き

く飛躍したいです。

国立病院機構菊池病院　池田仁美
重症心身障害児(者)病棟に勤務し心のケ
アに悩むことがありますが、チームに助け
られ感謝の日々です。２月には病棟が新
設され新たな環境でのスタートとなり
ます。患者さんの暮らしを支えるこ
とができるよう、自分を磨いて

いきたいです。

球磨病院　万膳清夏
現在、教育委員として中途採用者の教育と
現任教育を中心に活動しています。昨年度
は、院内でのBLS研修を中心となって実
施する事ができました。今年度も継続し
て指示に従いBLS研修の実施と、ク
リニカルラダーの導入に向けて
頑張っていきたいと思い

ます。

宇城総合病院　須崎剛史
私は宇城総合病院の回復期病棟に勤務していま
す。以前勤務していたがんセンターとは環境が全
く異なりますが、日々良くなっていく患者様を見
て以前とは違うやり甲斐を感じています。そん
な私も看護師として10年目という節目を迎
えます。看護師として自分に何ができる
のか考えながら一日一日を大切にし
ていきたいと思います。

祝祝 今年の抱負令和2年 年男・年女
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私は集中治療室で勤務しており、質の高い看護を提供するためには看護師の育成が必要不可
欠であると感じていました。そこで人材育成の基礎や成人教育の手法を学び、マネジメント力
を向上させる必要があると考え、本研修を受講しました。
ファーストレベル研修のカリキュラムでは、看護専門職として必要な管理に関する基本的知
識・技術・態度を習得するため、統合演習も含め計117時間の講義を受講しました。経験豊
富な講師の先生方の講義やグループワークを通して、看護管理者としての基礎を学ぶことがで
きました。看護管理者とは、看護や医療の専門性だけではなく、社会情勢や保険制度なども含

めて包括的・組織的に看護サービスを考える必要があります。そのためには概念化能力を鍛え、組織運営を考えて
いく必要があると私は痛感しました。
現在、私は自部署において、主体性のある看護師の育成に取り組んでいます。教育の基本的知識やコーチング・コ
ミュニケーションスキルなどの手法を指導者に伝え、共に育成看護師の教育に携わっています。育成看護師の学習
支援やサポート体制が強化されてきており、今後も継続した取り組みを行っていきたいと考えています。
研修を終えて、新しいことを学ぶことは興味深く、自らの目指すべき方向性が明らかとなり、有意義な時間であっ
たと感じています。最後になりましたが、研修中にご支援を頂いた看護協会の皆様や講師の先生方、研修に参加す
る機会を与えて頂いた自施設やスタッフの皆様に深く感謝いたします。

2019年度ファーストレベル研修を終えて 2019年6月18日～8月29日

　私は以前から機会があれば訪問看護について系統的に学びたいと思っていました。地域包括ケアシステムにおい
て医療と介護の両方に介在する訪問看護師がとても大きな役割を果たしていることは認識していましたが、実際の
訪問看護を見た経験がなかったので、今年度退職を機に参加させていただくことが叶い、とても感謝しています。　
　今まで管理職という立場上、多職種連携の必要性や住み慣れた地域で暮らす対象者の生活を理解し支援する重要
性などを口にすることが多かったのですが、今回の研修で多くのことを学び知り得たのちは、本当の意味で訪問看
護の役割と機能を理解できていたのだろうかと自身を振り返ると甚だ恥ずかしい気がします。
　研修カリキュラムの講義では、訪問看護の概論から対象論、展開論などを学び、知識を系統的に整理でき理解が
深められました。さらに、訪問看護に必要な様々な技術については、特に気道クリアランス法が習得でき、利用者
に有効活用できるのではと思いました。また、2日間の訪問看護ステーションの実習では、担当の訪問看護師とペ
アで利用者を訪問し、合わせて８名の看護ケアの実際を見学することができました。医療機関に比べ訪問看護では
利用者の状況を数値化できる情報は少なく、そのような中でアセスメントすることは非常に難しいことでありまし
た。それゆえに訪問看護師には卓越した洞察力、経験、技術が求められました。今回の実習で利用者とのゆるぎな
い信頼関係は、それらの実践の上に成り立っていることが実感できました。何より深い尊厳を持った言葉かけや笑
顔を引き出す丁寧な対応が素晴らしかったです。まさに「百聞は一見にしかず」であり私にとって大変有益な訪問
看護師養成研修となりました
　「病院は非日常の場、人は皆、仕事が終われば家に帰る。同様に急性期医療が済んだら家に帰ろう。患者は生活者
に戻り、家族は面会者から介護者にな
る。」「これからは医療機関に勤務する看
護職のパラダイムの転換を進め、訪問看
護師と協力しながら地域とつながる看・
看連携を実践し、変化に対応できる看護
を創造できれば未来は明るい」という開
田先生の講義が強く心に残りました。

訪問看護師養成研修会に参加して

長期研修修了者の声

国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院　ICU・CCU　主任　秋山　法恵

看護師職能委員会Ⅰ委員長　大道　友美

看護師　白岩　生美

2019年6月24日～9月6日

閉講式にて閉講式にて

職能委員会研修報告～看護師職能委員会Ⅰより～

　令和元年10月2日（水）に「看護師長への支援・教
育への取り組み」の研修として「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～を、熊本県看護研修センターで開催しました。
　私たちが、看護師長支援に取り組み始めて3年になり
ます。2017年度は「看護管理者のためのメンタルヘル
スケア」、2018年度は「看護管理者に必要な概念化能力」
について開催しました。今回は看護実践家であり自らを
「レジリエンス伝道師」と称されているオフィスナース
ナレッジ代表の江口智子先生に来ていただき、79名の
参加者がありました。講義とレクリエーション・グルー
プワークを通して楽しく学びを深める場となったようで
す。
　レジリエンスは復元力・回復力・弾力性と表現されま
す。今回の研修は、レジリエンスを鍛える方法がわかり
今から使える、他者の支援に活用するためのヒントを得
られることを目標に始まりました。まず、「折れない心
を育てる7つのポイント」から教えていただきました。
1．ネガティブ沼からの脱出：ネガティブな感情に気づ
くこと・気持ちの切り替え・ネガティブ感情の意味を
知り活かすこと
2．自分の思い込みを知る：「変えられないもの」と「変
えられるもの」があるので「変えられるもの」に意識

を向け選択していくことが大切であること
3．自分の強みを知って活かす
4．自己効力感を身につける：人と比べない事が大切
5．支えてくれる人を意識する
6．ポジティブ感情を高める3つのこと：①感謝の気持
ちを持つ②人に親切にする③自分のとっておきのエピ
ソードを思い出す
7．痛い体験から意味を学ぶ
　講義の合間には、シュウマイじゃんけんなどのゲーム
で盛り上がり、グループワークの演習を通して他施設の
看護師長との交流の機会となり、会場の一体感と気分が
上がっていく雰囲気がとてもよかったと感じました。
　アンケートの結果では、師長経験年数20年以上の方
の参加が最も多く、「楽しく受講でき今日から活かして
いきたい」「他の師長さんたちと交流でき、みんな悩ん
でいて頑張ろうと思えた」などたくさんの感想をいただ
きました。ヘルシーワークプレイス（基本的人権を尊重
する職場）の実現のためにも、看護師長が心身ともに元
気で前向きに、いきいきと働くことが医療現場の活性化
と看護の質の向上に繋がると信じています。
　看護師職能委員会Ⅰは、11名で活動していますが、
看護職の中で最も多くの人が携わっている病院看護師が
抱える課題と向き合い、皆さんのご意見を集約しひとつ
ずつ取り組みを進めていきたいと思います。今後もどう
ぞ研修会や交流会への参加、忌憚のないご意見をお寄せ
いただきますようよろしくお願いいたします。

2020年度ファーストレベル・セカンドレベル開催時期が変わります！！2020年度ファーストレベル・セカンドレベル開催時期が変わります！！

１．開催予定　１）認定看護管理者教育課程ファーストレベル
　　　　　　　　2020年11月～2021年 1月中旬　23日間　
　　　　　　 ２）認定看護管理者教育課程セカンドレベル
　　　　　　　　2020年6月～2020年 9月下旬　35日間

２．開催場所 熊本県看護研修センター　
３．その他：セカンドレベル開催通知発送は
　  2月下旬、募集開始4月予定

研修風景
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私は集中治療室で勤務しており、質の高い看護を提供するためには看護師の育成が必要不可
欠であると感じていました。そこで人材育成の基礎や成人教育の手法を学び、マネジメント力
を向上させる必要があると考え、本研修を受講しました。
ファーストレベル研修のカリキュラムでは、看護専門職として必要な管理に関する基本的知
識・技術・態度を習得するため、統合演習も含め計117時間の講義を受講しました。経験豊
富な講師の先生方の講義やグループワークを通して、看護管理者としての基礎を学ぶことがで
きました。看護管理者とは、看護や医療の専門性だけではなく、社会情勢や保険制度なども含

めて包括的・組織的に看護サービスを考える必要があります。そのためには概念化能力を鍛え、組織運営を考えて
いく必要があると私は痛感しました。
現在、私は自部署において、主体性のある看護師の育成に取り組んでいます。教育の基本的知識やコーチング・コ
ミュニケーションスキルなどの手法を指導者に伝え、共に育成看護師の教育に携わっています。育成看護師の学習
支援やサポート体制が強化されてきており、今後も継続した取り組みを行っていきたいと考えています。
研修を終えて、新しいことを学ぶことは興味深く、自らの目指すべき方向性が明らかとなり、有意義な時間であっ
たと感じています。最後になりましたが、研修中にご支援を頂いた看護協会の皆様や講師の先生方、研修に参加す
る機会を与えて頂いた自施設やスタッフの皆様に深く感謝いたします。

2019年度ファーストレベル研修を終えて 2019年6月18日～8月29日

　私は以前から機会があれば訪問看護について系統的に学びたいと思っていました。地域包括ケアシステムにおい
て医療と介護の両方に介在する訪問看護師がとても大きな役割を果たしていることは認識していましたが、実際の
訪問看護を見た経験がなかったので、今年度退職を機に参加させていただくことが叶い、とても感謝しています。　
　今まで管理職という立場上、多職種連携の必要性や住み慣れた地域で暮らす対象者の生活を理解し支援する重要
性などを口にすることが多かったのですが、今回の研修で多くのことを学び知り得たのちは、本当の意味で訪問看
護の役割と機能を理解できていたのだろうかと自身を振り返ると甚だ恥ずかしい気がします。
　研修カリキュラムの講義では、訪問看護の概論から対象論、展開論などを学び、知識を系統的に整理でき理解が
深められました。さらに、訪問看護に必要な様々な技術については、特に気道クリアランス法が習得でき、利用者
に有効活用できるのではと思いました。また、2日間の訪問看護ステーションの実習では、担当の訪問看護師とペ
アで利用者を訪問し、合わせて８名の看護ケアの実際を見学することができました。医療機関に比べ訪問看護では
利用者の状況を数値化できる情報は少なく、そのような中でアセスメントすることは非常に難しいことでありまし
た。それゆえに訪問看護師には卓越した洞察力、経験、技術が求められました。今回の実習で利用者とのゆるぎな
い信頼関係は、それらの実践の上に成り立っていることが実感できました。何より深い尊厳を持った言葉かけや笑
顔を引き出す丁寧な対応が素晴らしかったです。まさに「百聞は一見にしかず」であり私にとって大変有益な訪問
看護師養成研修となりました
　「病院は非日常の場、人は皆、仕事が終われば家に帰る。同様に急性期医療が済んだら家に帰ろう。患者は生活者
に戻り、家族は面会者から介護者にな
る。」「これからは医療機関に勤務する看
護職のパラダイムの転換を進め、訪問看
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長期研修修了者の声
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2020年度ファーストレベル・セカンドレベル開催時期が変わります！！2020年度ファーストレベル・セカンドレベル開催時期が変わります！！

１．開催予定　１）認定看護管理者教育課程ファーストレベル
　　　　　　　　2020年11月～2021年 1月中旬　23日間　
　　　　　　 ２）認定看護管理者教育課程セカンドレベル
　　　　　　　　2020年6月～2020年 9月下旬　35日間

２．開催場所 熊本県看護研修センター　
３．その他：セカンドレベル開催通知発送は
　  2月下旬、募集開始4月予定

研修風景
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150名程度の
研修会が
開催できます

第２研修室

応接室 役員室

事務局

50名程度の研修に
使用

第１研修室
30名程度の研修に
使用

第３研修室
主に再就業支援研修に
使用

図書室
2020年４月から
検索システムが
リニューアルします

A会議室

保健指導室
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センター

印刷室

B会議室

職員更衣室
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ここでは理事会など
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業務執行理事の
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お迎えします
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看護協会周辺地図

スクールゾーンへの進入は8：30からです。
気をつけてくださいね。

熊本県看護協会と
　  でつながろう！

「協会からのお知らせ」や
「研修情報」をいち早くお知らせ
定期的にホームページを開く
手間も減り便利になります。
ぜひご登録下さい。
QRコードから登録できます。

図書室の利用時間は、平日
９時から５時です。
図書室利用時の駐車場は
協会裏の駐車場へ置かれ
て窓口へおいでください。

専用駐車場有り専用駐車場有り
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意見交換風景

令和2年度熊本県看護協会　改選役員及び推薦委員
令和3年度日本看護協会　代議員及び予備代議員の立候補・推薦について

■令和2年度　公益社団法人熊本県看護協会　役員：15名

令和2年6月20日（土）に開催される令和2年度通常総会において、熊本県看護協会の改選役員及び推薦委員、令
和3年度の日本看護協会代議員及び予備代議員の選挙を実施いたします。

立候補者の受付については下記のとおりです。
なお、公益社団法人熊本県看護協会役員等及び公益社団法人日本看護協会代議員・予備代議員は、令和2年6月の

通常総会において選出されます。つきましては、令和2年度総会により改選される以下の役員、委員及び代議員・予備
代議員に立候補される方は、以下の要領により届け出をしてください。

（任期：2年 令和2年6月総会終結後～令和4年総会終結まで）
会長 １名、副会長 2名、常務理事 1名、保健師職能理事 1名、助産師職能理事 1名
看護師職能Ⅰ理事 1名、看護師職能Ⅱ理事 1名、熊本東地区理事 1名、熊本西地区理事 1名
八代・水俣・人吉地区理事 1名、准看護師理事 1名、監事 3名

■令和2年度　公益社団法人熊本県看護協会　推薦委員：8名
（任期：１年 令和2年6月総会終結の翌日～令和3年総会終結まで）
保健師職能2名・助産師職能2名・看護師職能4名

■令和3年度　公益社団法人日本看護協会　代議員並びに予備代議員：20名
（任期：１年 令和3年4月1日～令和4年3月31日）
代議員10名　　予備代議員10名

＜立候補の届け出について＞
　立候補される方は公益社団法人熊本県看護協会選挙及び選挙管理委員会に関する規程第13条第2項
に基づき、本会正会員5名以上の推薦を受けて、届け出をしてください。

＜届出書類＞
①立候補届出書　　②立候補者推薦届
※様式については熊本県看護協会事務局へご請求ください。　ＴＥＬ：096-369-3203　

＜立候補の届出期間について＞
令和2年1月20日（月）～令和2年4月16日（木）（必着）

＜選挙期日及び場所＞
令和2年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会
期日：令和2年6月20日（土）熊本県立劇場 演劇ホール

　　　　　　〒862-0901　熊本市東区東町3丁目10－39　
　　　　　　公益社団法人熊本県看護協会　選挙管理委員長　宛

― 選挙管理委員会 ―

届出先

支部共催研修報告支 部 共 催 研 修 報 告

水俣・芦北支部　　令和元年9月 8日（日）
有明支部　　　　　令和元年9月28日（土）
八代支部　　　　　令和元年9月28日（土）
上益城／宇城支部　令和元年11月2日（土）

　今年度は支部共催研修内容を「感染管理基礎編」「皮膚排泄・スキンテア」「摂食・嚥
下」「認知症看護」の4研修に増やし、支部に選択してもらい開催しました。認知症看護
を初めて開催した5支部4カ所のアンケート集計結果を報告いたします。
　認知症の患者さんはどんなことをするの？せん妄とどう見分けるの？認知症の患者さんに
どう接したらいいの？など基礎的なことをしっかり聞けた満足度の高い研修になったようで
す。支部の研修会は近くで開催されるのでぜひたくさんの方に参加してほしいと思います。

アンケート結果（受講者 114名　回答者数 114名　回収率 100%）
１．今回の研修は満足できましたか ①はい  114名（100%）　②いいえ  0名　③無回答  0名

【①はいの理由】    
・認知症の患者さんが増える中で１人１人にどう接してよいかわからないこともあり、基本として学ぶことができたと思う
・現場にある問題に沿っている研修内容だったので満足しました
・高齢者疑似体験は良かった　３件
・認知症の種類とその違いが何となくしか理解できていなかったのでわかりやすかったです。また、ＭＭＳＥしか検査はしていなかっ

たのですが、キツネ・ハト検査は簡易的に出来てぜひベッドサイドで使っていきたいと思いました。
・高齢者体験は初めてでした。すぐに動けない、うまく歩けない、よく周囲が見えないなど理解することができた。
・認知症の方は年々増えており対応に困ることも増加しているので、困った行動には理由があるという考え方で対応を考えていこ

うと思います

2．研修内容は理解できましたか ①はい  113名（99%）　②いいえ  1名（1%）　③無回答  0名
【①はいの理由】    
・認知症患者のケアが具体的でとても分かりやすかったです。例をたくさん出していただいたので専門用語も噛み砕いて理解する

ことができました    
・基礎的な部分もより分かりやすく正確に知ることができた    
・認知症の方への対応は"受容、傾聴、共感"が大切、否定することは好ましくない。患者さんから引き出すことが大事だと学べた
・認知症とせん妄の違いなど改めて学ぶことができた　2件
【②いいえの理由】    
・後半の講義がわかりにくかった

3．今回の研修内容は今後の看護実践に活かせそうですか

4．認知症看護について学びを深めたい内容

①はい  113名（99%）　②いいえ  1名（1%）　③無回答  0名
【①はいの理由】    
・なぜ、そのような行動をとるのかとつい思いがちでしたが、今回の研修で学ぶ事ができ、忙しい業務の中でも活かしていきたいと

思います。認知症も早期発見、早期治療が必要なことを家族も含め退院支援に活かしたいと思います
・特に高齢者体験がわかりやすくて、高齢者の身体状況を考えて対応したいと思いました（歩行スピードや話しかける位置、転倒

リスクなど）    
・症状や症例を聞きながら、患者さんが連想できました。対応について考えさせられました
【②いいえの理由】    
・実践にすぐに活かせるようなものではなかった。どのタイプなのかアセスメントするようになると、対応の仕方を変えたりできる

と思う

・認知症の方の家族の思いと家族対応    
・認知症患者に対しての対応をもっと詳しく知りたい    
・実際に対応の仕方などを学びたい。夕暮れ症候群の予防、対応策など    
・声掛けや対応に困ったりすることが多々あります。事例とその対応例を聞いて学びを深めていきたい
・コミュニケーションについて。入浴拒否をする患者、暴力、暴言をする患者への対応(おむつ交換などの処置）
・在宅患者の服薬管理の具体例。拒否症状の強い患者の対応。拒食。拒薬。入浴拒否）など

開催
支部

研修の
主な内容

・認知症の基礎
・認知症高齢者に必要なアセスメント
・認知症高齢者のケア

認知症看護研修　～認知症高齢者の看護実践に必要な知識～研修会名

2019年度（12月～2020年1月）熊本県看護協会の理事会開催状況

1. 2019年度第２回合同委員会（案）について
2. 2020年度日本看護協会会長表表彰、日本看護協会

名誉会員推薦について

　2019年度　第7回　12月12日（木） 　2019年度　第8回　1月11日（土）

1. 2020年度熊本県看護協会事業（案）について
2. 熊本市民病院開院伴う支部編成について 
3. 2020年度看護の日事業計画（案）
4. 令和元年度第２回支部長会プログラム（案）について
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八代・水俣・人吉地区理事 1名、准看護師理事 1名、監事 3名

■令和2年度　公益社団法人熊本県看護協会　推薦委員：8名
（任期：１年 令和2年6月総会終結の翌日～令和3年総会終結まで）
保健師職能2名・助産師職能2名・看護師職能4名

■令和3年度　公益社団法人日本看護協会　代議員並びに予備代議員：20名
（任期：１年 令和3年4月1日～令和4年3月31日）
代議員10名　　予備代議員10名

＜立候補の届け出について＞
　立候補される方は公益社団法人熊本県看護協会選挙及び選挙管理委員会に関する規程第13条第2項
に基づき、本会正会員5名以上の推薦を受けて、届け出をしてください。

＜届出書類＞
①立候補届出書　　②立候補者推薦届
※様式については熊本県看護協会事務局へご請求ください。　ＴＥＬ：096-369-3203　

＜立候補の届出期間について＞
令和2年1月20日（月）～令和2年4月16日（木）（必着）

＜選挙期日及び場所＞
令和2年度公益社団法人熊本県看護協会通常総会
期日：令和2年6月20日（土）熊本県立劇場 演劇ホール

　　　　　　〒862-0901　熊本市東区東町3丁目10－39　
　　　　　　公益社団法人熊本県看護協会　選挙管理委員長　宛

― 選挙管理委員会 ―

届出先

支部共催研修報告支 部 共 催 研 修 報 告

水俣・芦北支部　　令和元年9月 8日（日）
有明支部　　　　　令和元年9月28日（土）
八代支部　　　　　令和元年9月28日（土）
上益城／宇城支部　令和元年11月2日（土）

　今年度は支部共催研修内容を「感染管理基礎編」「皮膚排泄・スキンテア」「摂食・嚥
下」「認知症看護」の4研修に増やし、支部に選択してもらい開催しました。認知症看護
を初めて開催した5支部4カ所のアンケート集計結果を報告いたします。
　認知症の患者さんはどんなことをするの？せん妄とどう見分けるの？認知症の患者さんに
どう接したらいいの？など基礎的なことをしっかり聞けた満足度の高い研修になったようで
す。支部の研修会は近くで開催されるのでぜひたくさんの方に参加してほしいと思います。

アンケート結果（受講者 114名　回答者数 114名　回収率 100%）
１．今回の研修は満足できましたか ①はい  114名（100%）　②いいえ  0名　③無回答  0名

【①はいの理由】    
・認知症の患者さんが増える中で１人１人にどう接してよいかわからないこともあり、基本として学ぶことができたと思う
・現場にある問題に沿っている研修内容だったので満足しました
・高齢者疑似体験は良かった　３件
・認知症の種類とその違いが何となくしか理解できていなかったのでわかりやすかったです。また、ＭＭＳＥしか検査はしていなかっ

たのですが、キツネ・ハト検査は簡易的に出来てぜひベッドサイドで使っていきたいと思いました。
・高齢者体験は初めてでした。すぐに動けない、うまく歩けない、よく周囲が見えないなど理解することができた。
・認知症の方は年々増えており対応に困ることも増加しているので、困った行動には理由があるという考え方で対応を考えていこ

うと思います

2．研修内容は理解できましたか ①はい  113名（99%）　②いいえ  1名（1%）　③無回答  0名
【①はいの理由】    
・認知症患者のケアが具体的でとても分かりやすかったです。例をたくさん出していただいたので専門用語も噛み砕いて理解する

ことができました    
・基礎的な部分もより分かりやすく正確に知ることができた    
・認知症の方への対応は"受容、傾聴、共感"が大切、否定することは好ましくない。患者さんから引き出すことが大事だと学べた
・認知症とせん妄の違いなど改めて学ぶことができた　2件
【②いいえの理由】    
・後半の講義がわかりにくかった

3．今回の研修内容は今後の看護実践に活かせそうですか

4．認知症看護について学びを深めたい内容

①はい  113名（99%）　②いいえ  1名（1%）　③無回答  0名
【①はいの理由】    
・なぜ、そのような行動をとるのかとつい思いがちでしたが、今回の研修で学ぶ事ができ、忙しい業務の中でも活かしていきたいと

思います。認知症も早期発見、早期治療が必要なことを家族も含め退院支援に活かしたいと思います
・特に高齢者体験がわかりやすくて、高齢者の身体状況を考えて対応したいと思いました（歩行スピードや話しかける位置、転倒

リスクなど）    
・症状や症例を聞きながら、患者さんが連想できました。対応について考えさせられました
【②いいえの理由】    
・実践にすぐに活かせるようなものではなかった。どのタイプなのかアセスメントするようになると、対応の仕方を変えたりできる

と思う

・認知症の方の家族の思いと家族対応    
・認知症患者に対しての対応をもっと詳しく知りたい    
・実際に対応の仕方などを学びたい。夕暮れ症候群の予防、対応策など    
・声掛けや対応に困ったりすることが多々あります。事例とその対応例を聞いて学びを深めていきたい
・コミュニケーションについて。入浴拒否をする患者、暴力、暴言をする患者への対応(おむつ交換などの処置）
・在宅患者の服薬管理の具体例。拒否症状の強い患者の対応。拒食。拒薬。入浴拒否）など

開催
支部

研修の
主な内容

・認知症の基礎
・認知症高齢者に必要なアセスメント
・認知症高齢者のケア

認知症看護研修　～認知症高齢者の看護実践に必要な知識～研修会名

2019年度（12月～2020年1月）熊本県看護協会の理事会開催状況

1. 2019年度第２回合同委員会（案）について
2. 2020年度日本看護協会会長表表彰、日本看護協会

名誉会員推薦について

　2019年度　第7回　12月12日（木） 　2019年度　第8回　1月11日（土）

1. 2020年度熊本県看護協会事業（案）について
2. 熊本市民病院開院伴う支部編成について 
3. 2020年度看護の日事業計画（案）
4. 令和元年度第２回支部長会プログラム（案）について
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看護くまもと　第１12号

表紙写真：令和元年度地区別看護管理者会「Nursing Now」

12

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿 令和1年8月1日～令和1年12月31日
施 設 名 件数 金 額

御幸病院 
小国公立病院 
上天草総合病院 
表参道吉田病院 
熊本託麻台リハビリテーション病院 
熊本機能病院 
荒尾市民病院 
天草地域医療センター 
くまもと森都総合病院 
　　　　　合　　　計

3
1
3
1
12
23
13
18
17
91

90,000
30,000
90,000
30,000

360,000
690,000
390,000
540,000
510,000

2,730,000

編集（広報委員）

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様、お正月はどのように過ごされましたか？
　私事ですが、この号をもち広報委員の満期を迎えます。

六年間務めたなか、熊本復興や記念すべき看護くまもと100号など看
護協会の新たな取り組みに関わる事ができ光栄でした。
　今後も看護協会広報誌「看護くまもと」を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

熊本県からのお知らせ 知っていますか？ヘルプカード
　病気や障害のある方などが緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し、
災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に支援や配慮が必要であるこ
と知らせるためのカードです。
　●ヘルプカードを持っている方がいたら、、、
　　・電車やバスの中で、席をお譲り下さい
　　・支援が必要な様子であれば、「何かお困りですか。」と声をかける。
　　・災害時、安全に避難するのを手助けする
など、思いやりある行動とあなたにできる支援や配慮をお願いします。

熊本県健康福祉部　健康福祉政策課
地域支え合い支援室
TEL  096-333-2202
FAX  096-384-9870

お
問
合
せ
先

看護の日記念事業

“子どもの描く看護職の絵“募集
看護の日記念事業

“子どもの描く看護職の絵“募集
対　象 小学生以下

締め切り 令和2年3月31日

送付先 〒862-0901 熊本市東区東町3丁目10番39号
熊本県看護協会　事務局
　　「子どもの描く看護職の絵」係

画用紙（4つ切りサイズ）大きさ


