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熊本県看護協会　広報誌

・令和2年度優良看護職員県知事表彰者紹介
・令和2年度看護管理者会（中央開催）特別講演
・助産師職能委員会研修報告
・看護師職能委員会Ⅰ研修報告
・支部共催研修報告
・特定行為研修報告
・新型コロナウイルス感染症に関する取り組み
・コロナに負けるな
・会員管理

保 健 師：　 485名
助 産 師：　 391名
看 護 師：13,494名
准看護師：  1,378名
　　　計　15,748名

令和２年11月11日現在　会費納入者数

会員数
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氏　名
浪　床　智恵美
大　平　久　美
髙　本　佳代子
牧　野　ひとみ
白　木　照　美
梁　池　照　子
山　口　智恵子
福　浦　千代美
溝　口　直　子
駒　走　伸　一
山　口　幸　恵
永　野　尚　美

所　　属
KIWI株式会社　訪問看護ステーションはーと
熊本市医師会熊本地域医療センター
熊本市健康福祉局保健衛生部
玉名郡市医師会　訪問看護ステーション
医療法人春水会　山鹿中央病院
菊池養生園保健組合菊池広域保健センター　公立菊池養生園診療所
医療法人社団大徳会　大阿蘇病院
介護老人保健施設　平成唯仁館
八代北部地域医療センター
医療法人　啓愛会　介護老人保健施設白梅の里
独立行政法人　地域医療機能推進機構　人吉医療センター
天草市役所　高齢者支援課介護認定係

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

令和2年9月9日

令和2年度看護管理者会（中央開催）
特  別  講  演

日時  令和2年9月5日(土)午後1時30分～4時30分
場所  熊本県看護研修センター3階大研修室

　当日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東

京の日本看護協会と研修会場をオンラインで結びリモー

トでの実施となりました。会場内はソーシャルディスタ

ンスの確保、換気の徹底等の対策が取られ、県内の看護

管理者34名が参加し開催されました。

　「政策提言、診療報酬改定への道筋」の演題で、日本

看護協会常任理事 吉川久美子氏から御講演いただきま

した。

　現在、医療・介護のニーズが増える2025年へ向けて、

地域医療構想や医療計画等を基に様々な政策が行われて

いますが、2040年には高齢者人口の伸びは落ち着くも

のの現役世代が急減し、より少ない人でも機能する医療・

福祉の現場を実現していくことが必要となってきます。

現在、外来医療の見直しがなされており、今後は「医療

資源を重点的に活用する外来」と「かかりつけ機能を有

する外来」に機能が明確化され、それぞれの外来での看

護の役割と機能の整理が必要となってくることが予測さ

れることについて述べられました。

　また、今後の国や地方自治体の政策に看護職が影響力

を持つために必要な政策決定のための流れや、現在の課

題、関係団体や審議会等の種類を把握しておくこと等の

説明や、現在日本看護協会が政策実現のために行ってい

る活動の紹介がありました。

　さらに、2020年度診療報酬改定へ向けて日本看護協

会として国に要望書が提出されました。その内容には日

本看護協会が推進していることや、データやエビデンス

を基に要望の理由を簡潔にまとめて提示していることの

説明がありました。併せて、要望を伝えるためには、看

護活動の中で出てくる課題等のデータを集めて整理し、

提示できるようにすることの大切さについても言及され

ました。

　最後に、看護サービスの改善のために制度改革の必要

性が生じる場合の看護管理者の対応として、まずは関係

者と議論すること、政治や行政に対して関係団体などを

通して課題や解決策について提言する必要があることを

　例年、看護の日（5月12日）記念式典で行われてい

た「優良看護職員熊本県知事表彰」の受賞式が、今年は

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、9月9日（救

急の日）にホテル熊本テルサで開催されました。受賞式

では、蒲島知事より励ましのお言葉を頂き、受賞された

方の労をねぎらって頂きました。

述べられました。政策化に向けては政治的なパワーを持

つことが重要であり、看護協会や看護連盟を活用するこ

と、さらに地域全体の中で看護の役割を見直していくこ

と、看護制度の理解・活用と看護政策の創設・改革への

参画の必要性について述べ、締めくくられました。

　講演後の意見交換では、「働き方改革が進み時短勤務

職員が増え、夜勤ができる職員が限られ、モチベーショ

ンの低下、離職の問題がある。」「高齢者の退院後の受け

入れ先の確保が困難であり、行政との協力が必要。」「新

型コロナウイルス感染症関係で活用したリモート対応が

とても便利だった。今後も続いてほしい。」など、様々

な視点からの意見が出ました。

　今般の情勢を踏まえた内容であり、看護職が持つ課題

や意見をどのように政策に反映していくかイメージがつ

きやすく、今後行う看護活動について、改めて考える機

会となりました。

（文責：広報委員　松村江里子）

令和2年度看護管理者会（中央開催）
おめでとうございますおめでとうございます

講演参加者の声

政策から今の管理者と
して現場で働く自分へ
どうつながっているか
が分かった。看護必要
度については改定した
ことで評価されない看
護の部分もあるという
ことも知った。

わかりやすい講演を
ありがとうございまし
た。外来看護について
興味深く聞かせてもら
いました。外来看護の
評価がもっと診療報
酬でも評価されると
よいなと思いました。

資料を読み込むこ
とでテーマがすべて
網羅されており、さ
らに学習しないとい
けないと痛感しまし
た。管理者として多
くの課題があること
を再認識した。

現場での課題を「愚
痴」で終わらせない
ためには、国の動向
などに常に目を向
けて情報を取って
おくことが必要だ
と改めて感じた。

令和2年度優良看護職員熊本県知事表彰　受賞者名簿令和2年度優良看護職員熊本県知事表彰　受賞者名簿

岡　　順子様（熊本県健康福祉部）
竹熊　千晶様（熊本保健科学大学）
沼田　豊子様（介護老人保健施設アメニティゆうりん）令和2年10月16日

第24回 河津寅雄賞第24回 河津寅雄賞
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助産師職能委員会研修報告 看護師職能委員会Ⅰ研修報告

　令和2年8月23日（日）に研修会「産科危機的出血
への対応～素早い対応行動が出来るために～」を熊本県
看護研修センターで開催しました。コロナ禍にあり、各
研修会の中止が続くなか、熊本県看護協会で初めてリ
モートを取り入れた研修会の企画・開催となりました。
各施設のコロナ対応の事情でキャンセルもありました
が、助産師、看護師、計25名、熊本市内外問わず多く
の方に受講していただきました。
　講師は、熊本労災病院産婦人科部長／産婦人科医師の
本田智子先生で、今年度も含めると4年連続ご担当いた
だいています。先生は、明るく気さくな人柄で、4人の
子どものママでもあります。多忙な中、毎年新しい情報
が追加され、いつも新鮮な講義内容になっています。
　今回は例年と異なり、産科危機的出血で重要とされる

「常位胎盤早期剥離」、「羊水塞栓」等、病態講義の前に、
先生が実際に経験された症例を時系列で詳細に紹介して
いただきました。「原因はなんだ？」、「これからどうな
るだろう？」と参加者と共に考え、臨場感溢れる内容で
した。また、症例紹介に加えて、それぞれの病態、症状、
診断、対応治療、妊婦への指導等について大変わかりや
すく講義していただきました。日本は諸外国と比較し、
最も安全なレベルの周産期体制を提供していますが、そ
れでも妊産婦死亡はなくなりません。我が国の過去10
年間における妊産婦死亡数の原因の第1位は、産科危機

的出血（78件）であり、その中でも子宮型羊水塞栓症
が半数を占めています。受講生には「分娩時にいつこの
ような事態が起こっても対応できるようにしたい」とい
う高い学習ニーズがあります。
　さらに今年度はCloCMiPレベルⅢ認証制度初の更新
年であり、更新要件となっているこの研修の開催意義は
大きいと感じています。
　受講生からは、理解度、満足度、活用度のいずれも高
評価をいただくことができました。しかし、今回初のリ
モート研修では会場と講師のタイムラグや音声の調整な
ど不測の事態も起きました。また、例年は症例課題のグ
ループワーク後に技術演習を行っていましたが、今回は
三密を避けるため卓上シールドを用いて机上シミュレー
ションに変更しました。「声が聞こえにくい」、「参加者
間の距離を遠ざけてしまう」などの課題もわかりました。
それでも、これからは“Withコロナ”の時代です。よ
り良い研修方法を模索しながら、助産師職能委員会では
助産師の皆様とともに質向上、能力向上を目指していき
たいと考えています。
　職能委員会における活動では、施設の垣根を越えて皆
さまの力が不可欠です。今後も皆さまのご意見をもとに
力を合わせて活動してまいりますのでよろしくお願いい
たします。

　令和2年10月7日
（水）に「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
～」の研修を熊本県看
護研修センターで開催
しました。今般の社会
情勢では研修の開催自
体も危ぶまれる状況で

はありましたが、神奈川県の講師と会場をZOOMで結
ぶ形式で募集人員を縮小し、研修開催にこぎつけること
ができました。
　私たち看護師職能委員会Ⅰの「看護師長への支援」の
取り組みは、2017年より開始し４年目になります。今
年度は、新型コロナウイルス感染症対策に奔走し、疲弊
している看護管理者の皆様が自分自身を思いやり、癒す
力を養っていただきたいと願い、昨年大変好評だった「レ
ジリエンスの伝道師」であるオフィスナースナレッジ代
表の江口智子先生をお招きしました。51名の看護管理
者が参加され、講義と演習で癒され、自信を取り戻す場
となったようです。
　セルフ・コンパッション（self-compassion）とは、
自分に向ける思いやり、 慈しみです。自身の強み・弱み
を認め、あるがままの自分を肯定できる心理状態を実現
する方法を講師の優しい笑顔と語り掛け、そして研修参

加者自身のリフレクションから条件付きではない自己肯
定感（受容型）そのものを学びました。
　セルフ・コンパッションには、①自分への優しさ（失
敗した時に、自分自身をいたわり、優しくする）、②マイ
ンドフルネス（いま、この瞬間への判断することのない
気づき）、③共通の人間性（完璧にできなくても、多くの
人も同じように完璧ではないことを認識する）という3
つの構成要素があります。これらの要素をグループワー
クや瞑想を通して理解し、人間が不完全な存在であると
いう理解から自分自身への「慈悲の感情」を芽生えさせ
ていきました。良いところも悪いところも含めて自分で
あり、その状態で安定している。人間だれしも完璧では
ないと自覚することが自己肯定感（受容型）であると学
びました。
　アンケートでは、「自分への優しさが必要で、甘やか
しではないとわかった」、「自分を思いやる気持ち、自分
の良いところ、悪いところに気づきすべてを受け入れる
大切さを知った」という多くのセルフ・コンパッション
に関する気づきが聞かれました。
　看護師職能委員会Ⅰは、病院に勤務する看護師が11
名で活動しています。いま、私たち病院看護師が向き合
うべき課題は何か、何をするべきか、皆様と共に考え、
進めてまいりたいと思います。今後とも、研修会等への
参加、忌憚のないご意見をお寄せください。よろしくお
願いいたします。

今年度、助産師職能委員会では、アドバンス助産師を対象とした更新に関する実態調査を行います。
調査依頼の際にはご協力をお願いします。

お願い

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～
看護師職能委員会Ⅰ委員長　今村　かおる

産科危機的出血への対応～素早い対応行動が出来るために～
助産師職能委員会　井上　美咲

講師の江口智子先生

グループワークの様子 リモート研修風景

リモート研修風景
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「摂食・嚥下障害看護研修会」を開催して「摂食・嚥下障害看護研修会」を開催して

　令和2年9月26日（土）に今年度初めての有明支部

活動として、摂食・嚥下障害看護認定看護師である川野

陽子氏と浦野仁美氏を講師に迎え、「摂食・嚥下障害看

護研修会」を行いました。新型コロナウィルス感染防止

に努めながら、受講生の皆様にいかに安全に安心して研

修を受けていただけるか、支部役員もこれまでとは違っ

た意味で緊張感を持って臨んだ研修でした。

　まず研修会場の入り口に設置してある赤外線センサー

で受講生の体温をチェックし、支部役員が健康状態と非

接触型体温計で再度体温測定をした後、会場へ入っても

らいました。

　研修では、トロメリンを用いてお茶にとろみをつけ試

食するコーナーや、エンゲリードゼリーを用いてスライ

スゼリーを作り試食するコーナーがあり、川野先生の実

技を交えた講義に皆さんグイグイと引き込まれていきま

した。また、浦野先生の講義では、加齢による感覚器の

変化、加齢が食に及ぼす影響、認知症の基礎的知識など

の事例を交えて大変わかりやすく説明され、全体として

講師二人の絶妙なコンビネーションを感じた講義内容で

した。

　研修の参加人数は18名で、経験年数は3年未満から

20年以上までまんべんなく参加があり、その誰もが、

講義内容への満足度、理解度、実践へ活かせそうかのア

ンケートには「はい」と答えており、講義への満足感の

高さが伺えました。参加者の声としては、「聴診やトロ

ミ材の試飲など実践もあり、患者の思いを知ることがで

きた。」「ゼリーの試食で患者に適したスプーンの選択方

法や、嚥下の実際がわかった。」「講義内容も振り返りと

新しい知識があり、アセスメントや口腔ケア、食事介助

のポイントについて理解できた。」などがあり大変好評

でした。

　今後の研修も感染防止の意味で人数をある程度制限し

ながら、皆様に安心して受講していただけるよう支部役

員として尽力していきたいと思います。

（文責　有明支部長　津田　恵美）

　令和2年9月26日（土）熊本県看護研修センターに

おいて、「皮膚排泄・スキンテア　―知っておきたいス

キンケアと褥瘡―」研修会が開催され、45名の参加が

ありました。

　今回は、新型コロナウイルス感染拡大状況の中で研修

を開催するのは困難と思われましたが、熊本県看護協会

と協議した結果、感染対策を強化し研修を開催すること

となりました。感染予防策として、アルコール手指消毒

の設置、マスク装着の確認、検温の実施と名簿への記録、

換気ができるように窓は常時開放、長机に受講者１名の

着座、講師席には、飛沫防止シートが設置されるなど、

徹底した感染防止対策の中で研修が行われました。

　講師に皮膚排泄ケア認定看護師の山本沙織先生をお招

きし、「皮膚排泄・スキンテア　―知っておきたいスキ

ンケアと褥瘡―」をテーマに、皮膚ケア、高齢者の皮膚

の特徴とスキンテア、並びに褥瘡ケアの基本的な知識や

技術の習得についてご講演頂きました。スキンテアとは、

摩擦やずれによって、皮膚が裂けて生じる真皮深層まで

の損傷（部分層損傷）のことをいいます。皮膚が脆弱し

ている高齢者に起こりやすいため、スキンテアを起こし

にくくするために普段からの保湿が重要であることを述

べられました。また、スキンテアと褥瘡の違いやリスク

アセスメント、スキンテア発生時には、めくれた皮弁を

できるだけ早く元に戻すことが重要であることを具体例

や画像を用いて説明があり、大変理解しやすく看護の現

場に生かせる内容であったと思います。

　今回、受講者のアンケート結果では、「今後の看護活

動に活かせる内容ですか」という質問に対し、100％

の人が「はい」という回答でした。また、「皮膚の評価

が分かりやすく、今後のアセスメントも大きく変わって

処置方法もよい方向になると感じた。」や「日常生活で

普段起きているからこそ、実践に移していきたいと思っ

た。」などの回答があり、受講者の関心の高い内容であっ

たと思います。大変有意義な研修となりました。

（文責　熊本南支部書記　白石りつ子）
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20年以上
35%

参加者の経験年数

「皮膚排泄・スキンテア研修会」を開催して「皮膚排泄・スキンテア研修会」を開催して
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　臨床の現場にいると、医師の指
示や対応を待つ間に何かできる事
はないかと悩む場面があります。
集中ケア認定看護師を取得後、院
内全体で活動してきましたが、複
雑なジレンマを感じることが多く
なり、判断力や実践力を身につけ
たいと思い2016年に自治医科大

学特定行為研修センターに入学しました。研修はE-ラー
ニングと実習で行われ、共通科目と区分別科目がありま
す。共通科目は臨床推論や病態生理、安全管理、薬理学
など多岐にわたり、これまでの復習と新たな幅広い知識
を習得しながら、即実践に活用出来るので得るものが非
常に大きいです。研修を通して感じた事は、遠方ではあ
りましたが、研修生へのサポートが充実しており研修し
やすいです。実習でも指導医は報告や質問にも忙しい時
間を割きながら、臨床で迷う判断にも根拠をもって丁寧
に指導していただき非常に有益でした。また区分別科目

を自由選択できる事は、自施設の特徴に合わせて自分に
何が必要で、何が出来るかを考えるきっかけになりまし
た。研修修了後は、各部署から連絡を受けて患者の身体
診察を行い、特定行為の必要性を判断し、必要と判断す
れば手術や外来診療などで手が離せない医師に代わり人
工呼吸器の設定変更や血液ガスを採取し、結果を主治医
へ報告する事が出来るようになり、患者介入までの時間
短縮は出来ていると思います。また術前から患者に関り、
手術当日の動脈ラインを確保し、ライン管理から抜去ま
での一連の行為を経験しています。どの行為においても
臨床推論に時間をかけ、起こりうる危険性を察知し判断
するスキルが身についていることを実感しています。ま
た特定行為を行うに至った経緯を診療録に記載しアセス
メントの過程を整理する事は、看護スタッフへの教育に
もつながっていくと考えています。今は実践より後輩育
成を行う立場にありますが、研修で得たスキルを患者の
ためのより良い看護に繋がるよう努力していきたいと思
います。

　熊本県で初めて新型コロナウイルス感染者が確認された2月21日から9ヶ月が経過し、11月2日現在808名
の感染者と死亡8名が報告されています。第2波と言われている7月からは、飲食店等を始め、介護老人施設、医
療機関でのクラスターが発生しており、またインフルエンザの流行期を迎え、さらなる感染拡大防止が必要になり
ます。熊本県看護協会は、当初から日本看護協会や県・市及び他団体と連携し新型コロナウイルス感染症の対応やホー
ムページを利用して会員の皆様に情報提供を行ってきました。その取り組みをご紹介します。

熊本県へ
●感染症が拡大し蔓延期に入った場合、医療機関や
訪問看護ステーション等においてマスクや防護服、
アルコール消毒薬等の衛生品の不足が懸念される
ために、優先的な確保と安定した供給をお願いし
たい
●妊娠中の看護職員の休業に伴う代替職員の確保に
ついて
●新型コロナウイルス感染症対応をしている看護職
に対する危険手当の支給などについて

熊本市へ
●フェーズが変わった場合、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
等の不足が予想され、訪問看護に必要な物資が必
要でありその確保をお願いしたい

日本看護協会へ
●感染が拡大し蔓延期に入った場合、医療機関や訪
問看護ステーション、施設においてマスクや、ア
ルコール消毒薬、防護服等の不足が懸念されたた
め医療機間、訪問看護ステーション、施設への優
先的な確保と安定した供給をお願いしたい

国保水俣市立総合医療センター　HCU副看護師長　集中ケア認定看護師　中ノ上　ともみ

特 定 行 為 研 修  修 了者 の 報 告特 定 行 為 研 修  修 了者 の 報 告

修了した特定行為区分　呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連／動脈血液ガス分析関連／栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

修了した特定行為区分　呼吸器（気道確保に係るもの）関連／呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連／動脈血液ガス分析関連

　私は、令和元年度に熊本医療セ
ンターで開講した看護師特定行為
研修を受講しました。集中ケア認
定看護師としてクリティカルケア
領域に従事してきましたが、人工
呼吸器装着中の患者様が目の前で
切迫した状況にあっても、タイム
リーな介入が行えないことでジレ

ンマを抱いていた経験がきっかけです。今回、人工呼吸
療法関連の特定行為を履修できるということで、これま
で長年抱いてきたジレンマを払拭できる機会と考え、迷
うことなく研修の受講を決意しました。
　研修では、多様な臨床場面で特定行為を実践するため
に、病態生理学から概論、臨床推論、フィジカルアセス
メント、薬理学、特定行為実践といった科目で高度な知
識・技術及び態度について履修しました。これまでも自
己研鑽してきましたが、自分の苦手な分野や不足してい
た知識を補完することもできました。そして、臨地実習
では実際に手順書に沿って特定行為を実践しましたが、
自分で患者様の状態をアセスメントし、その結果で呼吸
器設定を調整、その後の経過観察という過程の中で、こ
れまで感じたことがない「責任」を感じました。看護師

特定行為は、医師の包括的指示のもとで手順書に沿って
実施しますが、自分のその行為によっては患者様の状況
を好転させることは勿論のこと、悪化させることもある
ということを実感しました。
　現在は、所属するICUで重症な患者様を中心に、人工
呼吸器からの早期離脱を目標に掲げ、履修した特定行為
をタイムリーに実践することができています。また、特
定行為を実践する過程で、医師や看護師のみならず、患
者様を取り巻く多職種とディスカッションする機会が増
え、共通認識のもとでチーム医療の実践に繋がっている
ことを感じています。看護師は、患者様に一番近い存在
ですので、急性期の段階から退院後の生活までを見据え
た看護の一つの位置付けとして、特定行為をこれからも
実践していきたいと思います。

国立病院機構熊本医療センター　ICU副看護師長/集中ケア認定看護師　前川　友成

キャリア支援 新型コロナウイルス感染症に関する熊本県看護協会の取組み

新型コロナウイルス感染症に関する要望書提出

第1弾

●県や市からの依頼でナースセンターを通してPCRセンターや保健所の電話相談等に派遣、
　軽症者宿泊施設への派遣も調整中である
●高齢者施設への応援職員に係る感染防止対策研修講師として感染管理認定看護師推薦

●看護師養成所等に係る実習補完事業
　　臨地実習が思うようにできない実情を踏まえ、
学内演習に代替した場合にも学生が同等の知識
と技能を習得することができるように看護師養
成所等に必要な資器材の貸出と演習補助員の確
保を行う。

☆3密対策
　・会場に合わせた人数制限
　・各机1名及び状況に応じてシールドを使用して
の指定席、前後は千鳥掛けでの着座

☆環境整備
　・消毒液による机・椅子・マイク等の拭きとり清
掃

　・定期的な換気
☆研修参加者へのお願い
　・研修当日の体調不良は研修参加辞退
　・サージカルマスク着用・会場入口での体温測定

新型コロナウイルス感染症に関する人材確保

県からの委託事業

●地域の医療提供体制確保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対策に係る研修会
　　日時：令和2年10月27日（火）
　　会場：熊本県看護研修センター
　　講師：感染管理認定看護師
　　内容：感染防止対策の基礎知識

COVID19・インフルエンザ感染症の基
礎知識、PPEの着脱等の実技

日本看護協会からの委託事業

安心して研修を受けていただくために！
熊本県看護研修センターの感染対策と
リモート研修
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会 員 声の

新型コロナウイルス感染対策に取り組む

コロナに負けるな！ 看護協会での研修等では
サージカルマスクを
使用しているよ。

手作りマスクが人気みたい。
好きな色や柄で

楽しく感染対策できるね！

新型コロナウイルス感染対策の取り組み
熊本南支部

　私の家では、高齢の祖母がいるため、特に感染対策には気
をつけています。基本的な予防策に加え、仕事から帰宅後は
先に入浴を済ませます。また、お互いに体調はどうか確認し
手洗いや換気・清掃を行うよう、積極的に声を掛け合うよう
にしています。
　食事の際、大皿でなくワンプレートを使用しカフェ気分を
味わっています。また、母がマスク作りに熱中しており家族
みんなで色々な柄のマスクを着用し楽しんでいます。

くまもと南部広域病院　村上　裕加子

新型コロナ感染対策の取組み
熊本東支部

　マスク不足となった頃、マスクの作成を始めました。
　ネットで検索すると、型紙や作成の動画が沢山溢れていま
す。可愛い布生地をネットで探すのは楽しいです。
　数十年ぶりの裁縫ですが、夢中になってミシンで作業をして
いると、コロナ禍で様々な事が制限されている生活の中、悩み
も忘れ心落ち着く時間となりました。何より手作りマスクをは
めていると、気分が明るくなれる気がしています。

西日本病院　藤掛　恵

鹿本支部

　緊急事態宣言、そして学校や保育園の休校、この機会を無
駄にしないよう3人の娘たちと一緒に時間の使い方を考えて
みました。中でも“手作りマスク”は、手縫いからミシン操
作へと上達していく我が子の姿を誇らしく感じ、何より「皆
がコロナにならないよう
に・・・」と家族を思いやる優
しい気持ちへと変わっていく
娘たちの姿に何かホッコリ温
かい気持ちになりました。そ
して今回の自粛では、命を大
事にすることを一緒に考える
貴重な時間となりました。

手作りマスクを通して感じた子供たちの成長

山鹿中央病院　石原　幸子

宇城支部

　「コロナ疲れ」という言葉をよく耳にするようになりました。
働き方や日常生活が急速に変わり、見えないウイルスと闘う不
安や恐怖は図り知れません。そん
ななか、家でのちょっとした感染
対策をあげてみました。手洗い・う
がいはもちろん食事時もソーシャ
ルディスタンス、一盛り料理はや
めました。ペアのマスクは同僚分
も作り配布、好評で親子でつける
のもいいものだと実感しています。

新型コロナ感染対策の取り組み

宇城総合病院　下田　香織

八代支部

　自粛生活で、できないことばかり嘆
いてしまいがちですが…庭におもちゃ
のテントやパラソル・敷物・テーブル
セットなど、ぜ～んぶ引っ張り出して
外で過ごすだけでテンション↑↑な子
供たち。自ら遊びを開発して楽しんで
くれる姿に、たくましさを感じます。
特別なイベントはなくても、楽しめる
んですね～。

おうちでキャンプごっこ

熊本労災病院　坂田　舞

上益城支部

　我が家の感染対策を紹介します。手洗いうがいマスク着用
はもちろんですが、まずは人混みを避けることを第一として
行動するようにしました。例えば、スーパーでの買い物の時
間は、夕方を避けて閉店前や、
深夜に行くようにして混雑す
る時間帯を避けています。お
刺身が安くなっていたりして
意外とおすすめです♪

密に遭わないように
熊本回生会病院　杉本　裕介
リハビリテーションセンター

有明支部
　3月「トイレットペーパーが店からなくなってるよ！」の
一本の電話から事態は始まりました。日用品は次々に売り切
れ。そこで、私が買ったのはミシンでした。早速古着を使っ
てマスクを20枚作成。感染予防のため急遽離れ離れになっ
た娘たちへも渡しました。
先日、久しぶりに帰ってき
た娘がそのマスクを使って
くれていて、暗い日々に笑
顔が戻りました。　まだま
だ、マストマスクは続きま
すが、お洒落マスクで乗り
切っていきたいです。

公立玉名中央病院　大城戸　博子

菊池支部

　今年に入り、新型コロナ流行、3月緊急事態宣言を受け、
我家の感染対策を見直しました。先ず、アルコール消毒液を
玄関設置にしました。外出後必ず使用
としました。また、手拭きタオルを、ペー
パータオルに変更しました。帰宅後は
窓開放を実施し、マスクが激減したた
め、手作りマスクを作成しました。う
つらない、うつさないよう心がけてい
ます。

我が家の感染対策

菊池病院　井上　和也

玄関のアルコール消毒液

▲

天草支部

　わが家では、ウイルス対策としてまず帰宅後は手洗い、うが
い、洗顔を行い、入浴を日課にしています。又、使い捨てマス
クは決めた場所に捨て、着用後の衣類を触ったら手を洗うなど
を徹底し家族で取り組んでいます。
　当院の外来では、マスク着用を徹底
するよう掲示したり声かけをしたりし
て対策に取り組んでいますが、高齢の
方も多くマスクが手に入らない方もい
る為、看護師が簡易的に作ったマスク
を利用して貰い感染予防に努めていま
す。

新型コロナ感染対策の取り組み

天草市立河浦病院　柳　直子

阿蘇支部
　コロナ渦で、外出や買い物にも気を使う日々が続いていま
す。マスク不足の時期は、手作りの材料もなく、家族で知恵
を絞り、伸縮する靴紐をほどきゴムの素材にしました。子ど
も用マスク作りの何気ない会話が、代えがたい時間になりま
した。阿蘇は、風景の美しい
場所です。野の花や山々の景
色に目を向け、歩くと元気が
出ます。新しい生活様式を考
え、視点を変えると、見慣れ
た景色の中にも、楽しみはた
くさんあるのかもしれませ
ん。

阿蘇立野病院　馬原　京子

家庭での新型コロナ感染対策の取り組み

人吉支部

　我が家では新しい生
活様式に則り、計画を
立てた買い物を実践し
ています。そこで活用
しているのが写真の日
用品リストです。リス
ト化は大変でしたが、
その後は消費状況の
チェックを行うだけで
自動的に次回購入すべ
き時期が定まります。
月初めに必要なものを
まとめて購入するだけ
になり、随分買い物の
回数を減らすことに繋
がりました。また、消
費状況を確認すること
で、日用品の無駄を見
直す良い機会にもなっ
ています。

人吉准看護学院　中山　紗耶香

２年に１度の従事者届の年です!
  保健師助産師看護師法第33条により、就業中の看護職員は、2年に1度、氏名、住所などの届出をすることが義
務付けられています。今年は、この届出の年に当たりますので、忘れずに届出を行ってください。
　また、医療機関等の開設者におかれましては、職員の皆様への周知についてもよろしくお願します。

１　提出期限：令和3年（2021年）1月15日（金）　
２　対象者：保健師・助産師・看護師・准看護師として就業中の方（未就業の方は、届出不要です。）

３　調査日：令和2年（2020年）12月31日現在

４　届出先：勤務先を管轄する保健所（山鹿市区域においては、山鹿市役所福祉課、以下同じ。）に持参又は郵送

５　届出票：12月中旬までに、各保健所から勤務先を通じて配布されます。勤務先に届出票が届かない場合な

どは、勤務先を管轄する保健所へお問い合わせください。

熊本県医療政策課ホームページからもダウンロードできます。「熊本県　看護　従事者届」で検索

してください。

この記事に関するお問い合わせ先 熊本県健康福祉部医療政策課看護班　TEL：096-333-2206

お忘れなく！
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施  設  名 件数 金  額
新生翠病院

熊本赤十字病院

公立玉名中央病院

1

3

30

30,000
90,000
900,000

施  設  名 件数 金  額
熊本リハビリテーション病院

小国公立病院

表参道吉田病院

合　　　計

5

1

2

42

150,000
30,000
60,000

1,260,000

編集（広報委員）

　コロナ禍の中、それぞれの職場や家庭での感染予防や
生活様式での工夫が遵守されてきました。私たち広報委
員会でも、「コロナに負けるな」を一つのテーマとして取り

組んでいます。皆様に平穏な日々が続くことを祈りつつ、情報発信して
いきたいと思います。

文責：広報委員　市原和美

野中須奈子
國本　珠美

担当理事
委 員 長

松村江里子　野田　美奈　鹿子木智美　森　　晴子
村上嘉寿美　松本　文子　市原　和美

委　　員

編集
後記

発行日 令和2年11月20日
発行者 本　尚美
編集者 広報委員会
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

15,748名（令和２年11月11日現在） 

看護くまもと　第１15号

表紙写真：コスモス（道の駅旭志）

令和2年度8月～9月  熊本県看護協会の理事会開催状況

  1．会費増額に伴う定款施行細則の改正について
  2．令和2年度第1回支部長会（案）について
  3．職能委員の交代時期について
  4．「看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム」開催につ

いて
  5．熊本県看護協会および支部の「看護の日」のイベン

ト開催について
  6．まちの保健室事業について
  7．訪問看護ステーション熊本へのサポートシステム

導入について

　令和2年度　第4回理事会
　令和2年8月6日（木）10：00～

  1．令和3年度熊本県への予算要望について
  2．Web会議・オンライン研修に関する有料システム

の契約について
  3．支部運営規定の改正について
  4．令和2年度地区別看護管理者会について
  5．熊本県看護協会・看護連盟合同研修会（案）につい

て
  6．看護くまもと115号企画（案）について

　令和2年度　第5回理事会
　令和2年9月17日（木）13：30～

2021年度の継続のお知らせはお手元に届きましたか？

　所属している施設へお送りしておりますが、9月上旬のデータでお送りしておりますので、現在
所属していない方の分が届きましたら熊本県看護協会へ早急に返送ください。返送され次第、熊本
県看護協会より、ご本人様へお送りします。　　　　　　　※会費納入時期により、順次発送しております。

継続のお知らせの印字内容は9月10日以降に変更があった方は、お知らせには反映されておりませんが、データ
上は変更されております。再度提出の必要はありません。その他に変更が生じた場合（口座情報等）は再度変更箇
所もご記入のうえ提出ください。

継続のお知らせが届かない方！
本年度入会（会費納入）されていますか？
勤務先の変更はされましたか？
ご不明な方は熊本県看護協会まで

退会を希望の方
退会を希望する方は「退会届」を提出してください。
注）会費支払方法が口座振替の方は、11月末をめどに提出ください。次年
度の会費の引き落としを停止いたします。
引落し停止日までに間に合わなかった場合は、引落し後に返金となります。
（※返金については、手数料を負担していただくことになります。）


