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残暑お見舞い申し上げます。新型コロナウイ
ルスによって長い自粛生活が続く中、いかがお
過ごしでしょうか？広報委員は新たなメンバー
を迎え、今年も「コロナに負けるな」の思いを
もとに、頑張っていきますので今後ともよろし
くお願いいたします。
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非登録してくださいませ｡QRコードでかん
たんに友達追加できます｡



令和3年度　熊本県看護協会通常総会 令和3年度　新役員紹介
6月19日（土）、熊本県看護研修センター3階大研修室において、令和3年度熊本県看護協会通常総会が開
催されました。
新型コロナ感染症の影響で、昨年と同様、会場での参加人数を縮小し行われました。参加人数35名、役員
20名、委任状11，733名、ウエビナー視聴者数99名でした。
本会長は、開会のあいさつの中で、令和2年度の県看護協会の事業について、中止せざるを得なかったもの
もありましたが、参加者の制限や、ＷＥＢでの開催など、会員の皆様の協力を得て、感染防止対策を徹底して、
実施することができた事業について報告をされました。まだまだ厳しい状況が続くと考えられる令和3年度
は、看護職が安心して働くことができ、「看護の力で健康な社会づくり」に貢献できるように、看護協会が取り組
んでいくことを話されました。
その後、蒲島知事からの総会開催の祝辞と、看護協会並びに看護職の皆さんの働きに対しての感謝のビデ
オメッセージをいただきました。
総会では、令和2年度の事業報告、令和3年度の重点事業並びに事業計画の報告があり、第1号議案から第
2号議案すべてが可決・承認されました。
今回、役員の改選が行われ、島村副会長をはじめ4名の方が退任され、後任として4名の方が、再任として3
名の方が絶対多数で承認されました。
また看護協会会員として長年にわたり貢献されてきた3名の方が日本看護協会長表彰を受賞され、25名の
方が熊本県看護協会長表彰を受賞されました。

報告事項1

■報告事項

報告事項3

報告事項2

総会要綱掲載令和2年度事業報告

総会要綱・看護くまもと
117号掲載

令和3年度　重点政策・
事業並びに事業計画

総会要綱・看護くまもと
117号掲載令和3年度　収支予算

第1号議案

■審議事項

第2号議案

可決・承認

可決・承認

令和2年度  決算報告（案）及び監査報告

令和3年度改選役員及び推進委員の選出
令和4年度日本看護協会代議員及び
予備代議員の選出

正会員数
■出席状況

37名
役　　員 20名
委 任 状 11,675名
総　　数 11,732名

　新型コロナウイルス感染症真っ只中
に退職を迎え、引き続き熊本市保健所
医療政策課に勤務しております永野智

子と申します。看護師・助産師として6年間の臨床と保健師
として32年間、母子保健、生活習慣病対策等に携わって参
りました。これから看護協会の役員、会員の一人として職
種を超えた連携強化に尽力して参りたいと存じます。

永野　智子
副会長（新）

（熊本市役所）

　二期目の地区理事を拝命いたしまし
た。地区理事として熊本県看護協会の
重点政策・重点事業の達成に向けて、

役割を果たして行く所存です。また地域の課題である「人
材確保」についても看護協会と連携しながら取り組んでい
こうと思います。どうぞよろしくお願い致します。

多田隈　和子
菊池・阿蘇地区理事（再）

　今年度より監事を務めさせて頂きま
す。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、

保健・医療・福祉体制の再構築は、看護職が立ち向かっていく
べき大きな課題です。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、適正な業務
監査報告書の作成に取り組みます。宜しくお願い致します。

（済生会熊本病院）宮下　恵里
監　事（新）

　新型コロナ感染症により変化する社
会の中、看護職に求められる役割、責
任の重さを実感しています。今後、地

域連携強化は一層重要です。地区理事として支部活動へ
の支援、県協会の重点政策・事業が推進できるよう、微力
ではありますが努力していきたいと思います。今後とも御
指導、御協力の程よろしくお願い致します。

（済生会みすみ病院）石田　由紀子
上益城・宇城地区理事（再）

　今年度より、有明・鹿本地区理事を務
めさせていただくことになりました。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。地域住民の日常を取り戻すための方策を考
え、看護師が期待に応え更なる躍進を遂げるよう、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。宜しくお願い致します。

（和水町立病院）松浦　洋子
有明・鹿本地区理事（新）

　天草地区理事2期目を務めさせてい
ただくことになりました。会員の皆様方
の声にしっかりと耳を傾け、県協会と支

部との懸け橋の役割を果たせるよう、努めてまいります。天
草は少子超高齢社会化がますます進んでいます。コロナ禍
の中でも工夫を凝らしながら、看護職間や施設間の連携を
強化し、地域の方々の暮らしを守り、健康の維持増進をめざ
していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（牛深市民病院）岸谷　千幸
天草地区理事（再）

　この度、熊本南地区理事を務めさせて
いただくことになりました。
　新型コロナウイルス感染対策で大変

な社会情勢の中、看護師への期待は大きく、役割も大きいも
のです。そのような環境の中で、今年度の重点政策・重点事
業の実施に向けて、熊本県看護協会・地区の会員の方と力を
合わせて参ります。何卒ご支援ご協力をお願いいたします。

堺　真由美
熊本南地区理事（新）

（熊本整形外科病院）

よろしくお
願いします

!

（菊池郡市医師会立病院）
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令和3年度　新支部長紹介
よろしくお願いします

!

今年度より阿蘇支部長を務めさ
せていただくことになりました。コロ
ナ禍で健康への意識が高まり、看護

職への役割が再認識されています。
支部においても地域の関係機関で連携を図り、会員の

皆さんと地域のニーズに対応できるよう頑張っていきた
いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

阿蘇支部

井　久美  （阿蘇温泉病院）

今年度より水俣・芦北支部長を務め
させていただくことになりました。日ご
とに責任の重さを感じています。
高齢化が急速に進む中、医療・介護・

福祉の連携がより重要となり、看護職への期待はますます高
まっています。支部活動を通して顔の見える関係づくりに努
め、会員の皆様と力を合わせて看護の質向上、連携強化に取
り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

今年度より鹿本支部長を務めさ
せていただきます。コロナ感染症に
より生活様式も一変し、支部活動も

実施できない状況ですが、地域の方が安心して住み慣れ
た場所で生活できるよう、施設間連携と支部会員同士の
交流を一層深め、魅力ある支部活動にしていきたいと思
います。微力ではありますがどうぞよろしくお願いします。

今年度より熊本西支部長を務めさせ
ていただくことになりました。長期にわ
たるコロナ禍において支部活動、研修
が延期や中止となる中で役割を果たす

ことができるのか不安に思うと共に責任の重さを痛感しており
ます。まだ看護協会、支部の役割を理解できていませんが、看
護協会、支部役員の方のお力をお借りして支部運営に取り組
んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

熊本西支部

上野　須美子  （聖ヶ塔病院）
今年度より、熊本東支部長を務め

させていただくことになりました。コ
ロナ禍が長期化し、思うように支部
活動が実施できない状況にあります

が、今年度は、ワクチン接種が進み支部会議や研修会等、
活発に活動できるよう尽力していきたいと思っています。
微力ではございますが精一杯努力いたしますので、ご指
導よろしくお願い申し上げます。

熊本東支部

砂原　千恵美  （くまもと成仁病院）

看護職の活躍の場が拡がってい
ます。適切な保健・医療・福祉を提供
し、人々が安心して健やかに暮らせ

るまちづくりを目指して、支部の皆様と関係機関と連携し
て支部活動を進めてまいります。どうぞよろしくお願いし
ます。

上益城支部

西橋　静香  （御船町役場）

今年度より、八代支部の支部長を
務めさせていただきます。新型コロ
ナウィルス感染拡大防止の観点から

様々な活動が制限されていますが、会員の皆様のお力を
借り、要望やアイディアを取り入れて、支部運営を進めて
いきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

八代支部

武宮　佳代  （熊本総合病院）

今年度より人吉・球磨支部長を務めさ
せていただきます。昨年度の豪雨災害の
際は、会員の皆様より多大なるご支援を
賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上
げます。
コロナ禍で様々な事業・活動が制限さ

れておりますが、このような大変な時期だからこそ出来ることを
実践し、地域の看護の質向上に努めてまいります。また、次世代
の多くの方が看護の仕事に関心をもっていただけるように、看護
の魅力を発信するとともに、看護職の皆様が誇りをもち、安心し
て働きつづけることが出来るよう支援してまいります。今後とも
皆様のご指導、ご協力を宜しくお願い致します。

人吉・球磨支部

入江　祐公  （愛生記念病院）

保健師職能委員会

熊本市西区役所福祉課

小原　暁子
熊本県健康福祉部健康づくり推進課

田原　美樹
熊本大学大学院生命科学研究部

大河内彩子

済生会熊本病院

松森　智香

医療看護安全対策委員会

向陽台病院

中村　知美
熊本市立植木病院

古家　秋子

熊本中央病院

跡上　知美

広報委員会

武蔵ヶ丘病院

坂田　涼子
平成とうや病院

髙内　里香

社会経済福祉委員会

江南病院

前田　尊明
熊本労災病院

異島　祐子
天草病院

池﨑富美子

会員委員会

宇城総合病院

下田　香織
熊本総合病院

岩根　舞
阿蘇医療センター

村岡　奈緒

災害看護対策委員会

熊本リハビリテーション病院

山隈　和子
熊本赤十字病院

竹下　美子
済生会熊本病院

白鷹　雅美

助産師職能委員会

水俣市立総合医療センター

中森　夕華
菊陽レディースクリニック

野田　美奈

教育委員会

くまもと南部広域病院

島野　彩香
済生会熊本病院

木崎　智代
くまもと心療病院

堀川　利枝
熊本地域医療センター

上村　美穂

準備委員会

朝日野総合病院

松下　竜太
熊本市立植木病院

白井真海子
西日本病院

執行　直美
菊南病院

富永　賢子
熊本託麻台リハビリテーション病院

横田　円
大腸肛門病センター高野病院

江口　慶子

看護師職能委員会Ⅰ

水俣市立総合医療センター

遠山真智子
熊本中央病院

久保　公子
桜十字病院

坂井　有紀
菊陽病院

田上　真美
済生会熊本病院

木庭　薫

今年度の委員会ニューフェースです。どうぞよろしくお願いします。

水俣・芦北支部

松下　小百合
（水俣市立総合医療センター）

鹿本支部

野中　理佳  
（山鹿市民医療センター）

令和3年度　新委員紹介
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令和3年度　新支部長紹介
よろしくお願いします

!

今年度より阿蘇支部長を務めさ
せていただくことになりました。コロ
ナ禍で健康への意識が高まり、看護

職への役割が再認識されています。
支部においても地域の関係機関で連携を図り、会員の

皆さんと地域のニーズに対応できるよう頑張っていきた
いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

阿蘇支部

井　久美  （阿蘇温泉病院）

今年度より水俣・芦北支部長を務め
させていただくことになりました。日ご
とに責任の重さを感じています。
高齢化が急速に進む中、医療・介護・

福祉の連携がより重要となり、看護職への期待はますます高
まっています。支部活動を通して顔の見える関係づくりに努
め、会員の皆様と力を合わせて看護の質向上、連携強化に取
り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

今年度より鹿本支部長を務めさ
せていただきます。コロナ感染症に
より生活様式も一変し、支部活動も

実施できない状況ですが、地域の方が安心して住み慣れ
た場所で生活できるよう、施設間連携と支部会員同士の
交流を一層深め、魅力ある支部活動にしていきたいと思
います。微力ではありますがどうぞよろしくお願いします。

今年度より熊本西支部長を務めさせ
ていただくことになりました。長期にわ
たるコロナ禍において支部活動、研修
が延期や中止となる中で役割を果たす

ことができるのか不安に思うと共に責任の重さを痛感しており
ます。まだ看護協会、支部の役割を理解できていませんが、看
護協会、支部役員の方のお力をお借りして支部運営に取り組
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熊本西支部

上野　須美子  （聖ヶ塔病院）
今年度より、熊本東支部長を務め

させていただくことになりました。コ
ロナ禍が長期化し、思うように支部
活動が実施できない状況にあります
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導よろしくお願い申し上げます。

熊本東支部

砂原　千恵美  （くまもと成仁病院）

看護職の活躍の場が拡がってい
ます。適切な保健・医療・福祉を提供
し、人々が安心して健やかに暮らせ
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今年度より、八代支部の支部長を
務めさせていただきます。新型コロ
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八代支部

武宮　佳代  （熊本総合病院）
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際は、会員の皆様より多大なるご支援を
賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上
げます。
コロナ禍で様々な事業・活動が制限さ

れておりますが、このような大変な時期だからこそ出来ることを
実践し、地域の看護の質向上に努めてまいります。また、次世代
の多くの方が看護の仕事に関心をもっていただけるように、看護
の魅力を発信するとともに、看護職の皆様が誇りをもち、安心し
て働きつづけることが出来るよう支援してまいります。今後とも
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岩根　舞
阿蘇医療センター

村岡　奈緒

災害看護対策委員会

熊本リハビリテーション病院

山隈　和子
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竹下　美子
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白鷹　雅美

助産師職能委員会

水俣市立総合医療センター

中森　夕華
菊陽レディースクリニック

野田　美奈

教育委員会

くまもと南部広域病院

島野　彩香
済生会熊本病院

木崎　智代
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堀川　利枝
熊本地域医療センター

上村　美穂

準備委員会

朝日野総合病院

松下　竜太
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白井真海子
西日本病院

執行　直美
菊南病院

富永　賢子
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横田　円
大腸肛門病センター高野病院

江口　慶子

看護師職能委員会Ⅰ

水俣市立総合医療センター

遠山真智子
熊本中央病院

久保　公子
桜十字病院

坂井　有紀
菊陽病院

田上　真美
済生会熊本病院

木庭　薫

今年度の委員会ニューフェースです。どうぞよろしくお願いします。

水俣・芦北支部

松下　小百合
（水俣市立総合医療センター）

鹿本支部

野中　理佳  
（山鹿市民医療センター）
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職能委員会合同交流集会
令和3年度

令和3年6月19日土曜日に、熊本県看護研修センターにおいて「職能委員会合同交流集会」を開催しまし
た。熊本県看護協会通常総会後に、引き続き熊本県立劇場にて開催を予定していましたが、新型コロナ感染
拡大防止のため、Zｏｏｍウェビナーを使用したハイブリッド開催となりました。
この合同交流集会は、コロナ禍での保健師、助産師、病院領域看護師、在宅領域看護師の4職能が、その置
かれている現状と活動を理解する機会として企画しました。
熊本県看護協会は、令和3年度重点政策として、「地域包括ケアシステムにおける看護提供体制の構築」に
取り組んでおります。その実現には、各職能の相互理解と連携を強化し、看護の力を最大限に発揮することが
必要不可欠です。今回、それぞれの職能がどのような現場で、どのような困難に対応していたのか、今まさに
直面している新型コロナとの闘いの現場にスポットを当てました。
この合同交流集会が、県民の健康な生活の実現に向けて、各職能が繋がり支えあい、困難に立ち向かう力

となることを期待しております。 熊本県看護協会　保健師職能委員長　進野　よし子

令和3年度 職能合同交流集会では、新型コロナウィルス感染症の対策や看護活動について、各職能のお立場からのご報告
をお聞きしました。
保健師職能のお立場からは、住民に最も近いところで健康と生活を守るという保健師活動の原点に沿った新型コロナウィ
ルス感染症対応や、今後の感染症対策と保健所業務の位置づけなどのご報告がありました。
助産師職能のお立場からは、病院助産の役割・機能として、妊婦に安心して育児ができる環境づくりをモットーに病棟でのド

ア越し面会や外来での育児サークル（ハイブリッド）の運営などのご報告がありました。
看護師職能Ⅰのお立場からは、急性期病棟における新型コロナウィルス感染症の対応として、受け入れ後からの時系列でみ

た患者の特徴、勤務体制の調整、などのご報告がありました
看護師職能Ⅱのお立場からは、訪問看護ステーションが実施している、新型コロナウィルス感染症の対策指導や防護服の廃
棄の問題や訪問前の安否確認や物資不足への支援などのご報告がありました。
その後、勤務体制やスタッフのメンタルケアについ

て、総合討議がありました。看護職同士でも他の職能
が行っている新型コロナウィルス感染症の対策につい
ては、知らないことばかりです。各職能の業務やケア
の理念に対する理解を深めることで、新型コロナウィ
ルス感染症の対策で必要な看看連携や多職種連携に
役立てることができると感じました。各職能の皆様に
おかれましては、お忙しい中、最新の情報を共有して
いただき、どうもありがとうございました。

今回、新型コロナウイルス感染症に係る看護職の活
動について4名のシンポジストの発表を聞き、そのほ
とんどが初めて知る最前線の状況であった。自身の経
験を分かりやすく話して下さったことで、前例のないなか即応を求められる困難な状況と、懸命に対応してこられた経緯、職員
のストレスなどの課題がよく分かった。さらにどの組織でも対応を改善すべく努力されていることに感銘を受けた。
私自身は助産師養成に携わる立場にあり、助産師職能から発表された熊本市民病院での取り組みに強い関心があった。陽
性妊産婦への対応とともに、孤立する子育てを危惧し早くから母乳外来などを再開されていたことが分かった。「目の前に
困った人がいればどうにかしようとするんですよね」と気負いなく言われた言葉が、各職能に共通する「看護とはなにか」を表し
ているようで印象的だった。教員としては「そんな先輩の姿を学生にも見せたい」と思った。
同じ看護職でも現場が違うと驚くほどお互いのことを知らない、ということも改めて認識した。特に保健師の活動は、今回
のような交流の場がなければ詳しく知ることはなかったのではないかと思う。新興感染症のパンデミックという危機に、看護
職が同じ方向を向いてそれぞれの役割を果たしていくためにも大変有意義な場であったと思う。

保健師職能　大河内　彩子

看護師職能Ⅰは病院領域で従事する看護職の職能です。2019年に発生した新型コロナウイルス感染症に対応する際、私た
ちは最前線に立たされた存在であり、未知の感染症に感染してしまった患者・家族の最も身近な医療者でもありました。その
ような中で、熊本県において地域の拠点として、早期からコロナ対応に従事され、同年に発生した7月豪雨の被災者対応、施設
内クラスター等、様々な困難を施設一丸となって乗り越えられた国保水俣市立総合医療センターから発表いただきました。
発表内容は、熊本県の重点医療機関として、どのように病床
及び人員をマネジメントして患者対応にあたったかに始まり、心
に残る事例も提示されました。県南に位置する施設であるにも
関わらず、感染状況悪化時は県北からの入院にも対応されてお
り、熊本県の新型コロナ用の入院病床確保が一時期には大変
切迫していたことも十分にうかがえました。また、新型コロナ感
染拡大時にも、その他の診療は制限されておらず、コロナ対応
病棟以外においても病床稼働率は低下することはなく、コロナ
対応以外でも多くの困難があったこともわかりました。
Webで視聴された皆さんからの反響も良好で、「知っている

つもりで知らなかったことがたくさんあった」、「他の職能の方々
の大変さがわかって良かった」、「職能みんなが頑張っているこ
とがわかった」というご意見をいただきました。

看護師職能Ⅰ　今村　かおる

今年度「新型コロナウイルス感染症に係る看護職の活動について」というテーマで開催された。職能Ⅱでは熊本県訪問看護
ステーション連絡協議会管理者代表木村浩美氏が報告された。在宅での感染症対策は日頃からたくさんの人と接しているた
め、常に「感染はある」ということを認識している。
小規模の事業所が多く、人員や物を備蓄する余裕がない状況にある。そこで現在県内の事業所を各ブロックで組織化して
いる。また、熊本地震からの災害対策マニュアル作成や、昨年の豪雨災害からペアステーションを作り上げ協力体制を構築し
ている。「頼れる・つながる・支え合う」をキャッチコピーとして、生活の場で生活が継続できるように取り組んでいると在宅への
熱い思いを話された。今回は以下の活動内容が報告された。

1.情報収集とブロック代表者間での共有
•発生状況・訪問への支障の有無・ペアステーション間の応援・
新規事業所への周知

2.感染症対策の情報発信
　•物品の処理方法・防護服の着用等本人家族も含んだ指導
3.感染フェーズフローチャート説明文の作成
•フェーズごとの本人家族説明や指導・各事業所が混乱しない
ための情報提供

4.マスク等物資調達と提供
•看護協会・看護連盟・県医師会からの行政への働きかけと支
援を受けた

5.管理者等への個別相談対応
6.会議
　•共有BCPを目標・WEB等様々なツールを使用

看護師職能Ⅱ　片山　裕美

助産師職能　馬崎　雅子

広報委員
から シンポジウムテーマは、世界情勢を含めた社会問題となっているCOVID―19に係る看護職の活動内容につ

いての報告でした。保健師、助産師、看護師職能という、それぞれの専門分野からの視点と管理者からみた課題
を明確に捉えておられました。
４人のシンポジストの方の講演は、どれも素晴らしく、私はただただその活動に感動しました。シンポジウムの中で何
度も出てきた「頼れる・繋がる・支えあう」というフレーズです。この様な時だからこそ、多職種がつながる連携を強化し
て、課題に取り組む事が重要です。今回のシンポジウムに参加でき、シンポジストの方々の講演の中から、沢山の貴重
な活動報告について学ばせていただいたことに感謝します。看護協会の広報委員として、これからも会員の皆様に、現
状と未来を見据えた課題や最新情報をお届けしてまいります。

文責　広報委員会　森　晴子

職能合同交流集会に参加して
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職能委員会合同交流集会
令和3年度

令和3年6月19日土曜日に、熊本県看護研修センターにおいて「職能委員会合同交流集会」を開催しまし
た。熊本県看護協会通常総会後に、引き続き熊本県立劇場にて開催を予定していましたが、新型コロナ感染
拡大防止のため、Zｏｏｍウェビナーを使用したハイブリッド開催となりました。
この合同交流集会は、コロナ禍での保健師、助産師、病院領域看護師、在宅領域看護師の4職能が、その置
かれている現状と活動を理解する機会として企画しました。
熊本県看護協会は、令和3年度重点政策として、「地域包括ケアシステムにおける看護提供体制の構築」に
取り組んでおります。その実現には、各職能の相互理解と連携を強化し、看護の力を最大限に発揮することが
必要不可欠です。今回、それぞれの職能がどのような現場で、どのような困難に対応していたのか、今まさに
直面している新型コロナとの闘いの現場にスポットを当てました。
この合同交流集会が、県民の健康な生活の実現に向けて、各職能が繋がり支えあい、困難に立ち向かう力

となることを期待しております。 熊本県看護協会　保健師職能委員長　進野　よし子

令和3年度 職能合同交流集会では、新型コロナウィルス感染症の対策や看護活動について、各職能のお立場からのご報告
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ルス感染症対応や、今後の感染症対策と保健所業務の位置づけなどのご報告がありました。
助産師職能のお立場からは、病院助産の役割・機能として、妊婦に安心して育児ができる環境づくりをモットーに病棟でのド
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看護師職能Ⅰのお立場からは、急性期病棟における新型コロナウィルス感染症の対応として、受け入れ後からの時系列でみ
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看護師職能Ⅱのお立場からは、訪問看護ステーションが実施している、新型コロナウィルス感染症の対策指導や防護服の廃
棄の問題や訪問前の安否確認や物資不足への支援などのご報告がありました。
その後、勤務体制やスタッフのメンタルケアについ

て、総合討議がありました。看護職同士でも他の職能
が行っている新型コロナウィルス感染症の対策につい
ては、知らないことばかりです。各職能の業務やケア
の理念に対する理解を深めることで、新型コロナウィ
ルス感染症の対策で必要な看看連携や多職種連携に
役立てることができると感じました。各職能の皆様に
おかれましては、お忙しい中、最新の情報を共有して
いただき、どうもありがとうございました。

今回、新型コロナウイルス感染症に係る看護職の活
動について4名のシンポジストの発表を聞き、そのほ
とんどが初めて知る最前線の状況であった。自身の経
験を分かりやすく話して下さったことで、前例のないなか即応を求められる困難な状況と、懸命に対応してこられた経緯、職員
のストレスなどの課題がよく分かった。さらにどの組織でも対応を改善すべく努力されていることに感銘を受けた。
私自身は助産師養成に携わる立場にあり、助産師職能から発表された熊本市民病院での取り組みに強い関心があった。陽
性妊産婦への対応とともに、孤立する子育てを危惧し早くから母乳外来などを再開されていたことが分かった。「目の前に
困った人がいればどうにかしようとするんですよね」と気負いなく言われた言葉が、各職能に共通する「看護とはなにか」を表し
ているようで印象的だった。教員としては「そんな先輩の姿を学生にも見せたい」と思った。
同じ看護職でも現場が違うと驚くほどお互いのことを知らない、ということも改めて認識した。特に保健師の活動は、今回
のような交流の場がなければ詳しく知ることはなかったのではないかと思う。新興感染症のパンデミックという危機に、看護
職が同じ方向を向いてそれぞれの役割を果たしていくためにも大変有意義な場であったと思う。

保健師職能　大河内　彩子

看護師職能Ⅰは病院領域で従事する看護職の職能です。2019年に発生した新型コロナウイルス感染症に対応する際、私た
ちは最前線に立たされた存在であり、未知の感染症に感染してしまった患者・家族の最も身近な医療者でもありました。その
ような中で、熊本県において地域の拠点として、早期からコロナ対応に従事され、同年に発生した7月豪雨の被災者対応、施設
内クラスター等、様々な困難を施設一丸となって乗り越えられた国保水俣市立総合医療センターから発表いただきました。
発表内容は、熊本県の重点医療機関として、どのように病床
及び人員をマネジメントして患者対応にあたったかに始まり、心
に残る事例も提示されました。県南に位置する施設であるにも
関わらず、感染状況悪化時は県北からの入院にも対応されてお
り、熊本県の新型コロナ用の入院病床確保が一時期には大変
切迫していたことも十分にうかがえました。また、新型コロナ感
染拡大時にも、その他の診療は制限されておらず、コロナ対応
病棟以外においても病床稼働率は低下することはなく、コロナ
対応以外でも多くの困難があったこともわかりました。
Webで視聴された皆さんからの反響も良好で、「知っている

つもりで知らなかったことがたくさんあった」、「他の職能の方々
の大変さがわかって良かった」、「職能みんなが頑張っているこ
とがわかった」というご意見をいただきました。

看護師職能Ⅰ　今村　かおる

今年度「新型コロナウイルス感染症に係る看護職の活動について」というテーマで開催された。職能Ⅱでは熊本県訪問看護
ステーション連絡協議会管理者代表木村浩美氏が報告された。在宅での感染症対策は日頃からたくさんの人と接しているた
め、常に「感染はある」ということを認識している。
小規模の事業所が多く、人員や物を備蓄する余裕がない状況にある。そこで現在県内の事業所を各ブロックで組織化して
いる。また、熊本地震からの災害対策マニュアル作成や、昨年の豪雨災害からペアステーションを作り上げ協力体制を構築し
ている。「頼れる・つながる・支え合う」をキャッチコピーとして、生活の場で生活が継続できるように取り組んでいると在宅への
熱い思いを話された。今回は以下の活動内容が報告された。

1.情報収集とブロック代表者間での共有
•発生状況・訪問への支障の有無・ペアステーション間の応援・
新規事業所への周知

2.感染症対策の情報発信
　•物品の処理方法・防護服の着用等本人家族も含んだ指導
3.感染フェーズフローチャート説明文の作成
•フェーズごとの本人家族説明や指導・各事業所が混乱しない
ための情報提供

4.マスク等物資調達と提供
•看護協会・看護連盟・県医師会からの行政への働きかけと支
援を受けた

5.管理者等への個別相談対応
6.会議
　•共有BCPを目標・WEB等様々なツールを使用

看護師職能Ⅱ　片山　裕美

助産師職能　馬崎　雅子

広報委員
から シンポジウムテーマは、世界情勢を含めた社会問題となっているCOVID―19に係る看護職の活動内容につ

いての報告でした。保健師、助産師、看護師職能という、それぞれの専門分野からの視点と管理者からみた課題
を明確に捉えておられました。
４人のシンポジストの方の講演は、どれも素晴らしく、私はただただその活動に感動しました。シンポジウムの中で何
度も出てきた「頼れる・繋がる・支えあう」というフレーズです。この様な時だからこそ、多職種がつながる連携を強化し
て、課題に取り組む事が重要です。今回のシンポジウムに参加でき、シンポジストの方々の講演の中から、沢山の貴重
な活動報告について学ばせていただいたことに感謝します。看護協会の広報委員として、これからも会員の皆様に、現
状と未来を見据えた課題や最新情報をお届けしてまいります。

文責　広報委員会　森　晴子

職能合同交流集会に参加して
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コロナ禍での ス ト レ ス 解 消 法

私はフラダンスを見て、コレだ！と思いダンスを始めま
した。レッスンは楽しく、イベントや夏祭りで踊らせてもら
いたくさんの人との出会いがありました。
新型コロナ蔓延のため、レッスンもイベントもできず、
友達とも会えない期間がありストレスも感じました。今年
に入り、感染予防に努めレッスンに参加できるようになり
ました。コロナ禍で人と会えないことで、人との繋がりの
大切さに気付く事ができました。制限されながらも、日常
が過せていることに感謝（Mahalo）したいと思います。

「フラダンス」
熊本機能病院  師長　荒木　智和

三密・ソーシャルディスタンス…人との触れ合いが制
限されストレスを感じる中、私達看護部は今年度より管
理者朝礼の中で「良いとこさがし」と題し、持ち回りで職
員同士の良いとこを1つ報告するという取り組みを始め
ました。またある病棟では「ありがとうカード」を考案し、
感謝を伝えたいスタッフに心のこもったメッセージをポ
ストに投稿、貰ったスタッフは更にお礼のメッセージを投
稿するといった取り組みを行っています。コロナ禍の中、
少しでも優しい気持ちになれるこの取り組みをこれから
も継続していきたいと思います。

「みんなの良いとこみ～つけた」
山鹿中央病院　看護部（所属での取り組みをしています。）

コロナ禍で日常生活に不自由を強いられ、仕事の上で
も気を使うことが多くストレスを溜める日々。
最初は今だけだと只々我慢していましたが、これが長
期化する中でそれぞれがストレス解消法を模索し「釣り
に行ってきた」「(寄り道はせず)ドライブしてきた」「ここは
人もいなくて良いよ」など情報交換が始まりました。家庭
菜園にハマっている方からは収穫した新鮮野菜を分けて
貰ったり、美味しいお料理を頂いたりもします。
こんな状況でも気持ちを保っていくのは人との関わり
かもしれませんね。
ソーシャルディスタンスを保ちながら、これからもみん
なで乗り越えていきましょう。

「ストレス解消法の情報交換」
球磨郡公立多良木病院　病棟勤務　西　奈々

コロナ禍でのストレス解消法、それは「食」である。しか
し、外食もままならない今、テイクアウトやお取り寄せで
美味しいものを探し喜んでいる。幸い、私が住んでいる
天草は、新鮮な魚・肉・果物・スイーツと結構身近に美味し
いものが埋もれている。休日に何を食べるかあれこれ考
えるのも今の楽しみであり、「至福のひと時」である。
コロナ禍でつまらないと思うことは、たくさんある。し
かし、旅行に行ける日も来るだろうし、遠方の家族や友人
に会える日も必ずやってくる。今は、いずれくるその日に
思いをはせながら、毎日を過ごしていこうと思う。

「食で至福のひと時」
独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院

副看護部長　江上　るみ

新型コロナウイルス感染症の流行前は、アウトドア派
の主人の影響で休みの日は、家族でキャンプなどに出掛
けていました。私のマイペースで深く考え込まない性格
が良かったのか、みんな同じ状況だと考え、今できる事を
楽しんでいます。普段、車でしか通らない近所の道を子
どもと散歩に出掛けたり、美味しい物をテイクアウトした
りと。散歩では爽快感と共に「こんなのあったんだ～」と
いつも見る風景と違い発見の連続でした。また、家時間
が増えた事で庭木に鳥が巣を作っていることに気付いた
り、花壇の花がきれいに咲いてるなと感じたり、近場で癒
されています。

「近場の癒し」
医療法人財団聖十字会　西日本病院　副看護部長

新田　志保

2021年
看護の日記念式典及び講演会

令和3年5月15日(土)　於　熊本県看護研修センターからWeb配信

令和3年5月15日（土）、新型コロナウイルス感染対策拡大防止の、「看護の日記念式典」は中止となりZoomウェビ
ナーによるオンラインで「看護の日特別講演会」のみが開催されました。
講談看護師  加納塩梅先生による「創作講談で語るフローレンス・ナイチンゲールと大関和（おおぜきちか）」の講演が
ありました。先生のご紹介から講演内容へとお話がすすみましたが、とても楽しくそしてとても熱く、聞かせていただき
ました。
先生は、54歳から「渥美講談塾（千葉市）」に入塾され、現在は講談看護師として創作講談、2017年4月より東京情報
大学看護学部担当特命副学長も努められ、「誰もが活きる！職場チーム作り方」など著書も多数あり、5月からYouTube
も開設されるなど先生の活動は多岐にわたられてます。
フローレンス・ナイチンゲールと大関和の活動が講談になると、より力強く2人の熱意を感じとる事ができ、先生の言葉
で「ナイチンゲールは天使ではない苦悩と戦う烈女（信念を貫いて激しく生きる人）である」と言われた所が印象的でした。
また、ナイチンゲールの言葉として「ひとつの組織体にとって最も肝心なことは、その中の誰もが他者の仕事を妨げ
ないで、他者の仕事を助けながら自己の仕事を遂行することなのです」と聞いた時、現代の私たちにも共通する事であ
り、また、このコロナ状況下、最前線で仕事をしている看護師はまさしくナイチンゲールと同じ、戦う熱い仕事人だと感じ
ました。
最後に自宅で先生のYouTubeを見て講談内容を聞くと楽しく笑い交じりで聞けて、この新型コロナウイルスで活動
が制限される中、とても良い時間が過ごせるのではないかと思います。

千葉大学教育学部特別教科看護教員養成課程卒業。筑波大学大学院教育研究科カウンセリング専攻リハビリテーションコース修了。
成田赤十字病院、千葉社会保険病院、全国社会保険協会連合会、社会保険船橋中央病院、医療法人心和会八千代病院等で、看護師、看護師長、
看護部長を歴任したのち、神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科教授、東京情報大学特命副学長を歴任。
54 歳から「渥美講談塾（千葉市）」に入塾。宝井琴梅、宝井琴嶺に師事し、講談看護師「加納塩梅（かのう あんばい）」として創作講談を語る。
演目は、てんかん啓発『病気だってともだち』『烈女 フローレンス・ナイチンゲール』『最後まで食べる』など、1年に 1作創作講談を発表。

講談看護師　加納塩梅（かのう あんばい）先生 加納　佳代子 氏

文責　広報委員長　國本　珠美

令和3年度（2021年5月～2021年7月）熊本県看護協会の理事会開催状況
令和3年度　第2回　5月27日（木）13：30～
熊本県看護研修センター　A会議室

令和3年度　第3回　6月19日（土）17：10～
熊本県看護研修センター2階　第2研修室

令和3年度　第4回　7月15日（木）13：00～　熊本県看護研修センター3階　大研修室

1.令和2年度熊本県看護協会決算報告（案）及び会計監査報告
について

2.令和3年度第一次補正予算案について
3.公益法人制度定期提出書類別表A～C（案）について
4.公益社団法人熊本県看護協会感謝状贈呈基準について
5.熊本県看護研修センター使用規程改正について
6.令和3年度熊本県看護協会通常総会役割分担等について
7.看護くまもと118号の企画（案）について

1. 副会長の選定について（定款第5章第22条第2項）
2.熊本県看護協会理事会運営における理事会の招集権

者と職務権限の代行順序（案）について
3.公益法人制度定期提出書類　別表Ａ～Ｃ（案）について
4.役員改選に伴う役員の職務分担(案)について
5.令和３年度看護管理者会（中央開催）（案）について

1.令和3年度第1回支部長会（案）について
2.令和3年度地区別看護管理者会について
3.令和3年度看護がつなぐ地域ケアフォーラムについて
4.看護研修センターの屋上防水工事について
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えるのも今の楽しみであり、「至福のひと時」である。
コロナ禍でつまらないと思うことは、たくさんある。し
かし、旅行に行ける日も来るだろうし、遠方の家族や友人
に会える日も必ずやってくる。今は、いずれくるその日に
思いをはせながら、毎日を過ごしていこうと思う。

「食で至福のひと時」
独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院

副看護部長　江上　るみ

新型コロナウイルス感染症の流行前は、アウトドア派
の主人の影響で休みの日は、家族でキャンプなどに出掛
けていました。私のマイペースで深く考え込まない性格
が良かったのか、みんな同じ状況だと考え、今できる事を
楽しんでいます。普段、車でしか通らない近所の道を子
どもと散歩に出掛けたり、美味しい物をテイクアウトした
りと。散歩では爽快感と共に「こんなのあったんだ～」と
いつも見る風景と違い発見の連続でした。また、家時間
が増えた事で庭木に鳥が巣を作っていることに気付いた
り、花壇の花がきれいに咲いてるなと感じたり、近場で癒
されています。

「近場の癒し」
医療法人財団聖十字会　西日本病院　副看護部長

新田　志保

2021年
看護の日記念式典及び講演会

令和3年5月15日(土)　於　熊本県看護研修センターからWeb配信

令和3年5月15日（土）、新型コロナウイルス感染対策拡大防止の、「看護の日記念式典」は中止となりZoomウェビ
ナーによるオンラインで「看護の日特別講演会」のみが開催されました。
講談看護師  加納塩梅先生による「創作講談で語るフローレンス・ナイチンゲールと大関和（おおぜきちか）」の講演が
ありました。先生のご紹介から講演内容へとお話がすすみましたが、とても楽しくそしてとても熱く、聞かせていただき
ました。
先生は、54歳から「渥美講談塾（千葉市）」に入塾され、現在は講談看護師として創作講談、2017年4月より東京情報
大学看護学部担当特命副学長も努められ、「誰もが活きる！職場チーム作り方」など著書も多数あり、5月からYouTube
も開設されるなど先生の活動は多岐にわたられてます。
フローレンス・ナイチンゲールと大関和の活動が講談になると、より力強く2人の熱意を感じとる事ができ、先生の言葉
で「ナイチンゲールは天使ではない苦悩と戦う烈女（信念を貫いて激しく生きる人）である」と言われた所が印象的でした。
また、ナイチンゲールの言葉として「ひとつの組織体にとって最も肝心なことは、その中の誰もが他者の仕事を妨げ
ないで、他者の仕事を助けながら自己の仕事を遂行することなのです」と聞いた時、現代の私たちにも共通する事であ
り、また、このコロナ状況下、最前線で仕事をしている看護師はまさしくナイチンゲールと同じ、戦う熱い仕事人だと感じ
ました。
最後に自宅で先生のYouTubeを見て講談内容を聞くと楽しく笑い交じりで聞けて、この新型コロナウイルスで活動
が制限される中、とても良い時間が過ごせるのではないかと思います。

千葉大学教育学部特別教科看護教員養成課程卒業。筑波大学大学院教育研究科カウンセリング専攻リハビリテーションコース修了。
成田赤十字病院、千葉社会保険病院、全国社会保険協会連合会、社会保険船橋中央病院、医療法人心和会八千代病院等で、看護師、看護師長、
看護部長を歴任したのち、神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科教授、東京情報大学特命副学長を歴任。
54 歳から「渥美講談塾（千葉市）」に入塾。宝井琴梅、宝井琴嶺に師事し、講談看護師「加納塩梅（かのう あんばい）」として創作講談を語る。
演目は、てんかん啓発『病気だってともだち』『烈女 フローレンス・ナイチンゲール』『最後まで食べる』など、1年に 1作創作講談を発表。

講談看護師　加納塩梅（かのう あんばい）先生 加納　佳代子 氏

文責　広報委員長　國本　珠美
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新型コロナワクチン接種に係る研修会

当院では入職10年前後を対象に中堅者研修を行って
います。
毎年6月から統計の取り方、プレゼンテーションのやり

方などを習い、SWOT分析で自部署での問題点の抽出を
行い、研修者がリーダーシップをとって問題解決に取り組
んでいます。毎年2月に実践した内容を集合研修で発表し
ていましたが、コロナの影響で令和2年度は発表会が開催
できませんでした。そこでパワーポイント内の録画機能を
使いMP4形式の動画にまとめる講義を行いました。当初
は録音された音声が小さくて聞き取りにくいことがありま
したが、繰り返し指導を行い、視聴に耐えうる発表内容と
なりました。まとめた内容は院内Web上にアップロードし
ました。他のスタッフはいつでもどこでもPC上から発表内
容が視聴できるようになったため、自分の空いた時間を有
効利用して中堅者の実践内容を確認することが出来まし
た。また研修に対するアンケート回収も同時にWeb上で
行い、意見を集約することで、研修対象者にもタイムリー
にフィードバックすることが出来ました。
現在、大多数の学会がコロナの影響でWeb開催と

なっています。各部署で学会発表する機会があった場合
に、今回の中堅研修者がパワーポイントをMP4動画でま
とめるやり方を自部署に還元できたことは、今後の学会
発表に向けての一助になったのではと考えます。

中堅者研修案
国保水俣市立総合医療センター  主任　持永　弓恵

昨年を振り返ると、新型コロナウイルスの流行があり
不安の1年でした。新人看護師として終末期看護を担う
病棟に配属され、面会が制限される中、患者様やご家族
へ最期の時をどう関わっていくか検討し、自分でも患者・
家族に寄り添うという事について深く考える機会となり
ました。院内新人研修では、同期の仲間と共に学ぶ事で
頑張ろうという気持ちになり、eラーニングを活用し看護
技術の確認やフィジカルアセスメント、接遇等の自己学
習を行いました。コロナ禍は続いていますが、今後も学
び続ける姿勢を忘れず頑張ります。

「コロナ禍での新人看護師の学び」
熊本労災病院　村田　菜摘

令和3年度の新人看護師は、1週間の社会人基礎力を
身につける集合教育・血管確保デモストレーション研修
なども、ソーシャルディスタンスと感染防止対策が徹底
された中の実施となり例年にない緊張が伝わった。学生
での臨地実習経験も不十分なスタートではあったが、そ
れらを補足することをねらい、他部署での看護経験を企
画した。現場に慣れてきた6月から9月、他部署での3日
間の研修は配属部署で経験しないケアを体験できた。報
告書より「視野拡大になった」と期待した成果の報告が得
られた。
また、これまでのe－ラーニングに加え、ラダーではイ
ンターネット研修を年間計画し、希望日に自由に受講で
きる仕組みとした。報告書も簡素化し受講し易い工夫を
行っている。さらに、院内専門士やリーダー育成研修「令
和塾」は他職種との学び合いのもと、状況変化にも対応
できる人材育成にも繋がると考える。

趣旨・目的：新型コロナワクチン接種が県民に向けて開始されることを受けて、熊本県看護
協会では、接種業務を担う看護職確保に向けた取り組みとして、潜在看護職等を対象に新型コ
ロナワクチン接種に係る研修会を4回開催しました。
4月13日付日本看護協会長から「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種体制確保に向けた看護
職の研修の実施について」の依頼文が各都道府県看護協会長宛てに送付されました。感染拡大の抑制
に向け予防接種体制の確保は急務であり、全国民が安全かつ円滑にワクチンの接種が受けられるよう、
看護職が新型コロナウイルス感染の予防接種に関する知識・技術を習得し、安全に実施できることが必
要と記載されています。
これを受けて、本会では熊本県ナースセンターに求職登録をしている看護職にメールや広報誌でワク
チン接種業務の協力依頼を配信したところ、70名を超える看護職から問い合わせや協力の申し出があ
りました。
第1回の研修会は5月20日に開催。密状態を回避するなど感染対策を考慮しながら30名を対象に開
催しました。この研修会の様子は報道各社がテレビ放映し、新聞でも報じられたことから反響も大きく、
多くの看護職から問い合わせや研修会受講の申込がありました。同研修会は6月16日、7月8日、7月13
日と合計4回開催し、参加者の合計は133名にのぼりました。研修会に参加した多くの看護職がワクチン
接種業務に活躍しています。講師には国立病院機構　熊本再春医療センター、熊本赤十字病院の感染
管理認定看護師、教育担当看護師、荒尾市民病院の医療安全管理者にご協力をいただきました。

コロナ禍での看護人材育成の取り組み
熊本機能病院  副看護部長　河上　さとみ

コロナ禍の中で最初取り組まなければならなかったの
は、新型コロナ感染防止対策です。基礎疾患のある高齢
患者様が入院されており、感染防止ツールの共有、実践
を行っています。正しい知識を共有し、スタッフ全員がひ
とつになり患者様の笑顔を守る為に頑張っています。
新型コロナウイルスが流行し、研修スタイルが多様化

している中で、本やe-Learningを利用し勉強しています。
１０月にはBLSコース開催を予定し、準備しています。しか
し、看護の知識や技術を学ぶだけでは解決出来ない事も
あると感じています。それは患者様と家族との繋がりで
す。面会制限が続く中、「何で家族は会いに来てくれない
の？」と、不安が強くなる患者様もいます。認知機能の低
下によって、感染予防の為に必要な対策である事が理解
しづらい事もあります。どのような声掛けをすれば安心し
ていただけるかと考える日々です。コミュニケーション能
力をスキルアップし、オンライン面会や他の方法を模索
しながら、ソーシャルディスタンスは保ち、心の距離は近
く。安心できる温かい看護に努めていきます。

コロナ禍で見えてきた自分への課題
～心の距離を近くに～
大阿蘇病院  師長　江口　飛鳥

文責　熊本県ナースセンター　松﨑　敦子

▶動　機
子供がいて現在専業主婦なのでしっかり働けないが、
情報誌（すぱいす）を目にしてワクチン接種の打ち手が
不足している中で協力できると思った。
▶研修会に参加してみて
ブランクが長く久々でしたが、今の手技も学べた。
筋肉注射も久しぶりでした。新しい情報、コロナの基礎
知識もいただいたのですごくいい機会でした。
▶研修をどのようなところで活かしたいか
まだ、子供が幼稚園、昼間のみと時間制限があるので
手がすいたら働きたいと思っていたが、コロナになって
学校が休みなど働きにくい現状なので単発などの働き
方を検討中。

30代  CMさん　ブランク9年
▶動　機
看護職が不足していることの報道を見て「自分に何か
できることはないか」と思いワクチン接種業務のサイト
に登録してみたが、ブランクがあるため経過観察を案
内され断った。ワクチンについて再度研修を受けようと
思い申し込んだ。
▶研修会に参加してみて
非常に勉強になった。研修を受けながら昔のことを思
い出し確認することができた。
▶研修をどのようなところで活かしたいか
10年間のブランクがあるが、復職したいと思っていた
ところで、ワクチン接種がよいきっかけになっている。

30代  WHさん　ブランク10年
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新型コロナワクチン接種に係る研修会

当院では入職10年前後を対象に中堅者研修を行って
います。
毎年6月から統計の取り方、プレゼンテーションのやり

方などを習い、SWOT分析で自部署での問題点の抽出を
行い、研修者がリーダーシップをとって問題解決に取り組
んでいます。毎年2月に実践した内容を集合研修で発表し
ていましたが、コロナの影響で令和2年度は発表会が開催
できませんでした。そこでパワーポイント内の録画機能を
使いMP4形式の動画にまとめる講義を行いました。当初
は録音された音声が小さくて聞き取りにくいことがありま
したが、繰り返し指導を行い、視聴に耐えうる発表内容と
なりました。まとめた内容は院内Web上にアップロードし
ました。他のスタッフはいつでもどこでもPC上から発表内
容が視聴できるようになったため、自分の空いた時間を有
効利用して中堅者の実践内容を確認することが出来まし
た。また研修に対するアンケート回収も同時にWeb上で
行い、意見を集約することで、研修対象者にもタイムリー
にフィードバックすることが出来ました。
現在、大多数の学会がコロナの影響でWeb開催と

なっています。各部署で学会発表する機会があった場合
に、今回の中堅研修者がパワーポイントをMP4動画でま
とめるやり方を自部署に還元できたことは、今後の学会
発表に向けての一助になったのではと考えます。

中堅者研修案
国保水俣市立総合医療センター  主任　持永　弓恵

昨年を振り返ると、新型コロナウイルスの流行があり
不安の1年でした。新人看護師として終末期看護を担う
病棟に配属され、面会が制限される中、患者様やご家族
へ最期の時をどう関わっていくか検討し、自分でも患者・
家族に寄り添うという事について深く考える機会となり
ました。院内新人研修では、同期の仲間と共に学ぶ事で
頑張ろうという気持ちになり、eラーニングを活用し看護
技術の確認やフィジカルアセスメント、接遇等の自己学
習を行いました。コロナ禍は続いていますが、今後も学
び続ける姿勢を忘れず頑張ります。

「コロナ禍での新人看護師の学び」
熊本労災病院　村田　菜摘

令和3年度の新人看護師は、1週間の社会人基礎力を
身につける集合教育・血管確保デモストレーション研修
なども、ソーシャルディスタンスと感染防止対策が徹底
された中の実施となり例年にない緊張が伝わった。学生
での臨地実習経験も不十分なスタートではあったが、そ
れらを補足することをねらい、他部署での看護経験を企
画した。現場に慣れてきた6月から9月、他部署での3日
間の研修は配属部署で経験しないケアを体験できた。報
告書より「視野拡大になった」と期待した成果の報告が得
られた。
また、これまでのe－ラーニングに加え、ラダーではイ
ンターネット研修を年間計画し、希望日に自由に受講で
きる仕組みとした。報告書も簡素化し受講し易い工夫を
行っている。さらに、院内専門士やリーダー育成研修「令
和塾」は他職種との学び合いのもと、状況変化にも対応
できる人材育成にも繋がると考える。

趣旨・目的：新型コロナワクチン接種が県民に向けて開始されることを受けて、熊本県看護
協会では、接種業務を担う看護職確保に向けた取り組みとして、潜在看護職等を対象に新型コ
ロナワクチン接種に係る研修会を4回開催しました。
4月13日付日本看護協会長から「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種体制確保に向けた看護
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に向け予防接種体制の確保は急務であり、全国民が安全かつ円滑にワクチンの接種が受けられるよう、
看護職が新型コロナウイルス感染の予防接種に関する知識・技術を習得し、安全に実施できることが必
要と記載されています。
これを受けて、本会では熊本県ナースセンターに求職登録をしている看護職にメールや広報誌でワク
チン接種業務の協力依頼を配信したところ、70名を超える看護職から問い合わせや協力の申し出があ
りました。
第1回の研修会は5月20日に開催。密状態を回避するなど感染対策を考慮しながら30名を対象に開
催しました。この研修会の様子は報道各社がテレビ放映し、新聞でも報じられたことから反響も大きく、
多くの看護職から問い合わせや研修会受講の申込がありました。同研修会は6月16日、7月8日、7月13
日と合計4回開催し、参加者の合計は133名にのぼりました。研修会に参加した多くの看護職がワクチン
接種業務に活躍しています。講師には国立病院機構　熊本再春医療センター、熊本赤十字病院の感染
管理認定看護師、教育担当看護師、荒尾市民病院の医療安全管理者にご協力をいただきました。

コロナ禍での看護人材育成の取り組み
熊本機能病院  副看護部長　河上　さとみ

コロナ禍の中で最初取り組まなければならなかったの
は、新型コロナ感染防止対策です。基礎疾患のある高齢
患者様が入院されており、感染防止ツールの共有、実践
を行っています。正しい知識を共有し、スタッフ全員がひ
とつになり患者様の笑顔を守る為に頑張っています。
新型コロナウイルスが流行し、研修スタイルが多様化

している中で、本やe-Learningを利用し勉強しています。
１０月にはBLSコース開催を予定し、準備しています。しか
し、看護の知識や技術を学ぶだけでは解決出来ない事も
あると感じています。それは患者様と家族との繋がりで
す。面会制限が続く中、「何で家族は会いに来てくれない
の？」と、不安が強くなる患者様もいます。認知機能の低
下によって、感染予防の為に必要な対策である事が理解
しづらい事もあります。どのような声掛けをすれば安心し
ていただけるかと考える日々です。コミュニケーション能
力をスキルアップし、オンライン面会や他の方法を模索
しながら、ソーシャルディスタンスは保ち、心の距離は近
く。安心できる温かい看護に努めていきます。

コロナ禍で見えてきた自分への課題
～心の距離を近くに～
大阿蘇病院  師長　江口　飛鳥

文責　熊本県ナースセンター　松﨑　敦子

▶動　機
子供がいて現在専業主婦なのでしっかり働けないが、
情報誌（すぱいす）を目にしてワクチン接種の打ち手が
不足している中で協力できると思った。
▶研修会に参加してみて
ブランクが長く久々でしたが、今の手技も学べた。
筋肉注射も久しぶりでした。新しい情報、コロナの基礎
知識もいただいたのですごくいい機会でした。
▶研修をどのようなところで活かしたいか
まだ、子供が幼稚園、昼間のみと時間制限があるので
手がすいたら働きたいと思っていたが、コロナになって
学校が休みなど働きにくい現状なので単発などの働き
方を検討中。

30代  CMさん　ブランク9年
▶動　機
看護職が不足していることの報道を見て「自分に何か
できることはないか」と思いワクチン接種業務のサイト
に登録してみたが、ブランクがあるため経過観察を案
内され断った。ワクチンについて再度研修を受けようと
思い申し込んだ。
▶研修会に参加してみて
非常に勉強になった。研修を受けながら昔のことを思
い出し確認することができた。
▶研修をどのようなところで活かしたいか
10年間のブランクがあるが、復職したいと思っていた
ところで、ワクチン接種がよいきっかけになっている。

30代  WHさん　ブランク10年

事務
局

チェ
ック
!

参加者に聞いてみました

１
年
未
満

１
年
〜
３
年
未
満

３
年
〜
５
年
未
満

５
年
〜
10
年
未
満

10
年
〜
15
年
未
満

15
年
〜
20
年
未
満

20
年
以
上

ブ
ラ
ン
ク
な
し

（
就
業
中
）

未
経

不
明

0
5
10
15
20 20

22

12 12

19 20

1 1

9

2225

20
歳
代

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代

70
歳
代

不
明

0
5
10
15
20

3 3

20

31
36 34

6

25
30
35
40

■年齢別 ■ブランク

コロナ禍での ス キ ル ア ッ プ の 取 り 組 み

11



118
No.

2021.8
号

熊本県看護協会　広報誌看護くまもと

看護の日記念講演会
コロナ禍でのストレス解消法
コロナ禍でのスキルアップの取り組み
新型コロナワクチン接種研修会

08
09
10
11

令和3年度通常総会
新役員紹介
新支部長、新委員紹介
職能委員会合同交流集会報告

02
03
04
06

野釜島　唐船ヶ浜海水浴場

御船精霊流し

俵山峠展望所からの南阿蘇 山鹿千人灯籠踊り

編集（広報委員）
野中須奈子
國本　珠美

担当理事
委 員 長

松村江里子　松本　文子　市原　和美　森　　晴子
跡上　知美　坂田　涼子　髙内　里香　　

委　　員

編集
後記

残暑お見舞い申し上げます。新型コロナウイ
ルスによって長い自粛生活が続く中、いかがお
過ごしでしょうか？広報委員は新たなメンバー
を迎え、今年も「コロナに負けるな」の思いを
もとに、頑張っていきますので今後ともよろし
くお願いいたします。

文責　広報委員長　國本　珠美

熊本県看護協会とLINEで繋がると､｢協会
からのお知らせ｣や｢研修情報｣をLINEでい
ち早くお知らせします｡定期的にホーム
ページを見る手間もなくなりますので､是
非登録してくださいませ｡QRコードでかん
たんに友達追加できます｡

発行日　令和3年8月13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　https://www.kna.or.jp
令和3年度 会費納入会員数
　　　　15,404名（令和3年8月2日現在）

看護くまもと　第118号

施　　設　　名 件　数 金　額
熊本市民病院 15 450,000
熊本中央病院 49 1,470,000
公立多良木病院 3 90,000
熊本回生会病院 3 90,000
自衛隊熊本病院 1 30,000
矢部広域病院 1 30,000
上天草総合病院 2 60,000
熊本大学病院 47 1,410,000

合　　計 121 3,630,000

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿 令和3年4月1日～令和3年7月31日

「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
令和3年度看護管理者会（中央開催）特別講演
開催日時　令和3年9月14日（火）13：30～16：00
開催方法　熊本県研修センター及びZoomオンライン（ハイブリッド）
特別講演　演題「看護職の法的責任」～看護の裁判例から考える～
講　　師　友納　理緒　氏（公益社団法人日本看護協会　参与）保健師・看護師・弁護士

キャリナースは看護協会会員の皆さま専用のWEBページです
キャリナースに登録するとご自分の会員情報や会費支払状況、研修情報や文献検
索などいろいろな情報が確認、変更可能です！ 
キャリナース登録には“免許番号の入力”が必要です！
免許番号が未登録の方は、情報が一致しないためエラーになります。
免許番号は必ず登録しましょう！

熊本県看護協会ホームページの「お問い合わせフォーム」よりお問合せいただく方へ

QRコード

内容によりご入力いただいたアドレス宛に、こちらからの回答・質
問等を返信しておりますが、受信設定（受信拒否）などにより返信
しても遅れない状態が多くみられます。
受信できるよう設定いただくか、返信がない場合は、ご一報くだ
さい。➡送信アドレスはinfo@kna.or.jpです。　
※返信につきましては、土日祝日は返信いたしませんので、お急

ぎの場合はお電話にてお願いします。

メールフォーム


