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肌寒さが身にしみる季節になってきました。皆さ
んいかがお過ごしでしょうか？新型コロナもようやく
少しずつ落ち着いてきましたね。しかしまだまだ予断
を許さない状況なので美味しいものを沢山食べて力を
蓄えて下さい。
（熊本県山江村の栗まんじゅうおすすめですよ。）

これから寒い時期になってきますので体調
に気をつけてお過ごし下さい。

文責　跡上　知美

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｡



日本看護協会から参与の友納理緒氏をお招きして「看護職の法的責任～看護の裁判例から考える～」と題して、オンライ
ンで特別講演を開催しました。友納氏は看護師出身の弁護士として10年目になられ、医療事件や看護師の法律問題に関す
る相談も扱っておられます。また、日本看護連盟発行「アンフィニ」には「ナースのための判例解説」も連載中で、様々な方面
から看護師をサポートされています。

講演は判例を交え、今後の業務を行う上で大変参考になるものでした。看護師が負うかもしれない法的責任の種類は①
民事責任②刑事責任③行政処分の3つがあり、医療事故＝すべて責任ではなく、そこに故意または過失（注意義務に反する
事＝危険な結果が予見できたのに回避する措置をとらなかった事）があったかが重要になる。ここで過失の有無を裏付ける
情報となるのが看護記録であり、裁判となる場合、事例から数年経過することもあり、人の記憶は曖昧になるため、証言より
当時の状況を示す看護記録が重要な証拠となると話されました。
加えて重要なことは、医療事故が発生した時の記録のタイミングについてです。看護記録は基本的には遅滞なくする必
要があるが、医療事故発生時は事実の認識が錯綜する事が多いため、記録は関わった職員全員で事実を確認した上で、読
む人に正しい事実が伝わるように患者状況、ケアした内容、ケアに対する患者反応など記録する必要があると話されまし
た。
また、新型コロナウイルス感染症に関することでは、今後、院内感染として裁判が起こりうる可能性があります。事例の起

こった時点での医療水準や看護水準に準じた感染対策がとられていたかという事が大切であり、そのためには日々変化し
ていく情報をきちんと把握し、それに準じた感染対策をとっていたという記録が重要だと話されました。
看護協会には会員のみが加入できる「看護師賠償責任保険」があります。看護師ができる医療行為が増えるに伴い危険

な医療行為のリスクを看護師が抱えます。看護師として自分を守るために、看護協会に入会する事は大きなメリットである
と思っています。業務に携わる中でリスクを予見し、それを回避するよう努めていく事の重要性を改めて学びました。

受賞おめでとうございます
　

令和3年度  看護管理者会（中央開催）特別講演
日　時　令和3年9月14日（火）午後1時30分～4時
場　所　熊本県看護研修センターにてZoomを使用したオンライン開催
参加者　82回線　162名（役員含む）

文責　広報委員会　國本　珠美

日本看護協会
ホームページ
こちらも

ご活用ください

≪プロフィール≫
平成 15年　東京医科歯科大学医学部保健学科　卒業（看護師、保健師免許取得）
平成 17年　東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科博士前期課程　修了
　　　　　　医療現場を経験する中で、医療事故が発生したときに医療者の力になりたいと考え、
　　　　　　弁護士を志し、早稲田大学法務研究科に進学
平成 20年　早稲田大学大学院法務研究科　修了
平成 23年　弁護士登録（東京第二弁護士会）
平成 26年　土肥法律事務所設立、衆議院議員政策担当秘書に就任（平成２８年まで）
平成 27年　公益社団法人日本看護科学学会　研究倫理審査委員会委員に就任
平成 31年　一般社団法人日本看護学校協議会共済会　顧問弁護士に就任
令和   2 年　公益社団法人日本看護協会　参与に就任

講師紹介

講演内容

友納  理緒 氏　日本看護協会参与産科医療功労者大臣表彰
浅尾　由美 様 熊本大学病院

№ 圏　域 氏　名 所　　属 職　能

1 熊本市 西山　由美 熊本市医師会看護専門学校 看

2 熊本市 吉澤裕美子 医療法人室原会　菊南病院 看

3 熊本市 牛島　絹子 益城町役場（非常勤）・熊本大学（非常勤講師）・
日本赤十字社熊本健康管理センター（非常勤） 保

4 有　明 津田　恵美 地方独立行政法人　くまもと県北病院 保

5 山　鹿 村上　伸代 山鹿市役所 保

6 菊　池 渡邉　弘子 菊池市役所 保

7 阿　蘇 柿本　純子 阿蘇医療センター 看

8 御　船 渡邉　若江 一般社団法人　暖和会　訪問看護ステーション暖和会 看

9 宇　城 荒木　郁代 社会医療法人　黎明会　宇城総合病院 看

10 八　代 和田　千春 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院 助

11 水　俣 白坂　亮子 国保水俣市立総合医療センター 看

12 人　吉 松村　玲子 球磨村役場（非常勤） 保

13 天　草 岸谷　千幸 天草市立牛深市民病院 看

令和3年度優良看護職員熊本県知事表彰
令和3年9月9日（木）　於）ホテル熊本テルサ
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熊本北高校３年　山﨑　水葵
体験施設：熊本市医師会看護専門学校

私は今回「高校生の一日看護学生体験」を熊本市医師会
看護専門学校でさせていただきました。
まず、模擬授業を受講し、ナース服に着替えて実技に向け
ての準備をしました。
次に、手のどの部分に洗い残しができやすいかをブラック

ライトで可視化しました。感染対策や、医療の現場では手洗
いが必要不可欠ですので今回の実技でより手洗いに対する
意識を上げることができました。
また、聴診器を使用して心臓や背中、肺などの呼吸の正常
音及び異常音を初めて聞きました。人の身体から沢山の種
類の音を聞くことができてとても興味深かったです。
最後に、熊本市医師会看護専門学校の先生方や在学生の方々から看護師の魅力や看護学の面白さ、楽しさについて
のお話をうかがい、これからも様々なことを学びたいと意欲が湧いてまいりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により直接患者さんと会話をすることや看護師さんのお仕事を見学することはで

きず残念でした。しかし「高校生の一日看護学生体験」を通して、より看護師になることを実現させ、将来は社会に貢献し
たいという思いが強くなりました。

高校生が看護学校等での看護学生体験を通じて、看護に携わる魅力ややりが
いを理解することにより、看護職を志望する者の増加を図り、将来の本県の看
護職の確保につなげていくことを目的とする。

高校生の
一日看護学生体験

高校生の一日看護学生体験
■期　間　２０２１年７月２８日（水）～８月５日（木）
■場　所　県内看護系大学１カ所並びに看護学校３ヶ所
　＊施設名・日程は下記一覧　　参加者　県内高校生124人

目  的

「願望を実現に」

熊本北高校3年　井手　彩日

私の将来の夢は看護師です。私の両親が医療従事者とい
うこともあり、小さいころから医療関係の仕事について興味
を持っていました。そして今回、看護師の仕事をもっとよく知
りたいと思い、看護学生体験に参加させていただきました。
まず始めに学校長の方からお話がありました。コロナ禍で
の看護師さんの仕事内容を聞き大変さを感じましたが、改め
てやりがいのある仕事だと思いました。
次にバイタルサインの測定についての模擬授業を受けま

した。初めて学んだことが多くとても興味がわいたので私も
早く医療についての知識を身につけたいと思いました。
次に体験したのは心肺蘇生です。中学や高校で心肺蘇生
法について勉強したことはあったけど、実際にやってみると思っていたよりも難しくて大変でした。だから進学してから
もっと練習して、もし助けが必要な人がいたら率先して助けられるような看護師になりたいです。そのために今はしっか
りと勉強して、第1志望校に合格し、たくさんの方々を支えられるような看護師になれるよう努力していきたいです。

「将来の夢の実現に向けて」

慶誠高校3年　三枝　美南子

今回は、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受け
ている中「高校生の一日看護学生体験」を開いて下さりあり
がとうございました。この貴重な経験を通し、多くの事を学
び、「看護師になる」という自分の目標に対して、これまで以
上に強い意志を持つことが出来ました。
以前は看護学生に対して覚えることの量が多い、実習が
大変など、忙しいという印象しか持っていませんでした。しか
し、実際に大学の先生方、学生の方々に話を伺い、そして実
習に参加したことによって、新たな印象を持つことができま
した。それは、看護と医療の2つを学ぶことができる貴重な
期間であるということです。
教授の話に「看護師は看護と医療を行うことが出来る唯一
の仕事だ」という言葉がありました。その言葉に感銘を受け、
私がこれまで考えてこなかった角度から、看護師について考
える機会を与えていただきました。また、看護師だからこそ
出来る行為に誇りを感じました。
実習ではバイタルサインを体験しました。説明を受ける前までは、「人形が相手」という意識から体験に対して緊張し

ていませんでした。しかし、いざ説明を受け、学生の「一人一人顔が違う」という言葉を聞くこと、自然と赤ちゃんに触れる
ことに緊張しました。衣類の紐を外すこと一つの行動においても注意する事は多く、あらゆることに気を配る必要がある
と知りました。聴診器を当てる時は冷たさで驚かせないように手で温める、心拍数を数える時のタイマーは赤ちゃんの
上では見ないなど、どの行動も赤ちゃんを一番に想ったことだと知り、改めて看護師の優しさを感じました。
今回の体験で学んだことを生かせるよう、そしてさらに多くの学びを得れるよう、限られた高校生活を充実したものに

し、看護学生になりたいと思います。

「優しい存在」

牛深高校3年　野中　涼歌

私は、今回の一日看護学生体験を終えて私も早く先輩方
のようになりたいと思いました。看護師という仕事は決して
楽な仕事ではなくとても大変な仕事なんだと感じることが
できました。患者さんがたくさんいる中で、一人一人違う対
応をしていらっしゃてコミュニケーション力が高いと思いまし
た。私は人見知りな所がありコミュニケーション力がなくこ
れからたくさんの人と話してコミュニケーション力をつけた
いと思いました。今は、コロナ禍でたくさんの看護師さんの
手が必要になるので私も早く立派な看護師になり、より多く
の患者さんを助けたいという気持ちが強くなりました。さら
に夢に一歩近づくことができたと思います。私は病院に行く
ことが多くその時はいつも看護師さんが笑顔で対応してくださるように、たくさんの人を笑顔にできる仕事でもあると
思います。今はAIによってなくなる仕事が多い中、看護師の仕事は無くならないしあり続けると思います。なのでもっと
多くの看護師さんが増え続けてほしいと思います。今回は貴重な体験をさせていただきありがとうございました。専門
学校に受かるよう、日々努力していきたいと思います。本当にありがとうございました。

「夢に向かって今できること」

■高校生の一日看護学生体験　日程一覧

熊本保健科学大学保健科学部看護学科
熊本市医師会看護専門学校
天草市立本渡看護専門学校

7月28日
7月29日
8月  3日

熊本医療センター附属看護学校 （午前の部）
熊本医療センター附属看護学校 （午後の部）

8月  5日
8月  5日

実施大学・看護学校 開催日 実施大学・看護学校 開催日

体験施設：熊本医療センター附属看護学校体験施設：熊本医療センター附属看護学校

体験施設：熊本保健科学大学

体験施設：天草市立本渡看護専門学校
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看護制度委員会担当理事　木村　恵美

看護制度委員会は、『看護職を目指す人材を確保するため、看護教育制度や看護の魅力等、看護に関する
情報を発信する』ことを目標に活動しています。
主な活動は①中・高校生を対象に看護職に関する情報の提供、②高校の進路指導担当者を対象に看護教
育制度説明会開催、③看護職人材確保に関するイベントへの参加になります。
ここでは中・高校生を対象に看護職に関する情報の提供として実施している出前授業について紹介します。
出前授業は、看護を目指す人材を確保するため、依頼を受けた中・高校に出向き、看護の仕事や看護職に

なるための進路、看護体験など、看護の魅力・やりがいを伝える活動です。看護の出前授業は「看護の日・看
護週間」事業の一環でもあります。

出前授業は看護制度委員と支部協力員で実施しています。看護制度委員が看護の仕事や資格取得の方
法についてスライドやパンフレット、DVDを用いて説明し、心音・呼吸音聴取や脈拍測定等の看護技術体験
を支部協力員とともに行います。また、支部協力員は看護職を選んだ理由や看護学生生活、現在の業務内

容ややりがい等の看護体験を話しています。特に看護体験談は生徒は熱心に耳を傾けています。
使用するパンフレットの中には、男子生徒に看護職を選択してもらえるように「ぼくたちのナース・ライフ」

を使用しています。これは県内の看護大学や看護学校で学んでいる男子学生及び医療機関等で活躍してい
る男性看護職にスポットを当てたパンフレットです。進路担当の先生方からも男性看護師の仕事がイメージ
しやすくなり、指導にも役立つということです。男性看護職の増加につながることを期待したいところです。
支部協力員は13支部から各 ２々名の選出をお願いしています。出前授業について説明会を行い、出前授
業を依頼された学校の地域の支部の方に参加してもらっています。地元であれば学校の状況が把握しやす
く、職場の紹介もできます。生徒にとっては身近な看護師ということで親しみやすい一面があるのではない
かと思います。
看護制度委員・支部協力員ともに出前授業を行うことで、生徒の素直さや真剣さに触れ、看護職を目指し

たころの自分を思い出す、生徒の反応が新鮮でやりがいがある、質問に答えることで勉強になる、刺激にな
るとの声が聞かれ、活力をもらっています。看護の魅力を伝えることに興味・関心のある現役看護職の方は、
支部協力員へ協力をお願いいたします。
今年度はコロナ禍の影響でリモートでの出前授業が多くなりました。看護技術体験は思うようにできず、
生徒の反応が分かりづらい面はありましたが、事前の疑問・質問を受けて看護現場のことをより深く理解で
きるように、看護の魅力が伝えられるように努めました。
少子化が進行していく中で看護職の人材確保をしていくためには、中・高生から看護職の志望者数を増や

すことが重要になります。そのために出前授業で看護の魅力ややりがい等を現場で働く看護職が伝えるこ
とで、看護への思いを強くすること、看護職の志望動機のきっかけづくりができればと思います。

■令和３年度出前授業実施・予定一覧

■出前授業の実績

担当教諭
からの感想

●看護の第一線で活躍している方の話は、医療職を目指している生徒たちにとって大変参考
になりました。看護師の活躍の場が病院だけではないことを学び、医療現場への視野が大
きく広がりました。
●大変な面や苦労された面なども率直に話していただいたことで、看護師を目指す覚悟を持
つことができたのではないかと思います。

中・高生の
感想

●看護職は幅が広いというところがとても印象に残りました。自分の活躍の場が広げられる
と思いました。一生勉強し続けなければならない仕事ですが、一生成長し続けることができ
る仕事だと思い、さらに看護職に就きたいと思いました。
●体験談などを聞いてより看護師になりたいという気持ちが強くなりました。
●看護の体験談が心に残った。
●仕事内容がよくわからず不安でしたが、丁寧に教えていただき看護師になりたいと強く思
いました。
●看護師は大変できついとよく聞くので、今日の体験談などを聞いて楽しみも多くあること
を知れてよかったです。
●人に寄り添う看護がどのようなものなのか、どういった内容の仕事なのかというのをより深
く知ることができ、良い体験になりました。
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看護教育ガイダンス出前授業（看護制度委員会）
2021年「看護の日・看護週間」事業　「みんなで話そうー看護の出前授業」

　 月日 学校名 参加者数 支部協力員
1   6月  8日 熊本県立熊本西高等学校 41 熊本西支部
2   6月  9日 熊本県立御船高等学校 4 制度委員のみ
3   7月14日 熊本信愛女学院高等学校 9 熊本南支部
4   7月16日 慶誠高等学校 33 熊本西支部
5   8月  2日 熊本県立八代清流高等学校 18 八代支部
6   8月  3日 尚絅高等学校 15 熊本南支部
7   8月  3日 熊本県立翔陽高等学校 9 菊池支部
8   8月  6日 熊本中央高等学校 5 有明支部
9 10月  8日 熊本県立牛深高等学校 9 天草支部

10 10月22日 津奈木町立津奈木中学校 39 水俣・芦北支部
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助産師職能委員　池田　夕希

7月2日、天草市立御所浦中学校で性教育出前授業を行いました。私は看護学校が天草だったので楽しみ
でした。しかし、御所浦に行くのは初めてで不安もあり、御所浦出身の職場の同僚スタッフに同行してもらい
ました。朝早くに熊本市内を出発し、車と船舶を利用して、授業開始前に無事現地につくことができました。
今回の授業の内容は、養護教諭と話し合い、「看護職とは」、「看護への道」、「いのちの大切さ」、「コロナ禍で
の医療の現場の状況」で構成しました。授業の対象は中学1年から3年までの全生徒と保護者、職員の約80
名でした。当日は晴天の猛暑日で、体育館での授業でもあり、熱中症対策、コロナ感染症対策にも努めまし
た。暑い中にもかかわらず、私の講義を真剣に聞き、度々頷き、反応を示してくれる生徒の皆さんと保護者
の方々を嬉しく思いました。
生徒さんからは『自分が生まれてくる確率はとても低くて、すごく奇跡的なことなんだと思いました。そし

て、生まれた後はたくさんの人の手助けがあって成長できていることに気づくことができました。普通に生
活できているのは、当たり前ではないと気づくことができました。生まれてくる時に亡くなってしまった赤
ちゃんや、生まれても長く生きられなかった赤ちゃんの分まで、命を大切に生きていきたいです。私はこれま
で親を無視したりすることがあったので、これからはそういう所を直したいと思いました。』という心強い感
想をいただきました。また、保護者の方からは「助産師さんが、性教育のお話をされているのをテレビで見た
ことがありました。うちの子どもにも、こういう話を聞かせたいなと思っていたことが現実になりとても嬉し
く思いました。私が子どもに伝えたいことを全部言ってもらえたと思います。ありがとうございました。」とい
う感謝の言葉をいただきました。
熊本県では残念なことに人工妊娠中絶や性感染症の罹患状況が全国的にもワーストの上位を占めてお

り、10代の若者への関わりは必至の状況です。また最近ではコロナ禍で中高生の妊娠や自殺がさらに増加
しています。そのような中で、いのちの大切さ、尊さを生命の誕生に携わる助産師が伝えていくことはとて
も意義あることと思っています。これからも多くの助産師仲間と一緒にこの活動に取り組んでいけたらと
思っています。

■ 表１） 平成24年度～性教育出前授業実施状況・令和3年度依頼状況

「いのちの大切さ」を伝える性教育出前授業

助産師職能委員長　赤松　房子

「いのちの大切さ」を伝えるための性教育出前授業は、日本看護協会の「看護の日・看護週間」事業の一環
として行われています。出前授業を希望する学校は、日本教育新聞社に当該年度の5月末までに授業の申
込をしていただき、助産師職能委員会で対応をしています。表に過去10年間の対応状況を記しています。
昨年は、コロナ禍で中止となる学校も多く10校でしたが、出前授業を希望される学校は年々増加しており、
その必要性が高まっていることを実感しています。令和3年度は熊本県内18の中学・高校から22回の出前
授業の依頼を受け、授業を行っています。私たち9名の助産師職能委員は、所属施設で日常業務に従事して
いるため、施設外活動には限界があります。とても大切な活動なのですが、出前授業の依頼が時期的にも集
中していることが多く、日程調整が難しく、ご希望日に依頼をお受けできないこともあります。
熊本県下の看護協会員、助産師職能の皆様には、ぜひ協力員として登録いただき、次世代を担う10代の
若者たちへ「いのちの大切さ」を伝える活動に一緒に取り組んで戴ければと願っています。
現在、助産師職能委員会では、リモートでも対応でできるよう、また初めての方でも困らないように授業
教材の見直しや作成・体制整備をしています。

“私たちと一緒に「いのちの大切さ」を伝える活動をしませんか”

年度
中学校
高校
幼小大他
計

H24
6
4
1
11

H25
10
1
1
12

H26
10
3
1
14

H27
14
4
1
19

H28
12
4
2
18

H29
14
6
1
21

H30
24
4
0
28

R1
28
5
1
35

R2
9
1
0
10

R3
19
3
0
22

ご興味のある方からの
ご連絡をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。

注）R2～コロナ禍

看護師職能委員会Ⅰ研修会報告
「准看護師交流会（WEB研修）」

私たち看護師職能委員会Ⅰは、病院領域で活動
している看護職のための日本看護協会における
重点政策・重点事業を展開しています。その中で
も、准看護師制度の課題解決に向けた取組みは、
1996年に当時の厚生省「准看護婦問題調査検討
会報告書」において「21世紀の初頭の早い段階を
めどに看護婦養成制度の統合に努める」と提言さ
れて以来の本協会における重点政策です。そし
て、准看護師の看護師資格取得に向けた進学支
援は、この事業における重要なポイントであり、例
年継続しているものとなっています。准看護師交
流会は、病院で勤務するにあたり必要な知識習
得、看護師資格取得に向けて頑張っている進学者
からの体験談発表、資格取得を支援している養成
学校の紹介を実施しています。
今年度は、新興感染症に対して、病院領域で勤
務する看護職に最も必要とされる感染制御につ
いて感染管理認定看護師である熊本大学病院感
染制御部の吉田真由美先生を講師にお招きし、令
和3年9月4日（土）に「准看護師交流会」を熊本県
看護研修センターよりWEB配信しました。新型コ
ロナウイルス感染症（デルタ株）の感染拡大第5波
の最中であったため、看護師職能委員会Ⅰ主催で
は初めて、完全WEB配信の形式で開催しました。
体験談発表をくまもと県北病院の柴尾恵美さ
んにお願いし、開催しました。参加者は20名で内
非会員が10名と半数に上りま
した。勤務される施設でまと
まってWEBを繋がれる参加者
もおられ、関心の高さを感じま
した。
最初に「コロナ禍で必要な感
染管理の知識」と題して、吉田
先生より感染制御に関する基
礎知識、感染経路別対策につい
て講義いただきました。講義内
容は参加者の100％が理解で
きたと回答し、「コロナ禍でやっ
ていかなければならないこと
で、大変良かった。徹底した感
染予防に努めたい」と力強い言

葉をいただきました。
進学体験談については、発表者の状況を包み隠

さずお話しいただき、WEBでありながらも、参加
者より挙手による質問もありました。質問は、進学
後の学習に関すること、時間配分、仕事と家庭と学
問の両立等多岐にわたっていました。資格取得に
向け通信教育を受けるためには、実務経験が必要
になりますが、実務中に育児や介護、経済的問題
等の進学に対する不安も発生することがわかりま
した。
養成施設紹介は今年度よりビデオによる動画
紹介を取り入れました。准看護師が看護師資格を
取得するためには、看護師学校養成所2年課程（以
下、2年課程）を修了し、看護師国家試験に合格す
る必要があります。2年課程には、全日制、定時制
（昼間・夜間）、通信制があります。紹介させていた
だいた学校は、熊本市医師会看護専門学校、放送
大学熊本学習センター、福岡県麻生看護大学校、
穴吹医療大学校の4校で、特に、放送大学と麻生・
穴吹の両校は単位認定が可能で、学業と仕事の両
立のためのサポートの充実がアピールされてい
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。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。

看護師職能委員会Ⅰ委員長　今村　かおる
性教育出前授業（助産師職能委員会）
2021年「看護の日・看護週間」事業　「みんなで話そうー看護の出前授業」
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助産師職能委員　池田　夕希
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た。暑い中にもかかわらず、私の講義を真剣に聞き、度々頷き、反応を示してくれる生徒の皆さんと保護者
の方々を嬉しく思いました。
生徒さんからは『自分が生まれてくる確率はとても低くて、すごく奇跡的なことなんだと思いました。そし

て、生まれた後はたくさんの人の手助けがあって成長できていることに気づくことができました。普通に生
活できているのは、当たり前ではないと気づくことができました。生まれてくる時に亡くなってしまった赤
ちゃんや、生まれても長く生きられなかった赤ちゃんの分まで、命を大切に生きていきたいです。私はこれま
で親を無視したりすることがあったので、これからはそういう所を直したいと思いました。』という心強い感
想をいただきました。また、保護者の方からは「助産師さんが、性教育のお話をされているのをテレビで見た
ことがありました。うちの子どもにも、こういう話を聞かせたいなと思っていたことが現実になりとても嬉し
く思いました。私が子どもに伝えたいことを全部言ってもらえたと思います。ありがとうございました。」とい
う感謝の言葉をいただきました。
熊本県では残念なことに人工妊娠中絶や性感染症の罹患状況が全国的にもワーストの上位を占めてお

り、10代の若者への関わりは必至の状況です。また最近ではコロナ禍で中高生の妊娠や自殺がさらに増加
しています。そのような中で、いのちの大切さ、尊さを生命の誕生に携わる助産師が伝えていくことはとて
も意義あることと思っています。これからも多くの助産師仲間と一緒にこの活動に取り組んでいけたらと
思っています。

■ 表１） 平成24年度～性教育出前授業実施状況・令和3年度依頼状況

「いのちの大切さ」を伝える性教育出前授業
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「いのちの大切さ」を伝えるための性教育出前授業は、日本看護協会の「看護の日・看護週間」事業の一環
として行われています。出前授業を希望する学校は、日本教育新聞社に当該年度の5月末までに授業の申
込をしていただき、助産師職能委員会で対応をしています。表に過去10年間の対応状況を記しています。
昨年は、コロナ禍で中止となる学校も多く10校でしたが、出前授業を希望される学校は年々増加しており、
その必要性が高まっていることを実感しています。令和3年度は熊本県内18の中学・高校から22回の出前
授業の依頼を受け、授業を行っています。私たち9名の助産師職能委員は、所属施設で日常業務に従事して
いるため、施設外活動には限界があります。とても大切な活動なのですが、出前授業の依頼が時期的にも集
中していることが多く、日程調整が難しく、ご希望日に依頼をお受けできないこともあります。
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得、看護師資格取得に向けて頑張っている進学者
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今年度は、新興感染症に対して、病院領域で勤
務する看護職に最も必要とされる感染制御につ
いて感染管理認定看護師である熊本大学病院感
染制御部の吉田真由美先生を講師にお招きし、令
和3年9月4日（土）に「准看護師交流会」を熊本県
看護研修センターよりWEB配信しました。新型コ
ロナウイルス感染症（デルタ株）の感染拡大第5波
の最中であったため、看護師職能委員会Ⅰ主催で
は初めて、完全WEB配信の形式で開催しました。
体験談発表をくまもと県北病院の柴尾恵美さ
んにお願いし、開催しました。参加者は20名で内
非会員が10名と半数に上りま
した。勤務される施設でまと
まってWEBを繋がれる参加者
もおられ、関心の高さを感じま
した。
最初に「コロナ禍で必要な感
染管理の知識」と題して、吉田
先生より感染制御に関する基
礎知識、感染経路別対策につい
て講義いただきました。講義内
容は参加者の100％が理解で
きたと回答し、「コロナ禍でやっ
ていかなければならないこと
で、大変良かった。徹底した感
染予防に努めたい」と力強い言

葉をいただきました。
進学体験談については、発表者の状況を包み隠

さずお話しいただき、WEBでありながらも、参加
者より挙手による質問もありました。質問は、進学
後の学習に関すること、時間配分、仕事と家庭と学
問の両立等多岐にわたっていました。資格取得に
向け通信教育を受けるためには、実務経験が必要
になりますが、実務中に育児や介護、経済的問題
等の進学に対する不安も発生することがわかりま
した。
養成施設紹介は今年度よりビデオによる動画
紹介を取り入れました。准看護師が看護師資格を
取得するためには、看護師学校養成所2年課程（以
下、2年課程）を修了し、看護師国家試験に合格す
る必要があります。2年課程には、全日制、定時制
（昼間・夜間）、通信制があります。紹介させていた
だいた学校は、熊本市医師会看護専門学校、放送
大学熊本学習センター、福岡県麻生看護大学校、
穴吹医療大学校の4校で、特に、放送大学と麻生・
穴吹の両校は単位認定が可能で、学業と仕事の両
立のためのサポートの充実がアピールされてい
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。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。

看護師職能委員会Ⅰ委員長　今村　かおる
性教育出前授業（助産師職能委員会）
2021年「看護の日・看護週間」事業　「みんなで話そうー看護の出前授業」
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看護くまもと 特別企画

看 護 く ま も と 川 柳 オ リ ン ピ ッ ク

◆提出締切：令和３年12月14日（火）必着
◆当選者は、看護くまもと120号で発表し、賞品は後日郵送

新型コロナが騒がれ始め、まもなく２年。終わりの見えないレース。
働くみなさまの心には、叫びたい何かが溜まっているのではないでしょうか？
看護くまもとでは、そんな心の叫びを発散する機会を設けることにしました。
熊本県看護協会会員のみなさまの気持ちを ５・７・５ の川柳に乗せ、この看護くまもとの
紙面で叫んでみませんか？
素敵な叫びには金銀銅賞を贈呈し、受賞作品は令和4年1月「看護くまもと120号」に掲
載いたします。どしどし御応募ください。

●お題は２種類
叫びたいお題を選んで ５・７・５ で 思いっきり 詠んでください。

【お題①】 ナースあるある　
【お題②】 新型コロナウイルス感染症

■申込資格：熊本県看護協会会員
■選考方法：理事会・広報委員会にて選考
　　　　　　　　お題それぞれに金銀銅2名ずつ
■応募方法：スマートフォン等から右記のQRコードを読み取り
　　　　　　または協会HPから応募サイトにアクセスし、
　　　　　　応募フォームから入力
　　　　　　　　①氏名　②会員番号　③メールアドレス  ④お題の番号
                        ⑤「川柳」　⑥ペンネーム

★賞品★
金賞　クオカード 5千円分　2名
銀賞　クオカード 3千円分　2名
銅賞　クオカード 2千円分　2名
お楽しみ賞　お楽しみ

皆
さ
ん
の

応
募
た
く
さ
ん

ま
っ
て
ま
す
！

公益社団法人熊本県看護協会  事務局　【電話】096-369-3203
■お問い合わせはお電話で

ハイブリッド型受講
を可能にする

研修管理システム

熊本県看護協会では、令和3年度11月から新しいオンライン研修システ
ムを導入しました。熊本県看護協会の研修はマナブルに登録しないと受
講できません。早めの登録をお願いします。

困ったなあ

解決!

まずは利用登録からスタート!
看護協会ホームページから研修申込サイトにアクセスします。
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看護くまもと 特別企画

看 護 く ま も と 川 柳 オ リ ン ピ ッ ク

◆提出締切：令和３年12月14日（火）必着
◆当選者は、看護くまもと120号で発表し、賞品は後日郵送

新型コロナが騒がれ始め、まもなく２年。終わりの見えないレース。
働くみなさまの心には、叫びたい何かが溜まっているのではないでしょうか？
看護くまもとでは、そんな心の叫びを発散する機会を設けることにしました。
熊本県看護協会会員のみなさまの気持ちを ５・７・５ の川柳に乗せ、この看護くまもとの
紙面で叫んでみませんか？
素敵な叫びには金銀銅賞を贈呈し、受賞作品は令和4年1月「看護くまもと120号」に掲
載いたします。どしどし御応募ください。

●お題は２種類
叫びたいお題を選んで ５・７・５ で 思いっきり 詠んでください。

【お題①】 ナースあるある　
【お題②】 新型コロナウイルス感染症

■申込資格：熊本県看護協会会員
■選考方法：理事会・広報委員会にて選考
　　　　　　　　お題それぞれに金銀銅2名ずつ
■応募方法：スマートフォン等から右記のQRコードを読み取り
　　　　　　または協会HPから応募サイトにアクセスし、
　　　　　　応募フォームから入力
　　　　　　　　①氏名　②会員番号　③メールアドレス  ④お題の番号
                        ⑤「川柳」　⑥ペンネーム

★賞品★
金賞　クオカード 5千円分　2名
銀賞　クオカード 3千円分　2名
銅賞　クオカード 2千円分　2名
お楽しみ賞　お楽しみ

皆
さ
ん
の

応
募
た
く
さ
ん

ま
っ
て
ま
す
！

公益社団法人熊本県看護協会  事務局　【電話】096-369-3203
■お問い合わせはお電話で

ハイブリッド型受講
を可能にする

研修管理システム

熊本県看護協会では、令和3年度11月から新しいオンライン研修システ
ムを導入しました。熊本県看護協会の研修はマナブルに登録しないと受
講できません。早めの登録をお願いします。

困ったなあ

解決!

まずは利用登録からスタート!
看護協会ホームページから研修申込サイトにアクセスします。
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119
No.

2021.11
号

熊本県看護協会　広報誌看護くまもと

看護師職能委員会Ⅰ研修会報告
看護くまもと川柳オリンピック
研修申込システム変更について
事務局だより

09
10
11
12

産科医療功労者大臣表彰・優良看護職員熊本県知事表彰
令和3年度看護管理者会（中央開催）
「看護の日・看護週間」事業・高校生の一日看護学生体験
看護制度委員会活動紹介「看護制度ガイダンス出前授業」
助産師職能委員会活動紹介「性教育出前授業」

02
03
04
06
08

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

肌寒さが身にしみる季節になってきました。皆さ
んいかがお過ごしでしょうか？新型コロナもようやく
少しずつ落ち着いてきましたね。しかしまだまだ予断
を許さない状況なので美味しいものを沢山食べて力を
蓄えて下さい。
（熊本県山江村の栗まんじゅうおすすめですよ。）

これから寒い時期になってきますので体調
に気をつけてお過ごし下さい。

文責　跡上　知美

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｡

施　　設　　名 件　数 金　額
熊本リハビリテーション病院 9 270,000 
熊本回生会病院 2 60,000 
小国公立病院 4 120,000 
自衛隊熊本病院 2 60,000 
新生翠病院 1 30,000 

合　　計 18 540,000 

■熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
期日：令和3年8月1日～令和3年10月31日

発行日　令和3年11月12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
　　　　15,681名（令和3年11月5日現在）

看護くまもと　第119号

「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

　継続のご案内を所属している施設へお送りしておりますが、9月初旬のデータで送りしておりますの
で、施設代表者（取りまとめの方）は、所属していない方の分が届きましたら熊本県看護協会まで早急に
返送ください。返送され次第、当協会よりご本人様へお送りいたします。
　継続のお知らせの印字内容は9月初旬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。

■令和3年度　第5回理事会　
　令和3年9月9日（木）10：00～
　熊本県看護研修センター2階研修室
協議事項
1.「看護くまもと」119号（案）について

■令和3年度　第6回理事会　
　令和3年10月14日（木）13：30～
　熊本県看護研修センター3階大研修室
協議事項
1.熊本県看護協会令和3年度第2次補正予算案につ

いて
2.令和4年度委員交代について
3.ナースセンター職員採用について

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！
※会費納入時期により、
　順次発送しております。

退会を希望する方は「退会届」提出が必須です。
注）会費支払方法が口座振替の方は、12月末をめ

どに熊本県看護協会まで提出ください。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。）

2022年度の“会員継続のお知らせ”はお手元に届きましたか？

継続のお知らせが届かない方！ 退会を希望の方


