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会長あいさつ 公益社団法人
熊本県看護協会　会長 本　尚美

青葉が香る初夏の風が吹く季節となりま

した。

新年度となり、新規採用者の受け入れや部署

の異動など、多忙な日々をお過ごしのことと思

います。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。

世界中に蔓延している新型コロナウイルス

感染症は変異を繰り返し、未だ終息が見通せな

い状況です。現在は、様々な研究データをもと

にWithコロナへと進んでいますが、大型連休

中の人の流れの増加などで熊本も新規感染者

が増加傾向にあり、引き続きの対応が求められ

ています。長期にわたる対応で心身ともに負

担が増大する中、看護職としての使命感を持っ

て、保健・医療・福祉など様々な領域で現場を支

えていただいている皆様に、心から敬意と感謝

を申し上げます。

さて、令和３年度の県看護協会の事業は、オ

ンライン環境の整備と感染対策の徹底を行い、

皆様方のご協力を得てコロナ禍においても、ほ

とんどの事業を中止することなく実施できま

した。

令和４年度の熊本県看護協会通常総会は６

月25日に開催予定です。３年ぶりに会場へ参

集しての開催に向けて、感染防止対策を含め準

備を進めております。今年度の重点政策とし

ては、社会の動向を踏まえ、昨年度に引き続き

①地域包括ケアを支え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。新型コロナウ

イルス感染症関連では、日本看護協会からの委

託を受け、「潜在看護職研修事業」および「看護

職員離職防止相談事業」を実施いたします。

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に尽力するととも

に、県民の健康な生活の実現を目指して、日本

看護協会・行政・他団体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。
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受賞おめでとうございます

令和3年度熊本県　医事・薬事・健康づくり功労者表彰

森安　玲子 様　看護師（フォレスト熊本　在宅総合支援事業部長）
松岡　チズ 様　看護師（球磨病院）

令和４年度通常総会プログラム

通常総会提出議題

期　日　令和4年6月25日（土）　9：30～12：30
場　所　熊本県立劇場　演劇ホール

8：40
9：20
9：30

10：10
10：20

10：25

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３年度　事業報告
　　令和３年度　理事会報告（書面報告）
　　令和３年度　支部長会報告（書面報告）
　　令和３年度　職能委員会報告
　　令和３年度　委員会報告（常任委員会・特別委員
　　　　　　　　会等）（書面報告）
　　令和３年度　支部事業報告（書面報告）

※総会終了後　「令和4年度　職能別交流集会」を各会場にて開催　14：00～16：00　
　別途郵送の「職能別交流集会」開催要項・ホームページをご参照ください。
　参加予定の方は、人数把握のため申込用紙に記入し総会委任状送付に同封またはFAXにてお申し込みください。

11：20

11：50

12：20

12：30

　報告事項２
　　令和4（2022）年度公益社団法人日本看護協会
　　通常総会代議員報告（書面報告）
審議事項
　第１号議案　令和4年度熊本県看護協会名誉会
　　　　　　　員推薦（案）について
　第２号議案　令和３年度　決算報告（案）及び
　　　　　　　監査報告
　第３号議案　令和４年度改選役員及び推薦委員
　　　　　　　の選出並びに令和５年度日本看護
　　　　　　　協会代議員及び予備代議員の選出
令和４年度選挙管理委員任命
報告事項
　報告事項２　令和４年度　重点政策・事業並びに
　　　　　　　事業計画
　報告事項３　令和４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

第１号議案　令和4年度　熊本県看護協会名誉会員推薦（案）
第２号議案　令和3年度　決算報告（案）及び監査報告
第３号議案　令和4年度改選役員及び推薦委員の選出並びに
　　　　　　令和5年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出

※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。

Kumamoto Nursing Association
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役職名

〈全て推薦委員会より推薦〉

1 再 看会長 熊本県看護協会本　　尚美

2 新 看副会長 済生会熊本病院宮下　恵里

3 再 看常務理事 熊本県看護協会大道　友美

4 再 保保健師職能理事 熊本市西区役所進野よし子

5 再 助助産師職能理事 熊本赤十字病院赤松　房子

6 再 看看護師職能Ⅰ理事 熊本大学病院今村かおる

7 再 保看護師職能Ⅱ理事 熊本保健科学大学竹熊　千晶

8 新 看菊池・阿蘇地区理事 阿蘇医療センター山部かおる

9 再 看熊本東地区理事 くまもと成仁病院村上　元子

10 新 看熊本西地区理事 菊南病院猪本　伸子

11 再 看
八代・水俣・
人吉地区理事 堤病院木村　恵美

12 新 看天草地区理事 天草地域医療センター樋口　友子

13 新 准准看護師理事 西日本病院村上　智美

14 再 看監事 特定医療法人 萬生会
サンセリテ月出

河添眞理子

15 新 看監事 熊本県看護協会井手　州子

16 再 ̶監事 村上純也法律事務所村上　純也

氏名 職能 所属施設

令和 4年度　改選役員候補者名

抱負

少子超高齢化社会の進展や新興感染症、自然災害への対応など看護職には多様
な場での活躍が求められています。社会から期待される役割が拡大する中、地
域における看護の組織力を強化し、日本看護協会や他職種・他機関との連携強
化を図り、人々の健康な生活の実現に貢献できるよう尽力いたします。また、
会員一人ひとりが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
備に向けて取り組んでまいります。

少子高齢化にあたって、地域包括システムを目指し、看護の専門性を発揮し、
看護の質を上げることが重要です。看護職の労働環境整備やさまざまな場で働
く看護職の能力強化を支援し、看護職の役割拡大を目指し、会長を補佐して、
看護協会運営に努めてまいります。

少子高齢社会並びに新型コロナウイスル感染症への対応が長引く中、看護職に
求められる役割は大きくなっています。熊本県看護協会は、あらゆる場で働く
看護職の看護の質向上、また働き続けられる環境づくり支援などに取り組んで
います。常務理事としての役割を認識し、日本看護協会と連携しながら、熊本
県の看護の課題に対する事業を計画し、遂行してまいります。

県内各分野の保健師の活動状況や課題の共有により連携を強化し、地域で働く
保健師の視点で保健師の役割や機能を整理し発信します。また、保健師の人材
育成を支援し、組織強化を推進します。

1 期目で助産実践能力と体制における熊本県内の課題を確認し、改善に向けて
の活動を進めてきました。2 期目も引き続き、助産師職能委員とともに他職能
と連携を図り、助産師の人材育成とケアの質向上、地域連携を目標に課題解決
に向けて頑張ります。

令和 2 年に看護師職能Ⅰ理事を拝命した時点より、病院領域における看護職の
職場環境は著しく変化し続けております。変化する時代をリードできる職能活
動を目指し、継続して精励恪勤に努めてまいります。

看護の対象となる人が望む場所で、その人らしく生活できるように他職種と連
携して最期までケアすることを目指します。職能Ⅱの看護師が自分の仕事に誇
りを持って元気に働くことができるように考えていきます。

熊本地震の際、多くの関係者の方々からご支援頂いた事を、この役割を通し少
しでもご恩返しができますよう未熟ながら精一杯努めさせて頂きます。菊池・
阿蘇の会員の皆様、熊本県看護協会の皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイスル感染拡大に伴い、地区活動に十分寄与できないままの 2 年
でした。2 期目に向けて、県看護協会が展開する事業を熊本東支部の役員の皆
様と共に推進していけたらと思います。微力ではございますが、よろしくお願
いいたします。

理事として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、組織力強化に尽力していきたいと考えて
います。　また西地区理事として会員の声を協会に伝え、また協会の方針を周
知、実践するための懸け橋になれるよう努力してまいります。

少子超高齢社会が進む中、看護職の役割・機能は拡大しています。地区理事と
して県協会と支部の連携、地域の連携強化、看護の質向上に微力ながら努めて
いきたいと思います。

新型コロナウイスル感染症の収束が見えない中ですが、今看護職に求められる
役割が果たせるよう、熊本県看護協会の重点政策・重点事業の達成を目指し、県・
支部会員と共に前向きに努力していきたいと思います。

准看護師の処遇や職場での役割などを情報交換し、活動内容を職場に持ち帰り、
准看護師の同僚や職場で復講し自分自身の役割をはたしていきたい。

監事の役割は理事の職務執行に関する報告を受けて監査し、監査報告書を作成
すると共に業務及び財務の状況を調査することです。2年間の監事に引き続き、
今後も皆様と共に重点政策、重点事業の執行を見守り、ご報告できるよう取り
組みます。

これまでの熊本県看護協会の役員としての経験を活かし、協会の運営が適切に
行われるよう、さらに熊本県の看護の発展につながるように監事としての役割
を果たして参ります。

弁護士として法的な側面から協会の活動をチェックすることによって安心して
協会の活動ができるようにサポートし、ひいては熊本県の保健や公衆衛生の円
滑な発展に寄与したくとり組んで参ります。
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Kumamoto Nursing Association

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

有明・鹿本

菊池・阿蘇

熊本東

熊本西

熊本南

上益城・宇城

八代、水俣・芦北、人吉・球磨

天草

宮下　恵里

大道　友美

進野よし子

赤松　房子

今村かおる

村上　智美

福田　陽子

福本美恵子

馬場　幸子

宮﨑　彩

森田ひろみ

鶴田　朋子

沼田　政美

白川　春美

本川恵美子

看

看

保

助

看

准

看

保

看

看

助

看

看

看

看

済生会熊本病院

熊本県看護協会

熊本市西区役所

熊本赤十字病院

熊本大学病院

西日本病院

くまもと県北病院

合志市役所

水前寺とうや病院

表参道吉田病院

福田病院

熊本中央病院

熊本回生会病院

球磨病院

苓北医師会病院

令和５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

苓

球

熊

熊

福

表

水

合

く

西

熊

熊

熊

熊

済

子 看

看美

看美

看子

助み

看

看子

保子

看子

准美

看

助子

保子

看美

看里

看

看

看

看

助

看

看

保

看

准

看

助

保

看

看

本

白磨

沼

鶴

森

宮

馬

福

福

村

今

赤

進

大

宮

支部名 氏名 職能 施設名

1

2

3

4

5

6

7

8

大川加須美

園田　洋子

坂口　葵

穴見　直美

迫口かおり

中山　文美

濵口　貴好

福嶋　真樹

保

保

助

看

看

看

看

看

熊本県健康福祉部

山鹿市役所

熊本大学病院

阿蘇温泉病院

桜十字病院

熊本セントラル病院

にしくまもと病院

菊南病院

令和 4年度　推薦委員候補者

菊

に

熊

桜

阿

熊

山

熊

看

看

看

看

看

助

保

保

氏　名 職能 施設名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

熊本県看護協会

有明・鹿本

菊池・阿蘇

熊本東

熊本西

熊本南

上益城・宇城

八代、水俣・芦北、人吉・球磨

天草

永野　智子

木村　恵美

中野　裕美

馬崎　雅子

竹熊　千晶

上田　美香

　　順子

溝部　友里

陳野　裕子

向本加奈江

高田　雅美

井樋　涼子

米村　誓子

小辻扶美子

今井　利美

保

看

保

助

保

准

看

保

看

看

助

看

看

看

看

個人

堤病院

日赤熊本健康管理センター

熊本看護専門学校

熊本保健科学大学

桜十字病院

くまもと県北病院

合志市役所

表参道吉田病院

福田病院

御幸病院

美里リハビリテーション病院

球磨病院

牛深市民病院

◉予備代議員候補者

牛

球

美里

御

福

表

合

く

桜

熊

熊

日赤

堤

個

美 看

看子

看子

看子

助美

看江

看子

保里

看

准香

保晶

助子

保美

看美

保子

看

看

看

看

助

看

看

保

看

准

保

助

保

看

保

今

小磨

米

井

高

向

陳

溝

上

竹

馬

中

木

永

支部名 氏名 職能 施設名

熊本託麻台リハビ
リテーション病院
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1. 地域包括ケア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）母子のための地域包括ケアの連携強化
３）急性期・回復期・慢性期・外来における看護機能
の強化

４）会員増加の推進　

２. 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）介護関連施設に勤務する看護管理者への支援
（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）

３. 地域包括ケアにおける地区・支部との連携強化
１）地区支部機能の強化
２）日本看護協会や保健・医療・福祉関連団体及び行
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. 地域における健康支援の強化
１）子どもの命を守る推進事業 
２）各支部における「まちの保健室」事業の実施
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

５．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
２) 熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携

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　
３) 看護職不足地域のための看護職確保支援事業
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
６) セカンドキャリア就労支援事業
７) 新型コロナウイルス感染症に係る研修・看護職
離職防止相談事業

８) 看護職の離職、需要調査の実施
９) 熊日看護師就職支援ガイダンスの広報支援・開
催協力

3. 看護の専門性を発揮するためのタスク・
　 シフト/シェアの推進
１)「看護の専門性の発揮に資するタスク・シフト/
シェアに関するガイドライン及び活用ガイド」
の周知及び普及

２) 看護補助者との協働の推進

令和4年度 熊本県看護協会
重点政策・重点事業

重点政策１  重点事業 重点政策２  重点事業
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Kumamoto Nursing Association

1. 地域包括ケアを支え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

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
３) 県からの受託研修
(1）看護臨地実習指導者講習会・看護臨地実習指
導者講習会（特定分野）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研修「マネジメン
ト編」の開催

４) 准看護師への支援

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

3. 在宅・施設等の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）

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）

４) 在宅移行支援推進に向けての研修（訪問看護サ
ポート強化事業：県補助）

4. 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) 特定行為研修終了看護師の活動支援

5. 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
２) 医療・看護安全対策に関する啓発
３) 医療安全に関する情報提供
４) 医療事故に係る調査制度に関する支援
５) 看護職賠償責任保険加入の推進

6. 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
２) 災害支援ナースの育成
３) 災害看護の普及
４) 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
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

重点政策３  重点事業 重点政策４  重点事業



08 看護くまもと No.121

委員長　　進野よし子
副委員長　大河内彩子
委員　　　中野　裕美　　東　　美希　　木庭　聡子　　岩下　智美
　　　　　尾池千賀子　　田原　美樹　　小原　暁子

１．活動目標
　「全世代型地域包括ケアシステム構築」をめざし、各職域保健師の活動状況や課題の共有により連携を強化し、公衆衛生看護の
視点で保健師の役割や機能を整理し発信する。また、人材育成を支援し組織強化を推進する。
(方針）
１）保健師活動の課題共有と連携強化　　２）保健師活動の専門性を確認しあう場の設定　　３）保健師の人材育成支援
４）会員拡大への取り組み
2．活動内容

保健師職能委員会

1）保健師活動の課題共有と連携強化
保健師ネットワーク会議

9月18日（土）　書面会議　
７職域団体の代表者が参加

2）保健師活動の専門性を確認しあう場の設定
保健師ネットワーク交流会

令和4年度に延期
理由：コロナ第6波やワクチン接種等の対応により、多くの保
健師の参加が見込めない現状。看護協会活動（保健師職能委
員会活動）を周知する貴重な機会であり、今後の感染の状況を
見ながら開催時期を決定し、集合形式での開催をめざす。

3）保健師の人材育成支援
①統括的保健師の活動に関するアンケート調査

6月実施　9月結果分析
回収率：59.6％（47自治体（県市町村）に配布し、28自治体か
らの回答）

②統括的保健師研修会 令和4年度に延期
アンケートの回収に時間を要したため実施困難となった。今
後、アンケート結果の分析を進める中で実施を検討していく。

③保健師職能交流集会 6月19日（土）4職能委員会合同　オンライン配信
4）会員拡大への取り組み 周知啓発媒体を作成。令和4年度活用し啓発を行う

委員長　　赤松　房子
副委員長　武原　夕子
委員　　　馬崎　雅子　　松田　春香　　坂本　夏美　　小南　由夏
　　　　　池田　夕希　　野田　美奈　　中森　夕華

１．活動目標
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　
　1）申請及び更新に向けた研修会の企画・開催をする　
　2）アドバンス助産師の活動(活躍)に関する情報共有・情報提供を行う　
Ⅱ：母子のための地域包括ケアの実施に向けての支援
　1）地域包括ケアに係る実施状況と助産師の役割について情報共有・情報提供を行う
Ⅲ：命の大切さを伝える活動方法の見直し
　1）コロナ禍における性教育出前授業実施に向けての体制整備、リモート（オンライン）専用教材を作成する
　2）出張またはリモート（オンライン）を利用して性教育出前授業を実施する
2．活動内容／結果

助産師職能委員会

Ⅰ．1）申請及び更新に向けた研修会の企画・開催をする
①「女性の健康支援～プレコンセプションケアにおける助産師
の役割」研修会

5月22日（土）ハイブリッド開催
参加者　　オンライン14名／会場2名　　計16名

②「助産師のための超音波検査」研修会 7月17日（土）　参加者　23名
③「胎児心拍モニターの判読と対応」研修会 9月11日（土）　ハイブリッド開催

参加者　　オンライン39名／会場2名　　計41名
④「周産期を中心とした女性のメンタルヘルスケア」研修会 11月14日（日）　参加者　34名
Ⅰ．2）アドバンス助産師の活動(活躍)に関する情報提供・情
報共有をする
①交流集会(6月or12月)を通じてアドバンス助産師の活躍報告

「助産師のための超音波検査」ではアドバンス助産師の外来エ
コーの様子をDVD視聴、12月の交流会では参加施設による産
後ケア事業でのアドバンス助産師の活動を紹介

Ⅲ．命の大切さを伝える活動方法の見直し
１）コロナ禍における性教育出前授業実施に向けて体制整備、
リモート（オンライン）専用教材を作成する

助産師に求められる性教育出前授業の内容について検討し、
従来用いていた教材の刷新を試みた

２）出張またはリモート（オンライン）を利用して性教育出前
授業を実施する

１7校22回の出前授業を実施
コロナ禍の状況を考慮し、適宜オンラインによる授業を取り
入れて実施

②アドバンス助産師の申請更新者の実態調査 アドバンス助産師の申請状況・更新状況・施設管理者の考えな
どについて状況調査のための調査を12月18日から1月31日
かけて実施

Ⅱ．母子のための地域包括ケアの実施に向けての支援
1）周産期看護職者の交流会

12月18日（土）　参加者　60名

令和3年度　熊本県看護協会　委員会活動報告（職能・通常・特別委員会）
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Kumamoto Nursing Association

委員長　　今村かおる
副委員長　中川　里美
委員　　　山田　里香　　柏木　美文　　遠山真智子　　久保　公子　　山本　美子
　　　　　若山美也子　　木庭　　薫　　田上　真美　　坂井　有紀

１．活動目標
　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．現任教育を支える看護師への支援
2．活動内容／結果

看護師職能委員会Ⅰ

１）准看護師への支援
　准看護師交流会
　「コロナ禍で必要な感染管理の知識」研修会

9月4日（土）　参加者　20名
  2019年から継続するコロナ禍における感染対策の基本的な
知識取得と看護師資格取得へ少しでも興味を持っていただ
き、進学につなげることをねらいとした。

委員長　　竹熊　千晶
副委員長　村上ゆかり　　
委員　　　神　美智子　　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．活動目標
　1）地域包括ケアシステム推進に向けて看護師職能Ⅱの役割発揮を目指す
　2）職能Ⅱ領域の看護職が連携し、新しい生活様式に対応し働き続けられる環境を作る
　3）在宅・施設等で働く看護職の看護実践能力の向上を目指す
　4）災害時における職能Ⅱの看護支援体制の強化を目指す
2．活動内容／結果

看護師職能委員会Ⅱ

１）地域包括ケアシステム推進に向けて看護師職能Ⅱの役割
発揮を目指す
①交流集会

6月19日（土）4職能委員会合同　オンライン配信

２）職能Ⅱ領域の看護職が連携し、新しい生活様式に対応し働
き続けられる環境を作る
①オンラインによる会議・研修方法の検討と充実

職能Ⅱは小規模の事業所や遠隔地の委員も多く、オンライン
になったことで委員会や研修会への参加がしやすくなった。
それでも、看護職は少人数のところではコロナの対応等で急
遽欠席になる場合もあった。

②「介護関連施設で働く看護管理者の実態調査」結果から、課
題抽出を行い、対応策を検討する

熊本県看護協会が実施した実態調査と全国の実態調査を比較
し、課題抽出への協力を行った。

3）在宅・施設等で働く看護職の看護実践能力の向上を目指す
①「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」
研修会

9月25日予定→令和4年1月23日（日）オンライン開催
参加者　オンライン27名

②介護関連施設実態調査への協力 12月の定例委員会時に「介護関連施設で働く看護管理者の実
態調査」結果について内容を検討し意見抽出を行った

4）災害時における職能Ⅱの看護支援体制の強化を目指す
①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

①5月定例委員会時に、2020 年7月熊本豪雨災害において被
災した委員からの報告を受け、地域参加型防災会議等への参
画・SNSを通じた最新情報収集・想定訓練の重要性を確認した。

②在宅・介護関連施設における新興感染症の具体策を理解す
る

12月17日（金）　参加者　オンライン16名

２）看護師長への支援、教育への取り組み
　「看護管理者のためのレジリエンスを学ぶ」研修会

10月6日（水）　参加者　37名
  コロナ禍において、看護管理者が困難な状況を乗り越え、柔
軟に対応できるためのスキルを身につけることをねらいと
した。

３）現任教育を支える看護師への支援
　「現任教育を支える看護師への支援」研修会

10月23日（土）　参加者　46名
  コロナ禍にあり学生時代に臨地実習経験が十分でなかった
新人看護師を迎え、職場適応や教育に携わる教育担当者、実
施指導者、管理者がwith コロナの状況で各施設の課題や成
功例等を共有することで困難な状況を乗り越えるためのヒ
ントが得られることをねらいとした。
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担当理事　松浦　洋子
委員長　　水上　優子
副委員長　猪本　伸子
委員　　　天野　佳代　　中村　絵美　　積山　佳史　　前田　尊明　　池﨑富美子
　　　　　異島　祐子

１．活動目標
　目標：看護職の働き方改革の推進
(方針）
　１）健康で働き続けられる環境づくり支援　　　２)熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携を強化する
2．活動内容／結果

社会経済福祉委員会

１）健康で働き続けられる環境づくり支援
①研修会「コロナ禍における看護職のストレスマネジメント
～コロナ禍における看護職のストレス対策～」

11月26日（金）　参加者　51名

②研修会「ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）を目
指して～ハラスメントについて～」

令和4年1月26日（水）　参加者　20名

２)熊本県医療勤務環境改善支援センターとの連携を強化する
①医療勤務環境改善支援センターのセンター長よりセンター
の設置背景や活動内容などについて説明を依頼し委員会と勤
務環境改善支援センターとの顔の見える連携を目指す
②医療勤務環境改善支援センター主催の研修会への参加

研修会「熊本県医療勤務環境改善支援センターの役割・機能に
ついて」に参加
9月2日（木）　オンライン参加
医療勤務環境改善支援センターについて、概要、主な業務内容、
活動の経過と実績の講話を聴講した。

委員長　　北代　　恵
副委員長　宮本美奈子
委員　　　平山　雅子　　松村　　直　　松山　晃子　　沼田　知代　　生魚　由紀
　　　　　緒方　　惠　　馬場　幸子　　植田亜由美　　嶋田枝里子　　松本　智晴
　　　　　島野　彩香　　木崎　智代　　堀川　利枝　　上村　美穂

１．活動目標
　１．コロナ禍における令和３年度一般研修の円滑な運営と評価　　　２．令和４年度の一般研修の企画
2．活動内容／結果

教育委員会

１．令和3年度年度一般研修の運営と評価
1）研修会で司会と書記を務める
2）講師と打ち合わせて演習などを支援する
3）参加者の状況や研修会の内容などを含む報告書を作成する
4）評価のために参加者に対してアンケートを実施する
5）研修会終了後は直近の定例委員会で評価する
6）教育事業実践報告書に集録する

熊本県内のCOVID-19感染状況を鑑みながら、開催延期やオ
ンライン研修への変更を行い、予定の研修は開催できた。研
修会の運営については、感染対策を行いながら実施した。
アンケートについてはオンラインを用いた回答方法に変更し
た。変更後は、回答率が一時30％台に低下したが、研修終了
前に回答してもらうように回答のタイミングを工夫したとこ
ろ回答率は70％まで回復した。

２．令和４年度の一般研修の企画
1) 保健医療福祉の動向をふまえて立案する
2）令和3度の研修会参加者の要望を参考とする
3）クリニカルラダーの学習段階に応じたねらいや内容とする
4）COVID-19 の拡大状況に応じて開催できる研修方法を企画
5）継続教育の推進となる研修会を企画する

研修会で実施したアンケート結果を基に、需要や満足度が高
い研修に関しては次年度も継続とした。
また、コロナ禍が続く中で、対面研修の必要性を検討し、可能
な限りオンライン研修とした。対面が必要な研修については、
受講定員を制限し、回数を増やして企画した。

３．定例会の開催 毎月第２金曜日に定例委員会を実施した。COVID-19の感染
拡大時には、オンラインでの会議へ変更し、予定通り開催でき
た。

４．教育委員のための研修会 新任の教育委員向けに研修を実施。

５．熊本県看護研究発表会の運営
1）協会担当者と協力し運営に携わる

令和4年2月26日（土）熊本県看護研修センター
オンライン開催

令和3年度　熊本県看護協会　委員会活動報告（職能・通常・特別委員会）
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Kumamoto Nursing Association

担当理事　野中須奈子
委員長　　國本　珠美
副委員長　市原　和美
委員　　　松村江里子　　松本　文子　　森　　晴子　　跡上　知美　　坂田　涼子
　　　　　髙内　里香

１．活動目標
　看護協会や各委員会、支部活動等の取り組みを、社会情勢も含めた観点で会員に広く情報提供し、看護の質向上、キャリア支
援の推進につなげる。
2．活動内容／結果

広報委員会

１）看護くまもとの発行　４回／年
　5月：117号、8月：118号、11月：119号、1月：120号
（内容）
　・各委員会の活動紹介
　・支部共催研修報告の掲載
　・看護協会の重点事業に沿った取り組みの紹介
　・看護協会に関する情報提供
　・地域包括連携のシリーズ化（病院単位）。保健師（行政）等
との連携に関するものにも触れる。

　・看護協会LINEの周知
　・次号発行までの研修のお知らせ

・計画の年４回の看護くまもとの発行ができた。
・コロナ禍で研修の開催が困難な中、各職能のコロナへの取り
組みの掲載や、看護教育の出前授業、災害支援など看護協会
の活動の紹介などで、看護協会の活動が見える内容となっ
た。
・次号発行までの研修のお知らせはコロナで変更が多く掲載
はできなかった。
・119号では読者参加型の新たな取り組みとして、「川柳オリ
ンピック」を企画し会員から川柳を募集した。結果を120号
紙面で発表し、賞品とお楽しみ賞を送付した。楽しい作品が
多く、読者へ笑いと癒しの時間を作る事ができたのではない
か。
・新たな工夫として、委員の参加を年間計画で日程を決めて予
定を組むという当初の計画は、コロナ渦の中業務上困難であ
り、出席率が低く、少人数での活動が多かった。校正は、事
務局と連携してPDFをメールで確認するなどの対応をした。

担当理事　大平　裕士
委員長　　戸坂　典子　
副委員長　渡邉多恵子
委員　　　田中　朋子　　原田ゆかり　　村山　由香　　木葉　郁美　　富永　賢子
　　　　　白井真海子　　執行　直美　　松下　竜太　　江口　慶子　　横田　　円

１．活動目標
　研修会・学会・総会がスムーズに開催できるように、教育委員会・事務局の方と連携・協力し、準備から受付、会
場準備が時間内に行え、終了することができる。
2．活動内容／結果

準備委員会

１）研修開催のスケジュールに合わせて、各担当者が責任を持
ち、役割を果たすことができる。
　①会場準備・受付・記録・会場管理・清掃など準備委員会マ
ニュアルに沿って行動する　

　 ・研修会の規模に応じた人数配置　
　 ・会員証の提示の推進

今年度は昨年同様、通常業務に加えて、新型コロナ感染症予防
対策を講じ、オンライン研修受付、会場の消毒や清掃、参加者
の体調確認を行ってきた。徐々に感染状況も落ち着き会場で
の研修も増えてきたが、教育委員や事務局からの支援もあり
委員を増員することなく、滞りなく研修会運営支援を行うこ
とができた。しかし、研修内容（会場）によっては、必要物品
の準備など時間を要してしまう事があり、１人体制に無理を
生じたことがあった。
研修費の徴収業務が削減されたことは、当日の受付業務・金銭
管理のリスクを伴うこともなく良い結果であった。

２)学会や総会がスムーズに進むように、各個人の役割を果た
す
①他の委員会・事務の方と連携し準備をする
②欠席する場合には、必ず事務局へ連絡し協力を仰ぐ

教育委員や事務局の方と協力し、スムーズに研修を終えるこ
とができた。

２）非会員向けのチラシの発行　１回／年（予定）
　非会員及び一般向けに看護協会の取り組みを紹介するもの

非会員向けのチラシの発行はコロナ禍で委員会開催も厳しく、
発行できなかったため次年度への繰り越し課題となった。
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令和3年度　熊本県看護協会　委員会活動報告（職能・通常・特別委員会）

担当理事　多田隈和子
委員長　　松山　晶子
副委員長　岩根　　舞
委員　　　末吉　光代　　福浦千代美　　松田　　恵　　中村　徳子　　下田　香織　
　　　　　村岡　奈緒

1．活動目標
　看護協会活動の意義を理解してもらい看護協会会員の増加を目指す（50％以上目指す）
　1）看護管理者会でのPR活動再開　　2）看護学校へのPR活動の継続　　3）領域別にPR活動を考える　　4）PR方法の検討
2．活動内容／結果

会員委員会

１）看護管理者会での会員獲得PR
各支部の現状と目標のアピールをしていく

７地区の地区別看護管理者会と中央看護管理者会においてPR
を実施。内容は、地区別の入会率の現状や、会員数減少の要因
等、また災害時には協会からの相互支援が得られることなど
のメリット等をアピールした。

担当理事　木村　恵美
委員長　　田崎留美子
副委員長　藤崎　資子
委員　　　佐々木主一　　田中　智子　　北岡　千佳　　竹下　真登

１．活動目標
　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。
　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
2．活動内容／結果

看護制度委員会

１）中・高校生を対象に看護職に関する情報の提供
①出前授業の実施
内容：看護の仕事
　　　看護ってなんだろう
　　　看護技術体験
　　　看護師になるためには（大学と専門学校の違い）
　　　体験談

参加者数　11校　217名
コロナ禍でオンライン開催が多く、看護技術体験ができず説
明中心になった。中には看護技術体験をしたかったとの意見
が聞かれ、オンライン下での看護技術体験を検討していきた
い。オンライン開催では事前に生徒からの質問・疑問を受けて、
答えることで看護の魅力や看護現場について理解を深めるこ
とができるように務めた。

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
内容：熊本県の看護の動向

看護教育の現状
出前授業について
質疑応答

6月23日（水）　ハイブリッド開催
参加者　オンライン7名／会場9名
熊本と八代での２回開催を計画していたが、コロナ禍で熊本
会場でのハイブリッド開催１回とした。
今回ハイブリッド開催としたことで、今まで参加がなかった
地域からの参加もあった。対面での説明会の開催回数を増や
し多くの参加を得ることも必要ではあるが、会場までの移動
時間を考慮するとハイブリッドでの開催のほうがより参加に
つながるため次年度も検討していく。

３）看護職人材確保に関するイベントへの参加
①「高校生の一日看護体験、一日看護学生体験」参加者へ看
護制度等の情報提供

コロナ禍で高校生の一日看護体験は中止となったため、所属
施設での情報提供をする機会はなかった。

②就職支援説明会等への参加②就職支援説明会等への参加 就職支援説明会等の依頼はなかった。

２）看護学校へのPR活動の継続
・看護学生に看護協会の活動について理解を求める。

3）領域別にPR活動を考える
領域を絞ったPR活動
老人福祉施設協会・老人保健施設協会・訪問看護連絡協議会・
介護支援専門員協会等に対してのＰＲ活動を計画する。
面談の申し入れや、資料による案内をしても良いかについて
事前に打診した上で実施すること。
・保健師職能委員会へのPR活動の時期を検討する。

・介護老人保健施設協会、老人福祉施設協議会、特定施設入居
者生活介護事業者連絡協議会の会長と面談し、対象看護職員
に対し看護協会入会について依頼した。
・職能Ⅱの委員会と意見交換会を実施した。
・職能Ⅱの研修会でPRを予定していたが、新型コロナウィル
ス感染拡大に伴って研修内容が縮小された為実施できな
かった。
介護支援専門員協会、訪問看護連絡協議会、保健師職能委員会
とは日程調整がつかず、実施出来なかった。

4）PR方法の検討　
・LINEを活用した会員委員会からの情報発信を検討する。

・LINEで発信する情報を「誰が、何時、どのようにして、何を
発信するのか」等、具体的内容の検討には至らなかった。

看護師などの養成所24校へ1393部パンフレットを送付
送付内容
日看協のガイドブック、熊本県看護協会のパンフレットに加
え、「入会しよう！！看護協会のオリジナルマンガ」を委員会
独自でアレンジしたA4サイズのマンガや、学生対象の「看護
協会ってどんなところ？」の冊子。
LINEのお知らせ紹介の用紙。
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Kumamoto Nursing Association

担当理事　石田由紀子
委員長　　藤岡　聡子
副委員長　潮崎　伸子
委員　　　上田　麻子　　米川　尚子　　古家　秋子　　鳥飼　愛美　　松森　智香
　　　　　中村　知美

1．活動目標
　①医療安全に関する教育と安全におけるチーム医療の推進を図る。
　②医療安全管理者の育成支援とネットワークづくりの推進を図る。
2．活動内容／結果

医療看護安全対策委員会

(１)医療安全の基礎研修
内容：講義・グループワーク「危険予知トレーニング」

6月26日（土）　参加者　54名
定員60名に対し131名の応募があり調整が必要だった
本研修の目的は達成しかつ継続的に開催する必要がある

担当理事　村上　元子
委員長　　園田　弘美
副委員長　須﨑　了子
委員　　　松﨑とよ子　　尾方　千恵　　西條　英惠　　竹下　美子　　白鷹　雅美
　　　　　山隈　和子

1．活動目標
　Ⅰ　災害支援体制の整備　　　　　Ⅱ　災害支援ナースの育成
2．活動内容／結果

災害看護対策委員会

Ⅰ災害支援体制の整備
１．災害看護に関する基礎教育の普及
1) 災害看護養成研修　Ⅰ　（2回開催）

JNA収録DVD研修　「災害支援ナースの第一歩」
　　　1回目：8/24.8/25　  参加者　59名
　　　2回目：9/7.9/8　　　参加者　71名

2）災害看護養成研修　Ⅱ　（2回開催） 1回目：10/29　オンライン開催 参加者　61名
2回目：  1/28　オンライン開催　参加者　49名

3．災害訓練等への参加 11/9 ～ 11/11　災害派遣ナース派遣調整訓練
12/16　都道府県看護協会災害担当者会議

Ⅱ　災害支援ナースの育成　
1．県全域に亘る災害支援ナースの養成

WEB開催を推進し県全域に亘る災害支援ナースの養成

2．災害支援ナースの登録・更新の啓発、推進 災害支援ナースの登録者254名
10/30　上益城支部研修「災害支援ナースの活動」

3．災害支援ナースの質向上のための育成研修
　　育成編研修Ⅰ・Ⅱの開催
1）災害看護育成研修Ⅰ

11月12日　参加者　38名（うち災害支援ナース15名）

3)熊本地震・豪雨水害の支援のふりかえり 7/28　災害支援ナース研修・交流会の開催
参加者：94名　Zoomによるオンライン研修
12/12災害看護管理研修開催　参加者：51名

2．災害看護支援に関する情報の提供 広報誌等を活用し災害看護支援に関する情報の提供を行った

4．支援用備品の点検と整備 支援用備品の点検と整備　期限切れ品など整理を行った

2）災害看護育成研修Ⅱ コロナ禍で中止

（4）医療安全推進週間講演会
内容:『転ばない身体づくりと環境を整えるために』

11月23日（火）鶴屋ホール
参加者　医療職42名　一般16名　計58名

（5） 医療安全管理者交流会 12月3日（金）　　ハイブリッド開催
参加者　オンライン28名／会場13名　　計41名

（6）医療安全管理者養成研修
9月18日（土）　令和4年1月15日（土）の集合研修演習支援

9/18：受講者40名の予定であったが、1名e-ラーニングが終
了されていなかったため39名
1/15：受講申込者18名、実際の研修参加者は16名

(2)医療安全事例分析研修 8月14日・15日に予定していたが県内のコロナ患者が増加し、
まん延防止等重点措置となり、県のリスクレベル5となったた
め中止とした。

（3）Team STEPPSチームステップス研修会　（2日研修）
目的：チームステップスとは何かについて理解し、演習を通し
　　 チームステップスの実際を学ぶ
内容：①チーム医療、チームステップスとは　
　　  ②チームステップスの演習

7月24日・25日（2日間）　　参加者　43名
リモート講義
参加者はほとんど看護師で、医療安全管理者（専任、専従）又
は医療安全委員等の役割を持った方の参加が多かった。
参加者の満足度は高く来年度も同講師で2日間開催の研修を
継続して企画開催していく。
コロナ禍の研修でオンラインにて実施したが、グループワー
クでは、講師に現場の臨場感が伝わりにくい点や音声などの
環境に不備もあり何度も聞き返されるなど、大きい会場にカ
メラ1台では受講者の表情等伝わりにくい等の課題も残った。



お問い合わせはお電話で
公益社団法人 熊本県看護協会　事務局
　　　　　　 【電話】096 - 369 - 3 203
ホームページ　https://www.kna.or.jp/　　

お問い合わせはお電話で
公益社団法人 熊本県看護協会　事務局
　　　　　　 【電話】096 - 369 - 3 203
ホームページ　https://www.kna.or.jp/　　
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熊本県看護協会では、令和 3年 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。

ハイブリット型受講を可能にする研修管理システム

サービス
キャラクター
ブル先生

研修検索・申込・支払・受講・
アンケート回答の方法が変わります。

サ
キキ
ブ

困った
なあ

解決 !!

登録は

ホーム
ページ

から
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Kumamoto Nursing Association

令和３年度熊本県看護研究発表会

日　　時：令和 4年 2月 26日（土）12：00～
開催方法：熊本県看護研修センターからのオンライン配信

令和4年2月26日土曜日に熊本県看護研修
センターにおいて、令和3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を使用したオ
ンライン開催としました。参加者数は、129
名でした。総演題数は19題あり、口演・示説と
もにすべてオンラインで発表していただき
ました。
アンケートでは、「コロナ禍でも様々な病

院が看護研究をしておりとても勉強になっ
た」「オンライン配信は会場から遠い場合や
夜勤前後時など、視聴できる機会ができるの
でよい」という意見がありました。
また、特別講演は東京2020パラリンピッ

ク競技大会メダリストの富田宇宙氏に「すべ
ての人が生き生きとする社会の実現にむけ
て」と題して、オンラインでご講演いただき
ました。参加者からは、「障がい者とひとくく
りで考えず、それぞれの違いや特性があるこ
とを理解することの大切さを学んだ」「富田
さんの前向きな姿勢に勇気をもらった」とい
う感想をいただきました。
富田氏のこれまでの人生や共生社会の実

現に向けて取り組まれていること、富田氏の
研究テーマであるコーチングについて知る
ことで、共生社会の実現にむけて、またコロ
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。
文責　熊本県看護協会教育部長　後藤  寿美子

フリーWi-Fi 始めました。
　看護研修センターでの研修会の受付やアンケート回答の際に利用するた
めに、研修会の受付時・昼休み・終了時に、お手持ちのスマートフォン、タブ
レット端末などで無料でインターネット接続ができるようになりました。
ご利用ください。

SSID・パスワードは熊本県看護研修センター内に掲示しております。

富田 宇宙氏
講演の様子リモート発表者との

質疑応答の様子　



事 務 局 だよ
り J i m u k y o k u  d a y o r i

令和4年5月19日（木）14 ：45～
熊本県看護研修センター　3階大研修室
協議事項
1.令和3年度第四次補正予算案について
2.令和３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
3.令和４年度第一次補正予算案について
4.公益法人制度定期提出書類別表A～ C（案）に
ついて
5.令和5年度（2023年度）地域医療介護総合確保
基金（医療分）に係る新規事業の提案について
6.令和４年度熊本県看護協会通常総会運営等に
ついて
7.令和4年度中央看護管理者会について
8.看護くまもと122号の企画（案）について

新研修申込システム（マナブル）の会員として登録できる方は、会費が入金済になった方の
みが対象となります。研修申込システムに反映するまでの期間は、会費納入済になった2週間
後が目途です。施設で取りまとめて会費をご入金いただく施設はお早めにお願いします。口
座振替の方は申込書提出後、口座振替まで2か月ほどかかりますので、研修申込時点で会費未
納入の場合は研修受講料は非会員価格となります。

　令和4年度　第2回理事会

熊本県看護協会会館整備資金納入施設名簿
看護くまもと 第122号

発行日　令和4年8月9日（金）
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
　　　　熊本市東区東町3丁目10番39号
　　　　TEL　096-369-3203
　　　　FAX　096-369-3204
令和4年度 会費納入会員数
　　　　●●●●名（令和4年●月●日現在）

菊池郡市医師会立病院
水俣市立総合医療センター
済生会みすみ病院
自衛隊熊本病院
上天草総合病院
熊本中央病院
熊本大学病院 
　　　　　合　　計 

120,000
90,000
270,000
30,000
150,000
810,000
1,170,000
2,640,000

4
3
9
1
5
27
39
88

期日　令和4年4月1日～令和4年7月31日

施　　設　　名 件  数 金　　額

令和4年7月21日（木）14：30～
熊本県看護研修センター　3階大研修室およびWEB
協議事項
1.令和４年度第1回支部長会（案）について
2.令和４年度地区別看護管理者会（案）について
3.看護くまもと第123号（案）について
4.学会委員会規程の変更について

　令和4年度　第4回理事会　　

令和4年6月25日（土）16：15～
熊本県立劇場　第3楽屋
協議事項
1.会長、副会長、常務理事の選定について（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４年度看護管理者会（中央開催）（案）につ
いて

　令和3年度　第3回理事会　　

会費納入は完了していますか？

看護協会入会手続き中に研修受講のためにマナブルに非会員でご登録された方で現在会費納
入済みの方はマナブルの情報変更が必要です。次の手順で変更をお願いします。
マナブルにログイン⇒右上のマイアカウントから登録情報変更を選択⇒協会委員情報の変更
申請をクリック⇒必要事項を入力して【会員】へ変更してください。

マナブル情報変更について

の
間
口
未

12 看護くまもと No.122


