
Kumamoto Nursing Association

熊本県看護協会 広報誌 No.123
Autumn
2022.11

阿蘇・そば
畑

阿蘇・白糸の滝

Contents
▶ 令和4年 秋の叙勲受章・令和4年度熊本県看護管理者会/ 2p
　▶ 助産師職能委員会研修報告/ 3p
　　▶ 高校生の一日看護体験・看護学生体験/ 4～6p
　　　▶ 私の一枚 写真とエッセイ/ 7p
　　　　▶ 特定行為研修報告/ 8～9p
　　　　　▶ 地域包括ケアシステム　2025年に向けて・病院の立場から/ 10～11p
　　　　　　▶ 事務局だより/ 12p

熊本県看護協会公式

（令和4年11月11日現在　会費納入者数）

LINE
オンライン研修システム
manaable

会員数

保 健 師　　　 472名
助 産 師　　　 393名
看 護 師　　  13,571名
准看護師　　    1,193名
計 　　　  15,629名



　今回、看護の専門性の発揮に資するタスク・シフト/
シェアをテーマに看護管理者が、基本的な考え方を理
解し、看護師の働き方改革や業務の効率化など看護現
場の課題解決に活かすことを目的に行われ、63名の看
護管理者が参加されました。
　秋山氏の講演は、オンラインで
１．タスク・シフト/シェアとは
２．看護の専門性の発揮に資するタスク・シフト/
　　シェア
３．医師‐看護師間のタスク・シフト/シェア
４．看護師‐他職種間のタスク・シフト/シェア
５．効果的なタスク・シフト/シェアを推進する
　　体制の整備
の内容で進められました。
　まず、冒頭はタスク・シフト/シェアに関する経緯、
また国の推進のための考え方から始まり、医師の労働
時間の短縮を進めるために医療関係職種が自らの能力
を生かし、より能動的に対応できるよう進めることが
重要であると話されました。タスク・シフト/シェアに
関する課題に対するアプローチは意識（やる気）・技術
（スキル）・余力（マンパワー）であるというキーワード
が印象に残りました。その中で看護師は専門性を発揮
し、安全でタイムリーに課題が提案されることが必要
になり、しかも法令で定める看護師と他職種間の業務
範囲や実施する際の指示のあり方、責任等を理解して
おかなければならないことが示されました。
　特定行為における医師とのタスク・シフト/シェアに

熊 本 県 看 護 管 理 会者令和4年度

おいては、診療の補助であって、看護師は手順書によ
り包括的指示のもと実践的な理解力、思考力及び判断
力が必要であり、高度かつ専門的な知識及び技能が特
に求められるということでした。
　看護師と他職種間のタスク・シフト/シェアは、看護
師が専門性を要する業務に専念できるようタスク・シ
フト/シェアを推進し、各職種が法令遵守のもとででき
ること、できないことを検討することが必要であるこ
と、またタスク・シフト/シェアを推進する上で欠かせ
ないのが体制整備であり、「患者にとっての利益」を軸
とした組織全体のめざす姿を明確化し、多職種が参画
する場で合意形成を図り、組織の方針を決定すること
が鍵であるということでした。
　講演後のグループワークでは積極的な意見交換がな
され、参加者の関心の高さを感じました。グループか
らの質問として包括的指示は、個々の医師によるもの
か、病院統一によるものかという質問に個々の先生の
指示ではなく、病院で承認された後、共有の指示を示
し組織でその責任をとることが重要であるという回答
でした。またタスク・シフト/シェアを進めるにあたり、
病院トップである院長の指示がない場合どうしたらい
いかの質問に、看護部のトップである看護部長から発
動し、何より病院のタスク・シフト/シェアにおいて看
護部が要であるという激励ともとれるアドバイスを頂
きました。意見としては他職種・他部署へのシフトと
して病棟から外来への業務シフトや臨床工学技士の内
視鏡業務への業務拡大、タスク・シフト/シェアのプロ
トコールの整備を行っている。その中で決定は会議体
とし、時としてトップダウンの指示が必要になるなど
の現場の意見がでました。
　今回の研修に参加し、タスク・シフト/シェアはピン
チをチャンスに変え、私たちの専門性を最大限に発揮
できる機会となることを感じました。そこには法令遵
守を原則とし、組織として取組み、何よりもタスク・シ
フト/シェアが患者のためになることを最終目的とし
て行わなければならないことを改めて実感する機会と
なりました。

文責　広報担当理事　猪本伸子

特別講演 「タスク・シフト/シェアの基本的考え方と課題」
　　　　　秋山　智弥　氏　公益社団法人日本看護協会　副会長

日時   令和4年10月14日（金）午後13時30分～ 16時　場所   グランメッセ熊本　2階大会議室
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永年のご活躍に敬意を表し
心よりお祝い申し上げます

瀬髙 香澄様
（元 JCHO熊本総合病院 看護部長）

瑞宝双光章
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　「効果的な授乳のための母児ケア～赤ちゃ

んに合わせた哺乳方法で授乳トラブルを予

防しよう！～」をテーマに、助産師職能委員

会による研修会を開催しました。目的は、①

母乳育児成功のための基本的な考え方や動

向について理解する、②新生児の哺乳の仕組

みを理解し、母児にとっての最適な授乳支

援につなげることができる、③哺乳異常、乳

腺炎等の乳房トラブルへの対応と支援を理

解し、実践に生かすことができる、の３つで

す。コロナ禍のため、ハイブリッドでの開催となりましたが、リモート参加28名、会場12名の計40名と多く

の方にご参加いただきました。

BFH（赤ちゃんにやさしい病院）認定施設である、ゆのはら産婦人科医院に勤務するアドバンス助産師の城講

師からは、妊娠期から育児期までの継続支援とそのポイント、熊本地震での体験から災害時の授乳支援の実際、

授乳に関する動向や早期母子接触実施の留意点、授乳リズムの確立についてお話いただきました。また、事例

を用いて妊娠中からの乳房ケアと対応、乳腺炎対処の実際、助産師の関わりについて教えていただきました。

　熊本託麻台リハビリテーション病院小児リハビリセンター長の浪本講師からは、早産児の特徴をふまえた新

生児の口腔周囲の解剖・生理、哺乳の問題となる症状、哺乳障害の関連要因について、理学療法士の立場から

説明いただき、口腔マッサージと脱感作・ポジショニング・吸啜トレーニングなど、赤ちゃん人形を用いた演

習をしました。リモート参加者も技術演習に参加でき、参加者からは「内容もとても分かりやすく、実際のケ

アが見れてよかった」「授乳姿勢や新生児の解剖学の理解が深まった」「アドバンス助産師が行っている実際の

関わりを知り勉強になった」などの意見をいただきました。

　大変有意義な研修であり、妊娠期からの個別的で継続的な支援と産後早期の母児接触支援によって、母親が

自信をもって母乳を与えることができるようにサ

ポートすること、乳房トラブル時の的確な助産診断

とケアは助産師としての重要な役割であることを再

認識できました。ぜひ臨床現場で活用していけたら

と思います。

　なお、この研修は、アドバンス助産師の申請および

更新の要件にもなっています。今年度熊本から沢山

のアドバンス助産師の認定申請があることを願って

います。

日  時

野田　美奈　菊陽レディースクリニック

令和4年7月10日（日）

熊本県看護研修センター　3F大研修室会  場

研修報告
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県立第二高等学校　3年　藤森　萌々子
　私にとって一日看護体験は驚きと感動の一日でした。特に手術室の見学はとても貴重な体験でした。スクラブを着て、
帽子を被って、ガウンを着て、ゴム手袋をはめたときの感動は白衣を着たときよりも強いものでした。手術室には、機
械や道具がたくさんあり、その種類の多さと数の多さに驚きました。体験で実際に手術台にのってみたのですが、大き
なライトの圧迫感や手術台から落ちないように手を固定される恐怖を感じました。これらに合わせ、患者さんはこれか
ら起こる手術の不安と戦っていると思うととても不安で仕方ないだろうなと思いました。そんな不安の中、励ましてく
れたり、気にかけてくれる人がいたらとても安心できるだろうなと思いました。それが手術室看護師の役目でもあるの
かなと考えました。そんな手術室看護師に興味と憧れを持ちました。
　その他の体験では、AED の使い方や胸骨圧迫の仕方を教わったり、ストレッチャーに乗ったりしました。初めてス
トレッチャーに乗り、小さな段差でも大きな揺れが伝わることを実感できました。進行方向に頭を向けられると、とて
も怖く感じました。しかし、進行方向に足を向けると怖さがなくなり安心できました。この少しの違いで患者さんに安
心していただくことができることから、細かな気遣いがとても大切だと考えました。
　一日看護体験を終えて、実際に体験しないとわからない看護師の仕事や、患者さんの気持ちを知ることができました。
この体験を通して看護師になりたいという思いが一層高まりました。
　お忙しい中、このような体験をさせていただき、本当にありがとうございました。

県立阿蘇中央高等学校　3年　坂梨　萌笑
　一日看護体験を終えて、考え方が大きく変わりました。体験する前は、看護師は
大変なことばかりで、病棟の中はひっ迫しており、看護師間でのコミュニケーショ
ンは少ないと思っていました。ですが今回体験してみて、この考えは間違っている
と感じました。看護師は大変なことも多いけれど、それを上回るくらいのやりがい
や達成感があることを知りました。看護師同士のコミュニケーションはとても多く、
温かい雰囲気を感じ取ることができました。また、車椅子に乗ったり、ストレッ
チャーに横になったりしてみて、患者さん目線を体験することができました。実際
に患者さん側に立ってみると、車椅子やストレッチャーは恐怖感があり、決して安
全であるとは言いきれないと感じました。もし私が看護師になれた時はこの経験を
生かして、患者さんのことを一番に考えることができるような行動をしたいです。
　一日だけの体験でしたが、得るものが多く、看護師になりたいという気持ちが大
きくなりました。今回参加できてよかったと心から思います。

県立大津高等学校　3年　田村　穂乃花
　この度はコロナ禍の中、私達を受け入れてくださり本当にありがとうございま
した。私達のために一から準備や段取り、指導してくれた方々に感謝いたします。
　私は今3年生ですが、今回初めての看護体験でした。最初はとても緊張していて、
固まっていましたが看護部長さんを始めとする看護師の方々がとても優しく、丁
寧に教えてくださったので徐々に緊張せずにリラックスして体験することができ
ました。体験では、滅多に触ることのできない針を使った点滴、注射などの体験
をし、少し怖かったですが、一歩看護師に近づけたようでとても嬉しかったです。
また、院内で働いている方々が、笑顔でコミュニケーションを取りながら仕事を
されている姿を見て、患者さんとのコミュニケーションだけでなくスタッフ同士
のコミュニケーションも大切だなと感じました。
　今日一日の看護体験を通じて、改めて看護師になりたいという気持ちが高まり
ました。まずは、看護師になるため、看護学校に合格できるように勉強を頑張り
たいと思います。お忙しい中、私達のためお時間を割いていただき本当にありが
とうございました。

自衛隊熊本病院

熊本セントラル病院

阿蘇医療センター
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県立第一高等学校　３年　益岡　莉子
　私は看護学生体験に参加して、人と接する際のコミュニケーションの大切さと、笑顔には人を明るくさせる力がある
ことを学びました。体験の中に学生さんと交流をさせていただく時間がありました。質問したいことや不安なことはた
くさんあったけれど、何一つ聞くことができませんでした。そんな時でも学生さんや講師の先生方は話題を見つけて話
してくださり、私にはまだまだ人と話す力が足りていないことを実感しました。患者さんと接していく中で、会話は必
要です。なぜなら、患者さんの不安を聞くことや、看護師は病気の内容など誰もが理解できる形で説明しなければなら
ないからです。初対面の人でも話せるよう、日ごろから人と会話することに苦手意識をもたずにコミュニケーションを
行っていきます。
　また、講師の先生方が説明をされる際や、学生さんが実技を教えてくださる際も、いつも笑顔でした。元気を与える
側である看護師のはずなのに、暗い顔をしていると患者さんを不安な気持ちにさせてしまいます。私は「嫌なことがあ
るとすぐ顔に出てしまい怒っているように見える」と言われることが多くあります。つらいときに笑顔でいることは実
はとても難しく、誰にでもできることではありません。人の支えになりたいと思っている人にとっては、いつも笑顔で
いること以上に良いことはありません。
　これから先、看護学生、そして人の役に立つ立派な看護師になっていくために、日頃から暗い顔をせずにいつも前向
きに生活していきます。苦手なことから逃げることなく、夢である看護師になるために今できること、ポジティブ思考
を意識することや、人と接する際に笑顔でいることを心がけて、精一杯頑張ります。

県立第一高等学校　3年　矢野 ひなた
　私は、将来の夢を叶えるために今回初めて看護学生体験に参加しました。私が参加した熊本医療
センター附属看護学校は隣に熊本医療センターという大きな病院があるため、学生の頃から実践的
な医療に携わりながら学べる利点があります。
　実習では、心臓の音や脈拍を出す模型を使い、音を聴いたり脈拍を聴いたりしました。また、緊
急事態を想定し、4 人一組で AED を使用しての心肺蘇生と人工呼吸を行いました。4 人で処置を
行うことでチーム医療の重要性を学ぶとともに、自ら考え行動する自律性や行動力を養うことがで
きました。このことから、一人の患者さんを救うために皆で協力し、連携して行うことの大切さを
実感しました。模擬授業では手の汚れを可視化し、正しい手の洗い方を学びました。保健の教科書
で二次元的なものだけを見ていて頭では理解していましたが、実際に自分の手のひらを三次元的に
見ることで一般的にどの部分に汚れが付きやすいのかを学びました。これらの経験を通して看護が
どれほど人間の生活の中で必要とされているのかを知ることができました。看護師は知識のみなら
ず、人間性など多くの要素を有す必要があります。私はもっと自身を成長させていきたいと思いま
す。コロナ禍にも関わらず貴重な体験をする機会を与えていただき、ありがとうございました。

県立八代高等学校　３年　大橋　海來
　私は、熊本労災看護専門学校での一日看護学生体験を終えて、特に模擬授業が印象に残りました。模擬授業の中で、チー
ム医療とプロフェッショナルの重要性についての話がありました。現在、医療従事者の人手不足が進んでいます。特に看
護師は深刻な状況にあります。この背景には、少子高齢化やコロナ禍の状況でさらに医療の需要が高まっていることなど
が挙げられます。この現状を徐々に改善していくためには、医師や看護師、薬剤師などの医療の最先端を担う職種の人々
がチーム医療をより強化することが重要だと考えます。その中でも、それぞれの職種を超えて仕事を分担する「タスクシェ
ア」や医師の仕事の一部を看護師らに任せる「タスクシフト」などを活用し、医療の効率を高めることが必要だと考えます。
特に「タスクシフト」は、医師と看護師のどちらでもできる仕事を看護師に任せることで、勤務時間が不安定で長時間労
働になりやすい医師の負担を減らし、医師にしかできない仕事を全うしてもらうことができると考えたからです。
　さて、今後の私の活動に焦点を当てたいと思います。先述の通り、プロフェッショナルとしてのスキルと責任を身に付
ける必要があります。スキルを身に付けるためには、正確な医療知識を学び、実習をくり返すことが必要だと考えます。
また、「責任を持つ」ということは自身の言動を説明することができることだと考えるため、普段の言動も言葉で説明で
きるような振る舞いをしていきたいと思います。変化が大きい現代において、今後求められる医療形態は変わっていきま
す。今後もこのニーズや変化に柔軟に対応できるような看護師を目指して邁進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附属看護学校

熊本市医師会看護専門学校

熊本労災看護専門学校

セ
な

急
行
き
実
で

私は看護学生体験に

熊
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高校生の一日看護・看護学生体験　参加一覧

井上　久美JCHO人吉医療センター

2022年7月29日、3年ぶりに「高校生1日看護体験」を開催し、人吉・八代地区の高校生15名を受け
入れました。
COVID-19感染拡大により、多くの施設が学生の受け入れ中止となる中、当院は体験プログラムを変
更して臨みました。本来であれば、直接患者さんに触れ、看護の喜びを体験してもらうところ、感染対
策の観点から、個人防護具の着脱訓練、血糖値測定、人体モデルを用いた救命処置等の看護体験や、車
椅子の移送介助や松葉杖での歩行体験などを実施しました。
　恥ずかしそうにピンクのユニフォームを着用し、はじめは緊張した様子でしたが、「キャーキャー」盛
り上がるその姿から、高校生らしい一面が見えました。また、参加者同士で写真撮影や連絡先を交換す
るなど、ネットワーク作りも活発に行われていました。
　参加した高校生から、「看護師の仕事を学ぶことができてよかった。」「患者さんの疑似体験ができた。」
「貴重な体験の時間となった。」「やはり、看護師になりたい！」等の感想が聞かれ、効果的なイベントと
なりました。
　今回の体験が、今後、看護職を目指すきっかけとなれば幸いです。来年こそは、直接患者さんに接す
る機会が得られることを願っています。

川野　友美

国立病院機構熊本医療センター附属看護学校

　令和4年度は、65名の高校生に参加していただきました。今年度は模擬授業
と教材紹介、学校施設案内、白衣試着体験を計画しました。その中で、模擬授
業においては、手指衛生のタイミングや衛生学的手洗いを実施しました。手洗
いチェッカーを使用して、自分の手洗いが正しく行えているのか洗い残しがな
いのかを確認してもらい、「自分ではしっかり洗ったつもりなのに1回では全
然汚れが落ちていなくてびっくりした。」などの意見がありました。教材紹介
では、ハイブリッドシミュレータ、フィジカルアセスメントモデル、心肺蘇生
トレーニングモデルを使って、在校生と一緒に学習を行いました。「心肺蘇生
は学校で知識は知っていたけど、実際にしてみると意外と難しくて、とても印
象に残った。」「演習のときに使う教材を初めて見て、触って、いろいろ体験さ
せていただいてイメージができた。より看護師として働きたいと思った。」な
ど看護学校で学ぶ内容を体験でき、看護職への関心が強くなった様子でした。
また、学校施設案内では、在校生と交流し、学校生活についてより具体的なイ
メージを持つことができたようでした。最後に希望された方のみ白衣試着体
験をしてもらい、笑顔で記念撮影をする姿がとても微笑ましかったです。本校
での体験に参加された皆さんが、より看護への関心をもち、看護職を目指して
いただけることを期待しています。

●看護体験 ●看護学生体験

1
2
3
4
5
6

7月27日（水）
7月27日（水）
7月27日（水）
7月28日（木）
7月29日（金）
7月29日（金）

8
7
9
4
18
15
61

自衛隊熊本病院
熊本セントラル病院
国立療養所菊池恵楓園
阿蘇医療センター
くまもと県北病院
人吉医療センター

医療施設（病院） 実施日 参加

合　計

1
2
3
4
5

6

7

7月26日（火）
8月1日（月）
8月2日（火）
8月2日（火）
8月3日（水）
8月5日（金）午前
8月5日（金）午後
8月5日（金）

19
18
17
8
16
34
31
18
161

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医療専門課程第1看護学科
熊本駅前看護リハビリテーション学院看護学科
天草市立本渡看護専門学校
九州看護福祉大学看護福祉部看護学科

国立病院機構熊本医療センター附属看護学校

熊本労災看護専門学校

教育機関 実施日 参加

合　計
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Let’s take a break

次号「私の一枚」掲載作品募集中！！
あなたの一枚を載せてみませんか？
ご応募お待ちしています。
ご応募はQRコードを読み取って
熊本県看護協会のメールアドレスをタップ！

12月31日
まで
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研修報告

特定行為（術中麻酔管理領域パッケージ）研修修了者の活動報告

興梠　優子　済生会熊本病院　中央手術部

　当院の手術室は緊急も含め年間約5700件の手術を実施しています。
私は、患者さんが安全安楽な状態で安心して手術に臨めるように努める
中、手術中の挿管困難症例で気管切開へ移行した事例や、防ぎうる手術
中止及び延期事例を経験し、術前リスク評価の重要性を痛感していまし
た。また、手術操作や麻酔深度による呼吸や循環動態への影響を理解し
ていても、迅速に対応出来ないジレンマを抱き、2020年度に「術中麻酔
管理領域パッケージ」の特定行為研修を受講しました。
　実際の研修では、病態生理学や薬理学などの基礎を踏まえ、診断や治

療を決定する思考プロセスである臨床推論を学びました。実習では、麻酔器の設定変更や電解質
の補正、硬膜外麻酔の調剤や疼痛評価などを学び、病態や術式によって起こり得る合併症を予測し
た麻酔管理の方法が理解できました。
　研修修了後は、術中麻酔管理（1日/週）と術前外来（半日/週）に取り組み、徐々に活動時間を拡
大しています。術中麻酔管理では、腹腔鏡下手術で炭酸ガス送気（気腹）に伴う換気量の低下や循
環動態変動を予防するため、麻酔器の設定変更や輸液量の調整を行います。手術進捗に応じて、適
切にアセスメントを行いタイムリーな対応、麻酔科医師への報告や相談を行うことで、インシデン
トの発生なく安全に実施できています。術前外来では、全身麻酔下カテーテルアブレーションを
受ける患者の術前診察と麻酔説明を担当しています。術前診察の気道評価では、扁桃肥大や反回
神経麻痺に気づき、医師に報告し麻酔方法が変更されました。この様に、予測したケア介入による
危険回避事例をこれまでに28件経験しました。術前リスクアセスメントを多職種で共有し麻酔計
画に活かすことが患者の安全に繋がっていることを実感しています。医師やスタッフからは、「確
実なリスク評価ができ患者の安全に繋がっている」「診察時間が半分に短縮した」「患者の身体的特
徴や要望もわかり、ケアに繋げ易い」などの声を聞きます。患者さんからは、「麻酔に対する不安
が減った」といった声を聞き、スタッフや患者さんからの声が、やりがいに繋がっています。また、
看護師の患者状態変化に気付く力の強化を課題に、定期的な勉強会やシミュレーション教育など
スタッフ教育に励んでいます。同僚からは、「特定看護師を目指したい」という声も聞かれ、現在
特定行為研修修了者2名が誕生するなど後進育成に繋がっています。今後は、病棟と連携し、早期
離床を促すために必要な術後疼痛管理の強化に取り組み、患者の安全と満足度向上を目指したい
と考えます。さらに、チーム医療のキーパーソンとなり、医師のタスクシフトを図り、自身の専門
性発揮と役割拡大に努めたいと思います。
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特定行為（創傷管理関連）研修修了者の活動報告

　私は2020年に「創傷管理関連（褥瘡または慢性創傷の治療における血

流のない壊死組織の除去・創傷に対する陰圧閉鎖療法）」の特定行為研修

を修了しました。私が特定行為に関心を持ったきっかけは、皮膚・排泄

ケア認定看護師として活動する中、在宅や施設から入院される褥瘡保有

患者さんの中に、処置が早期に行われていれば悪化しなかったのではな

いかと思う症例に携わることがあったからです。

　研修期間は共通科目をe-ラーニングで受講し、その後実習を含めた区

分別科目を受講しました。自施設での実習であり、指導者が自施設の医師であるため、質問などし

やすい環境下で実習することができました。

　研修修了後の現在、褥瘡管理者として専従で活動しながら、褥瘡の壊死組織の除去を月に2～ 3

件実施しています。また、下肢潰瘍などの慢性創傷に対して陰圧閉鎖療法も行っています。特定

行為実施前には、必ず医師とカンファレンスを開催し、治療方針など情報を共有し、その後手順書

に沿って実施しています。これまでは多忙な医師が自分の空いた時間で処置を行っていたため、

患者さんや看護師は医師のスケジュールに合わせなければなりませんでした。しかし、特定看護

師が実施する場合、リハビリや入浴など患者さんの療養生活に合わせた時間を考慮し実施できま

す。この点は看護師が実施する最大のメリットであると私自身は考えます。また、創部の状態や

治癒過程、治癒促進のための看護をスタッフへ伝えることで、教育の場にもなっていると感じてい

ます。以前は医師による週に1回程度の壊死組織の除去でしたが、私が介入することで処置の回数

を増やすことができ、創部の状態が早急に改善していると実感しています。これらの活動は、医師

の働き方改革であるタスクシフト・シェアにもつながっています。

　現在の活動範囲は、入院患者を対象にしていますが、今後は活動範囲を外来や在宅などに広げる

ために組織や地域の理解を進めていきたいと思います。

西村　奈緒　熊本赤十字病院　皮膚・排泄ケア特定認定看護師
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2025年に
向けて

～病院の立場から～地域包括
ケアシステム

連携室の立場から

　団塊の世代が75歳以上となる2025年以降、国民の
医療や介護の需要がさらに増加するものと考えられて
おり、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に
提供される地域包括ケアシステムの構築が重要になっ
ています。今回は病院連携室の入院退院支援などその
取り組みをご紹介します。
　平成とうや病院は熊本市南区にある160床のケア
ミックス病院です。急性期の治療を終えられた患者様
が、リハビリテーションを中心とした治療により住み
慣れた自宅や施設での生活へ復帰されるよう支援して
います。連携室は入退院支援室・地域連携室・地域交流
室の3区分で活動し、円滑な入退院支援、地域連携の推
進、在宅支援に取り組んでいます。

■　入院から退院までの支援

　入退院支援室には看護師3名、社会福祉士3名が配置
されており、急性期病院や地域からの入院受入れ、退院
支援を行っています。切れ目のない支援を行うために
は外来、病棟、リハビリなど院内連携が重要であり、日々
のコミュニケーションがその秘訣と考えています。高
齢者、複雑な家族背景に応じた多様な対応が求められ、

地域における医療・介護の関係機関が連携して、継続的
な在宅医療・介護の提供が必要とされます。最近では
新型コロナウイルスの影響で対面が難しいため、パソ
コンやスマートホン等のデバイス活用による情報共有、
リモートのカンファレンスも取り入れています。

■　相談窓口
　入院生活や退院後の不安など相談対応の役割もあり
ます。具体的には「介護保険の制度やサービス」「入院
費用について」「自宅での生活の不安」等の内容です。
患者様と家族が安心して療養できるように専門的な知
識をもってニーズや不安の軽減に努めています。

■　地域に密着した活動
　近隣の病院や介護施設、訪問看護等への計画的な施
設訪問を行い、信頼関係を深めるための顔の見える関
係作りに努めています。また当院の機能・役割につい
て広報活動として広報誌の発送、健康教室・出前講座の
開催、地域活動（災害訓練・認知症見守り訓練・地域の
運動会）への参加を行っています。

　病院連携室では当院理念である「FｏｒYｏｕ」の気持
ちを大切に患者家族の支援に努めるとともに、院内連
携、地域連携を推進していきます。「医療」と「生活」の
両方の視点を持ち、どうすれば患者様や家族が住み慣
れた地域で暮らしていけるだろうかという思いに寄り
添い、地域包括ケアシステムの実現に向けて、日々看護
師としてできることを丁寧に取り組んでいきたいと思
います。

髙内　里香　平成とうや病院

リハビリ室

平成とうや病院
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地域包括ケア病棟の立場から

　地域包括ケアシステムを支える病棟として、当院で
は2014年に新設されました。急性期治療を経過した
患者や在宅で療養している患者の受け入れ、在宅・生活
復帰支援の役割を持つことが明示されました。2022
年度の診療報酬改訂において、入院患者に占める自院
の一般病棟から転棟した患者割合が6割未満の基準が
新たに設けられ、より在宅療養患者の受け入れが推進
されることになりました（許可病床数200床以上の場
合）。地域包括ケア病棟の対象者は、自宅や急性期病棟
から入棟し、退院先は自宅や施設などで、在宅復帰率
72.5％以上の要件が定められています。自院は204床
を有する整形外科病院の地域包括ケア病棟で主に骨折
患者が多く、退院に向けて疾患の治癒・軽快、リハビリ
テーションにより退院後の生活への準備などを目指し
ています。退院がゴールではなく、その人がその人ら
しく生活できることがゴールです。入院早期から退院
後の生活に向けた自己決定支援が看護師の重要な役割
であり、2016年には本人の選択と本人・家族の心構え
が必要であることが示され、本人の意思決定の重要性
が強調されました。本人の意思を尊重するとともに、

介護を担う家族も悩みを抱える個人としてそれぞれの
人生に対する意思を尊重すべきであり、特にコロナ禍
で面会制限がある現在は、入院中の患者の状況が見え
づらくなっており、家族との関りを大切にするよう心
掛けています。
　骨折や病気でこれまでの生活の変更を余儀なくされ
るなかで、その人が退院後も住み慣れた地域で継続し
てその人らしく生きるために、患者、家族を含めた多職
種カンファレンスを行い、必要な社会資源の検討を行っ
ています。地域包括ケア病棟の受け入れ機能が多様化
しており、退院後スムーズに在宅での生活に移行でき
るようにケアマネジャーや訪問看護師とのさらなる連
携強化を図っていかなければならないと考えていきま
す。医療と介護を繋ぐためにも多職種との連携が益々
重要となってきます。
　今後は在宅療養後方支援病院として、訪問診療を行っ
ている診療所との連携を強化し、より一層、地域包括ケ
アシステムを支える体制の構築に努めていきたいと思
います。

山田　幸子　熊本整形外科病院

11看護くまもと No.123

Kumamoto Nursing Association



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

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123号

発行日　令和4年11月18日（金）
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
令和4年度 会費納入会員数
　　　　15,629名（令和4年11月11日現在）

熊本市民病院

天草病院

熊本リハビリテーション病院 

　　　　　合　　計 

300,000

60,000

90,000

450,000

10

2

3

15

期日　令和4年8月1日～10月31日

施　　設　　名 件  数 金　　額

編 集

後 記

いつでも、どこでも、お好みのメニューを選んでパソコン、スマホ等で
利用できます（会員と家族は無料）
メニューは全部で 43（スポーツクラブ ルネサンスのプログラムです）

肩こり・腰痛予防、
ストレス解消・疲労回復
運動不足解消、転倒予防、メタボ解消

メニュー例

右のＱＲコードまたは協会のホームページの「会員の皆様へ」
から登録をして、体を動かしましょう

オンデマ
ンド

健康支援

プログラ
ムの

配信につ
いて

オンデマ
ンド

健康支援

プログラ
ムの

配信につ
いて

コロナ禍の生活も､まだ終わりは迎えていませんが､様々なイベントや催事等も開催されてきています｡業務
等で､忙しい日々かと思いますが､景色のいい場所や､観光地へ足を伸ばし､心身共にリラックスも必要です｡
「看護くまもと」にも､役立つ情報や場所が多数掲載されていますので､是非ともご活用下さい｡（文責　吉竹）

担当理事　猪本伸子　　委員長　市原和美
委員　國本珠美　跡上知美　坂田涼子　高内里香　吉竹卓也　安荘笑子　上村華織

広報委員

2023年度の  会員継続のお知らせ  はお手元に届きましたか？

　継続のお知らせを順次お送りしております

が、9月初旬のデータのため、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も9月初旬のデー

タのため、それ以降に変更届提出分につきまし

ては、印刷上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

りませんが、その他に変更が生じた場合は、す

べての変更箇所をご記入の上、提出ください。

継続のお知らせが届かない方

本年度の会費は納入されています
か？勤務先の変更申請はされまし
たか？（※会費納入時期により、順
次発送しております。）

退会をご希望の方

退会を希望の方は「退会届」を提出ください。

　　　　会費支払方法が口座振替の方は、12月末まで
の退会届到着分につきましては、会費の引き落しを停
止いたします。　停止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。（手数料負担があります）

注意!
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