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鹿児島県看護協会業務執行理事近況報告
平成 28 年度鹿児島県看護協会通常総会でのご質問・意見の対応について
県へ要望書を提出・男性看護師交流会ご案内
防災訓練報告・他団体主催研修会のHP掲載について
平成 29 年度　公益社団法人鹿児島県看護協会　役員・推薦委員並びに 
平成 30 年度　日本看護協会通常総会の代議員及び予備代議員の公募について
平成 29 年度　看護協会入会手続き
平成 28 年度訪問看護における人材活用試行事業の実施について
在宅看護に ICTを導入して
めざせ認定看護師
看護師のあるある
研修報告・研修案内
夜勤・交替制勤務に関するガイドラインについて
私のセカンドキャリア　～就業相談員として～
会員特典のご案内
地区だより
ナースセンターだより
理事会報告
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平成 28 年度鹿児島県看護協会会員数

保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師
合 計

440 人
376 人

10,136 人
857 人

11,809 人
平成 28 年 10 月 1 日現在

子どもと子育て世代包括ケア
推進のためのモデル事業
「保健師・助産師・看護師合同研修会」
を開催しました

子どもと子育て世代包括ケア
推進のためのモデル事業
「保健師・助産師・看護師合同研修会」
を開催しました



公益社団法人鹿児島県看護協会　業務執行理事近況報告

　会長として、あっという間に 4 カ月間が過ぎました。各事業や研修会等の機会を頂きまして、皆様に就任の
ご挨拶と今年度の重点項目などをお伝えして参りました。そして、中間評価を踏まえながら、次年度の事業計
画を検討する時期を迎えております。
　平成 29 年度看護関係予算概算要求で、在宅看取りに 2900 万円がありました。これは、医師が最後の診察か
ら 24 時間経過していても、改めて対面で診察せずに死亡診断書が交付できるよう規制見直しによる、看護師に
対する法医学等の研修の実施です。29 年度中に 800 人の養成を目指すとあります。この事業は今年 6 月 2 日の
閣議決定に基づくものですが、日看協の斎藤理事は「この死亡確認のことは、鹿児島県の職能委員の発言がきっ
かけで、針の穴を通す程、困難なことが実現した」と話され、私も感慨深く受け止めました。
　急速に進む超高齢化社会に向け、多くの県民の皆様に専門職である私達の「看護の力と心」を届けられるように、
会員の皆様とともに、課題山積の山を一つ一つ越えていきたいと思っております。今後とも、ご意見・ご協力
をどうぞよろしくお願い致します。

公益社団法人
鹿児島県看護協会会長 田　畑　千穂子

　　昨年は、本県でも口永良部島、桜島の火山爆発等による避難をはじめ台風や水害などの被害がありほっと
一息ついたかと思っていましたが、本年は熊本地震、台風・水害等もあり被害に遭われた会員・御親族の方に
は心より見舞い申し上げます。特に熊本地震では、災害支援ナース 28 名がそれぞれの所属の御協力をいただき
ながら無事に避難所での活動を遂行していただきました。さらに義援金への協力も沢山いただき会員の真心と
連帯を感じた次第です。また、本年の災害支援ナース育成研修も普段にない多くの方の受講もいただきました。
研修受講された方で災害支援ナースに登録されていない方は早めの手続きと、各職場の災害対策ガイドライン
等も、あらゆる災害への対応ができるよう見直しもお願いいたます。
　さて、平成 28 年度上半期の主な取組を紹介いたします。理事会・運営委員会・常任委員会・特別委員会等も
各設置目的に則り、計画どおり運営されております。特に理事会では本年の通常総会で出された意見をもとに、
本年度中に出来ること、次年度事業で工夫すること等、様々な議題（詳細は本紙末頁）に対応していただいて
おります。
　また、本年は日本看護協会から事業募集のあった訪問看護人材活用試行事業と子ども子育て世代包括ケア推
進のためのモデル事業も採択され、保健師・助産師・看護師職能委員会の協力を得ながら実施しています。
下半期は、新規事業計画であった男性看護職の交流会等や看護師の特定行為に係る研修に伴う関係機関への要
望等、本年度未実施事業の推進を着実に進めてまいります。さらに来年度の事業計画案策定等も行っていくこ
ととしておりますので皆様方の御意見・御協力をどうぞよろしくお願いいたします。

公益社団法人
鹿児島県看護協会専務理事 原　田　ケイ子

　朝夕が涼しくなり、小さな秋を折に触れ感じるこの頃です。
　本年度も、皆さまに多岐に渡る多大なご支援・ご協力を得て活動を進め、上半期が過ぎました。教育活動は、
年間計画に沿って実施しておりますが、それぞれの目的に応じて研修を活用して頂いているでしょうか。各プ
ロジェクトチームの皆さまや委員の方々が親身になって研修を支援して下さっていることにも心から感謝申し
上げます。
　今年度は、１つの特徴がありまして、診療報酬改定に関連のある研修に多くの応募があったことです。日看
協作成の「リアルタイム配信；認知症高齢者の看護実践に必要な知識」「看護補助者の活用推進のための看護管
理者研修」とＳＱＵＥ研究会配信研修「重症度、医療・看護必要度評価者院内指導者」については、200 名を
超える応募がありました。
　研修回数を複数回にしたり、会場を調整して対応しました。下半期につきましても、皆さまのニーズに可能
な限り応じて参りたいと思います。
　ナースセンター事業では、就業支援事業において地区のハローワークにおける活動や看護職の離職時届け出
制度「とどけるん」に係る事業等に取り組んでおります。また、９月には訪問看護ステーションの管理者と訪
問看護入門コースの研修生との交流カフェを実施致しました。今後も再就業支援や WLB 推進事業を含め県内
の看護職として働く皆さまの支援に取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いします。

公益社団法人
鹿児島県看護協会常任理事 内　司　啓　子
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平成 28年度鹿児島県看護協会通常総会でのご質問・意見への対応について

　鹿児島県看護協会通常総会から早 4 カ月が経ちました。大変遅くなりましたが総会でいただいた沢山の
御質問・御意見への取り組みについてお知らせいたします。

１　研究倫理委員会について（委員会の周知・役割、規約の改正、研究意欲について等）

１）研究倫理委員会については本会ホームページ等で引き続き普及啓発に取り組む。
　※本会ホームページに規約や申請手続き様式、方法も掲載しています。なお、本年 10 月からこれまで日
本看護協会の会員ログがナースシップ会員専用ページに変更されたため【キャリナース】⇒【資料室】に
入るとこれまで閲覧できた研究計画書や看護研究における倫理的配慮等記載されていた「看護研究にお
ける倫理指針」は今後冊子「日本看護協会看護業務基準集 2007 年改訂版」、日本看護協会編；日本看護
協会出版会に掲載されているとの案内がありましたのでお知らせします。
２）委員が研修することにより適正な審査に当たる。
　※すでに 8 月 20 日、先に改定された規約に基づき審査委員及び研究倫理委員会事務に従事する職員の研
修会を講師に鹿児島大学保健学科教授堤由美子先生をお願いし実施しました。
３）迅速審査については委員会が委員 1/2 以上の出席で可能であり審査は複数で行った方がよいと思われ
ることから当面現状の規約で対応する。
　※審査する上で、規約改正の必要性が出てきたら関係者の御意見をいただきながら随時、委員会で検討
することにします。

２　助産師の活用について（アドヴァンス助産師同士の学びの場）

１）今後、認証取得後、地域で活躍していくために必要な研修等を検討していく。
　※本年 8 月から実施している「子ども子育て世代包括ケア推進モデル事業」を通して多職種連携等アド
ヴァンス助産師の活躍の場を活用・検討していきます。
２）助産師出向支援事業についても継続していく。

３　災害対策について（妊産婦・新生児への支援、管理者研修、コーディネーター等）

１）災害支援ナースの研修の充実強化に取り組む。
　※助産師も安全対策や災害保険等の関係で研修を受け、まずは災害支援ナース登録の推進に取り組みます。
現在 3名の助産師が災害支援ナースに登録していただいています。
２）助産師職能委員会、日本看護協会とも連携を取りながら災害時の派遣体制を整えていく。
３）昨年度まで災害看護管理者研修の参加者が少なかったことから、各種研修、会議を活用し災害支援に
関する協力をお願いする。
　※9 月 10 日に実施した施設代表者会議に 73 名に災害支援ナースの情報提供と今後に向けての協力をお
願いしました。

４　教育について（新人看護師卒後教育受講促進、関係機関との連携、ＥＬＮEC等）

１）県保健福祉部と共同で県医師会への案内と協力依頼する。
２）地区合同研修については、地区支部より郡市医師会・地域振興局保健福祉環境部及び各施設へ案内と
協力依頼を行う。
３）地域振興局保健福祉環境部には、医療監視等の機会を活用して新人看護師卒後教育研修の受講を推進
して頂くようお願いする。　
４）ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムについては今年度の看護師職能委員会Ⅱの「高齢者
の看取りケアについて～在宅における看取りケア～」を企画しているので、研修を活用して頂くよう働
きかける。
５）「ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラム」の県内で実施している研修を開催者の了解を得
てホームページ等で広報する。
　※本年度中に次年度の研修企画において、県内全域のニーズをリサーチし、「ELNEC-J コアカリキュラ
ム看護師教育プログラム」を含めた研修企画を検討します。
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1
ほ っ と ニュース

　鹿児島県看護協会は平成 28 年 8 月 9 日、平成 29 年度鹿児島県予算等に関し以下の看
護職員の確保・定着支援策等に対する要望を行いました。
１．要望先：鹿児島県知事（保健福祉部）
２．要望事項
　（１）看護職員の確保・定着支援策について
　　　○ナースセンター事業の充実、強化
　　　○訪問看護師の確保・定着促進
　　　○看護師等養成所の運営費補助金の継続
　（２）看護の質の向上について
　　　○専任教育 4年制の推進
　　　○准看護師の研修支援
　（３）医療と介護との連携強化
　　　○統括保健師の配置促進及び育成・能力向上への支援
　　　○地域での多職種連携事業の推進
　　　○訪問看護供給体制
　　　　（在宅における終末期ケアの推進を含む）
　　　　の整備
　（４）特定行為に係る看護師の研修制度の推進
　　　について
　　　○研修制度について、医療関係者及び県民
　　　　への周知
　　　○研修受講者及び看護師を派遣する施設に
　　　　対する財政支援等

県へ要望書を提出しました。

2
　男性看護師の皆さんが、県内でも徐々に増え、本会員の１割の男性看護師がいろいろ
な職場で活躍しています。看護師としてより良い看護の提供、看護の質の向上に貢献す
ることは、男性看護師も女性看護師も共通していますが、男性看護師ならではの業務上
の工夫や苦労した体験もあろうかと思われます。
　県看護協会では、はじめての企画としまして、以下のとおり、男性看護師交流会を開
催することにしました。
　男性看護師同志大いに語り、明日につながる仲間を増やしましょう。是非、ご参加下
さい。

男性看護師交流会のご案内

テーマ『男性看護師の可能性を探る～私たちの強みとは何か』
1 開催日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）13:30 ～ 16:00
2 基調講演「男性看護師のキャリアアップ」
　　　講師　社会医療法人　青洲会グループ本部　看護・介護局長　長谷川正志
3 シンポジウム：
　　　それぞれの部門で活躍している県内の男性看護師　3名（現在調整中）
4 意見交換会
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　平成 29 年度鹿児島県看護協会役員・推薦委員並びに平成
30 年度日本看護協会通常総会の代議員及び予備代議員は、
平成29年5月の通常総会において選出されます。次年度（平
成 29 年度）に改選される役員・委員並びに平成 30 年度日
本看護協会通常総会の代議員及び予備代議員について公募
を行いますので、立候補される方は次の要領で届け出てく
ださい。

○公募する役員・推薦委員会委員・代議員及び予備
　代議員は次のとおりです。
○正会員５名以上の推薦が必要です。（定款施行細則第 14 条）
○届出書（様式）に必要事項を記入し、提出してください。

・届出用紙は、鹿児島県看護協会ホームページからダウンロードするか、看護協会（庶務係）にお問い合わ
せください。
・届 出 先：〶890-0064　鹿児島市鴨池新町 21-5　公益社団法人鹿児島県看護協会選挙管理委員長宛
・届出期間：平成 28 年 11 月 1 日～平成 29 年 2 月 20 日
・照会先等：電話　099-256-8081　ホームページ：http://k-kango.jp
　※立候補者、推薦委員会からの推薦を受けた者いずれも総会 2週間前には会員に発表します。

3 　9月2日（金）鹿児島県総合防災訓練が日置市で開催され、
災害支援ナース 20 名及び災害看護検討委員の合計 29 名
が参加しました。フェーズ 2 の急性期（被災から１週間
程度まで）を想定して市町村の保健師と協働で避難者の
健康相談を実施し、問診票を利用して災害時の流れを確
認し、本番さながらの緊迫した雰囲気で参加者の災害へ
の意識の高さ感じました。
　今回の訓練は医師・歯科医師・理学療法師等多職種で
の訓練となり、活動のあり方を新たな視点で学ぶことが
できました。
　災害が起こらないことを祈りつつも、今回の訓練で得
た経験を踏まえ、災害に対応できる体制を整えていきた
いと思います。

鹿児島県総合防災訓練報告

平成29年度　公益社団法人鹿児島県看護協会　役員・推薦委員並びに 
平成30年度　日本看護協会通常総会の代議員及び予備代議員の公募について

役職名
保健師職能理事
看護師職能理事Ⅱ
地区理事（川薩）
地区理事（姶良伊佐）
地区理事（大島）
監　事

公募数
１名
１名
１名
１名
１名
１名

委員名
推薦委員

公募数
７名

摘　要

平成30年度日本看護協会通常総会 代議員・予備代議員
代議員
予備代議員

公募数
７名
７名

摘　　要

各地区から１名
※日本看護協会代議員は、会員数により人数が決め
　られます。今後、日本看護協会から依頼がありますが、
　代議員数に変更があった場合は、ホームページや平
　成29年１月発行予定の「看護かごしま」に掲載します。

届出用紙・届出先・届出期間

4
　他団体主催の研修会でも看護職にとって必要な内容と思われるものについては、依頼
があった場合のみ看護協会ホームページにて随時お知らせすることになりました。各施
設で開催する研修会に他施設の看護職も参加できる場合も同様に掲載いたしますので、
ご連絡お待ちしております。
　皆さん、ホームページもチェックしていただきご自身の学習にお役立てください。

他団体主催研修会のホームページ掲載について
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平成 29年度　看護協会入会手続き受付中です！

　2017 年度からスタート ！　新しい会員情報管理体制「ナースシップ」
新体制で変わることは大きくは以下の 4点です。
1. 会員証のリニューアル
2. マイページ「キャリナース」の開設
3. 継続入会手続きの簡略化
4. 新しいシステムによる個人情報保護のセキュリティ強化
　平成 28年 10月より運用開始に伴い、8月下旬から順次「新会員証」
「平成 29年度会員継続申請書」などの発送を行っているところです。
　平成 29年度から、書類の送付先等も日本看護協会私書箱となっておりますので、お間違えのないようよろ
しくお願い申し上げます。

書類送付方法　※施設

書類送付方法　※個人会員

◎
平
成
29
年
度
会
員
継
続
申
請
書

◎
入
会
申
込
書
／
会
員
情
報
変
更
届

①
ど
ち
ら
か
一
方
を
記
入
し

◎
平
成
29
年
度
会
員
継
続
申
請
書

◎
入
会
申
込
書
／
会
員
情
報
変
更
届

ど
ち
ら
か
一
方
を
記
入
し

③送付状をつけて

②グレーの返信用封筒に 1人分ずつ入れてとりまとめて

オレンジの返信用封筒に切ってを貼って、投函してください。

【送付先】私書箱　〒206-8790
　　　日本郵便株式会社　多摩郵便局　私書箱第 21号
　　　公益社団法人日本看護協会・都道府県看護協会　会員登録事務局　宛※宅配便などは受け

　取りできません 発送方法：ゆうパック・レターパック・普通郵便

※ご不明な点や用紙の不足
　などございましたら、
　ご遠慮なくお問い合わせ
　ください。

　☎099-256-8081
　鹿児島県看護協会
　　　　会員管理担当　まで

★「看護職賠償責任保険制度」のご案内★ 平成 30年度より、保険始期を 4月に変更します！
　平成 30年度より保険始期日を 4月 1日に変更します。これに伴い、今年度の保険期間は、平成 28年 11月
1日～平成 30年 4月 1日の 17ヶ月間とし、掛け金が　3700 円に変更となります。「看護職賠償責任保険」加
入には、看護協会の会員資格が必要です。
　詳しくは、ホームページ（https://li.nurse.or.jp/）をご覧いただくか、下記コールセンターへお問い合わせ
下さい。
コールセンター　0120-088-073　　（平日 9:00 ～ 20:00/ 土日祝 9:00 ～ 17:00）

④こちらにお送りください。
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平成 28年度訪問看護における人材活用試行事業の実施について

　本事業は、訪問看護に携わる看護師の確保・育成・活用策の一環として、日本看護協会が昨年度
より実施しているものです。平成 28 年度は本県を含む、７県の 8 ペア（9 月 23 日現在）が実施す
ることとなりました。
　事業の概要は病院（看護師の出向元）と、訪問看護ステーション（看護師の出向先）でペアを組み、
実際に病院の看護師が、出向により 3～ 6カ月間、訪問看護に従事することとなっております。
　本会では、本年度の新規事業において「看護職の出向研修事業検討及び実施」を計画していたこ
とから、会員 200 名以上の 11 施設と、看護師 7 名以上で 24 時間対応と研修生の受け入れ体制があ
る訪問看護ステーション 9 施設に協力事業所としての意向調査を行いました。その結果、鹿児島市
立病院と医療法人明輝会よしの訪問看護ステーション、公益財団法人今給黎総合病院と鹿児島医療
生協病院看護ステーションたにやまの２ペアが意思表示を頂き、8 月 10 日に日看協の医療政策部在
宅看護課の堀川尚子氏を迎え、事前打合せ会を開催しました。本会は、コーディネーターが介在す
るパターンで、４施設を訪問させて頂き在籍出向が可能かご相談させて頂きました。様々な課題を
乗り越え、協定書が結ばれ、10 月 1 日より 3 カ月間の短期出向（在籍出向）が始まります。今後、
事業に取り組む中で評価・検討しながら、出向される看護師二名の活動が実りあるものになるよう、
また、協力事業所となられた４施設にとっても、良い成果が得られるように期待しております。今
後とも、本事業への関心を持って頂けますようにお願い致します。

在宅看護に ICTを導入して

訪問看護ステーション　かごしま
所長　　山本　美和

　　訪問看護ステーションかごしまに ICTを導入し、一年が経ちました。
ICT導入の動機として、がん末期の利用者等に複数回訪問が可能となっ
たこと、緊急時訪問の際、スタッフ間でより速やかな情報共有が必要
とされること、事務所に立ち寄らずとも必要な情報が得られ、動線の
無駄を省き、訪問看護ステーションの持つ機能性を高めたいという背
景がありました。しかし、職員の中には IT 機器に不得手な人もいる
ため、システムの選定に当たっては、費用、セキュリティーに加え、
今までの記録用紙をイメージしやすいか、緊急時の対応はどうか等念頭に置き、検討しました。
　導入する前は、入力に時間を要するのではないか、限られた時間内に入力できるだろうか等の不
安が聞かれていた為、事前にデモ機を活用し、システムに慣れる時間を設けました。これまでスタッ
フ間の連絡・連携に携帯メールを使用していたこともあり、ICT の導入において、大きな混乱は避
けられた様に感じます。職員の中には、IT 機器が不得手な人もいますが、お互い助け合い、約 3～
4ヶ月後は、全職員が日々記録、月末の報告書、計画書、また、看護サマリーもシステムを利用し、
作成できるようになりました。現在、常勤、非常勤職員全員が iPad を活用し、訪問前に情報を得、
緊急時の訪問含めて対応しています。その後は写真の共有、必要時、動画の撮影等実施し、情報共
有だけでなく、引き継ぎや新人オリエンテーションの際にも活用しています。

　他にも日々記録以外に、担当者会議録、多施設・事業所からの情報提供、
連携内容を入力し、情報共有します。その結果、多施設・事業所の連携
内容が月 50 ～ 80 件程度あり、訪問以外の業務に時間を要することから
も業務内容・時間分析の必要性も感じます。これらのことより、今後も
ICTを駆使し、機動力、機能性を発揮しやすい環境つくりを行いながら、
御利用者の方々へ安心できる看護を提供して参ります。
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医療法人　人天会　鹿児島こども病院
小児救急看護認定看護師兼主任

有村　聡子

認定看護師の活動

認定看護師紹介

めざせ！認定看護師

　それは、夜勤での出来事でした。胸痛を訴えて深夜に受診した患児は、点滴を始めて 3 時間後に
呼吸困難を訴えて亡くなりました。振り返ってみれば、その子が私に送っていたサインはたくさん
ありました。何でそれに気付けなかったのだろう、気付けていたら、救えたかもしれない…もっと
何かできたかもしれない。もっとその子に、親に、声を掛けられたかもしれない。このまま看護師
を続けていても良いのだろうか…悩んだ私は、小児救急看護について学ばなければ！認定看護師に
なろう！と決意しました。
　　小児救急看護認定看護師の役割は、救命救急センターでの看護や院内での急変対応などを想像
されがちですが、当院のような一次・二次医療機関での役割もたくさんあります。例えば、子ども
が成長発達する過程で必ずかかる病気やけがをした際に、安心して療養できるような環境を作るこ
とや、ホームケア指導や育児不安に対する支援、電話相談・子どもの事故・虐待への対応など、病
院を受診する前にも受診した後にもかかわる幅広い役割があります。また、看護職者に対し自らが
役割モデルとなり、看護実践を通して指導を行い、小児救急看護の質の向上を図るという役割もあ
ります。
私の現在の活動は院内では外来・病棟で子どもが言葉だけではなく、様々な方法で訴えている症状
を専門的な視点でアセスメントし、看護援助につなげることや、検査や処置を受ける子どもに対し、
子どもに分かる言葉で説明を行い、 “子ども自身に内在する『頑張る力』”を引き出すための援助を行っ
ています。また、院内の看護師の教育プログラムに参画したり、保育士に対し、病児の見方や小児
の一次救命処置の講義や演習・指導を行ったりしています。院外では小児看護学会のシンポジウム
の企画・運営に参加したり、地域の子育て支援員育成のための講座や、看護学生を対象に小児救急
看護の講義を行ったりしています。
　先日、点滴をすることを知り逃げ回った患児に、これから行われることをきちんと説明し、心の
準備をすることで抵抗せずに乗り越えることができた事例がありました。処置を乗り越えられた患
児の表情はとても得意げで、それを見ていた母親も「この子って、こんなに頑張れるんですね」と
感動していました。このような場面を共有できることは、小児看護のやりがいであり、私の看護師
としての原動力になっています。
　認定看護師になって 3 年が経ちましたが、これから
も子どもの言葉にできないサインを受け止め、専門的
な知識と技術をもって看護を提供するために、自己研
鑽し続けること、前院長に教わった「悩んだら、ベッ
ドサイドに行け！すべて子どもたちが教えてくれる」
をモットーに、小児看護の楽しさ、魅力を伝えていき
たいと思っています。また、子どもと子育てをしてい
る親の応援団として、地域の社会資源になるような活
動もしていきたいと考えています。
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看 護師 の

あ るあ る！
☆看護ケアの今まで・これから・・・看護ケアは日々変化しています。☆

1. 輸血の取扱いについて 2. 浣腸の準備について

Aさん、便が3日
出てないから浣腸を

しなきゃ

40℃のお湯は
だいたいで
いいわよね。
体温ぐらい
だもの 新人Ns（21才）

あれ？
温度は
計らなくて
いいの
かな？

看護手順だと
加温する必要は
なかったみたい

だけど、輸血って…　
冷たいけど、　　
このままで　　
いいのかな？　

今日、Bさんの
輸血の指示が
出たよね。

「加温装置」で  
温めて投与  
してね。   

新人Ns
（21才）

〈以前は・・・〉 〈以前は・・・〉

　輸血用血液製剤取扱いマニュアル1）によると、
◎赤血球製剤は、自記温度記録計と警報装置が付いた
輸血用血液専用の保冷庫で、2～6℃で冷蔵保存しま
す。冷凍庫や常温に放置することにより、溶血が起
こる可能性がありますので、貯蔵時の温度管理を適
正に行ってください。
◎通常の輸血では加温する必要はありません。
　次の場合には 37℃を超えない範囲で血液を加温して
輸血してください。
①100 ㎖／分を超える急速輸血
②30 分以上にわたる 50 ㎖／分を超える成人の急速輸
血
③心肺バイパス術の復温期における輸血
④新生児の交換輸血
⑤15 ㎖／ kg ／時を超える小児の輸血
⑥重症寒冷自己免疫性溶血性貧血患者への輸血

　多忙な現場の中で適温に調節するのは難しいですよ
ね。ある研究によると、適温に調節できた被験者は
20％未満で、“41℃と考えて調節していたにもかかわ
らず 29℃に調節していた被験者”や、“41℃を想定し
て調節していたにもかかわらず 46℃に調節していた
被験者”もいました。2）とあります。

　10 ～ 20 年前に当たり前に行っていた看護ケアが、学会発表や研究発表をもとにで根拠に基づき。この数年で変化し
てきています。今後も様 な々看護ケアの変化が予想されます。私たち看護師は常にアンテナを張り、新しい情報をキャッ
チし、看護技術マニュアルの見直しを行っていかなくてはなりません。皆さんの施設はどうですか？　　　広報委員より

【引用文献】　1）日本赤十字社：輸血用血液製剤取扱いマニュアル（P7）
　　　　　　2）川西千恵美編著：今はこうする！看護ケア（照林社・2014.9　P34）
【参考文献】　グリセリン浣腸に関する検討グループ　第14 回日本看護技術学術集会

〈現在は・・・〉
〈現在は・・・〉

その看護手順、
見直されて　
いますか？

病院の看護手順と
輸血用血液製剤取
扱いマニュアルを
確認しましょう。

　浣腸液の添付文書の多くは「温湯
（約40℃）で体温程度に加温する」
との記載があります。投与前に自
分の前腕の内側で確認することで
安全に投与するなどしています。
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研修報告　特定分野における実習指導者講習会を終えて

　平成 28 年度から開講した特定分野における実習
指導者講習会に参加させていただきました。特定
分野とは老年看護、在学看護、母性看護、小児看
護の領域をいいます。
　今回は 22 名が、さる 7 月 11 日から 7 日間・39
時間のなかで教育原理・教育心理、看護教育課程、
実習指導の原理、教育方法・教育方法、実習指導
の実際等を学びました。皆で協力し合って無事、
22 名が揃って修了証を頂くことが出来ました。
　今回の講義・演習を通して、各自多くのことを
学び、気づきも、多くありました。
　実習指導案作成を行ってみて、指導者側私達にも、
各学校の実習要綱にある 3 観 ( 教材観・学生観・指
導観）など、基準になるものをしっかりと把握し、
その思いにそって学生に 関わることにより、学校
とも連携し、一貫した指導が、可能になることを
学ぶごとが 出来ました。
　実習指導案は、いろいろな要素を用いて、実習
そのものの方向性を決める基準となり、このよう
な書類があることは、看護実践する為の根拠、指
導方法を振り返る為にも良いものであるが、実際
に指導案作成は難しいところもありました。しかし、
今回、一連の流れについて、各チームで情報共有
でき、1 つの形を作ることが出来たことは、講習会
参加の成果であると思います。
　今後の実習に関してスタッフ 1 人 1 人が学生に
対して、良き役割モデルであることを認識して、

看護の素晴らしさを学生自身が実感できるように、
チーム全体として学生を受け入れて、看護を実践
できるようにしていきたいと思います。
　今回学んだことを、いかせるように、また、学
生と共に成長できるように、自己研鑽に努めてい
きたいです。
　次世代の看護師を育てることも、自分達の役割
であるので、それぞれの看護学校・各学生と向き
合って、常に寄り添いながらできるようにしてい
きたいと思います。
　実際、業務をしながらの指導案作成は、難しい
ことがありますが、実習に対しての看護学校の思い、
学生に対しての愛情、熱意、学生の実習に臨む姿
勢等、目標・目的の在り方について、講習会で話
し合いをしていると自分も頑張っていかないとい
けないなと思い、当時学生だった自身も振り返り
ながら、有意義に学習できました。
　最後に、この講習に関して、携わっていただい
た教育担当者並びに講義していただいた講師の先
生方、快く講習会参加をサポートして頂いた、各
スタッフに感謝申しあげます。
　この講習を受講した 22 名、あらたな相談できる
仲間が出来たことも嬉しいことだと思います。各
現場で、この学びを生かして実践していきたいと
思います。

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　みなみ風

本白水　和久
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研修報告　保健師・助産師・看護師合同研修　（子どもと子育て世代包括ケア推進のためのモデル事業）

研修案内　～大隅地区～

日　時：平成 28 年 9 月 11 日 （日）
場　所：看護研修会館 3階　大研修室
参加者：101 名　（保健師 51 名　　助産師 28 名　　看護師 22 名）
研修内容
　講演 「母子保健医療に関する鹿児島県の現状と課題について」
　講師：鹿児島県保健福祉部子ども福祉課 技術補佐　　澁谷　真由美 氏　
　講演「フィンランドのネウボラについて」
　講師：鹿児島県看護協会専務理事       　　　　　　原田　ケイ子氏

実践報告
１．社会的ハイリスク妊産婦のサポート体制
  鹿屋医療センター 柏木　幸子　副師長
２．NICU退院児の在宅ケアへの橋渡し　
  鹿児島市立病院 佐々木理恵　新生児集中ケア認定看護師
３．過疎地区での母子保健活動の現状
  南大隅町  松山　陽子　保健師
４．妊産婦の精神的支援の実践
  南さつま市保健課 栫　美穂子　保健師

グループワーク　「保健師・助産師・看護師が連携して今できること」

・それぞれの専門性を活かし、連携をはかる
・各施設で窓口をはっきりさせる
・３職能が集まって勉強会など行う　　　
・このような研修を継続的に行う、顔の見える関係作
りができる

・連絡内容は書面だけでなく、電話連絡をすると細か
い内容が伝わる

第 2回子どもと子育て世代包括ケア推進のためのモデル事業
 日　時：12 月 3 日（土）13:30 ～ 16:30
 場　所：恒心会おぐら病院 研修ホール
 内　容：実践報告
 　　　　グループワーク
    たくさんの御参加をお待ちしています。

　子どもと子育て世代が、地域の中で安心して子育てができるように切れ目のない支援を享受するのは看護
職をはじめとした他の関連職種・機関、そして住民との協働が求められます。日本看護協会のモデル事業とし
て本会を含む6か所が採択されました！　このモデル事業で、県全体と大隅地区での研修会を開催予定です。

　大隅地区は乳児死亡率、新生児死亡率、周産期死亡率、死産、妊産婦
死亡率、低体重児出生率は全国を上回っております。本事業に取り組むこと
で、それぞれの看護職が顔のみえる関係づくりができ、妊娠・出産・育児まで
つながる包括的な支援体制を構築するための一助となればと思っています。

11

2016.10 Vol.165Nursing Kagoshima



12

その２・・・勤務の拘束時間：「勤務の拘束時間は 13時間以内とする」
（その 1は、前回号に記載）
　拘束時間とは、始業から終業まで使用者の監督下にある時間（実労働時間と休憩時間、仮眠時間、時間外
勤務時間の総計）のことです。

　「2010 年病院看護職の夜勤・交替制勤務等実態調査」では、勤務時間が長い方がより勤務後半部でヒヤリ・
ハットを起こす可能性が高いことが示唆されており、夜勤・交代制勤務に関するガイドラインでは、「勤務
の拘束時間は13時間以内とする」とされています。しかし、これはあくまで上限値を示したものであり、日勤・
夜勤の 12 時間勤務を推奨しているのではありません。労働基準法で定める労働は 8 時間ですので、8 時間
以上の勤務帯は長時間労働であるという認識を持つ事が必要です。拘束時間を短縮するため、仮眠時間を削
り記録に当てているという声を耳にします。夜勤は生体リズムに反した勤務であり、本来、眠る時間帯に起
きて働くことは人体にさまざまな影響を及ぼします。休憩時間や仮眠時間をきちんと確保し、疲労や生体リ
ズムのずれによる心身への影響を最小限にすることが大切です。

社会経済福祉委員会

私のセカンドキャリア　～就業相談員として～

　私は、定年を迎え看護現場の第一線を引いたあ
とも、何らかの形で看護職に携わっていたいとい
う思いをもっていました。幸い、いくつかの機会
に恵まれ充実した毎日を過ごすことが出来ている
ところです。その中で、今回は鹿児島県ナースセ
ンターの地域就業相談員としての活動をお話した
いと思います。
　私の担当は川内のハローワークにおける出前相
談事業で、他の担当者２名と共に活動し、２年目
を迎えます。活動の内容は、看護職者の就業や進
学に関しての相談を受けてその就業の支援を行な
うことです。相談時間は午後からの３時間ですが、
相談者の話をじっくり聞くように心掛けて対応す
るようにしています。相談者は、未就業者や退職
予定の人、准看護師の資格で働きながらの進学を
考慮している人等で年齢も 20 代から 40 代位まで
様々です。また、相談内容は就業に関してだけで
なく、長いブランク後の復職に伴う看護技術の問
題や結婚や妊娠を控えての就業、出産後の育児と
就業について、現在の職場の問題などを含むこと
もあります。

　相談者の中には、求職のことだけでなく、就業
に伴う際の不安な気持ちや戸惑う気持ちを誰かに
聞いて欲しいと思っている場合も多く、その際の
聞き役になることも相談員の役割ではないかと考
えています。しかし、毎回、相談者の個々の状況
にあわせた適切な助言ができているのかどうかと
煩悶しながら、今までの看護職としての経験や知
識等を総動員して応答しています。相談終了後、
相談者に笑顔で挨拶していただくと正直ほっとし
た気持ちになります。また、相談をきっかけに就
業に結びついたという例を聞くと、看護職を支援
することが出来、またナースセンターやハローワー
クへの連携という橋渡しの役割ができたと感じて
います。
　看護現場の一線を退いた後も、同じ看護職の後
輩の方々に就業の相談という形で支援する機会を
いただいたことを感謝し、今後も、この活動が看
護や介護のマンパワーの充実に少しでも繋がるよ
うに自らのセカンドキャリアをいかしていきたい
と思っています。

夜勤・交替制勤務に関するガイドラインについて

勝間　理恵

勤務の拘束時間

労働時間（＝実労働時間）
仮眠時間・時間外勤務（前残業・後残業）を含む

＊なお、申し送り・記録時間も含めた実質的な「労働時間」
休　憩
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鹿児島地区

地 区 だ よ り地 区 だ よ り

講演：「日常生活の基盤となる倫理」
講師：　社会医療法人博愛会　相良病院　副院長　総看護部長　江口　惠子先生
　170名のたくさんの参加者があり、具体的な事例、体験された事をまじえ、わかりやすく講義し
ていただきました。初心にかえり、人として、看護師としての自分を振り返る研修になりました。

　平成２８年度は、多様化する健康ニーズに対応し、安心・安全な看護を提供するとともに、市民の皆様の健康生活を
支援し、専門職業人として質の高い看護サービスを提供できる人材を育成することを目標に、会員のニーズに合わせた
研修会を年８回計画しています。一人ひとりが専門性を高め、役割拡大を図り、チーム医療に貢献できるよう支援していき
たいと思います。

委員長　吉元　祐嗣

　9月3日看護展「まちの保健室」、10月23日市民健康まつり、11月3日おはら祭り、
CKDイベント等、地域に根ざす看護協会活動としてイベントの主催・参加してい
ます。イベント開催時には、多数の医療機関や多職種の方々の協力を頂き、県
民の皆様のご要望にお応えできるように活動しております。また、イベントに参加さ
れる県民の皆様には、大変ご好評をいただく場面もあり、やりがいを持って事業
に望んでおります。これからも、ますます地域住民の皆様へ貢献できるように看護
協会活動の地域ケアサービス委員会として邁進しております。

委員長　五味　靖

　私達は鹿児島地区の事業内容を看護かごしま及びホームページへ掲載し、
地区活動の拡大と加入施設への広報活動を行っています。皆様が閲覧活用し
て頂けるようなホームページを作っていきたいと思います。

委員長　小林　由美子

鹿児島地区集会特別講演　　　　　　　　　　　　　平成２８年６月１１日

教育委員会の活動

地域ケアサービス委員会の活動

出版規約委員会の活動

　　　　　【ホームページの閲覧方法】
① 鹿児島県看護協会ホームページを検索
② ホームページ内のお知らせの地区活動をクリック
③ 見たい活動内容をクリックしてください
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～ナースシップ　仲間をふやそう !! ～
鹿児島地区は、目指せ、看護協会員6000人 !! を目標に活動しています



大隅地区

講演：「笑顔と元気になれるコミュニケーション技術」

講師：WMcommons　中原　真・中原　誠先生

参加者：133名

　下仮屋鹿児島県看護協会副会長（おぐら病院）にご出席いただ
き平成28年度の大隅地区集会を開催いたしました。物故会員への
黙祷に始まり、各委員会の報告等順次行い、看護用品工夫展では
３施設からの出品があり、作品について、会場からも使ってみたい等
の意見が聞かれました。
　総会終了後は、WMcommonsによる特別講演「笑顔と元気にな
れるコミュニケーション技術」を開催しました。笑顔一つで周囲が明
るく幸せになることや相槌・共感・ジェスチャー・承認・客観視する力で元気なコミュニケーションを築いていきたいと感じる
講演でした。昨年度の地区集会に引き続き2回目の講演会でした。参加者からも多くを学び、楽しく、笑顔になれた有意義
な研修でしたと多くの意見が聞かれました。

大隅地区集会　     　  　平成28年6月11日開催

目的：大隅で働く看護職員同士の連帯感を高める

参加者：新人53名（男性7名・女性46名）、2年目看護師7
名、プリセプター17名、教育・OST委員10名　　合計87
名、欠席者もなく全員参加のもと開催できました。
〈アンケート結果から〉回収者全員が研修内容に対し満足
であると回答、同じ境遇の仲間と悩みを共有できた、悩み
は同じで自分だけではないとわかり安心した、新人同士の
横の関わりが持てた、新人・プリセプター・2年目看護師等
がそれぞれの話を聞いて新たな発見や気づきなど課題が
見つかったなど前向きな意見が聞かれました。
第2回研修予定　平成28年10月1日（土）
『在宅支援』について、訪問看護・訪問介護・介護支援事業所・ケアコールセンターの紹介と事例検討を予定し、卒後2･
3年目の看護師のグループワークに対し意見をいただきながら学習を深めていく予定です。（OST会長：藤安友子）

大隅新人看護職員多施設合同研修　　第1回研修　平成28年7月16日（土）開催
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大隅の活動　～OOSUMII へようこそ　～



　平成28年度は、看護職の確保と地域包括ケアシステムにおける看

護師の役割の強化などを目的に掲げています。教育委員会として看

護師研修会を年4回開催予定しており、8月20日に第1回看護研修会

「地域包括ケア」が行われました。診療報酬の改定・地域包括ケアシ

ステムの構築が推進されていることもあり、今回の研修会には90名の

参加がありました。参加者の多くは研修内容に興味を持ち自主的に

参加されていました。今年度の地区研修は一日研修で企画し、地域

包括ケアについてそれぞれ専門的立場から4名の講師の方に講演

をいただきました。在宅における看取り・緩和ケア・訪問看護それぞれの視点から看護師としての役割を学ぶことができ好

評を得ました。また、地域組織の拡大と強化を目的として、曽於地区にて昨年の「褥瘡」に引き続きH28年度は「フィジカル

アセスメント研修」を開催予定です。今後、「感染」、「WLB」について研修が予定されています。また、大隅地区新人看護

職員研修チーム会と連携して、新人看護職員多施設合同研修を年間5回開催予定しております。看護職として、今後も

キャリアアップと看護の質・技術向上を目指して大隅地区の医療と生活支援に貢献していきます。（委員長：髙田美穂子）

教育委員会活動紹介

　大隅地区地域ケアサービス委員会では、地域のイベント開催時に救護活動や健康相談の活動をしております。
　昨年度も4月から12月にかけて、委員と会員様施設からの応援人員のもと、計11件のイベントに参加させていただきまし
た。昨年4月には「エアメモリアルinかのや 2015」における救護活動と“まちの保健室”での健康相談を実施致しました。
200件に及ぶ健康相談を受け、「毎年“まちの保健室”で測定してもらったり、相談に乗ってもらうのを楽しみにしています。」
との声も聞かれました。これも委員会活動に、これまで従事された諸先輩方が毎年積み重ねてきた実績が、このような声に
繋がったのではないかと思っております。今年度の「エアメモリアル in かのや 2016」は開催中止となり、イベント内での“ま
ちの保健室”は開催できませんでしたが、その他のイベント内で開催していく予定です。
　今年度はすでに8月に開催された「かのや夏祭り」における救護活動を行いました。幸いに重度となる救護者もなく活動
ができました。今後も9月から12月にかけて、近隣市町村のイベントでの救護活動と健康相談に参加していく予定です。
　毎年の活動で、地域イベントへの看護協会の協力イ
メージも定着し、地域の皆様との交流の場となり頼りにさ
れている実感があります。また、地域ケアサービス委員だ
けでなく、各施設から快く応援人員を出していただく協力
体制もできており、会員施設の部長をはじめ、実際に応援
人員として活動していただいた会員に深く感謝をしており
ます。今後も、大隅地区看護協会の絆に感謝しながら、
活動させて頂きたいと思います。（委員長：田代良一）

地域ケアサービス委員会

研修予定：平成28年11月26日（土）　内容：「事例分析について」

大隅地区医療安全ネットワーク会
大隅にいらしてください
お待ちしております！
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地域ハローワーク 出前相談

ハローワーク連携
　昨年の10月からハローワーク鹿児島とナースセンターが連携して、求人施設・求職者への支援
を充実させる取り組みを行なっています。ハローワークを通じて現在までに210の求人件数と160
人の求職者数が事業の対象となり、双方で相談対応しながら再就業・人材確保につながるよう頑
張っています。ナースセンターにとっては、抜群の知名度・信頼度を誇るハローワークの力を借りる
ことで、社会に存在感をアピールできてきていると感じます。ナースセン
ターの利点は看護職が専門的視点で求職者への助言が出来るところです。
ナースセンター、ハローワーク、それぞれの良さを活かしながら求人施設・
求職者へのサービスを今後も充実させていきたいと思っています。

地域における再就業支援セミナーに係るお願い
　ナースセンターでは、県の委託を受け平成25年から27年まで大隅地区・川薩地区・熊毛･大島地
区において再就業支援セミナーを開催しました。しかし、思うほど参加者が集まらず、本年度からは
日数を２日間に短縮しかつ、回数を３回に増やし、鹿児島市のみで開催することとしました。ところ
が、募集を開始してみると、今年度は地方からの受講希望者が多く、鹿児島市内在住の看護職を上
回る状況になりました。この状況は、やはり再就業支援の必要な看護職が地域に多数いるというこ
とを示しています。
　当ナースセンターが地域に出向しセミナーを開催する方法はすべての点で費用対効果上の課題
が発生します。そこでナースセンターでは、既に各施設で開催されている再就業支援セミナーを地
域の潜在看護職に広く公開・提供していただくシステムを築いていきたいと考
えています。ナースセンターと連携しながら、再就業支援セミナーにおいて地
域の核となっていただける施設を、今後募集していきたいと考えております、
ぜひ、お申し出、御協力を宜しくお願い致します。（詳細はナースセンターまで）

　ハローワークに地域相談員が出向し看護職の就業相談を行なっていますが、4月から9月末までに全
体で37件の相談がありました。（地域HWの相談員は元看護管理者などベテランの看護職です）相談内
容は就業相談だけでなく、現職での悩みや家庭環境の悩みなどさまざまですが、相談員のアドバイスを
うけながら、これからどのように行動していくか考えていきます。昨年度は相談者の25%が再就業にい
たりました。
　この就業相談の中で、特に気になる現象があります。それは、職場の現状に不満があり転職を希望さ
れるケースが相談全体の２０％もあるのです。賃金と医師・上司・同僚との人間関係がその理由のほとん
どです。地域HWにこられる相談者はその地域在住であり、地域内で職場を転々とすることになってし
まいます。相談員は出来るだけ、長く現職に勤められるための助言に苦慮されているようです。
　HWにおいてHWの職員以外が仕事の斡旋をすることは法律で禁じられています。そのため、この事
業では、具体的アドバイスを得て本人が直接行動するきっかけつくりとなっています。今後はもっと相
談者に満足してもらえる相談対応になるよう努力していきたいと思っています。
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平成２８年度　ふれあい看護体験報告

ＷＬＢ報告会のお知らせ

　看護の日の記念事業として、今年も５月と夏休み期間にふれあい看護体験が
実施されました。
　この体験より、「とてもやりがいのある仕事」「看護師さんの患者さんへの対
応がみんな優しい」「貴重な体験ができた」という感想が多く聞かれ、実りあ
るふれあい看護体験ができたように感じました。

　第1回の施設めぐりツアーは、介護保険関連施設を訪問することになりました。
　日時：11月 16日（水）　10時～12時
　訪問施設：介護老人保健施設ひまわり、グループホーム せせらぎ、小規模多機能ホーム せせらぎ
※　求職者は現場の様子を肌で感じたり、施設側にとっては、求職者に施設の理念や特徴などを直
接アピールする機会になります。
※今後は、訪問を希望される施設と求職者を随時募集してツアーを計画していきます。
　 希望される場合はナースセンターまでお知らせ下さい。

ふれあい看護体験者数
総　数　４７９名
小学生　　３３名
中学生　　４４名
高校生　３７４名
一　般　　２８名

～施設側の感想より～
★患者さんとのふれあいを通してやりがいを感じることが出来、看護師とい
う夢に一歩近づけたのではないかと思いました。実施施設側も新鮮な気持
ちになり、初心に戻ることができました。

～参加者の感想より～
●看護とは「手」と「目」で見守ることという言葉に、看護の一番大切な意
味があるのだなと感じました。
●実際に患者さんを４人体制で持ち上げる時に、チームワークや人の命をあ
ずかる重みを感じました。
●食事介助やリハビリ体験など日頃は触れることのできない体験ができ、「将
来は看護師になりたい」という夢をもっている自分にとって、すごく意味
のある体験になりました。

　ＷＬＢ推進ワークショップ参加施設の報告会を11月15日（火）9:00～開催いたします。
　26年度からの参加施設①池田病院②鹿児島生協病院③玉水会病院は3年間の取り組み成果を、27年
度参加施設①いちき串木野市医師会立脳神経外科センター②済生会川内病院③谷山病院④寺田病院は
中間報告です。どの施設もユニークで他施設の参考となる取り組みを行なっています。これからＷＬＢに
取り組まれる施設、ＷＬＢに興味のある方々の多数のご参加をお待ちしております。

ｉｔ’ｓ ｎ
ｅｗ！ 交流カフェ

お仕事探索・施設めぐりツアー

　９月２４日(土)訪問看護交流会を実施しました。訪問看護入門研修の受講生７名，訪問看護ステー
ションから４名の参加がありました。２８年度初企画でしたが，フリートークで和気藹々とした，訪問
看護がより身近になった交流会でした。
～参加者の声～
★　いろんなことを考えていたが，「生の声」を聞くことが出来，すっきりした。　
★　「やってみないと前に進めない」「一人じゃないよ」と言われ、訪問看護を目指そうと思った。
★　前より訪問看護に興味があった。研修受講してポロシャツを着て，患者さんのもとへかけつ
け，そこで楽しそうに笑っている自分の姿を想像することが出来たように思う。

＊求人施設と求職者の交流会については今後も計画予定です。
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鹿児島県ナースセンター　
〔看護師等無料職業紹介所　４６-ム -０１０００２〕

★窓口・お電話でのご相談★（ご予約は不要です）
　相談日：月～金　午前９：００～１２：００
　　　　　　　　午後１：００～　４：００
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 21-5
TEL：099-256-8025
FAX：099-256-8079
mail：kagoshima@nurse-center.net
ホームページ　http://k-kango.jp/

【求人・求職登録状況】

求人数
求職者数
就業者数

7月
589
398
39

8 月
575
398
57

届出制度(とどけるん)

ナースセンター担当者会議から

　届出制度がスタートしてから1年が経過し、県内では733名の方から届出がありました。
　登録はお済みですか？
　未就業の方や、退職予定の方、ぜひ登録をお願いします。

登録後のお願い
　再就職が決まった、転居したなど、情報に変更が生じたら
　ナースセンターまでご連絡ください。
　　　　　　（自分で「とどけるん」から変更も可能です）

　８月２５日(木）ＪＮＡホールにおいて全国47都道府県からナースセンターと県看護
主管課の担当者が参加して2016年度ナースセンター担当者会議が開催されました。
　会議に先立ち坂本すが会長から『多様な働き方が求められている今，相談員として強みを活かし，
他機関とも連携して求職者が「何をやりたいか」確認しながら，一人ひとりにあった多様な働きかけを
してほしい。』と挨拶があった。
　厚生労働省担当者や日本看護協会役員等から（看護職員確保対策の現状と今後の展望について報
告がなされた。
　①「届出制度」については、この１０ヶ月約2.9万人（鹿児島県：676人）の届出があり,着実に増加して
いるが,潜在看護師70万人からみると少ない。一人でも多くの届出が出来る取組みと一定のつながり
を持ち，就業率をあげる就業支援体制を強化することが必要である。　
　② ２７年度から全国展開しているハローワークとの連携については強みを活かした相談支援や積
極的マッチングの実施が行なわれており成果を上げている。
　③ナースセンターの機能強化では事業運営に関する有識者会議が始めて開催され、ナースセン
ターの周知方法やマッチングを高める方策，多様な勤務形態の求人促進支援など課題整理と今後の
事業戦略について話し合われたことが報告された。また有識者会議では、有料職業紹介事業所に対し
医療施設から支払われる支払額が、看護職関連で３０８億、医師薬剤師などで２６０億に達し、医療機関
の経営を圧迫してきていることが報告され、無料職業紹介所への期待が高まっていると報告された。
他には先進的取り組み事例としてについて宮崎県や山形県，島根県などの事例が報告され、今後に活
かせる情報が多く得られた。　
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看護専門職として
社会に貢献しよう

会員の増加と福祉の
向上のため活動しよう

鹿児島市鴨池新町21-5
TEL.099-256-8081  FAX.099-256-8079

URL  http://k-kango.jp
E-mail  kakankyo@orange.ocn.ne.jp

編 集 後 記
　日増しに秋の深まりを感じる季節となりました。
今月号は看護師あるあるのコーナー第２弾を掲載し
ています。エビデンス・ガイドラインに基づく「以
前とは変わった」看護手技を臨床での応用の参考に
していただけたらと思います。今後も様々な「ある

ある」を考えて参
りますので御意見・
御要望をお寄せく
ださい。

広報委員一同

理事会報告
第 4回　理事会　
　日時：平成 28 年８月 20 日（土）13:30 ～ 17:00

14 名出席（他代理 2名）

◆　協議事項
　１　基本方針
　　1）　准看護師問題の現況と今後の対応について
　２　事業推進に関する事項
　　1）　特定行為に係る看護師の研修受講ニーズ等調査について
　　2）　子どもと子育て世代包括ケア推進のためのモデル事業の実施について
　　3）　訪問看護人材活用試行事業の実施について
　３　管理的事項
　　1）　平成 27 年度公益認定基準の遊休財産の保有制限に係る追加積立金について 
　４　会員支援
　　　・ナースシップの周知について

★　報告事項　
　１　基本方針
　　1）　知事への要望書提出について
　２　事業推進に関する事項
　　1）　平成 29 年度医療介護総合確保基金の申請について 
　　3）　看護職員就業相談事業について
　　4）　地域医療構想懇話会について
　　5）　熊本地震に係る義援金について
　３　管理的事項
　　1）　理事会・運営委員会議事録について
　　2）　公益法人検査結果について
　　3）　介護保険施設等実施指導について
　４　会員支援
　1）　平成 28 年度鹿児島県看護協会会員数

※毎回、日本看護協会理事会報告・職能委員会報告を口頭で、前回開催の理事会議事録・運営
委員会議事録、各委員会報告・他団体会議報告・県外出張報告を書面で行っています。
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