
季節の風景

瑞応寺紅葉」
「新居浜市：

◇看護職のWLB推進ワークショップ
◇新人看護職員多施設合同研修
◇愛媛県中堅期助産師研修

（助産実践能力強化支援事業）
◇スキルアップ研修
◇医療安全対策への取り組み

「済生会松山病院」

◇医療安全ミニ情報ワンポイントアドバイス
◇災害支援ナースフォローアップ研修
◇ナースマンが行く
◇おすすめ簡単レシピ
◇禁煙（たばこ）に関する川柳・標語募集
◇ナースセンターだより

〒790-0843 松山市道後町2丁目11の14　TEL（089）923-1287　FAX（089）926-7825
Ｅメール　nursing-ehime@circus.ocn.ne.jp　ホームページ http://www.nursing-ehime.or.jp/

 発行責任者　大西満美子

公益社団法人　愛媛県看護協会

ナーシング
愛媛

N U R S I N G  E H I M E

2015年秋号
Vol.144



愛媛県看護協会会報●2015.秋号2 愛媛県看護協会会報●2015.秋号 3

　愛媛県看護協会では、平成25年度から看

護職のＷＬＢ推進ワークショップ推進事業

に取組み、現在11病院が参加しています。

　各年度参加病院からそれぞれ活動状況を

紹介していただきました。

3年目病院 WLBは医療人を生かす経営戦略
松山赤十字病院　小椋　史香　　　

　少子高齢多死社会の到来を迎え、看護師のみでなく、医療人の確保は喫緊の課題です。急性期を担う当

院では、『選ばれる病院』をめざし、多様な価値観・ライフスタイルを受容し、時間生産性の高まる効率

的な働き方を創造してゆきたいと考えています。３年前に掲げたゴール目標は「職員が余裕を持って生き

生きと働くことができる。」です。

　成果指標の結果は、①超過勤務時間の削減（17時間→12時間）②定時で帰れる職場（23％→29％）③働き

方に満足（46％→48％）④看護ケアに十分な時間がとれる（42％→45％）と微増ですが向上しています。ま

た、看護補助者や薬剤師と具体的な業務の協働を推進しており、更なる変化が期待されます。

　ポスター作製・標語の募集（183題の応募有）は、職員の投票による表彰等、皆がアイデアを出し、楽

しみながらの広報活動となりました。さらに、部署の取り組み発表は、お互いに研鑽の場となり、業務改

善や働き方を考える意識改革の機会となりました。

　今後も各職場で主体的な活動を継続させ、働く私達自身が、質の高いサービスと働き方を考え、自ら

「生き生きと働きやすい職場を創造してゆく者」でありたいと思います。

2年目病院 ２年目の取り組みについて
西条中央病院　WLBチームリーダー　宮崎　里美・中山　亜里美　　　

　ミッションは「地域から選ばれる病院」、ビジョンは「同心協力のもと働きつづけられる職場環境」を

掲げ活動しています。インデックス調査をもとに、活動隊として中堅看護師、看護管理者、事務部長を含

1年目病院
JCHO宇和島病院　善家　かずみ　　　

　参加病院の連絡会議では、すでに本事業に参加し２・３年目を迎える病院の皆様からの現状報告を聞か

せて頂き、参加者一同熱いものを感じて帰って参りました。その熱の冷めないうちに行動したいと考え

“推進に向けた体制づくり”を始めました。第１歩として看護協会から本事業の推進担当者である立川様

をお迎えし、講演会を開催しました。講演会には院長をはじめとする各部門の責任者が参加し、職員全体

での共通認識を図ったところです。

　更に看護課では、総看護師長を中心としてWLB委員会を設置、看護職職員に対して本事業の目的、な

ぜ、何のために取り組むのかを伝達し第１歩を踏み出しました。

　現状は雲をつかむような状況ですが、本事業がJCHO病院の使命であります「女性に魅力ある職場づく

り」となり、人が集まり皆が働き続けられる病院づくりの一助になればと考えています。

む事務職の総数23名が、同心協力のもと積極的に活動しています。この活動隊は、小集団活動の効果をね

らい、４つに分かれて活動しています。

＜業務量チーム＞時間外残業短縮のための業務改善や休憩時間の確保を目標に現状調査を行い、課題に対

して、部署単位のアクションプランを立て、３ヶ月ごとに評価しながら取り組んでいます。

＜年次有給休暇チーム＞有給休暇が公平に取れるようハッピー休暇とネーミングし、バースデー休暇や記

念日休暇を設定しました。２年目は昨年の個人取得率を出し、年間計画表の作成やハッピー休暇など

年休が取りやすい環境作りを行っていく予定です。

＜頑張っている人の評価チーム＞“サンキューボード”による“部署での感謝”の見える化の取り組みを

行いました。２年目は、他職種・患者・家族等からの感謝の声を反映し表彰することで、認めてもら

える組織風土づくりに取り組んでいく予定です。

＜制度チーム＞ニーズの高いもの、制度に組み込んだ方が良いものなどの制度の見直しと分類を行いまし

た。２年目は社会労務士による専門的な立場からのアドバイスを基に制度の見直しを行い、制度の認

知を上げ、活用に結びつけていく予定です。

　各チームは、WLB推進目標を設定し、PDCAサイクルをまわしています。広報活動として、活動報告

会や新人教育での発表、ポスター掲示などを行いました。いよいよ、中間地点の２年目になりました。今

年は、厳しい労働環境の医師を含めた他職種を引き込み、院内全体に“WLB旋風”を起こすことをね

らっています。

7月9日　病院連絡会

標語の表彰式&成果発表会

研修風景
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貞本病院　北村　晴江　　　

　新人看護師であっても、看護師の資格を持つ者として、常に患者様に安全・安心な医療を提供す

るように心がけなければなりません。今回、「新人看護職員研修事業　多施設合同研修」に参加させ

て頂き、基礎看護技術演習では、技術一つひとつ時間をかけて指導して頂くことで、考えながら丁

寧に振り返ることができました。現場で実践する際の自信に繋がりました。

　また、看護師となり大きなプレッシャーと緊張感の毎日が続く中、新人研修のグループワークで

は、仕事の悩みなどの話が聞けたりと、自分だけが悩んでいることではないことを知り、気持ちが

楽になりました。新人研修に参加したことで、看護師として、患者様の生命・安全を確保するため

には根拠に基づいた看護を実践することが大切で、今後も自らの意思で探求していくことが大切だ

と感じました。看護師の仕事は辛いことも多いですが、先輩や同期に支えられ、また、患者様から

の「ありがとう」という言葉や元気になっていく姿を糧にして、今後も頑張っていきたいと思います。

三木病院　八塚　南　　　

　私は看護師として働いていましたが、諸事情で離職しました。それから4年が経っての再就職で

漠然と不安を抱えていました。そんな時に上司にすすめられ、研修に参加しました。全９回の研修

で、新人職員が勤めていくうえで役立つ内容を学べたため、満足しています。独学するだけでは身

につかない演習器材等を用いた臨場感や手順、必要な知識などを学ぶことができました。特に急変

対応の講習は具体的で、夜勤での不安が軽減しました。排泄ケアや薬剤についても疑問に思ってい

た事が解決し、実際の仕事に活かせました。さらにわからないことは、ナーシングスキルの動画や

手順を利用して繰り返し見ることができるので、助かっています。今後もこれらを見直しながら、

日々研鑽していきたいです。

西予市立野村病院　河野　あずさ　　　

　今回「新人看護職員研修事業　多施設合同研修会」に参加して、看護師として基盤となる幅広い分

野での専門的知識・技術、基本的態度について習得することができました。この研修は自施設だけ

でなく、多施設の方々と一緒に研修を受け、共に考え、実践することで互いに交流を深め、私自身

とても楽しく研修を受けることができました。講義内容はどの分野も内容が濃く、これからの看護

の現場で役に立つものばかりでしたが、その中で私自身特に印象に残っているのが、救急看護にお

ける「BLS・AEDの実際」です。救急看護に対して苦手意識を持っていた私ですが、今回救急看

護における事例を交えた分かりやすい内容の講義を受け、何度も演習を重ねるうちに、「苦しんで

いる人を一刻でも早く救いたい」という強い思いが芽生えました。看護師としての経験が短い私に

もできることを考え、今後患者様や苦しんでいる人々の生命危機を守るため、医療の現場で実践し

ていきたいと思います。今回この研修会で学んだ多くの専門的知識・技術をこれからの看護に活か

しながら、自分自身の成長に繋げたいと思います。

愛南町立国保一本松病院　吉村　紗稀　　　

　看護学校卒業後の就職先は奨学金を借りていたという理由もあり、精神科病院でした。働き始め

た頃は業務内容を覚えるのに必死でしたが、そこに勤めて一年ほど経ったときに看護技術や自分自

身のスキルアップのために一般病院への転職を考えるようになりました。そして周囲からの後押し

もあり今は療養型の一般病院へと再就職し、忙しい毎日を送っています。今回、上司から勧められ

てこの研修を受講しましたが、そこで社会人として必要な社会人基礎力からフィジカルアセスメン

ト、薬剤及び薬物の基本的な知識と投薬方法まで私が知りたかったけれど十分学習できていなかっ

たことを学ぶとともに新しい知識を身につけ、更に看護学校時代に培った知識を改めて復習するこ

とができました。研修ではもちろん座学もありますが、ほとんどの講義にグループワークと演習が

入っており、実際に自分たちで考えて医療機器や受講者同士の身体に触れることで患者様と接する

場面を想定しながら学びを深めることができました。また、働き始めて三年未満の同じ受講者同士

で悩みを話す時間があったり、コミュニケーションや自分自身のメンタルヘルスケア能力を高める

講義もあり、研修に参加することで忙しい病院での業務を一旦忘れてリフレッシュすることができ

ました。一般病棟での経験が少ない私にとっては今回の研修はとてもありがたいものであり、新し

い人との出会いもありスキルアップしていくための良い刺激になったのではないかと思います。受

講したことだけで満足するのではなく、ここから更に看護師としてのレベルアップを目指して自ら

学びを深めるとともに、今の病院のスタッフの一人として恥ずかしくないよう頑張っていきたいと

思います。

H27.4.24 講義と演習「社会人基礎力をつけよう」高橋　恵　先生

H27.7.21演習　フィジカルアセスメント

「新人看護職員研修事業　多施設合同研修」に参加して「新人看護職員研修事業　多施設合同研修」に参加して「新人看護職員研修事業　多施設合同研修」に参加して
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「新人看護職員研修事業　多施設合同研修」に参加して「新人看護職員研修事業　多施設合同研修」に参加して「新人看護職員研修事業　多施設合同研修」に参加して



愛媛県看護協会会報●2015.秋号愛媛県看護協会会報●2015.秋号66 愛媛県看護協会会報●2015.秋号 7

　今年度より当職能委員会では、中堅期助産師の倫理的役割と助産ケアの重要性
を考える目的で、研修会を企画しました。6月21日（日）午後に「出生前診断」のテー
マで研修を開催し、38名の参加がありました。

　平成27年7月11日（土）にスキルアップ研修会を開催しました。研
修会には、131名の参加がありました。今回は、「勉強会・研修会を
効果的・効率的・魅力的にする研修デザインセミナー」をテーマに熊

助産師職能委員会

松山赤十字病院　山木　一恵「出生前診断」を終えて

平成27年度 愛媛県中堅期助産師研修会
（助産実践能力強化支援事業）

　前半は、講師の愛媛大学産婦人科
学教室、松原裕子先生からの講義、
後半はロールプレイ演習と質疑応答
の構成で、あっという間に3時間が
過ぎました。
　講義の中で、遺伝学的検査情報を
知らせ勧めるべきではないとする国内の方針と、新型出生前診断（2013年～）
後に羊水検査で異常と判明した者の96%が中絶している厳しい現状があると報
告されました。また、出生前検査法の紹介、新型出生前診断から確定診断の羊水
検査までの相談体制・検査の精度について詳解されました。
　後半は、グループに分かれて、臨床遺伝専門医が学会で使用した事例を用い、
体外受精後、出生前診断を希望している妊娠10週の妊婦と夫へのカウンセリン
グ経緯を参加者自作のもとロールプレイで発表し、相互に学びました。ロールプ
レイ演者は各対象の気持ちの変化を見事に表現し、会場が一体となって、夫婦へ
の情報提供やカウンセリングの有用性を感じ取ることができました。ロールプレ
イ発表後の質疑応答においても活発な意見交換がなされました。
　研修後アンケートからは、参加者は助産師として正しい知識を得る必要性や、
妊婦への検査や情報提供の場面を通じて、日頃から妊婦の気持ちを優先に考え業
務にあたりたいという意見があり、中堅助産師としての倫理的役割を理解し、ケ
ア実践に活かすことの重要性を実感していました。
　本研修は助産実践能力習熟段階レベルⅢ認証申請時期に合わせた企画であり、
生命倫理の側面で自律的に助産ケアができる助産師の育成に役立つ第一歩となっ
たと考えています。参加者からは今回の研修は興味深く、理解しやすい内容と受
け止められていたようですが、同時に倫理的課題が多く、専門職間でも議論が必
要な分野でもあります。
　今後も各々が倫理観を養う努力を続けることと、研修で得たものを施設にも持
ち帰り、現場のケアに活かして頂ければと切に願います。

第5回　スキルアップ研修会報告第5回　スキルアップ研修会報告
リソースナース・マネジメント委員会リソースナース・マネジメント委員会

参加者の属性 参加者の年齢 受講の動機
認定看護管理者

８％
その他
８％

60代以上
２％　

職場のすすめ
15％　

20代
　２％

専門看護師
　４％

認定看護師
38％

看護師
（一般参加）
50％

本大学大学院 社会文化科学研究科 システム学専攻 教授 鈴木克明 先生よりご講演いただきま
した。
　鈴木先生は「インストラクショナルデザイン（ID）」という教育活動の効果と効率と魅力
を高めるための手法を集大成したモデルや研究分野、またはそれらを応用して学習支援環境を
実現するプロセスは、教育の悩みを解決する道具だと話されました。日頃、研修会を企画運営
される方々ならぶつかる悩みも、動機づけモデル（ARCSモデル）を提唱した人たちの言葉を
借りれば研修企画のコツが見え、これまでの研修企画や同じ内容での研修の繰り返しを見直す
機会となりました。
　研修後アンケート（回収率94.7％）では、参加者全員が満足度の高い結果でした。参加者か
らは、「相手のニーズを知り、興味をもって学ぶことができるデザインを考えていきたいと思
う」「新人教育をプランニングする際、反転学習を取り入れ、効果・効率・魅力を高める環境
を整えたい」などこれからの研修企画に活かしたいというご意見が多数ありました。
　自分で学べる人に育てる、そのきっかけを作るような研修にする、反転授業の導入、すべて
の学習は自己主導であるという言葉がとても印象的な研修でした。

30代　40％

40代　36％
テーマ　75％

50代　20％

n＝124

講師
７％
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【施設紹介】
　社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院は、松山市
西部地域唯一の公的病院として、医療・保健・福祉
の充実、発展に努めています。介護老人保健施設や
住宅生活復帰支援センターも併設しています。病床
数174床（一般162床、ICU４床、HCU８床）を持ち、
松山市の救急輪番制担当病院として二次救急診療を
行っています。年々増加する救急患者に対応するた
め、平成24年11月に救急棟を増築し、救急処置室、
外来処置室等を拡充し受入体制を強化しました。

【医療安全への取り組み 】
　当院の医療安全への取り組みは、安全管理指針の
もと、危機管理会議・安全対策委員会・安全部会・
安全推進委員会が設置され、組織横断的に活動して
います。
１）指差し呼称の導入！
　多忙な業務の中で慣れや思い込みによる確認不
足などは、インシデントの最大の要因となってい
ます。確認不足によるエラーを防ぐ方法に指差し
呼称があります。指差し呼称を実施することによ
り、ミスが６分の１に減少するといわれています。
当院でも平成26年から安全研修会や、安全管理パ
トロール、ポスター掲示などを通じて「指差し呼
称」の周知・徹底に努めています。「目で確認」「手
で確認」「声で確認」３つ同時に行うことで、注
意力が高まります。看護部門から広がりつつあり
ますが、全部署・全職員への浸透にはまだまだ時
間が必要です。

社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院
医療安全管理室　専従リスクマネージャー　兵頭　美和子

医療安全対策への取り組み医療安全対策への取り組み

２）暴言・暴力から職員を守る！
　苦情・クレーム・飲酒等に起因する暴言・暴力
に対し、当院では警察OBの配置をし、渉外担当
として安全対策部門及び患者相談対応部門と連携
し協働しています。警察への非常通報装置の設置
や防犯講習会・交通安全教室・悪質クレーム対応
の研修等実施しています。クレーム対応時の基本
姿勢は、Ｈｅａｒ（良く聴く）・Ｅｍｐａｔｈｉｚｅ（共感する）・
Ａｐｏｌｏｇｉｚｅ（状況に対して謝る）・Ｔａｋｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｒ
ｉｔｙ　ｆｏｒ　ａｃｔｉｏｎ（問題の解決に対して責任を示す）
このＨＥＡＴスキルを使ってクレームに前向きに対
応しています。

　全職員が、「本当にこれでいいの？」と一呼吸を
おき考え、お互いが協力しあい問題解決に努めてい
ける。そのような、心にゆとりを持ち働らき続けら
れる職場・医療安全文化の醸成に取り組んでいきた
いと考えています。

救急棟救急棟

防犯講習会

○○ヨシ

　与薬は、病院における日常的な業務である一方、

最も医療事故が起こりやすい場面の一つでもありま

す。そして、その当事者になることが多いのは看護

師です。医療事故を防止するために、与薬する際の

留意点を再認識しましょう。

１．起こりやすい事故
　処方、調剤場面

① 医師の処方量の間違い

② 禁忌薬剤の処方

③ 処方薬剤の間違い

④ 単位の間違い

⑤ 投与方法の間違い

　間違いを起こしやすそうな口頭指示よりも、むし

ろクリックで薬剤や単位を選択するシステムでの処

方の方が、圧倒的に事故が多いのが特徴です。

医療安全ミニ情報　ワンポイントアドバイス

６つのRight

２．事故を防ぐために
　６Ｒとチェック方法の徹底

　与薬には多職種が関わっています。中でも看護師

は実際に患者と対面し与薬を実施するため、事故を

防ぐ最後の砦といえます。

　人はミスを犯すものだという前提に立って確認を

徹底することが必要です。

●チェック方法

☆２名によるダブルチェック

☆指差し呼称

☆患者に氏名をフルネームで名乗ってもらう

３．与薬の前に
　患者の状態、薬剤禁忌、アレルギーの有無など対

象患者の把握を行うこと。薬剤を投与する目的や薬

剤の知識も必要です。

　また薬剤の準備の際には、作業は中断しないよう

に留意し、中断した場合には、再度手順の最初から

準備を実施するようにしましょう。

　ミスは新人が起こすものと考えがちですが、必ず

しもそうではありません。知識不足や経験不足によ

るものが多いのですが、経験が豊富なゆえに慣れた

業務や日常よく使う薬剤について思い込みが先行し

てしまうのです。与薬に対する緊張感は常に持ち続

けていかなければなりませんね。

（文責　医療安全委員　林　明子）

与薬の基本！
いまさら聞けない与薬のルール
与薬の基本！
いまさら聞けない与薬のルール

★処方箋をその都度チェックして、
　疑問があれば医師に確認しましょう！

事故内容
★過剰投与

★重複処方

★指示変更の確認不足

★薬剤の取り違え

★禁忌薬剤の投与

★投与速度の速すぎ

★患者間違い

与薬場面
①静脈注射

②経口薬

③点滴静脈注射

ポイント
！

ポイント
！

Right
Right
Right
Right
Right
Right

Patient
Drug
Purpose
Dose
Route
Time

３度の確認

正しい患者
正しい薬
正しい目的
正しい用量
正しい用法（経路）
正しい時間（投与時間）

①保管場所から薬袋を出すとき
②薬袋から薬を出すとき
③薬袋を保管場所に戻すとき
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　平成27年７月16日、県内災害支援ナース50名が参加して、フォローアップ研修が行われました。

災害支援ナースは、２年に１回の研修受講が義務づけされており、私達は、初めて参加しました。

　午前中は、松山赤十字病院の岡久美子先生と塩崎博子先生による講義があり、被災者の心理的

支援の必要性と被災地という特殊な状況で活動するためには、自身のストレス管理が重要になる

事を先生の体験談を通して理解を深める事が出来ました。

　また、昼食は備蓄されている非常食の試食を行い、支援活動中に食事をとる訓練を行い、平時

から非常時の備えと訓練の重要性を再認識しました。

　午後からは、ロールプレイを通して心のケアの演習を行い、救助者は感情的にならず冷静に対

応する事が重要で、被災者の感情を受け止めるコミュニケーション技術を学びました。

　派遣後のストレス対処法としては、それぞれの経験談を友人に話す事で体験を分かち合ったり、

職場で報告する事で区切りをつけたりして、ストレス解消に努めたとの報告もあり参考になりま

した。

　研修の最後に、東日本大震災で実際支援活動をされた方の体験談を聞く機会がありました。ラ

イフラインの断絶によりトイレ掃除や、汚物処理が大変だったという苦労話、高齢者や持病を

もった方、そして遺族への対応の事例など、具体的な活動報告があり考えさせられました。また、

情報不足により支援がスムーズに出来なかった等の意見もあり、被災地での情報収集の難しさと

重要性を痛感しました。

　現在、いつどこで災害が起きてもおかしくない状況です。日々の生活の中で災害に関する情報

に興味をもち、定期的な研修を通して災害看護に対するモチベーションの維持と知識技術の向上

に努めたいと強く思いました。

　今後、当院での災害に対する意識向上に努めるよう頑張りたいです。

南松山病院　災害支援ナース　有田　幸恵・賴田　みどり

災害支援ナースフォローアップ研修を受講して災害支援ナースフォローアップ研修を受講して

　私は、松野町役場に就職し、保健師として勤務を始めて３年目になります。松野町は人口

4,201人（平成27年９月１日時点）と愛媛県で一番小さな自治体です。また、出生数は減少の一

途を辿り、高齢化率も41.78％（平成27年９月１日時点）と５人に２人は高齢者となっています。

典型的な少子高齢化となっており、松野町全体で地域おこしや住みやすい町づくりに取り組んで

います。私は、そんな松野町の保健・医療・福祉の分野から、住民と関わっています。

　平成27年度からは、主にがん検診や精神保健・自殺対策関係の業務を担当しています。また、

地区担当制でもあるため、松野町の10地区のうち現在は３地区を担当しています。地域には、乳

幼児から高齢者まで多くの住民が暮らしています。その中には、問題を抱えながら生活をしてい

る人や、今後その人らしい生活が困難になりそうな人なども多くいます。例えば、乳幼児の成長・

発達や育児の環境、不登校など思春期を取り巻く問題、病気や精神疾患などを抱えながら地域で

生活すること、高齢者の認知症問題についてなど、問題や困難さは様々です。常に予防の視点を

忘れず、その人にとっての問題や生きづらさに寄り添い、一人ひとりが自分らしく生活出来るよ

うに、必要に応じて支援をしていく事が私の仕事の１つです。

　保健師として仕事を始め、丸３年が経とうとしていますが、まだまだ未熟で先輩保健師達のよ

うに活動をすることは出来ません。しかし、日頃から先輩保健師や地域の方々からご指導をいた

だき、一つ一つ確かめながら日々仕事をしています。

　「病気を予防することの大切さ」を大学生の頃の実習から学び、保健師を目指し、「小さな町で

保健師がしたい」と思い、松野町に就職しました。最初は、「男性の保健師です。」と自己紹介を

すると珍しく思う方もいましたが、今ではそれも少なくなってきました。住民の方から声をかけ

ていただける事も多くなり、少しは松野町の保健師らしくなれてきたのではないかと感じていま

す。「住民にとって近しい存在でいられるようになろう。」と考えていた保健師１年目の気持ちを

忘れることなく、今後も精進していきたいと思います。

町民の健康相談にのる

先輩保健師と共に

こころのケアの演習風景

松野町　保健師　沖野　健治

ナースマンが行くナースマンが行くナースマンが行く
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▶材料
●鶏むね肉…1枚　●胡椒…少々　
●酒…少々　●塩、砂糖…小さじ1/2（お好みで調節）

▶作り方
①むね肉と調味料を袋に入れ揉み込み、できれば一晩冷
蔵庫に置く。
②下味のついたむね肉を、広げたラップに包み、両端は
キャンデーの包みの様にねじり、爪楊枝で数カ所に穴
を開ける。

③蓋つきの耐熱容器か、耐熱の皿に入れラップをふんわりとかける。
④電子レンジ500wで6分加熱した所でむね肉の上下を返し、さらにレンジで6分加熱（ロールの直径が小さいと
早く火が通るので時間調節を）後は粗熱が取れてから冷蔵庫で冷やす。
⑤プチトマト、パセリ、プロセスチーズをトッピングしサラダ感覚で盛り付けて完成！
　★他に、ソテーや衣をつけてフライにアレンジしても美味しいですよ。

レンジで鶏ハムレンジで鶏ハム

おすすめ
簡単レシピ

▶材料
●かぼちゃ…正味250ｇ（皮・わた除いて）
●砂糖…80g　●卵…３個　●牛乳…250ｇ
●バニラエッセンス…数滴
●生クリーム（あれば）…100ml

▶作り方
①かぼちゃは皮を除き小さめに切って、耐熱容器に入れ
ラップ、電子レンジ500ｗで約5分加熱。（柔らかく
なるまで）

②ミキサーに全ての材料を入れ滑らかになるまでよく混ぜる。
③茶こしで濾しながら、型に生地を入れる。（濾す方が滑らかな出来上がりに）
④天板に型をのせ、天板の半分の高さまでお湯を注ぎ、170度のオーブンで30分焼く。
⑤冷めたら冷蔵庫で冷やして出来上がり。（お好みでカラメルソース使用してもOK）
　★アレンジ…マンゴーやキウイ、ピーチ、ブドウなどのジャムやフルーツをのせるとカラフルになります！

かぼちゃプリンかぼちゃプリン

りとかけるけるるけか

②ミミキサキサ にに全て全ての材の材料を料を入れ入れ滑ら滑らかにかになるなるまでまでよく混混くよでまるなから滑れ入を料のて全にサキ②

「アンチエイジングに
ひと工夫」

「アンチエイジングに
ひと工夫」

「アンチエイジングに
ひと工夫」

◆かぼちゃにはβ-カロテン・ビタミン・鉄などが
含まれ免疫力向上、抗酸化作用、冷え性改善、か
ぜ予防、むくみや便秘の解消にも効果あり！かぼ
ちゃプリンで老化予防を！ (住友別子病院　Ｙ.Ｋ)

◆鶏むね肉に含まれるアンセリンとカルノシンはア
ンチエイジングに効果的！耐熱容器に溜まったコ
ラーゲンは野菜スープに！疲れ目や脳の活性化に
も効果があります。(住友別子病院　Ｔ.Ｍ)

【問い合わせ先】
〒790-0843　松山市道後町２丁目１１－１４
公益社団法人愛媛県看護協会　愛媛県ナースセンター
ＴＥＬ．０８９－９２４－０８４８　ＦＡＸ．０８９－９９６－８４２５
Ｅ-mail：ehime@nurse-center.net
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看護職は健康管理の専門職として禁煙することが望ましく、本企画を通
して、看護職の禁煙の普及啓発を行うきっかけとします。
健康を守る専門職として、まず看護職の喫煙率を下げることが重要です。

応募方法など、詳細はこちら

禁煙（たばこ）に関する川柳・標語募集禁煙（たばこ）に関する川柳・標語募集

応募は、愛媛県看護協会員に限らせていただきます。
サポート者：社会福祉委員会委員

①募集期間➡➡➡

②応募方法➡➡➡①各施設で記入した応募用紙をまとめて看護協会へ郵送。
②ホームページより、メールで応募。
③看護研修センターに置いてある用紙に記入、応募箱へ提出。

③選出方法➡➡➡川柳・標語から10作品選出
【最優秀賞】１名
【優秀賞】２名
【看護協会長賞】１名
【社会福祉賞】１名
【努力賞】５名　　　　　　　※副賞贈呈

④入選句の発表➡「世界禁煙デーイベント」に合わせて表彰。
ナーシング愛媛、ホームページに掲載。
優秀作品は看護協会ロビーにて掲示。

Ｈ27年11月よりＨ28年2月29日（必着）
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第３回（平成27年7月18日）
報告事項
●理事会報告（第2回）
●常務理事会報告（第3回）
●都道府県看護協会地区支部等における看護職連
携構築モデル事業について
●執行役員報告
●各委員会報告
●各出席会議等報告
●入会状況報告
協議事項
●平成27年度通常総会・職能交流集会の振り返り
について
●日本看護学会－急性期看護－学術集会について
●役員賠償責任保険契約の更新について
●インターネット配信研修および日本看護協会出
版会セミナー協力員について
●リレー・フォー・ライフの参加について
●協会活動記録の保管方法について
●各会議等出席について
その他
●「第19回秩父宮妃記念結核予防保健看護功労賞」
「第44回医療功労賞（海外部門）」候補者の推薦
について
●ハーモニーランドについて
第４回（平成27年9月5日）
報告事項
●理事会報告（第3回）
●常務理事会報告（第4回）
●執行役員報告
●各委員会報告
●各出席会議等報告
●入会状況報告
協議事項
●日本看護学会－急性期看護－学術集会について
●平成28年度認定看護管理者ファーストレベルの
開催について
●平成28年度通常総会開催日程について
●KID’Sフェスタについて
●各会議等出席について
その他
●医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促
進セミナー（厚生労働省委託事業）について

　秋といえばスポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、
読書の秋といろいろですが、皆さんは何を楽しまれ
ていますか。
　何を楽しむのも健康管理が一番。体調管理にはお
互い気をつけたいものですね。

健康豆知識クイズ
食欲の秋になりました。次の食品の中で100g当た
り食物繊維の含有量が一番多いものはどれでしょう？

（大塚製薬参照）
①りんご　②バナナ　③温州みかん　④栗
⑤甘柿　⑥干し柿

☆食物繊維の量は
①干し柿（１０.８g）　②栗（３.７g）
③りんご（１.６３g）　④甘柿（１.６ｇ）
⑤バナナ（１.４８g）　⑥温州みかん（１.０５g）
　食物繊維は排便をスムーズにして体内の有害物質
を吸着して排出させる働きがあるそうです。
　冬支度もそろそろですが、脂肪のつけすぎには注
意しましょう。　　　　　　　　　　（山内多恵子）

編集後記

理事会報告

大洲市白滝〝落ち紅葉と夢わらべ〟大洲市白滝〝落ち紅葉と夢わらべ〟

お知らせお知らせ
保 健 師　　　 352名

助 産 師　　　 223名

看 護 師　　　8,679名

准看護師　　　 453名

　　計　　　　　9,707名

平成27年度会員数（平成27年10月19日現在）


