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愛媛県看護協会会報●2017.春号2 愛媛県看護協会会報●2017.春号 3

　ナーシング愛媛150号発行を記念してご挨拶を申
し上げます。
　愛媛県看護協会の情報誌として昭和52年11月に
「会報」という名称で第1号を発行し、第150号に
至っております。
　昭和53年1月20日に愛媛県看護協会の「看護会
館」が建てられた記念としての特集号を発行してお
り、看護会館建立のお祝いの言葉や大先輩のご苦労
話などが記載されております。
　特集号から10号毎の「会報」と「ナーシング愛
媛」の表紙をご紹介するとともに、その時代の看護
協会の状況がわかる記事を掲載いたしますので皆様
も懐かしく振り返っていただいたり、新鮮な驚きで
ご覧いただきたいと思います。
　公益社団法人愛媛県看護協会がこれからも皆様と
共に繁栄し、この情報誌の発行が第200号、300号
へと継続していきますことを祈念してごあいさつと
いたします。

公益社団法人愛媛県看護協会長　大　西　満美子

ご 挨 拶

１５０号
特別企画
１５０号
特別企画 看護協会会報秘話　～history～

【第70号】平成８年12月１日発行

この年の「日本看護協会創立50周年記念式典」で皇后陛下から看護職への温かいメッ

セージをいただきました。又、小椋佳さん作曲の新協会歌「光求めて」が披露されました。

新人奮闘記の中に自身の勤める施設の先輩の記事を発見！どの時代でも悩みは一緒。そし

てモデルとなるナースの言葉は次世代のナースへつながるのだなあと感じました。

先駆的保健活動定着化研修の中ですでに「本格的な高齢社会の到来」がうたわれています。

【第50号】平成３年10月20日発行

平成３年、私はまだ看護学生でした。杉本先生から厳しい学びを受けました。学校生活の

中で先生は、「ものを言わない花の気持ちをわからないものは人の看護はできない」と

おっしゃられたことを思い出します。

今では花づくり、人づくりをすることで自分も成長できていることを実感できます。あり

がとうございます、杉本先生。（広報委員Ｙ）

【第60号】平成６年５月６日発行

看護の日が制定されて４度目の年。県内でも大街道での看護フェスティバルに加え「看護

の日」ＰＲイベントが広がりました。

県内に４年制の看護学科の設立や、平成７年には宇和島と伊予三島にも３年制の看護学校

が開校。看護師養成が拡充しました。

【第20号】昭和59年３月22日発行

日本看護協会定款が制定され、日本看護協会愛媛県支部が誕生するとともに社団法人愛媛

看護協会と２本立ての組織となりました。この支部組織は平成４年度まで続き、平成５年

から愛媛看護協会のみの組織となっています。この年は愛媛看護協会は10周年でした。

尚、愛媛県看護協会と名称変更したのは平成17年のことでした。

【第40号】平成元年３月25日発行

時代が昭和から平成へ。

看護の在り方も量より質を問われる時代となり、看護協会の教育計画も、「看護の質の向

上」を目指すものと変化していきました。

【第30号】昭和61年10月20日発行

高齢者の自殺や認知症（当時は呆けと表現）の課題が、すでにとりあげられています。こ

の年開催した日本看護学会－看護総合－のメインテーマは「高齢化社会における人々の健

康生活と看護の役割」ということでした。

【第10号】昭和56年３月25日発行

この年度の会員教育は「継続看護を考える」

という目標で計画立案されたようです。

【特集号】昭和53年１月15日発行

愛媛看護会館が昭和51年７月17日に

完成した際の特集号。

当時の会長（川村品枝氏）の苦労話と

完成後の看護協会としての役割や

意気込み、期待などが書かれています。

会館内には実習室、宿泊者が利用する浴室などが紹介さ

れていました。

この２か月前、昭和52年11月28日に創刊号が発行され

ていますが、残念ながら行方不明です。

第１号から第７号が

行方不明です。

どなたかお持ちの方は

いませんか？
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【第130号】平成24年春号

重点事業に「働き続けられる職場環境づくりを推進」が上げられました。

愛媛県看護協会も日本看護協会が進めていたワークライフバランス推進事業に参加

し、施設募集を始めました。翌年には5施設が3年間取組み、現在までに13施設が

参加しています。

【第100号飛躍】平成16年４月

100号を記念して飛躍号と名付けられ、看護協会と会員の飛躍

が期待されました。記念特集は、「我ら看護家族」で、親子や夫

婦、姉妹で看護職に携わっている方々が笑顔で登場しています。

【第71号】平成9年2月20日発行

丑年にちなんでとべ動物園の園長から「ウシの話あれこれ」というテーマ

のお話をいただきました。会員以外の方の記事もその年にちなんだ内容で

面白いです。

【第120号】平成21年11月発行

初めての看護職合同就職説明会を開催しました。会員数9,000名を突破し9,001名に！

【第110号】平成19年1月発行

診療報酬改定により入院基本料7:1が新設され全国的に看護師の争奪戦が展開されました。

このころのナーシング愛媛(101号～117号)の表紙には県内の看護職が登場しています。

118号から季節の風景に変わります。

【第140号】平成26年秋号

公益社団法人愛媛県看護協会創立

40周年記念式典を開催しました。

愛媛県看護協会にみかんの花をモ

チーフにした新たなシンボルマー

クができました。

【第73号】平成9年8月5日発行

ナースキャップが自由化になったのはこのころでした。

看護婦（士）のスタイルについて、ナースキャップが

自由化に伴いユニフォームを検討する施設が増えたよ

うです。

【第90号】平成13年10月1日発行

「看護婦」から「看護師」へ名称変

更されました。

「認定看護管理者制度」が改正され、

平成14年から新制度となり、セカ

ンドからサードにステップアップす

る方法が大学院修士修了でサードに

チャレンジできるようになりました。

新規就職者研修に参加してのコメン

トでは男子だけを取り上げていたよ

うです。このころから男性看護師が

増えてきたのでしょうか。

【第80号】平成11年5月10日発行

※最後のＢ5サイズの会報

平成10年よりカラー化して読みやす

い会報となりました。

医療事故が数々報告され、日本看護

協会ではリスクマネジメント検討会

が設置されました。

平成12年から介護保険創設に向け

て職能ごとに熱心に検討されています。

【第85号】平成12年9月20日発行

　　　会報名が「ナーシング愛媛」　

　　　となりました。

　　　　廣田玲子氏が会長就任した年

　　　　です。

　　　　愛媛看護研修センターが完成

　　　　しました。
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平成29年度 公益社団法人愛媛県看護協会通常総会

09：30…開場

09：50…オリエンテーション

10：00…開式（物故会員に黙祷・会長あいさつ・知事表彰・　

　　　　　　　会長表彰・来賓祝辞・受賞者代表謝辞）

10：30…閉式

10：40…開会

議長団選出

提出議題

第１号議案：平成28年度決算の承認及び監査報告

第２号議案：平成29年度役員及び推薦委員の選出

第３号議案：平成30年度公益社団法人日本看護協会

　　　　　代議員及び予備代議員の選出 

と　き　　平成29年6月4日（日曜日）　10：00～ 15：30 
ところ　　愛媛看護研修センター　松山市道後町2丁目11-14

プ ロ グ ラ ム

午 前 の 部
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総会は定款第17条により、議決権を有する正会員の

過半数の出席がなければ開催できません。

当日出席できない会員の皆様は、お手数ながら別紙

委任状に記名・押印し、5月19日（金）までに各施設で
お取りまとめのうえ、協会事務局へご送付願います。

平成３０年度公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員の選出について
代議員候補者（定数10） （50音順） 予備代議員候補者（定数13） （50音順）

理事候補者（定数３） （50音順）

氏 名 所 属 職種 地区

酒 井 淳 子

佐 藤 伸 子

曽 我 敏 子

看

保

看

愛媛県立中央病院

今治保健所

住友別子病院

中

東

東

新

新

新

11：10…報告事項

（１）平成28年度理事会報告

（２）平成28年度事業報告

（３）平成29年度重点事業並びに事業計画

（４）平成29年度収支予算

次期選挙管理委員任命・新役員紹介　等

協会歌合唱

12：30…閉会

13：30…表彰式・朗読　看護の日エピソード

看護サウルス賞

禁煙（たばこ）に関する川柳

14：00…職能交流集会

全体討議・意見交換

15：30…閉会

午 後 の 部

氏 名 所 属職 種

石　川　恵　子
川久保　亜　紀
咲　川　和　代
曽我部　恵　子
田　渕　典　子
中　橋　恵　子
西　野　典　子
兵　頭　昌　子
深　川　由　美
光　峰　常　美
三　好　眞寿美
幸　田　栄　子
若　松　万利子

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

准看護師

看 護 師

助 産 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

准看護師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

看 護 師

保 健 師

看 護 師

委員

中予

理事

理事

理事

理事

理事

理事

委員

理事

東予

委員

南予

村上記念病院

松山ベテル病院

四国中央病院

済生会今治病院

ＨＩＴＯ病院

市立宇和島病院

宇和島徳洲会病院

宇和島保健所

愛媛労災病院

愛媛県看護協会

ＨＩＴＯ病院

愛南町城辺保健福祉センター

市立大洲病院

氏 名 所 属職 種

井　伊　貴　子

小　椋　史　香

佐　藤　伸　子

清　水　美智子

園　部　貴　美

立　川　妃都美

中　野　民　子

野　本　百合子

丸　山　比登美

山　中　志　麻

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

助 産 師

看 護 師

保 健 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

准看護師

看 護 師

理事

理事

理事

東予

理事

中予

理事

委員

南予

松山赤十字病院

松山赤十字病院

今治保健所

市立八幡浜総合病院

ＨＩＴＯ病院

愛媛県看護協会

松山ベテル病院

県立医療技術大学

南高井病院

市立大洲病院

平成29年度役員及び推薦委員の選出について
推薦委員候補者（定数８） （50音順）

窪　前　里　美

佐　伯　直　子

佐　伯　やよい

嶋　屋　順　子

曽　根　陽　子

竹　田　喜久恵

森　田　圭　子

八　木　やよい

看

保

看

助

助

看

保

看

西予市立野村病院

砥部町介護福祉課

西条市立周桑病院

愛媛県立中央病院

市立宇和島病院

北条病院

西条保健所

南

中

東

中

南

中

東

東

再

再

再

再

再

新

再

新

委任状の提出について

2017重症度、医療・看護必要度評価者院内指導者研修の開催について（衛星通信研修）

　全国に先駆けて少子・高齢化、人口減少が進む当県の状況を踏まえ、愛媛県看護協会は、地域の人々の人
権を尊重し健康な生活の実現に寄与するために、更なる看護職の確保・定着、質の向上を目指し、平成29年
度の重点目標を以下のように定める。
　また、地域包括ケアシステムが推進されていく中で、地域での保健・医療・福祉の連携と組織の強化が重
要と考え、昨年度からの懸案であった地区別活動に取り組むこととする。

⑴看護職のWLB推進ワークショップ事業５年目取り組み
⑵看護職のWLBインデックス調査の実施
⑶フォローアップ・ワークショップ（報告会）
⑷ＷＬＢ支援者による病院訪問支援の充実
⑸看護職員就労環境改善研修会の開催
⑹職場での腰痛予防に関する研修会
⑺看護職合同就職説明会
⑻勤務環境改善支援センターとの連携

⑴看護職員退職者届出制度の推進
⑵相談支援体制の整備・充実⇒再就職相談会
⑶ナースバンク事業
⑷地域推進者によるハローワークとの連携・協働
⑸再就業支援セミナー
⑹潜在看護師講習会
⑺復職支援実技研修会

WLB事業を推進し、働き方の改善を図る ナースセンターの機能強化による再就業支援の促進

平成29年度　重点事業・事業項目

日時：2017年6月18日（日）9：30～17：00　場所：愛媛看護研修センター　２階　大研修室
～プログラム～
①重症度、医療・看護必要度の評価のあり方　②2017年度診療報酬改定における重症度、医療・
看護必要度及び退院支援のあり方　③重症度、医療・看護必要度における評価方法と項目の解説
④重症度、医療・看護必要度を用いたクリニカルガバナンス　多職種による根拠に基づいた重症
度、医療・看護必要度の評価　⑤演習

看護職の確保・定着推進
その１

十全訪問看護
リハステーションずっと

氏 名 所 属 職種 地区

※保健師・助産師・准看護師については、代議員変更により、欠け
ることのないよう、余裕をもった人数を選出した。



平成29年度 公益社団法人愛媛県看護協会通常総会

09：30…開場

09：50…オリエンテーション

10：00…開式（物故会員に黙祷・会長あいさつ・知事表彰・　

　　　　　　　会長表彰・来賓祝辞・受賞者代表謝辞）

10：30…閉式

10：40…開会

議長団選出

提出議題

第１号議案：平成28年度決算の承認及び監査報告

第２号議案：平成29年度役員及び推薦委員の選出

第３号議案：平成30年度公益社団法人日本看護協会

　　　　　代議員及び予備代議員の選出 

と　き　　平成29年6月4日（日曜日）　10：00～ 15：30 
ところ　　愛媛看護研修センター　松山市道後町2丁目11-14

プ ロ グ ラ ム

午 前 の 部
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総会は定款第17条により、議決権を有する正会員の

過半数の出席がなければ開催できません。

当日出席できない会員の皆様は、お手数ながら別紙

委任状に記名・押印し、5月19日（金）までに各施設で
お取りまとめのうえ、協会事務局へご送付願います。

平成３０年度公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員の選出について
代議員候補者（定数10） （50音順） 予備代議員候補者（定数13） （50音順）

理事候補者（定数３） （50音順）

氏 名 所 属 職種 地区

酒 井 淳 子

佐 藤 伸 子

曽 我 敏 子

看

保

看

愛媛県立中央病院

今治保健所

住友別子病院

中

東

東

新

新

新

11：10…報告事項

（１）平成28年度理事会報告

（２）平成28年度事業報告

（３）平成29年度重点事業並びに事業計画

（４）平成29年度収支予算

次期選挙管理委員任命・新役員紹介　等

協会歌合唱

12：30…閉会

13：30…表彰式・朗読　看護の日エピソード

看護サウルス賞

禁煙（たばこ）に関する川柳

14：00…職能交流集会

全体討議・意見交換

15：30…閉会

午 後 の 部

氏 名 所 属職 種

石　川　恵　子
川久保　亜　紀
咲　川　和　代
曽我部　恵　子
田　渕　典　子
中　橋　恵　子
西　野　典　子
兵　頭　昌　子
深　川　由　美
光　峰　常　美
三　好　眞寿美
幸　田　栄　子
若　松　万利子

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

准看護師

看 護 師

助 産 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

准看護師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

看 護 師

保 健 師

看 護 師

委員

中予

理事

理事

理事

理事

理事

理事

委員

理事

東予

委員

南予

村上記念病院

松山ベテル病院

四国中央病院

済生会今治病院

ＨＩＴＯ病院

市立宇和島病院

宇和島徳洲会病院

宇和島保健所

愛媛労災病院

愛媛県看護協会

ＨＩＴＯ病院

愛南町城辺保健福祉センター

市立大洲病院

氏 名 所 属職 種

井　伊　貴　子

小　椋　史　香

佐　藤　伸　子

清　水　美智子

園　部　貴　美

立　川　妃都美

中　野　民　子

野　本　百合子

丸　山　比登美

山　中　志　麻

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

助 産 師

看 護 師

保 健 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

看 護 師

准看護師

看 護 師

理事

理事

理事

東予

理事

中予

理事

委員

南予

松山赤十字病院

松山赤十字病院

今治保健所

市立八幡浜総合病院

ＨＩＴＯ病院

愛媛県看護協会

松山ベテル病院

県立医療技術大学

南高井病院

市立大洲病院

平成29年度役員及び推薦委員の選出について
推薦委員候補者（定数８） （50音順）

窪　前　里　美

佐　伯　直　子

佐　伯　やよい

嶋　屋　順　子

曽　根　陽　子

竹　田　喜久恵

森　田　圭　子

八　木　やよい

看

保

看

助

助

看

保

看

西予市立野村病院

砥部町介護福祉課

西条市立周桑病院

愛媛県立中央病院

市立宇和島病院

北条病院

西条保健所

南

中

東

中

南

中

東

東

再

再

再

再

再

新

再

新

委任状の提出について

2017重症度、医療・看護必要度評価者院内指導者研修の開催について（衛星通信研修）

　全国に先駆けて少子・高齢化、人口減少が進む当県の状況を踏まえ、愛媛県看護協会は、地域の人々の人
権を尊重し健康な生活の実現に寄与するために、更なる看護職の確保・定着、質の向上を目指し、平成29年
度の重点目標を以下のように定める。
　また、地域包括ケアシステムが推進されていく中で、地域での保健・医療・福祉の連携と組織の強化が重
要と考え、昨年度からの懸案であった地区別活動に取り組むこととする。

⑴看護職のWLB推進ワークショップ事業５年目取り組み
⑵看護職のWLBインデックス調査の実施
⑶フォローアップ・ワークショップ（報告会）
⑷ＷＬＢ支援者による病院訪問支援の充実
⑸看護職員就労環境改善研修会の開催
⑹職場での腰痛予防に関する研修会
⑺看護職合同就職説明会
⑻勤務環境改善支援センターとの連携

⑴看護職員退職者届出制度の推進
⑵相談支援体制の整備・充実⇒再就職相談会
⑶ナースバンク事業
⑷地域推進者によるハローワークとの連携・協働
⑸再就業支援セミナー
⑹潜在看護師講習会
⑺復職支援実技研修会

WLB事業を推進し、働き方の改善を図る ナースセンターの機能強化による再就業支援の促進

平成29年度　重点事業・事業項目

日時：2017年6月18日（日）9：30～17：00　場所：愛媛看護研修センター　２階　大研修室
～プログラム～
①重症度、医療・看護必要度の評価のあり方　②2017年度診療報酬改定における重症度、医療・
看護必要度及び退院支援のあり方　③重症度、医療・看護必要度における評価方法と項目の解説
④重症度、医療・看護必要度を用いたクリニカルガバナンス　多職種による根拠に基づいた重症
度、医療・看護必要度の評価　⑤演習

看護職の確保・定着推進
その１

十全訪問看護
リハステーションずっと

氏 名 所 属 職種 地区

※保健師・助産師・准看護師については、代議員変更により、欠け
ることのないよう、余裕をもった人数を選出した。
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⑴地区別タウンミーティングの開催（７地区）
⑵看護職能Ⅰ研修会（外来看護の在り方を考える）
（東・中・南予）
⑶在宅に向けての多職種連携に関する研修会
⑷在宅・高齢者施設で働く看護職員の交流会
（東・中・南予）

⑴認知症看護に関する研修会（東・中・南予）
⑵看護職員の認知症対応力向上研修
⑶看護職員の認知症対応力向上研修のフォローアッ
プ研修

⑷まちの保健室（常設型・移動型）開催
⑸まちの保健室相談員養成研修
⑹みんなの生活展への出展
⑺地域の子育て支援活動
⑻禁煙に関する研修会（公開講座）

地域の組織を改編し、地区活動の強化 地域における認知症や生活習慣病等重症化予防並びに子育て支援

⑴訪問看護研修ステップ１
⑵在宅ケア推進するための看護職の集い
⑶各医療圏域における技術研修会
⑷在宅・高齢者施設等で働く看護リーダーの役割研修会
⑸在宅・高齢者施設等における看取りの研修会
（東･中･南予）
⑹えひめ福祉用具フェアへの参加
⑺訪問看護研修（e-ラーニング）受講者への支援

在宅や施設における療養者を支える看護職能の強化

地域包括ケアシステムの推進にむけた地域の連携強化
その２

⑴教育委員会企画の研修（23回）
⑵認定看護管理者ファーストレベル教育
⑶認定看護管理者セカンドレベル教育
⑷各委員会企画の研修会
⑸保健師助産師看護師実習指導者講習会
⑹看護師のクリニカルラダー導入に向けての検討
ワーキング

⑴リソースナース活用システムの見直しと活用
⑵看護職員人材派遣研修
⑶准看護師支援研修会（東２・中・南予２）
⑷２年課程（通信制）への進学支援

キャリアアップの支援

⑴保健師職能研修会（２回）
⑵保健師職能交流集会
⑶保健指導ミーティング（東予・中予・南予）
⑷中堅助産師研修会
⑸中国・四国地区合同研修会（助産師職能）
⑹糖尿病重症化予防「フットケア」研修
⑺リソースナース全体交流会
⑻第37回愛媛看護研究学会

各職能の専門性向上への支援

ニーズに合った研修機会の拡大

⑴新人看護職員研修責任者・教育担当者研修会
⑵新人看護職員実地指導者研修会
⑶新人看護職員多施設合同研修会
⑷新人助産師研修会
⑸ナーシングスキルの活用による新人看護職員等支援

新人看護職員等への育成支援

⑴看護管理者研修会
⑵認定看護管理者ネットワークの構築
⑶看護補助者の活用推進のための看護管理者研修
⑷看護職員人材派遣研修

看護管理者への支援

看護専門職者としての質の向上

⑴医療安全管理者養成研修
⑵医療安全管理者フォローアップ研修
⑶医療安全推進週間キャンペーン活動
⑷医療安全対策に関する実践報告会

医療安全推進事業

⑴災害支援ナース養成講習会（基礎編・実践編）
⑵災害支援ナースフォローアップ研修
⑶県合同総合防災訓練等参加・協力
⑷日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓
練参加

⑸災害時看護支援マニュアル　ハンドブックの作成・
配布

⑹災害支援物資及び備品の充実

災害看護支援の推進

⑴「ナーシング愛媛」４回発行と評価
⑵各委員会の活動掲載
⑶ホームページの効果的な運用・管理

広報活動の充実

⑴看護の日記念事業の開催
⑵看護エピソード募集・ふれあい看護体験
⑶みんなで話そう看護の出前授業
⑷キッズジョブまつやま、お仕事フェスタ等への参
加協力

看護の日記念事業

⑴救護員派遣調整会議
⑵えひめ国体・えひめ大会への救護員の派遣

※赤字は、新事業項目

えひめ国体への救護派遣協力

継続事業

その３

平成29年度　重点事業・事業項目

　愛媛県看護協会は、以下の目的で、これまでの
東予・中予・南予の３ブロックから７地区に再編
し、地区内の保健・医療・福祉の連携強化と地域
の課題に取り組みます。加速する少子高齢化の状
況を見据え、行政や地域の医療機関・福祉施設・訪
問看護職等の力を得て、地域包括ケアシステムを
推進していくこととします。
　この方法で各地区活動を行うことを「地区別タ
ウンミーティング」と称します。

　各地域での保健・医療・福祉の現状と課題を共通認識
し、今後の在り方を検討することにより、地域の保健・
医療・福祉の連携を推進し、共に課題解決に取り組む。
併せて看護の組織強化を図る。

１）地区内の保健・医療・福祉の連携強化に関すること
２）地区内の看護職の確保・定着、人材育成等課題解決

に関すること
３）その他

宇摩圏域、新居浜・西条圏域、今治圏域、
松山圏域（松山市内）、松山圏域（松山市以外）、
大洲・八幡浜圏域、宇和島圏域　　７地区

１）医療行政関係者　１名
２）医療機関看護責任者　２名以上
３）市町もしくは保健所等の保健師　１名
４）訪問看護ステーション責任者　１名
５）社会福祉施設責任者　１名
６）老人福祉施設責任者　１名
７）看護協会関係者　２名以上

●年２回以上、委員の半数以上の出席をもって成立
●看護協会長が招集し、代表者が議長となる

１）地区の会員数や規模に影響されることなく運営でき
るようにする

　◆県協会関係者参加のもとで開催する
　◆研修会は現状のままとし各地域での開催を維持する
　◆地区単位での事務作業をなくす
２）代表者の負担を最小限とした運営をする
　◆代表者には、各地区の主な病院看護管理者、保健師、

看護師職能Ⅱ分野の看護職から看護協会長が指名す
る

　◆代表者は、出来るだけ２期４年以上継続することを
基本とする

３）代表者は、理事会に参加し情報の共有を図る
　◆協会関係者は、地域の情報や動きを把握するよう努

める

地区別タウンミーティング（案）地区別タウンミーティング（案）

目　的

協議事項

地　区

構成員

会議の開催

運営方法

代表をおく
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　今年度も合計75名の参加のもと、開催いたしました。共に学

び、共に語り合いながら、同じ時間を過ごし、次年度へ向けて決

意を新たに全課程を修了いたしました。これからそれぞれの施設

での更なる成長を願ってやみません。

市立宇和島病院　大田　亜果音

　多施設合同新人助産師研修の４日間のプログラムを終え、

助産師としての基本的な知識・技術の習得だけでなく、他の施

設で働く新人助産師との交流は、私にとって良い刺激になり、

自分自身のモチベーションを向上させるものとなりました。

どの研修内容も今の私たちにとっても必要であり、特に先輩

助産師の経験談や産科救急とその対応での先生の経験は興味

をそそられ、有意義な時間を過ごすことができました。愛媛

県南予で働く助産師の一員として、女性の出産・子育てという

大きなライフイベントに寄り添っていきたいという思いが強く

なりました。そして、偉大な先輩方のような素敵な助産師にな

れるよう日々精進していきたいと思います。

　「後輩指導がうまくいかない」そんな悩みはありません

か。1月28日に愛媛大学　教育企画室　中井俊樹先生を講

師に『論理的思考を活用するー効果的に「教える」ことを

学ぶ』をテーマに研修を開催しました。

　約200名の参加者が、自分の教え方を体験的に振り返った

上で、「発問（教員が学習者に対して教育的な意図をもって

問うこと）」を活用し、効果的に教えるコツを学びました。

　平成29年1月21日と22日、糖尿病重症化予防「フット

ケア」研修を開催しました。本研修は、糖尿病合併症管理

料加算に対応する研修であり、現在フットケアを担当して

いる看護職、または担当する予定の看護職員を対象に開催

しました。県外からの参加もあり、受講者38名は2日間熱

心に取り組みました。

　この研修は、講義だけでなく、演習やグループワークを

多く取り入れ、各グループにファシリテーターを１名配置

しました。「すぐに質問ができわかりやすく説明してもら

えた」「足だけ見るのではなくていろいろな視点からアセ

スメントすることが大切ということがわかった」などの感

想があり好評でした。

　しかし、研修内容は理解できたが、まだ自信がないとい

う意見が多くありました。今後、自施設での実践を通して

少しずつ技術に磨きをかけ、一人でも多くの糖尿病患者さ

んの合併症予防に貢献していただきたいと願っています。

西条市立周桑病院　新家　佳奈

　多施設合同新人研修を受けて、講義での基礎知識の確認や、

根拠に基づいた技術提供のための演習など、多くのことを学

ぶことができました。グループワークでは１人ひとりの視点

からの意見や、看護実践、看護への思いを知ることができ、

良い刺激となりました。

　また、研修の度に顔を合わせ、悩みを相談したり、お互い

の現状を話す機会ともなり、励みになっていました。この１年

間の研修を終えて、自分を見つめ直し、看護に対する気持ち

が変わりました。まだまだ悩むことは多々ありますが、一人

前の看護師になれるように日々努力していきたいと思います。

『論理的思考を活用する－効果的に「教える」ことを学ぶ』
（リソースナースマネジメント委員会スキルアップ研修報告）

リソースナース・マネジメント委員　山木一恵　宮脇聡子

『平成28年度糖尿病重症化予防「フットケア」研修』
リソースナース・マネジメント委員会　糖尿病看護部会

「多施設合同新人看護職員研修」
「多施設合同新人助産師研修」

平成28年度
「多施設合同新人看護職員研修」
「多施設合同新人助産師研修」

平成28年度

多施設合同新人助産師研修多施設合同新人助産師研修

多施設合同新人研修多施設合同新人研修

　看護師は、臨床現場の中で、実践の内容を論理的に考え、

ほかのスタッフに伝え、水準の高い看護実践を行う看護師

の育成を図っています。教える能力を高めるための環境づ

くりも、リソースナースの役割であると改めて考える機会

となりました。
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となりました。
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　平成29年２月22日（水）、ひめぎんホールにおいて第36回愛媛看護研究学会を開催いたしました。平日開催でし
たが、652名の参加があり、口演21題と示説20題の計41題の発表を聞くことができました。

　平成25年度から「看護職のWLB推進事業」に取り組み今年度で４年目を終了します。今年度
のWLB推進フォローアップワークショップが、２月１日（水）に開催されました。今回は、平成
25年度から参加の貞本病院、平成26年度から参加の済生会西条病院、西条中央病院、喜多医師
会病院、平成27年度から参加の松山市民病院、JCHO宇和島病院、福角病院、平成28年度から
参加の県立今治病院、松山リハビリテーション病院の９病院が、現状分析に基づいて立てたア
クションプランの進行状況を報告しました。成果がまだ十分でていない病院、小さなことから
コツコツと取り組んで結果を出し軌道に乗っている病院、各病院の進捗状況は様々です。発表
した後、質疑応答の時間がとられ、それぞれの病院の支援者の方から病院訪問の結果も踏まえ
てコメントが出されました。
　終了後のアンケートに「頑張ってよく３年間取り組めたと思う。支援者の方の暖かいコメン
トがとても嬉しかった。」とありました。私自身微力ながらWLBを４年間支援させてもらって、
この方の言葉は本当に胸に響きました。
　繁忙な日々の業務の中で、他の活動に取り組むこと、それも３年間と言う長い期間での取り
組みです。やっても、やっても思うような結果が出なかったりすると、自分のやっていること
はいったい何なんだろう。それも、WLBと言う看護業務本来のことではないのにと考えられた
かもしれません。しかし、変化は簡単に起こせるものでもありませんし、起こした変化が定着
するには時間が必要です。しかも、定着したかと思っても逆戻りしてしまうことを私たちは日
頃多く経験しています。
　私は、皆さんが一時のブームではなく、皆が働きやすい環境を作ろう、そして、働き続ける
ことができれば看護師としてのキャリアを積むことができ、また、家族も働く私たちの姿を見
て、家族が協力し合うこと、お互いを尊重し合うことの意味を解ってもらえるのではないかと
の信念を持ちWLB推進に取り組まれていると思っています。このWLB推進事業は、単に超過勤
務時間を削減するとか、有給消化率を上げる等のことだけではありません。一人ひとりが生活

　今年のテーマは「看護をつなぐ　人をつなぐ　未来につなぐ」でした。それに合わせて基調講演は、市立宇和
島病院地域連携室の毛利貴子看護師長に、南予地区の連携の実際や情報共有についてお話いただきました。
　また、愛媛県立医療技術大学の越智百枝先生より、実践の場で行った研究に対し、看護の質向上に繋がること
を示唆する総評を頂きました。

　さらに昨年度より設けられた奨励賞には、示説で「移乗
時における看護師のアセスメント視点と対策（第１報）―
アセスメントに使用している情報に焦点をあてて―」を
発表された、愛媛県立中央病院の髙松真理さんに決定い
たしました。髙松さんは第１報・第２報と丁寧に研究さ
れ、看護師が移乗時の危険回避のため活用している情報
を明らかにしその対策について報告されました。ベテラ
ンの技術を新人につなぐ研究成果が認められました。

　この研究学会も今年で36回を数えました。研究学会をきっかけに発見した大切な何かを、実践の場でも語り
合って頂き、「愛媛の看護の未来」につなげていけたら大変嬉しく思います。今後も自由な発想で、看護研究の
レベル向上が図れるよう、教育委員会でも支援をしてきたいと思います。

教育委員会委員長　泉　　敦　子

「看護をつなぐ　
人をつなぐ　

未来につなぐ」

「看護をつなぐ　
人をつなぐ　

未来につなぐ」

第
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36 回

と仕事の調和を図り、健康で満足のい
く生活を送るためにはどうすればよい
かを皆で考える良い機会です。だから
こそ、倦まず弛まず、小さなことから
コツコツと、すぐに結果が出なくても
取り組み続けて欲しいと考えています。
　会長をはじめフォローアップワーク
ショップに参加された皆様、支援者の
皆様、竹中先生ありがとうございまし
た。

愛媛県看護協会　WLB推進者　立川　妃都美

看護職のWLB推進事業フォローアップワークショップ報告看護職のWLB推進事業フォローアップワークショップ報告看護職のWLB推進事業フォローアップワークショップ報告
－WLB推進者として思うこと－
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【施設紹介】
　当院は昭和58年創立、平成27年１月に老人
保健施設「福角の里＝80床」と「福角病院＝
114床」が一体となった建物が完成しました。
　「お年寄りに対する尊敬の気持ち」「やり
がいのある職場作り」「地域社会への貢献」
を基本理念とし患者ケアに取り組んでいます。
　平成28年12月には、医療療養病棟57床・回
復期リハビリテーション病棟57床とし、回復
期リハビリテーション病棟は「入院料１」を
目指しています。

【医療安全対策への取り組み】
　事故対策委員会を月１回行い、具体的な１
ケ月の目標の発表、インシデントレポートの
書き方、インシデントレベルの検討などを行って
います。各部署に配置されている事故対策委
員が１ケ月のインシデントレポートを集約し
ています。その中で気になる事例をKYTを用
いて分析し再発予防に努めています。これを
もとに、月１回医療安全対策委員会を開催し、
インシデント報告及び対策の検討をしています。

【院内研修】
　当院では年２回の医療安全研修を行ってい
ます。昨年より、ＷＬＢの観点から、研修を
勤務時間内に実施しようということになり、

医療安全ミニ情報　ワンポイントアドバイス

　2015年１月厚生労働省により、2025年の認知
症患者は、現状の1.5倍となる700万人を超える
との推計を発表されました。65歳以上の５人に
１人が認知症の割合になります。これにＭＣＩ
患者（軽度認知障害）を加えると、約1300万人
となり、65歳以上の３人に１人が認知症患者と
その予備軍といえることになりそうです。

１．認知症とは
　種々の原因疾患により認知機能が低下し、生
活に支障がでている状態（６カ月以上継続して
いる状態）をいいます。認知症の主な原因疾患
として、以下の４つが挙げられます。
●アルツハイマー型認知症
●血管性認知症
●レビー小体型認知症
●前頭側頭型認知症
　このうちアルツハイマー型認知症が約60％、
血管性認知症が20％を占めています。

２．認知症の中核症状には

●記憶障害
●見当識障害
●判断力の低下

　このような症状が、入院・入所という環境の変
化の影響を受けて増悪してしまう場合があります。
　『徘徊』もその影響の一つであると考えられます。
　「自分のいる場所がわからない」「自分がいる
べき場所はここではない」といった理由からひ
とりで歩きまわってしまう。近年、認知症患者が
徘徊で行方不明になるケースが急増しており病
院・施設にとっても大きな問題となっています。

昨年12月に開催された医療安全研修は、勤務
時間で行いました。全職員対象のため、４日
間に分けて実施し、どうしても参加できない
者には、研修を動画で撮影し、病院のパソコ
ンで見ることが出来る様にしました。

【今後の課題】
　昨年より、インシデントレポート・アクシ
デントレポートの用紙を変更、氏名の記入を
自由記入、今後の対策を個人で考えるのでな
く部署スタッフ間で考えるようにし、インシ
デントレベル０～５を導入しました。その結
果レポートの提出が前年度の倍の数になりま
した。それでも、レベル０の報告がまだまだ
少ないように思われます。病棟だけでなく、
他部署の報告が増えるよう医療安全への意識
向上に努めていきたいと考えております。

医療法人慈孝会　福角病院
医療安全委員会　看護主任
医療法人慈孝会　福角病院
医療安全委員会　看護主任 藏 本 正 美藏 本 正 美

認知症の方の離院・
離棟予防対策について

（春は、桜の花に囲まれます）
（研修風景）

★『徘徊』の予防策は？
●トイレは時間を決めて誘導しましょう。
●可能な範囲で歩かせてあげましょう。
●院内デイサービスの利用なども検討してみ
ましょう。

★離院・離棟などの発生が多い時間帯は？
●６～７時、14～15時、18～19時などのスタッ
フが忙しく、人手が手薄な時間帯が多いと
いわれています。

★離院・離棟前の行動はどうでしょうか？
●「気になる行動があった」など何かしらの
サインがあることが多いです。『徘徊』と
いう行動には、目的があって歩きまわって
いるのが大半です。無理に止めようとする
と怒りだしてしまうことがあるため認知症
の方の行動を理解することが大切です。

３．離院・離棟予防対策として

●離院・離棟の恐れがある認知症患者の靴
に蛍光テープを貼り、スタッフ全員で声
掛けをする。

●特徴を掲載したチラシ（顔写真入りポス
ター）を作成し、受付にも協力してもら
い出入口でチェックする。

●徘徊防止センサーの導入
　人がモニターに近付くとアラームで知らせる。
　キー（タグ）を持った人がモニターに近
付くとアラームで知らせる。

●顔認証徘徊防止システムの導入
　少ない人数でも効率的に患者の徘徊を防
ぐことができるため、今後ますます注目
が高まると思われます。

　これらは、離院・離棟対策の一部です。自施
設の環境、状況に応じた対策を検討してみてく
ださい。また、実施される前には必ず、ご家族
に説明し同意を得てから行いましょう。

（文責　続木　美紀）
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ます。昨年より、ＷＬＢの観点から、研修を
勤務時間内に実施しようということになり、

医療安全ミニ情報　ワンポイントアドバイス
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患者（軽度認知障害）を加えると、約1300万人
となり、65歳以上の３人に１人が認知症患者と
その予備軍といえることになりそうです。

１．認知症とは
　種々の原因疾患により認知機能が低下し、生
活に支障がでている状態（６カ月以上継続して
いる状態）をいいます。認知症の主な原因疾患
として、以下の４つが挙げられます。
●アルツハイマー型認知症
●血管性認知症
●レビー小体型認知症
●前頭側頭型認知症
　このうちアルツハイマー型認知症が約60％、
血管性認知症が20％を占めています。

２．認知症の中核症状には

●記憶障害
●見当識障害
●判断力の低下

　このような症状が、入院・入所という環境の変
化の影響を受けて増悪してしまう場合があります。
　『徘徊』もその影響の一つであると考えられます。
　「自分のいる場所がわからない」「自分がいる
べき場所はここではない」といった理由からひ
とりで歩きまわってしまう。近年、認知症患者が
徘徊で行方不明になるケースが急増しており病
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昨年12月に開催された医療安全研修は、勤務
時間で行いました。全職員対象のため、４日
間に分けて実施し、どうしても参加できない
者には、研修を動画で撮影し、病院のパソコ
ンで見ることが出来る様にしました。

【今後の課題】
　昨年より、インシデントレポート・アクシ
デントレポートの用紙を変更、氏名の記入を
自由記入、今後の対策を個人で考えるのでな
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医療法人慈孝会　福角病院
医療安全委員会　看護主任
医療法人慈孝会　福角病院
医療安全委員会　看護主任 藏 本 正 美藏 本 正 美

認知症の方の離院・
離棟予防対策について

（春は、桜の花に囲まれます）
（研修風景）

★『徘徊』の予防策は？
●トイレは時間を決めて誘導しましょう。
●可能な範囲で歩かせてあげましょう。
●院内デイサービスの利用なども検討してみ
ましょう。

★離院・離棟などの発生が多い時間帯は？
●６～７時、14～15時、18～19時などのスタッ
フが忙しく、人手が手薄な時間帯が多いと
いわれています。

★離院・離棟前の行動はどうでしょうか？
●「気になる行動があった」など何かしらの
サインがあることが多いです。『徘徊』と
いう行動には、目的があって歩きまわって
いるのが大半です。無理に止めようとする
と怒りだしてしまうことがあるため認知症
の方の行動を理解することが大切です。

３．離院・離棟予防対策として

●離院・離棟の恐れがある認知症患者の靴
に蛍光テープを貼り、スタッフ全員で声
掛けをする。
●特徴を掲載したチラシ（顔写真入りポス
ター）を作成し、受付にも協力してもら
い出入口でチェックする。
●徘徊防止センサーの導入
　人がモニターに近付くとアラームで知らせる。
　キー（タグ）を持った人がモニターに近
付くとアラームで知らせる。
●顔認証徘徊防止システムの導入
　少ない人数でも効率的に患者の徘徊を防
ぐことができるため、今後ますます注目
が高まると思われます。

　これらは、離院・離棟対策の一部です。自施
設の環境、状況に応じた対策を検討してみてく
ださい。また、実施される前には必ず、ご家族
に説明し同意を得てから行いましょう。

（文責　続木　美紀）
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　我が国では、超高齢多死社会が目前に迫る中、地域医療構想に基づいた地域包括ケアシステムの推進は喫急の課題です。医

療のあり方は、今後、救命・延命、治癒、社会復帰を前提とした「病院完結型」の医療から、「慢性疾患が多い」「複数の疾

患を抱えることが多い」「個人差が大きい」等の高齢者の疾患の特徴に合わせて、病気と共存しながら、生活の質の維持・向

上を目指す医療、患者の住み慣れた地域や自宅での生活のための医療、地域で支える「地域完結型」の医療に変わっていき、

その受け手となる在宅医療と在宅介護サービスの需要が大幅に増加していきます。

　地域包括ケアシステムの中での看護の役割は、住み慣れた地域で在宅療養を最期まで支えることにあり、その実現のために、

介護領域の看護人材確保、訪問看護事業所の基礎基盤強化、効率的なサービス提供体制の整備、看護の質の向上・連携・調整

力強化が必要となる等問題が山積みです。このような問題を一つずつ解決すべく、在宅領域の看護の質の向上にむけて今後も

研修の場を設けていきたいと思いますので、多くの皆様の参加をお待ちしております。

　看護協会常勤理事の仕事は、ないように見えてあるのです。

　委員会や各事業、その準備・運営・評価等々、次から次へと負われる状況で

●日　付：平成29年２月４日（土）
●参加者：58名
（社会福祉施設34名・介護老人福祉施設16名、
　病院７名、訪問看護ステーション１名）

日本看護協会常任理事　齋藤　訓子　先生・キャリアネットワーク　清家　三佳子　先生

愛媛県看護協会専務理事　光　峰　常　美

看護師職能委員会Ⅱ研修会
「高齢者施設における看護リーダー研修」

講　師

愛媛県初

ナースセンターからのおしらせナースセンターからのおしらせ

東予

中予

南予

会 場 曜日 時 間

１３：００
〜

１５：３０

ハローワーク四国中央
ハローワーク新居浜
ハローワーク西条
ハローワーク今治

ハローワーク松山

ハローワーク大洲
ハローワーク八幡浜
ハローワーク宇和島

１６日
２０日
２日
６日
１日
１５日
２７日
２０日
１３日

３月
１６日
２０日
２日
６日
１日
１５日
２７日
２０日
１３日

２月
１９日
１６日
５日
９日
４日
１８日
２３日
１６日
９日

１月
１５日
１９日
１日
５日
７日
２１日
２６日
１９日
１２日

１２月
１７日
２１日
２日
７日
２日
１６日
２８日
２１日
１４日

１１月
２０日
２４日
６日
３日
５日
１９日
２５日
１７日
１０日

１０月
１５日
１９日
１日
５日
７日
２１日
２６日
１９日
１２日

９月
１８日
１５日
４日
１日
３日
１７日
２２日
１５日
８日

８月
２１日
１８日
７日
４日
６日
２０日
２５日
１８日
１１日

７月
１６日
２０日
２日
６日
１日
１５日
２７日
２０日
１３日

６月

●会場及び開催日〔平成29年６月～平成30年３月〕

看護職であれば　どなたでも　ご利用出来ます！

愛媛県ナースセンターでは、愛媛県の委託事業として
「ハローワークでのナースセンターによる移動相談」を実施します。

　このたび、「愛媛県ナースセンター」は情報をより分かりやすくお届けできるよう、独立したサイトを
立ち上げました。
　ご利用される皆様が活用しやすいサイトとなるよう、構成やデザインに工夫を重ねました。
　これからは、情報のタイムリーで確実な更新に心がけてまいりたいと思います。

愛媛県ナースセンター

国体みきゃん

詳しくは、愛媛県看護協会の
ＨＰを見るか、愛媛県ナース
センターへ直接電話してね！
（TEL.０８９-９２４-０８４８）
みなさん、是非応募してね。
待っとるよ～★

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会事務局
え がお

業　務　内　容
①傷病者への応急処置
②傷病者を医療機関へ移送する必要性の判断
③処置記録・診療依頼書への記載　等

愛媛県イメージアップキャラクター
みきゃん

趣 味
遊々
趣 味
遊々

すから、なかなか定刻退社が難しい状況です。たまに定刻退社をすると夜が非常に長く、テレビを見

守り、何かを口にし、気がつけばありがたくない贅肉だけが身に着き、体型はアンバランスになって

いくことに気が付きました。

　ＷＬＢは人生にとって有意なことでありますが、「ライフを充実させないと身を滅ぼしかねない」ことがわかり、自分の好

きなことを始めることにしました。

　そこで考えたのが、和服をほどいて洋服にすることでした。タンスの中には、しつけのかかったままの着物や羽織がそのま

まにあり、さらに、叔母の遺品の帯や着物が沢山あります。ワンピースにすると見栄えがする着物を選び、糸をほどいて反物

にし、一度洗ってアイロンをかけ、惜しげもなく切ってワンピースに仕立てます。背中にあった家紋

は、ワンピースの胸元に来るように合わせ、ぼかしの柄は側面が濃くなるように合わせます。

　糸をほどくのに老眼鏡をかけ、必死で手バサミで裁いても１時間半は十分かかります。終われば肩

こりバンバンです。また、ミシンをかけ始めるとついつい真夜中作業になります。出来あがったもの

は、自己満足ではありますが〝上〟の出来ばえで、結構「よそいき」になります。私のワーク・ライ

フ・バランスは、疲れ果てるアンバランスではありますが、できあがれば疲れも飛んでいく気分です。

若いときの小紋をほどいて孫のワンピースを仕立てるのがささやかな夢です。

私のワーク・ライフ・アンバランス

第３金曜日
第３火曜日
第１金曜日
第１火曜日
第１木曜日
第３木曜日
第４火曜日
第３火曜日
第２火曜日

■都合により変更しています。

予約：不要　　相談者：看護職者　　内容：就業相談／復職支援及び情報提供について

お問い合わせ・ご相談はこちらへどうぞ
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

ゆうゆう ゆうゆう

※ナースセンターホームページトップ画面

「愛媛県
ナースセンター」
独立サイト　へ

「愛媛県
ナースセンター」
独立サイト　へ
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■都合により変更しています。

予約：不要　　相談者：看護職者　　内容：就業相談／復職支援及び情報提供について

お問い合わせ・ご相談はこちらへどうぞ
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

ゆうゆう ゆうゆう

※ナースセンターホームページトップ画面

「愛媛県
ナースセンター」
独立サイト　へ

「愛媛県
ナースセンター」
独立サイト　へ
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　放射線第一病院は平成28年４月に病院を

リニューアルオープンし、今治市の医療・介

護福祉の向上のため、市民の方々が微笑ん

で暮らせるように、日々取り組んでいます。

　私は放射線第一病院に入職して、病棟・

外来・手術室・介護施設等さまざまな部署

に従事し、早いもので30年が経ちました。

現在は透析室看護師長として、手術・透析

など専門性の高い業務を任されています。

　透析室という部署は、職員と透析患者が寄り添って、

大家族を形成しているように私は思っています。腎不全

のため呼吸困難を訴える患者様、穿刺がうまくいかない

と悩む看護師、時にはドロップアウトする患者様と、さ

まざまな場面にめぐり合いますが、どんな時も患者様の

訴えを、正面から受け止めるように心がけています。ま

た、部署の管理やスタッフの育成に加えて、医療政策の

方向や地域の状況など広い視野から現実をとらえ、看護師長としての在り方も考えていこうと思います。

　男性看護師は18人在籍しておりますが、病棟では放射線科担当のアンギオチームを結成しています。

このチームがある事によって、圧倒的に女性が多い職場の中で、男性看護師としてのやりがいを得る事

ができています。昔はよく「女の看護婦さんを呼んでください」と言われましたが、最近では、「男性

看護師さんの方が優しい」と評価されています。世間でも男性看護師に対する認知度は高くなっている

医療法人順天会放射線第一病院　透析・手術師長　安野達也

ナースマンが行くナースマンが行くナースマンが行く

と思います。その認知度の向上のため、男

性看護師は一丸となって、みんなで成長で

きるように日々努めております。

　これからの看護人生を、当院の看護部の

スローガンである『この病院に来てよかっ

た』と患者さんと御家族の方、従事してい

る職員の方々にも思っていただけるように、

職務に邁進したいと思います。

おすすめ
簡単レシピ

●グリーンアスパラガス…１束（４～５本/100ｇ）　●米（洗わない）…カップ１/３材　料

作り方

●パルメザンチーズ（すりおろす）粉チーズでも可…適量　●塩…小さじ１/３
●黒コショウ（粗びき）…適量　●オリーブ油…適量

①アスパラガスは根元の固い部分を折り、穂先を切り、残った茎は１㎝の長さに切る。
②厚手の鍋にＡを入れて強火にかける。沸騰したら米を加えて絶えず混ぜ、ひと煮立ちしたら中火にする。

時々混ぜながら約７分間煮る。
③アスパラガスを加えて混ぜ、さらに４分～５分間煮る。途中で水が減りすぎたら、水を少し足す。
④米の中心にほんの少し芯が残る程度になったら、塩小さじ１/３、黒コショウ少々入れ味を調える。
⑤器に盛りパルメザンチーズ、オリーブ油（好みで）、黒コショウを各適宜量かける。

Ａ…▶水…カップ２と１/２
ニンニク（薄切り）…３枚
塩…少々

アスパラリゾット［２人分・エネルギー190ｋcal・調理時間20分］

●菜の花…１束　●帆立貝柱（缶詰）…小１缶
●卵…２個　●サラダ油…大さじ２　●塩…少々

材　料

作り方 ①卵は割りほぐす。菜の花は長さを半分に切り、水に
10分間つけて水気を切る。

Ａ…▶水…カップ１/２・みりん…大さじ２
　　　薄口しょうゆ…大さじ１

［2人分・エネルギー190kcal・調理時間10分］

アスパラリゾット

②フライパンにサラダ油大さじ２を軽く熱し、菜の花を入れる。塩少々をふり、中火で色よく炒める。
③しんなりしたら帆立貝柱を缶汁ごと加え、炒め合わせる。
④Aを加えて混ぜ、味をなじませる。
⑤煮立ったら溶き卵を回しいれ、菜箸で端から中央に寄せるように軽く混ぜる。卵が半熟になったら火を止めてふたをし、
30秒間ほど蒸らし、ふっくらと仕上げる。

アスパラガスは葉酸を多く含んでいます。

葉酸は貧血予防に効果的ですが、水に溶けだしやす

いため、下茹でせずに、調理します。

春と言えば、やはりこれ。菜の花の苦みと帆立の

貝柱のうまみを卵で閉じ込めた１品です。卵は、汁が煮立っ

た頃に回し入れるとふっくら仕上がります。

●●●グリグリ ンンアスアスパラパラガスガス １１ン スパラ ス 束束（４（４ ５～５本/本/10100ｇ５本 0 ））材 料

トトトトゾゾッッゾゾリリララパパパパスススアアアススパパラリリゾゾッットト

作り方 ①卵①卵は割は割りほりほぐすぐす 菜菜の花の花は長は長ささを半分① は割り ぐす の花は さを半

「春野菜をおいしく食べよう！」「春野菜をおいしく食べよう！」「春野菜をおいしく食べよう！」

汁が煮
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お知らせお知らせ

第８回（平成29年１月12日）
報告事項
●理事会報告（平成28年度第７回）
●常務理事会報告（平成28年度第６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
●平成29年度重点事業（案）および事業計画（案）に
ついて
●平成29年度教育計画冊子の作成について
●全国看護セミナー2017について
●通常総会・職能交流集会について
●えひめ国体の救護派遣協力について
●愛媛看護研究学会等の副賞（案）について
●各会議等出席について

理事会報告

ナーシング愛媛Vol.149新春号人気ページランキング
（アンケート調査より）

項　　　目順位
１
２
３

ナースマンが行く
医療安全ミニ情報ワンポイントアドバイス
新年の抱負

愛媛県看護協会会報●2017.春号20

届き届きましましたでたでしょしょうかうか？？

　日　日々のの問題問 解決や看護実践の改善善に

役立役立つ研つ研修を修を企画企画しましましたした。。

みなささままのまの参参加参 をおお待ち待ちしてしてておりお ますす！！

受講者側の都合によりキャンセルした場合は、
既納料金の返金はできません。くれぐれもご注
意ください。

　新緑が芽を吹く季節になりました。
新年度、新たな仲間を迎え新たな気持ちで歩みをと
もにされていると思います。
　ナーシング愛媛も本号は記念すべき150号を迎えま
した。これからも皆さんとともに歩んで参りたいと思
います。広報委員がこころを込めてお送り致します。

愛媛大学医学部附属病院　山内美砂子

編集後記
後援：愛媛県、愛媛県医師会、愛媛県社会福祉協議会、
　　　日本精神科看護協会愛媛県支部、愛媛新聞社、朝日新聞松山総局、
　　　毎日新聞松山支局、読売新聞松山支局、NHK松山放送局、南海放送、
　　　テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、FM愛媛

主催：　　　愛媛県看護協会

日時：5月13日（土）10：00～15：00
場所：いよてつ髙島屋　7Fキャッスルルーム

体験して感じよう
　看護のこころ

体験して感じよう
　看護のこころ

看護の日「記念のつどい」を開催します!!

♬ちょこっと健康チェック（血管年齢測定など）

♬相談コーナー
（健康・子育て・介護・進路・禁煙など、お気軽にどうぞ）

♬体験コーナー
（妊婦・ハンドマッサージなど体験しましょう）

♬ナースのお仕事体験コーナー
（白衣の試着、聴診器で心臓の音を聴いてみましょう）

♬災害への備えコーナー
（タオルで防災頭巾を作製します）

♬キッズコーナー
（ボールプール、からだのしくみパズルもあります）

♬ちょこっと健康チェック（血管年齢測定など）

♬相談コーナー
（健康・子育て・介護・進路・禁煙など、お気軽にどうぞ）

♬体験コーナー
（妊婦・ハンドマッサージなど体験しましょう）

♬ナースのお仕事体験コーナー
（白衣の試着、聴診器で心臓の音を聴いてみましょう）

♬災害への備えコーナー
（タオルで防災頭巾を作製します）

♬キッズコーナー
（ボールプール、からだのしくみパズルもあります）

先着200名様に粗品プレゼント !
みきゃんもお待ちしてま～す。

遊びに来てね。

愛媛県イメージアップキャラクター
みきゃん

保 健 師……351名
助 産 師……217名
看 護 師…8,818名
准看護師……427名
　　　計…9,813名

保 健 師……253名
助 産 師……183名
看 護 師…6,955名
准看護師……282名
　　　計…7,673名

平成28年度会員数 平成29年度会員数
（平成29年4月4日現在）


