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－気づきから広がる看護の　　　　　－

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

　この研修は記録の改善により根拠に基づいたケアの実践と

記録時間の短縮を目指すことを目的に開催されました。募集

人数150名に対し363名の応募があり、やむをえず辞退者を

募り、304名に参加して頂きました。記録は現場において切

実な課題であると認識しました。

　「看護師は国家資格を持った科学者としてのプロ」をキー

ワードに、「看護」記録とは何？、「看護」記録の構成要素、

情報の客観性と必要度、何を書く？監査の裏返し、「看護」

記録にするためといった内容で講義が行われました。先生の

体験談を交えながらの講義は、パワフルで刺激的かつ、大変

わかりやすく楽しく参加できました。受講者からも具体的な

看護計画の立て方、法的に必要な記録内容、計画と関係ない

記録によるトラブル、アセスメント能力を高めていくことの

大切さが分かり、創造力、想像力を持った看護をしたいとの

声が聞かれました。受講者より次回の開催希望もあり次年度

も同研修を企画しております。ぜひご参加ください。

教育委員　愛媛十全医療学院附属病院

　この研修は、看護専門職として質の高い看護を実践するた

め、笑いの効用を活用したコミュニケーション力を高める事

を目的に開催されました。

　講師は吉本興業で芸人を目指した時期もあり、研修冒頭か

ら元気で明るい雰囲気で会場を沸かせました。そして、「笑

いとは」「笑いの効果とは」「人を輝かせるためのコミュニ

ケーション」「人を喜ばせるコミュニケーション」などにつ

いて、誰もが知っているお笑い芸人の話を理論に置き換えて

テンポ良く話を進め、居眠りをする受講者はないまま、あっ

という間に時間が過ぎました。

　研修後のアンケートでも満足度が高く、次年度も開催して

ほしいとか、次年度は職場のスタッフを誘って参加したいと

の意見もありました。このように受講者が、「この研修に参

加してよかった。」と思える企画を今後も心掛けたいと感じ

た１日でした。

教育委員　財団法人創精会　松山記念病院小原生江 小椋由美

日時：平成29年７月22日（土）10：00～15：30

講師：東京医療保健大学大学院　教授　中島美津子

日時：平成29年８月４日（金）10：00～15：30

講師：株式会社　ＷＭcommons 
　　　Ｗマコト　中山　真・中原　誠

～ケアの「実践・根拠」を押さえた
看護記録の書き方＆時間短縮のコツ～ ―笑いの力で人は生まれ変わる―

最強医療コミュニケーション
「なんでやねん力」

「看護」を記録にするために

読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、秋は実りの季節です。

勉強の秋で自分自身を高めてみませんか？

詳しくは後期分開催通知又は、教育計画を参照してください。

みなさまの参加をお待ちしています。

CRAFTとは、アルコール等の依存の問題を持つ人を治療につ
なげるために、家族が既に持っている力を効果的に使えるよう
トレーニングしていく方法である。支援者も家族や職場で使え
る技法で、考え方や基礎、具体的なアプローチについて学ぶ。

質的データ収集及び分析ができるようになる。

医療従事者としてうつ病を理解し、うつ病の方への正しい関わ
り方を学ぶ。ストレスサインとはどんなものか、対応で気を付
ける事は何か、どのような態度で接するべきか、傾聴技法やス
トレスケアについて知る。

論文作成ができるようになる。

11/18
（土）
10：00～
15：30

11/22
（水）
10：00～
15：30

11/25
（土）
10：00～
15：30

Ｈ30.1/18
（木）
10：00～
15：30

35　依存症家族を支援するための
新しい方法、CRAFTを学ぼう

～支援者も職場や自宅で使える！～

36　看護研究Ⅲ－質的データの収集と分析－

37　うつ病を理解する

41　看護研究Ⅳ－論文作成のコツ－

社会医療法人あいざと会　藍里病院
副院長　吉　田　精　次

愛媛大学大学院医学系研究科
教授　山　内　栄　子

NPO法人こころ塾
代表　村　松　つ　ね

愛媛県立医療技術大学
講師　入　野　了　士

教育委員会が企画する研修（11月以降）教育委員会が企画する研修（11月以降）
№/研修テーマ/講師 日　時 ね　ら　い

日時 基調講演

受講料

場所

2,000円（学生：700円）

私が専門看護師を目指した理由
－苦手だった研究が「今」の看護を磨く－

愛媛大学医学部附属病院
家族支援専門看護師　源田美香

平成30年　３月10日（土）

ひめぎんホール
サブホール・第１会議室

第37回　愛媛看護研究学会第37回　愛媛看護研究学会第37回　愛媛看護研究学会第37回　愛媛看護研究学会

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！疑問を発見へ！

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！

※開催案内は後日お送りします。

教育委員会
研修特集

教育委員会
研修特集



－気づきから広がる看護の　　　　　－

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

　この研修は記録の改善により根拠に基づいたケアの実践と

記録時間の短縮を目指すことを目的に開催されました。募集

人数150名に対し363名の応募があり、やむをえず辞退者を

募り、304名に参加して頂きました。記録は現場において切

実な課題であると認識しました。

　「看護師は国家資格を持った科学者としてのプロ」をキー

ワードに、「看護」記録とは何？、「看護」記録の構成要素、

情報の客観性と必要度、何を書く？監査の裏返し、「看護」

記録にするためといった内容で講義が行われました。先生の

体験談を交えながらの講義は、パワフルで刺激的かつ、大変

わかりやすく楽しく参加できました。受講者からも具体的な

看護計画の立て方、法的に必要な記録内容、計画と関係ない

記録によるトラブル、アセスメント能力を高めていくことの

大切さが分かり、創造力、想像力を持った看護をしたいとの

声が聞かれました。受講者より次回の開催希望もあり次年度

も同研修を企画しております。ぜひご参加ください。

教育委員　愛媛十全医療学院附属病院

　この研修は、看護専門職として質の高い看護を実践するた

め、笑いの効用を活用したコミュニケーション力を高める事

を目的に開催されました。

　講師は吉本興業で芸人を目指した時期もあり、研修冒頭か

ら元気で明るい雰囲気で会場を沸かせました。そして、「笑

いとは」「笑いの効果とは」「人を輝かせるためのコミュニ

ケーション」「人を喜ばせるコミュニケーション」などにつ

いて、誰もが知っているお笑い芸人の話を理論に置き換えて

テンポ良く話を進め、居眠りをする受講者はないまま、あっ

という間に時間が過ぎました。

　研修後のアンケートでも満足度が高く、次年度も開催して

ほしいとか、次年度は職場のスタッフを誘って参加したいと

の意見もありました。このように受講者が、「この研修に参

加してよかった。」と思える企画を今後も心掛けたいと感じ

た１日でした。

教育委員　財団法人創精会　松山記念病院小原生江 小椋由美

日時：平成29年７月22日（土）10：00～15：30

講師：東京医療保健大学大学院　教授　中島美津子

日時：平成29年８月４日（金）10：00～15：30

講師：株式会社　ＷＭcommons 
　　　Ｗマコト　中山　真・中原　誠

～ケアの「実践・根拠」を押さえた
看護記録の書き方＆時間短縮のコツ～ ―笑いの力で人は生まれ変わる―

最強医療コミュニケーション
「なんでやねん力」

「看護」を記録にするために

読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、秋は実りの季節です。

勉強の秋で自分自身を高めてみませんか？

詳しくは後期分開催通知又は、教育計画を参照してください。

みなさまの参加をお待ちしています。

CRAFTとは、アルコール等の依存の問題を持つ人を治療につ
なげるために、家族が既に持っている力を効果的に使えるよう
トレーニングしていく方法である。支援者も家族や職場で使え
る技法で、考え方や基礎、具体的なアプローチについて学ぶ。

質的データ収集及び分析ができるようになる。

医療従事者としてうつ病を理解し、うつ病の方への正しい関わ
り方を学ぶ。ストレスサインとはどんなものか、対応で気を付
ける事は何か、どのような態度で接するべきか、傾聴技法やス
トレスケアについて知る。

論文作成ができるようになる。

11/18
（土）
10：00～
15：30

11/22
（水）
10：00～
15：30

11/25
（土）
10：00～
15：30

Ｈ30.1/18
（木）
10：00～
15：30

35　依存症家族を支援するための
新しい方法、CRAFTを学ぼう

～支援者も職場や自宅で使える！～

36　看護研究Ⅲ－質的データの収集と分析－

37　うつ病を理解する

41　看護研究Ⅳ－論文作成のコツ－

社会医療法人あいざと会　藍里病院
副院長　吉　田　精　次

愛媛大学大学院医学系研究科
教授　山　内　栄　子

NPO法人こころ塾
代表　村　松　つ　ね

愛媛県立医療技術大学
講師　入　野　了　士

教育委員会が企画する研修（11月以降）教育委員会が企画する研修（11月以降）
№/研修テーマ/講師 日　時 ね　ら　い

日時 基調講演

受講料

場所

2,000円（学生：700円）

私が専門看護師を目指した理由
－苦手だった研究が「今」の看護を磨く－

愛媛大学医学部附属病院
家族支援専門看護師　源田美香

平成30年　３月10日（土）

ひめぎんホール
サブホール・第１会議室

第37回　愛媛看護研究学会第37回　愛媛看護研究学会第37回　愛媛看護研究学会第37回　愛媛看護研究学会

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！疑問を発見へ！

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！

－気づきから広がる看護の　　　　　－

疑問を発見へ！

※開催案内は後日お送りします。

教育委員会
研修特集

教育委員会
研修特集
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　愛媛県看護協会は、47都道府県看護協会の中でも支部組織を持たない稀な協会でした。支部を置く代

わりに東・中・南予ブロック委員会を設置し、各地区での研修開催を通して看護の質向上の役割を担っ

てきました。しかし、今、地域で行う研修は、准看護師研修会、看護職員人材派遣研修、地域で行う技

術研修会等々どんどん増えています。

　そこで、研修会開催のみでなく、地域創生が言われる今、地域の特性を踏まえて各地区での保健・医

療・福祉の連携強化や看護職の確保・定着、人材育成などを協議する仕組みを作りたいと考えました。

勿論、支部化することも考えましたが、昨年、日本看護協会が行った支部に関するアンケート調査で多

くの問題点が指摘されました。兼務で行う支部活動、中でも支部長の負担感は大きなものがあります。

活動内容も研修やまちの保健室が主ですが、同じ様な研修が繰り返し行われる等限界を感じていました。

　このことから、協会では、２年間実施した看護協会版タウンミーティングの経験をベースに２次医療

圏を中心とした７地区に分け、各地区の病院や訪問看護ステーション、保健所、老人保健施設、特別養

護老人ホーム等から代表者の方を任命し、協会とタイアップして地区別タウンミーティングを開催する

ことにしました。

　では、ここで具体的に何をしていくかですが、愛媛県は高齢化率が上位８位と、全国に先駆けて高齢

化が進んでおり、「地域包括ケアシステムの構築・推進」は避けて通れない大きな問題です。県内でも

地域により人口、高齢化率、年齢構成等大きく異なっています。このような地域の特性を踏まえて、効

率的・効果的な連携を進めていくためにはどのようにすればよいか、その中でキーパーソンとなる看護

職の役割は何なのか、高齢化により複雑化する患者に対応するために質の担保をどのように進めていく

のか等が課題になるかと漠然と考えていました。

　愛媛県内には、専門看護師、認定看護師、認定看

護管理者（以下リソースナース）は、表１に示すよ

うに総計241名が、病院や在宅医療分野で働いてい

ます。この度初めて、全体交流会を９月９日に開催

し、17分野69名が参加しました。

　この交流会では、県下のリソースナースが、活動

の拡大や地域における連携・協働をめざして語り合

うことで今後の主体的な活動に役立つことを目的と

していました。

　すでに、３地区で行われましたが、活動内容が

漠然としたものだったので、正直どうなるかと不

安でした。しかし、どの地区でもその領域のレ

ジェンドの方の集まりだけあって、時間が不足す

るほど活発な意見交換が行われ、厳しい現実の中

自分達が地域を何とかしていかなければ、との強

い思いを感じました。始まったばかりの地区別タ

ウンミーティングですが、ぜひ、皆様方にも関心

を持っていただき、大きく育てていって下さい。
構成員
医療行政関係者、医療機関看護責任者、市町もし
くは保健所等の保健師、訪問看護ステーション責
任者、社会福祉施設責任者、老人福祉施設責任者、
看護協会関係者

平成29年度

地区別タウンミーティング担当理事　立川　妃都美

地区別タウンミーティング始まりました！

　少子高齢多死社会を迎え、リソースナースにも多

様な役割が求められる中、日本看護協会看護研修学

校　溝上祐子先生から「認定看護師制度の再構築に

ついて」と題して、2025年問題に対する医療体制の

変化や特定行為研修についての講演がありました。

　講演を通して、「自分のビジョンが明確となり向

上心に火がついた。」「特定行為研修の意義が理解

できた。」などの意見があり、自分たちのおかれて

いる状況や今後の方向性についての理解が深まりま

した。

　次いで行われた交流会では、同じ分野で、悩みを共有

し、自分たちの活動の将来像や地域に向けての活動、診

療報酬の有無にかかわらずリソースナースをどう支援し

ていくか等について話し合いました。「先輩の認定看護

師が広い視野でアセスメントし、かっこいいなと感じ

た。」「看護管理者や他分野との交流もしたい。」との

意見がありました。

　自分たちの役割を再認識し、今後、自身の活動の拡大

や地域での協働・連携の足掛かりになりました。

　今後も定期的な交流会の開催を企画したいと思います。

分　　　野

がん看護

地域看護

精神看護

小児看護

家族支援

救急看護

皮膚・排泄ケア

集中ケア

緩和ケア

がん化学療法

がん性疼痛

訪問看護

感染管理

糖尿病看護

不妊症看護

新生児集中ケア

透析看護

手術看護

乳がん看護

摂食・嚥下障害看護

小児救急看護

認知症看護

脳卒中リハビリテーション看護

がん放射線療法看護

慢性呼吸器疾患患者看護

慢性心不全看護

認定看護管理者
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～愛媛の看護のこれから　私たちにできること～
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　愛媛県看護協会は、47都道府県看護協会の中でも支部組織を持たない稀な協会でした。支部を置く代
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　この研修は、県下で勤務されている新人看護職員と再就業看護職の方々の臨床実践能力の育成や職場定着

への支援を目的にしています。

　平成27年度から開催し、今回が３回目で総受講者数は195名となりました。今年度は27施設から62名の

受講者が集まりました。演習の個別指導では受講者から高い満足度を得ています。また、同じ時期に看護師

としてスタートした人同士がこの研修に参加することで仲間づくりができています。

　2014年度の診療報酬改定で、在宅復帰率の促進を

目的に「地域包括ケアシステムの構築」が基本方針と

して打ち出され、高度急性期病院から自宅などへ退院

する患者の割合を75％とすることが求められ、その後、

2016年度の改定では80％となりました。急性期を退

院する患者さんの多くは、完治しての退院ではないた

め、通院による専門的治療の継続や、慢性疾患に対す

る患者さん及びご家族を含めた継続的な指導がより必

要となり、地域の病院や施設の果たす役割も大きくな

ります。

　今回、私たちの委員会では、外来看護の果たす役割

がより重要になるのではないか、という視点に重点を

置き、研修会の目的を①地域包括ケアシステムにおけ

る外来看護の果たす役割、②病棟と外来の継続看護の

在り方、③地域の看護管理者および看護職の顔の見え

る場での相互理解の促進、④看護師職能委員会Ⅰとし

ての地域の意見集約の4つ掲げ、地区別研修会を開催

しました。

　当研修では座学だけではなく、グループワークや演習などで必ず自分自身で考え実践する時間があり

ます。知識を蓄えて終わりではなく、きちんと想起し活用する方法まで学ぶことができ、実りあるもの

となっています。それに加え、疑問に感じていたことが理解できていく楽しい時間にもなっています。

　また、当院には同期入職の看護師がいないため、新人看護師の方々との貴重な出会いの場ともなって

います。新人として悩みを抱えているのは自分だけではないのを実感することができ、大きな支えに

なっています。

　今後は当研修で学んだことを臨床で活用し、いずれは職場の方々、そして少しでも患者様の力になれ

るように頑張っていこうと思います。

フィジカルアセスメント 救　急　看　護 点滴静脈注射・輸液ポンプ・シリンジポンプ

多施設合同新人看護職員研修多施設合同新人看護職員研修多施設合同新人看護職員研修

　多施設合同新人看護職員研修に参加し、医療従事者としての接遇、心構え、技術など多くのことを学

びました。その中でも一番印象に残っているのはフィジカルアセスメントです。病棟では患者様を観察

し、日々アセスメントをしています。フィジカルアセスメントの基本を丁寧に教えていただけたことで

改善点と正しい考え方が理解できました。今後に大いに役立てたいと思います。

　また同期の仲間と思いを共有することで不安の軽減、ストレス解消に繋がりました。そして看護師を

目指そうと思った原点に戻り、自分の思い描く看護はできているのか振り返ることができました。

　専門職としての責任と自覚を持ち、この研修で学んだことを忘れず頑張っていきたいと思います。

福角病院 和 田 郁 美

医療法人　弘友会　加戸病院 大 井 悠 斗

　３地区で研修会を開催し、合計107名の方に参加し

て頂きました。看護協会の重点事業の説明から始まり、

グループワークでは、患者さんに関する情報収集と情

報共有の在り方や多職種との協働の大切さ、個々の病

院における情報共有や、連携に関する問題点や課題に

ついて具体的な議論が展開されました。活発な話し合

いの中で、外来看護師の果たす役割について考え、他

の病院で取り組んでいる内容を共有していたように思

います。また、地域の現状や病院の規模によっても外

来看護師の置かれた環境や役割も異なりますが、患者

さんと向き合い、丁寧な対応をしたいという思いが伝

わってきました。

　参加者に対するアンケート調査では、煩雑な外来業

務の中で、患者さんと関わる時間がとれないという現

状だけではなく、外来と病棟との連携を強化するため

の「情報共有シート」の有効活用や、外来看護師も介

護連携カンファレンスに参加することの必要性等、今

後の課題についても明記されていました。

　地域包括ケアシステムにおいて、退院支援や退院調

整は病棟中心で捉える傾向がありますが、入院前から

退院後の生活に向けた支援について考え、再入院率の

低下を目指すためには、外来看護の果たす役割がさら

に重要となることが共有できたのではないかと思いま

す。詳細については、ＨＰで全体の状況をご覧下さい。

　看護師職能委員会Ⅰは、これからも病院等で勤務す

る看護職の皆さまと共に、医療を取り巻く環境変化に

ついて情報を発信しながら、より良い看護が提供でき

るような研修を企画・運営したいと思います。

看護師職能委員会Ⅰ委員長　田　渕　典　子

「外来看護の在り方を考える」を終えて
看護師職能委員会Ⅰ研修会

「外来看護の在り方を考える」を終えて
看護師職能委員会Ⅰ研修会

「外来看護の在り方を考える」を終えて
看護師職能委員会Ⅰ研修会
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低下を目指すためには、外来看護の果たす役割がさら

に重要となることが共有できたのではないかと思いま

す。詳細については、ＨＰで全体の状況をご覧下さい。

　看護師職能委員会Ⅰは、これからも病院等で勤務す

る看護職の皆さまと共に、医療を取り巻く環境変化に

ついて情報を発信しながら、より良い看護が提供でき
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看護師職能委員会Ⅰ委員長　田　渕　典　子
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【施設紹介】
　医療法人結和会松山西病院は、病院の理念「笑
顔あふれる病院」としてベッド数102床（一般病棟
42床・療養病棟60床）泌尿器科・内科領域の一般
診療を持ち合わせた透析医療を中心とした地域に
根ざした中規模病院です。人と人とのつながりを
大切に、患者家族の方々が安心して治療を受けら
れる環境づくりを目指しています。

【医療安全への取り組み】
　医療安全の取り組みは、医療安全小委員会を下
部組織として、各部署（医局、看護部、各病棟、
透析室、技師部、薬剤部、事務部）から担当のリ
スクマネージャーが参画し活動しています。活動
内容は
①各部署のインシデントレポート事例の分析と
報告（年間提出報告書は950前後）
②提出されたインシデントの共有と再発防止に
向けた検討等の意見交換
③決定事項の周知徹底
④病棟ラウンドやKYT分析、他
⑤年２回の研修担当が主な業務です。
　取組みの１つ、当院は紙カルテ運用の為、マニュ
アルに基づきやむ得ない時のみ口頭指示表の使用
を許可しています。

　医師が２号用紙に指示を記載した段階で口頭指
示表をシュレッダーにかけています。

　また、１人ひとりに名前を記載した＜作業中・STOP＞
のカードを名札裏に入れ、必要時に取り出し使用して
います。他のスタッフが手伝うことによるリスクが軽減で
きるよう意識改革に向け試行錯誤中です。
　平成27年度からは「医療安全パトロール表」を各部
署の特殊性に応じて作成し、ラウンドを実施、評価・
共有して部署に還元する取り組みを行いました。結果
「処置台にパンフレットを貼り６Ｒを徹底した」等、医療
安全に対する意識が徐々に向上しています。
　平成28年度からは、KYT分析を開始し、外来：処
置室の危険予知・コミュニケーション不足、一般病棟：
誤薬、療養病棟：転倒転落、透析室：へパリンカット対
策、薬局：薬剤識別書記載、事務：処方記載等、各部
門共に行動変容に繋がるよう取組んでいます。
　研修は、２回目をビデオ研修にする事で、正規
医師全員、他職員96％以上の参加率で医療安全の
啓蒙と意識の向上になっています。

　平成29年６月の医療安全研修は当院ＰＴによる

指示医師名：
日時　：H○年○月○日　○時○分
内容　：
指示受領者：
医師による指示簿への記載：済　□サイン

口頭指示表

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

①ヒューマンエラー　②医療現場のコミュニケーション

①転倒転落防止　②医療事故分析

①救急対応　②リスク報告書提出意義と活用

①移乗等介助の実際　②チームステップス（案）

年次ごとの医療安全研修↓

山内多惠子

医療安全対策への取り組み
医療法人結和会　松山西病院　医療安全対策委員会 山内多惠子

医療安全対策への取り組み
医療法人結和会　松山西病院　医療安全対策委員会

医療安全ミニ情報　ワンポイントアドバイス

　医療事故の７割近くは、コミュニケーションエラー
が原因と言われています。チーム医療が進み、多職種
協働の場面ではチーム内の確実なコミュニケーションが安
全の鍵になります。
　患者の近くにいる私たち看護師は、患者の状態をそ
の場にいない相手に適切に報告する重要な役割があり
ます。また、報告・連絡のコミュニケーション以外に、
情報の確認やエラーを指摘するコミュニケーションも
必要になります。Team STEPPSのツールを使ってコ
ミュニケーション力を高めましょう。

≪こんな経験はありませんか？≫

多職種で取り組む医療安全
～コミュニケーション力を高めよう～

●報告をしたほうがよいかどうか迷うことがある
●緊急性をうまく伝えられなかった
●うまく報告しないといけないと
　思うと緊張してしまう
●指示を期待して報告した
　けど、具体的な指示をもら
　えなかった

　平成25年度夏号から、皆様にご愛読いただ
いていました「医療安全対策の取り組み」
「医療安全ミニ情報ワンポイントアドバイ
ス」は、今回で終了となります。今まであり
がとうございました。
　ワンポイントアドバイスは看護協会のホーム
ページに掲載されていますのでご覧ください。
　これからも医療安全活動にご協力をお願い
致します。　　　　　　　（医療安全委員会）

　確実なコミュニケーションの必須要素は、「全体的」
「簡潔的」「明瞭」「タイムリー」です。
　多職種を含むチーム全体で、送り手と受け手が共通
認識を持つと、報告・連絡が円滑になります。

【SBAR報告時の注意点】
①最初に、報告・連絡の趣旨を伝える。
（聞き手に心構えができ、話を受け止めやすくなる）
②「Ｓ状況・Ｂ背景・Ａ判断・Ｒ提案」の順に伝える。
③カルテや書類などの必要書類を手元に置いておく。
（相手からの質問に的確に返答できる）
＊SBARカードやメモを電話の近くに置くとよい

　自分が言ったことに対して、相手からきちんと返事
がない時は、相手に確かに聞こ
えたとわかるまで、もう一度、
はっきりと声に出して伝えましょう。

　２チャレンジルールを実行しても、相手から満足し
た返事が得られない場合、患
者の安全が脅かされていると
感じたら、患者安全のために
「心配だ」と直接表現しましょう。

〈自信がつく！　医療安全My Bookより〉

　コミュニケーションなくしてチーム医療は成立しま
せん。安全のために、誰もがきちんと人の話を聴く姿
勢や伝える話術を持ち、お互いを尊重する心をコミュ
ニケーション力として持ち合わせていきましょう。

（文責　白井真由巳）

もう一度言ってみる２チャレンジルール

不安な気持ちを言葉で伝えるCUS

緊急時の報告・連絡にSBAR

もう一度言ってみる２チャレンジルール

不安な気持ちを言葉で伝えるCUS

緊急時の報告・連絡にSBAR

今、患者に何が起きているのか
を簡潔に伝える

今の状況を理解するのに必要な
情報を伝える

何が問題だと思うのか自分の考
えや判断したこと

どうしてほしいのか提案をする
どうしたらいいのか指示を受ける

状　況
Situation

背　景
Background

判　断
Assessment

提　案
Recommendation

私は気がかりです

私は不安です

これは安全の問題です

I am Concerned
I am Uncomfortable
This is Safety issue

「移乗時介助の実際」の
テーマで研修を行い“現
場で活かせる、見直しに
なった”との評価でした。
　今後も医療安全対策を
強化し、リスク防止に取
組んでいきたいと考えて
います。

◎正しい患者＜Right Patient＞
◎正しい薬剤＜Right Drug＞
◎正しい量　＜Right Dose＞
◎正しい経路＜Right Route＞
◎正しい時間＜Right Time＞
◎正しい目的＜Right Purpose＞

投薬前に確認！「６つのＲ」

◀表面

裏面▶
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　日本タバコフリー学会理事、禁煙推進の会えひめ会長、県立中央病院医局長　松岡　宏先生を

講師にお迎えして「禁煙生活を始めましょう」研修会を開催しました。松岡先生のお名前は、

愛媛新聞に折に触れ「タバコの害」について投稿されており目にされた方も多いのではないで

しょうか。

　今回の研修は、看護職が36名、一般５名と参加人数は多くありませんでしたが、「タバコは

4,000種類以上の化学物質、200種類の既知の有害物質、70種類の既知の発がん性物質が含まれ

ており「毒の缶詰」である。わが国のリスク要因別の関連死亡者数は、塩分の高摂取やアルコー

ル摂取よりもはるかに高く１位となっている。受動喫煙による年間死亡数推計値は交通事故に

よる死者５千人よりはるかに多い１万５千人である。」等のデータに衝撃が走りました。

　しかし、わが国では、タバコ事業は財務省の管轄で税収が年間２兆円強にもなっていること

や、タバコは嗜好品であるとの認識から、諸外国に比べて「禁煙」に対する意識が非常に低い

とのことでした。皆様には署名活動で大変お世話になりましたが、受動喫煙防止法が今国会で

の法案成立を断念せざるをえない事態になったことも記憶に新しいところです。

　この研修は、ストレスフルな勤務環境から高どまりをしている看護職の喫煙率を少しでも逓

　災害支援ナースはいつでも派遣に備えておく必要がありますが、実際に派遣が決まってからの段取り

や手順をどうしたら良いのか分かりにくいという意見が上がっておりました。

　そこで災害看護検討委員会では、平成28年度、災害支援ナースが手軽に活用できるハンドブックの

作成にとりかかりました。

社会福祉委員会担当理事　立川　妃都美
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研修（公開講座）を終了して

減させることが目的ですが、

男性は29.7％に低下してい

るのに対して、残念ながら

女性は9.7％に、特に若い

女性が増えているそうです。

　禁煙ガイドラインでは、

「喫煙は、喫煙病（ニコチ

ン依存症＋喫煙関連疾患）

という全身疾患であり、喫

煙者は積極的禁煙治療を必

要とする患者」と定義され

ています。患者さんの健康

を守る役割を持つ看護職自

身が患者であっては、患者

さんに良い看護は提供でき

ません。明日からといわず

今日から禁煙生活を始めま

しょう！

災害看護検討委員会　委員長　大西　宏

災害支援ナースハンドブックが完成しました
災害看護検討委員会　委員長　大西　宏

災害支援ナースハンドブックが完成しました

　他県協会のハンドブックや災害関係資料を確認しなが

ら、普段から手元にあって確認ができ、いざという際に

は活用ができることを目標に、議論・検討を重ね、この

度完成しました。

　８月８日のフォローアップ研修で、ハンドブックを活

用してシミュレーション研修を行い、災害支援ナースの

皆さんに大好評でした。

　災害支援ナースとは、看護職能団体の一

員として、被災した看護職の心身の負担を

軽減し支えるよう努めるとともに、被災者

が健康レベルを維持できるように、被災地

で適切な医療・看護を提供する役割を担う

看護職のことです。

各施設への配布は、第２回フォローアップ研修後になります。

第２回目のフォローアップ研修は11月28日(火)です。

災害支援ナースの皆さん、是非ご参加ください。

ポケットサイズ

水に強い素材
全32ページ

役に立つ付録

□方式で便利
自分の記録ができる！

愛媛県看護協会　災害支援ナース登録総数は、250名　になりました。
（平成28年12月現在）
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公立学校共済組合四国中央病院　手術室　石川　寛

ナースマンが行くナースマンが行くナースマンが行く

　四国中央病院は、急性期を中心とし

た地域の中核病院で病床数は255床です。

看護師数は212名、そのうち男性看護師

は17名です。精神科病棟・一般病棟・

外来・手術室にそれぞれの部署に１～

４名が在籍しています。

　男性看護師と言えば、力が強く頼も

しい存在であります。また、精神保健

福祉士や、皮膚・排泄ケア認定看護師

の資格を取得するなどのキャリアアッ

プにも努めています。さらに、パソコンや医療機器に詳しい人材が多く、私は手術室に在籍していますが、腹

腔鏡システムのトラブルの対処や、新しいシステムを導入した際には機器の担当を行い、他のスタッフへ伝達

をするという役割を担っています。

　私自身が手術室で勤務をしていて心がけていることは、患者さんに安

全に、また安心して手術を受けていただくということです。このことを

実践するために、【周術期管理チーム看護師】という資格を取得しました。

そして2016年２月から、麻酔科医師と手術室スタッフとでチームを結成

し、P-MAST外来（周術期管理チーム外来）を開設しました。P-MAST

外来では、まず私たち周術期管理チーム看護師が患者さんの問診、内服

薬や検査の確認、手術や麻酔に対する不安などを聴き精神面での援助を

行います。そして、その情報を元に麻酔科医師が診察を行い、患者さん

が問題なく安全に手術を受けることができるか確認をしています。その

ことでP-MAST開設以降、手術直前の検査漏れや手術中止などがほとん

どなくなりました。また、患者さんは手術や麻酔に対する不安があります。P-MAST外来で不安が軽減される

ように関わることにより、患者さんや家族からは「受けてよかった」、「いろいろ聞いてもらえてよかった」

などと言っていただき、やりがいを感じてい

ます。現在、全国的には看護師が術前に外来

を行う病院はまだ少ないと聞いております。

これは当院の強みであるので、今後も継続し

ていきたいと思います。

　今後も看護師として「患者さんのためにベ

ストを尽くす」ということを信念とし、日々

努力していきたいと思います。

公益社団法人愛媛県看護協会（愛媛県ナースセンター）
〒790-0843　松山市道後町2丁目11-14

TEL.０８９－９２４－０８４８　FAX.０８９－９９６－８４２５

詳しいことを知りたい・申し込みをしたい方はこちらへどうぞ…

会場・日時　【東予地区】レ ー イ グ ラ ッ ツ ェ ふ じ　平成29年11月15日（水）13：00～16：00
　　　　　　【中予地区】え ひ め 共 済 会 館　平成29年11月６日（月）13：00～16：00 
　　　　　　【南予地区】ＪＲホテルクレメント宇和島　平成29年10月20日（金）13：00～16：00
対　象：県内在住の概ね55歳以上の現役看護職および未就業看護職
内　容：①講　演「年金と生活設計について」
　　　　②体験談「キャリアを活かしながら自分の生活に合った働き方」
　　　　③コーヒーブレイクしながら歓談

日　程　平成29年11月７・８・９・10・13or14（病院・施設見学）・15日
会　場　愛媛看護研修センター　他
対　象　就業を希望している看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）
内　容　①基本的な看護の知識

看護の動向・看護記録・在宅ケアの現状・高齢者の皮膚トラブル・医療事故・院内
感染防止・薬剤の知識・急変時の看護・糖尿病の看護・演習等

　　　　②求職活動の心構え・面接の受け方
　　　　③パソコン研修（基本操作から応募書類の作成まで）　④病院・施設見学
受講料　無料（資料代として1,000円徴収）

定年退職を迎えられる方、退職された方、
豊かな看護経験を活かして、いきいきと生活をするための方向性を、一緒に考えてみませんか？

参加無料参加無料

平成29年度　潜在看護師講習会のご案内

平成２９年度　再就業支援事業
「セカンドキャリアを活かして生涯現役を目指そう！」のご案内

ナースセンター

からのお知らせ 自分が働いてみたい職場で指導を
受けながら実際に業務を体験し、

納得して就職。
しかも研修終了後に給付金が

受け取れます。

参

加
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中

参

加

者
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集

中

参

加
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〈実践型就業チャレンジ研修〉

給付型
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　部屋の掃除をしていた時にふと気になって開けてみたフルート…それが子どもの頃にしていた

フルートをまた始めたきっかけでした。きっと吹けないだろうと思って音を出してみたら、意外

といい音が出て、そこから先生とのレッスンが始まりました。それから７年、偶然出会った世代

も性別も出身も違うメンバーたちと楽団を結成して、地域のイベントに参加し、施設でのボラン

ティア演奏を行うようになりました。

趣 味
遊々
趣 味
遊々

　私たちのモットーは“生演奏を聴く機会の少ない方々と音楽をとおして交流を深め、

ともに楽しむこと”です。クラリネット、オカリナ、ギター、ピアノ、チェロ、パー

カッション、笛（パンフルート）、フルートで世界の民謡からクラッシックまで演奏

します。これまでに、身障者センター、高齢者施設、幼稚園、中学校を訪問し、クイ

ズを行ったり、一緒に歌を歌ったり、手拍子やリズム楽器を一緒に演奏したり、楽し

いひとときを過ごしています。笑顔で、「また来てくださいね」などの声をかけて頂

くことで、私たちも癒されている…そんな感覚を覚え、自分達の演奏を聞いてもらう

だけではなく、一緒に楽しみ、参加型とすることで、同じ気持ちを共有でき、私たち

も思い出に残るものになっています。地域のイベントでは、来られる方の年代を想定

ゆうゆう ゆうゆう

十全総合病院
若田　美満江

して選曲を行い、人の出入りをみて本番

中に曲の差し替えを行ったり、看護と同じで、計画→実施→評価を行い、

また次によりよいものを実施できるようにみんなで考えています。

　現在は、病棟で糖尿病療養指導士として、また中堅看護師として新人と

共に看護業務にあたっています。忙しい毎日ですが、フルートで気分転換

を図り、また新たな気持ちで看護にあたりたいと思っています。

「図書室のご案内」ページがリニューアルしました！「図書室のご案内」ページがリニューアルしました！

おすすめ
簡単レシピ食欲の秋！ご飯に合う簡単お惣菜！食欲の秋！ご飯に合う簡単お惣菜！食欲の秋！ご飯に合う簡単お惣菜！

いかと里芋の甘辛煮いかと里芋の甘辛煮
●いか（今回は剣先イカ）…中２はい
●里芋…５～６個
●しめじ…１パック
●細ねぎ…２～３本

①いかは、胴と足をはずし内臓を
出して下処理をする。胴は輪切

（所要時間20分）

Ａ▶だし…300cc　砂糖…大さじ1.5　
みりん…大さじ３

　　しょうゆ…大さじ２　酒…大さじ２
Ｂ▶片栗粉…大さじ１　水…大さじ１

りにして、足は食べやすく切る。しめじは石づきをとってほぐしておく。ねぎも小口切りにしておく。

材　料
（４人分）

作り方

②里芋は皮をむいて大きいものは２つか３つに切り、耐熱容器に入れラップをかけて電子レンジ（500Ｗ）で
３分くらい熱し、１～２分置き再度３分熱する。（野菜の下ごしらえ機能を使ってもOK）

③鍋にＡの調味料を入れ煮立てる。先にイカを入れ１～２分さっと煮て、一旦別の容器に取り出しておく。
④次にレンジで下ごしらえした里芋を入れ弱火で10分くらい煮る。途中鍋をゆすって里いも全体に味を染み
込ます。しめじとイカを戻し２～３分煮る。

⑤Bの水溶き片栗粉を入れ、ひと煮立ちさせとろみをつけ鍋を振って全体に煮汁をからませる。器に盛りね
ぎの小口切りを散らす。柚子の黄色い皮を細切りして散らしてもよい。

い

しめじじは石は石は石づづきづきづきをとをとをとをとってってってほぐほぐほぐしてしてしておおくおくおく ねね。ねぎぎもぎもぎも小小口小口小口切切り切り切りにしにしにしておておておくく。めじは石づづづづきききをを ってほぐぐしし おおくく ねね ももも小小小口切切切りりに ておく

目玉焼きの甘酢あんかけ目玉焼きの甘酢あんかけ
●卵…４個
●甘酢だれ（酢大さじ２、しょうゆ
大さじ２砂糖大さじ２、水１/２
カップ、片栗粉小さじ１）

●三つ葉…少々　●サラダ油

①フライパンにサラダ油を熱し、
卵１個を割り入れる。白身が固

（所要時間15分）

まり始めたらフライ返しでそっと二つ折
にしてたたみ、半熟の目玉焼きを４個
作っておく。

②甘酢の材料を混ぜ合わせ、目玉焼きを並
べ入れたフライパンに注ぎ弱火で煮る。甘酢の味付けは好みでOK。ケチャップを加えても良い。

③とろみがついてきたら、火からおろして甘酢とともに器に盛り、三つ葉（ねぎの小口切りでもよい）を散
らす。卵は半分に切って切り口を見せると美味しそう！

材　料
（４人分）

作り方

レンジで下ごしらえして時
短煮物。とろみがついた煮
汁で味もしっかりつきます。

一個ずつ焼いて、濃い目の甘
酢や甘辛たれを絡ませるとお
弁当のおかずにもなります！

愛媛県看護協会ホームページ内の「図書室のご案内」がよりわかりやすくなりました。

利用方法、司書駐在についてのご案内などを掲載しました。

図書は、分類・書名・著者名から探すことができます。

特に、分類から探す場合、各領域の分類項目をクリックすると該当する図書の一覧が表示され、より便利に

確実に検索できるようになりました。

一覧では、分類項目・書名・著者名・出版社名・出版年が表示されます。

雑誌のバックナンバーの詳細な所蔵状況を、一覧表で見ることができます。

図書室や皆さんのパソコンから利用できるデータベースをご案内しています。

☆文献検索のためのデータベースのご案内☆

☆雑誌の所蔵状況を詳細に☆

☆図書の所蔵検索がより便利に☆

☆利用方法をよりわかりやすく☆

看護協会ホームページ＞看護職の方へ＞図書室のご案内検索してみよう!

検索結果の内容が充実！
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☆雑誌の所蔵状況を詳細に☆

☆図書の所蔵検索がより便利に☆

☆利用方法をよりわかりやすく☆

看護協会ホームページ＞看護職の方へ＞図書室のご案内検索してみよう!
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お知らせお知らせ

第３回（平成29年７月14日）
報告事項並びに協議事項
●平成29年度通常総会・職能交流集会の振り返り
について
●地区別タウンミーティングについて
●平成30年度基金事業について
●看護師のクリニカルラダー活用に向けての検討
ワーキングについて
●役員賠償保険契約の更新について
●各会議等出席について
第４回（平成29年９月14日）
報告事項並びに協議事項
●平成29年度重点事業（基金事業含む）について
●委員会の種類と活動について
●平成29年度都道府県看護協会との災害支援ナー
ス派遣調整合同訓練に加えて愛媛県内派遣調整
訓練の実施（案）について

●平成30年度認定看護管理者教育課程ファースト
レベルの開催について
●各会議等出席について

理事会報告

ナーシング愛媛Vol.151夏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

おんまく花火（表紙）
医療安全ミニ情報ワンポイントアドバイス
平成29年度「看護の日・看護週間」報告

愛媛県看護協会会報●2017.秋号16

　「医療安全への取り組み」と「医療安全ミニ
情報」の連載は今号をもって終了することとな
りました。平成17年から44施設の医療安全への
取り組みを紹介し、ワンポイントアドバイスは
17回掲載してきました。読者の方からはいつも
高評価の人気ページで、有意義な情報をそれぞ
れの施設で活用させていただきました。
　医療安全委員会の皆様には感謝申しあげます
とともに、各施設で執筆にご協力いただいた皆
様にも広報委員一同、お礼を申しあげます。
　広報委員会では、今後も会員の皆様に役立つ
情報発信となりますように紙面を工夫してまい
りたいと思います。

編集後記編集後記編集後記

平成29年度会員数（平成29年９月27日現在）

保健師　 333名
助産師　 219名
看護師　8,812名

准看護師　 381名
　　計　　　9,745名

11月から平成30年度継続入会手続きが始まります。
平成29年度分の会費が未納の方は、速やかに手続きをお願いいたします。

平成29年度の継続入会手続きはお済みですか？平成29年度の継続入会手続きはお済みですか？平成29年度の継続入会手続きはお済みですか？

募集期間：11月1日～11月30日、対象者：愛媛県下の医療・福祉施設で勤務する者
テーマ『多職種で取り組む医療安全』

医療安全推進週間キャンペーン活動標語募集!


