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平成25年度

看護師職能委員会Ⅰ地区別研修を終えて
看護師職能委員会Ⅰ委員長

田渕 典子

今年度の看護師職能委員会Ⅰ地区別研修は、平成24年度、各委員会に配分された研修参加予算を活
用し、委員の一人が、ワーク・ライフ・バランスに関する研修に参加して、学んだことを皆さまに還元
するとともに、日本看護協会の動向や愛媛県看護協会の方向性、看護師職能委員会Ⅰの活動内容を、
少しでも分かりやすく伝えることを目的に企画しました。
ポジティブ志向の研修会を開催しようと、
「～早く帰る・早く帰りたい～を実現するために」という
テーマで、ＫＪ法を用いて行いました。施設や役職、年齢が異なっても、同じ地域ということで活発な
意見交換ができました。ラベルの内容は短い文章で表現されていましたが、委員も同じ看護職として、
現状や組織の事情が良く理解でき、関心をもって発表を聞かせて頂きました。
「指示出し、指示受けの
時間が遅くなり、その為に時間外勤務が多くなる」
「勤務が終了していても、一人が先に帰り難い習慣
がある」
「緊急入院や検査・処置のために、仕事を残して帰れない」
「日常の業務に追われ、記録が最後
に残る」等、様々な共通の課題が挙げられました。
3 地区での研修会を通し、共通する課題と地域性を示すものがあることも把握できました。この研修
は、課題を出し合うだけではなく、今後、研修を受けた方の発信で、小さなことから職場で改善に向け
取り組んで欲しいと思います。蝉の声を聞く7 月は、宇和町の愛媛県歴史文化博物館（南予）で30名、
8 月は愛媛県看護協会（中予）で27名を対象に行いました。そして、最終回は、季節が秋に移行する 9
月に新居浜文化センターで開催し、31名の方が参加して下さいました。愛媛県で100名近くの方が同じ
テーマで意見交換をしたことになります。
私たち、看護師職能委員会Ⅰの委員も地区別に訪問し、皆さまと出会うことができました。この出会
いを大切にし、次年度も現場の声を吸い上げ、提言して参りたいと思います。
今後共、宜しくお願い致します。
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ナースセンターだより
「平成25年度病院等経営者向けフォーラム」を
開催しました
平成25年 9 月 6 日
（金）午後、ナースセンター機能強化事業（県の委託）の一環として、
「病院等経営者向け
フォーラム」を開催しました。
参加者は看護職員が従事する施設の経営者・事務長・人事担当者・看護責任者等、84名でした。今年は特に日
本看護協会が平成22年度より全国的に取り組んでいる「ワーク・ライフ・バランス」ワークショップに参加した
県内 5 病院の関係者も参加して、取り組みの参考にしていただきました。
話題提供していただいたのは大阪府済生会吹田病院と香川井下病院の 2 病院です。
済生会吹田病院からは｢夜勤を短縮。笑顔でイキイキと働ける職場に｣と題して 4 人が報告されました。特に宮
部剛実事務長は看護職のワーク・ライフ・バランス推進には事務
職がキーパーソンであると強調されました。看護部長の提案を
現実化し、病院全体として取り組み、診療報酬にまで反映させ
て、病院経営が好転している実績を報告されました。次に池田
惠津子副院長兼看護部長からは夜勤時間の短縮によって、看護
師の確保と定着が実現した報告がありました。
ワークショップ参加 3 年間を経験された香川井下病院からは
｢お互いさまの気持ちで働きやすい環境に｣と題しての報告でし
た。岩田輝子看護部長は「介護福祉士」との業務調整とケアの充実をアクションプランの第一にあげ、職員の
志気を上げる事で「働くときは働く、休む時は休む」といったメリハリのある働きやすい職場づくりを実現した
報告がありました。
参加者からは具体的な取り組みへの積極的な質問が多くあり、県内の看護職の働きやすい職場づくりへの一
助になった事を実感できました。

◦◦訪問看護研修「ステップ１」を受講して◦◦
八幡浜医師会訪問看護ステーション 所長

坂 本 美恵子

こんにちは〜訪問看護です。 と私の看護は、利

さんが求めている看護を提供していくことが必要に

用者さんのお宅に行くことで始まります。訪問時の

なります。そのような看護ができるのか大きな不安

利用者さんや家族の表情や状態、会話の中で必要な

を抱えていましたが、研修を重ね学ぶことで不安が

看護を行っています。

軽減でき、一回り成長した看護師になれたように思

利用者さんの笑顔や待っている姿をみると、今の
訪問看護の仕事が楽しいし、やりがいもあります。

います。そして、共に学ぶ仲間ができ、強い絆を持
つこともできました。

しかし、質の高い看護の提供、年々変わっていく訪

この研修を通して自分自身の知識の向上、訪問看

問看護の改定や医療の進歩に伴い、私の中で知識の

護師としての心構え、スタッフ間や他機関との情報

限界や迷いが生まれ、気持ちだけでは追いついて行

共有や連携の大切さも学ぶことができました。今ま

けないと思っている時に訪問看護研修「ステップ

で以上に訪問看護が楽しく思えるようになったと感

１」に出会うことができました。

じます。

ステップ１の研修では、先生方の講義の中で、現

この訪問看護研修「ステップ１」での学びを糧

場でのエピソードや看護に対する思い、必要な看護

に、私の看護として、利用者さんや家族に提供し、

技術や在宅看護の知識を学びました。そして、訪問

在宅生活を支える一員として支えていけたらと思い

看護では、訪問先で必要な看護を考え判断し、急変

ます。本当にありがとうございました。

時には適切に対応しなければいけないこと、利用者
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助産師職能委員

近 藤 由紀子

ＩＣＭ（国際助産師連盟）は、
「助産師は求められ
ている──以前にもまして──」を2015年までのメイ
ンテーマとし、 5 月 5 日を助産師の日としています。
この「国際助産師の日」に関連して各県の看護協会
助産師職能委員会では様々な催し物を行っておりま
す。愛媛県では第17回「国際助産師の日」記念行事
を日本助産師会愛媛県支部と共催で、松山市総合コ
ミュニティセンターで開催いたしました。
参加者は親子連れや妊婦・看護学生など計18名の
参加がありました。中でも今回は特に学生が多く、
11名の方が助産師という仕事に興味を持って参加してくれました。
学生対象の進路相談コーナーでは、大学と看護学校から先生が来てくださり学生たちに親身に相談にのっ
てくださっていました。学生からも「進路について丁寧に話してもらい参考になった。
」
「大学についての情
報をたくさんいただけてよかった。
」などの感想がありました。
また今回は新たにマタニティヨーガを始めました。
マタニティヨーガのインストラクターの資格も持つ
県立中央病院の助産師 2 名を講師に迎え、1 時間程
度ゆっくりした時間を身体を動かしながら過ごしま
した。妊婦さんの参加はなかったのですが、学生さ
んが 4 名参加してくださり、
「リラックスできた。
」
「マタニティヨーガがお産の準備につながると実感し
た。
」との感想と共に、日頃の運動不足や身体の硬さ
を実感した人もいたようです。
また昨年と同様今年も、四国中央病院からメディ
カルアロマセラピー研究会の方が来られ、アロマオイルを使用したハンドマッサージを行っていただきまし
た。ハンドマッサージには14名の方が参加され、全員が大変よかったと大変好評で、
「資格をとりたい。他
の人にもやってあげたい。
」
「体が暖まった。むくみが解消された。
」等の感想が聞かれました。
展示コーナーでは、今回「助産師のお仕事」とい
うテーマで、実際に働いているところの写真や、女
性の体や妊娠している体を知ってもらうため子宮の
模型などを展示し、
「文字で見るより見やすかった」
など興味を持って見ていただけました。
今回も助産師の仕事について色々な面からアピー
ルしてきました。助産師になりたいという学生さん
たちの参加は心強いものがあり、今後の助産師の発
展に繋がっていくことを確信しています。
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糖尿病重症化予防「フットケア」研修
を開催して
吉村 美穂
中予ブロック委員長

8 月31日
（土）
、9月1日
（日）9 時から18時まで計16
時間の糖尿病重症化予防「フットケア」研修会が開
催されました。
この研修会は愛媛県看護協会が初めて開催する
ということや、糖尿病の重症化予防に係る評価とし
て、糖尿病合併症管理料が取れることもあり、愛媛
大学大学院医学系研究科教授の中村慶子先生の指導
の下、糖尿病看護認定看護師の松田佳美様に準備段
階から入っていただきました。中予だけでなく東予、
南予から36名の研修生が参加し、愛媛県内の糖尿病
看護認定看護師 8 名にもファシリテーターとして参加していただきました。
1 日目は糖尿病患者の病態生理から始まり、その人を支えてきた足、これからもその人を支えていく足
としてケアすることが大切であること、足を通して、
患者の生活を知っていく、一緒にわかっていく、そ
してセルフケアの力を信じて働きかけていく事を強
調されていました。糖尿病患者のフットケアのア
セスメントについては、足を見る・触る時、五感を
使ってアセスメントすること、ケアをすることで足
の切断を免れた実例など写真を交えての講義があり
ました。
2 日目には、フットケアの実際ということで、具
体的な技術をグループに分かれて、演習が行われま
した。ペアになり、お互いの足をゾンデや鋭匙、ニッパー等を使用し実践しました。グループには糖尿病
認定看護師がファシリテーターとして参加し、恐る恐るニッパーを使用する研修生に、時間をかけて丁寧
に指導し、研修生も納得いくまで質問している姿が
見られました。
研修の最後の講義はフットケアの評価と今後の課
題ということで、中村先生から全国のフットケアの
現況や糖尿病合併症管理料についての熱い講義があ
りました。研修生は改めて責任の重さを痛感したの
ではないかと思います。
今後、修了証を手にした研修生が 1 人でも多くの
糖尿病患者のフットケアに携わり、先生方、認定看
護師の思いに応えてくれることを期待します。
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シリーズ

職場めぐり

道後温泉病院
います。感染対策実行委員が中心に、現場で役立つ
シミュレーション研修を講師・受講者共に楽しみなが
ら行っています。受講者
（希望者）
にはテストを実施
し て い ま す。
合格した職員
には感染制御
認定受講者証
書を授与して
います。
認定書を授

道後温泉病院は1982年 4 月よりリウマチセンター
として地域医療に根ざした医療を提供しています。
病床数234床（一般病床200床・回復期リハビリテー
ション34床）一般病床において入院患者さんの約
70％はリウマチ性疾患の患者さんです。治療、リハ
ビリテーションを受けられＡＤＬを高められています。

は指導に対し
て強い責任感を持って行動しています。

【ＩＣＬＳ認定看護師】
日本救急医学会が運営するＩＣＬＳ心肺蘇生研修に

患者さんの前向きな姿に感銘を覚えることが多々あ

参加していま

ります。私たち看護師は患者さんが安心して治療を

す。県内 5 病

受けられるよう心を込めて看護に取り組んでいます。

院の同学会の

知識・技術を高め質の高い看護を提供するためにこ

認定インスト

れからも励んでいきたいと思います。

ラクターの看

リウマチ患者さんの看護を行う上で大切にしてい

護師有志でＩ

ることがあります。患者さんに寄り添うこと、病状

ＣＬＳチ ー ム

を正しく知ること、適切な医療、看護を提供するこ

を結成し活動

とです。

しています。

登録リウマチケア看護師（以下登録看護師）につ
いて少し触れたいと思います。
「公益社団法人日本リ
ウマチ財団」主催による登録看護師制度です。当院
の登録看護師19名が外来・病棟で活動しています。

【看護部教育】

【病院祭】
2013年9月7日
（土）13：30〜15：30
1996年より道後温泉病院祭を行っています。この
祭りも18年目となり定例となっています。入院患者
さん、外来患者さんと家族、そして地域の方々との

看護部は年間教育計画に基づいて研修を実施して

親睦を深めるための病院祭です。フリーマーケット

います。リウマチ疾患シリーズ年 8 回、脳疾患シリー

や金魚すくい、手作り石鹸、ゲーム、アイスクリー

ズ年 4 回の他、医療安全、感染対策、救急看護研修

ム販売などのイベントで楽しい時を過ごしました。

の他、医療安全に欠かせない課題を常に取り入れ日々

患者さん職員もいい笑顔の1日でした。

の業務に励んでいます。各研修に関しては教育委員
が中心に研修を企画実施しています。研修の成果は
臨床で発揮することが出来るため各職員のモチベー
ションを高めています。継続することの大切さを感
じています。これからも学習を重ね看護の質を高め
て行きたいと思います。

【院内感染認定看護師】
感染対策実行委員会では2008年から年 4 回看護師、
セラピストを対象に感染制御認定講習会を実施して
6

与された職員

愛媛県看護協会会報 ● 2013.秋号

医療安全対策への取り組み
西予市立野村病院
医療安全管理者

危ない！

山本 静子
フロア
3階から2階
所
かり易い場
入口はぶつ

西予市野村町は、愛媛県西南部の山間地域に位置
し、農林業を主産業とする人口9,179人、高齢化率
39.5 ％の町です。
「地域の医療に貢献し、信頼され
る病院をめざします。
」の理念をもとに、チーム医療

◦ぶつかり防止・転倒防止に、せい坊くんのストッ
プマークを表示しました。

医療安全研修

と事故防止、安全対策の推進に努めています。病床

当院では、医療安全研修を年 8 ～10回行っていま

数120床（内科病棟64床・外科病棟56床）で、外科

す。医療情報システム・栄養科・薬剤・放射線科・検

病棟は整形・眼科・内科と混合で行っています。

査・医療ガス・リハビリ・医療機器に分けてそれぞれ

平成12年から医療安全対策委員会を立ち上げ、月
1 回の委員会を開催、院内の医療事故に関する情報
収集・院内ラウンド・事故防止対策検討・医療安全

の部門からみたリスク研修を行っています。
看護師ラダー研修や新人研修でも医療安全研修を
組み込んで安全文化の醸成に取り組んでいます。

活動の啓蒙・研修などを中心に活動を行っています。
今年度から、医療安全管理者を専任から専従にして
安全強化に努めています。
今回は、当院での医療安全対策への取り組みの一
部を紹介します。

医療安全ラウンド
毎月1 回対策委員 2 人で院内ラウンドを行います。
また、管理者が週 2 ～ 3 回ラウンドし、業務改善や
事故対策カンファレンスを行っています。
◦改善事項・事故対策内容の周知徹底のため回覧
ファイルを作りました。

患者様教育
患者様にも、安全な
医療、納得のいく医療
を受けていただくため
に、パンフレット等を
掲示しています。

※ このコーナーに関してのご意見・提案または効果のあった取り組み
があれば看護協会までお寄せください。
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医療安全ミニ情報 ワンポイントアドバイス

医療安全

ミニ情報

ワ
ンポ
ス
イント・アドバイ

＊肘窩部で採血できない場合は、前腕または手背
の静脈を穿刺しましょう。
○注意を払う穿刺部位
＊肘窩部内側の尺側皮静脈は、付近を比較的太い
神経が走行しているため、穿刺を避けましょう。
＊手関節部の橈骨皮静脈
は、橈骨神経浅枝が近

採血時の神経損傷の
リスクについて

く、正しく穿刺しても

採血は、看護職が日常的に行う技術のひとつです

けましょう。

神経損傷を来す可能性
があるため、穿刺を避

が、神経損傷を来した場合、患者さんに障害が残る
ことがあります。症状は、数日の経過で消失する痛
みやしびれから、数年に渡り持続する痛みやしびれ・
運動障害まで、重症度は様々です。中には、日常生
活に支障を来すほどの障害が残る場合もあります。
採血時の神経損傷は、
完全に回避できるもの
ではありませんが、よ
り安 全な採 血のポイ

４．穿刺方法
○可能であれば、非利き手から穿刺部位を選びま
しょう。
○複数回の穿刺や深く穿刺しないよう、血管を十
分に怒張させましょう。
○採血針穿刺の角度は、皮膚に対して15～30度で
す。
○採血が不成功の場合は、他の実施者に交代する

ントをお伝えしますの

ことも大切です。

で、初心に戻って注意

○穿刺に伴う電撃痛や

事項を振り返ってみま

しびれの有無を必ず

しょう。

確認し、訴えがあれ
ば直ちに針を抜きま

１．神経損傷の定義
〈採血時に穿刺した針によって穿刺部位付近の神

しょう。
○止血を確実に行いましょう。

経が損傷されること〉
採血後に一定の時間が経過した後（通常は翌日
以降）も採血部位の近くに存在する神経の支配領
域に疼痛、感覚異常、運動機能異常などの神経損
傷による症状が残存する場合が問題となります。

５．患者さんへの説明
○採血中の異常な痛みを我慢しないよう説明しま
しょう。
○採血後に少しでも違和感や感覚の異常があれ
ば、すぐに来院するよう伝えましょう。

２．発生頻度
報告によりばらつきが大きいため、正確な頻度
は不明ですが、約 1 万から10万回の穿刺に 1 回起
こるとされます。

６．神経損傷が発生した場合の対応
○採血時及び後日であっても異常な痛みや痺れ、
知覚異常があれば、神経内科や整形外科へ紹介
し、受診して頂きましょう。

３．採血部位
穿刺する血管は、太い静脈を選択すると事故が
少ないと言われています。

この他にも採血の合併症には、血管迷走神経反応
（ＶＶR）、止血困難、皮下血腫、アレルギー、過敏

○より安全な穿刺部位

症などがあります。患者さんの様子を観察しながら

＊肘窩部の採血では、橈側皮静脈（肘窩部の親指

実施し、リスクを低減させましょう。

側）が最も安全です。
（文責
8

愛媛県看護協会会報 ● 2013.秋号

坪内旬子）

リソースナースからの新着情報

リソースナースからの

新着情報

認知症分野からの最新情報

オレンジプランについて
知っていますか？？

松山赤十字病院 認知症看護認定看護師

浅 見 千代美

2013年 6 月、厚生労働省研究班の調査では、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は推計15％で、462万人（2012年の時
点で）に上ったと発表されました。軽度認知障害と呼ばれる「予備軍」も約400万人いると推測され、今後も認知症を抱え
ながら入院・治療を必要とする高齢者数は増加してくることが予測されます。
厚生労働省は平成25年～平成29年までの暫定施策として認知症施策推進 5 か年計画（オレンジプラン）を策定し、数値目
標を掲げました。ここでは、今後目指すべき基本目

圏 域

認知症疾患医療センター「地域拠点センター」

標として、
「認知症の人は、精神科病院や施設を利

宇

用せざるを得ない」という考え方を改め、
「認知症

新居浜・西条

医療法人十全会 十全第二病院

になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み

今

治

財団法人正光会 今治病院

松

山

医療法人誠志会 砥部病院

慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる
社会」の実現を目指すとしています。
オレンジプランは、①標準的な認知症ケアパスの
作成・普及

摩

公立学校共済組合 四国中央病院

八幡浜・大洲

医療法人青峰会 真網代くじらリハビリテーション病院

宇

財団法人正光会 宇和島病院

和

島

②早期診断・早期対応 ③地域での生活を支える医療サービスの構築 ④地域での生活を支える介護サービス

の構築 ⑤地域での日常生活・家族の支援の強化 ⑥若年性認知症施策の強化 ⑦医療・介護サービスを担う人材の育成の
7 つの視点をあげています。
このうち②早期診断・早期対応では早期診断等を担う考え方として認知症疾患医療センターを含めて、二次医療圏に1か
所以上を目標としています。愛媛県においては、認知症疾患医療センターを7 か所設置し、平成25年 4 月1日から業務が開
始されています。
「地域拠点センター」は、認知症医療に関する地域の拠点として、認知症の早期発見や早期対応の促進、
医療や介護等の連携強化や専門職への教育などを行います。
「中核センター」は、地域拠点センター
への助言・指導等を通じ、県下全域にわ

厚生労働省「今後の認知症施策の方向性について
（標準的な認知症ケアパスの概念図）

たる認知症医療水準の向上を担う医療機
関であり、愛媛県の中核センターは愛媛
大学医学部附属病院がその役割を担って
います。
また⑦医療・介護サービスを担う人材の

認知症初期集中
支援チーム

育成では、今後、病院は認知症対応力向
上研修を受講し、認知症に対しての理解
はもちろん、ケアの仕方について勉強し
ておかなければなりません。
認知症の人が地域でいきいきと暮らし
続ける社会になるために私たちができる
こと、しなければならないことは何か・・・
それはまずは、私たちが認知症につい

身近型認知症
疾患医療センター

て正しい知識を持つこと、認知症の人が自らの思いを適切に表現できない時は代弁者の役割になり、身体的・精神的な健康
を維持し、生活の質の向上を支援するという面で大きな役割を担う必要があると思います。今後、私たちには認知症の人や
介護家族に専門的な知識を生かしよりよいケアを提供する一方で、現在存在している地域の多様な社会資源を有効利用でき
るよう情報提供したり、多職種と連携・協働していくことが求められてくると思います。
「認知症の人は何もわからない」
「認知症の人は自分のことを正確に言えない」という思い込みを持ち、本人の話を丁寧に
聴かず、説明を省略してしまうことはないでしょうか？認知症の人は何もわからない人、言えない人達ではありません。ま
た、最後の最後まで人としての感情はしっかり残っています。どうか、認知症の人への偏見や思い込みをなくし、正しい知
識を持って認知症の人と接して頂きたいと思います。
愛媛県看護協会会報 ● 2013.秋号
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おすすめ

簡単レシピ

夏の疲れを残さない
お肉やニンニクを食べてスタミナをつけよう

韓国風どんぶり
（所要時間15分）

●半熟卵をうまく作るコツ
卵はお湯が沸くまで冷蔵庫に入れておきます。お湯が沸いた
ら卵を入れ、割れないように静かに転がしながら 5 分半ゆで
ます。氷水にとり優しく殻をむきます。

▼

材料（2人分）

米飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200g
・・・・・・・・・・・・・ 100g
牛カルビ
（又は牛ミンチ）
市販の焼き肉のタレ・ ・・・・・・・・・・・ 大さじ1 ½
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1 ½
ゴマ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
サラダほうれん草・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60g
白菜キムチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20g
半熟卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

▼

作り方
①耐熱容器に牛肉を入れ、酒と焼き肉のタレ
をかけて10分程度漬けておく。
②サラダほうれん草は洗って一口大にちぎり、
ラップをして電子レンジ500Ｗで30秒加熱
する。いったん水にとりよく絞る。
③①にラップをして、電子レンジ500Ｗで2分
程度様子を見ながら加熱し、米飯の上に盛
り付ける。残った焼き肉のタレにゴマ油を
足して、②のほうれん草を入れ、米飯の上
に盛りつける。タレをまわしかける。
④最後にキムチと半熟卵を割って盛り付ける。

鶏肉と卵の甘辛煮

大きめの耐熱皿があればそのまま食卓に

（所要時間25分）

▼

材料（2人分）

鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300ｇ
ゆで卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4個
酢、しょうゆ・ ・・・・・・・・・・・ 各1/2カップ
Ａ 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ3
にんにく、しょうが・・・・・・・・・ 各1かけ分

▼

作り方
①ゆで卵を作り殻をむいておく。
②大きめの耐熱皿もしくは耐熱ボウルに、Ａ
の材料を混ぜる。
③鶏肉を一口大に切り①のゆで卵とともに②
に漬け込む。
④ラップをして電子レンジ500Ｗで8分加熱
する。
⑤一度取出して上下を返し、ラップをしてさ
らに7分加熱する。
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お知らせ

平成25年度

潜在看護師実技研修会

１．目

的

再就業を希望する未就業看護職に対する最近における看護知識・技術を習得させ、自己
の潜在能力を高め、再就業を支援していくことを目的とする。

２．主
３．日
４．会

催
時
場

公益社団法人 愛媛県看護協会、愛媛県
平成25年12月18日（水）、19日（木）9：30〜15：30
松山赤十字病院 シミュレーションルーム 他

５．受 講 者
６．受 講 料

希望する看護職者
無 料

10名程度

※12月18日
（水）
・19日
（木）は、松山赤十字病院の日本赤十字社潜在看護師研修会「いずれ復帰コース」
と合同での開催になります。
※12月18日（水）
〜20日
（金）の「いずれ復帰コース」を受講された方には、松山赤十字病院の研修受講証
を発行いたします。
詳細は、松山赤十字病院のホームページ http://www.matsuyama.jrc.or.jp をご覧ください。

理事会報告
第３回（平成25年 7 月20日）
報告事項
◦理事会報告（第 2 回）
◦平成25年度通常総会議事録
◦常務理事会報告（第 3・4 回）
◦各委員会報告
◦執行役員報告
◦各出席会議等報告
◦入会状況報告
協議事項
◦平成25年度通常総会、職能交流集会の振り返り
◦組織図について
◦研修会について
保健師・助産師・看護師等実習指導者講習会
糖尿病重症化予防「フットケア」研修
医療安全管理者養成研修
認定看護管理者教育課程セカンドレベルの評価
平成26年度社会診療報酬改定説明会
◦創立40周年記念事業について
◦第42回医療功労賞受賞候補者の推薦について
◦役員賠償責任保険契約の更新について
◦ハーモニーランドを利用した会員に対する福利厚生
企画について
第４回（平成25年 9 月21日）
報告事項
◦理事会報告（第 3 回）
◦常務理事会報告（第 5 回）

平成25年度会員数（平成25年10月1日現在）
保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師
計
12

338名
209名
8,228名
493名
9,268名
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◦各委員会報告
◦監査報告
◦執行役員報告
◦各出席会議等報告
◦入会状況報告
協議事項
◦委託事業関係
新人看護職員研修推進事業
新人看護職員卒後臨床研修責任者・教育担当者、
実地指導者研修
◦平成26年度認定看護管理者教育「ファーストレベル」
の開催について
◦認定看護管理者「サードレベル」について
◦全国看護セミナー共同企画について
◦創立40周年記念事業について
◦受講証明書の発行について
◦松山市保健所運営協議会委員の推薦について

編集後記
すっかり秋めいて季節の移り変わりを感じます。
昨年度のアンケート結果を受けてナーシング愛媛Vol. 135
号より、内容をリニューアルしてお届けしていますがいか
がでしょうか。
これからもみなさまの意見を取り入れていきます。
（白川）

