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◇創立40周年記念行事
◇平成26年度在宅医療を担う看護力強化研修会
◇ファーストレベル教育課程を受講して
◇看護職のWLB推進ワークショップ
◇災害支援ナースフォローアップ研修を受講して
◇医療安全対策への取り組み「社会医療法人
石川記念会ＨＩＴＯ病院」

◇医療安全管理者養成研修を受講しての
取り組み「松山記念病院」
◇愛媛県助産師新人研修会
（助産実践能力強化支援事業）
◇職場めぐり
「医療法人聖光会鷹の子病院」
◇おすすめ簡単レシピ
◇ナースセンターだより
◇お知らせ

公益社団法人愛媛県看護
平成26年９月20日
（土）
記念講演
すべてのゲストにハピネスを提供する

予想外の感動を生み出す
仕事の役割を果たす
人としてのマナーを守る

元ディズニー職員の
福島文二郎氏
「ジャングルクルーズ」
の
船長からスタート
ディズニーで働くことに誇
りと働き甲斐を持ち
ユニバーシティー・
リーダーとなり…

300人余りが集中

ピアノ・フルート演奏

記念祝賀会

フルート：畠山夏子さん
ピ ア ノ：渡邊智子さん

DVD上映
（看護協会10年の歩み）

じゃんけんで勝って
「道後湯の里」
ペアーチケットをゲット
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協会 創立40周年記念
シンボルマーク公表・表彰

記念式典

最優秀賞 金子一幸氏
（正光会今治病院総看護長）

愛媛県内の看護職の心にあるハートを
「情熱」の赤いリボンで E とし、
みかんの花は「純粋」
「清純」
「郷土愛」を、
ENAは青い海と空を表現したものである。

祝

辞

乾

杯

一本締めで
180名の方々がご出席

ナースセンター強
化事業看護職の確
保定着に向けて
看護師職能Ⅱを代表し、高齢者の
地域医療・在宅医療の現状と課題
専 門・認 定 看 護 師 を 代 表 し、
看護の質の向上をめざして

思い出スピーチ

急性期医療・看護の
現状と課題

これからの愛媛の看護について
語っていただきました。
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平成26年度 在宅医療を担う看護力強化研修会
〜 松山・大洲八幡浜・今治・宇摩地域で開催 〜
公益社団法人愛媛県看護協会
看護師等育成強化事業担当

上杉 直美

2025年問題を踏まえ、看護職等の人材確保は重要課題となっています。そこで、愛媛県の補
助事業として在宅医療を担う看護職を対象に、この研修会を開催しています。
研修会の内容は、誤嚥性肺炎を予防するための基礎的知識を再確認したうえで、フィジカル・
アセスメントや効果的な口腔ケア・吸引の方法を演習形式で学習します。講師は、摂食・嚥下
障害看護認定看護師と救急看護認定看護師が担当しています。
この研修会は６医療圏域ごとの開催となっており、医療圏域と日程から選択し、申込みます。
今年度は松山赤十字病院を皮切りに、市立八幡浜総合病院、済生会今治病院、
ＨＩＴＯ病院で
合わせて136名が受講、今後、10月の住友別子病院、11月の市立宇和島病院の開催を予定して
います。
受講者の施設背景は①中小規模病院・診療所52.9% ②老健・社会福祉施設・訪問看護ステー
ション44.9% ③その他（保健所・潜在看護師）2.2%となっています。特に参加を呼びかけて
いる特別養護老人ホームや老人保健施設の申し込みが伸び悩んでいる状況です。また、職種別
にみると94.1%が看護師・准看護師であり、僅かながら保健師や訪問看護ステーションで働く
OT・PT、介護士の参加もありました。受講者の年齢層は40〜50歳代が6割、20〜30歳代が４
割弱で、少数参加の若者達は貴重な存在としてモデルに指名され、爽やかに活躍していました。
受講後の感想として、口腔ケアでは「口を開けているのは意外と辛い、次に何をされるか不安」
など、ケアされる側の体験が出来たことで、細やかな声掛けや配慮・良質なケア技術の必要性
を感じていました。また、喀痰吸引モデル Ｑちゃん で演習し、
「これまで必要以上にサクショ
ンチューブを入れ過ぎていた、チューブを回しながら引いていくなど、既存の方法をずっと行
なっていたので見直したい」との声がありました。
受講されました皆様、今回の研修で得られた確かな収穫を、日々の実践に活かして活躍される
ことを期待いたします。
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ファーストレベル教育課程を受講して
公立学校共済組合

四国中央病院

三嶋 友恵

５月２日に開講し、９月20日までの約５か月間で計153時間の講義や演習を受けました。60名（男性４名・女
性56名）が参加し、年齢層はやや幅もありましたが、個性豊かな集団は、いつも笑顔の委員長と副委員長のおか
げもあり、いつしかまとまっていきました。今回、台風や大雨などの影響を受けることがありましたが、
「雨ニ
モマケズ」の精神で乗り切ることができました。
研修は、看護専門職として看護管理に関する幅広いカリキュラムが組まれており、集中して多くのことが吸収
できました。グループワークでは活発な意見交換となり、発表やディスカッションでお互いが大いに刺激を受け
ました。また、７つのレポート課題は苦戦しましたが、ある講師の方が、レポートの出来も今の自分、というよ
うなことを話され、少し肩の力が抜け「ありのままで」レポート課題に取り組めるようになりました。研修を通
して何度も自施設や自部署における現状や課題と向き合う貴重な機会となりました。研修の成果として、それぞ
れの受講生が様々な形で実践に活かされることでしょう。
研修は終了しましたが、同期の仲間とネットワークができ今後もつながりがあります。ファーストレベルの受
講を迷われている方は、ぜひ志願して欲しいと思います。改めて恵まれた環境で学ぶことができたことに感謝い
たします。

松山ベテル病院

村上 伸也

５月に始まったこの研修も夏の終わりとともに終了しました。当初は日々の仕事と研修、
そして慣れないレポー
トに困惑しながらの毎日でしたが、閉講式を終えた今、満足感と淋しさを感じています。
講義は出来るだけ一番前の席で受けるようにしていましたが、講師の先生方の看護に対する熱い気持ちやパ
ワーに圧倒され、もう少し後ろの席にしようかと思ったこともありました。講師の先生方には単なる知識だけで
なく大きな大きな看護への情熱という種をいただきました。
そして、県内の様々な施設から集まった方々との研修が始まり、私の苦手なグループワークの際には、最初か
ら楽しそうな一部の方々を除いて皆かなり緊張していましたが、終盤ともなると昔からの同級生かのような雰囲
気で進めることが出来ました。私は人前で自分の意見を伝えることが苦手で、その克服も課題でした。メンバー
が入れ替わりながらのグループワークをこなす中で少しは自信を持って話すことができだしたと思っています。
様々な話し合いの中で県内の施設の現状や裏事情（？）も知ることもでき、広い視野に立ち、今日の日本の社会
情勢における医療福祉の現状や今後の課題などに対してアンテナを張る事の必要性も感じることができ、いろい
ろな刺激を受けました。
これからゆっくり、この研修で得たものを整理して、講師の先生方から得た情熱の種を植え、共に学んだ仲間
という水や肥料に頼りながら、それぞれの花を咲かせ、実を付け今後の看護管理に活かしていければと思います。
今回この研修を勧めてくれた上司や研修期間中の病棟を支えてくれたスタッフに感謝しています。
最後になりましたが、講師の先生方、看護協会の方々、共に学んだ素敵な仲間たちに感謝します。こらからも
末長くよろしくお願いします。
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看護職のワークライフバランス推進協議会

看護職のWLB推進ワークショップを
開催しました。平成26年10月7日㈫8日㈬
今年度参加病院は３病院
西条中央病院
地域から選ばれる病院として、多様な勤務
形態を導入し、カエル巡視を実践して時間外
勤務削減に取り組んできました。これらの評
価とさらに働き続けられる職場環境のための
問題や課題をみつけるために参加しました。

済生会西条病院
地域の二次救急医療病院、地域連携病院と
して社会に貢献してきました。福利厚生が充
実していますが、さらに生きがいをもち、働
き続けたい職場づくりの推進を目指して参加
しました。インデックス調査から多くの課題が見
つかりましたが、全部を解決するのは大変です。
選択と集中で効果を上げようと取り組みます。

喜多医師会病院
地域の医療を支援する病院として、職員が
仕事と生活に満足して働き続けられる職場環
境を目指します。新人看護職員の採用が少な
く、夜勤をする看護師が不足しています。イ
ンデックス調査を実施して職員の本音を知り
たいです。

日本看護協会から小村課長と竹中推進委員さんが参加、支援が貴重でした。
竹中君夫氏
不当な労働条件を強いられる事がないように法令によって看護師の権利を守っているが、実際の医療現場で
は患者の権利も守られないと成り立たない。WLBの推進は病院、看護師、患者の全員の満足を推進する方法を
6
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さぐる事だ。看護職のWLBに対する満足度
に病院の実力以上の格差が生じているのは経
営者と看護師がお互いの権利と立場を尊重し
ているか、患者を含めて関係者全員の満足を
めざしているかにある。

２年目の病院からも活動報告があり、
激励と元気をいただきました。
済生会今治病院
インデックス調査で「職員を大切にしている組織である」と回答した看護師25才〜 44才で41％⇒44.5％に、
夜勤ができる職員72.3％⇒76.3％と増加しました。

済生会松山病院
WLB推進大会を開催して、看護部だけでなく、他職種を巻き込んで病院全体として取り組んでいます。
中堅看護師の満足度が低下している事がわかり、休暇取得の質について取り組んでいきたいと思っています。

十全総合病院
職員が仕事と生活に満足して、働き続けられる職場環境の創造を目指して超過勤務時間の削減に取り組んで
きました。ターゲットは30才〜 40才代、病棟の正職員と決めました。インデックス調査では「看護職員を大
切にする組織である」49.3％⇒55.7％、
「業務が終われば周囲に気兼ねなく帰ることができる」45.5％⇒59.1％
と改善が見られ、働き続けたい組織への創造が一歩、前進しました。

貞本病院
WLBをとりつつ計画的なキャリア開発や計画的な働き方の実践を進めてきました。WLBの結果報告会をし
て関係各部署から看護業務に対する支援を得る事ができました。
「今の勤務先にできるだけ長く勤めたい」35.4％⇒45.7％と増加しました。

松山赤十字病院
大規模病院でもあり、風通しの良い風土となっていない、超過勤務が多い等の課題解決のため、推進体制づ
くりと超過勤務時間の削減に取り組んできました。
各部署でWLBに関する手づくり広報活動を展開し、平成25年10月には745時間の平均時間外勤務が平成26年６
月には606時間まで減少しました。

フォローアップワークショップは平成27年2月6日（金）です。
参加施設の実践報告を聞きに来てください。
愛媛県看護協会会報 2014.秋号
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災害支援ナースフォローアップ研修を受講して
医療法人

明生会

長谷川病院

災害支援ナース

小寺 太一

7月18日に行われた災害支援ナースフォローアップ研修に参加しました。2年に一回の受講で構わな
いということですが、毎年参加させて頂き、講師の赤十字病院

高須賀先生や看護協会のスタッフの

方々の工夫を凝らした講演を通して、災害対策や心構え等について学び考えさせられています。
今回、実際に支援活動をしたことのある方の生の声を聞く機会が与えられたことと、自己完結型支
援活動訓練はとても良い経験になりました。ロールプレイを通して災害発生時の準備や被災者への対
応の在り方などを学びました。トリアージ訓練では、押し寄せる被災者を受け入れる心構えや、トリ
アージを行うための工夫など対策を学び、判断の難しさを痛感しました。また、実際に東日本大震災
で支援活動をされた方の経験を通して、災害の種類、規模、派遣時期など様々な要件を考え、出来る
限りの情報を集めることで現地での支援活動の充実が図れると聞き、参考になりました。情報収集の
重要性が理解できました。
さらに、看護協会に準備してある装備品や携帯品を確認し、備蓄されている非常食を試食し、ソー
セージときゅうりで支援活動中に食事を取る訓練も行いました。自己完結型支援（自分のことや物は
自分で）のための食料や水など詰め込んだバックを背負ってみましたが、ずっしりと重く、なかなか
のものでした。
９月２日には出雲沖で地震が発生したという想定で日本看護協会と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が行われました。意志表示するという末端の関わりでしたが参加できて良
かったです。私自身、阪神・淡路大震災の頃から災害支援活動に興味を持ち、災害支援ナースに登録
したことで普段の災害意識が確実に向上しました。南海地震の想定や各地の悪天候のニュースを考え
るといつ災害が起きてもおかしくない状況です。現在愛媛県では登録ナースが140名程なので、もっ
と多くの仲間が出来ることを期待しています。そのために自分の職場でも興味を持ってもらえるよう
な活動をしていきたいと思っています。

8

愛媛県看護協会会報 2014.秋号

医療安全対策への取り組み
社会医療法人

石川記念会

HITO病院

医療安全管理者

白田 智美

あったかどうかを分析しています。このチームには、
看護師だけでなくリハビリスタッフもメンバーとし
て参加し、運動能力の判断からの予防対策の意見を
集約して取り組んでいます。また、服薬管理チーム
は服薬の手順作成を目標に、薬剤師と看護師が毎月
のインシデント分析を行い、手順の修正等を行って
います。

【施設紹介】
社会医療法人石川記念会HITO病院は、2013年４
月１日にそれまでの石川病院から新築移転しました。
急性期病棟102床、緩和ケア病棟17床、回復期リハ
ビリ病棟50床を持ち、2014年４月にはHCU病棟を
10床に増床し、24時間体制で地域医療を支えていま
す。石川グループとして、介護老人保健施設・介護

医療安全対策委員会

福祉施設・グループホーム・ケアハウス・訪問看護
ステーション等入院から在宅までを隙間のない医療
を提供できるように取り組んでいます。

【医療安全管理室について】
医療安全管理室は、医師１名、医療安全管理者１
名（看護師）で活動しています。主にインシデント
承認・ヒヤリング・ラウンドを行い、医療事故が発
生したときは速やかに現場にむかい事実確認と、原

医療安全研修会

【今後の課題】

因分析、対策の助言をしています。また、院内・全

昨年度はインシデント件数が186件/月と旧病院よ

部署から選出された医療安全対策委員会の運営・教

り減少していましたが、今年度になり253件/月と増

育を行っています。委員会の中に転倒転落予防チー

加してきました。医療安全への意識が高まったと考

ム・服薬管理チームがあり関連するインシデントの

えますが、同じインシデントが繰り返し発生し、対

分析や対策検討を行っています。転倒転落予防チー

策が周知されていないのが現状です。今後は医療安

ムは今年度、抑制の基準再検討を目標に転倒に関す

全対策委員を中心に、部署長も巻き込んで原因分析

るインシデントの原因分析と、転倒予防器具の使用

を行った上で改善策を実施できるよう取り組んでい

選択についての現状把握をし、予防器具が妥当で

きたいと考えます。
愛媛県看護協会会報 2014.秋号
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一般財団法人創精会
松山記念病院

看護師長
看護主任

濱田美由起
白石 久司

【医療安全管理者養成研修を受講して】

した。その後、動画編集・研修用スライド作成･松

平成26年６月26日〜８月６日の間の８日間（全72

山記念病院医療安全ハンドブック構成・研修会用資

時間）に亘って愛媛県看護協会主催による、
「医療

料作成を各担当者で分担し、粛々と準備を整えまし

安全管理者養成研修」が開催されました。

た。

私が過去に受講した医療安全研修の中で、もっと
も臨床に密着しており、すぐにでも現場で活かせる
内容だったと思います。
【研修を受講しての松山記念病院での取り組み】
今回、松山記念病院（以下、当院）から、７名の
看護師が受講しましたが、参加するにあたり当院の
看護部長より、８月までに「職員のリスクアセスメ
ント能力の向上」を目指した取り組みをプロジェク
トとして企画するように指示がありました。

今回のプロジェクト研修は、医療安全管理者養成
研修で学んだ①医療安全の研修は楽しくすること②

よって、企画時間が短いため、受講中の休憩時間

全員参加型研修と受講者による指導教育をミックス

を利用して、５回のランチミーティングを行い、当

した研修とすること③各部署で学習会をする場合は

院で有効と思われる内容の抽出と具体的取り組みに

容易にできることをポイントとして構成しました。

ついて検討しました。結果、
「医療KYT」を中心と
した研修の実施と、当院オリジナルの医療安全ハン

【プロジェクト研修当日の様子】

ドブック作成に着手することに決定しました。

【プロジェクト研修内容】

＜健康問いかけKYT＞

※プロジェクト研修受講者は、各部署にて伝達
講習と、イラスト・ムービー KYTの学習会
を実施します。
８月12日にムービー KYT用の動画を、プロジェ
クトメンバーの自作自演で、４パターンを撮影しま
10
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࣬↾↉ᇰ᫊↚
↙↹↭ↈ⅛

＜イラストKYTグループワーク＞

医療安全の取り組みは、医療に従事しているのが
「人」である以上、永続的に必要な活動です。今回
の取り組みはあくまでも一時的通過点ですが、一人
でも多くの職員が医療安全に関心を持ち、リスク感
性が向上するきっかけになればと思っています。

【終わりに】

⅙↮⇂↙Ⴧг
↝↱↝↖ↈ⅛

医療安全の取り組みは、患者が安全
な医療を受けることができ、そして患
者の最前線に存在しリスキーな役割を

＜ムービー KYTグループワーク発表＞

担っている看護職をはじめ、医療関係
職種が安全に業務を遂行することがで
きるために不可欠な事項です。医療事

ᅶⅻ⅚
ႆᘙᎍ↖ↈ⅛

故を防止するために、医療安全活動を
組織全体で恒常的に取り組んでいくこ
とが重要と考えます。
今回、
「医療安全管理者養成研修」
での学びを、当院に還元し有意義な対
応ができたと感じています。
次年度も、この研修に多くの方が参
加して、医療安全を推進し安全文化の
醸成に繋げてもらいたいと思います。
本研修に参加させていただきありが
とうございました。

８月28日プロジェクト研修当日の参加者は36名で、
和気あいあいとした雰囲気の中、研修は無事終了し
ました。受講者から「研修内容が良く分かった。早
く病棟で学習会をしたいと思う。
」
「今日の研修は、
楽しかった。こんな研修ならまた受講したい。
」と
言葉をかけてもらい思わず顔がほころびました。

【プロジェクトを終えて】
プロジェクトを終えて、短時間で結果を出さなく
てはならないプレッシャーはありましたが、その反
面、達成感もありました。
このプロジェクトで、作成した当院の特殊性（精
神科単科）を盛り込んだ医療安全ハンドブックは、
現職員はもとより、今後は、新採用職員のオリエン
テーションでも活用されることが決定し嬉しく思っ
ています。
愛媛県看護協会会報 2014.秋号
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平成26年度 愛媛県助産師新人研修会
（助産実践能力強化支援事業）

第1回研修
「助産師について語ろう」
を終えて
助産師職能委員会
今年度より当職能委員会では、新人・指導助産師の助産実践のスキル習得と相
互交流を進める目的で、新人研修会を企画しました。その１回目として、９月
27日（土）に「助産師について語ろう」を開催しました。新人と２年目の助産師
16名の参加があり、４〜５年目の先輩助産師2名を招きました。

前半は、参加者・職能委員
の自己紹介やアイスブレーク
の後、先輩助産師から新人時
代の経験や思い・助産観につ
いて語って頂きました。後半
は先輩助産師や職能委員のサ
ポートにより、
「私が考える
理 想 の 助 産 師 像」に つ い て、
今の自分の強みや課題を挙げ
ながら、グループワークを進
めました。

発表により「対象者との信頼関係」
「初心を忘れない」
「できるようになったと
認める」
「単科・混合病棟の強み」
「スタッフとの関係」
「研修への意欲と参加の
難しさ」など自身のものから組織的な課題まで様々に挙がりました。個々の目標
をサブタイトルにしたり、目指す方向を挙げるなどグループで主体的に取り組ん
でいました。
第１回目としては成功の感がありました。職能の発展に繋がるような内容を共
有し、先輩や他施設間との交流もでき、当会は有意義だったと思います。
今後の「胎児心拍数モニタリング」
「クリニカルラダー」にもほぼ全員が参加
します。各々が研修で得たものを施設に持ち帰り、活かして頂ければと思います。

12
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シリーズ

職場めぐり

医療法人聖光会 鷹の子病院

鷹の子病院は県道334号線沿いの松山市郊外に位

入院や毎週水曜日の糖尿病教室は多職種が協働し、

置し、伊予鉄横河原線「鷹ノ子駅」から北へ徒歩３

対象者が１人でもきめ細やかな指導を実施しています。

分のところです。

平成18年に発足した糖尿病患者友の会『せきれい』
は、毎年11月に総会を開催し、特別講演、クイズ、
糖尿病食バイキング、催し物等を行っています。特
に栄養給食課スタッフによる手作りのバイキング料
理が好評で、糖尿病食の工夫の仕方を患者さんやご
家族に体験していただいています。

昭和57年に内科・耳鼻咽喉科の病院（一般病床40
床）として開設し、翌58年に病床数を72床に増床、
脳外科・眼科等標榜科を追加しました。現在は、中
耳手術センター、糖尿病センター、内科血液病セン
ター、喘息・呼吸器センターや、各専門外来でより
専門的な治療を行っています。

さらに、平成23年４月には糖尿病啓蒙活動チーム

また、老人保健施設「たかのこ館」
、訪問看護ステー

を立ち上げました。チーム名は、
「患者様との絆・

ション、ホームヘルパーステーション、居宅介護支

仲間との絆・より良いチーム医療をめざして」の思

援事業所を併設し、地域に根ざした病院として｢思

いをこめて『チームきずな』としました。メンバー

いやりの心｣を大切に良質で適切な医療・看護の提

で作成した糖尿病クイズ10問を毎月1日に配布し、

供に努めています。

翌月解答・解説を配布することで糖尿病についての
知識を深めていただけるよう活動を続けています。
また、クイズを作成することでチームメンバーの
学びにもなっています。
今年８月には糖尿病センター外来部門の改修工事
を終え、平成27年１月のフットケア外来開設に向け
て毎月勉強会を実施するなど準備を進めています。

今回は、多職種で活発な活動を行っている当院の
糖尿病センターをご紹介いたします。
糖尿病専門医２名、CDEJ５名（看護師・臨床検
査技師）
、ECDE13名（看護師・臨床検査技師・薬剤師・
管理栄養士・OT）を中心に充実したスタッフで糖
尿病のチーム医療を展開しています。２週間の教育
愛媛県看護協会会報 2014.秋号
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おすすめ

「時間をかけずにちょっとご馳走」

簡単レシピ

仕事を終えての夕食づくりは大忙し。手間をかけず、ご馳走に見えたらなおGood!
淡白なたらも季節の野菜やソースを加えてちょっとご馳走風に変身！おふくろの味定
番の肉じゃがも煮込まないので早くできます。味付けはお好みで！

たらのオーロラソース蒸し焼き野菜添え

（所要時間 20分）
▶材料
（2人前）

たら
（生）
…2切れ
塩、こしょう…少々
バター…大さじ1
Ⓐ
（ ケチャップ…大さじ1
マヨネーズ…大さじ1
粉チーズ…大さじ1
おろしにんにく…少々
パン粉…大さじ1）
オリーブ油…小さじ1
しめじ…1/2袋
パプリカ…1/2個
ピーマン…2個
レモン適宜

▶作り方

①細切りしたパプリカ、ピーマン、ほぐしたしめじを
ボウルで合わせ軽く塩こしょうをしておく。
②グラタン皿にバターを入れて、電子レンジ600Wで 香ばしいパン粉の食感と、季節の温野菜がたらの美味
しさを引き立てます。白身魚や野菜の種類はお好みで。
加熱してとかす。
③グラタン皿に①の野菜を入れ、その上に塩、こしょ 焼きたて熱々をどうぞ！
うを振ったたらを並べる。
④Aの材料を合わせてたらにかける。パン粉にオリーブ油をからめてその上に散らす。
⑤200℃に温めたオーブンの上段で10 〜 15分程度パン粉に軽く焦げ目がつく程度に焼く。
⑥焼きたて熱々にレモンを絞って食べる。

つや照り変わり肉じゃが

（所要時間 15分）
▶材料
（２人前）

ジャガイモ…2個
にんじん…中１本
牛肉
（切りおとし）…100ｇ
玉ねぎ…１個
しょうが
（皮つき）
…1/4かけ
しし唐…6本
サラダ油…小さじ1
砂糖…大さじ2.5
しょうゆ…大さじ3
酒…大さじ1
七味唐辛子…適宜

▶作り方

①ジャガイモは皮をむいて一口大の半月形に切る。人
参は一口大の乱切り。耐熱容器に入れ水大さじ２を
注ぎ、少し端をあけてラップをして、電子レンジ
汁気のないほくほく肉じゃが。レンジで下ごしらえす
600Ｗで６分間加熱する。
②牛肉は、幅2㎝のざく切り。玉ねぎは幅1㎝のくし るのでスピードアップ。冷めるほどに味がなじみます。
お弁当のおかずやビールのおつまみにも合います。
切り。しょうがは皮付きのまま薄切りにする。
③鍋を温め、サラダ油を入れて、牛肉としょうがを入
れて強火で炒める。肉が焼けてきたら、砂糖をかけてほぐし、肉の色が変われば、玉ねぎと種をとったしし唐、
しょうゆ、酒を加え強火で２〜３分煮る。
④①のじゃがいも、人参を加えて全体をからませ、火を止める。お好みで七味唐辛子を振る。
14

愛媛県看護協会会報 2014.秋号

ナースセンターだより
ẅჃᜱᎰՃᄩ̬ݣሊểẲềἜὊἋἍὅἑὊồỉފẬЈСࡇầᵐᵕ࠰
ᵏᵎஉẦỤڼẰủộẴẇ
ẅҔၲʼᜱᄩ̬ਖ਼ᡶඥỉᇌỆˤạ ẐჃᜱࠖሁỉʴᄩ̬ỉ̟ᡶỆ
᧙ẴỦඥࢷẑ ỉɟᢿોദỆợỦờỉỂẴẇ
看護師等は病院等を離職した場合、その他の厚生省令で定める場合には
県ナースセンターに届け出るよう努めなければならない。 （努力義務）

ފЈửẴỦئӳểỊ
「病院等を離職した時、免許取得後直ちに就職しない場合」
「制度開始の平成27年10月1日時、現に業務に従事していない看護師等」

ފЈʙỊ
①住所 ②氏名 ③メールアドレス ④電話番号 ⑤生年月日 ⑥免許種別
⑦就業・離職別 等です。

離職者の分類

Ẹỉ˂
就業者

病院等開設者等や都道府県、国の機関（ハローワークな

➡ẮủộỂỊϐݼᎰửᎋảỦെ᨞ỂИỜềૅੲẲ
ềẟộẲẺầẆ ʻࢸỊᩉᎰࢸẆ ࣄᎰửẴỦẦỄ
ạẦửᡕẾềẟỦെ᨞ỉჃᜱࠖሁỆᡲዂૅੲầ
ỂẨỦẮểầỂẨộẴẇ ẅẅẅẅẅẅ（届出制度の対象者）

○ナースセンターの登録が簡単に！

届け出努力義務対象者

ど）
も届け出に必要な支援に努める事とされています。

就業中の求職者

約半数は１年
未満に再就職

フレッシュ離職者

（離職後１年未満）

求職活動中の離職者

6割以上が3年
未満に再就職

潜在看護職者

2015年４月から！！

＊らくらく登録＊
登録に必要な入力項目数を大幅に削減！
全ての操作がスマートフォンで可能に！

＊らくらく求人検索＊
利用者登録しなくても病院検索できる！
全国の病院に直接応募できる！
条件に合う施設リストがすぐメールで届く！
地図上から検索できる！
（※公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター 資料引用）
愛媛県看護協会会報 2014.秋号
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お知らせ
平成 年度 入会のご案内
平成26年12月初旬から
平成27年度入会・継続手続きが始まります。
☆あなたの引き続きの入会をお待ちしております。
〜入会すると〜

１
２

協会主催の各種研修が受講できます。
機関紙等により看護に関する情報をいち早く入

手できます。
（日本看護協会および愛媛県看護協会が発行する
機関紙をお届けします。
）
３ 「日本看護協会（ＪＮＡ）
−会員ダイレクト」へ
アクセスできます。
（会員だけがアクセスできる資料庫です。調査研
究報告・看護実践に関するガイドライン・日本看
護学会抄録集等々が全文あるいはバックナンバー
で掲載されています。また、文献検索ツールを提
供しています。
）
４ 学会や各種イベント、協会活動へ参加できます。
（日本看護学会及び愛媛看護研究学会やイベント
等に参加できます。
）
５ 愛媛看護研修センターの図書室が利用できます。
６ 「看護職賠償責任保険」
に加入することができます。

理事会報告
第４回
〔新旧理事会〕
（平成26年7月19日）
報告事項
理事会報告（第2回・第3回）
常務理事会報告（第3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26年度通常総会および職能交流集会の振り返
りについて
第46回
（平成27年度）
日本看護学会−急性期看護−
学術集会準備委員会委員
（案）
について
役員賠償責任保険契約の更新について
保健師助産師看護師実習指導者講習会（案）
について
「地区別高齢者ケア施設の看護管理者交流会」
開催協力都道府県看護協会の募集について
第43回医療功労賞受賞候補者の推薦について
各会議等出席について
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第５回（平成26年9月6日）
報告事項
理事会報告（第4回）
常務理事会（第4回）
新たな財政支援制度（基金）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
愛媛県看護協会創立40周年記念行事役割分担について
第46回（平成27年度）日本看護学会−急性期看護−
学術集会メインテーマおよび特別企画（案）
について
平成27年度認定看護管理者ファーストレベル、セ
カンドレベルの開催について
「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014えひめ」
の開催について
平成27年度通常総会開催日程について
役員の兼職届について
日本看護協会出版会全国看護セミナー「理解を深
める看護倫理」の協力員について
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
各会議出席について

平成26年度会員数（平成26年10月１日現在）
保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師
計

344名
204名
8,437名
476名
9,461名

編集後記
すっかり秋も深まってまいりました。乾燥する季節
ですが、美味しいものたくさん食べてお肌にも潤いを
与えましょう。
掲載している「おすすめ簡単レシピ」も参考にして
いただけると幸いです。
（Ｋ・Ｍ）
秋海棠（しゅうかいどう）

