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平成27年新年のあいさつ

公益社団法人愛媛県看護協会
会 長

大西

満美子

新年、明けましておめでとうございます。皆様におかれましては穏やかな新年をお迎えのことと思
います。昨年を振り返ってみますと自然災害が各地で多発しており、12月早々に県内でも大雪の被害
が出ました。年々、自然災害が増えている中、地震だけでなく各種の自然災害に各自がいかに備え身
を守るのか、もう一度真剣に考え行動を起こさなければならないと感じております。皆様の備えはい
かがでしょうか？
愛媛県看護協会では、平成26年度の事業計画の大半を無事に終えることができました。これもひと
えに皆様方の多大なるご支援の賜と感謝申し上げます。
平成26年9月20日には社団法人設立40周年記念事業として記念講演と祝賀会を皆様のご協力のもと、
和やかに開催することができました。併せて、愛媛県看護協会のシンボルマークを公表しましたこと
をご報告いたします。
そして、これからの10年に向け、
「2025年問題」を見据えた地域包括ケアシステムの構築を念頭に
置いた、看護職の確保・定着・離職防止への決意を新たにしているところです。
さて、昨年8月に医療・介護総合確保推進法が制定されました。4月の診療報酬と合わせて、団塊の
世代が75歳を迎え、医療ニーズの高まりと医療従事者の確保が困難とされる「2025年問題」の対策と
して、国の医療提供体制の改革が行われようとしています。病床機能分化・連携、在宅医療の推進、チー
ム医療の推進そして医療従事者の確保等です。そこには私たち看護職に関係することが多く含まれて
おります。
特に看護師等人材確保の促進に関する法律の改正による、看護師等免許保持者が離職をする際の届
出制度が創設されました。これは、都道府県ナースセンターが、看護職員の復職支援の強化を図り、
離職後も一定のつながりを確保して求職者はもちろん、いずれ求職する人への支援を行うものです。
愛媛県ナースセンターでも効果的・総合的な支援が実施できるよう業務の充実・改善をしてまいりま
すので、離職者への周知と届出について、よろしくご協力をお願いいたします。そして、働きやすい
職場づくりの事業も継続し離職率をさらに低下させて、県内の看護職確保を進めてまいります。
今年は4年ぶりに日本看護学会急性期看護学術集会を9月29・30日に開催します。皆様、日頃の研究
の成果を発表しようではありませんか。そして多くの皆様にご参加いただきますようお願いいたしま
す。
今年も、県内の看護職の皆様にとって、愛媛県看護協会が身近なものとして活用していただきます
よう、公益社団法人愛媛県看護協会の目的に沿った事業を展開してまいりたいと思います。皆様のご
協力とご支援をよろしくお願い申し上げます。
今年が皆様にとりましてすばらしい１年となりますことを祈念しまして新年のご挨拶といたします。
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新人看護職員研修

指導者研修を受講して
愛媛大学医学部附属病院

水口 恵美子

この研修を受講させていただき、新人看護職卒後研修の成功とは、
『看護を続けたい、もっと看護をしたい、看護職として未来に夢を持
てるようになった』と新人看護師が思えることであり、
『人が育つ、
共に育つ組織を創る』ことが大切であると学びました。
ゆっくりとしたペースの新人看護師に対して、1日も早く育ってほ
しいと願う先輩看護師とのギャップは大きく、新人看護師は思い通り
にできない自分に、先輩看護師は期待通りに教育が進まない状況に対
し、お互いにストレスを抱え込みながら日々の業務に追われていまし
た。しかし、研修を受講して、一人前の看護師になるには時間を要す
ることを認め、新人看護師に対する教育方法や関わり方についての認
識の統一や、2年目・3年目・一人前の看護師に育っていく環境と組織
づくりが必要であると考えました。
今後、新人看護師から「どのような関わりが嬉しかったか、辛かっ
たか」
「どのような支援を受けたかったか」という意見を聞き、プリ
セプター看護師に対しては、指導に苦慮した点やうまくいった点などの意見交換を行い、来年度の教育計画に取
り入れたいと考えています。また、指導看護師の育成や次世代リーダー看護師の育成につなげて、
『人が育つ、
共に育つ組織（病棟）を創る』を目指していきたいと思います。

実地指導者研修に参加して
市立大洲病院

髙岡 絵美

私が今回この研修に参加しようと思ったのは、今後新人看護師実地
指導者として役割を果たしていく上で、新人看護師により良い指導を
行うようにするため、自分のこれまでの指導方法を振り返るためでした。
研修は６日間行われ、教育体制や指導方法など様々な視点で学ぶこ
とが出来ました。
施設規模や機能に関わらず、新人は一定の教育が受けられるようにガ
イドラインが策定されており、また教育する側の指導体制も重要視さ
れている事がわかり、組織全体で教育していくことを再認識しました。
実地指導者は、新人看護職員の基礎教育の習得状況を知り、自分が将
来どうなりたいか、そのためにはどのような学習をすればよいかを新
人主体の方法で支援していくことが必要であることを学びました。指
導方法についても、コーチングのスキルを学び、
個々の個性を認め個々の可能性や気づきを引き
出していく関わりが重要だと思いました。後半
は、実際のガイドラインの研修内容にそった講
義・演習を受け、どのように指導していけばよ
り理解してもらえるか、客観的に自己の指導を
振り返ることが出来ました。
今回の研修で学んだことを、組織全体で共有
し、個々に応じた指導を一人一人が行えるよう
になればより良い指導になると感じました。今
回の学びを実践の場で活かし共に成長出来るよ
認定看護師さんから指導のポイントを聞く

うな実地指導者を目指したいと思います。
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昨年９月病院移転とともに

2015年

年男・年女

市立宇和病院から西予市民病
院と名称も変更し、心機一転、
職員一同頑張っております。
これからも市民の皆様から
信頼して受診していただける
よう、また、患者・家族に寄
り添う心を忘れずに日々努力
西予市民病院

したいと思っております。

村上 千恵美

宇和島徳洲会病院

清家 那美

愛媛医療センター

村上 舞
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あけましておめでとうござ
います。
私は腎移植病棟で働く2年
目の看護師です。私の抱負は、
看護の基礎を大切にしつつ患
者様のその場の状態にあった
ケアを提供していくことです。
そのためにも現状に満足する
ことなく、日々学習に励んで
い き た い と 思 い ま す。ま た、
今年は年女であり、羊がいつ
も群れで行動するようにチー
ム全体で患者様に最善の医療
を提供できるように頑張って
いきたいです。

私は、循環器・外科混合病
棟で働いています。看護師と
し て3年 目 を 迎 え る2015年
は、患者の気持ちが汲み取れ
るよう些細な変化に気付ける
観察力を身につけ、チームの
一員として、適切なタイミン
グで報告・連絡・相談ができ
るようになりたいです。
一人一人の患者さんとの出会
いを大切に、看護師として成
長していけるよう頑張りたい
と思います。
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四国中央医療福祉
総合学院

芝田 桂子

看護師になり38年にあた
る2015年。現在看護教員と
して四国中央市に単身赴任中
です。大西会長が病棟看護師
長の時に、助産師も正常ばか
りでなく異常も経験し、いろ
んな年代の患者を知ることの
大切さを教わり、小児科や整
形外科など異動し、そのこと
が今とても役立っています。
感謝の気持ちを持ち教育現場
で精いっぱい頑張りたいと思
います。

未年には「未だ熟していな
い」という意味があるようで
す。最近、夢や目標について
よく考えます。これらが日々
の変化の波を乗り切る原動力
になるように思います。一年
の始まりに、自分の夢や目標
をもう一度思い出し、あたた
貞本病院

芳野 博子

めて、今年はぜひ一歩、踏み
出したいと思います。

2015年 年男・年女

医療法人誠志会
砥部病院

池田 力也

十全総合病院

渡邉 葵

公立学校共済組合
四国中央病院

小松 真知子

未年か、時の移り変わりを
早く感じる歳になりました。
今年の抱負は「初心に帰る」
これですね。
「人の力になりたい」と志
した看護の道。人の人生に携
わらせて頂くという感謝の思
い、人の力になれるという看
護師としての誇り、いつの間
にか忘れかけていたこの2つ
を常に胸に抱いて患者さんに
接していきたいと思います。

入職し、２年が経ちました。
１年目は整形病棟で勤務し、
昨年９月から部署異動で、外
来と内視鏡室で先輩方のご指
導のもと勉強させてもらって
います。
外来は病院の顔！当院の外
来では、初めての男性看護師
です。１日も早く患者様には
もちろん、スタッフにも信頼
される様成長していきたいと
思います。

2014年は社会人１年目で
すべてが初めての出来事でし
た。まだまだ、住民の方に満
足いく支援ができているか不
安な日々ですが、住民の方に
頼られる保健師になるよう努
力していきたいです。周りの
環境にも恵まれているのでた
新居浜市
保健センター

片山 真寿

くさんのことを吸収して、多
くの経験をしていきたいと思
います。

昨年10月に育休から職場
復帰しました。3人の子育て
をしながらの復職に不安もあ
りましたが、周りの人に支え
られながら忙しくも充実した
毎日を送っています。今年も
WLBを念頭に人間的に成長
していければと思います。
美須賀病院

村上 順子

看 護 師15年 目。ま だ ま だ
と思っていても、
「私が入っ
た頃は…」と、昔は聞いてい
たフレーズを、今は言ってい
ることがよくあります。あっ
という間の15年。12年後、次
の年女の時には、今以上の看
護師・いい年女になれるよう、
進歩し続ける医療のように、
学ぶ姿勢を忘れず、仕事もプ
ライベートも進歩していきた
いと思います。
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平成27年度
看護職のワーク・ライフ・バランス
推進ワークショップ
参加施設を募集します。
平成22年度より日本看護協会と都道府県看護協会との協働事業としてスタートした「看護職のWLB推進
ワークショップ」事業は、看護職の働き続けられる職場の環境づくりを目指して各病院が自主的に取り組む
事業です。
本事業では原則として「県協会は３年間新規参加施設を募集しワークショップを開催する、参加施設は原
則として３年間継続してWLB推進に取り組む」ことになっています。
したがって、平成25年度ワークショップ事業に参加した愛媛県は、3年間（平成27年度まで）新規参加
施設を募集します。開催3年目となる平成27年度からワークショップに参加する施設が、3年間インデック
ス調査を実施できる平成29年度までは、調査を行います。平成27年度が最終募集となります。詳細は別途
通知しますので、ご検討下さい。

愛媛県看護協会での事業展開イメージ
WS開催 １年目
（H25年度）

２年目
（H26年度）

３年目
（H27年度）

４年目
（H28年度）

５年目
（H29年度）

新規参加施設
（３年間取り組みを行う）
新規参加施設
（３年間取り組みを行う）
新規参加施設
（３年間取り組みを行う）

＜
「看護職のWLB推進ワークシップ事業」の参加要件＞
1．ワークショップ、フォローアップ・ワークショップに看護管理者、事務系幹部職員が出席できること
2．
「看護職のWLBインデックス調査」
（施設調査、職員調査）を実施すること
3．本事業に関して、病院外部の支援者の派遣を受け入れることが可能であること
4．本事業の実施状況について、ワークショップ、フォローアップ・ワークショップ等で報告できること
5．
「看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ報告書」掲載原稿を作成すること
6．看護協会の各種広報紙、ホームページ等において施設名の公表が可能であること
参加施設数が予定数を超えるときは、申し込みをお断りさせて頂く場合があります。

6

愛媛県看護協会会報 2014.冬号

第４回愛媛の

「看護にまつわるエピソード」
募集
2015年度の「看護の日・看護週間」に向け、
「看護にまつわるエピソード」を募集します。
日常の中で感じた「看護の心」
、看護師になりたい思い、看護師の家族への思い、忘れられない看
護の場面など、皆さまからのご応募をお待ちしております。
【応募資格】愛媛県にお住まいの方（年齢、職業、性別は問いません）
【応募内容】エッセイを800字以内で募集します。
（必ず題名をつけてください）
次の①〜⑥について明記してください。
①郵便番号、住所 ②氏名（ふりがな） ③性別 ④年齢
⑤電話番号、メールアドレス（ある方のみ） ⑥職業
【募集期限】2015年3月13日
（金）まで※当日消印有効
【応募方法】郵送またはメール
【送 付 先】郵 送：〒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
メール：nursing-ehime@circus.ocn.ne.jp
【副

賞】最優秀賞…図書券１万円分（１人）
優 秀 賞…図書券５千円分（２人）
入

選…図書券２千円分（３人）

【作品発表・表彰】 2015年5月頃を予定
【選

考】看護の日実行委員会

お問い合わせ先
公益社団法人愛媛県看護協会
TEL 089−923−1287

「世界禁煙デーイベント」
禁煙
（たばこ）
に関する川柳・標語募集

サポート者

社会福祉
委員会委員

＜川柳で考えよう煙草の害＞

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なります。
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。
投句方法など、詳細はこちら
①募集期間➡➡➡ Ｈ27年2月よりＨ27年3月31日（必着）
②投句方法➡➡➡ ①各施設で記入した投句用紙をまとめて看護協会へ郵送。
②看護研修センターに置いてある投句用紙に記入、投票箱へ提出。
③選出方法➡➡➡ 川柳・標語から優秀作品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 ＊副賞を贈呈
④入選句の発表➡ Ｈ27年6月頃発表、表彰の予定。
ナーシング愛媛ホームページに掲載
※応募は、愛媛県内の医療職に限らせていただきます。
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リソースナースからの新着情報

リソースナース・マネジメント
委員会からの報告
リソースナース・マネジメント委員長

山下 広恵

第4回 スキルアップ研修会
平成26年10月11日（土）看護職者を対象にしたスキルアップ研修会を開
催しました。
今回は『災害看護の現状と課題―認定看護師の活動から―災害に備えて、
今私たちにできることはなにか』をテーマに石巻赤十字病院

感染管理認

定看護師 板橋美絵先生よりご講演いただきました。
感染管理認定看護師として東日本大震災時にどのような活動を行ったか、
そこから見える課題についてお話しいただきました。混乱する状況のなか、
標準予防策の周知徹底や衛生材料や滅菌物品の不足にどう対処したか、避
難所での手指衛生の指導、お掃除プロジェクトなど様々な活動をとおして
の経験談を伺いました。予想外な状況も多々ありましたが、私たちにとっ
て大規模災害は人ごとではなく、現実的な問題として備えておかなければ
ならないものであるという危機感を感じました。
研修会には、認定看護管理者８名、専門看護師１名、認定看護師33名、看護師一般参加27名、合計69名の参
加がありました。参加者の97％が、とても満足・満足というアンケート結果でした。
参加者からは、
「専門や認定看護師としてどう活動していく必要があるか、災害時のことも想定し動いてい
く必要があると実感した」
「実際の体験からのお話しで大変良かった。課題について今後の災害時につなげて
いけるよう参考にさせて頂きたい」などのご意見がありました。
講演後のグループワークでは、分野ごとに災害時に想定される問題点や課題が報告され、災害時にどう行動
するか、できることは何か真剣に考える機会となりました。
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4％

研修会参加の動機
□テーマ

7％
7％
11％

4％
3％

67％

研修会の満足度
□とても満足

□講師

□満足

□職場のすすめ

□やや不満

41％

□その他

52％

□不満

□複数選択

4％

□無記名

□無記名

一般市民公開研修会
『生活習慣病をよせつけないっ！〜糖尿病対策をふまえて〜』
平成26年11月15日（土）リソースナース・マネジメント委員会初の一般市民対象の研修会を西予市宇和文化会
館で開催しました。今回は愛媛県民に対し生活習慣病の予防に関する日常生活の工夫の普及・啓発を図ること
を目的に、糖尿病看護認定看護師の松田佳美先生（医療法人北辰会西条市民病院）にご講演いただきました。
講演では、糖尿病の病態生理や血糖値の上昇について、また合併症についてたくさんの画像からイメージし
やすいように説明していただきました。特に、食事療法については、カロリーを考えた食事について、具体的
なメニュー、写真のご提示がありました。参加者は33名、医療関係者と医療関係者以外の方が約半々でした。
参加動機は、現在家族が生活習慣病を患っている方
が一番多く、次いで将来自分の生活習慣病を予防し
たい方でした。講演内容について「分かりやすい内
容で振り返りになった。
」
「できることからやってみ
たい」
「食事の具体例は今後に役立つ」などと好評で、
より多くの方に聞いていただきたい内容でした。
今後も当委員会では県民の皆さま、医療職の皆さ
まの興味・関心につながる研修会を開催したいと
思っています。皆さまぜひご参加ください。

ご自身で実践できる日常
生活への取り組みへの参
考になりましたか

２０

セミナー前と比べて、生
活習慣病予防の必要性を
より感じるようになりま
したか

２２

今回のセミナーについて
理解できましたか
n＝33
□とてもそう思う

１１

６

２３

0％

20％

□まあまあそう思う

５

７
40％

□あまりそう思わない

60％

２

80％

□全くそう思わない

３
100％
□未回答
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医療安全対策への取り組み
県立南宇和病院 副看護部長（認定看護管理者）リスクマネージャー

山田

当院は、愛媛県の最南端の、人口23000人の愛南

び医療事故が起こっていないことや、時々は応援の

町に立地する、地域包括病床15床を含む120床の県

医師から「病院は忙しいけど、スタッフみんなが優

立病院です。当院の医師不足は深刻で、21人定数の

しいから嫌ではないです」と言ってもらえることが

ところが現在では8人となってしまいました。他の

成果です。

県立病院や市立宇和島病院、大学等から診療応援を

また、当院は2年前からADLが低下しないように

受けて、なんとか病院としての機能を果たし、365

抑制低減や離床に働きかけ、スムーズに在宅移行で

日一日も休まず地域の2次救急を担っています。

きる様に患者支援をしています。最近では、地域包

応援医師の数は、月に60人程度になります。期間

括病床をつくり、栄養状態を良好に保ちつつ行う摂

は長くても1 ヶ月、ほとんどが1日や2週間と非常に

食嚥下訓練や、リハビリに取り組んでいます。これ

短いのです。短い間隔で医師が頻繁に入れ替わるこ

らの成果からか、転倒転落件数が、病床稼働率が高

とから、情報の共有は重要な課題です。また医師は、

まっているのに減少し、転倒転落率は、現在1.6‰

普段とは違うシステムで働くことを求められます。

（パーミル）に低下、転倒によるアクシデントの発
生はいまのところありません。自慢できることです。

これらから、リスク対策に力を入れなければならな

さらに薬剤長が専任リスクマネージャーの一人で

い状況が理解できると思います。
病院スタッフ上げて、綿密なオリエンテーション

あることや、病棟薬剤師の配置も医療安全管理に大

とコミュニケーションをとるような職場環境が必須

きな力を発揮しています。当院のインシデントの約

です。応援医師用の「虎の巻」と称した当院で働く

1/3が薬剤のインシデントでしたが、薬剤によるイ

ためのテキストを作成し、薬剤師が医師一人ひとり

ンシデントは年々減少の傾向となっています。やは

に処方箋の書き方をオリエンテーションし、外来看

り医療安全管理に多職種連携チームで取り組むとい

護職員は診療時の診療支援システムの説明と、患者

う視点は重要です。

さんとの関係づくりの仲人役をします。病棟看護師

応援医師が頻繁に入れ替わるピンチをチャンスに

は、今までの治療が継続できるように患者・家族の

変える事柄をもう一つ述べます。当院が電子カルテ

想いを伝え、高齢化・介護度の高い患者が自宅に帰

でないため、情報が一元管理できず、退院時に出し

られるような退院支援や、大きな病院では経験しな

た処方と初回外来受診時の処方の間違いが起こりや

いような福祉との地域連携の説明をします。このよ

すい状況でした。応援体制下では、そのリスクが高

うに様々なスタッフが支援をすることにより、応援

まります。今後の課題として薬剤管理や処方箋のシ

医師を巻き込んだチームとしての協働を可能にして

ステムを見直すことにしました。それまで、薬剤師

いきます。

が手作業で、細切れの情報のつなぎ手を担っていく

看護師の観察力や判断力が、診療の大きな力にな

ように対策を練りました。このように、逆境にめげ

ることは周知のことですが、これ以上に応援医師と

ず各職種が各々の役割を果たし様々な工夫から医療

患者との関係性へのサポートは重要です。十分では

安全文化を醸成していきたいと考えています。

ありませんが、応援体制でもインシデントの増加及
H24患者数
H24転倒率

人
4000

H25患者数
H25転倒率

H26患者数
H26転倒率

3500

‰
5.0
4.0

3000
2500

3.0

2000
2.0

1500
1000

1.0

500
0

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

入院患者数と転倒率
10
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2月

3月
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ＲＣＡ研修会

医療安全ミニ情報 ワンポイントアドバイス

こういった軽視・無視・蔑視した訴えの中に、
真実が隠れていることがあります。これを見落と
したためにトラブルになり、訴訟になった事例が
報告されています。
患者・家族は『真実』を訴えて（報告して）い

大事にしよう、
その
「気づき」
。
事故対策の第一歩。

るのかもしれません。訴えは真摯に受け止めま
しょう。

いつもと違う??

いつもと違う?!

日頃、看護やケアを行っ
ていて、
「あれ？いつもと

患者・家族から、
「
（薬・食事などが）

と疑 問に思うこと、
違う？」

いつもと違う」と訴えてこられた
ことはありませんか？このような疑問を「そのよ
うなことはありません」と否定したためにトラブ
ルになった事例があります。
もしかしたら、患者・家族の疑問が正しいのかも。

経験ありますよね。
患者の身体的・精神的変化はもちろん、薬・物
の違いや、音・光・臭いなどの感覚的な違いだっ
たりすることも。小さな変化や些細なことほど、

患者は、
「おかしい」
「いつもと違う」と思いなが

『気のせい』
『記憶違いかも』
『きっと知らないう

らも、言い出せなかったり、
「たぶん大丈夫だろう」

ちに変わったんだ』など、自己解決してしまうこ

と自らを納得させてしまったりと、せっかくの気

とがあります。

づきを活用されずに事故に至ることがあります。

「いつもと違う」という「気づき」が早期の異

勇気を出して申し出ていただいたのだから、す

常発見につながり、起こりうる危険を見通すこと

ぐに否定しないで、
「その点については、確認し
てきます。少々お待ちください。
」など、対応し
ましょう。
確認する場合は、思い込みを防ぐためにも出来
るだけ２人で行い、
「ただいま確認したところ、
○

で事故を未然に防ぐことにもつながります。
経験、正しい知識、患者を理解しようとする姿勢、
チームワークなどが「気づき」を生み出す力にな
ります。
「いつもと違う」と感じる感性（センス）
を大切にして、危機回避に努めていきましょう。

○でした。
」と返答し、間違いであれば直ちに対
処しましょう。
異常の第一発見者は、普段使用している人・

いつもと違う!!

経験している人です。もしかすると、患者のほう
がいち早く気付くかもしれません。

「いつもと違う痛みがあ
る」
「いつもと様子が違う」
と、患者・家族から言われたら

「いつもと違う」には、危険が潜んでいる
場合があるため要注意です。
患者も家族も職員も、

どうしますか？状態の確認をし

気兼ねなく「いつもと

たところ、バイタルも検査値も異常が認められな

違う」と声を出せる環

いので、
「大した症状ではない」
「検査値は大丈夫

境でありたいですね。

だから、そんなはずはない」
「大げさに言ってい

（文責 武田千代）

るのかも」と思ってしまうことはないでしょうか。
愛媛県看護協会会報 2014.冬号
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン
in えひめに参加しました。
広報委員長

山内 多恵子

リレー・フォー・ライフは、がん征圧を目指し、がん患者や家族、支援者らが夜通し交代で歩き、勇気と希
望を分かち合うチャリティーイベントです。1985年、アメリカ人外科医が「がんは24時間眠らない」「がん患
者は24時間闘っている」というメッセージを掲げてがん患者の勇気をたたえ、支
援するために走りはじめました。
今では世界20カ国で開催され、毎年400万人を超える人たちが参加し、日本で
は日本がん協会と各地のボランティアで作る実行委員会が中心となり、全国40カ
所以上で開催されています。
シンボルカラーの紫は「希望の色」と呼ばれていま
す。これは夜明け前の空の色で「夜明け前の空は一番
暗い。でも必ず夜は明ける」それを信じて歩き続け、
24時間がんと闘うことを象徴しているそうです。
愛媛県においても5年目となり、松山市城山公園堀
の内地区ふれあい広場において、平成26年11月1日
（土）〜11月2日（日）正午まで「笑（えがお）〜つなご
う

この24時間を次の24時間へ〜」をメッセージとし

て42組、3000人以上が参加して開催されました。
看護協会も50人余りのチームを組んで参加しました。
曇り空の中での開会式…次第に雨模様から大嵐とな
り、撤退を余儀なくされましたが、それでもがん患者
さんや支援者、友人、知人、地域の方々等、さまざま
な人たちがタスキをつなぎ、亡き人の思いを胸に仲間
と励ましあい夜通しで歩く姿がありました。
まさに晴れの日も暴風雨でも患者家族はがんと戦っ
ていることを感じる催しとなりました。
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平成27年度 推薦委員及び

平成28年度 日本看護協会代議員等の選出について
（公示）
公益社団法人愛媛県看護協会

選挙管理委員会

平成27年６月７日に開催予定の愛媛県看護協会通常総会において、推薦委員及び平成28年度日本看護協会代
議員等の選出を行います。つきましては、以下の要領で候補者を公募します。

Ⅰ 平成 年度推薦委員改選に伴う立候補
公益社団法人愛媛県看護協会（以下「本会」とい
う）定款施行細則第10・11・12条の規定により下記
の通り、推薦委員の立候補を受け付ける。
◆立候補の対象となる推薦委員
委員・職種
推薦委員

定数

保健師

２名

助産師

２名

看護師

４名

任期
１年

◆立候補の届出方法
立候補者は正会員５名以上の推薦を受けて、総
会の60日前までに届け出る。
届出用紙は、本会事務局又は本会ホームページ
上から取得する。

Ⅱ 平成 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立候補及び推薦
公益社団法人日本看護協会（以下「日看協」と
いう）定款・定款細則及び本会の日看協代議員及
び予備代議員選出に関する規程（以下「規程」と
いう）に基づき、平成28年度の代議員及び予備代
議員の立候補・一般推薦を受け付けます。
◆代議員及び予備代議員の役割等
役
割：日看協の通常総会における議決権を有
するものである。
決議事項：⑴定款及び定款細則の変更に関する事項
⑵理事及び監事並びに会計監査人の選
任又は解任
⑶会費の額
⑷理事及び監事の報酬等の額
⑸会員の除名
⑹日看協の解散及び残余財産の処分に
関する事項
⑺理事会において総会に付議した事項
⑻その他総会で決議するものとして法
令又はこの定款で定められた事項
任
期：４月１日から１年間。
（日看協定款第4章代議員及び予備代議員参照）
◆愛媛県の候補者基準について
１ 日看協の会員であり、かつ協会活動に積極的
に参画した経験がある。
２ 看護協会の目的を理解し、組織強化・発展の
ために活動・実践できる。

３ 代議員の役割を理解し、定められた会議に出
席し、積極的に責務を遂行できる。
◆代議員及び予備代議員選出数
１ 平成28年度の代議員及び予備代議員数は、平
成26年12月31日現在の会員数で算出され、平成
27年１月末日までに本会へ通知される。
（日看協定款細則第11・12・13条）
※平成27年度の代議員数は10名である。
２ 本会の規程により、代議員及び予備代議員の
推薦委員会推薦枠は、各７名とする。
３ 立候補・一般推薦枠については、規程第６条
第１項の２号により、代議員数から推薦枠を引
いた数を、各ブロックから選出する。
４ 立候補・一般推薦枠数が定員に満たない場合
は、規程第７条第３項に基づき、推薦委員会が
推薦する。
◆立候補・一般推薦の方法
１ 立候補者は、本会正会員５名以上の推薦を受
け、別に定める書面により代議員或いは予備代
議員候補者として届け出る。
２ 他の会員を代議員或いは予備代議員の候補者
に推薦する場合は、推薦人として他４名以上の
正会員の同意を募り、候補者本人の承諾を得た
上で届け出る。
３ 届出用紙は、本会事務局又は本会ホームペー
ジ上から取得する。

Ⅲ 立候補及び一般推薦の受付期間及び届出先
◆受付期間
平成27年３月12日（木）〜４月８日（水）
（選挙の60日前必着）
◆届出先・お問合せ先
公益社団法人愛媛県看護協会 選挙管理委員会
〒７９０−０８４３ 松山市道後町２丁目１１−１４
Tel ０８９−９２３−１２８７ Fax ０８９−９２６−７８２５

推薦委員及び代議員等の選出
までのスケジュール
候補者名簿の公示（選挙の30日前）
平成27年５月８日
愛媛県看護協会通常総会で選挙・選出
平成27年６月７日
愛媛県看護協会会報 2014.冬号

13

ナースセンターだより
就職にあたって、
大切な免許証を確認しておきましょう。
看護師等の免許の書き換え及び再発行に関する問い合わせ先
保健所名

所在地及び電話番号

管理する市町

四国中央保健所

〒７９９−０４０４ 四国中央市三島宮川４丁目６−５３
四国中央市
ＴＥＬ ０８９６−２３−３３６０（代表）

西 条 保 健 所

〒７９３−００４２ 西条市喜多川７９６−１
西条市・新居浜市
ＴＥＬ ０８９７−５６−１３００（代表）

今 治 保 健 所

〒７９４−８５０２ 今治市旭町１丁目４−９
今治市・越智郡上島町
ＴＥＬ ０８９８−２３−２５００（代表）

中 予 保 健 所

伊予市・東温市・
〒７９０−８５０２ 松山市北持田町１３２
上浮穴郡久万高原町・
ＴＥＬ ０８９−９４１−１１１１（代表） 伊予郡松前町・砥部町

八幡浜保健所

〒７９６−００４８ 八幡浜市北浜１丁目３−３７
八幡浜市・大洲市・西予市・
ＴＥＬ ０８９４−２２−４１１１（代表） 喜多郡内子町・西宇和郡伊方町

宇和島保健所

〒７９８−８５１１ 宇和島市天神町７−１
宇和島市・北宇和郡松野町・
ＴＥＬ ０８９５−２２−５２１１（代表） 鬼北町・南宇和郡愛南町

松山市保健所

〒７９０−０８１３ 松山市萱町６丁目３０−５
松山市
ＴＥＬ ０８９−９１１−１８００（代表）

ター
ナースセン
の活用方法

求職者・求人施設の方、
お気軽に
ご相談においでください。
ナースセンターでは、登録した方を対象に
無料で看護職の職業紹介をしています。
愛媛県看護協会会員、非会員問わず利用できます。
離職者の登録制度が始まります。
離職を考えている方、ぜひ登録をお願いします。

① 求人施設・求職者の登録方法は来訪またはインターネットでできます。
ＵＲＬ：http://www.nurse-center.net
② 求職者は免許番号、
取得年月日が必要です。
問い合わせ先
③ 登録の有効期限は６ヶ月です。
◆相談日時
月・火・木・金・土（第２のみ）
午前 9：00〜12：00
午後 1：00〜 4：00
14
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公益社団法人愛媛県看護協会内

愛媛県ナースセンター

〒790-0843 松山市道後町 2-11-14
TEL.089-924-0848 FAX.089-996-8425

おすすめ

「お手軽材料でちょっとおしゃれに！」

簡単レシピ

お正月のおもちや食べきれないで残っているみかん！どこの家庭にもある食材で時
間と手間をかけずにちょっとおしゃれに変身！焼きみかんで風邪予防にも、お子さん
と一緒に作ってみませんか？
〜十全総合病院 くいしんぼうナースより〜

餃子の皮でおもちピザ

▶材料（2人前）

餃子の皮…8枚
玉ねぎ…1/2個
スライスもち…６枚
削り節…1袋
とろけるチーズ…80g
マヨネーズ…適量
醤油…小さじ1
めんつゆ…大さじ1
めんたいこ・きざみ海苔…お好みで

▶作り方

①フライパンにクッキングシートを敷き、
餃子の皮を丸く並べる。
②マヨネーズをのの字を書くようにのせる。
③玉ねぎのスライス、スライスしたおもち、
削り節の順にのせる。
④醤油、めんつゆをかけ、とろけるチーズ、 フライパンの大きさで餃子の皮の枚数やおもちの枚数、お好みで
めんたいこをのせたらフタをして中火で
チーズの量を調整して、自分好みの仕上がりに！餃子の皮はパ
６〜10分程度焼く。
リッと、お餅とチーズの相性抜群。
⑤おもちとチーズがとろけてきたら出来上
がり。お皿に取り出し、きざみ海苔をのせて召し上がれ。

みかんのクラフティ

▶材料（２人前）

みかん…2個
薄力粉…大さじ4
牛乳…大さじ2
砂糖…大さじ2
たまご…1個
バター…適量

▶作り方

①みかんは房の皮を取り準備しておく。
②ボールに卵を入れよく溶いたら牛乳、薄
力粉、砂糖を入れ泡だて器でよく混ぜる。
③耐熱容器2個にバターをぬり、みかんを
並べて入れ②をスプーンで均等に流し入
れる。
④オーブントースター220〜240Wで15〜
20分焼く。途中5分くらいで表面に焦げ
目が付けば、アルミ箔をかぶせる。竹串
どこか懐かしい味、冷めても美味しいよ！ 器によって焼く時間
を刺して生地が付かなければ出来上がり。 が異なります。
＊ホットケーキミックスを使用することでより簡単に仕上がります。
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お知らせ
第46回（平成27年度）日本看護学会−急性期看護−学術集会を開催します。
開 催 日
９/２９
（火）
・
３０
（水）

会

場

ひめぎんホール

演題登録期間

事前参加登録期間

２/９〜４/２７

６/８〜９/４

多数の演題登録・参加登録をお待ちしております。詳しくは、実施要綱および日本看護協会ホームページを。

理事会報告

平成26年度会員数（平成26年12月31日現在）

第６回（平成26年11月15日）
報告事項
理事会報告
（第５回）
常務理事会報告
（第５回）
上半期予算執行状況について
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年度重点事業
（案）
について
平成27年度事業企画書
（案）
について
第46回日本看護学会−急性期看護−学術集会メイ
ンテーマ・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・セカンド
レベル受講料の改訂について
平成27年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦に
ついて
平成27年度日本看護協会長表彰候補者の推薦について
新型インフルエンザ等対策業務計画（案）について
各会議等出席について
第７回〔拡大理事会〕
（平成26年12月15日）
報告事項
理事会報告
（第６回）
常務理事会報告（第６回）
協議事項
平成27年度重点事業（案）
について
平成27年度事業企画書
（案）
について
愛媛県看護協会40周年記念誌の発刊について
平成27年度看護職合同就職説明会について
平成27年度訪問看護「ステップ１」
の開催について
平成27年度インターネット配信研修について
職能交流集会のあり方について
各委員会委員の会議・研修会等への派遣について

保健師……345名
看護師…8,484名

助 産 師…205名
准看護師…479名
計……9,513名

＜お詫び＞

ナーシング愛媛 2014 秋号、７ページの平均時間外
勤務の単位は「時間」ではなく「分」の誤りです。
関係者の皆様には大変申し訳なく心からお詫び申し
上げます。

編集後記
新年おめでとうございます。今年は未年。群れなす
羊は、家族の安泰や平和をもたらす縁起物とのこと、
その羊にあやかり穏やかな年になるよう祈るばかりです。
広報委員一同、毎号知恵を出し合い、皆様に愛読し
ていただけるような誌面づくりに取り組んでいます。
ご意見、ご感想、そして素敵な季節の写真などもぜひ
お寄せください。

冬いちご

平成27年４月入学生募集中！
（平成27年3月20日まで）

○学士（教養）、学士（看護学）取得を目指しませんか！
○准看護師の皆さん、放送大学を活用して看護師国家試験の
受験資格を取得しませんか！
○患者や家族の気持ちをより深く理解するために、また、
スタッフケアのために放送大学で心理学を学んでみませんか！
詳細はインターネットで

お問合せ先

16

愛媛県看護協会会報 2014.冬号

放送大学

検 索

愛媛学習センター（愛媛大学内）
ＴＥＬ０８９−９２３−８５４４
ＦＡＸ０８９−９２３−８４７９

