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平成28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良いお年をお迎えのこと
とお慶びを申し上げます。
昨年を振り返ってみますと、各地で大雨の被害が出るなどここ数年大きな災害が起きております。
日頃からの備えをしっかりとしておきたいものです。一年の世相を表す昨年の漢字に「安」が選ばれ
ましたが、私たちが安心・安全に暮らしていける国となることを祈らずにはいられません。
平成26年に制定されました医療・介護総合確保推進法の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、昨年10月から開始されました。また、
看護師等の特定行為の研修も10月から開始となり日本看護協会の研修学校では看護師特定能力養成調
査試行事業実施課程の修了者42名の研修が始まっております。
愛媛県看護協会でも平成27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。新基金による
３つの新事業が実施されております。一つは「多施設合同新人看護職員研修」です。新人看護職員が
どこに就職しても新人教育が受けられる環境が少し整ってきたのではないかと考えています。そして
「看護職確保定着事業」では6圏域での看護管理者の方々との

看護協会版タウンミーティング

を実

施し直接管理者の皆様の生の声を聴くことができました。課題解決へと導かれる貴重な意見もあり、
今後の協会事業に反映していきたいと考えています。また、人材派遣研修では多くの施設にご活用
いただきました。施設内の継続教育のきっかけづくりとなることをご期待申し上げます。
そして、
再就業支援事業では届出制度の普及とハローワークとの連携などを実施しております。また、
年明けに初めての試みとして復職者対象の再就職相談会を四国中央、今治、大洲の3地域で開催いた
します。
今年も引き続きこれらの事業を実施するとともに「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・離職防止などの事業を進めてまいります。そして、認
知症の高齢者が住み慣れた地域でその人らしく暮らしていけるための人材育成などに力を入れてまい
りたいと思います。
最後になりましたが、平成27年９月29・30日には日本看護学会−急性期看護−学術集会を無事に終
えることができました。ご参加をいただきました皆様並びにご協力いただきました準備委員・協力員
の皆様ご協力ありがとうございました。
今年も、県内の看護職の方々にとって、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ので、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一年となりますことを祈念いたしまして新年のご挨拶とします。
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平成27年度

認定看護管理者教育課程ファーストレベルを受講して
鬼北町立北宇和病院

中野 富二子

公立学校共済組合四国中央病院

高橋 理恵

主任２年目を終える今年の始め、ファーストレベ

５月15日、緊張感が漂う中で始まった研修も、半

ル研修受講を勧められました。スタッフへの関わり

年間で153時間の講義や演習を受け11月７日に閉講

に、少し悩んでいた時期で、何かの変化を期待した

式を迎えました。58名（男性10名、女性48名）の30

受講でした。

代から50代という幅広い個性豊かな仲間たちと共に、

「この研修受講を希望する大勢の中から、選ばれ
たという自覚を持って欲しい。
」という、大西看護

講師の方々のパワフルで魅力あふれる講義で学ぶこ
との楽しさを実感できました。

協会会長の挨拶は、適度なプレッシャーとなりまし

研修は、看護管理に関するカリキュラムが細かく

た。変化を期待するのではなく、自分で変えようと

組まれており、多くの知識を得ることができました。

いう姿勢を意識して臨みました。講師陣の熱のこ

何度も自施設や自部署の現状や課題と向き合い、グ

もった７科目153時間の講義は、グループワークや

ループワークや課題レポートを通し、今までの経験

演習も含め、日々の業務に追われる私にとって、伝

を意味づけし、言語化しながら思考の整理に繋げら

えることの難しさ、聴こうとする姿勢の重要性を再

れたことは、大きな収穫だったと感じています。更に、

認識する良い機会となりました。

グループワークで活発な意見交換や悩みを共有する

伝えたい思いを素直に語り、真摯な姿勢で聴くこ

うちに自然と交流が図れ、一緒に学び合える素敵な

とで、人は繋がっています。この研修を通し、それ

仲間と出会えたことが何よりの財産となりました。

に気づかせて下さったすべての方に感謝します。

団結力のある最高の仲間と共に、恵まれた環境の中

「楽しかった26日間、僕達私達、今日羽ばたきま

で看護管理を学ぶことができたことに感謝いたします。

す。
」閉講式での言葉です。研修受講の58名が、現

「楽しかった26日間。僕たち、私たちは、今日羽

場で羽ばたいている姿を想像し、私の原動力としま

ばたきます！」という誓いの言葉と共に終了した研

す。ありがとうございました。

修。満足感とそれ以上の淋しさを感じていますが、
委員長の一声でいつでも集まれる同期の仲間との
ネットワークを大切に、これからも私らしく頑張っ
ていこうと思います。
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「第46回日本看護学会―急性期看護―学術集会」を開催

メインテーマ：
『急性期医療を支える看護職の今、そして未来』
〜命を救い、想いをつなぐ看護〜
●とき：平成27年９月29日
（火）
・30日（水） ●ところ：ひめぎんホール
愛媛県看護協会副会長・学会準備委員長

小椋 史香

全国47都道府県から延べ3,287名の看護職をお迎えして、
「第46
回日本看護学会−急性期看護−学術集会」を開催しました。参加
してくださった会員の皆様、協力員として運営に関わってくだ
さった会員の皆様に、心からお礼を申しあげます。
急性期看護には、急激な健康破綻をきたした患者
（児）への救命
救急、苦痛・不安の軽減、迅速且つ適切な医療、合併症の予防、
身体機能・認知機能低下の予防のみならず、急性期を脱却したあ
との回復力・回復意欲をうながし、その人が望む生活への適応を
促進する先見性のある看護実践が重要です。機能分化が進み、治
療や療養場所が移り変わっても、急性期看護の専門性を発揮する
ことで、生活の視点・患者・家族の思いをつなぎ、一人ひとりの
生きる を支えることが可能となります。その看護の技を共有し、
未来に向けて発信する機会となりました。
今学会の特別企画は下表の通りで、急性期看護を深めるために必要な情報や最新の知見を発信することがで
き、新しい風を吹かすことができました。
特 別 講 演 Ⅰ ：高橋 泰氏「医療提供体制の将来像、地域包括ケアを支える急性期の看護職に求められ
る役割」
特 別 講 演 Ⅱ：原 千晶氏「がんと私、明日の私、キレイな私」

【一般公開】

教 育 講 演 Ⅰ：高橋弘枝氏「施設におけるクリティカルラダー開発とキャリア支援」
教 育 講 演 Ⅱ：真田弘美氏「クリティカル領域での挑戦！〜スキンテア（皮膚の裂傷）を知る〜」
シンポジウム：「いのちを救い、想いをつなぐ」
交 流 集 会 Ⅰ：「急性期医療における認知症高齢者看護」
交 流 集 会 Ⅲ：「特定行為に係る看護師の研修制度について」
交 流 集 会 Ⅲ：「母と児の救急医療」
地域特別企画：「夏井いつきの句会ライブ」
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応募演題数は385、採択演題数は332で、発表は口演132、示説200でした。その内、
「小児心臓血管外科手術
における後頭部褥瘡発生要因の分析」が優秀演題に選ばれました。医療現場の様々な課題を客観的に分析・模
索しながら、 命を救い、想いをつなぐ看護のあり方 について多くの示唆を得ることができました。

また、愛媛の特徴を発揮しようと地域特別企画として開催した「夏井いつきの句会ライブ」は、会場の参加
者全員が即興で俳句を作り、優秀俳句選びも全員で投票するという、参画型ライブでした。夏井先生の歯に衣
着せぬコメントは、ユーモラスで会場を温かく包んでくださいました。尚、最優秀作品は『秋うらら

あの選

択で今がある』でした。

秋うらら あの選択で 今がある
秋秋秋秋秋秋

秀
原千晶さんからは、

「自分らしくたくましく
生きていけるように…」
この想いを、がん患者のみならず一般の方々、
そして医療職にも伝えていただきました。

日本看護学会のコンセプトは「つたえる」
「つかむ」
「つなぐ」
「つくる」
「つかう」です。
今後もこの学会のコンセプトを心に刻み、前進して参りたいと思います。
最後に、本学会は日本看護協会との共催により開催できました。日本看護協会学会担当の皆様のご指導に厚
く感謝いたします。
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2016年は申年で、年女と
なります。仕事も２年目とな
り後輩が入ってきます。１年

2016年

年男・年女

目の経験を生かし、後輩の質
問にも答えられるよう努力
し、自分もさらに知識や技術
を磨いていくことのできる年
にしたいと思っています。ま

市立八幡浜総合病院

宮本 佳奈

た、今年は先生たちの研究の
お手伝いをしました。来年は
自分の研究も進めていけるよ
うに頑張りたいと思います。

今年は年女を迎えると同時
に子育てが一段落します。こ
れからは自分に目を向け、や
りたい事とやるべき事をじっ
くり考え行動できるようにし
たいと思います。そして出会
いを大切にし、感謝の気持ち
を忘れず看護の道を続けられ

ＪＣＨＯ宇和島病院

るよう頑張ります。

中平 美代子

愛媛大学
医学部附属病院

菊池 悦子

看護を通して患者さんや御

２年間精神科男性閉鎖病棟

家族のおかげで今日まで充実

で、コミュニケーションスキ

した日々を過ごしてこられた

ル、看護技術の習得、退院支

ことに感謝しています。この

援に携わってきました。

思いを患者さんや家族へ還元

３年目になる今年は入院期

できるように新人スタッフを

間が長期化している患者さん

育成し、多職種とチーム一丸

の退院支援を積極的に行い、

となって患者中心の看護を提

地域生活への移行、サポート

供できる看護師を目指して努
力していこうと思います。

吉野 政光
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西予市立
西予市民病院

昭和31年６月この世に生
を受けて５回目の年女を迎え
ました。大阪で看護師免許を
取得し、地元に帰り宇和病院
（現：西予市民病院）に入職し、
早、定年を迎えるようになり
ました。
健康な身体に産んでもらっ
たお蔭で、大病を患うことな
く今日に至っています。これ
から退職するまで身体に気を
つけて、ミスをしないよう細
心の注意を払い笑顔で定年を
迎えるように頑張りたいと思
います。

愛媛県看護協会会報 2015.冬号

松山記念病院

石山 徹也

を行っていきたいです。

昨年は、学生から社会人へ

看 護 師15年 目、子 育 て ３

の切り替えの年でした。出会

年目を迎え、新年の抱負は「笑

いや別れの中で、人として成

顔と感謝」です。まず、笑顔

長できた１年でした。おおぞ

は 人 を 和 ま せ、良 い チ ー ム

ら病院に就職し、新人看護師

ワークの基礎となります。そ

として戸惑うことも多くあり

して、感謝の気持ちを忘れな

ましたが、先輩・家族・友人

い事です。時間短縮勤務での

のささえで、充実した日々を

看護と育児を充実できるのは

医療法人同仁会
おおぞら病院

送る事ができました。今年は、

福岡 妹仁香

を重ね精進していきたいと思

看護師として日々学習と経験

松山ベテル病院

木下 木綿子

県立今治病院

渡部 大志

あるからです。抱負を胸に、
経験を積み重ね、成長できる
よう頑張ります。

います。

気が付けば、もう36歳。
職場、地域、家庭と私を取
り囲む環境には色々な面があ
ります。
その中で自分の役割を理解
し、自己研鑽に励んでいきた
いです。
プライベートでは、学生の
時まで続けていた剣道を再開
し、細々とではありますが四
段を目指して稽古をしていき
たいと思います。
前言撤回しますが、もう36
歳ではなく、まだ36歳！という
気持ちで頑張りたいです。

病院スタッフや家族の支えが

入 職 し13年、脳 卒 中 リ ハ
ビリテーション認定看護師と
して活動して２年が経ちまし
た。脳卒中患者さんや家族の
急性期から回復期、そして在
宅へ。
またそれを支えるスタッフ
のためにも自分が出来る事を

社会医療法人
石川記念会HITO病院

考えて行動に移すこと、初心

小野 智子

成長できるよう頑張ります。

を忘れず、笑顔を忘れず日々

入職１年目の昨年は先輩方
の丁寧な指導もあり、忙しく
も充実した１年となりまし
た。しかし自身で考えること
が少なく、多くのことに受動
的だったように思います。看
護師２年目の今年は受動的で
はなく自主性をもち仕事に

愛媛労災病院

今村 純平

チャレンジしていきたいと思
います。自己研鑽に努め、患
者様に求められる看護師を目
指します。
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平成27年度 在宅医療を担う看護力強化研修会
〜テーマ「 高齢者の誤嚥性肺炎を予防しよう」６医療圏域で開催〜
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

今年度も愛媛県の委託事業として、６医療圏域別に標記の研修会を開催しました。
この研修会は、これまで２日間をかけて実施してきました。しかしながら、在宅関連施設の「少数の看
護職員しかいないので２日間の研修参加は負担である」と言う声を受けて、ややタイトは承知のうえで、
研修内容を再検討し、１日研修に凝縮させました。その甲斐あってか参加が容易になり、受講者数は定員
の110％に増加しました。なかでも松山圏域では希望者数がオーバーしたため、すでに申し込まれた施設
ごとに減員調整、あるいは今治会場への変更をお願いするなど、演習が可能な人数に制限しました。
今年度の圏域別・所属施設別受講者数は下図のとおりです。６つの研修協力病院で開催し、受講者総数
は263名でした。総計では在宅関連施設（老健・社会福祉施設・訪問看護ステーション）（51.3%）が、小
中規模病院・診療所（46.4%）を若干、上回りました。
受講者の内訳は、看護師（67.7%）、准看護師（28.9%）、その他（保・助・OT・介護士等）であり、
会員率は35.4%という状況でした。

圏域別・所属別受講者数
60
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□その他

2

40
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＜圏域別研修会場・開催月/日＞

18
17

29

15

37

19

□老人保健施設・
社会福祉施設・
訪問看護ステーション

20
10
0

17

17

26

宇摩 新居浜 今治
・西条

19

26

□病院・診療所

16

摩：Ｈ Ｉ Ｔ Ｏ 病 院

/

新居浜西条：住 友 別 子 病 院

/

今

治：済生会今治病院

/

松

山：松山赤十字病院

/

八幡浜大洲：市 立 大 洲 病 院

/

宇 和 島：市立宇和島病院

/

宇

松山 八幡浜 宇和島
・大洲

研修内容は、高齢者施設で働く看護職が誤嚥性肺炎を予防するために必要な基礎的知識を再確認したう
えで、高齢者のフィジカルアセスメント・口腔ケア・喀痰吸引・ホジショニングについて学習しました。
呼吸音聴取やフィジカルアセスメントの演習をブース別に経験していく形を取り、その間、講師である救
急認定看護師・摂食嚥下障害看護認定看護師・在宅関連施設管理者等と協力員は、複数のシミュレータモ
デルを使って、限られた研修時間内に演習がスムーズに習得できるよう支援しました。

＜受講風景と受講者の声＞
100床規模病院勤務 （看護師１年）
口腔ケアをお互いに実施者・患者役になって実際に体験しました。
ブラッシングは、自分がしているより、もう少し強くしても大丈夫
だと分かりました。口の中を見られたり触れられるのは嫌なものな
ので、事前に声をかけ説明して開始したいと思います。

8
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介護老人保健施設勤務 （看護師19年）
施設での誤嚥性肺炎予防に役立つ内容でした。口腔ケアの必要性
が再認識でき、副雑音についてもシミュレーターで確認できまし
た。このように講義と実践的な演習で楽しく理解しやすく、施設内
で他のスタッフに研修内容を伝えることができると思いました。

訪問看護ステーション勤務 (看護師３年）
実技があって、とても勉強になりました。訪問に行っても背部の
聴診や、寝たままでも下葉の聴診を試みてみようと思います。喀痰
吸引についても侵襲の大きい行為であることを念頭に置いて実施し
たいと思います。

この研修会は、地域包括ケア推進のために「看護力の質的・量的確保」を目指して実施してまいりまし
た。高齢者ケアに携わっている看護職の皆様、ますます実践能力に磨きをかけ、自信を持ってお仕事に取
り組んでいただきたいと願っています。

第５回愛媛の

「看護にまつわるエピソード」
募集
2016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。
公益社団法人 愛媛県看護協会
【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】2016年１月４日
（月）
〜2016年３月11日（金） ※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】2016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

愛媛県看護協会会報 2015.冬号
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医療安全対策の取り組み
JCHO宇和島病院附属介護老人保健施設
セイフティマネジメント委員会

松岡 玲子

の介護が事故なく実施できているか、職員間
でラウンドし、評価を行い改善が必要な場合
は、各部署でカンファレンスを行い対策の立
案を実施しています。

施設紹介
当施設は「私たちはプロとしての誇りを持
って研鑽し、『愛と誠』の精神で地域住民の
幸福な生活を支えるケアを提供します。」の
施設理念のもと、安全・安楽で安心でき、生
きがいを持って生活が送れるよう、利用者の
自立支援を目指している施設です。長期入所

年１回危険予知トレーニングの研修を実施し

100床（短期入所利用者含む）通所リハビリ30名

ています。グループワークなどの研修を実施

の定員で、JCHO宇和島病院の附属の施設です。

することで、自分だけでは、普段気付かない

医療安全への取り組み

所にも、危険リスクが潜んでいることに気付
く事ができます。そして職員全員が危険リス

施設内にセイフティマネジメント委員会を

クの要因など把握することで、統一した対応

設置し、施設長・副施設長・理学療法士・看

が可能となり危険リスクの軽減に努める事が

護師・介護福祉士・支援相談員・栄養士・調

できます。また、職員の意識づけのためにも、

理師など各職種からメンバーが構成され、月

施設内に転倒注意喚起する自施設作成ポス

１回アクシデント・インシデントレポートに

ターを掲示しています。

ついての分析・検討を実施しています。また、

今後も予防対策

医療安全対策のための、研修会を実施するこ

への取り組みは、

とで、職員の意識向上に努めています。具体

施設全体の課題で

的な取り組みの内容について紹介します。

あり、研修会など

環境面については、整理整頓は基本ですが、

で啓蒙し、職員全

環境を整えても転倒リスクが高い利用者が多

員が危険意識を持

く、転倒防止対策の物品を作成し、転倒予防

ち、取り組んでい

対策を実施しています。（感知式コール）

かなければならな

介護技術に伴う危険リスクについて、普段
10
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いと考えています。

医療安全ミニ情報 ワンポイントアドバイス

深刻な医療業界の
情報セキュリティー
業界別個人情報漏えい件数で医療業
界は上位の常連となっています。多くは

医療における情報の安全管理
医療に関わる全ての行為は医療法等で医療
機関の管理者が責任をもっておこなう事が求
められていますが、医療に関する情報も同様
の取り扱いをしなければいけません。このこ

人為的ミスによるもので、特にUSBメモリを
介する事例が多く発生しています。
では、どうすれば情報漏えいを
防ぐ事ができるのでしょうか？

①持ち込まない持ち出さない

とから、収集・保管・破棄を通じて刑法等に

USBメモリなど外部記憶媒体は原則使

定められている守秘義務、個人情報保護に関

用禁止
個人情報が入ったデータは持ち出し厳禁
外部データの取り込みは専門部署がおこなう

する諸法及び指針の他、診療情報の扱いに関
わる法令、通知、指針等により定められてい
る要件を満たすために適切な取り扱いが求め
られています。
故意及び重過失をもって、これらの要件に
反する行為を行えば刑法上の秘密漏示罪で犯
罪として処罰される場合がありますが、診療

②自宅でのセキュリティーに
関心を持つ
自宅のセキュリティー環境を見直す
アンチウイルスソフトを使用する

情報等については過失による漏えいや目的外
利用も同様に大きな問題となり得る事があり
ます。そのような事態をおこさないためにも、
情報に関わる全ての医療従事者は適切な管理
をする必要があります。

情報漏えい事例
■パソコン盗難

③個人情報に触れているという
意識を持つ
業務内容・個人情報をSNSに投稿しない
ネット上に写真や文章を投稿する時
は、悪意を持った不特定多数が見てい
る事を忘れない！

筑波大附属病院の大学院生が学外で盗難

知っているようで知らない、わかっている

被害にあったもので、被害にあったノート

ようで、本当はわかっていない個人情報保護

パソコンには患者など165人分の個人情報

法。少し、わかっていただけたでしょうか？

が保管されていたという。氏名や年齢・手

簡単に患者さんの情報を目にすること、手に

術日・病名の略号・手術や術後経過記録に

することができる私たちですが、大切に管理

関する情報などが含まれる。

することを心がけましょう(*^。^*)

■コンピューターウイルス感染
香川医大附属病院で約250人の患者情報
が保管されていた職員のパソコン1台がコ
ンピューターウイルスに感染していた。外
部への流出は確認されていない。
愛媛県看護協会会報 2015.冬号
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ナースマンが行く
SADAMOTO FIVE
医療法人和昌会

貞本病院

看護部

水野

大

私は、急性期の看護をしたいと思い立ち、貞本病院に入職しました。月日は早いもので、５年
目になりました。３年前に、男性看護師が私１人だけという、少し寂しい時期があり、待ち続け
てやっと、一昨年の12月に１名の入職がありました。昨年の４月には、なんと３名もの入職があり、
とにかく嬉しくて、日々がますますたのしくなりました。一気に５名となった、SADAMOTO
FIVEのメンバーは、イエローの私（写真中央）と、脳神経外科での経験が豊富で、頼れる兄貴
的存在のレッドさん、今春に看護学校を
卒業し、年上だけど後輩で、ちょっとおっ
とりのホワイトさん、冷静沈着な弟的存
在のブルー君、元ラガーマンで、男気あ
る弟分のグリーン君、みんな大好きです。
昼休憩の時間は、急に狭くなってしまっ
た女性禁制の男性専用休憩室で、毎日、
秘密の会合が開かれています。内容は仕
事の話だったりなかったり、話題に事欠くことはありません。
私自身が大きく変化したことは、家庭を持ったことです。また、仕事では、手術室看護師のキャ
リアをスタートさせました。開頭術や脊椎の手術、耳鼻咽喉科の手術などに携わっています。また、
日本で２施設目にはじめた臨床研究「経頭蓋集束超音波治療」のプロジェクトチームメンバーに
加わり、とても充実しています。やることも増え、うまくいかないこともあり、落ち込んだりす
ることもありますが、仲間の看護師、医師、メディカルスタッフの方々に支えられ、経験を積み
重ねることができています。少しずつ自分でできることも増えてきて、自信もついてきました。
また、職種を超えて、男性陣とのネットワー
クもできてきました。そしてなにより、嬉し
いのは患者様からの「あなたが、おってくれ
て良かった、ありがとう」という声で、何度
も自分を励ましてくれます。本当にこちらこ
そありがとうと思います。
まだまだ世間的には、女性の職場と思われ
がちな看護の世界ですが、男性ならではの優
しさ、大らかさ、爽やかさ、冷静さを醸し出しながら、５人で力を合わせて頑張っていこうと思
います。そして、男らしく包容力のある看護ができるように、これからも自分を磨いていこうと
思っています。
12
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平成29年度より会員手続きがリニューアルされます
①毎年の会員継続手続きを簡単に
毎年提出いただいていた継続申請書（プレプリント版）の提出が不要になります。新規入会の方、会
員情報に変更がある方のみ、書類を提出していただきます。

②会費支払いに口座振替（自動引き落とし）を導入
個人の口座から会費を自動引き落としすることができます。
これまで同様、施設ごとに現金で取りまとめていただくことも可能です。

③会員証のリニューアル
これまでは毎年会員証を配布していましたが、会員証をプラスチックカードにし、会員期間中ご利用
いただきます。

④WEB上に会員一人一人のマイページを開設
会員情報の確認が可能になり、住所や勤務先変更などの届出ができるようになります。

⑤施設のとりまとめ者向け、専用WEB機能導入
所属会員の入会手続きや会費納入状況をWEBで参照できます。

今後のスケジュール（予定）
平成２８年

平成２９年

４〜５月……施設毎の支払い方法の確認
８月頃〜……新会員証の配布
１０月 ………マイページ・施設用WEBの開設
１１月頃〜 …平成２９年度の手続きを開始
１月下旬……第１回口座振替実施

Database for improvement of Nursing Quality and Labor

まずは施設毎に
お支払方法を
決めてください

平成28年度労働と看護の質向上のための
データベース
（DiNQL：ディンクル）事業
参加病院募集のご案内について

DiNQL事業の目的

看護実践をデータ化することで、看護管理のマネジメントを支援し、看護実践の強化を図る。
政策提言のためのエビデンスとしてデータを有効活用し、看護政策の実現を目指す。

DiNQLでは入力された評価指標データをリアルタイムにベンチマーク評価します。
結果はグラフ化され、同規模・同機能を有する他施設との比較や、院内の他病棟との比較ができます。
〝可視化〟によって、自分たちの強みと弱みを把握し、PDCAサイクルを回して、看護の質向上にむ
けた取り組みをすすめましょう。
自分たちの「頑張り」を可視化することで、モチベーションアップにもつながります。
参加病院数 平成26年度：３０１病院１４５１病棟→平成27年度：５２１病院３９９６病棟

参加申し込み期間
平成２８年１月７日（木）
〜平成２８年２月２９日
（月）
詳しくは日本看護協会公式ホームページへ。みなさまのご参加をお待ちしています！

愛媛県看護協会会報 2015.冬号
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平成28年度 役員・推薦委員及び

平成29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28年６月５日に開催予定の愛媛県看護協会通常総会において、役員・推薦委員及び平成29年度日本看護
協会代議員等の選挙を行います。つきましては、以下の要領で候補者を公募します。

Ⅰ 平成28年度役員等改選に伴う立候補
公益社団法人愛媛県看護協会定款及び定款施行細
則に基づき理事・監事・推薦委員の立候補を受付ける。
◆立候補の対象となる役員名及び推薦委員
役員名

定数

任期

理

事

16名

２年

監

事

２名

４年

推薦委員

保健師

２名

助産師

２名

看護師

４名

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、
本会事務局又はホームページから取得する。

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定款・定款細則及び当
協会の日看協代議員及び予備代議員選出に関する規
程に基づき、平成29年度の代議員及び予備代議員の
立候補・一般推薦を受付ける。

◆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。
◆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、本会事務局又はホームページか
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28年３月10日
（木）〜４月６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

問合せ先
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検 索 インターネットで資料請求もできます

放送大学では︑テレビやインターネットを
通して働きながら︑学ぶことができます︒

放送大学

看護系短期大学等を卒業した方が編入学
をして学位を取得できます︒
准看の方が看護師学校養成所
︵通 信︶
に入
学し︑放送大学を利用して看護師国家試
験の受験資格を取得することができます︒
認定心理士資格要件を取得できます︒

平成28年度４月入学生募集 ３月20日まで

★資料請求ダイヤル

0120−864−600

放送大学愛媛学習センター 〒798−0826 松山市文京区3番（愛媛大学内）

TEL.089−923−8544 FAX.089−923−8479
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ナースセンターだより
平成27年度 再就業支援セミナー2015 を開催しました。
南予地域の医療・福祉で働く看護師等の人材の確保・定着を図るきっかけをつくることを目的
に11月７日
（土）、市立宇和島病院において再就業支援セミナーを開催しました。
参加者の皆様には、働き続けるということ・家庭のこと等、自らを振り返るほっこりとしたひ
と時となりました。当日の講演と再就職の体験報告の一部をご紹介します。

講演「仕事も家庭も
大事にしながら社会参加」
コパンNagae 代表

ながえ 孝子 先生

ることもできる。夫が民主的な人で、家事は気になっ
た方がすればいいという考え方で結婚や出産のときも
仕事を辞めようとは思わなかった。年子が生まれ大変
になったが、初めてのママアナウンサーと言うことで
自分の後に続く後輩のためにも頑張らなければと思っ
た。翌４月に「もぎたて」に抜擢され、日曜日の生放
送、出張も多く条件的に厳しいと感じたが、でもせっ
かくのチャンスを逃したくはないので夫を説得した。
人生は何が起きるかわからない。夫にとっても良かっ
た。嫌々でもやっていれば習慣になる。習慣になると
身につく。生きる力になる。私も子供にしわ寄せが
いっていないか悩みながら仕事をしていた時、タク

「うまく周囲に甘えましょう！！」

シーの運転手さんが子供に「お母さんと一緒の時と、
保育園とどちらが良い。」と聞いた。すると子供が

私が、今までやってきて得た結論は、女性には家庭

「両方」と答えた。大人はどちらかと聞かれたら必ず

の事、時間の使い方等々いろいろあるが「何とかな

片方を選ばなければと考えるが、両方と言う子供に教

る」である。人は自分だけですべてできない。周囲に

えられた。仕事も家庭も大事。一人でできることは限

お願いすることで、相手の気持ちをも満足させてあげ

界がある。うまく周囲に甘えよう。

実践報告「勇気を出して再就業」

での「再就職者支援講習会」を受講した。講習は、講

市立大洲病院

近石 博美

義と実習もある内容で、受講により看護師の仕事の良
さを再認識した反面、変わった事も多く復職の難しさ
も感じた。受講後、仕事のお話を頂いた時には悩んだ
が、不安よりもやってみたいという思いの方が強くな
り再就業をお願いした。いざ復職してみると、現場は
16年の間に随分変わっており戸惑うことばかりだった
が、周りのスタッフに助けて頂きながら頑張ってきた。
３年経った今では大分慣れ、患者様とのかかわりも楽
しみながら勤務している。時折患者様から頂く「あり
がとう」のひと言が、今の私の活力源となり、やりが
いを実感できる瞬間でもある。一度医療現場を離れる

現在、私は市立大洲病院の外来・採血室で働いてい

と再就業に躊躇する人は多いと思うが、私が実際に飛

る。再就業までに16年ものブランクがあり、なかなか

び込んでみて感じたのは、「誰にでも何かしらできる

復職に踏み切れなかったが、東日本大震災をきっかけ

ことはある！」ということである。必要なのは、一歩

に復職を考えるようになった。そんな時、潜在看護師

を踏み出す勇気 と やる気です。ぜひ、一人でも多く

向けの研修が行われていることを知り、市立大洲病院

の方に現場に戻ってきて活躍して頂きたいと思う。
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お知らせ
理事会報告
第５回（平成27年11月21日）
報告事項
理事会報告（第４回）
常務理事会報告
（第５、６回）
平成27年度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28年度重点事業（案）
について
平成28年度認定看護管理者教育課程ファースト
レベル
（案）
ならびに教育計画
（案）
について
平成28年度基金事業について
平成27年度補正予算について
マイナンバー制度関係について
愛媛県看護協会40周年記念誌について
医療事故調査制度における愛媛県看護協会の支
援体制について
在宅医療・介護連携推進事業について
新「会員情報管理体制」について
平成27年度基金事業（再就業支援事業）について
平成28年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦
について
平成28年度日本看護協会長表彰候補者の推薦に
ついて
第49回
（平成30年度）
日本看護学会の開催意向に
ついて
「キッズジョブまつやま」について
各会議等出席について
その他
「看護業務基準」
改訂に向けた意見の募集について
「平成28年度社会保険診療報酬改定説明会」の
開催について
シェイクアウトえひめ
〜県民総ぐるみ地震防災訓練〜について
第６回
【拡大理事会】
（平成27年12月19日）
報告事項
理事会報告
（第５回）
日本看護協会理事会報告（第５回）
協議事項
平成28年度重点事業
（案）について
平成28年度事業計画
（案）について
愛媛県看護協会名誉会員について
平成28年度訪問看護研修「ステップ１」の開催
について
新人看護職員研修事業について
平成28年度看護職合同就職説明会について
平成28年度インターネット配信研修について
日本看護協会代議員研修会開催日程について
16

愛媛県看護協会会報

2015.冬号

日本看護学会実施要綱の
公表方法変更について
第47回（平成28年度）日本看護学会より、実
施要綱を紙媒体の配布から日本看護協会公式
ホームページでの公表へと変更になりました。

http://www.nurse.or.jp/
▲こちらよりダウンロード可能です。

平成27年度会員数（平成28年1月18日現在）
保 健 師

352名

助 産 師

222名

看 護 師

8,689名

准看護師

453名

計

9,716名

編集後記
雪だるまをみると、子供の頃、雪が降って休校に
なり雪だるまを作ったことを思い出します。
雪もめっきり降らなくなり、少し寂しいような懐
かしいような気がします。春が待ち遠しいですね。
（今井）

