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起死回生

「看護職合同就職説明会 2016」

参加者２６０人 !

日時：平成28年6月18日（土）
11：30〜16：00
場所：松山市総合コミュニティーセンター

愛媛県看護協会が、平成21年度から看護職合同就職説
明会を開催し今年度で８回目を迎えました。毎年130人程
度の参加者がありましたが、昨年度は、有料職業紹介所が
主催する合同就職説明会が直近で開催された影響を受け、
参加者が64人と過去最低でした。このため参加して下
さった43の病院・施設の方からは、例年になくブースを
訪問してくれる人がいなかったと不評でした。しかし、実
施後のアンケートでは、次年度も参加したいとの意向があり、何としても参加者を増やす必要があると
考え、種々対策を講じることにしました。
何よりの対策は、看護学生の参加を促すことです。会長、事業担当者等が、県内の学校・養成所、病
院を５日間にわたり訪問して、学生一人ひとりに参加をよびかけてもらうようにお願いしました。マス
コミ等でも広報しましたが、アンケート結果では、合同就
職説明会開催情報入手先は学校や先生からが92％とほと
んどを占めていました。開催場所は、松山市総合コミュニ
ティセンターを選びました。学生にとり「愛媛県看護協
会」はなじみが薄いと考えたからです。結果、アクセスが
良く歩いてでも行ける会場との評価を受けました。また、
病院・施設向けの新しい取り組みとして「自施設のプレゼ
ンテーション」の時間を設けました。看護職の獲得のため
には、まず、自分の病院・施設を知ってもらうことが大切です。１施設３分間と言う短い時間でしたが、
参加者からは個別相談の参考になった、と高評価を得ました。
どの位の人が参加してくれるのか不安でしたが、開始時間前から続々と参加者が集まりはじめ、結局、
総計260名と過去最高の人数でした。想定外の人数のため、事前に準備した参加者向けのグッズや施設
票が不足するなど、ご迷惑をおかけしましたが、盛会に嬉しい悲鳴をあげました。何より嬉しかったの
は、参加者のほぼ全員が参加して良かった、と非常に満足感を覚えてくれたことです。看護職の確保・
定着は、どの病院・施設にとっても重要かつ喫緊の課題で
すが、同時に、看護の道を選んだ後輩達が、将来を見据え
て、働きやすくキャリアを育てていける場所を選択する手
助けになることを願って、平成29年度も５月20日(土)に
同じ松山市総合コミュニティセンターで「看護職合同就職
説明会

2017」を開催します。多くの方々のご参加をお

待ちしています。
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多施設合同
新人看護職員研修
愛媛県看護協会では、現在「多施設合同新人看
護職員研修」を開催しています。この研修は、県

る看護教育等についても情報共有の場としての機
会にもなり貴重な経験となりました。
今回の研修における学びを臨床の場で生かせる
よう知識技術を確実なものとし、今後も患者さん
に安全安楽な看護を提供できるよう学びを深めて
いきたいと思います。

下で勤務されている新人看護職員の皆さんの臨床
実践能力の育成や職場定着への支援を目的にして
おり、今年度も25施設から64名の新人看護職員
の方々が集い、共に学んでいます。施設は違って
も、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
いるようです。

医療法人財団尚温会総合リハビリテーション伊予病院
研修責任者

白石ゆかり

当院にも新卒の看護師が入職するようになり、
昨年度より「多施設合同新人看護職員研修会」に
参加させていただいています。自施設では教育出
来ない内容を補完していただき、基本的な臨床実

今治市医師会市民病院

白石 康洋

践能力が習得できています。
また、新人同士が互いに学びあう環境は、交流

多施設合同新人看護職員研修に参加して、看護

を通して情報交換を図る良い機会になったと思い

師に求められる資質や臨床の場で看護を提供して

ます。昨年、研修に参加した職員からは「受講し

いくにあたって必要とされる基本的な看護援助技

て良かった・看護の基礎が学べた」等意見がでて

術について、講義や実技演習を通して学ぶことが

おり、1年たった今でもひとりの離職者もなく元

できました。研修内容に応じて多施設からたくさ

気で頑張っています。

んの講師や先輩看護師にお越しいただき、臨床の

今年度、看護部教育体制及び研修プログラムを

場での経験談などを踏まえたお話をたくさん聞く

見直し、指導する側も新たな気持ちで新人に関わ

ことができ、大変学び多い研修となりました。ま

るようになりました。今年も8名の新人が研修を

た、研修内でのグループ活動を通じて、意見交換

受講しています。

やコミュニケーションをはかる中で、たくさんの

多くの学びのなかで自分の目指す看護師像をみ

参加者の看護に対する考えを聞くことができそれ

つけてもらい、是非とも現場で活躍してほしいと

ぞれの施設で提供されている看護や実施されてい

願っています。
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平成28年度看護職のWLB推進ワークショップ事業参加病院連絡会開催報告
WLB地域推進者 立川 妃都美
愛媛県看護協会が看護職のWLBに取組んで４年目になります。平成25年度から取り組んだ５病院が
「カンゴサウルス賞」を受賞したのは記憶に新しいところです。このWLBを卒業した病院にアンケート
調査したところ、「離職率が下がった、時間外が減少した」等の直接的効果に加えて、「お互い様の声
掛けができ始めた」等の組織風土の改善もみられました。平成28年度も２病院が新規に参加してくれ
ました。看護職の確保・定着には働き続けることのできる職場環境づくりが必須です。一緒に頑張りましょう。

平成28年度 参加病院
新規取り組み病院

県立今治病院
松山リハビリテーション病院
JCHO宇和島病院

２年目取り組み病院

松山市民病院
福角病院
喜多医師会病院

３年目取り組み病院

西条中央病院
済生会西条病院

４年目継続病院

貞本病院
十全総合病院（インデックス調査のみ）

WLB推進ワークショップ事業 推進者・支援者 実践者が支援者に好循環
支援者に、WLB推進事業に取組んでこられた看護管理者が加わり、新メンバーになりました。
井上 文江（県立新居浜病院）

小椋 史香（松山赤十字病院）

経験を活かして
田渕 典子（愛媛大学医学部附属病院） 松本 久美子（済生会松山病院） アドバイスをします！
曽我部 恵子（済生会今治病院）

谷本 恵子（南松山病院）

八木 やよい（十全総合病院）
宮部 真理（愛媛労働局働き方休み方改善コンサルタント）
立川 妃都美（愛媛県看護協会）WLB地域推進者

※敬称略

日本看護協会の労働環境改善に関する取り組み
WLBが推進された結果だけではありませんが、夜勤をする看護職の減少や交代勤務者の負
担が問題となっています。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライ
ン」を活用して労働環境を改善する取組みをしてみませんか。
また、WLBの制度を利用しない人達に対して何らかのインセンティブがはたらかない限り
真の平等は実現できません。そこで、日本看護協会では、「病院で働く看護職の賃金のあり
方」で人材の育成・活用のための「複線型人事制度及び等級制度」、多様な人材の確保・活用
のための「病院で働く看護職の働き方を支援する賃金処遇」を提案しています。
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WLB推進の秘訣 その１ 事務職のちからはこんなに大きい
WLBに取組んだ病院へのアンケートに、
「当院がWLBに成功した要因の一つに、総務課が入る
ことで病院全体の取組みにできたこと。総務課職員は、就業規則やWLBの制度に関して情報収集
がしやすく改善しやすい。
」と回答してくれました。事務職が加わることで、看護部の取り組みか
ら病院の取り組みにかわります。頼りになります事務職！

WLB推進の秘訣 その２ インデックス調査は宝の山
インデックス調査を経験した病院からは、こんなに膨大なデータをどう活かせばよいのか、結果
のあまり悪さに愕然とした等々の言葉が聞かれました。でも、ちょっと待ってください！今まで感
覚的に捉えていたものに、インデックス調査の定量的データを合わせて現状分析することで、組織
の本当の姿が見えてきます。現状分析をきちんとすることから「改善」は始まります。インデック
ス調査の中には、スタッフの声が満載で、まさに宝の山です。様々な切り口で考え、この貴重なデー
タを存分に活かしましょう。

WLB推進の秘訣 その３ トップがその気になったなら
トップの決断と方針は、WLBのスタートです。
「スタッフが働いている職場を少しでも働きやす
くしたい」これは、管理者の共通の思いです。組織が自分達の事を大切に考えてくれている、と感
じられる形にすることがWLBの取組みです。トップがその気になったなら、不動産
業社を動かして住環境の改善までできたという報告もありました。トップをその気に
させるには、看護管理者の力がものを言います。インデックス調査の結果など積極的
に可視化して情報提供し、その気になっていただきましょう。

WLB推進の秘訣 その４ ハッピー休暇にバースデイ休暇、有休もいろいろ
ある参加病院のお話です。
「師長、絶対に、連続休暇なんかとれませんよ。
」
「そう言わんと、と
りあえずやってみようよ。
」
「あれっ！やったらできるじゃないですか。
」
「じゃあ、私も、長年働いてきてリフレッシュしたいと思っていたので
休みます。
」と言って休み明けには生き生きとした顔で出勤してきました。
WLBは特定の人だけのものではなく、全ての人が仕事に意欲的に

WLBは
みんなで楽しく

取り組むことができ、仕事以外の生活も充実させることです。

やらなければできない何事も、小さなことを一つずつ、
有休はとればとれるようになる
できないだろうと思っていたことが、できるんだ、に変わる
はじめの一人が出れば、後が続く
愛媛県看護協会会報 2016.秋号
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平成28年度 各圏域における技術研修会

「高齢者の褥瘡と皮膚ケア」７〜８月に６会場で開催
（HITO・住友別子・済生会今治・松山赤十字・市立大洲・市立宇和島）
公益社団法人愛媛県看護協会
事業担当
上杉 直美
愛媛の中・小規模病院や在宅関連施設で働く看護職の看護力強化を目的に標記のテーマで研修会を開催
しました。6つの会場を合わせ316名が、暑さに負けず熱心に受講しました。講師は県下の皮膚・排泄ケ
ア認定看護師5名が企画し、4時間の講義・演習に構成しました。
この研修会は実践的なスキルアップを期待されるので、認定看護師や協力メーカーが複数名加わり、演
習を重視して進めました。褥瘡予防に必要な「スキンケア」「除圧ケア・ポジショニング」「保清・おむ
つ」などのブースに分けて、15名程度のグループでローテートしながら体験しました。その間、受講者
は具体的な訪問の事例を提供するなど、活発な質問や情報交換を行ない、個々の問題解決を図っていました。
より良いケア提供のために、この研修が役立つことを期待しています。

平成28年度 医療福祉分野で働く看護師等の

再 就 職 相 談 会 の ご 案 内
『看護職のセカンドライフをイメージする！』

内容 ❶講演「退職後の年金と働き方」（社会保険労務士）
❷ミニ・セッション「看護職のキャリアを活かす働き方」

今年度も後半に入り、益々お忙しい毎日をお過ごしのことと存じます。
秋祭り、南予博も終盤、受験生のいらっしゃるご家庭はこれからが追い込み…
こんな時期に何ですが…
定年が近づきつつある看護職の皆様！ お近くの会場にお越しください。
会
東予
（新居浜）
中予
（松山）
南予
（宇和島）

場

開

催

日

時

銅夢にいはま ２階研修室
新居浜市泉池町１０−１

11/10（木）13：00〜15：30

愛媛看護研修センター ２階大研修室
松山市道後町２丁目１１−１４

11/ ９
（水）13：00〜15：30

市立宇和島病院 北棟講堂
宇和島市御殿町１番１号

11/11（金）13：00〜15：30

申し込み・お問い合わせ：
（公社）愛媛県看護協会 看護職員再就業支援事業担当まで ☎（０８９−９２４−０８４８）
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訪問看護研修「ステップ1」

在宅ケア推進委員会

訪問看護を開始する看護師等が、訪問看護に必要な基本的知識・技術を修得することを目的に、県の委託
を受け毎年研修が開催しています。
平成28年度においては6月1日から9月7日に開催され、27名が（東予6名・中予14名・南予7名）修了しました。

訪問看護ステーション松山市医師会
渡部まなみ
看護学生時代の実習をきっかけに訪問看護に憧れ
を抱き、数年間の病院勤務を経て一昨年より訪問看
護師として働き始めました。今まで経験したことの
ない訪問看護はとても新鮮でしたが、同時に制度面
への知識や看護面への知識・技術に不安があり、平
成27年度の訪問看護研修ステップ１を受講させて
いただきました。
講義では概論や対象論等の訪問看護の基礎から
じっくり学び、その後在宅呼吸管理や輸血管理、
フィジカルアセスメント等それぞれの専門分野の技

訪問看護ステーション笑む 保岡 実咲
訪問看護を始めて1年半が経ちました。在宅看護

術論を学びました。どの講義も新たな学びがあり、

の知識や技術不足を痛感していた時、ステーション

リハビリテーション看護やターミナルケアの講義で

の先輩から、ステップ1の研修に参加してみては？

は実際に自分が訪問の現場で直面する問題に触れら

と勧められ、みんなの協力もあり参加させて頂きま

れ、深い学びとなりました。また、実習では総合病

した。3ヶ月にわたる研修で仕事をしながら、週に

院や各地の訪問看護ステーション等へ赴き、地域連

2回、愛南町から松山までの通いが大変でした。

携の実際や、他のステーションの看護方法や利用者
様・地域ごとの特色等様々なことを学びました。

受講者は、26名、所属先も年齢も経験年数も
様々でしたが、すぐに打ち解け、共に学ぶ仲間がい
て、繋がりができとても心強くなりました。訪問看
護概論、対象論、展開論、在宅システム論の講義が
ありました。看護技術では、認定看護師や管理者の
経験豊富な話がとても興味深かったです。グループ
ワークでも、意見の交換ができました。
実習は、病院、訪問看護ステーション、地域包括
支援センター、老人保健施設の5日間でした。
超高齢化が進む日本、在宅医療を支える看護師の
役割はさらに大きくなっています。この研修で学ん
だ事を生かし、頑張っていきたいと思います。

研修が始まってすぐに第2子の妊娠がわかり、そ
れに伴う体調不良により数回の講義を受けることが
出来ませんでしたが、看護協会の皆様のご厚意によ
り平成28年度の研修を補講として受けさせて頂き、
無事修了証書を頂くことが出来ました。本当にあり
がとうございました。
現在育休中ですが、復帰後この研修で学んだ沢山
のことを自分の訪問看護に活かしていき、利用者様
やご家族と誠実に向き合い、温かみのある看護を提
供出来る訪問看護師になりたいです。
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医療安全対策への取り組み
医療法人尚温会 総合リハビリテーション伊予病院

医療安全対策委員

橋本 樹子

環境ラウンド
（院外）
退院後を見据え、院外でのリハビリに対応
毎週ラウンドを実施し、その１つに退院を見据
えた院外でのリハビリ歩行訓練で危険な箇所はな
いかマップに沿って定期的にチェックし安全に行
えるよう努めています。

施設紹介
当病院は、「われわれは、皆様が身体的及び精
神的に健やかな毎日を送ることができるように援
助し、身体機能を回復させ各種の障害を軽くする
ことに専念し、在宅復帰ができるよう最大限の努
力をします。」を病院理念とし、暮らしを支える
リハビリ医療を目指す病院です。回復期リハビリ
テーション病床218床、一般病床72床を持ち、松
山医療圏を中心とし、愛媛県内の急性期病院との
連携のもと、リハビリ医療を提供しています。

医療安全の取り組み
病院の理念や基本方針のもと、医療安全管理室
を中心とした、医療安全管理委員会・医療機器管

安全や質を担保するためにはチーム間のコミュ

理委員会・医薬品管理委員会を設置しています。 ニケーションやリーダーシップ、意思決定、状況
日常業務の中で医療事故防止に努め、PDCAサイ

認識などの「ノンテクニカルスキル」の向上が重

クルを回すシステムを強化し、患者・家族・ス

要です。個々の能力を強化するために、教育体制

タッフの全員参加で活動を推進しています。

を整え、下記のような実践に繋がる研修を行って

当院の特徴としては、147名のリハビリスタッ

います。

フが病棟配属であり、ケアに対して協力的なとこ
ろです。コールの対応はもちろん、患者さんの見

全職種でKYTトレーニング
（年2回以上の実施）

守りをお願いすることもあります。また、イシデ

医療安全に関するインターネット配信の受講

ントレポートは職種に関係なく情報共有を行い、

事故発生時、影響レベル3a以上の現場検証

スタッフ全員で対策を実施するように心がけています。

による原因分析と対策の妥当性および評価
毎週ラウンド結果の報告
（改善事項の周知と評価）
自立移行に向けて予測されるリスク回避の
ためのツール作成（自立支援チェック表）
患者教育：DVD視聴による転倒防止対策の実施
今後ともチームで医療安全文化の醸成に向けて
取り組んでいきたいと思います。
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医療安全ミニ情報 ワンポイントアドバイス

★要因と対策を立てる時のヒント
作業標準から見たミスの
要因分析と改善方法

活かせていますか？
インシデント報告
≪インシデント報告は宝の山≫
＊何故宝なのでしょうか
報告してもらった内容を共有し、大きなリスク
にならないように、対策を講じる事でリスク回避
につながるのです。

１．インシデント報告はタイムリーに提出
重大リスクは即報告ですが、それ以外は各病
院で何日以内と取り決めていますか
何日も経った報告では、タイムリーに対策が
講じられません。
＊リスク報告書はあえて言うなら、生ものです。
新鮮なうちに処理する事で、その味を活かす
ことが出来るのです。

≪自分の職場チェック≫
報告書が出しやすい職場の雰囲気ですか。

ミスの発生状況と対策方法
１）標準が確立していなかった
（ａ）標準を作っていなかった
①標準の作成
（ｂ）標準が技術的に間違っていた
②標準の技術的検討、改訂
（ｃ）標準が管理されていなかった
③標準の改訂、管理方法の検討
２）作業者は標準にしたがって作業しな
かった
（ｄ）標準を知らなかった
④教育（教育体制の整備）
（ｅ）技術不足の為標準通りに出来なかった
⑤訓練、適正な職場配置
（ｆ）基準に従う気がなかった
⑥標準を守る必要性の指導
（動機づけ）
３）作業者は標準に従っていた
（ｇ）仕事量が普段より多すぎて、仕事が
間に合わなかった
⑦業務の見直し
（ｈ）標準に従ったが、不注意でミスが発
生した
⑧フェイルプルーフ
間違った操作をしても危険な状況を
招かない、間違った操作をさせない
ように配慮した対策を講じる事

報告書を出すことが自然な流れになっていま
すか。
上司から催促されて出すような事はありませ
んか。
＊安全に対する職場風土が醸成されている事が
大事です。

３．対策のチェック
その対策は「ローカルルール」になっていま
せんか・院内ルールに則っていますか。
対策はスタッフ全員がいつも行えるものに
なっていますか。

２．対策を考える時のポイント
起きたリスクには必ず要因があります。
要因の分析には色々な手法があります。

対策を立てる事で満足していませんか。
対策の評価は出来ていますか。
＊インシデントレポートを活用するためには、

分析がきちんと出来ていると要因や因果関係

PDCA サイクルを回すことが大切です。医

が分かり、対策もしっかりとできます。

療安全への取り組みに繋がることを信じて頑

＊要因を「思い込み・確認不足」だけに終わら
せていませんか。

張りましょう。
（文責 小松原美恵）
愛媛県看護協会会報 2016.秋号
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助産師の実践能力認証−CLoCMiP活用推進ワークショップ in 愛媛
とき：平成28年９月４日（日） ところ：愛媛看護研修センター
愛媛県助産師職能委員会
中国四国地区９県から、82名の助産師を迎

続いて、臨床と教育の立場からそれぞれ「ア

えて「助産師の実践能力認証―CLoCMiP活用

ドバンス助産師としての活動と今後の課題」に

推進ワークショップ in 愛媛」を開催しました。

ついて報告があり、助産師育成のためには、助

当日は、台風の接近による悪天候が懸念されて

産師のクリニカルラダーを活用していくこと、

いたのですが、私たち助産師のエネルギーが強

できるだけ多くの助産師が研修を受ける機会を

かったのか、無事、台風は逸れて時折晴れ間も

設けることの必要性が語られました。

みえるようになりました。
時 間

タイトル／内容

メンバーの組み合わせをかえながら、４・５人

10：00〜10：10

開会のあいさつ
愛媛県看護協会会長 大西 満美子

ずつで話し合いを続けることで、参加者全員が

10：10〜11：20

講演
「周産期医療の現状と助産実践能力習熟段階
（クリニカルラダー）の活用と評価および
ウィメンズヘルスケアについて」
日本看護協会常任理事 福井 トシ子

話し合ったような効果が得られる手法です。

11：20〜11：50

報告「アドバンス助産師としての活動と今後の
課題」
（臨床の立場から）
公立学校共済組合中国中央病院副師長
三浦 美保

11：50〜13：00

休憩

13：00〜13：30

報告（教育の立場から）
香川県立保健医療大学助産学専攻科教授
野口 純子

13：30〜15：10

ワールドカフェ
「CLoCMiPレベルⅢ認証に向けた評価について」

15：20〜15：50

グループ発表・講評

15：50〜

閉会のあいさつ
日本看護協会助産師職能委員 松村 惠子

16：00

閉会

スタートしてしばらくすると、どのグループ
でも活発な意見交換が始まりました。また途中

今回の講師は、長年、助産の発展に尽力され

で組み合わせをかえて、違うメンバーと意見交

ている常任理事の福井トシ子先生でした。講演

換をすることにより、新たな視点からの気づき

が始まると、いつものように参加者は福井先生

も得られていました。そして、発表するときの

のワールドに引き込まれていきました。私の心

参加者の表情は、始まったときよりも、自分の

に残っているのは、「管理者は、何がその人を

「もやもや」が少し晴れたように感じました。

その気にさせるのかを知らなければ、部下の成

今回のワークショップをきっかけに、今後も

長を促進するための支援はできない」、「仕事

助産師としての力を発揮し、生き生きと働く助

の不満につながる要因を取り除いても、必ずし

産師が増えるよう、助産師職能委員全員で願っ

も満足感を与えるとは限らない」という人材育

ております。

成の鍵ともいえるメッセージです。
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さらに午後に行った「ワールドカフェ」とは、
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リソースナースマネジメント委員会に３部会誕生
リソースナースマネジメント委員会は、新たに3部会を設けて、より専門的な研修を提供でき
るようになりました。部会はそれぞれの認定看護師や看護管理者で構成しています。今年度は以
下のような企画をしています。皆様ご参加ください。

認知症看護部会
看護師のキャリアアップに向けた、効果的な認知症看護研修プログラム構築のために、県内
の認知症看護認定看護師5名が昨年度の２月から活動を開始しました。
その後、平成28年度診療報酬改定により、「認知症ケア加算２」の施設基準に基づいて、研
修の時間や内容が対応できるように「認知症看護研修」のプログラムを作成し、四国厚生支局
の承認も得ることができました。８・９月に各ブロックで「認知症看護研修」を開催し、県内
の認知症看護認定看護師が講師を務め、事例検討も実施しています。事例検討では、積極的な
意見交換ができていました。今後、自施設での看護に活かされることに期待しています。
さて、今年度はもう一つ研修を企画しています。これは、新オレンジプランに基づく「看護
職員認知症対応力向上研修」です。３日間をかけて、認知症の知識だけではなく、看護計画の
立案、スタッフの教育等のマネジメント技術、研修企画立案などの内容が組み込まれています。
指導的役割を担う看護職員を対象としています。是非、ご参加ください。
研修名

開催日

開催場所

看護職員認知症対応力向上研修

10月31日 11月１・２日

愛媛看護研修センター

糖尿病看護部会
糖尿病重症化防止『フットケアセミナー』を開催します。
開催予定日：平成29年１月21日・22日
（土・日）９時〜18時10分
対 象 者：看護師経験５年以上
糖尿病部会は８月から４名でスタートしました。
糖尿病足病変を予防し、質の高いケアを実践できる看護師の育成を目的に、『フットケアセ
ミナー』の研修を企画しています。研修修了後は糖尿病合併症管理料算定が可能となります。

認定看護管理者部会
平成28年９月17日、『看護管理者としてデータマネジメントを高めよう』というテーマで、
「ＤｉＮＱＬの活用方法について』研修会を開催しました。
日本看護協会 常任理事 川本利恵子先生の「ＤｉＮＱＬとは」から始まり、西条中央病院
の実践報告をもとに自施設での活用方法について学ぶことができました。
今後の活動は、認定看護師間の情報交換をしながら横のつながりを大切にし、地域に貢献で
きる人材育成の支援を企画していきたいと思います。
愛媛県看護協会会報 2016.秋号
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ナースマンが行く
西条中央病院

看護部

田

窪

宏

行

西条中央病院は昨年創立60周年を
迎え、新病院棟を設立、気持ちを新
たに地域医療の中核病院として日々
取り組んでいます。職員は「同心協
力」の理念の元、チーム医療の一員
として活躍できることを目標に勤務
に励んでいます。
私自身はと言えば、以前は教育の
現場で働いておりましたが、一念発
起し32歳で看護の道に入りました。それから５年の月日が流れ、昨年より４年間勤務していた身
体障害者病棟より、小児科・外科を主とした混合病棟にて勤務をすることになりました。環境も
大きく変わり、経験のない病棟で、うまくいかないことも多々ありますが、周りのスタッフに支
えられ、少しずつ経験を積み重ねることが出来ています。そんな中、今年はプリセプターを行う
ことになり、自分自身の学習も行いながら、新人男子と２人３脚で頑張っています。
男子と言えば、当院における男性看護師は15人で、個々に目標を持って頑張っていますが、ど
ちらかと言えば内に秘めたる情熱を持った人ばかりなのが気になるところではあります。その情
熱を外に向けることができるよう、男子会なるものを開き、夜な夜な語りあっています。看護の
世界は女性の強い職場ではありますが、一致団結して立ち向かっていけたらと思っています。
私自身の目標について述べますと、キャリアアップの為、感染管理認定看護師の資格を目指し
ています。入職して、３年目から感染委員として従事しており、昨年一昨年は、日本感染管理ベ
ストプラクティス"Saizen"研究会のポスター発表を行いました。ベストプラクティスとは院内に
おける、処置やケアにおける手順をその病院における最善の方法で作成するものなのですが、風
土化した業務変更に対して、反発する声が多く、理解してもらう事が大変困難だったことを覚え
ています。しかし、医師や様々な方から助言をもらいながら作成完成した時の達成感は、今でも
忘れられません。そういった達成感を味わうために、今後も頑張っていきたいと思っています。
そろそろ寒くなってきており、イン
フルエンザや感染性胃腸炎等の感染性
疾患の流行期に入ります。患者様やご
家族が安全安心して入院生活が送れる
よう、一層気を引き締めていきたいと
思います。
12
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まちの保健室の紹介

まちの保健室運営委員会

みなさん、
こんにちは。まちの保健室運営委員会です。今日はまちの保健室についてご紹介します。
中予の方は、フジグラン松山２階の飲食店フロアで、また、東予や南予の方は、イオンモール
新居浜や道の駅（周ちゃん広場・どんぶり館）でまちの保健室と染め抜かれたオレンジ色ののぼ
りを見かけたことはありませんか？
まちの保健室は、日本看護協会が平成12年度からモデル事業として開始し、愛媛県看護協会
では平成13年度から始めました。最初は看護の日の記念行事として実施していたものを、平成
16年度から地域住民の身近な健康相談の場として、移動型（東予・南予）と常設型（フジグラ
ン松山）で活動しています。さらに平成18年度からは松山市主催の「みんなの生活展」でも開
設しています。利用者は移動型・常設型併せて年間500名ほど。「みんなの生活展」では2日間
の開設でおよそ300名前後です。
この活動は、登録された相談員の方々によって支えられています。まちの保健室運
営委員会が開催する相談員養成研修で相談員登録を行っています。相談員登録後の活
動の手順は、活動したい場所（移動型・常設型）を選択し登録すると、開催期日の案内
が届きますので、参加可能な日を返送します。
その後、
協会が日程調整をして、
活動日の
10日前までには協力依頼文書の送付があり、当日協力していただくことになります。
今年度、移動型は東予の周ちゃん広場で７月16日に開催し、74名（男性27名・女性47名）
が利用されました。60〜70歳の方がほとんどでしたが、日頃から運動や食事に気を配っている
方も多く、健康測定や相談をすることで自己管理意欲がさらに高められている様子でした。常設
型は、毎月第一土曜日に開設しています。中には常連の方もいて、「今日は血圧測ってもらえる
から来たんよ〜」と立ち寄り、健康相談をしていかれます。

まちの保健室では看護職の専門性を実感できるだけでなく、一
緒に活動する様々な職場や経験を持った相談員同士で交流できる
のももう一つの魅力です。

興味のある方は相談員として一緒に活動してみませんか？
興味のある方は相談員として一緒に活動してみませんか？
多くの方の相談養成研修への参加をお待ちしています。
多くの方の相談養成研修への参加をお待ちしています。

愛媛県看護協会会報 2016.秋号
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ナースセンターだより
免許証の内容に
変更ありませんか？

に
は大切 。
証
許
免
う
ましょ
し
管
保

記載事項に変更が生じた場合や紛失・き損した場合は、保健師・助産師・看護
師は厚生労働大臣に、准看護師は免許を発行した都道府県知事に申請が必要です。
詳細および必要事項については、就業者は勤務地の保健所、未就業者は住所地
の保健所に事前に確認し、早めに手続きに行きましょう。
※免許証の番号は必ず控えておくか、コピーをとっておきましょう。
保健所名

所在地および電話番号

管轄地域

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
新居浜市・西条市
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

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

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） 北宇和郡鬼北町・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）

月別・医療圏域別届出数（平成28年4〜7月） 計212名
250
200

保健師・助産師・看護師・准看護師の
免許をお持ちで、お仕事をされていな
い方は「看護師等の人材確保の促進に
関する法律」に基づき、「ナースセン
ター」に届けることが努力義務となっ
ています。
届出票は、愛媛県看護協会ホームペー
ジからダウンロードしてください。
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150
100
50
0
新居浜
（名） 宇摩 ・西条 今治
■7月
■6月
■5月
■4月

４
２

３
５
７
11

２
６

松山

22
10
61
53

八幡浜
宇和島 無記入
・大洲

１
１
２
５

２
６

３
２
１
１

県外

計

２

33
20
75
84

食欲の秋にぴったり簡単おかず
特別な材料がなくても、常備の缶詰や季節の野菜で、
ボリュームいっぱいのおかずが出来ます。

おすすめ

簡単レシピ

豚肉と秋茄子のピリ辛炒め （所要時間 20分）

▶材料（4人分）

豚薄切り肉…100ｇ
なす…中２個
しめじ…１パック
パプリカ
（赤）…１／２個
にんにくのみじん切り…小さじ１
しょうがのみじん切り…小さじ１
長ねぎの斜め切り（白い部分）…10㎝
長ねぎの小口切り
（青い部分）適宜
ごま油…大さじ２（２回に分けて）
◆Ａ
［塩…少々・胡椒…少々・小麦粉…小さじ２・酒…小さじ１］
◆Ｂ
［豆板醤…小さじ１・オイスターソース大さじ２・醤油・酒…各大さじ１］

▶作り方

①豚肉は一口大に切って、Ａの調味料でもみ込むように下味をつける。茄子
は縦半分に切って斜め切りにする。
②フライパンを熱して、ごま油大さじ１を入れ中火で豚肉を両面少し焼き色がつくまで炒める。
③豚肉は一旦皿に取り出して、その後ごま油大さじ１を入れ、にんにく、しょうが、ねぎを香りが出るまで炒め、なす、しめ
じを加えてしんなりするまで炒める。肉を戻し、彩りのパプリカの細切りを入れる。
④Ｂの調味料を合わせたものを加え、照りがでるまで炒め合わせる。器に盛り青ねぎの小口切りをのせる。
★Point★定番の豚肉と茄子の炒め物ですが、季節のきのこも加えヘルシーに！フライパンひとつで簡単にできます。
ピリ辛度合いはお好みで！

ツナとじゃがいも・かぼちゃのおやき（所要時間 15分）

▶材料（2人分）

ツナ缶…小１缶
じゃがいも…大１個
かぼちゃ…中１/８個
ゆで枝豆…20〜30粒
長ねぎ…１本
◆Ａ[小麦粉・マヨネーズ…各大さじ1 塩・胡椒…少々] ◆つけ合わせ野菜…レタス・トマト等

バター…適量

▶作り方

①皮をむいたジャガイモと、かぼちゃを２〜３㎝角に切って、耐熱ボールに
入れ、ラップをかぶせ電子レンジ強で約５分加熱する。
（つぶせる柔らかさ
まで加熱）
熱いうちにすりこぎでつぶす。
②ツナ缶は、汁を切って、枝豆、小口切りし長ねぎと共に、①に加える。Ａ
の調味料を加えよく混ぜ合わせ、６等分して小判型にする。
③フライパンにバターを入れて、②を中火で両面を焼き色がつくまで焼く。
野菜を添えた皿に盛る。お好みで塩胡椒、ソース、ケチャップで食べる。
★Point★電子レンジで下ごしらえして、簡単でヘルシー。焼き色つけ、仕
上げに醤油、みりんで照り焼き風にしてもお弁当に合います。里
芋でも、美味しくできます。

第 回 愛媛看護研究学会

と き

基調講演

平成２９年

２月２２日
（水） 「地域をつなぐ看護の力」

ところ
ひめぎんホール
サブホール・第１会議室

毛 利 貴 子 氏
（市立宇和島病院地域連携室）
※開催案内は後日お送りします。
愛媛県看護協会会報 2016.秋号
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お知らせ
理事会報告
第４回（平成28年７月16日）
オリエンテーション
報告事項
理事会報告（平成28年度第２・３回）
常務理事会報告（平成28年度第３回）
日本看護協会モデル事業について
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
委員会委員の承認について
平成28年度通常総会・職能交流集会の振り返り
について
平成29年度基金事業について
看護職合同就職説明会について
平成28年度新任期及び指導保健師を対象とした
保健指導ミーティング及び厚生労働省先駆的保
健活動交流推進事業市町村統括保健師人材育成
プログラムの実施について
平成28年度中国四国地区助産師合同研修会について
看護補助者の活用推進のための看護管理者研修
（案）
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
その他
第45回医療功労賞受賞候補者の推薦について
ハーモニーランドについて
第５回（平成28年９月16日）
報告事項
理事会報告（平成28年度第４回）
常務理事会報告（平成28年度第４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29年度行事日程について
ナースシップ移行に伴う新会員証発行と平成29
年度会員継続申請について
再就業支援事業について
ホームページの充実について
平成29年度認定看護管理者ファーストレベル及
びセカンドレベルの開催について
重症度、医療・看護必要度評価者病院内指導者
研修
（３回目）の開催について
各会議等出席について
その他
研修の協力員について

「平成28年度訪問看護管理者研修会について」
第13回ヘルシー・ソサエティ賞候補者の推薦について
「結核研究奨励賞」候補論文の募集について
看護業務基準2016年改訂版について
「シェイクアウトえひめ」の実施について

平成28年度会員数（平成28年9月15日現在）
保健師
349名
助産師
217名
看護師 8,766名

准看護師
424名
計
9,756名

編集後記
猛暑続きだった夏を乗り越え、気づけば秋の行楽シー
ズン。
スポーツに読書、
そして食欲の秋！皆さんはどんな秋
を楽しんでいますか。広報委員も新メンバー３名を迎え、
よ
り充実した「ナーシング愛媛」
をお届けできるよう頑張って
います。
ホームページもリニューアルされ、
タイムリーにアッ
プしています。
一度ご覧ください。
（鎌倉）
ナーシング愛媛Vol.147夏号人気ページランキング
（アンケート調査より）
順位

項

目

１

看護職のWLB活動報告
平成28年度「看護の日・看護週間」報告

２

医療安全ミニ情報

３

医療安全対策への取り組み

４

職能交流集会報告
川柳で考えよう煙草の害
禁煙（たばこ）に関する川柳
ナースマンが行く

平成29年度会員継続申請書等の締め切りは

10月31日（月）です。

ナースシップへの移行に伴い、例年より早い時期での
手続きとなりますが、ご協力をお願いいたします。
なお、
郵送先は看護協会ではありませんのでご注意ください。
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