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平成30年新年のごあいさつ
公益社団法人愛媛県看護協会
会 長

大西

満美子

会員の皆様、新春のお慶びを申し上げます。
さて、平成29年度も残り３カ月となりました。愛媛県看護協会の大半の事業は、皆様のご協力とご
支援のもとに、一部の事業を残して順調に経過しています。29年は新規の事業も含めた各種の事業で、
地域に出向き皆さんの声を聴く等して、あっという間に１年が過ぎ去った感じがします。
地域の皆様の生の声を聴き、課題解決に結びつけることを目標にＨ27年度から始めました６医療圏
での「看護協会版タウンミーティング」も、３年目にして７地区での「地区別タウンミーティング」
として新に出発をいたしました。
各地域の保健・医療・福祉の連携の現状や課題を共通認識して、今後の在り方を検討することによ
り、地域の保健・医療・福祉の連携を推進し、ともに問題解決に取り組むこと、併せて看護の組織強
化を図ることを目的として開始いたしました。今年度は各地域の状況や課題の把握が一部できた段階
で助走の年と考えております。Ｈ30年度から地区の責任者を地区理事として位置付け、本格的な活動
をしてまいりたいと思います。
また、再就業支援事業の給付型「実践型就業チャレンジ研修」では７月から開始して11月末には19
名の再就業が決まっております。ご協力をいただいております施設（病院・社会福祉施設・訪問看護
ステーション等）様に感謝申し上げます。３月末までには35名以上のチャレンジ研修への参加の求職
者を目標としておりますので、皆様方からも未就業者の方へのＰＲをよろしくお願いいたします。
そして、平成29年度から新しく会員登録の手続きの変更があり、皆様に多大なるご迷惑とお手数を
おかけいたしました。Ｈ28年度の会員数（9,807名）を下回らないことを目標として皆様にご協力をい
ただきましたが、何とか現状維持ができております。ご協力ありがとうございました。もうすでにＨ
30年度の継続手続きが始まっております。すべての会員の皆様が継続の手続きをしていただくととも
に、多くの新入会員さんを心よりお待ちしております。
こうして毎年、１年間を振り返ってまいりましたが、会長職３期６年間の最後の仕上げの年となり、
残り数カ月となってまいりました。新たな年も、県内の看護職の皆様に、愛媛県看護協会をより身近
なものとして活用していただけるよう、目的に沿った事業を展開していきますので、一層のご協力と
ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
末尾になりましたが、皆様にとりまして新しい年が健康で実り多い１年となりますよう祈念して新
年のごあいさつといたします。

2017年

秋の叙勲

瑞宝単光章
伊 藤 京 子

氏

西条愛寿会病院名誉看護部長
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私が初めて高忍日賣神社（たかおしひめじんじゃ）を訪れたのは、
２年前の今頃でした。同僚に『"助産師守"っ
て知ってる？愛媛にあるんだよ。』と教えてもらったことが参拝のきっかけに。"助産師守って何？そんなの
があるの？お守り欲しい！！"と興味を持ったことが入り口ではありますが、調べてみるとすごい神社である
ということが判明。高忍日賣神社は全国で唯一、産婆・母乳の祖神様である高忍日賣大神を奉斎している神
社であり、皇室のお産の折りには安産御祈願のご依頼も受けているそうです。お産の神様がいるパワー溢れ
る場所であれば、助産師なら一度は訪れてみたい聖地のような場所なのではないでしょうか。
近くを訪れる機会があると時々ふらりと立ち寄ってみますが、高忍日賣神社のとても落ち着いた空間にい
つも癒されます。ご神木の大杉、体を纏う風がとても心地よく感じられ、参拝後にはほんのりと温かく優し
い気持ちになれるそんな不思議な場所です。
高忍日賣神社は、"縁結び・子授け・安産・子育て"といった女性の幸せに深く関わっているパワースポット
としても注目されています。また、境内社である七生稲荷神社（しちしょういなりじんじゃ）には、『昔病気の
母親を看病していた若者が、薬を買うお金もなかったため21日欠かさずお参りをしたところ母親の病気が治
り、さらにお金持ちになった』という言い伝えもあり、金運アップの御利益もあるそうですよ。ぜひ参拝さ
れてみてはいかがでしょうか。
念願の"助産師守"もGET♪とっても可愛いですよ。
妊産婦さんが安全安楽にお産できますように。
〒791-3163 愛媛県伊予郡松前町徳丸387番地
JR北伊予駅より東へ道なりに徒歩約10分強
ホームページ http://www.takaoshihime.jp/
【文責 愛媛県立新居浜病院 渡邊春香】
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松山赤十字病院

武智 麻衣

愛媛県看護協会には、1,033名の戌年生ま
れの会員さんがいらっしゃいます。
その中から10名の方に新年の抱負をお伺
いしました。

南高井病院

済生会松山病院

西岡 愛弓

加藤 猛

あけましておめでとうございます。
今年で５回目の年女を迎えました。還暦という人生
の節目の年でもあります。
ここまで健康で来られたことをおおいに感謝しなが
ら、これからは少しゆとりを持って第２の人生を歩み
たいです。2018年が『ワン！ダフル！』な１年になり
ますよう心から願っております。

2018年、看護師として働き始め３回目の年男を迎え
ました。
現在はICUで日々良い緊張感の中で勤務をしています。
戌年生まれの人は、物事に対して熱心で正義感が強
く、真面目で忍耐強く働き者。自立心が強く、努力を
惜しまない。…らしいです。（汗）
仕事やプライベートの両面で長所の部分が活きるよ
うな充実した一年にしたいと思います！

大洲市保健センター

愛媛大学大学院
医学系研究科 看護学専攻

須内 裕加

寺尾 奈歩子

私は１年間、市外で臨時保健師を経験後、地元大洲
市に就職しました。地元とはいえ担当地区は「ここは
どこ？」
という状態。地区名を覚えることからのスター
トでした。今は住民の方に声をかけていただくことも
あり、少しずつ地区に馴染めてきたと感じています。
今年はより一層、住民の方と積極的に関わり、その声
を大切にしたいです。
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産婦人科病棟で助産師として勤務し、12年になりまし
た。これも周りのスタッフの方々の支えがあったおか
げです。
そして年女という節目である今年は、近年の周産期医
療へのニーズの多様化に対応し、また「その人らしい
お産」を支えられるよう、自己研鑽を積み、自分自身
を成長させる年にしたいと思います。
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教員として着任し、６年目を迎えます。「学生の学び
を深めるためにどう支援していくか、自分が学生に伝
えたい看護、大切にしている看護は何か」を常に考え
ながら、学生と共に学び続けたいと思っています。今
年は戌年。教育力、研究力、コミュニケーション力の
ワンランクアップを目指します。

とべ訪問看護ステーション

愛媛県立新居浜病院

久永 加代子

澤本 翼

訪問看護師として働いています。
多職種で話し合いを重ね本人や家族の意向を尊重して
訪問開始となります。
住み慣れた自宅での生活は、落ち着き「やっぱり家が
いい。」としみじみと話されます。
時に緊急事態の発生も起こり得ますが、そんな時にこ
そ責任のある看護を行い一人一人の思いに寄り添える
看護師でありたいと思います。

救命救急センターに勤務して２年が経ちました。今ま
での２年間は毎日が一生懸命であっという間に感じま
した。医師や先輩スタッフの方々に指導して頂き、多
くの技術や知識が習得できました。３年目となる今年
は、自分が教えてもらったことを後輩たちに伝えられ
るように、初心を忘れずに頑張っていきたいです。

放射線第一病院

県立南宇和病院

野村 花奈

川村 梓

入職し、３年が経ちました。看護師として４年目を
迎える2018年は、私が関わる多くの患者様にそれぞれ
合った看護ケアの実践を行うことが目標です。今年は
年女でもあり、日々の学習に励むとともに周りの先輩
と一つのチームとして最善の看護が提供できるよう、
より一層努力し一人の人間としても成長できる年にし
たいです。

３回目の年女を迎えます。経験を積むごとに仕事の楽
しさややりがいを感じ、看護師になって良かったと思
います。「患者さんの思いに寄り添った看護」が提供
できるように、日々成長していきたいと考えています。
「笑顔と感謝」をモットーに頑張っていきます。

子ども療育センター

松﨑 博子
より多くの人と出会い、経験したことがないことに
まだまだ挑戦したいと思っているアラフィフの年女で
す。最近はお年頃のせいか体調がスッキリしない時も
ありますが、趣味を楽しみ程よく息抜きしながら、今
年は年女の縁起にあやかって笑顔いっぱいの１年にし
たいと思います。
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認定看護管理者教育課程
ファーストレベル

◆期
間：平成29年５月19日（金）〜11月18日
（土）
◆受講者数：60名

認定看護管理者教育課程ファーストレベルを受講して
西条市民病院

森

猛

５月から半年にわたった研修も、あっという間に終わってしま
いました。人見知りでもあり、始まった頃は、どんな厳しい研修
とレポートが待っているのだろうかと不安だらけだった私が無事
に研修を終えられたのも、すばらしい講師の皆様と愉快な仲間た
ちのおかげだと思っております。
管理職や上司ということを考えるにあたり、誰一人として同じ
人間はいないように、同じ上司はいないとも考えています。管理
職としては若輩者でありますが、自分がどのように成長していけ
るか、それを示すことで周りの信頼を得ていけるものと感じてい
ます。
今回の研修では多くのことを学ばせていただきました。愛媛県
下で、学びを共にした皆様がご活躍されていることを心から願っ
ております。ありがとうございました。

セカンドレベル

◆期
間：平成29年５月11日（木）〜12月９日（土）
◆受講者数：50名

認定看護管理者教育課程セカンドレベル参加者のつぶやき
県立今治病院 川 田 仁 美
H29年５月清々しい新緑の中、研修生50名が各々の課題を持ち
研修はスタートしました。
開講式では、「そんなに緊張せずに楽し
んでください。管理知識だけでなく、研修生のネットワークが今
後の宝になります。」と言葉を頂きました。
春：頑張ろうと気を引き締め、名刺交換にも力を入れました。
夏：暑さの中、どんどん積る知識に情熱と冷や汗を？を流し現場
の課題と向き合いました。
秋：木々の色づきとともに、少しずつ実をつけ現場管理に繋げら
れていると信じています。そして今、実践計画書の完成に向け
追い込みをかけています。
これから冬：冬眠することなく、それぞれが自分の実践計画書
をあたため、研修での学びを活用しながら現場で展開していこう
と思っています。
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平成29年度

保健師助産師看護師実習指導者講習会
開催日▶平成29年９月５日（火）
〜平成29年12月21日
（木）／受講者数41名

の声
受講生
◆愛媛生協病院 岩本あずさ
４か月の長期研修と業務を円滑に両立出来たのは、調整してくれた職責を始め、病棟スタッフの協
力・支援があったからと感謝しています。
研修では、各先生の講義を聞き、看護師としての自分の考えや心構えを改めて考える機会になりま
した。研修に参加している他施設の方と交流することで情報交換ができ学ぶことも多かったです。こ
の研修は私自身の大きな糧になったと実感しています。学んだことを職場で実践しながら、今後学生
を受け入れた時の参考にしたいと思います。

◆市立宇和島病院 山口智世
今年度より研修期間が２か月から４か月となり、勤務をしながら研修を受けています。
講義では学生の思考過程や得意、不得意なこと、実習に対する思いなどを学び、研修メンバーとは
情報交換を行うことで、私自身が日々指導の中で悩んでいることへの解決の糸口が少しずつ見えてき
たように感じています。この研修を通して学んだことを病棟スタッフに伝達し、今後の学生指導や新
人育成に活かしていきたいと思います。

平成29年度

糖尿病重症化予防「フットケア研修」
リソースナース・マネジメント委員会 糖尿病看護部会

平成29年９月27〜29日に、平成29年度糖尿病重症化予防
「フットケア」研修が愛媛看護会館・愛媛看護研修セ
ンターで開催され、県内外から20名の看護師の参加がありました。
本研修は、糖尿病重症化予防
「フットケア」の標準的な研修プログラムにそった糖尿病合併症管理料加算に対
応する16時間の研修です。糖尿病看護におけるフットケア
の意味を正しく理解し、糖尿病足病変に関するフットケア技
術を学び、糖尿病患者のQOL向上に向けての具体的な働きか
けができる人材を育成することを目的としています。
受講生からは、
「糖尿病看護をより深く理解しフットケアへ
の関心が高まった」
「患者情報から問題点をアセスメントし、
ケアに繋げていくことの重要性を考える機会になった」など
の感想があり、自らの課題を見出されていました。
今後は、
受講生の自施設での実践状況等を調査し、
フォロー
アップ研修に繋げていきたいと考えています。
愛媛県看護協会会報 2018.新春号
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看護職の就労環境改善研修会報告
看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業から見えてきたこと
就労環境改善事業担当理事 立 川 妃都美
今年度も多くの皆様に参加していただき、10月11
日（水）
・12日（木）の２日間、看護職のワーク・ライ
フ・バランス（WLB）
推進事業ワークショップが開催
され無事終了しました。平成25年度から日本看護協
会とタイアップして開始した「看護職のWLB推進事
業」
も５年目を迎え、
今年度をもって日本看護協会の
事業としては終了し、一区切りがつくことになります。
しかし、このWLBの取り組みに関与させて頂く中
で、勤務環境を改善して働き続けられる職場づくり
は、一過性のものではなく、永遠の課題であると改
めて思うようになりました。
皆様もご存じのように少子超高齢社会・人口減少のなかで、愛媛県の2025年の18歳人口は１万２千人を割
り込むと推定されています。一方、団塊の世代は次々と定年を迎えます。また、看護職の働く場所は多様化
し、求められる役割は拡大し続けています。このような状況の中で、現役の看護職の皆様が働き続けて下さ
ることこそが、最重要課題となることは言うまでもありません。そのためには、勤務環境の改善、働き方の
改革は必須となります。
全国の都道府県では、WLBの取り組みを終了するところが増えています。しかし、愛媛県看護協会では、通
常３年間でWLBの取り組みは終了するところをさらにもう１年延長して続けられた病院もありますし、３年
間の取り組みが終了した病院の看護部長様は経験を活かしWLB地域推進支援者として地域の病院の支援をし
て下さっています。また、今回のワークショップでは、WLBを終了した病院さんから「20％を超えていた離
職率が今年になってまだ誰も辞めていないんです。
これもWLBに取組んだ成果が今頃になって現われて
きたのだと思います。」とのお話をお伺いしました。
WLBに取組んだ成果は一挙に大きく上がるもの
ではありません。このように、いろいろな形をとり
ながらも継続されていくことが、ひいては大きな成
果につながっていくのだと思います。また、今年も
皆様にWLB推進ワークショップでお会いできるこ
とを楽しみにしております。
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まちの保健室活動報告
みなさん、こんにちは。今日はまちの保健室の活
動を紹介します。
愛媛県看護協会では平成13年度からまちの保健室
の運営を始め、地域住民の方々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。利用者は移動型・常設型併
せて年間500名ほど。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。
また、昨年度は試験的に常設型で実施した子育て
相談ですが、より専門性を持って対応できるよう助
産師職能と連携して企画中です。
ただ少子高齢化を反映して、まちの保健室の利用
者はそのほとんどが高齢者の方で占められています。
そこで、今年度の相談員養成研修は、高齢者の転倒
を予防するためロコモティブシンドロームに関する
知識を深めようと、市立大洲病院から理学療法士の
山本晃大先生を講師にお招きして2月24日土曜日に
今年度のみんなの生活展は10月14日・15日に開催

開催します。興味のある方はぜひご参加ください。

されました。14日は229名、15日は台風の影響によ

多くの方のご応募をお待ちしています。

る雨にもかかわらず199名の方に利用して頂きまし
た。
中には
「去年もここで血圧と体脂肪測って色々教
えてもらったからまた来たんよ」と立ち寄ってくだ

あなたも「まちの保健室」の活動に

さった方もおられました。

参加してみませんか？
現職および退職された看護職の方で

【みんなの生活展】年齢別相談者数

140

「まちの保健室」の相談員に参加して

118 118

120

くださる方を募集しております。

100

ご応募をお待ちいたしております!!

80

66

60

39

40
20
0

46

24
６

７

2

2
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感染対策のツボ
今号より
「感染対策のツボ」の連載が始まります。病院や施設、在宅における感染対策のツボを
お伝えしていきます。

汚物処理室の感染対策
汚物処理室では尿や便の廃棄や蓄尿を行うケースが多いため、薬剤耐
性化した腸内細菌
（ESBL産生菌※、
CRE※）や湿潤環境を好む多剤耐性緑
膿菌の温床となりやすいです。汚染された環境や器材、手指を介して医
療関連感染を発生させないためにも、汚物処理室の感染対策は重要です。
※ESBL産生菌：基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生菌
※CRE：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌

ツボ１

清潔・不潔のゾーニング

写真１

どの施設も汚物処理室は狭いため、使用後の汚染された器材と消毒済みの清潔な器材が
混在しやすくなります。交差感染のリスクを

清 潔 乾燥した物品を保管する棚

下げるためには収納棚などを用いて清潔
と不潔のゾーニングを行います。
（写真１
：
棚ごとに清潔・不潔を表示し分けた例）
ま

不 潔 蓄尿・検尿コップ用の棚

た、清潔な器材を保管する場所は、水は
ねが発生しやすい汚物槽やシンク周囲か

不 潔 未洗浄物を置く棚

らはできるだけ離しておきます。

ツボ２

清 潔 洗浄した物品を乾燥する棚

毎日の環境清掃

環境に付着している微生物を減らす目的で、頻回に手指が触れる場所や汚染を受けやすい場所を中心にアルコー
ルなどの消毒薬を用いて１日１回以上清掃を行います。特に、汚物槽やシンク周りは水気を拭き取り乾燥状態に
しておくことが重要です。また環境清掃は臭気対策にもつながります。
毎日の清掃ポイント
□ ドアノブ

□ 汚物槽のフチや水栓

□ 器材乾燥ゾーンの棚やカゴ

ツボ３

□ シンク周囲

□ 蓄尿棚

□ 検体置き場

□ はかり

□ 蓄尿測定装置やベッドパンウォッシャーの操作パネル など

個人防護具の設置

写真２

排泄物や体液の廃棄時、器材の洗浄・消毒時は水はねにより手指や顔、
白衣が汚染する可能性があります。職員を感染症から守るために、水はね
の影響を受けない場所に手袋・エプロン・マスク・ゴーグルなどの個人防
護具を設置しましょう。（写真２：設置例）個人防護具着脱前後の手指衛生
は必須であるため、アルコール手指消毒剤も設置します。

（編集：東予感染管理サークル）

東予感染管理サークル（Toyo Infection Control Circle：TICC）とは
東予地域の保健医療福祉施設における感染管理教育の支援を目的とした活動を行うため、
東予地域に在
籍する有志の感染管理認定看護師によって2012年に組織されました。年２回程度、東予地域で『感染
対策セミナー』
を開催しています。
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ナースマンが行く
愛媛県 えひめ国体推進局 国体運営・施設課 技師

瀨戸 裕一

私は、平成28年４月から2017愛顔（えが
お）つなぐえひめ国体・えひめ大会におけ
る医療救護業務を担当しています。保健師
としては７年目になります。平成23年度５
月から八幡浜保健所感染症対策係として公
用車で広大な管内を走り回り、26年度から
は県庁医療対策課地域看護係として新任期
保健師研修や看護行政に係る予算折衝等に
携わりました。
そんな自分が国体運営・施設課への辞令

10/30 陸上競技
（身・知）
救護係集合写真（前列中央）

を受けた時には「なぜ国体に保健師が？？？」
と戸惑いましたが、着任２日目には岩手県へ出張し、開催を半年
後に控えたいわて国体の医療救護担当者から、国体・障害者スポーツ大会特有の症例や必要資材、救護本部と
各救護所〜移動救護班との連携等について直接伺う機会を与えて頂き、身の引き締まる思いで帰松したことも
今では良い思い出です。
国体・障害者スポーツ大会では、開・閉会式会場等に救護所を
開設するため多くの医師・看護師が必要でした。特に看護師は
「国
体：436人役」
、「障スポ：117人役」の配置が求められました。
このような中、県看護協会から「中予地域の看護師は、まずナー
スセンターから潜在看護師へ呼び掛けて、不足する日程分を各病
院へお願いしましょう。」という国体先催県にはない愛媛県独自
のスタイルで、潜在看護師の掘り起こしを含めた看護師確保を進
めてくださいました。その結果、ナースセンターを通じて68名の
看護師さんにご参加いただくなど、医師・保健師・行政職員・消防・運営ボランティアさんとも連携して救護
活動を行っていただきました。皆さん初対面だったと思いますが、様々な傷病者が運ばれてくる中、看護師さ
ん達の現場力に支えられた両大会でした。
えひめ国体・えひめ大会を通じて「県内を横断した多くの医療関係機関の方々と直接対話できたこと」は、
役得であり今後の保健師としての活動のうえで貴重な財産になったことは間違いありません。
また、課内では「行政事務」、「学校事務」、「獣医師」、「警察」、「建築」、
「保健師」のほか、実行委員会職員には
「栄養士」
や
「営業職経験者」も一緒に仕事しておりましたので、この2年間で
得られた異業種ネットワークを今後も大切にしていきたいと考えています。
末筆ながら、今回、寄稿の機会を御恵与いただきました会長をはじめ、「え
ひめ国体・えひめ大会」を病院の内外で支えてくださいました看護部の皆様、
ご協力いただきました看護師の皆様、そして救護係として従事していただい
た保健師の皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願い申し上
げます。
愛媛県看護協会会報 2018.新春号
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県内被災を想定した災害支援ナース派遣調整訓練を実施
平成２９年１１月７日（火）〜９日(木)
愛媛県看護協会

専務理事 光峰

常美

毎年、日本看護協会と都道府県看護協会との間で行われる災害支援ナースの派遣調整合同訓練が、今年も県
内各施設のご協力を得て開催することができました。今年は、東南海・南海地震が発生した場合を想定し、大々
的に展開されました。被災想定県は、静岡・愛知・三重・和歌山・徳島・高知の６県でしたが、南予地域の被
災は免れないことを考え、県内被災施設を設定した県内派遣調整訓練を加えて実施しました。

被災想定：（一部略）
東海地震の
震源域

被災県では、震度5弱〜7の揺れを観測。
沿岸部には最大で34mの津波が到達し、多数の死者
内陸部でも建物倒壊や火災の被害が発生
四日市コンビナート付近では大火災が発生
高知県内の中山間では土砂崩れ、がけ崩れ、家屋の倒壊
により死傷者が多数
愛媛県にも南予地域に津波が到達し、沿岸部を中心に被災
県内被災施設は、県立南宇和病院、市立宇和島病院、市
立八幡浜総合病院、JCHO宇和島病院

東南海地震の
震源域
南海地震の
震源域
日向灘地震の
震源域

フ軸
トラ
海
南

100㎞

訓練目標 及び 訓練成果
一番の目標は、愛媛県内の医療機関が発災直後の状況をEMISに入力できることと、看護協会職員がEMIS
による被災状況の情報収集ができることでした。EMISの情報を看護協会の支援計画に繋げることが重要であ
るからです。

ＥＭＩＳとは？

広域災害救急医療情報システム

Emergency Medical Information System
m

重 要

愛媛県の【医療救護活動要領】では、震度５弱以上の地震が発生、又はこれ以外でも災害が発生した場合、
医療機関は被災の有無にかかわらず、自機関の状況を、自発的に入力することになっています。
被災施設は、EMISに緊急事態の状況を入力することでSOS発信となります。
被災していなくても、〝自施設は大丈夫〟という情報伝達となりますので、すべての登録医療機関は、自発
的にEMISに入力することが規定されています。
しかし、10月定例のEMIS入力訓練においては、東予・南予の病院はほぼ100％に近い入力状況であるのに対し、
中予の病院からは十分な協力が得られておらず、20.8％という状況でした。せめて災害支援ナース所属施設は
すべて入力できるようになってほしいと願い、
協力を依頼しました。
そうすると、何と、本訓練における入力率は
58.5％にアップしました。もちろん災害支援ナース所属施設（病院）はすべて入力ができました。病院当局のご
協力をいただき、看護管理者の皆様との協働があったればこそと、感謝申し上げます。ありがとうございました。
協会職員もEMIS操作訓練により、被災情報等を収集することができるようになりました。

お願い

EMISには、県内すべての病院が登録機関となっています。
愛媛県は、いざという時のために、毎月入力訓練日を設けています。
定例入力訓練日は、第２火曜日10時〜17時です。
看護管理者の皆様、自施設の入力状況を確認し、入力訓練にご支援
いただきますようお願いいたします。
「EMIS入力」に関するお問い合わせは、下記にお願いします。
【愛媛県 医療対策課】０８９−９１２−２４５０

12

愛媛県看護協会会報 2018.新春号

二番目の目標は、愛媛県看護協会が災害支援ナース派遣シフト表を作成できることです。
このシフト表は、被災施設からの応援依頼に応じ、県から救護班派遣要請を受け、各災害支援ナース所属施
設からの派遣候補者リストをもとに、できるだけ早く派遣シフト表を作成し、被災施設へ災害支援ナースを派
遣する手配をすることです。
災害支援ナース派遣候補者については、個々のナースとの連絡・調整をし、翌日10：30までにすべての施設
からリストの送付をいただくことができました。

派遣シフト表の作成には時間を要しました。調整要領をあらかじめ設定しておく必要があることを実感し、
これは今後の課題とさせていただきます。今後も災害支援ナース所属施設の皆様には、早期に候補者リストを
お送りいただきますようご協力をお願いいたします。
三番目の目標は、愛媛県看護協会の災害対策本部機能を充実させ
ることと、県との災害時支援の連携がとれることです。発災直後に
協会内災害対策本部を設置し、本部会議を開催し派遣計画を練りま
した。協会内役割分担を行い、役割に沿って実践することができた
ことは大きな収穫でした。
愛媛県からはEMIS操作訓練の指導を受け、また、災害支援ナース
の派遣要請方法の指導をいただくことができ、その中で連絡方法等
がより具体的になりました。愛媛県医療対策課をはじめ、関係
保健所からも多くのご指導をいただきましたことにお礼申し上
げます。
被災施設をはじめ、災害支援ナース所属施設から多大なご支
援をいただき、また、多くの皆様のお力をいただいてこの訓練
が実施できたものと、この場をお借りしてありがたく感謝いた
します。

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︒

○高等学校看護専攻科及び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︒

看護師が特定行為を行う際に必要な
授業科目もあります︒

詳細は放送大学ホームページを見てください︒

平成30年度4月入学生募集中 3月20日まで

放送大学

検 索

インターネットで資料請求もできます
★資料請求専用ダイヤル

0120−864−600

問合せ先

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
愛媛県看護協会会報 2018.新春号
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平成30年度 役員・推薦委員及び

平成31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30年６月３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31年度日本看護
協会代議員等の選挙を行います。平成30年度から、地区別タウンミーティングの各地区代表者は、地区理事と
して愛媛県看護協会の役員となるよう定款の改正を計画しているところです。つきましては、役員数等、改正
をするものとして、以下の要領で候補者を公募します。

Ⅰ 平成30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（以下「本会」
という）
定款第21・22・23条及び定款施行細則第９・10・12
条の規程により下記の通り、理事・監事・推薦委員
の立候補を受け付けます。
◆立候補の対象となる役員名及び推薦委員
役員名
理 事
推薦委員

保健師
助産師
看護師

定数
19名
２名
２名
４名

任期
２年
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
公益社団法人日看協定款・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31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る。

おすすめ

簡単レシピ

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30年３月８日
（木）〜４月４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

時短！超簡単レシピ
時短！超簡単レシピ
単レシピ
お揚げの和風ピザ

お揚げ…１枚（ヘルシー揚げがベスト）
長ネギ…適量
味噌…大さじ１
マヨネーズ…大さじ１
とろけるチーズ…１枚

材 料

①お揚げの表面の油をキッチンペー
パーで拭き取る
②味噌とマヨネーズを混ぜ、
お揚げに塗る
③斜め切りした長ネギを、その上にのせる
④とろけるチーズをのせ、オーブントースターで
４〜５分焼く
＊お好みの焼き上がりでお召し上がりください。

作り方
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◆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。
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レンジで簡単ちょこッと白和え
木綿豆腐…２分の１丁
旬の葉物野菜（ほうれん草、春菊、小松菜な
ど）…２株 ※今回はホウレン草を使用
人参…３㎝
いり白ごま…少々
めんつゆ（濃縮）…大さじ１

材 料

①ホウレン草をラップに包み、レンジ600Wで
1 5 秒 加 熱 、３ ㎝ の 長 さ に 切 り 揃 え て お く
②人参は短冊切りにし、耐熱容器に入れ、レン
ジ600Wで15秒加熱する
③加熱後のホウレ
ン草と人参を器
に入れ、めんつ
ゆを掛けなじま
せる
④豆腐は水気をき
り、フォークで
潰す
⑤豆腐、ホウレン
草・人参、いり
白ごまを混ぜ合
わせる

作り方

ナースセンターからのお知らせ
切に
は大 う。
証
免許 ましょ
し
保管

免許証の内容に変更ありませんか？

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。

戸籍抄（謄）本
（発行後６か月以内。免許証に記載され
ている氏名、本籍地から現在に至るま
での変更経過がすべてわかるもの）
免許証の原本（取得資格すべて）
手数料：保・助・看は1,000円
（１件につき収入印紙で納付）
准看護師は3,400円
（県収入証紙で納付）

保健所名

紛失・汚れ・破損した時︵再交付︶

名前・本籍地が変わった時︵書換え︶

30日以内に

直ちに
本籍地が記載された住民票
（発行後６か月以内。個人番号が記載さ
れていないもの）
印鑑
免許証
（紛失以外）
本人確認ができる公的証明書
（運転免許証等）
手数料：保・助・看は3,100円
（収入印紙で納付）
准看護師は4,100円
（県収入証紙で納付）

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・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）

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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お知らせ

平成29年度会員数（平成29年12月14日現在）

理事会報告

保健師
助産師
看護師

第５回
（平成29年11月16日）
協議事項

334名
222名
8,926名

准看護師
382名
計
9,864名

ナーシング愛媛Vol.152秋号人気ページランキング
（アンケート調査より）

平成30年度重点政策・事業（案）について
平成30年度基金事業について

順位

平成30年度教育委員会企画の教育研修計画
（案）
について
平成30年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦
について

項

目

１

秋のひととき（山根公園）

２

医療安全ミニ情報ワンポイントアドバイス

３

医療安全対策への取り組み

編集後記

平成30年度日本看護協会長表彰候補者の推薦に
ついて

明けましておめでとうございます。会員の皆
様には、健やかに新年を迎えられたこととお慶
び申し上げます。今回の新春号より新シリーズ
がスタートしています。皆さんからの貴重なご
意見を反映させながら、多くの方に興味を持っ
て読んでいただける ナーシング愛媛 の紙面
づくりに取り組んでいます。ホームページもわ
かりやすくなるよう工夫し掲載していますので
気軽に活用してくださいね。

キャリナースでの研修受講履歴管理について
ハラスメント防止等規程の一部変更について
各会議等出席について
第６回
（平成29年12月15日）
協議事項
定款の一部変更について
日本看護協会地区理事の改選について
平成30年度重点政策・重点事業
（案）
について
平成30年度事業計画
（案）
について
平成30年度事業実施予定
（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病院募集等）
について
平成30年度新人看護職員研修について
平成30年度訪問看護研修「ステップ１」の開催
について
日本看護協会代議員研修会開催日程について

「

葉牡丹

のユーザー登録はできていますか？

」

キャリナースとは会員専用のマイページです。

◎キャリナースでできること
会員情報の確認・変更（勤務先変更、氏名変更、住所変更、会費納入の確認 等）
・電子会員証の発行 等
①愛媛県看護協会ホームページの「キャリナース」バナーをクリック。

⬇

②「マイページ登録」をクリックし、必要事項を入力。
※登録には、免許№、県会員№、JNA会員№、メールアドレスが必要となります。

⬇

③登録したアドレスへお知らせメールが届きます。添付されているURLをクリック
すると「マイページ登録完了」となります。
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☆30年度入会手続き受付中☆

