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N U R S I N G  E H I M EN U R S I N G  E H I M E

　この度の豪雨において、被災された方々に
心からお悔やみとお見舞いを申しあげます。
皆さまの安全と被災地の一日も早い復興を心
よりお祈り申しあげます。
　また、被災者の支援に当たられている皆様
に感謝と敬意を表します。
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愛媛県看護協会通常総会　報告
平成30年度

　平成30年度公益社団法人愛媛県看護協会通常総会を６月３日に多くの会員の皆様のご参加の
もと盛大に開催することができました。今年は役員改選の年で、大西会長の任期満了に伴い、
後任として会長に就任致しました小椋でございます。未熟者ですが「愛媛県民の健康で幸福な
生活を実現する」ために保健・医療・福祉の連携、看護・介護力を繋いでゆきたいと思います。
どうか暖かなご支援・ご指導を賜りますようお願い申しあげます。
　さて、全国に先駆けて少子超高齢化、人口減少が進む当県においては、地域によって人口構
成も医療・介護事情も著しく異なっており、各地域にあった対策が求められています。
平成30年度は「診療報酬・介護報酬の同時改定」がありました。この改定の基本方針は、①人
生１００年時代を見据えた社会の実現　②どこに住んでいても適切な医療・介護を安心して受
けられる社会の実現　③制度の安定性・持続可能性の確保と医療・介護現場の新たな働き方の
推進です。
　このような社会環境をふまえ、愛媛県看護協会は、「平成30年度の重点政策・重点事業」と
して、以下の３点を掲げ取り組むこととしました。
１．各職域で働く看護職がそれぞれの専門性を発揮して、地域包括ケアシステムを推進する
２．看護職が働き続けられる働き方改革を推進する
３．看護職の人材育成及び役割拡大を推進する　の３点です。
　今年度の総会では、定款の一部変更案が提出され、現行の理事「10名以上16名以内」を「10
名以上19名以内」に変更することが承認されました。理事増員の目的は「地域包括ケアシステ
ムの推進に向けた地域の連携強化」です。各地区（①今治　②新居浜・西条　③宇摩　④松山Ⅰ
⑤松山Ⅱ　⑥八幡浜・大洲　⑦宇和島）にそれぞれ地区理事を任命し地区別タウンミーティン
グの一層の推進と地域還元を願っています。
　平成30年度、愛媛県看護協会の運営は新体制でスタート致しました。行き届かない点が多々
あるかと思いますが、会員の皆様から忌憚のないご意見をお寄せ頂き、県民が住み慣れた地域
で安心して医療・介護が受けられ、また看護職が、安心して働き続けられるよう体制整備に努
めたいと考えています。皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

公益社団法人愛媛県看護協会　会長　小　椋　史　香

ご あ い さ つ

と　　き▶平成30年６月３日（日）10：00～15：45　／　ところ▶愛媛看護研修センター
出席者数▶484名（委任状提出者　7,719名）

平成30年度愛媛県看護協会通常総会を６月３日（日）、愛媛看護研修センターにおいて開催しました。
たくさんの方に出席いただき、提出議題、報告事項などすべての事項は賛成多数をもって原案どおり可決されました。
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　三職能集会として合同で開催し始めて４回目を迎えました。当初、地域包括ケアシステムという言葉も真
新しく思いましたが、今では、全ての職能が積極的に取り組んでいます。今回、看護職能Ⅰ・Ⅱが企画・運
営を担当し、「地域包括ケア時代における『看取り』について考える」のテーマで開催いたしました。保健
所、病院、看護小規模多機能施設（看多機）、訪問看護ステーション、在宅支援診療所の医師を含め、其々
の立場から取り組みや現状を発表していただきました。

　保健師の立場から、八幡浜保健所管内の一例を具体的に紹介していただき、在宅緩和ケアシステムや連携
ネットワーク連絡会の活動についての理解を深めました。緩和ケア病棟を有する病院から看護管理者および
緩和ケア認定看護師としての立場から、在宅療養への支援の実際について、退院後の生活再編に向けての退
院支援や地域との連携について具体的に、事例を用いて紹介していただきました。複合サービス事業所（看
多機）からは、施設の機能と現状、かかりつけ医との連携、そして、エイジング・イン・プレイスを実現す
るための活動が報告され県下でも数少ない施設の特性が理解できました。訪問看護ステーションからは、在
宅で最期を迎える難しさもありますが、亡くなる前日に撮ったといわれる写真の提供もあり、在宅の看取り
における意思決定支援の重要性と、その場に訪問看護師が同席し、家族を含めた支援の重要性について伝え
て頂きました。最後に、愛南町の開業医から、多職種連携にＩＣＴを活用し、細かい情報をタイムリーに共
有することで多職種間の垣根が低くなり、各事業所やケアに関わる個人の考え方に触れることで、自らの訪
問診療に活かせることが多くあったと報告されました。

　これらの報告から、病院で最期を迎える患者が多い中、地域で各職能・職種が力を合わせて、その人らし
い看取りの実現にむけて取り組むことが大切であることを再認識させてくれました。
　会場から質問も多く活発に意見交換がされ、それぞれの立場で役割を再考できました。活発な議論の中で
も触れられた、後期高齢者の看取られる場の自己決定や、病名告知を受けていない患者の在宅での看取り、
独居の看取り、認知症夫妻の看取りなど現状における問題は多々ありますが、今後ますますの三職能の取り
組みが期待されるところです。今回、助産師職能は、テーマに制約があり会場からの意見となりましたが、
周産期の死産、胎児の看取りに対し、今後の課題として取り組みたいと発言されました。

　最後になりましたが、午後からの会の開催にも関わらず342人の参加をいただき感謝申し上げます。今後も、
地域包括ケアシステムにおいて地域差もあり険しい道ですが、地域包括システムの発展のため、三職能が力
を合わせ活動したいと考えております。今後も引き続き、ご理解ご協力をお願い致します。

『地域包括ケア時代における『看取り』について考える』
職能交流集会

座 長

シンポジスト

平成30年６月３日　看護師職能委員会Ⅰ・Ⅱ

看護師職能Ⅰ　山　田　悦　子（愛媛県立南宇和病院）

看護師職能Ⅱ　日　浅　千代美（村上記念病院）

猪　野　ユカリ（八幡浜保健所）

平　田　久　美（四国がんセンター）

渡　邊　朱　美（複合型サービス事業所　仲まち）

西　岡　陽　子（訪問看護ステーションいしかわ）

松　本　　　毅（松本クリニック）

受賞おめでとう

　　ございます

受賞おめでとう

　　ございます

瑞宝双光章

知事表彰 会長表彰

矢　野　糸　枝　氏
元国立病院機構浜田医療センター看護部長

岡　田　春　美

川　本　かよ子

合　田　かすみ

山　中　志　麻

幸　田　栄　子

保

看

保

看

保

カンゴサウルス賞
JCHO宇和島病院

福角病院

松山市民病院

松山市子ども総合相談センター

松山市民病院

西条市役所

市立大洲病院

愛南町役場

青　井　みどり

泉　　　敦　子

伊　藤　千　鶴

宇　野　みどり

岡　田　一　代

咲　川　和　代

西　嶋　真理子

西　原　妙　子

真　木　久美子

村　上　早　苗

八　木　やよい

山　田　悦　子

看

看

看

看

保

助

保

助

看

看

看

看

松山記念病院

愛媛労災病院

愛媛労災病院

伊予病院

宇和島市役所

元公立学校共済組合四国中央病院

愛媛大学大学院医学系研究科

住友別子病院

西条中央病院

河原医療大学校

十全訪問看護リハステーションずっと

愛媛県立南宇和病院
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　みなさん「フィジーク」という競技をご存知でしょうか？フィジークとは

ボディビルとは違い、筋肉が大きければ良いという競技ではなく、全体のバ

ランスが重要視される競技です。広い肩幅、絞れたウエスト、大きく広がっ

た背中などが大事になってきます。簡単に言えば逆三角形のシルエットで海

が似合う男を決める舞台であり、今日本で人気上昇中のフィットネス競技で

す。私は看護師をしている傍ら、日々トレーニングと食事管理でボディメイ

クを行い、昨年からコンテストに出場しています。

　私の趣味は仕事にも繋がっており、嬉しいことに「腕太いけど何かしてる

のですか？」と、よく患者さんやご家族から声をかけていただきます。そこ

から話が広がり、コミュニケーションのきっかけとなっています。また移乗

動作の時は頼られることが多く、患者さんからも安心して任せられています。

さらに日々の徹底した食事管理やコンテストに向けて10㎏以上の減量を行

いますので栄養学のノウハウもあります。実際に糖尿病の患者さんからアド

バイスを求められることもあり、仕事面でも活かせていると実感しています。

これからも仕事と趣味を両立し、頑張りたいと思います。

①2018年度の看護協会主催の研修（日本看護協会

主催研修、認定看護管理者ファーストレベル研

修、保健師助産師看護師実習指導者講習会）の受

講履歴を確認。

②２０１８年度以降の全国の看護協会主催の研修を

キーワード検索。

③①以外の看護協会主催の研修、施設での研修、

学会での発表、論文執筆などの業績をご自身で

入力管理。

　今年も皆様方のご協力を得て、「看護職合同就職説明2018」を無事終えることができました。看護

協会がこの事業を始めたのは平成21年度からで、ふと気がつくと、今年でAnniversary10-year 

（10周年記念）を迎えていました。その記念の年にふさわしく、参加者は過去最高の296名で、十

分準備したつもりの記念品や参加施設ガイドブックも残り２人分という状況になり、冷や汗をかき

ながら対応しました。

　協会が主催する看護職合同就職説明会も振りかえると紆余曲折がありました。会場は、愛媛看護

研修センター、ひめぎんホール、松山市総合コミュニティセンターと変わりましたが、参加者の多

くを看護学生が占めていることから、若い人に知名度が高く交通の便が良いコミセンで開催し直近

３年間で261名、204名、269名と多くの人に参加してもらうことができました。会場以外にも多

くの参加者に集まってもらうための工夫をしました。具体的には、会長と２人で、各大学の看護学部、

看護専門学校を訪問して学生への周知協力をお願いしました。２年間続けた「施設プレゼンテーショ

ン」は、参加者の拘束時間が長くなり個別相談の時間が限られてくるとのご意見で、今年は中止し

ました。それに替えて参加者に後でじっくり見返してもらえるよう「参加施設ガイドブック」を製

本して配布しました。このように、裏方では種々工夫をしています。

　あらためて、看護職の就業に関連したデータを見ると、まず、18歳人口の減少で「働く女性の

17人に１人が看護職」という現状を維持することは非常に困難となっています。一方、日本看護協

会の調べでは、この12年間で看護師の平均年齢は4.1歳上昇して2014年度は42.5歳となっていま

す。これらのことから、今後の看護職の確保には、新人看護職員の採用と、今いる看護職を辞めさ

せないで働き続けてもらうことの両側面からのアプローチがますます重要となってくることは言う

までもありません。看護協会では、今後も合同就職説明会、ナースバンク事業等々を展開して、県

内に、地域に、必要な看護職を確保できるよう皆様と連携していきたいと思いますのでご協力をお

願いいたします。

まずは、　　　　　　　　の「ユーザー登録」を！

趣 味
遊々
趣 味
遊々
ゆうゆう ゆうゆう

会員専用webページ

「研修受講履歴」提供スタート！

看護職としてキャリア開発に役立つ！受講した研修を積み上げる私だけの研修履歴

「新規登録」をクリック！！

ⓐ都道府県看護協会と日本看護協会の会員番号
ⓑ就業中の職種（保・助・看・准）
ⓒ就業中の看護職免許番号
ⓓ生年月日
ⓔご地震のメールアドレスと任意のパスワード

ユーザ登録情報　※ご準備ください！
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中川　元気
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「看護職合同就職説明会２０１８」を終えて
日付：平成30年６月９日（土）　場合：松山市総合コミュニティーセンター

副会長　立川　妃都美
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　皆様は、「看護の記念のつどい」が、毎年いよてつ髙島屋キャッスルルームで開催されているのをご存知でしょうか。
　「看護の日」とはどのようなものかというと、「21世紀の高齢社会を支えていくためには、看護の心、ケアの心、助け
合いの心を、私たち一人一人が分かち合うことが必要です。」こうした心を、老若男女を問わずだれもが育むきっかけ
となるよう、旧厚生省により、1990年に制定されたものです。

　今年の「看護の日」記念のつどいは、ちょうどフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にあたり、会場の高島屋には
０歳児から後期高齢者まで315名の来場がありました。高齢者の中には新聞で見て、楽しみにしてこられ、健康相談・
ちょこっと健康診断等でご自分の健康状態を確認する人もいました。肺年齢・脳年齢・血管年齢等、会場は盛況でした。

「ふれあい看護体験」は地域住民のために保健医療福祉施設が、見学や簡単な看護体験、関係者と

の交流などを行う行事で、実際の『看護』に触れ、感じることのできるイベントです。

　看護師を目指している人や看護に興味がある人にとっては絶好の機会となります。

　今年度は、県内37施設（学校７・病院29・訪問看護リハステーション１）がそれぞれにユニーク

なプログラムで実施し、4～82歳と幅広い年齢層の方々513名に参加いただきました。

〈愛媛医療センターは7月26日実施予定〉

参加された方々から寄せられたご意見・ご感想をご紹介します。

　愛媛県看護協会では、今年度のメインテーマを「未来に繋げよう　看護のこころ！！」と題して、43名の協力員さんや協
会職員により10ブースを開設しました。PR役は、あの「みきゃん」です。

　今回も、参加者の皆さんからアンケートをたくさんいただきましたので、その結果から、「看護のこころ」が、地域の皆
さんにどのように広がっているかをお知らせしたいと思います。まず、来場者数からですが、平成27・28年は230名程度で
したが、平成29年度から300人台と大幅に増加しました。年代は、小さなお子様連れのファミリー層と高齢者の方に２局分
化しています。どのブースも万遍に来場していますが、やはり高齢者の方には、血管年齢や脳年齢、肺年齢などの自分の健
康を客観的に測定できるブースが人気です。ファミリー層には、白衣体験やキッズコーナーが人気で、今、流行のインスタ
映えする白衣姿を載せるのでしょうか。

　準備は大変ですが、地域住民の方が自分の健康に関心を持ち、健康年齢をもっともっと伸ばしていただく機会になったり、
看護にも関心を寄せて頂く機会になった事で、私達も逆に励まされました。来年度以降も、皆様方のご協力やご参加をよろ
しくお願いいたします。

血管年齢や肺年
齢を測定して自
分の健康に関心
が持てた。

看護のことを知
る機会になり良
かった。

良いイベントだ
と思うので毎年
参加したい。

進路指導や
白衣体験が
良かった。

未来に繋げよう　看護のこころ！！

「看護の日」記念のつどい
ふれあい看護体験
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　食中毒は飲食店や家庭内だけでなく、医療・介護・福祉施設内でも発生・拡大する可能性があります。その原
因は調理部門や病原菌を排出する患者、施設利用者、職員かもしれません。食中毒を予防するために原因と対策
を理解しておきましょう。

食中毒予防

　食中毒は、原因物質である微生物（細菌性、ウイルス性、寄生虫）、化学物質（農薬、重金属）、自然毒（フ
グ毒、毒キノコ）などが付着した食品を摂取することで腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの症状を伴います。なかで
も下記のような細菌性食中毒の発生件数がもっとも多く、気温の高い夏は要注意となります。

　医療・介護・福祉施設内では、病原菌を含む嘔吐物や汚物に触れた手指、また
はそれらにより汚染したトイレやドアノブ、ベッド柵などといった環境から感染
が拡大することもあります。手指衛生は当然のことながら、症状のある患者に使
用した物品の消毒や周囲の環境清掃、必要に応じてトイレ付個室への移動を検討
してください。（写真は、ドアノブに付いた病原菌を蛍光塗料で表現したもの）
　また、施設内で食中毒の発生、件数の増加がみられた場合は最寄りの保健所へ
ご相談下さい。

　手には食中毒菌が付着しているかもし
れません。調理前や生の食肉を取り扱う
前後、トイレの後、食事の前には必ず手
を洗いましょう。また、生の肉や魚を
切った包丁やまな板から加熱しないで食
べる野菜などへ菌が付着しないようその
都度きれいに洗いましょう。

　食品に付着した菌を増やさないために、
購入後はできるだけ早く冷蔵庫に入れま
しょう。ただし、冷蔵庫内でも菌はゆっ
くり増殖しますのではやめに食べること
が大事です。

　ほとんどの菌は加熱によって死滅します。
特に肉料理は中心までよく加熱すること
が大事です（目安は中心部を75℃で１分
間以上加熱）。

腸管出血性大腸菌（O-157）
カンピロバクター
サルモネラ属菌
腸炎ビブリオ
ウェルシュ菌
黄色ブドウ球菌

（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）は、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て、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感染対策セ

ミナーを中心とした活動を行っています。

ツボ３ 施設内での感染対策

ツボ２ 食中毒予防の３原則

ツボ１ 食中毒の原因

感染対策のツボ感染対策のツボ
第３回

少量の菌でも感染する。過去には焼肉店での集団食中毒事例も。食後12～60時間。

加熱不十分な鶏肉や鶏の刺身などを摂食し発症することが多い。食後２～７日間。

生卵、オムレツ、肉のたたきなどが原因として多い。犬・猫・カメからの感染事例も。食後６～48時間。

塩分のあるところで増える菌。魚介類の刺身や寿司、加工食品が原因に。真水に弱い。食後4～96時間。

大量のカレーを調理し、加熱と冷蔵を繰り返す中で増殖する。芽胞菌のため加熱に強い。食後6～18時間。

ヒトの皮膚や鼻腔、傷に生息。傷のある手で作ったおにぎりや弁当が原因に。食後30分～6時間。

食中毒細菌名 特　徴（数字は摂食から発症までの時間）

食中毒細菌名 食中毒細菌名 食中毒細菌名

QRコード　政府インターネットテレビ　
【つけない！増やさない！やっつける！家族と自分を食中毒から守る予防法】
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　食中毒は飲食店や家庭内だけでなく、医療・介護・福祉施設内でも発生・拡大する可能性があります。その原
因は調理部門や病原菌を排出する患者、施設利用者、職員かもしれません。食中毒を予防するために原因と対策
を理解しておきましょう。
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多施設合同新人看護職員研修多施設合同新人看護職員研修多施設合同新人看護職員研修多施設合同新人看護職員研修多施設合同新人看護職員研修多施設合同新人看護職員研修

医　療　安　全 救　急　看　護フィジカルアセスメント

　私は多施設合同新人看護職員研修を４月から受講しています。今までの４回受講した研修の中で最も

深く印象に残ったのは医療安全の研修でした。その研修でご両親が子どもの異常を心配し何度か受診し、

その時には医師より「問題ない」と言われましたが、その後脳性麻痺を発症してしまったという医療過

誤のビデオを見ました。私は４月から外来透析センターに配属されています。透析中にはバイタルサイン

や全身状態等を確認しています。ビデオと同じように普段と変わりなく感じている患者様の少しの変化

を見落とすと数日間で容態が悪化するということをいつも考えなければいけないと思いました。安全・

安楽な透析を受けていただける様にもっと疾患や技術を学び、研修で教えていただいたSBARやKYT

を実践し変化に気づける看護師になりたいと思っています。

ベテル病院 兵　頭　　　香

　多施設合同新人看護職員研修では座学だけでなく、実践やグループワークを通して考え、医療従事者

としての必要な知識を学ぶことができます。新人のための医療安全では、潜んでいる危険だけでなく、

適切な回避行動まで考えることで、患者の環境を安全安楽に整えるための日々の環境整備の大切さに気

づくことができました。医療従事者として常に患者に危険がないよう、一つ一つ確認することを怠らな

いことが事故防止において重要だと感じました。小さな気づきや発見をそのままにしないこと、自分１

人で抱えこむことが何より危険であることを日頃から意識し、口に出せる勇気を持ち、気づける感性を

高められるよう努力していきたいと思います。

南松山病院 寺　西　一　輝
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喜多医師会病院　外来・放射線科主任　尾上　祐介

ナースマンが行くナースマンが行くナースマンが行く

　喜多医師会病院は大洲・喜多地区

の循環器科診療を中心とした中規模

の病院で、平成30年７月に大洲ＩＣ

付近に新築移転します。現在、私は外

来部門の主任として日々業務を行っ

ており、新病院への移転に向けて、

外来部門の待ち時間の短縮を目標に

様々な業務改善を試みているところ

です。しかし移転に関する様々な打

ち合わせが多く、不安な毎日を送っ

ています。

　私はこの病院に就職して21年目になります。高校卒業と同時に就職し、働きながら准看護師学校、正看護師

学校へと進学しました。当時は先輩や同僚の男性看護師の人数も多く、日々切磋琢磨しながら仕事を行ってい

ましたが、２年前までは私を含めて３名のみで少し肩身が狭い状況でした。しかしこの２年間で（いつぶりで

しょうか…）３名の男性看護師（うち２名が新卒）が入職しました。彼らとは部署は違いますが、お互いに勤

務中はもちろんのこと、時間外であるプライベートでも男同士のコミュニケーションを図る場を設けて、彼ら

との「男の絆」のようなものができればいいなと思っています。持論ですが男は目的に対して、職種や部下・

上司に関係なく同性の仲間を集めて、目的を達成しようとする習性があると思います。

　私の勤務歴は循環器科病棟に８年、内視鏡室に６年、その他にも手術室、心臓カテーテル室など様々な部門

を経験し、一時期は看護師不足のためにかけ持ちで勤務していたこともありました。いろいろな部門を経験し

たその背景には、まだ病棟経験しかない頃の私に「男はいろんなことを経験せえ」と、ある先輩男性看護師の

一言がきっかけでした。当時の私は

視野を広げることの重要性を直感的

に悟り、すぐに看護部長のところへ

相談に行った覚えがあります。今思

えば、これらの経験のすべてが私の

財産になっていると思います。まだ

未経験な分野もありますが、今後も

自己研鑽に励み、地域医療に貢献で

きるマルチなナースマンを目指して

頑張って行きたいと思います。

愛媛県看護協会会報●2018.夏号 愛媛県看護協会会報●2018.夏号

炊飯器でつくる大根と
手羽もとの煮込み

炊飯器でつくる大根と
手羽もとの煮込み

①半熟たまごを作ります。6分ほどゆで、
冷水につけて殻をむいておきます。

②大根は皮をむき3cmくらいの半月切りにします。
③炊飯器に手羽元、大根、調味料①から④をいれて
炊飯キーを押します。

④炊飯キーが鳴ったら半熟たまごを入れ30分程おき
ます。

⑤器にいれて完成です。

作り方

おすすめ
簡単レシピ

○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
（インターネットで資料請求も出願もできます）

〒798-0826　松山市文京町３番（愛媛大学内）
愛媛学習センター

ＴＥＬ０８９－９２３－８５４４
ＦＡＸ０８９－９２３－８４７９

放送大学 検 索

欲増食食 増進！！ シシレレシ単単 ピピピレレ ピ

●鶏肉手羽もと…10本　●大根…１本
●たまご…４個　
●調味料…①醤油…大さじ３　
　②みりん…大さじ３　③酒…大さじ３
　④砂糖…大さじ１

材　料
（４人分）

レンジでチン
ピーマンの昆布あえ
レンジでチン
ピーマンの昆布あえ

①ピーマンを細切りにし、耐熱容器にい
れラップをし、500wで3分加熱する。

②熱いうちに塩昆布を加えてまぜごま油を加えます。
③器にもります。
ごま油の代わりにオリーブオイルに少しお塩をく
わえたりシーチキンなどまぜたりアレンジ色々し
て楽しめます。

作り方

●ピーマン…６個程度
●塩昆布…２つまみ
●ごま油…小さじ１

材　料
（４人分）

平成30年10月入学生募集中！
（平成30年９月20日まで）

食欲増進！簡単レシピ食欲増進！簡単レシピ
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炊飯器でつくる大根と
手羽もとの煮込み
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ＴＥＬ０８９－９２３－８５４４
ＦＡＸ０８９－９２３－８４７９

放送大学 検 索
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レンジでチン
ピーマンの昆布あえ
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お知らせお知らせ
理事会報告

ナーシング愛媛Vol.154春号
人気ページランキング（アンケート調査より）

項　　　目順位
１
２

３

平成30年度第１回（平成30年４月20日）
協議事項
●平成29年度収支決算（見込）について
●平成30年度公益社団法人愛媛県看護協会通常総
会について

●平成30年度事業（基金）について
●平成30年度地区別タウンミーティング構成員・
責任者（案）について

●平成30年度各委員会・協議会委員の選出について
●平成30年度保健師助産師看護師実習指導者講習
会（案）について

●研究倫理委員会規程（案）について
●重症度、医療・看護必要度評価者　院内指導者
研修の開催について

●各会議等出席について

第２回（平成30年５月18日）
協議事項
●平成29年収支決算の承認及び監査報告について
●平成30年度公益社団法人愛媛県看護協会通常総
会について

●各会議等出席について

第３回（平成30年６月３日）
協議事項
●代表理事（会長）の選定について
●業務執行理事の選任と役職について
●職能委員長の選任について
●委員会・協議会・検討会担当理事の選任について
●新常勤理事の選任について
●副会長の職務代行順序について
●理事会議事録署名人について

平成30年度会員数
（平成30年７月15日現在）

保 健 師……316名

助 産 師……220名

看 護 師…8,696名

准看護師……342名

　　　計…9,574名

　夏本番！新人看護師の皆さんは職場に慣れま
したか？
　広報委員会は新理事と２名の委員交代で活動
を開始！より良い広報誌をお届けできるよう奮
闘しております。
　現在は、広報誌評価について模索中です。先
月号では年代別にお願いしましたが差は見られ
ませんでした。これからも、ご意見・ご感想宜
しくお願い致します。

広報委員会委員長：鎌倉（十全総合病院）

編集後記編集後記編集後記

　皆様、こんにちは。６月より

新しく愛媛県ナースセンター長

に就任いたしました大西です。

　ナースセンターは、愛媛県の

看護職確保の拠点として大きな

役割を担ってきましたが、知名

度はそれほど高くありません。

求職者や求人施設だけでなく、

全ての看護職の皆様にもっと

もっとナースセンターのことを

知っていただき、就業のことな

ら「ナースセンター」にと思っ

てもらえるよう、頑張りますの

でよろしくお願いいたします。

大西　満美子

１.ナースバンク事業
●求人・求職の無料職業紹介
●求人・求職情報の提供・相談
●看護職の離職時届出制度の推進

２.再就業支援事業
●復職支援実技研修
●給付型「実践型就業チャレンジ研修」
●セカンドキャリア講習会

３.訪問看護支援事業
●訪問看護研修「ステップ１」
●在宅に向けて多職種連携に関する研修会
●在宅ケアを推進するための看護職の集い

４.「看護の心」普及事業
●「看護の日記念のつどい」「ふれあい看護体験」
「看護の出前授業」

５.看護職県内定着推進事業
●看護職合同就職説明会
●看護職のＷＬＢの実現

と思われた方がいらっしゃるかも分かりませんが、「看

護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて、

愛媛県知事から指定されている看護職員（保健師・助

産師・看護師・准看護師）確保の拠点です。

　主な役割は「無料職業紹介」で、求職・求人双方から

の相談を経験豊富な看護職が親身になって支援します。

　また、再就業に不安をお持ちの看護職の方に安心し

て復職していただけるよう、「復職支援実技研修」や

希望の病院や施設で事前に研修を行い、研修終了後に

給付金が受け取れる「実践型就業チャレンジ研修」な

どを開催しています。

愛媛県ナースセンター長
からのメッセージ

ナースセンターからのお知らせ

看護職の免許を活かして働こうと思った時、まず、
愛媛県ナースセンターにご連絡・ご相談ください。

◉ 事 業 内 容 ◉

愛媛県ナースセンターって「何をするところ？」

看護職の免許を活かして働こうと思った時、まず、
愛媛県ナースセンターにご連絡・ご相談ください。

愛媛県ナースセンターって「何をするところ？」

◎退職される方、届出票の提出にご協力ください。

平成29年度状況報告
（平成29年４月～平成30年３月）

届出票提出時の就業状況

■就業していない　　　■就業していないが求職中
■就業中・就業予定（看護師等）
■就業中・就業予定（看護師等以外）
■学生　　　■その他　　　■無記入

総届出人数　３８９名

119名
30.6％

116名　29.8％

100名
25.7％

13名　3.3％

４名　1.0％

16名　4.1％
21名　5.4％

①役に立った内容

項　　　目順位
１
２
３

感染対策のツボ
多職種で取り組む医療安全
平成29年度「在宅ケアを推進するための
看護職の集い」

ナースマンが行く
趣味遊々、おすすめ簡単レシピ
感染対策のツボ

②楽しみな内容

◀
ス
イ
カ
割
り
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