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災害支援ナース派遣実績
地 域

活動拠点

大 洲 市

大洲市
総合福祉
センター

宇和島市

西 予 市

活動内容

時

間

期

間

※派遣
日数

派遣
実人数

派遣
延人数

救護班要員

10：00〜16：00

７/11・７/12

２

１

２

避難所巡回
健康調査

16：00〜20：00

７/14〜８/31

４３

７１

１２１

福祉的避難所
夜間支援

19：00〜
翌朝9：00

７/21〜７/31

９

１６

１８

吉田公民館

避難所巡回
健康調査

８：30〜17：00
16：00〜20：00

７/14〜７/16
７/18〜８/24

３
３１

２
３８

６
６２

西予市
社会福祉
協議会
野村小学校

傷病者ケア
避難所巡回
健康調査

10：00〜16：00

７/17〜８/20

３３

４９

６５

野村小学校

避難所巡回
健康調査

16：00〜20：00

８/１〜８/20

１８

２４

３６

１３６

３１０

８/21から赤十字「こころのケア班」へ引き継ぎ

※台風などにより派遣中止日あり

災害支援ナースが実施したケア
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◇擦過傷

◇熱中症対策

◇精神障害者のケア

◇刺し傷
（釘、トゲ等）

◇感染症対策

◇認知症者のケア

◇切り傷・打撲

◇慢性疾患の悪化予防

◇こころのケア
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各地域へ初動で派遣された、災害支援ナースからの報告です。
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看護職能団体の一員として、被災した看護職の心身の負担を軽減し支えるよう努

災害支援
ナースとは

め
めるとともに、被災者が健康レベルを維持できるように、被災地で適切な医療・看
護
護を提供する役割を担う看護職のことです。

今治市

上島町
上島町

都道府県看護協会の会員であること

今治市

実務経験年数が５年以上であること

松山市
松前町
東温市

西条市

新居浜市

四国中央市

伊予市
伊方町
八幡浜市

大洲市

砥部町
久万高原町
内子町

鬼北町

中予地域
28施設 129名

愛南町
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災害支援ナース養成のための研修を受講している
こと
※登録後２〜３年に一度フォローアップ研修を受講す

松野町
宇和島市

（平成29年12月１日現在）

所属施設のある場合には、登録に関する所属長の
承諾があること

東予地域
21施設 92名

西予市

合計 278名

登録要件

南予地域
16施設 57名
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る必要があります。

皆さんも災害支援ナースに登録しませんか？

リソースナース・マネジメント委員会 認知症看護部会主催
平成３０年度 認知症看護研修
（東予・南予）
開催しました！
７月21・22日に東予、８月18・19日に南予で

アンケート結果では、「現実的な研修だった」

認知症看護研修を開催しました。東予では66

「ディスカッションし、色々な意見を聞けた」

名、
南予では62名の方の参加がありました。

等の意見がありました。東予のアンケート結果

この研修は、愛媛県内の認知症看護の質向上

では、
「研修内容に満足できましたか」という質

のために、認知症看護認定看護師５名が集まり

問に95%の方が①満足できた②だいたい満足で

検討を重ね、平成28年度の診療報酬改定で新設

きたと答えています。

された「認知症ケア加算２」の要件を満たす研
修を構築しました。今年度で、３年目の開催と
なります。
研修では、最初に愛媛大学の谷向先生が、認

Ｑ７満足度
③あまり満足
できなかった
３%

④不満足
０%

⑤無回答
２%
①満足できた
47%

知症の原因疾患・治療などを講義され、その後
愛媛県内の認知症看護認定看護師が認知症の症
状、コミュニケーション、連携体制、療養環境
等の講義をしました。
認知症の人の療養環境では、PEAP
（ピープ）
：
専門的環境支援指針（認知症の人にとって望ま

②だいたい
満足できた
48%

しい環境づくりの考え方や具体的内容を示した
指針）に沿って、アセスメントと環境支援につ
いて具体的に講義がありました。例えば排泄で
あれば、意思表示する、トイレまで行く、ドア
を開ける、下着をおろす、便座に座る、紙を取
る、最後に部屋まで戻れるのか、これは一部に
過ぎませんが、排泄行為を細かくアセスメント
する方法の講義内容でした。
危ない！
おむつを
しているから
大丈夫

上記の写真は南予で開催された研修風景です。
南予の研修は、豪雨による災害後であったため、
開催の有無について悩むこともありました。し
かし、南予でも各地の病院から参加していただ
くことができ、安堵しました。
研修開催にあたっては、愛媛県看護協会の支
援はもちろんのこと、研修開催場所を提供、協

できるだけ、トイレでの排泄を目指した看護
を実施してほしいと思います。
２日目には事例検討を実施し、事例を通して
看護計画を具体的に考えました。

力して下さった、「住友別子病院」「市立宇和
島病院」の方々に感謝いたします。
リソースナース・マネジメント委員会認知症看護部会

愛媛県立新居浜病院 真鍋光子
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教育委員会研修報告
組織活動を円滑にするコミュニケーション力
日時：平成30年７月４日（水）10：00〜15：30
講師：株式会社グッドコミュニケーション 代表 中田康晴先生
教育委員 宇和島保健所 曽我 直世
この研修は、自己を知り他者を理解することにより組織内の人間関
係を築き、チームの働きを強化できることを目的に開催しました。講
義で説明されたことをすぐワークで体験し、人間関係を良好にするた
めの知識を深める事ができました。内容は、認知行動療法、アンガー
マネジメント、マインドフルネス等、様々な理論や技法が活用できる
ように構成され、職場でやってみたい！との声も多くありました。
他者理解にはまず自己理解から、ストレスは自分で作り出している
ことを知りセルフコントロールが基本、自分自身が自己開示を広げる
ことで人間関係が改善すると学びました。また、他者を４つのタイプ
分類で理解することで、会議等でどのタイプの人に最初に発言しても
らうかで流れが変わってくるなど面白い発見もありました。
受講生は、
『他人と過去は変えられない』こと、言語化して伝えるこ
との大切さを再認識でき、満足度も高く笑顔の多い研修となりました。

現場で活かせるファシリテーションのスキルを学ぼう！
日時：平成30年７月12日
（木）9：30〜16：00
講師：ひとづくり工房esuco ナースファシリテーター 浦山絵里先生
教育委員 西条中央病院 大久保 美喜
この研修は、会議やカンファレンス、研修会におけるファシリテー
ションを実践する方法を学ぶことを目的に開催しました。
受講者が自分のニックネームを記入したネームホルダーを首から下
げ、研修はスタートしました。講師の浦山先生こと〝うらりん〟は、
看護師である自身の体験談を交えながら、医療現場でのカンファレン
スや会議等で起こりやすい実例をとてもわかりやすく講義していただ
きました。そして講義で得た知識をペアワークやグループワークする
ことで、学びを体験し、体感して学ぶ研修でした。
ペアワークが繰り返されるごとに、受講者の声のトーンも大きくなり、
研修会場は笑い声があふれ、
楽しく、
イキイキとした雰囲気で進みました。
受講者からは今回のような楽しく身につく研修を継続して欲しいと
の声が上がりました。
楽しく学び、現場で活かせるスキルアップをモットーに、ワクワク
する研修を今後も企画していきたいと思います。
6
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第２回 リソースナース全体交流会
地域包括ケアシステムにおける看護職の連携
〜看護職の活動の実際と今後への展望〜

リソースナース・マネージメント委員会

愛媛県立中央病院 矢野 奈美
第２回リソースナース全体交流会が6月30日に、愛媛
県内の専門看護師、認定看護師、認定管理者（以下リ
ソースナース）68名と保健師3名が参加し、専門性を
生かし地域と連携を図り、多部門とどのように協働し
ていけばよいかを話し合い、主体的な活動を行う上で
の動機づけになることを目的に開催しました。

愛媛県の現状は、人口減少、高齢化にともない要介
護認定者の増加が見られます。「地域包括ケアシステ
ムにおける看護職の連携」をテーマとして、宇和島保
健所健康増進課の兵頭昌子課長（保健師）に、保健師

昨年度の交流会では、同じ分野の看護師が問題共有

の役割や高齢者を中心とした保健所の取り組みを実際

を行いましたが、今年度はそれぞれの専門性を生かし

の事例を交えて話題提供していただきました。現状の

て、患者にどのような支援ができるのか、互いに協働

課題は、認知症や難病の困難事例の増加・地域も病院

する重要性や、地域と密接につながっている患者・患

も相談窓口がわかりにくい・在宅での看取りが増加す

者家族と病院をつなぐ手段を再認識することで患者の

るなかで、スタッフの対応遅れなどが見出されました。

全体像を理解した活動への取り組みをイメージできた

また、山木一恵皮膚・排泄ケア認定看護師に訪問看護・

研修となりました。

介護施設と連携した排泄に問題を抱えた患者の看護に
ついて、松田佳美糖尿病看護認定看護師から精神疾患

研修後のアンケートでは、約97％の参加者が交流会

を持った糖尿病患者の問題解決のために行政、精神病

は非常に満足、まあまあ満足と答えていました。保健

院と連携が必要であった患者支援の問題点について話

師の発表やグループワークへの参加により、保健師の

題提供していただき、地域と病院をつなぐ連携を具体

活動や行政の取り組みを知ることができ、またグルー

的に示していただきました。

プワークでは地域の課題を見出すことができ充実した
研修でした。

グループワークでは、東予・中予・南予の地域別に
リソースナースが集まり、それぞれの立場から「地域

リソースナース全体交流会は、愛媛県下で活動する

と病院間の連携の現状と課題、今後への期待」につい

リソースナースが、病院の内部資源・地域の有効資源

て意見を交換しました。連携を図る視点で保健師の方

として、地域の役に立つ活動を行い、医療・看護の質

にグループワークにも参加してもらい、地域と病院の

の向上につなげる交流の場です。来年度も多くの参加

連携の重要性と問題点を共有していきました。

者を期待しています。
愛媛県看護協会会報 2018.秋号
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地区別タウンミーティングの活動だより
第１回 宇摩地区
代表：毛利 美鈴（四国中央病院）
地区別タウンミーティングの活動をシリーズでお知らせします。トップバッターは、宇摩からです。
宇摩地区は四国中央市が一つの医療圏域となっています。在宅療養の要となる診療所の数が全国平均と
比べると少ない地域ですが、四国中央市地域包括支援センターが、在宅医療連携拠点センターと連携し
て積極的に活動しています。
タウンミーティングでは、まず、市や保健所の活動について情報を共有し、急性期病院・介護施設・
訪問看護ステーション、それぞれの施設の連携状況を話し合いました。保健所が実施したアンケート調
査や各施設の現状から見えてきた課題は、「医療と介護に関わる人たちが、お互いに欲しい情報がちが
う」など意識のずれがあるということでした。そこで、宇摩地区では「医療と介護間で必要な情報を共
有できるしくみづくり」を目標に挙げました。目標達成に向けて、今年度は在宅に関わる看護師と介護
支援専門員の合同研修会を11月に開催します。
「看護師と介護支援専門員が大いに語ろう！」というテー
マで、日頃感じていることを語り合い、お互いが理解し合える場になることを、タウンミーティング構
成員全員が楽しみにしています。

（会員専用WEB）のユーザー登録はお済みですか？
キャリナースでは会員情報の確認、勤務先変更、氏名
変更、住所変更、会費納入の確認、電子会員証の発行、
文献検索などご利用いただけます。
さらに６月より「研修受講履歴」のサービスがス
タートしました。
以下の業績をご自身で入力し管理できるようになります。

2018年度以降の愛媛県看護協会での研修
施設での研修、学会での発表
論文執筆などの業績
ぜひ、キャリナースのユーザー登録をし、貴方の看護職としての

キャリア開発にお役立て下さい！
8
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キャリナースの
登録はこちら

感染対策のツボ

第４回

インフルエンザの感染対策

インフルエンザは家庭内や学校、職場だけでなく医療・介護・福祉施設内でも拡大し、患者や入所者が亡くなっ

てしまう事例もあります。そのため、インフルエンザの流行を防ぐためには施設全体での感染対策が重要です。

ツボ１ インフルエンザとは
インフルエンザウイルスＡ型、Ｂ型によって引き起こされる感染症です。潜伏期間は１～３日間（２日間が最も
多い）
、感染期間は発病１日前～発症後５日間です（重症例や免疫が低下している場合は感染期間が延長）
。症状は、
３８℃以上の急な発熱と全身倦怠感、筋肉痛、関節痛、頭痛、咳、咽頭痛、鼻汁が一般的ですが、次の症状でもイ
ンフルエンザと診断されたことがあります。流行期にはインフルエンザを疑うことが必要です。
□ 『食欲がないだけ』『手足に力が入らなくなった』『転倒後に動けなくなった』：特に高齢者は症状が出にくい。
□ 『持病の喘息がひどくなった』：喘息を持っている方は、思い込みに注意。
□ 『鼻汁だけ』『咽頭痛だけ』：解熱鎮痛剤や副腎皮質ホルモン剤の常用者では、体温が上昇しないことも。

ツボ２ 個人で行う感染対策
インフルエンザの感染源は、ウイルスを含む鼻汁や口腔内分泌物で
す。感染経路は、咳やくしゃみなどと一緒に飛散したウイルスを吸い込
む飛沫感染、そして鼻汁や分泌物が付着している環境に触れた手からの
接触感染があります。そのため、感染対策は手指衛生やサージカルマス
クの着用、環境清掃・消毒が重要となります。特に発症者は感染を拡大
させないためにしっかり行いましょう（咳エチケット）
。また、体調管理
や人混みへの外出を控えることも感染対策になります。インフルエンザ
ワクチンの接種も、発症予防や重症化予防に一定の効果があります。

ツボ３ 施設で行う感染対策
インフルエンザ流行前
 職員全員に標準予防策（手指衛生・マスク着用・咳エチ
ケットなど）やインフルエンザ対策に関する研修を行う。

インフルエンザ流行期
 入院患者や入所者に対して、発熱や風邪症状がないか毎日確認す
る。症状があればインフルエンザを疑い感染対策を遵守する。

 職員によるインフルエンザの持ち込みを防ぐため、体調

 新規の入院患者・入所者には、発熱や風邪症状の有無を確認する。

不良時は所属長への報告やサージカルマスク着用、食

 有症者の居住エリアは、アルコールなどで環境清掃・消毒を行う（ド

事時はほかの職員と別の場所・時間でとることを指導す

アノブ、手すり、テーブル、リモコンなど高頻度接触表面を中心に）。

る（体調不良の職員が無理をして勤務し、患者や職員に

 必要に応じて面会制限のポスターを掲示する。

インフルエンザが拡大してしまった事例も多い）。

 外来エリアでの交差感染を防ぐため、有症者には咳エチケットを説

 職員にインフルエンザワクチン接種を推奨する。
 施設利用者・入所者にインフルエンザワクチン接種を検
討する。

 インフルエンザ発症者と接触した患者や入所者に、抗インフルエン
ザ薬の予防投与について検討する。

 施設の入り口や待合室、エレベータなどに咳エチケット
のポスターを掲示する。

明し他の患者から離れて待機してもらう。

 インフルエンザによる集団発生や死亡事例発生時
には、最寄の保健所へ相談・報告を行う。
 地域のインフルエンザ流行状況を把握する。

参考資料 ： 季節性インフルエンザ 感染対策の基本 （日本感染管理ネットワーク発行）

（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。
愛媛県看護協会会報 2018.秋号
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平成30年度 中堅期助産師研修会 6月30日（土）
「すべての妊産婦と乳幼児を守る災害支援」

テーマ：「小児周産期リエゾンについて」
愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課

課長 竹内

豊先生

「すべての妊産婦と乳幼児を守る災害支援」
高知県小児周産期リエゾン
西日本集中豪雨災害にあわれた皆さまに心よりお見舞い申し上げます
と共に、一日も早い復興をお祈りいたしております。
おりしも７月６日から集中豪雨が起きたほぼ一週間前に、「すべての
妊産婦と乳幼児を守る災害支援」というテーマで中堅期助産師研修会が
開催されました。30年以内にいつ起こってもおかしくないと報じられ
ている「南海トラフ地震」の災害時などを想定しながらの研修でした。
テーマの内容に興味がある助産師30名が参加しました。
「小児周産期リエゾン」という言葉を初めて聞かれる方もおられると
思います。災害時の医療対策において、精神科領域・妊産婦乳幼児期領
域の対象者には、より専門的な知識や訓練された技術が求められます。
「DMAT・DPAT・小児周産期リエゾン」の３分野の医療災害チームを
組むことで、より必要な災害支援を早急に行うことができることを学び
ました。また実際の災害支援において大切な事は、「災害医療時のルー
ルを知る」という事をグループワークをとおして学びました。１人１人
がルールを知っていれば、グループに課せられた課題を効率よく短時間
で行う事ができました。
緊急災害の時にこそ「１.ルールを知る
（①大規模災害時は「県」を中心
に活動する。②２次医療圏内で完結する。③連絡は災害対策本部にする。）
２.日常に近づける ３.みんなでする」ということが、重要であると学び
ました。講義を聞き、自部署での災害支援のルールや実際に動くことが
できるルールがあるのかを振り返る機会にもなりました。
研修後に思いもよらない集中豪雨災害が起き、今、まさにさまざまな
災害支援が行われています。小さなことからでも、無理のないようにで
きる事から支援する。みんながする。私たちの身近でいつ、どのような
災害が起きるか分からない事を常に思い、災害からすべての妊産婦と乳
幼児を守るために助産師としてどのように動けば良いか、１人１人が考
えることができました。
（文責：助産師職能委員会 愛媛県立中央病院 嶋屋順子）
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渡邊 理史先生

訪問看護研修「ステップ１」
訪問看護研修「ステップ１」は今年で23年目になり、これまでに
700名以上が受講しています。対象は訪問看護ステーションに勤務し
ている、病院勤務だけど在宅看護に関心がある、訪問看護師を目指
している看護職で、講義・演習・実習を含む充実した内容の研修です。
皆さんも県内各地の看護職と出会い、共に学び、語り、食べ（？）
訪問看護を深めてみませんか？
ぜひ研修予定をチェックしてご参加ください。

久万高原町立病院

大野 由美子

訪問看護研修「ステップ１」には、今後訪問看護の道に進むためと、
現在病棟で退院支援に関わる中で研修の学びを現場に生かしたいと思い
参加しました。
私は現在まで病棟での勤務経験しかありません。
訪問看護は、利用者の
「生活」
を中心とした視点が求められます。
「生活」を継続していくために
は、医療的課題の解決も重要で、利用者や家族と一緒によりよい「生活」
を考えていく看護師の役割の大きさややりがいを感じました。在宅で使
用する福祉用具や、在宅ならではの清潔ケア方法など演習を交えた内容
で深く学ぶことができました。また、在宅に限らない基礎的な看護技術
やコミュニケーション技術は病棟でも実践していきたいと思いました。
この研修では、県内の訪問看護ステーションや病院で勤務する仲間と約
３か月学びを共にし、自身の看護観を改めて振り返る機会にもなりました。

医療法人誓生会訪問看護ステーションちかい

河上 彩

訪問看護研修「ステップ１」を受講し、訪問看護師としての倫理から
保健医療福祉をめぐる社会動向、また訪問看護ステーション運営の基礎
や看護計画の立案、疾患別の看護等、多岐にわたり学ぶことができました。
訪問看護師として約１年半、病院看護との違いに悩み、葛藤し、迷いな
がら過ごしてきました。しかし、この研修の毎時間、自分の日々の訪問看護
を振り返りながら、反省したり、また逆に間違いではなかったと自信に繋が
る時間となったり大変有意義な時間を過ごすことができました。そして、今
回一緒に研修を受けた16名の方との出会いはとても貴重で、訪問看護師な
らではの悩みや難しさを共有することができ、とても心強い存在でした。他
のステーションが工夫していることなども教えていただき、新たな発見の多
い刺激的な時間でした。
この研修を訪問看護の現場で活かしながら、また明日から元気に頑張っ
ていきたいと思います。

愛媛県看護協会会報 2018.秋号
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現場のケアの質を上げる！
ノーリフティングで患者もケアの実践者も安全・安楽に
平成30年７月24日
（火）10：00〜16：00 社会福祉委員会
講

師

ナチュラルハートフルケア代表理事 理学療法士 下元 佳子先生

社会福祉委員会では、職業性疾患である腰痛予防を行うこと
で健康被害を防ぎ、安心して長く働き続けられる職場づくりと、
職員・利用者双方に優しいケアの実現に向けて腰痛予防研修を
開催しました。
厳しい暑さの中、
26施設50名の参加があり、経験をもとに幅
広い観点で語られる内容に感心したり反省したりの１日で、ア
ンケート結果も非常に満足度の高いものになりました。
「専門職の腰痛＝持病」として妥協するのではなく、自分の
知識や技術が最新のエビデンスと整合性はあるのか、日常生活
のケアを見直す機会となりました。
ノーリフティングケアをスタンダードケアにするには、実践
者の意識改革や福祉用具の購入（環境調整）、技術力の向上な
どが必要ですが、個人の知識・技術に留まらず、組織体制の整
備に繋がればと思います。
また、本研修が対象者の心身機能の向上、職員の腰痛やそれ
に伴う離職者の減少や人材確保など定着促進になることを期待
しております。

医療安全推進週間キャンペーン活動
＜平成30年11月25日〜12月1日＞

標語大募集
テーマ『多職種連携で取り組む医療安全の推進』
募集期間▶11月1日〜11月30日
対 象 者▶愛媛県下の医療・福祉施設で勤務する者
※職種は問いません

応募内容▶１施設20作品まで
12
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ナースマンが行く
愛媛県立中央病院救命救急センターICU

重友

保樹

愛媛県立中央病院は、全33科、病床数827床、愛媛県の
基幹病院として「県民の安心の拠り所となる病院」を目
指し、様々な役割を果たしています。私は小学生時代、
友達を亡くしたのがきっかけで看護師を目指し、入職時
に救命救急センターICU（以下、救命ICU）の配属を希望
し、今年で７年目になりました。現在は救命救急初療室
（以下、初療室）も兼務しています。三次救急を担う初
療室では、急性心筋梗塞、脳卒中、急性大動脈解離、多
発外傷、熱傷、心肺停止などの重症患者が24時間365日来
院され、初期治療や看護を提供しています。私は、要請があればドクターカーで医師と共に現場へ行き、病院
前看護も行っています。また、現在はフライトナース候補生として修業中で、９月から訓練を開始する予定で
す。病院前や初療室での活動で、重症患者を目の前にすると手が震えることもありますが、救急科医師をはじ
め各科医師や先輩・同僚看護師と協力し合いながら、最善の治療・看護が提供できるように日々奮闘しています。
救命ICUでは、初療室で初期治療や手術室で治療を受け
た重症患者が、
継続して集中治療・看護を受けるために入室
されます。私は患者のゴールは元の生活に戻れることだと
思っています。患者が退院するまでの初めの段階を、救命
ICUで過ごされます。超急性期の段階から、患者が元の生
活に戻ることを意識して、多職種とのカンファレンスの実
施、ケアの実践、評価をしながら看護を提供しています。
退院・転院前に訪ねてくれる患者の元気になった姿や、明
るい表情を見る時が、やりがいや喜びを感じる瞬間です。
私は看護師として働く傍ら、フィールドホッケーというスポーツも仕事と同じくらい熱を入れて取り組んで
います。前年度愛媛県で開催された、愛媛国体にも選手として出場し、現在も選手として練習に励んでいます。
スポーツや仕事で得たことを、それぞれの場で活かすこともできるので、今後も頑張っていきたいと思います。
また、県立中央病院には男性看護師が56名います。
男性看護師会という全体の懇親会も１回/年開催され、男性
の熱いトークが炸裂し、夜遅くまで飲み明かす
こともあります。まだまだ少ない男性看護師で
すが、交流の場があることで団結力も生まれや
すいです。今後は懇親会だけではなく、勉強会
なども開催して、男性看護師の活躍の場を広げ
られたらいいなと思っています。
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ナースセンターからのお知らせ

県内141病院を訪問
愛媛県ナースセンターの事業等を紹介させていただきました！
愛媛県ナースセンター長

大 西 満美子

ナースセンターは、県内の看護職確保を目的に、求職者と求人施設を積極的に増加させ、看護師等の無料職
業紹介件数を増やす役割を担っています。
ナースセンターが求職者を把握するには、平成27年７月から開始した「看護師等の離職時等の届出制度」に
よる届出が有効な手段となっています。平成29年度は389名の届出がありましたが、離職者の実態とは大きく
相違があると考えています。
また、病院だけ見ても県内141病院中、ナースセンターへの求人登録は95病院（67.4％）で、まだまだナー
スセンターが活用されていない状況がうかがえます。
そこで、平成30年度は全病院を訪問し、看護管理者の方に看護職員の離職時の届出を出してもらうことの協
力依頼と求人が必要な病院には求人登録をしてもらうことをお願いしています。平成30年６月から８月31日
の間、90病院の訪問をさせていただきました。

地区別求人登録病院数

地区別求人登録病院数
98.1％

１５０

１００.０％
67.4％

１００

６０.０％

54.1％

141
35.7％

５０
61
０

33

東予

８０.０％

52

51

中予

28

95

登録病院数
登録率
（％）

２０.０％

10

南予

４０.０％

全病院数

合計

０.０％

求人施設の増加
訪問した90病院（平成30年８月30日現在）中、ナースセンターへの求人登録は73病院(81.1％)でした。中予
地区の大半の病院が求人施設の登録をしていますが、東予では54.1％、南予では35.7％と登録が半数前後であ
ることから、求人の第一歩はまずナースセンターへの求人施設登録をお願いしました。

求職者の増加
ナースセンターが求職者を把握する方法はナースセンターへの登録者やハローワークの移動相談に来られた
方、そして「看護師等の離職時等の届出制度」に基づいて届出をした離職看護職者になります。この中で昨年
の届出者数は、病院の離職率を考えると決して多い数ではありません。
求職者を早期に就業に結びつけること、就業を迷っている人が潜在化しないために、届出により多くの求職
者を把握し、求人施設様へ紹介できるよう努力をしていきたいと思います。

看護職の皆様、離職時には就業の有無にかかわらず届出の提出をお願いします。
ナースセンターは看護職の求職者と求人施設をサポートします。まず、愛媛県ナースセンターにご連絡・ご
相談ください。

公益社団法人愛媛県看護協会（愛媛県ナースセンター）〒790-0843 松山市道後町2丁目11-14

TEL.089−924−0848 FAX.089−996−8425
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Քຎ͈ΩχȜΑεΛΠ
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パワースポットの第２弾は三島神社の乳出の大イチョウです。
実は、この神社を探すのにとても苦労をしました。三島神社は、
全国にたくさんあり、愛媛県でもネット検索すると10くらいヒッ
トし、ナビにも引っかからず、あちこち訪ね、３つ目にやっとた
どり着いたのでした。
712年（和銅５年）ごろに植えられたと伝えられている巨大な
イチョウは県の天然記念物に指定されています。幹周７メートル
余り、樹高約45メートルと記録されており、幹のあちこちから２
メートルにも及ぶ長い気
根が垂れ下がっています。
この皮を煎じて飲むと母

し、雄でも気根はできるそうです。）1300年余り、この地に根付

⬆

れています。イチョウの木には雌と雄があり、この木は雌。（しか

⬆

乳の出が良くなるという言い伝えから「乳出の大イチョウ」と呼ば

いている巨木を見上げていると、何だか、もやもや、イライラして
いる自分がちっぽけに感じてきました。
今度は、葉っぱが黄色く色づ
く頃に再び、訪れてみようと思います。
【文責 市立八幡浜総合病院 吉田綾子】
アクセス：〒791-3522 喜多郡内子町中川

秋なすを使ったヘルシーメニュー
レンジで簡単！ 豚肉と野菜のミルフィーユ

おすすめ

簡単レシピ

▶材料（2人分）調理時間10分

豚バラ肉（お好みでロース肉）…100ｇ
なす…１本
にんじん…1/2本
だいこん…1/3本
きざみねぎ・白ごま
たれ
（ポン酢…大さじ２・ごま油…大さじ１）

▶作り方

①豚肉は食べやすい大きさに切り、なす、にんじん、だいこんは薄切り
にし水にさらしてアクをとり水気を取っておく。
②耐熱皿に具材を順番に並べ、軽くラップをして電子レンジで６〜７分
程加熱する。
③きざみねぎと白ごまをちらし、たれをかけたらできあがり。
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お知らせ
て
って
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技術
看
護技
看護

復職支援実技研修のご案内

受講料
無 料

日 時：毎月 第１月曜日
（13：00〜15：30）
平成３０年 １０/１、
１１/５、
１２/３、
平成３１年 １/７、
２/４、
３/４
※講師・会場の都合により変更する場合があります。
場 所：愛媛看護研修センター
対象者：看護職（新人、経験者を問わない）

☆申込み・問い合わせ先
公益社団法人 愛媛県看護協会
愛媛県ナースセンター
〒790-0843 松山市道後町2丁目11-14
TEL089-924-0848 FAX089-996-8425
☆担 当：三好・上杉

◆平成30年度の継続入会手続きはお済みですか？

平成30年度会員数

（平成30年９月16日現在）

11月中旬から次年度継続入会手続きが始まります。
平成30年度分の会費が未納の方は、
速やかに手続きをお願いいたします。

保 健 師……328名
助 産 師……225名
看 護 師…8,995名

理事会報告

准看護師……352名
計…9,900名

平成30年度第４回（平成30年７月20日）
協議事項
組織図について

第５回（平成30年９月19日）

委員の任期について

協議事項

平成30年度事業（基金）
について

愛媛県看護協会 教育の基本方針と平成31年度

平成30年度通常総会・職能交流集会の振り返り

の教育計画について

について

平成31年度認定看護管理者教育課程ファースト

教育計画の見直し（案）
について

レベル・セカンドレベルの開催について

各会議等出席について

各会議等出席について

編集後記
先日、テレビを見ていて、このお笑い芸人
さん「すごいな」と何度もつぶやいてしまい
ました。笑顔を絶やさず、常にポジティブな
言葉を発している姿は周囲の人達を元気にし
ていました。自分の行動が周囲に良い影響を
与えるってステキですね。皆さんも日々、仕
事の中で上手く行かない時こそ、実行してみ
ませんか？
16
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（広報委員 Ｋ）

