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　謹んで新春のお喜びを申し上げます。

　昨年は、平成30年７月豪雨災害をはじめ、大阪
府北部・島根県西部・北海道胆振東部地震等、自
然災害が全国各地で多発した年でした。愛媛県も
甚大な被害を受け、現在復興の歩みを踏み出して
いる所です。改めて、全国各地から賜った多くの
ご支援に心から感謝を申し上げます。

　さて、医療・介護施策が国から地方に移行し、
市町村中心に取り組む「地域包括ケア」が求めら
れています。病や障がいを抱えても地域でその人
らしく生き生きと暮らすことや災害時の備え・対

公益社団法人愛媛県看護協会

会　長　小椋　史香
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河　内　洋　子　氏
元住友別子病院看護部長

瑞宝小綬章
秋の叙勲秋の叙勲

公益社団法人愛媛県看護協会　選挙管理委員会公益社団法人愛媛県看護協会　選挙管理委員会

　2019年６月２日に開催予定の愛媛県看護協会通常総会において、2019年度推薦委員及び2020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。

　（公社）愛媛県看護協会（以下「本会」という）
定款施行細則第11・12条の規程により下記の通り、
推薦委員の立候補を受け付けます。

◆立候補の対象となる推薦委員

◆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。

　（公社）日本看護協会（以下「日看協」という）
定款・定款細則及び本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、2020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ます。

◆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。

◆受付期間
　2019年３月７日（木）～４月３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

Ⅰ　2019年度推薦委員改選に伴う立候補

Ⅱ　2020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

Ⅲ　立候補及び一般推薦の受付期間及び届出先

趣 味
遊々
趣 味
遊々
ゆうゆう ゆうゆう

愛媛大学医学部附属病院　西部　智津愛媛大学医学部附属病院　西部　智津

応を実現するには、地域住民を巻き込んだ意識改革と多職種連携による『地域の総合
力』が重要なカギとなります。愛媛県看護協会は、地域の皆様の生の声を聴き、課題
解決につなげる目的で、平成27年「看護協会版タウンミーティング」を開始し、昨年
から７地区での「地区別タウンミーティング」に移行しました。地区理事のリーダー
シップの基、各職種の方々が知恵を合わせ、地域の課題を明確にし、地域特性に応じ
た対策を協議・実践してゆくPDCAサイクルがゆっくり回り始めました。

　また、看護職が働き続けられる働き方改革は、少子超高齢社会において重要な課題
です。今年もWLBの推進、勤務環境の改善、離職時届出制度の推進、実践型就業チャ
レンジ研修、プラチナナース生き活き就活研修等を実施し、継続して看護師の確保・
定着に努めています。

　さらに日本看護協会が示す基本方針と研修分類を基に、本会の教育計画・研修枠組
みの見直しを行いました。会員の皆様が活用し易く、キャリアアップにつながること
を願っております。

　「平成」から新年号へと移りゆく節目の年、しっかり未来を見据え、今後の豊かな
暮らし・生き方を考える年にしたいと思います。

　皆様にとって新しい年が健康で、実り多き一年となりますよう祈念し、新年のごあ
いさつといたします。

定数
２名
２名
４名

任期

１年推薦委員

委員・職種
保健師
助産師
看護師

　母親が生け花の師範であり、自宅の庭には四季折々の花が
咲き、花が私の身近にある環境でした。実家では常に花が飾ら
れていたので、就職し一人暮らしを始めると部屋に花が飾ら

れていないことに寂しさを感じ、自分で花を生けるようになりました。今の部屋への引っ
越しの決め手も花屋さんに近いことでした。花が部屋にあるだけで気分も落ち着きま
すし、花の香りに癒されます。日々の仕事で疲れた時も部屋に帰って花があるとほっ
とします。そのため仕事の忙しさに応じて部屋に飾られる花瓶の数が増えていきます。

　最初は自分自身のためにだけ生けていましたが、
花屋さんでのレッスンなどを経て現在は友人や後
輩たちの結婚式で使用するブーケなども作れるよ
うになりました。素人が作るものなので多少の不
格好は許してもらっています。花は生きています
ので鋏を入れた瞬間から綺麗に咲いていられる時
間の限りが出てきます。集中力と判断力・決断力
も花を触ることで養われているような気がします。
　これからも花に触れる日々を続けリフレッシュしながら元気に仕事を続けていき
たいと思います。

2019年度　推薦委員及び
2020年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）

2019年度　推薦委員及び
2020年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）

花　 と暮らす生活　～癒される日
々～

花　 と暮らす生活　～癒される日
々～
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　あけましておめでとうござ
います。
　私は入社してから約２年半、
地域包括ケア病棟に勤務して
いましたが、昨年11月に急性
期病棟へ異動しました。初め
て見る検査や処置を目の当た
りにし、あたふたしている
日々です。今年は年男という
ことでイノシシのように猪突
猛進し、初心を忘れず何事に
も挑戦していきます。

十全総合病院 酒井　達哉

　同じ亥年の娘を出産して干
支も一巡り。子育てと仕事の
両立に「猪突猛進」した日々。
気付けばすでに、人生も折り
返し。今年は、「断舎離」し
てスッキリ、快適に過ごすを
目標にがんばっていきたいと
思っています。

NTT西日本松山病院 片岡　真夕

　今年度から愛南町で保健師
として働いています。ベテラ
ンの先輩方に囲まれ、温かい
ご指導をいただきながら、少
しずつ一人でできる業務が増
えることに喜びを感じる日々
です。赤ちゃんからお年寄り
まで、幅広く住民の方の健康
のお手伝いができるよう、2019
年は更なる成長の１年にした
いです。

愛南町役場 森岡芙々紀

　亥年の人は猪突猛進の性格の人が多
いと言われますが、私もいろいろな壁
にぶつかりながらもまっすぐに頑張っ
て走って来たように思います。まだま
だ若いつもりでいましたが、なんと来
年還暦を迎える事になりました。つい
に、来年３月をもって無事に退職する
事になりました。何度も、もう辞めて
しまおうかと思った事が…。いやいや
今辞めてなるものかと思い直して仕事
を続けてきました。いざ退職となると
やっと肩の荷が降ろせると思う反面、
寂しさが増してきます。
　私が大切にしていた看護師の仕事を

宇和島市立津島病院 高倉　悦子

　現在の職場に就職し12年目
となりました。
　新人教育や認知症ケアチー
ムの活動など忙しい日々を過
ごしています。プライベート
では昨年、結婚しライフスタ
イルの変化にストレスを感じ
る日々でしたが、先輩方も通っ
てきた道と奮起し仕事と家庭
の両立を目指し年女らしく充
実した年にしたいと思います！

奥島病院 小谷　仁美

　この世に生を受けて５回目
の年女、還暦を迎えました。
　就職したての２回目、仕事
と子育てに奮闘していた３回
目、松山市が中核市となり仕
事内容が一変した激動の４回
目、そして定年間近となった
５回目。これからも毎日を大
切に、一歩一歩進んでいきた
いと思います。

松山市保健所 亀田　真美

　今年何回目かの年女、新元
号のスタート年でもあり、感
慨もひとしおです。現在は急
性期病棟に勤務、在院日数が
短く患者さんとの関係構築は
難しい面もありますが、退院
後に病棟を訪ねて下さる患者
さんもおられ、元気な姿を見
ることが励みとなっています。
看護師はつらいこともある反
面、それ以上に喜びが多い職
業でもあります。これからも
患者さんの気持ちに寄り添い、
丁寧な関わりができるように
努めてまいります。

社会医療法人北斗会
大洲中央病院 道岡　香

　あけましておめでとうござ
います。昨年は看護師１年目
として、全てのことに一生懸
命な毎日でした。このままで
やっていけるか不安になった
時期もありましたが、職場の
同期や先輩のフォローがあり、
少しずつ仕事に慣れることが
出来ました。今年は仕事も私
生活も充実した1年にしたい
です。

松山リハビリテーション病院 松本　祐樹

　あけましておめでとうござ
います。
　多くの方のお力添えとご協
力をいただき、大過なく還暦
の節目を迎えることができ大
変感謝しております。微力な
がらも看護師育成に貢献でき
たことは生涯の誇りです。今
年を新たな第一歩の年として、
今後も生涯学習と考え、社会に
携わっていきたいと思います。
　亥年は、無病息災の意味もあ
る年です。皆様のご健康とご活
躍を心よりお祈りいたします。

今治看護専門学校 瀬野眞智子

　平成も残すところあと数か
月。平成５年に看護師免許を
取得したことがこの間のこと
のようです。現在訪問看護ス
テーションに勤務し在宅で過
ごすことの大切さを感じてい
ます。人生経験もだんだんと
豊かになってきました。いろ
んな経験値を生かして在宅生
活を支えられるような訪問看
護師を目指します。

済生会今治第二病院
済生会今治訪問看護ステーション 西野　憲子

2019年
年男・年女
新年の抱負

2019年
年男・年女
新年の抱負

　愛媛県看護協会には、995名の亥年生まれ
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。

若者達に後を託します。患者様と自分を大切に頑張ってください。
　38年間仕事をさせてくれた家族と同僚に感謝です。退職したら自由
な時間がたくさんできます。夫や友人達と旅行・温泉め
ぐり・ランチなど楽しい日々を送っていく予定です。
　自分の健康と家族・友人達の健康を祈りながら、あと
20年…。いやいや欲を出して30年。元気で笑って少し
仕事をして生きて行くぞと気合いを入れています。
　さあ、みんなで気合いだ！気合いだ！　お元気で！！
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　あけましておめでとうござ
います。
　私は入社してから約２年半、
地域包括ケア病棟に勤務して
いましたが、昨年11月に急性
期病棟へ異動しました。初め
て見る検査や処置を目の当た
りにし、あたふたしている
日々です。今年は年男という
ことでイノシシのように猪突
猛進し、初心を忘れず何事に
も挑戦していきます。

十全総合病院 酒井　達哉

　同じ亥年の娘を出産して干
支も一巡り。子育てと仕事の
両立に「猪突猛進」した日々。
気付けばすでに、人生も折り
返し。今年は、「断舎離」し
てスッキリ、快適に過ごすを
目標にがんばっていきたいと
思っています。

NTT西日本松山病院 片岡　真夕

　今年度から愛南町で保健師
として働いています。ベテラ
ンの先輩方に囲まれ、温かい
ご指導をいただきながら、少
しずつ一人でできる業務が増
えることに喜びを感じる日々
です。赤ちゃんからお年寄り
まで、幅広く住民の方の健康
のお手伝いができるよう、2019
年は更なる成長の１年にした
いです。

愛南町役場 森岡芙々紀

　亥年の人は猪突猛進の性格の人が多
いと言われますが、私もいろいろな壁
にぶつかりながらもまっすぐに頑張っ
て走って来たように思います。まだま
だ若いつもりでいましたが、なんと来
年還暦を迎える事になりました。つい
に、来年３月をもって無事に退職する
事になりました。何度も、もう辞めて
しまおうかと思った事が…。いやいや
今辞めてなるものかと思い直して仕事
を続けてきました。いざ退職となると
やっと肩の荷が降ろせると思う反面、
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宇和島市立津島病院 高倉　悦子

　現在の職場に就職し12年目
となりました。
　新人教育や認知症ケアチー
ムの活動など忙しい日々を過
ごしています。プライベート
では昨年、結婚しライフスタ
イルの変化にストレスを感じ
る日々でしたが、先輩方も通っ
てきた道と奮起し仕事と家庭
の両立を目指し年女らしく充
実した年にしたいと思います！

奥島病院 小谷　仁美

　この世に生を受けて５回目
の年女、還暦を迎えました。
　就職したての２回目、仕事
と子育てに奮闘していた３回
目、松山市が中核市となり仕
事内容が一変した激動の４回
目、そして定年間近となった
５回目。これからも毎日を大
切に、一歩一歩進んでいきた
いと思います。

松山市保健所 亀田　真美

　今年何回目かの年女、新元
号のスタート年でもあり、感
慨もひとしおです。現在は急
性期病棟に勤務、在院日数が
短く患者さんとの関係構築は
難しい面もありますが、退院
後に病棟を訪ねて下さる患者
さんもおられ、元気な姿を見
ることが励みとなっています。
看護師はつらいこともある反
面、それ以上に喜びが多い職
業でもあります。これからも
患者さんの気持ちに寄り添い、
丁寧な関わりができるように
努めてまいります。

社会医療法人北斗会
大洲中央病院 道岡　香

　あけましておめでとうござ
います。昨年は看護師１年目
として、全てのことに一生懸
命な毎日でした。このままで
やっていけるか不安になった
時期もありましたが、職場の
同期や先輩のフォローがあり、
少しずつ仕事に慣れることが
出来ました。今年は仕事も私
生活も充実した1年にしたい
です。

松山リハビリテーション病院 松本　祐樹

　あけましておめでとうござ
います。
　多くの方のお力添えとご協
力をいただき、大過なく還暦
の節目を迎えることができ大
変感謝しております。微力な
がらも看護師育成に貢献でき
たことは生涯の誇りです。今
年を新たな第一歩の年として、
今後も生涯学習と考え、社会に
携わっていきたいと思います。
　亥年は、無病息災の意味もあ
る年です。皆様のご健康とご活
躍を心よりお祈りいたします。

今治看護専門学校 瀬野眞智子

　平成も残すところあと数か
月。平成５年に看護師免許を
取得したことがこの間のこと
のようです。現在訪問看護ス
テーションに勤務し在宅で過
ごすことの大切さを感じてい
ます。人生経験もだんだんと
豊かになってきました。いろ
んな経験値を生かして在宅生
活を支えられるような訪問看
護師を目指します。

済生会今治第二病院
済生会今治訪問看護ステーション 西野　憲子

2019年
年男・年女
新年の抱負

2019年
年男・年女
新年の抱負

　愛媛県看護協会には、995名の亥年生まれ
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。

若者達に後を託します。患者様と自分を大切に頑張ってください。
　38年間仕事をさせてくれた家族と同僚に感謝です。退職したら自由
な時間がたくさんできます。夫や友人達と旅行・温泉め
ぐり・ランチなど楽しい日々を送っていく予定です。
　自分の健康と家族・友人達の健康を祈りながら、あと
20年…。いやいや欲を出して30年。元気で笑って少し
仕事をして生きて行くぞと気合いを入れています。
　さあ、みんなで気合いだ！気合いだ！　お元気で！！



2019年度はファーストレベル、セカンドレベルの
カリキュラムが変わります！

【愛媛県看護協会の新たな教育計画】

6

　本会では、平成30年度の日本看護協会が示した基本方針と研修分類を基に、本会の教育計画・研修枠組みの見
直しを行いました。平成31年度はこの教育計画に沿って研修を企画してまいります。皆様ぜひご活用ください。

　わが国の社会情勢や人々の健康課題が急激に変化しつつある現状において、看護職に求められる役割も変化し
てきている。本会は、看護職者が今日的な人々のニーズを充足し、健康な生活の実現に寄与できるよう、また、
多様な看護職者が看護専門職者として倫理観を高め、主体的かつ自律的な学習を継続できるよう支援する。これ
らを通して、看護の質向上をめざすとともに地域の人々の健康な生活の実現に貢献する。同時に、多職種連携を
めざし、非会員の看護職者や他の医療関連職種に対しても開かれた教育の機会を提供する。

　看護職者が専門職者に求められる能力を獲得するとともに、その維持、向上を支援できるよう、次の目的の達
成に向けた継続教育の提供をめざす。

＊ファーストレベルの時間数が150時間（26日間）から105時間（19日間）と少なくなります。
＊ファーストレベルに統合演習が新設されます。
＊セカンドレベルの統合演習に「施設実習」が追加されます。
　●実習施設は所属種別以外の施設（病院所属の人は病院以外の施設）になります。
　●実習費は一人2,000円です（受講料に含まれます）。

●ジェネラリストのキャリア開発ラダー
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基本的な看護手順に従い必要に
応じ助言を得て看護を実践する。

標準的な看護計画に基づき自立
して看護を実践する。

ケアの受け手に合う個別的な看
護を実践する。

幅広い視野で予測的判断をもち
看護を実践する。

より複雑な状況において、ケア
の受け手にとって最適な手段を
選択しQOLを高めるための看護
を実践する。

所属する職場で、助言を得て基
本的な組織的役割を遂行する。

所属する職場で、基本的な組織
的役割を遂行する。

所属する職場で、自らの責務を
認識し、チームリーダー的役割
を遂行する。

所属する職場で、特殊なまたは専
門的な能力を必要とされる役割、
または教育的役割を遂行する。

所属を超え、組織や地域社会か
ら求められる役割を遂行する。

自己の課題を指導によって発見
し、自主的に学習に取り組む。

自己の課題達成に向けた学習活
動を展開する。

自己の学習活動に積極的に取り
組むとともに、指導的役割を発
揮する。

自己の学習活動に主体的に取り
組み、ロールモデルを示す。

自己の学習活動とともに、組織
的な教育・研究活動を主体的に
実践する。

看護実践能力 組織的役割遂行能力 自己教育・探究能力

ジ

ェ

ネ

ラ

リ

ス

ト

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

１．看護職者が変化する社会や医療の発展に対応できる能力を獲得できる。

２．看護職者が専門職者として自律した生涯学習を継続するための能力を獲得できる。

３．看護職者個々人が、ライフイベントに伴う発達課題の達成や職業的発達段階に応じた学習機会を獲得できる。

４．保健・医療・福祉との連携と看護の質向上をめざし、多職種と協働するための学習機会を獲得できる

《基本方針》

2019年度　研修の枠組み・研修項目イメージ

《教育目的》

学習段階

身体面（疾患・障がい）
身体面（生活）
精神面／社会面／
価値観や信条の側面
ケアの受け手の全体像

ＪＮＡラダー４つの力
と学習項目

継続教育研修分類・枠組み

看護実践能力

ニーズをとらえる力 ケアする力 恊働する力 意思決定を支える力
組織的役割遂行能力 自己教育・探求能力 トピックス枠組み

レベル

日本看護協会主催のインターネット配信研修

認定看護管理者研修セカンドレベル

認定看護管理者研修ファーストレベル

セカンドレベル

ファーストレベル

（２）
ジェネラリスト
を育成する教育

（１）
新人教育

１）新たな社会
ニーズに対応す
る能力支援のた
めの研修

各委員会企画

委託事業・その他

インターネット・
衛星通信による研修

教育委員会以外が
企画する研修

教育委員会が

企画する研修

ケアの改善ケアの提
供／安全／感染病態
把握／薬剤の取り扱
い／救命救急

チームでの恊働／コ
ミュニケーション／
地域をみる視点

意思決定支援／倫理
／看取り

２.ラダーと連動した日
本看護協会による継続
教育

１.「生活」と保健・医
療・福祉をつなぐ質の
高い看護の普及に向け
た継続教育

４.専門能力開発を支援
する教育体制の充実に
向けた継続教育

３.看護管理者の力量形
成に向けた継続教育

５.資格認定教育

１）「看護師のクリニカルラダー」

２）「助産師の能力習熟段階」

１）施設内教育におけるJNAラダー活用のための研修

２）都道府県看護協会の教育担当者・教育委員対象研修

１）看護管理者またはこれから看護管理を
担う人々を対象とした研修

１）認定看護管理者
教育課程

就業支援事業等その他

標準的な看護計画
に基づき自立して
看護を実践する

ケアの受け手に合
う個別的な看護を
実践する

幅広い視野で予測
的判断をもち看護
を実践する

より複雑な状況に
おいて、ケアの受
け手にとって最適
な手段を選択しＱ
ＯＬを高めるため
の看護を実践する

基本的な看護手順
に従い必要に応じ
助言を得て看護を
実践する

看護管理概論

看護専門職論

ヘルスケアシステム論

看護サービス提供論

グループマネジメント

人材育成論

看護情報論

総時間

看護組織管理論

人的資源活用論

ヘルスケアサービス管理論

医療経済論

統合演習

総時間

１５

３０

１５

３０

３０

１５

１５

１５０

４５

４５

４５

３０

１５

１８０

ファースト

レベル

セカンド

レベル

カリキュラム改正前

講習名 教科目 時間数

ヘルスケアシステム論Ⅰ

組織管理論Ⅰ

人材管理Ⅰ

資源管理Ⅰ

質管理Ⅰ

統合演習Ⅰ

総時間

ヘルスケアシステム論Ⅱ

組織管理論Ⅱ

人材管理Ⅱ

資源管理Ⅱ

質管理Ⅱ

統合演習Ⅱ

総時間

15

15

30

15

15

15

105

15

30

45

15

30

45

180

ファースト

レベル

セカンド

レベル

カリキュラム改正後

講習名 教科目 時間数

2019年度はファーストレベル、セカンドレベルの
カリキュラムが変わります！

【愛媛県看護協会の新たな教育計画】

※看護実践能力についてはJNAラダーを導入しています。
教育委員会が企画する研修のみ、このキャリアラダー（Ⅰ～Ⅴ）を表示しています。
自らの習熟度段階と対比させ、自身が学ぶべき学習内容を含んだ研修にご参加ください。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ



2019年度はファーストレベル、セカンドレベルの
カリキュラムが変わります！

【愛媛県看護協会の新たな教育計画】

6

　本会では、平成30年度の日本看護協会が示した基本方針と研修分類を基に、本会の教育計画・研修枠組みの見
直しを行いました。平成31年度はこの教育計画に沿って研修を企画してまいります。皆様ぜひご活用ください。

　わが国の社会情勢や人々の健康課題が急激に変化しつつある現状において、看護職に求められる役割も変化し
てきている。本会は、看護職者が今日的な人々のニーズを充足し、健康な生活の実現に寄与できるよう、また、
多様な看護職者が看護専門職者として倫理観を高め、主体的かつ自律的な学習を継続できるよう支援する。これ
らを通して、看護の質向上をめざすとともに地域の人々の健康な生活の実現に貢献する。同時に、多職種連携を
めざし、非会員の看護職者や他の医療関連職種に対しても開かれた教育の機会を提供する。

　看護職者が専門職者に求められる能力を獲得するとともに、その維持、向上を支援できるよう、次の目的の達
成に向けた継続教育の提供をめざす。

＊ファーストレベルの時間数が150時間（26日間）から105時間（19日間）と少なくなります。
＊ファーストレベルに統合演習が新設されます。
＊セカンドレベルの統合演習に「施設実習」が追加されます。
　●実習施設は所属種別以外の施設（病院所属の人は病院以外の施設）になります。
　●実習費は一人2,000円です（受講料に含まれます）。

●ジェネラリストのキャリア開発ラダー
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基本的な看護手順に従い必要に
応じ助言を得て看護を実践する。

標準的な看護計画に基づき自立
して看護を実践する。

ケアの受け手に合う個別的な看
護を実践する。

幅広い視野で予測的判断をもち
看護を実践する。

より複雑な状況において、ケア
の受け手にとって最適な手段を
選択しQOLを高めるための看護
を実践する。
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Ⅳ

Ⅴ
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４．保健・医療・福祉との連携と看護の質向上をめざし、多職種と協働するための学習機会を獲得できる
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2019年度はファーストレベル、セカンドレベルの
カリキュラムが変わります！

【愛媛県看護協会の新たな教育計画】

※看護実践能力についてはJNAラダーを導入しています。
教育委員会が企画する研修のみ、このキャリアラダー（Ⅰ～Ⅴ）を表示しています。
自らの習熟度段階と対比させ、自身が学ぶべき学習内容を含んだ研修にご参加ください。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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　153時間を通して、60名の仲間と得た学びを５名が報告します。
　4月に師長となり、研修が始まった５月。仕事と研修の両立に悩みました。しかし、講義での学びに加え、
リーダー達の思考や所作に刺激をもらい、管理者として向上したいと思えるようになりました。（越智）
　係長として４年目となり、教育や管理など様々なことで悩む中参加しました。講義やワーク等で他施設の
方と話し、まだ漠然としているものの、これからの自分の役割を考えることができました。（染山）
　乳がん看護認定看護師として約10年、新米係長としては日々悩む中での研修でした。看護管理を学び、視
野の広がりを実感しながら自己の課題が明確になり、管理者としての覚悟が決まりました。（玉井）
　講師や仲間から看護管理の基本や視点を学び、複雑な社会の中で多様性を活かすマネージャーは素晴らし
いと思いました。深みのある専門看護師・管理者になりたいです。（宮脇）
　管理者の基盤となる知識を広めるため受講し、改めて学ぶ楽しさを実感しました。レポート記述は、副看
護部長である自己を振り返り、課題を明確にできたので、実践で活かし看護の質向上に繋げたいです。（林）

　同じ目的をもった42名が集まり、講義を受け、グループ
ワークで意見交換をし、自分の考えを確かめる機会となり
ました。看護系だけでなく、教育分野の講師の講義もあり、
刺激的で有意義な時間を過ごすことができています。
　臨地実習では、目標が達成できなくても、それまでのプ
ロセスが重要で、次に活かせる評価をしていく必要がある
ことを学びました。いろいろな理論や心理学、発達過程、
段階について学び、学生を尊重することの大切さも再認識
できました。
　今回の研修で得たことを十分に活用し、今後の看護を担
う看護学生の育成に尽力していきます。

愛媛県看護協会会報●2019.新春号 9愛媛県看護協会会報●2019.新春号

済生会西条病院　越智和幸　　　済生会今治病院　染山美鈴　　　松山赤十字病院　玉井恭子
四国がんセンター　宮脇聡子　　　宇和島徳洲会病院　林明子

　私の受講動機は上司の強い勧めでした。管理者ではない私
が参加すべき研修ではないのではという思いと、グループ
ワーク・レポート課題に対する不安がありました。けれども、
看護管理は看護管理者だけが行うものではなく全てのスタッ
フが自身の立場で行うものであると学んだことで、抱いてい
た思いが払拭されました。また、グループワークでは、各施
設での創意工夫や取り組んでいる課題などを知ることができ
視野が広がります。レポート課題には日々苦しんでいますが、
自部署を俯瞰的に見て何が問題であり課題であるかを考え、
自己を振り返るよい機会となっています。
　今後の研修も真摯に取り組み、学んだ知識や思考を自部署
で活かせるよう自己研鑽を積みたいと思います。

NTT西日本松山病院　森田　田鶴子

認定看護管理者教育課程ファーストレベルB日程を受講して

悩み、考え、発見し、楽しみ、つながった半年

◆期　　間：平成30年５月11日（金）～10月13日（土）
◆受講者数：60名ファーストレベルＡ

◆期　間：平成30年８月24日（金）～平成31年1月26日（土）
◆受講者数：60名ファーストレベルＢ

認定看護管理者教育課程
◆期　間：平成30年９月５日（水）～12月13日（木）　◆受講者数：42名

保健師助産師看護師実習指導者講習会

　７月豪雨により、被害を受けた仲間
もいますが、木下委員長、河野副委員
長はじめ、皆で最後まで歩みました。
これから、各々の場所で、ともに頑張
ります。

　今年度より新人看護職員指導者担当となり、新人との関
わりについて自分のこれまでの指導方法を振り返り、新た
な学びが得たいと思い研修に参加しました。５日間の研修
では教育体制や指導方法などを学ぶことが出来ました。そ
の中でも人材育成の研修で、まずは自分を知ること、新人
に関心を持つことの大切さを学びました。多忙な業務の中
でも新人との時間を持ち、信頼関係を築くことが指導を進
めていく中では重要だと思いました。
　今回の研修で学んだことを組織全体で共有し、新人を主
役とした支援・育成が出来るよう今後も邁進していきたい
と思います。

◆期　間：平成30年８月７日（火）～10月24日（水）　◆受講者数：83名
新人看護職員実地指導者研修

　今回、教育担当者研修を受講させていただき、厚生労働
省からの「新人看護職員研修ガイドライン」の意義を実感
することができました。
　講義内容は、テーマごとに基本から丁寧に教えていただ
き、計画の立案から評価まで、深く学ぶことができました。
グループワークでは、教育担当者の悩みを話し合い情報交
換することで、共に励む気持ちが生まれました。　
　今後も多くの教育担当者が、研修を受講することで、多
くの気づき、学び、出逢いを体験され、「新人看護職員研
修」の向上に繋がることを願います。

◆期　間：平成30年８月７日（火）～平成31年３月５日（火）　◆受講者数：56名
新人看護職員研修責任者・教育担当者研修

西条中央病院　國田朋美

放射線第一病院　篠原展代

松山市民病院　髙岡　奈美恵
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地区別タウンミーティングの活動だより
第２回　今治地区

代表：曽我部　恵子（済生会今治病院）
　今治地区は、今治市と越智郡上島町を合わせた医
療圏で、人口減少、県・全国よりも高い高齢化率で
早期の高齢化社会が到来しています。今治市では、
平成29年に「退院支援ルール」の運用が開始され市
を挙げて「連携推進」が行われています。
　私たち構成員は、今治圏域の現状の確認と今後の
課題を検討し、平成30年度は病院と在宅の連携にお
ける看護職の役割充実に向けた取り組みを計画しま
した。圏域の医療施設は29病院、21有床診療所があ
りますが、今回は一般病床を有する病院の看護職を
対象に「①退院支援・調整に関する意識調査の実施
②医療・介護の連携に関する症例検討会の実施」の
２テーマを掲げ活動しています。まずは、病院看護
職がその人らしい在宅への療養支援ができる事を目
標に、そして患者・家族を中心とした地域包括ケア
の推進のため、今後は地域の他職種のご協力も頂き
ながら、共に今治地区の保健・医療・福祉の連携強
化に努めていきたいと考えます。

　学校での保健室が生徒にとって心身の癒しの場所であるよ

うに、地域の中にも住民が気軽に立ち寄り、健康について相

談したり考えたりできる場があるように…そんな願いをこめ

て「まちの保健室」は誕生しました。

　通常の活動は、毎月第１土曜日にフジグラン松山で開設さ

れる「常設型まちの保健室」と、東予・南予で行われる「移

動型まちの保健室」があります。登録相談員と運営委員で、

血圧・体脂肪測定による健康チェック、健康相談等を行って

います。

地区別タウンミーティングの活動だより
第２回　今治地区

代表者

医療行政関係者

医療機関
看護責任者

市町保健所の保健師

訪問看護
ステーション責任者

社会福祉施設責任者

老人福祉施設責任者

氏　名

曽我部恵子

重松　和子

山本　格子

渡邉　美紀

水本　　笑

寺岡　宏子

山下　　真

所　属

済生会今治病院

今治保健所

県立今治病院

今治市役所

ひうち園老人
訪問看護ステーション

障害者支援施設来島会
今治福祉園

看護小規模多機能型
居宅介護おいで家あすなろ

＜構成員＞

←平成30年12月6日
　「医療・介護の連携に
　関する症例検討会」を開催

　昨今、人々の健康意識は高まり、家庭でもヘルスチェックが簡単にできるようになりました。とは言え、数値

結果を正しく理解していなかったり、例え健康課題を把握したとしても、自らの生活に反映させるには至ってい

なかったり、という方が少なくありません。看護職者からのちょっとした生活の工夫やアドバイス、励ましや賞

賛の言葉に、住民の方が思わず聞き入ったり笑顔になったりする様子は、やはり対話の中でこそうまれるもので、

時代が変わろうとも大切にしたい看護の普遍性のように思われます。

「まちの保健室」は、種々ある看護協会事業の中でも数少ない、直接対

人サービスを提供する活動です。

　定例活動に加え、地域のイベント活動にも参加しています。今年度は

特に、災害対策への住民意識が高まっていることから、松山市が主催す

る「みんなの生活展」において、災害時マニュアルや対策グッズを配布

し、啓発活動を行いました。

　様々な職場や地域で働く看護職同士が交流できるのも魅力の「まちの

保健室」。オレンジの旗をみかけたら、ぜひ一度のぞいてみて下さい。

まちの保健室活動紹介まちの保健室活動紹介
オレンジ色ののぼり旗が目印！
「まちの保健室」をご紹介します！

心の健康づくりに目を向け、「笑いの効用」と題した
講演を計画しています。笑いヨガティーチャーを講
師にお迎えし、一緒に笑いを体感する
楽しい研修です。
登録員でなくても参加可能です。

開催日：平成31年２月９日（土）
　　　　10：00～12：00

「まちの保健室研修会」開催

　収穫を祝う秋の地方祭が松山・西条・新居浜と
駆け抜けて行った10月、東・中・南予の３会場で
は定年世代のプラチナナース合わせて81名が「セ
カンドキャリア講習会」に参加しました。
　まず、セカンドライフを支える「健康・生きが
い・お金」のうち、生活の基盤となるお金の話、
いつからどれくらい受け取れるのか等、年金のス
ペシャリストである社会保険労務士　大中先生が、

知っているとお得な情報を抽出してお話されました。その後、コーヒーブレイク・交流会…参加
者が職場の現状や今後の生活を想定して自由に語り合い、和気藹々とした時間を過ごしました。
松山会場で同時開催した「年金の個別相談」が大盛況、２ブース並列進行で１人当たり10分程度
となりましたが、皆様の希望に応じることができました。
　定年世代の皆様、これからも体力・気力と相談し、自分に合った仕事のしかたで「イキイキ　ラ
イフ」を送ってください。

再就業支援事業担当　上杉　直美　

ナースのお仕事さがしは　愛媛県ナースセンターへ！（TEL：089－924－0848）

平成30年度　再就業支援事業　セカンドキャリア講習会
プラチナナース、イキイキ　ライフ



愛媛県看護協会会報●2019.新春号10 愛媛県看護協会会報●2019.新春号 11

地区別タウンミーティングの活動だより
第２回　今治地区

代表：曽我部　恵子（済生会今治病院）
　今治地区は、今治市と越智郡上島町を合わせた医
療圏で、人口減少、県・全国よりも高い高齢化率で
早期の高齢化社会が到来しています。今治市では、
平成29年に「退院支援ルール」の運用が開始され市
を挙げて「連携推進」が行われています。
　私たち構成員は、今治圏域の現状の確認と今後の
課題を検討し、平成30年度は病院と在宅の連携にお
ける看護職の役割充実に向けた取り組みを計画しま
した。圏域の医療施設は29病院、21有床診療所があ
りますが、今回は一般病床を有する病院の看護職を
対象に「①退院支援・調整に関する意識調査の実施
②医療・介護の連携に関する症例検討会の実施」の
２テーマを掲げ活動しています。まずは、病院看護
職がその人らしい在宅への療養支援ができる事を目
標に、そして患者・家族を中心とした地域包括ケア
の推進のため、今後は地域の他職種のご協力も頂き
ながら、共に今治地区の保健・医療・福祉の連携強
化に努めていきたいと考えます。

　学校での保健室が生徒にとって心身の癒しの場所であるよ

うに、地域の中にも住民が気軽に立ち寄り、健康について相

談したり考えたりできる場があるように…そんな願いをこめ

て「まちの保健室」は誕生しました。

　通常の活動は、毎月第１土曜日にフジグラン松山で開設さ

れる「常設型まちの保健室」と、東予・南予で行われる「移

動型まちの保健室」があります。登録相談員と運営委員で、

血圧・体脂肪測定による健康チェック、健康相談等を行って

います。

地区別タウンミーティングの活動だより
第２回　今治地区

代表者

医療行政関係者

医療機関
看護責任者

市町保健所の保健師

訪問看護
ステーション責任者

社会福祉施設責任者

老人福祉施設責任者

氏　名

曽我部恵子

重松　和子

山本　格子

渡邉　美紀

水本　　笑

寺岡　宏子

山下　　真

所　属

済生会今治病院

今治保健所

県立今治病院

今治市役所

ひうち園老人
訪問看護ステーション

障害者支援施設来島会
今治福祉園

看護小規模多機能型
居宅介護おいで家あすなろ

＜構成員＞

←平成30年12月6日
　「医療・介護の連携に
　関する症例検討会」を開催

　昨今、人々の健康意識は高まり、家庭でもヘルスチェックが簡単にできるようになりました。とは言え、数値

結果を正しく理解していなかったり、例え健康課題を把握したとしても、自らの生活に反映させるには至ってい

なかったり、という方が少なくありません。看護職者からのちょっとした生活の工夫やアドバイス、励ましや賞

賛の言葉に、住民の方が思わず聞き入ったり笑顔になったりする様子は、やはり対話の中でこそうまれるもので、

時代が変わろうとも大切にしたい看護の普遍性のように思われます。

「まちの保健室」は、種々ある看護協会事業の中でも数少ない、直接対

人サービスを提供する活動です。

　定例活動に加え、地域のイベント活動にも参加しています。今年度は

特に、災害対策への住民意識が高まっていることから、松山市が主催す

る「みんなの生活展」において、災害時マニュアルや対策グッズを配布

し、啓発活動を行いました。

　様々な職場や地域で働く看護職同士が交流できるのも魅力の「まちの

保健室」。オレンジの旗をみかけたら、ぜひ一度のぞいてみて下さい。

まちの保健室活動紹介まちの保健室活動紹介
オレンジ色ののぼり旗が目印！
「まちの保健室」をご紹介します！

心の健康づくりに目を向け、「笑いの効用」と題した
講演を計画しています。笑いヨガティーチャーを講
師にお迎えし、一緒に笑いを体感する
楽しい研修です。
登録員でなくても参加可能です。

開催日：平成31年２月９日（土）
　　　　10：00～12：00

「まちの保健室研修会」開催

　収穫を祝う秋の地方祭が松山・西条・新居浜と
駆け抜けて行った10月、東・中・南予の３会場で
は定年世代のプラチナナース合わせて81名が「セ
カンドキャリア講習会」に参加しました。
　まず、セカンドライフを支える「健康・生きが
い・お金」のうち、生活の基盤となるお金の話、
いつからどれくらい受け取れるのか等、年金のス
ペシャリストである社会保険労務士　大中先生が、

知っているとお得な情報を抽出してお話されました。その後、コーヒーブレイク・交流会…参加
者が職場の現状や今後の生活を想定して自由に語り合い、和気藹々とした時間を過ごしました。
松山会場で同時開催した「年金の個別相談」が大盛況、２ブース並列進行で１人当たり10分程度
となりましたが、皆様の希望に応じることができました。
　定年世代の皆様、これからも体力・気力と相談し、自分に合った仕事のしかたで「イキイキ　ラ
イフ」を送ってください。

再就業支援事業担当　上杉　直美　

ナースのお仕事さがしは　愛媛県ナースセンターへ！（TEL：089－924－0848）

平成30年度　再就業支援事業　セカンドキャリア講習会
プラチナナース、イキイキ　ライフ



12 13

ふろふき大根

おすすめ
簡単レシピ
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▶材料（2人分）1人165Kcal
●大根…12㎝（400g）　●豚ひき肉…80g　
●しょうがのみじん切り…1/2かけ　●だし汁…100ml
●片栗粉…小さじ１　

▶作り方
①大根は３㎝厚さの輪切りにし、面取りをする。耐熱ボウルに重ならな
いように入れてだしを注ぎ、ラップをかけて、電子レンジで10分加熱
する。器に盛り、蒸し汁大さじ３を取り分ける。

②別の耐熱ボウルにひき肉、しょうが、Aを入れて混ぜ、ラップをかけて
電子レンジで50秒加熱する。箸でほぐし、１の蒸し汁を加え、片栗粉
を水小さじ２で溶いて、加え混ぜる。ラップをかけて、さらに２分加
熱し、混ぜ、大根にかける。

③あれば、彩りにねぎや三つ葉をかける。

Ａ▶みそ…大さじ１　砂糖…小さじ１
　　酒…小さじ２

　平成30年11月6日（火）～8日（木）、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
ス派遣調整合同訓練を実施し、県内の災害支援ナースが在籍する67施設と個人登録6名が参加しました。今
年は、長崎県、佐賀県内で局地的な集中豪雨による災害が発生した場合を想定し、愛媛県は佐賀県内の3病
院へ災害支援ナースを派遣しました。

「EMIS入力訓練」全施設参加を目指そう！
　EMISとは、Emergency Medical Information System（広域災害救急医療情報システム）の略語です。
　愛媛県では、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、自施設の状況を自発的に入力することになっています。EMISへの入力情報は、
インターネット上で即座に県の災害対策本部をはじめ各関係機関が共有し、災害発生時の初動活動や
その後の支援活動に活かされます。いざという時に入力できるよう入力訓練に参加しましょう。
　定例入力訓練日は、毎月第２火曜日10時～17時です。

「EMIS入力」に関する問い合わせ〔愛媛県医療対策課　TEL：089-912-2450〕

　愛媛県は7月豪雨災害で災害支援ナースを派遣した
実績があり、今回の訓練では短時間で多くの施設から
派遣候補者の連絡を頂くことができました。

　いざという時に力を発揮できるよう、日々の訓練を
継続する必要性を実感しました。
　ご協力いただきました皆様ありがとうございました。

電子レンジで作るお手軽レシピ電子レンジで作るお手軽レシピ電子レンジで作るお手軽レシピ

日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓練を実施

◀
災
害
対
策
本
部
の
様
子

災害支援ナース在籍施設派遣要請

派遣候補者　57施設（139名）

佐賀県内病院へ派遣　19施設（27名）

帰還報告

45都道府県から2,721名の候補者リストが集まり
佐賀県3病院、長崎県3病院へ800名派遣

＜訓練の主な流れ＞

⬇

⬇

⬇

災害に備えて災害に備えて災害に備えて

写真３ 

 
 
スタッフステーションは、清潔なものと不潔なものとが混在し交差感染を起こしやすいエリアです。スタッフス

テーションを見ると、その部署の感染対策に対する意識レベルをうかがうことができます。 
 
 

 
スタッフステーションの中でも、特に菌が検出されやすいのは電子カルテのパソコンで

す。患者や病室環境に触れた後、手指衛生を行わないままパソコンに触れることで、患者

由来の病原菌が付着し感染源となってしまいます（写真１：パソコンのキーボードの細菌

培養。ブドウ球菌や緑膿菌、腸内細菌を検出）。手指衛生を行い病原菌の移動を防ぐととも

に、患者巡回後や勤務終了時には環境清拭クロスなどで、パソコンのキーボードやマウス

を清掃・消毒します。また、ナースコール操作パネルや心電図などのセントラルモニター

も、スタッフが高頻度に接触する機器のため、パソコンと同様に病

原菌による汚染を受けています。 
OA機器、ME機器のコードは、上手に整理整頓できていないと
ホコリがたまりやすく、清掃がしにくくなります。特に、機器の裏

側や床に這ったコードにホコリがたまっているのを見かけますが、

機器の故障や発火の危険性だけでなく、病原菌の温床にもなります

（写真２）。コードは束ねて床から離しておくことや、コードケース

の使用などが清掃をしやすくするポイントです。 
 
 
 
多くの施設では、処置で使用したガーゼや点滴などの医療材料や、セッシや膿盆、吸引瓶などの物品がスタッフ

ステーションを通過します。すぐに廃棄や再処理ができず、ワゴンやデスクの上に置き忘れることがあれば、清潔

な物品への汚染やスタッフへの針刺し事故が発生する原因になります。使用後の物品の置き場所を決めておくこと

や、針などの鋭利なものはすぐに廃棄するなど、ルール作りと日々の指導が必要です。 
 
 

 
輸液調整台は血管内に投与する輸液を取り扱うため、最大限の清潔操作が必要になる場所です。そのため、輸液

調整前にはアルコール等で清拭消毒し清潔にしておくことが重要です。清潔が保持できるよう整理整頓を心がけ、

輸液調整に必要のない物品は置かないようにします。また、輸液調

整後は台の上に輸液が飛散していることがあります。水分や栄養素

が病原菌繁殖の原因となるため、輸液調整後もアルコール等で清掃

しておくことが必要です。 
輸液調整台の設置場所も、感染対策上の注意が必要です。近くに

シンクがある場合、水はねによって台が緑膿菌やセラチア菌に汚染

されてしまうため、双方のあいだはできるだけ距離をとるようにし

ます。また、空調の排気口やエアコンの吹き出し口が輸液調整台に

上にある場合は、ホコリとともに病原菌も落下します。台の位置の

変更や、排気口や吹き出し口の清掃頻度を増やすなどして対応しま

す。（写真３） 
（編集：東予感染管理サークル） 

スタッフステーションの感染対策 
感染対策のツボ 

東予感染管理サークル（Toyo Infection Control Circle：TICC）は、地域の医療保健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 輸液調整台 

 ツボ１ OA機器、ME機器 

 ツボ２ 患者に使用後の物品 

写真２ 

写真１ 

第５回

の
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おすすめ
簡単レシピ
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▶材料（2人分）1人165Kcal
●大根…12㎝（400g）　●豚ひき肉…80g　
●しょうがのみじん切り…1/2かけ　●だし汁…100ml
●片栗粉…小さじ１　

▶作り方
①大根は３㎝厚さの輪切りにし、面取りをする。耐熱ボウルに重ならな
いように入れてだしを注ぎ、ラップをかけて、電子レンジで10分加熱
する。器に盛り、蒸し汁大さじ３を取り分ける。

②別の耐熱ボウルにひき肉、しょうが、Aを入れて混ぜ、ラップをかけて
電子レンジで50秒加熱する。箸でほぐし、１の蒸し汁を加え、片栗粉
を水小さじ２で溶いて、加え混ぜる。ラップをかけて、さらに２分加
熱し、混ぜ、大根にかける。
③あれば、彩りにねぎや三つ葉をかける。

Ａ▶みそ…大さじ１　砂糖…小さじ１
　　酒…小さじ２

　平成30年11月6日（火）～8日（木）、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
ス派遣調整合同訓練を実施し、県内の災害支援ナースが在籍する67施設と個人登録6名が参加しました。今
年は、長崎県、佐賀県内で局地的な集中豪雨による災害が発生した場合を想定し、愛媛県は佐賀県内の3病
院へ災害支援ナースを派遣しました。

「EMIS入力訓練」全施設参加を目指そう！
　EMISとは、Emergency Medical Information System（広域災害救急医療情報システム）の略語です。
　愛媛県では、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、自施設の状況を自発的に入力することになっています。EMISへの入力情報は、
インターネット上で即座に県の災害対策本部をはじめ各関係機関が共有し、災害発生時の初動活動や
その後の支援活動に活かされます。いざという時に入力できるよう入力訓練に参加しましょう。
　定例入力訓練日は、毎月第２火曜日10時～17時です。

「EMIS入力」に関する問い合わせ〔愛媛県医療対策課　TEL：089-912-2450〕

　愛媛県は7月豪雨災害で災害支援ナースを派遣した
実績があり、今回の訓練では短時間で多くの施設から
派遣候補者の連絡を頂くことができました。

　いざという時に力を発揮できるよう、日々の訓練を
継続する必要性を実感しました。
　ご協力いただきました皆様ありがとうございました。

電子レンジで作るお手軽レシピ電子レンジで作るお手軽レシピ電子レンジで作るお手軽レシピ

日本看護協会との災害支援ナース派遣調整合同訓練を実施

◀
災
害
対
策
本
部
の
様
子

災害支援ナース在籍施設派遣要請

派遣候補者　57施設（139名）

佐賀県内病院へ派遣　19施設（27名）

帰還報告

45都道府県から2,721名の候補者リストが集まり
佐賀県3病院、長崎県3病院へ800名派遣

＜訓練の主な流れ＞

⬇

⬇

⬇

災害に備えて災害に備えて災害に備えて



愛媛労災病院　大野　浩幸

ナースマンが行くナースマンが行くナースマンが行く

　愛媛労災病院は、「働く人々のために、そして地域の人々のために信
頼される医療を目指します」という理念のもと、地域密着型病院とし
て様々な役割を果たしています。私は今年度新人看護師として、整形
外科病棟に配属されました。
　私が看護師を目指したのは元々医療職に興味があったことと、人と
接する仕事がしたいという思いがあり、常に患者のそばにより添い支
えていく看護師という職業に魅力を感じたからです。

　私の場合、高校時代は男子のみの高校で女性と接する機会があまりない環境だったため、今ここで自分が仕
事をしているのはあの頃からは想像もできない出来事です。女性が多い職場に飛び込むということには不安が
ありましたが、院内の新人看護師研修での交流や男性看護師同士で集まる「男子会」もあり、働きやすい環境
で今は不安はありません。

　当院の整形外科は手術対象の患者が殆どの急性期病棟で、
患者の出入りが多い病棟です。高齢者の転倒による骨折や
事故での外傷など救急患者も多く入院して来られます。急
患の受け入れでは、病棟に上がってくる前から情報収集を
行い、前もって受け入れの準備を整えます。患者が搬入さ
れると、バイタルサイン測定や全身状態の観察、医師の指
示を確認し、処置を行いながら入院の説明やアナムネを取
り、入院の手続きを行っていきます。
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　今は日常業務に追われ、まだまだ不慣れなことも多く、
先輩看護師の方々に支えられ日々の業務を行っています。
落ち込むことも多々ありますが、先輩看護師の温かい言葉
に励まされたり同期の新人看護師と共に支えあったりしな
がら、日々勉強の毎日です。退院時の患者様の笑顔やあり
がとうの言葉をもらった時は、看護師になって本当によ
かったと思います。これからも看護師として、常に向上心
を持って仕事に取り組み、努力することを怠らず、頑張っ
ていきたいと思います。

○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！
○放送大学で認定心理士資格取得もできます。

〒798-0826　松山市文京町３番（愛媛大学内）　放送大学　愛媛学習センター
ＴＥＬ０８９－９２３－８５４４　ＦＡＸ０８９－９２３－８４７９

詳細はインターネットで　放送大学　検索
（インターネットで資料請求も出願もできます）

2019年４月入学生募集中 !
（平成31年３月17日まで）

ナースセンターからのお知らせ

愛媛県ナースセンターの事業報告（平成30年４月１日～９月30日）

平成30年度（平成31年１月～３月）ハローワーク移動相談予定表

公益社団法人愛媛県看護協会　愛媛県ナースセンター「看護師等無料職業紹介所」
〒790-0843　松山市道後町2丁目11-14

TEL.089-924-0848　FAX.089-996-8425　e-Mail：ehime@nurse-center.net

１月

１８日

１５日

４日

※８日

※１０日

１７日

２２日

１５日

８日

曜　日

第３金曜日
第３火曜日
第１金曜日
第１火曜日
第１木曜日
第３木曜日
第４火曜日
第３火曜日
第２火曜日

２月

１５日

１９日

１日

５日

７日

２１日

２６日

１９日

１２日

３月

１５日

１９日

１日

５日

７日

※２０日

２６日

１９日

１２日

東予

中予

南予

時　間

13：00～

15：30

※都合により開催日が変更しています。

看護職のOBが担当しています。

「就業相談」だけでなく
「はたらきかた　よろず相談
～仕事と介護・育児の両立のために～」
も同時開催しています。
お気軽にお立ち寄りください!!
お待ちしています。

ナースバンクナースバンク 看護師等の離職時等の届出制度最近は社会福祉施設等の求人が増加。
求職者の皆様のライフステージにあった
就業をサポートしています。

平成30年4～9月の届出者数は、201名
①20歳代の届出が最も多く、続いて30歳代、全体の68.2％を
占めています。

②求職中・就業中（予定）は119名（59.2％）です。
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就業状況

求人施設種別

病院112件　24％

診療所72件　16％

介護老人保健
　施設19件　４％

社会福祉施設113件　24％

訪問看護
ステーション
45件　10％

会社・事務所
26件　６％

保健所・市町村
20件　４％

看護学校・養成所
８件　２％

その他48件　10％

求人施設数　463件

□退職された方は届出票の提出
□求職中・未就業の方はナースセンターへの登録
にご協力ください。

■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

（人） （％）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳以上

無記入
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年代と就業に関する状況

年　代

83名　41.3％

54名　26.9％

32名　15.9％

３名　1.5％
14名　7.0％
15名　7.5％

■20歳代

■30歳代

■40歳代

■50歳代

■60歳代

■無記入

会　場

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク
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ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

四国中央

新 居 浜

西 条

今 治

松 山

大 洲

八 幡 浜

宇 和 島



愛媛労災病院　大野　浩幸

ナースマンが行くナースマンが行くナースマンが行く

　愛媛労災病院は、「働く人々のために、そして地域の人々のために信
頼される医療を目指します」という理念のもと、地域密着型病院とし
て様々な役割を果たしています。私は今年度新人看護師として、整形
外科病棟に配属されました。
　私が看護師を目指したのは元々医療職に興味があったことと、人と
接する仕事がしたいという思いがあり、常に患者のそばにより添い支
えていく看護師という職業に魅力を感じたからです。

　私の場合、高校時代は男子のみの高校で女性と接する機会があまりない環境だったため、今ここで自分が仕
事をしているのはあの頃からは想像もできない出来事です。女性が多い職場に飛び込むということには不安が
ありましたが、院内の新人看護師研修での交流や男性看護師同士で集まる「男子会」もあり、働きやすい環境
で今は不安はありません。

　当院の整形外科は手術対象の患者が殆どの急性期病棟で、
患者の出入りが多い病棟です。高齢者の転倒による骨折や
事故での外傷など救急患者も多く入院して来られます。急
患の受け入れでは、病棟に上がってくる前から情報収集を
行い、前もって受け入れの準備を整えます。患者が搬入さ
れると、バイタルサイン測定や全身状態の観察、医師の指
示を確認し、処置を行いながら入院の説明やアナムネを取
り、入院の手続きを行っていきます。

14 15愛媛県看護協会会報●2019.新春号 愛媛県看護協会会報●2019.新春号

　今は日常業務に追われ、まだまだ不慣れなことも多く、
先輩看護師の方々に支えられ日々の業務を行っています。
落ち込むことも多々ありますが、先輩看護師の温かい言葉
に励まされたり同期の新人看護師と共に支えあったりしな
がら、日々勉強の毎日です。退院時の患者様の笑顔やあり
がとうの言葉をもらった時は、看護師になって本当によ
かったと思います。これからも看護師として、常に向上心
を持って仕事に取り組み、努力することを怠らず、頑張っ
ていきたいと思います。

○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！
○放送大学で認定心理士資格取得もできます。

〒798-0826　松山市文京町３番（愛媛大学内）　放送大学　愛媛学習センター
ＴＥＬ０８９－９２３－８５４４　ＦＡＸ０８９－９２３－８４７９

詳細はインターネットで　放送大学　検索
（インターネットで資料請求も出願もできます）

2019年４月入学生募集中 !
（平成31年３月17日まで）

ナースセンターからのお知らせ

愛媛県ナースセンターの事業報告（平成30年４月１日～９月30日）

平成30年度（平成31年１月～３月）ハローワーク移動相談予定表

公益社団法人愛媛県看護協会　愛媛県ナースセンター「看護師等無料職業紹介所」
〒790-0843　松山市道後町2丁目11-14

TEL.089-924-0848　FAX.089-996-8425　e-Mail：ehime@nurse-center.net

１月

１８日

１５日

４日

※８日

※１０日

１７日

２２日

１５日

８日

曜　日

第３金曜日
第３火曜日
第１金曜日
第１火曜日
第１木曜日
第３木曜日
第４火曜日
第３火曜日
第２火曜日

２月

１５日

１９日

１日

５日

７日

２１日

２６日

１９日

１２日

３月

１５日

１９日

１日

５日

７日

※２０日

２６日

１９日

１２日

東予

中予

南予

時　間

13：00～

15：30

※都合により開催日が変更しています。

看護職のOBが担当しています。

「就業相談」だけでなく
「はたらきかた　よろず相談
～仕事と介護・育児の両立のために～」
も同時開催しています。
お気軽にお立ち寄りください!!
お待ちしています。

ナースバンクナースバンク 看護師等の離職時等の届出制度最近は社会福祉施設等の求人が増加。
求職者の皆様のライフステージにあった
就業をサポートしています。

平成30年4～9月の届出者数は、201名
①20歳代の届出が最も多く、続いて30歳代、全体の68.2％を
占めています。

②求職中・就業中（予定）は119名（59.2％）です。

４０

２３

９

３９.１

保健師

１４

３

２

６６.７

助産師

７８２

２３０

１３９

６０.４

看護師

１７

２１

８

３８.１

准看護師

８５３

２７７

１５８

５７.０

合計

■Ａ求人者数

■Ｂ求職者数

■Ｃ就職者数

　就職率（C/B）

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

就業状況

求人施設種別

病院112件　24％

診療所72件　16％

介護老人保健
　施設19件　４％

社会福祉施設113件　24％

訪問看護
ステーション
45件　10％

会社・事務所
26件　６％

保健所・市町村
20件　４％

看護学校・養成所
８件　２％

その他48件　10％

求人施設数　463件

□退職された方は届出票の提出
□求職中・未就業の方はナースセンターへの登録
にご協力ください。

■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

（人） （％）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳以上

無記入

100％80％60％40％20％0％

９

16

11

４

９

３

30

12

７ ８

23 ２１

２１１２

５

２ １

１ １４

２

26 ８ １ ８１

年代と就業に関する状況

年　代

83名　41.3％

54名　26.9％

32名　15.9％

３名　1.5％
14名　7.0％
15名　7.5％

■20歳代

■30歳代

■40歳代

■50歳代

■60歳代

■無記入

会　場

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

四国中央

新 居 浜

西 条

今 治

松 山

大 洲

八 幡 浜

宇 和 島



理事会報告

16

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は７月豪雨災害を経験し、日頃の備えと
共助の大切さを学んだ年でした。今年度は笑顔
で過ごせる年になるよう願いたいと思います。
　委員からも皆さんに喜んでいただける記事を
送れるよう努めて参ります。今年度もよろしく
お願いいたします。　　　　　（広報委員　Y）

編集後記編集後記編集後記

平成30年度会員数（平成30年12月16日現在）

保健師　 338名
助産師　 226名
看護師　9,099名

准看護師　 364名
　　計　　　10,027名

愛媛県看護協会会報●2019.新春号

お知らせお知らせお知らせ

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、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。

（会員専用WEB）のユーザー登録をしよう！

第38回愛媛看護研究学会第38回愛媛看護研究学会第38回愛媛看護研究学会
日 時

場 所

参 加 費

基調講演

平成31年2月24日（日）9：00～（受付8：30～）

ひめぎんホール　サブホール・第１会議室

看護職：2,000円／看護学生：700円

看護職者としてのキャリアアップ
ー看護実践の質向上をめざしてー

愛媛県立医療技術大学　野本百合子
問い合わせ：公益社団法人愛媛県看護協会

めざせ！キャリアアップ
めざせ！キャリアアップ
めざせ！キャリアアップ

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！

●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

キャリナースの
登録はこちら

平成30年度第６回（平成30年11月29日）
協議事項
●平成30年度補正予算（案）について
●平成30年度重点事業について（中間評価）
●2019年度重点政策・重点事業（案）について
●2019年度委託・基金事業について
●看護職のタバコ実態調査について
●訪問看護研修「ステップ１」の見直しについて
●2019年度教育委員会企画の教育研修計画（案）に
ついて
●2019年度新人看護職員研修（案）について
●2019年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦に
ついて

●2019年度日本看護協会長表彰候補者の推薦につ
いて
●各会議等出席について
第７回（平成30年12月14日）
協議事項
●2019年度重点政策・重点事業（案）について
●2019年度事業計画（案）について
●2019年度新人看護職員研修（案）について
●2019年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦に
ついて
●日本看護協会代議員研修会開催日程（案）について


