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市立八幡浜総合病院　　清水美智子　
　八幡浜・大洲地区は、3市2町で構成され、人口約13万4千人、高齢化率（H30.4.1現在）38.3％であり、
過疎化・高齢化が進んでいます。

　当地区では、平成30年度から「在宅での看取り」をテーマに、病院から在宅へという連携を支える医
師・看護師・訪問看護師・介護支援専門員・ヘルパー等の方々から取り組み症例を話題提供して頂き、
それをもとにグループワークをしています。研修後のアンケートでは、「この症例検討を聴き、自分た
ちの取り組みは間違っていなかった」「モチベーションがあがりました」など多くの前向きな意見を頂
いています。今後は、多くの皆さまが参加しやすいよう研修場所を八幡浜・西予・大洲での開催とし、
多職種連携を深めてまいります。また、症例検討から次の課題や新たな取り組みへのご意見等も頂き、
地域包括ケアシステムの構築に繋げていきたいと思います。

副会長　立川　妃都美　

　地域包括ケアシステムの推進を受け、地域の受け皿となる病院や訪問看護ステーション、在宅関連施設等の看護
の質の向上が求められています。当協会では、平成27年度から「地域医療介護総合確保基金」の補助金を活用して
これらの施設にリソースナースを中心として派遣・研修を行ってきました。

　しかし、看護の知識・技術は奥深く、1度研修を受講すれば、即、現場で実践できるものではありません。そこで、
今年度から集合にはなりますが「実践できる」レベルをめざして2つの試みを始めました。1つは、皆さんのニーズ
が高い「フィジカルアセスメント」です。受講者を12名と少数に限定して「現場で実践できる、後輩指導ができる」
を目標に、指導者研修を開催します。既に1回は終了し、受講者は、施設から1名のみの参加で少し不安そうでした
が、演習が終了するころには、積極的に質問するなど、しっかり身につけて現場に還元しようとの意欲が見られま
した。

　2つ目は、「看護管理」研修です。昨年度、認定看護管理者教育課程ファーストレベルを修了した人を対象にした
「看護管理」の研修の中で、2つの課題が見えてきました。それが、クロスSWOT分析と目標管理でした。看護管理
者の皆さんが、自部署の何かを改善したいと思い、やみくもに取り組んでもなかなか成果は上がりません。そこで、
「クロスSWOT」等のツールを使って部署の現状を分析して戦略をたて、目標管理に落とし込み実践することで、
人材育成や経営改善などの課題改善に効果的・効率的に取り組むことができます。今年はこの2つをテーマに「看護
管理」研修を開催します。

　この人材派遣研修も、課題を解決するためにどのような研修を展開していけばよいか、皆さんの声や意見を聞か
せて頂き、改善していきたいと思います。

地区別タウンミーティングの活動だより
第５回　八幡浜・大洲地区

地区別タウンミーティングの活動だより
第５回　八幡浜・大洲地区

看護職員人材派遣研修も次のステップへ看護職員人材派遣研修も次のステップへ

　令和元年6月15日（土）、リソースナース全体交流会を開催し、大雨の中52名が参加しました。今回

は、「災害時の専門・認定看護師、看護管理者の活動」をテーマに、平成30年7月の西日本豪雨災害で

活動された4名の方に話題提供をしていただき、その後グループワークを行いました。

　話題提供では、「災害の現状」八幡浜保健所健康増進課　精神保健係長　保健師　小林友枝氏、「住民

のニーズの変容」NPO法人Both-Ai理事長　趙由紀美氏、「災害派遣ナース活動の実際」大洲中央病院

　救急看護認定看護師　福島雄二氏、「看護管理者の役割」西予市立野村病院　看護部長　山本静子氏

に様々な視点からお話しをいただきました。

リソースナース・マネジメント委員会
愛媛大学医学部附属病院　感染管理認定看護師　桝田　夏代

第３回　リソースナース全体交流会
「災害時の専門・認定看護師、看護管理者の活動」
第３回　リソースナース全体交流会

「災害時の専門・認定看護師、看護管理者の活動」

　グループワークでは、「災害時に自分たちの能力を発

揮して何ができるのか」「それを実践するための問題点

や課題は何か」について話し合いました。グループは、

「感染管理・手術看護」「救急看護・集中ケア・小児看

護・新生児集中ケア」「糖尿病看護」「乳がん看護・が

ん化学療法看護」「脳卒中リハビリテーション看護・摂

食・嚥下障害看護・認知症看護」「皮膚・排泄ケア」「緩

和ケア」「看護管理者」等、関連する１～４分野を各グ

ループ５～8名でグループ編成したことで、具体的な話し

合いが出来ました。「同じ分野、近い分野、自施設にい

ない分野の意見を聞くことで視野が広がった」「課題が

分かった」等の意見が聞かれました。

　また、これまでも「独自でボランティア活動に参加する意欲はあるが、手段・方法が分からない」

という意見も多く聞かれましたが、「災害派遣ナースの登録」について二宮専務理事より説明がされ、

具体的な手段の一つも紹介できました。

　今後は、専門・認定看護師、認定看護管理者が災害時にも専門的知識・技術を活かせるよう、ま

た多くの施設・県民に理解・活用されるよう、行政などにもアピールしたいと考えています。大変

充実した交流会となりました。

※愛媛県災害支援ナース数：293名

リソースナース内の災害支援ナース登録者数（2018.12）

※愛媛県災害支援ナース数：293名

愛媛県災害支援ナースのうち、
リソースナース登録者数（2018.12）
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趣 味
遊々
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　私の休日の過ごし方、それは子ども達とソフトボールをすることです。

　ソフトボールの指導者として17名を有するソフトボールチームの指導を行っています。

　子ども達の指導は難しく、日々悩みながら対応しています。子ども達がこの先スポーツを

楽しめ、大好きになれるかは指導次第だと思い接しています。

　最近の指導は「怒らず誉めて伸ばす」と言われます。私が常に心がけている事は「子ども

の頑張りを認めて誉めること、結果ではなく、プロセスを誉めること」です。ただ誉めるだ

けでは子ども達には見透かされてしまいます。また、プロセスがないものを誉めるとおだて

副会長・WLB推進者　立川　妃都美　

　愛媛県看護協会では、日本看護協会とタイアップして「看護職のWLB推進事業」に参加し、就労環境の改善を

図ってきましたが、日看協が平成29年度でこの事業を終了し、次年度以降、現在行っているインデックス調査業

者との仲介もしないことになりました。

　今回、日看協の事業から離れる事は大変ですが、同時にピンチはチャンスととらえて、新しい取り組みを企画

しました。今までWLBに取り組んできた経験から言えば、改善するポイントは見えています。また、「働き方改

革」が始まり、各施設、有給休暇取得年間5日以上、超過勤務の上限規程等の事に取り組まなければなりません。

　そこで、就労環境改善のキーパーソンである看護師長さん等を対象に、1.働き方改革法－①勤務間インターバ

ルの成功で夜勤不足問題解決、②有給休暇・超過勤務対策、③有期雇用契約や定年延長者への当たり前の対応を

2.看護部の育成・評価システムと病院の賃金システムとの連動　3.看護管理者のためのハラスメント対策　4.勤務

形態のステップアップとダウン、のあるある課題に対して具体的な事例を中心に幅広く提案する研修会を開催し

ます。

　そして、さらに深刻な悩みに対して成果があがりそうな手法を7つの実践プログラムとして紹介します。具体的

には採用・離職防止、夕方の人不足対応として機能する週休3日制、夜勤問題を解消する12時間夜勤+正循環勤務

システム制、師長・主任参加型賞与加算システム等々です。この7つの実践プログラムは、チームを作ってもらっ

た5病院のみ、2日目にグループワークを通してさらに深めてもらうことができます。勿論、すべてがきれいに解

決できるわけではありませんが、みんなが気持ちよく働ける環境を作りたい施設、人、大募集です。

テーマ：「日常と非日常に備えるー産科出血！助産師としてするべきことー」

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター　副院長　林　和俊　先生

ることになります。指導者が本気で接

すると、子ども達も本気で応えてくれ、

私も子ども達と一緒に成長しています。

　これらの経験は、看護師の指導の場

面でも通じるものがあり、日々の後輩

指導に役立てています。これからも子

ども達からやる気のエネルギーを吸収

し、私自身の仕事の活力にしていきま

す。

愛媛医療センター

池田　和也

新企画！「働き方改革」研修会
•「働き方改革」（WLB）ワークショップ　開催 令和元年度　中堅助産師研修会

日時：令和元年6月29日（土）13：30～16：00
令和元年度　中堅助産師研修会

日時：令和元年6月29日（土）13：30～16：00

　皆さん、CLoCMiP（クロックミップ）という言葉を知ってい

ますか？これは日本看護協会が開発した「助産実践能力習熟段階

（クリニカルラダー）」を指しています。レベル新人～レベルⅣま

であります。助産師実践能力が一定の水準に達成していることを、

審査し認証する制度もあります。レベルⅢを認証された助産師は

「自律して助産ケアを提供できる助産師」として日本助産師評価

機構のホームページに氏名を公表することができます。愛媛県に

おいても公表されている助産師は66名でそれぞれの場で活躍して

います。（5年ごとの資格更新）今回の研修はレベルⅢ認証取得対

象研修ということで、中堅期の助産師が27名参加し研修前後でテ

ストも行い学びを深めました。

　日本産婦人科学会の調べでは、いまだ年間約44名の妊産婦死亡

が報告されています。その原因は産科危機的出血が最多であり、

次いで脳出血となっています。要因は羊水塞栓・常位胎盤早期剥

離・子宮破裂・弛緩出血・癒着胎盤などの順となっており、分娩

時の危機的出血を経験した助産師も多くいると思います。分娩時

の異常出血は500～1000㎖から厳重管理・介入開始が必要であり、

すべての分娩で分娩後大出血に備えるべきと学びました。なぜ大

量出血が起きているか、原因を検索する。【4T＝筋緊張（Tone）、

外傷（Trauma）組織（Tissue）トロンビン（Thrombin）】根拠にも

とづいた、医療ケアを慌てずに実践する。患者の症状発現やバイ

タルサイン変化の前に介入し、分娩後大出血時の最初の行動を取

る。（人を呼びチーム医療を行う・子宮の圧迫止血・血管確保・

薬剤準備など）聴講しながら、救急蘇生の基本（観察する・変化

に気づく）と対処すべき行動を今一度学ぶことができました。

　すべての母子ともに、元気に生まれてくることを想い、私たち

は常に分娩に携わっています。緊急時にこそ落ち着いて行動でき

るようにイメージし訓練を重ねていく。講義を聞き、1人1人が各

部署で出来ることを考えました。

（助産師職能委員会　愛媛県立中央病院　嶋屋　順子）
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るようにイメージし訓練を重ねていく。講義を聞き、1人1人が各

部署で出来ることを考えました。

（助産師職能委員会　愛媛県立中央病院　嶋屋　順子）



愛媛県看護協会会報●2019.秋号6 愛媛県看護協会会報●2019.秋号 7

研　修　名

お食い締め～最後まで口から食べる～

在宅関連施設のリスクマネジメント

看護研究Ⅳ　抄録・パワーポイント・論文作成のコツ

JNAラダー導入のための交流会

保健師職能研修会Ⅱ「その人らしさ」に向き合う看護技術

災害支援ナースフォローアップ研修Ⅰ

医療安全管理者フォローアップ研修

災害支援ナースフォローアップ研修Ⅱ

在宅ケアを推進するための看護職等の集い

研修番号

２７

２８

４２

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

申込期間

9/30～10/18

8/23～9/20

10/15～11/1

9/30～10/18

10/21～11/8

10/21～11/8

10/28～11/15

10/28～11/15

11/5～11/22

11/11～11/29

10/21～11/8

10/28～11/15

12/23～1/17

1/14～1/31

10：00～15：30

10：00～15：00

10：00～15：30

10：00～12：30

9：30～12：30

9：30～12：30

10：00～15：30

13：30～16：00

10：00～15：30

9：30～16：30

10：00～15：30

10：00～16：00

9：30～16：30

13：00～16：00

8日（金）

9日（土）

21日（木）

23日（土）

30日（土）

30日（土）

7日（土）

7日（土）

12日（木）

20日（金）

16日（木）

18日（土）

31日（金）

15日（土）

備考

●

１
月

12
月

11
月

日　　時

【●】事前アンケートあり
詳しくは教育計画または愛媛県看護協会ホームページをご覧ください。

研修会情報

助産師職能交流集会「病院から地域へ、地域から病院へ、
切れ目のない母子支援を考える－虐待防止－」

医療安全対策に関する実践報告会
－多職種で取り組む誤嚥防止をめざして－

術前から取り組む周術期看護
～術後看護に自信が持てる！～

看護過程と看護記録Ⅱ
【実践編】患者・家族に"看護"が見える記録を書くには

看護研究Ⅴ　ビギナー指導者のための臨床看護研究の
指導・支援のポイントR２

２月

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　　」
開催日時：【東予】10月30日（水）13:30～16:00

【中予】11月20日（水）13:00～15:30
【南予】10月23日（水）13:00～15:30

場　　所：【東予】愛媛県総合科学博物館
【中予】愛媛看護研修センター
【南予】愛媛県歴史文化博物館

内　　容：「年金の生活設計」
「あなたのまちの求人情報！」
＊近隣の介護福祉施設の紹介

対　　象：愛媛県内在住の概ね55歳以上の看護職
40名程度

申込期限：【東予】10/16　【中予】11/13　【南予】10/9

問い合わせ：公益社団法人愛媛県看護協会

※今年度は愛媛県県民文化会館が使用できないため
開催場所を変更しています。ご注意ください！

日時

場所

参加費

令和2年2月22日（土）9：00～（受付8：30～）

看護職：2,000円／看護学生：700円

愛媛看護研修センター　愛媛看護会館

（松山市道後町2丁目11－14）

問い合わせ：公益社団法人愛媛県看護協会

※今年度は愛媛県県民文化会館が使用できないため
開催場所を変更しています。ご注意ください！

令和2年2月22日（土）9：00～（受付8：30～）

看護職：2,000円／看護学生：700円

愛媛看護研修センター　愛媛看護会館

（松山市道後町2丁目11－14）

第３９回　愛媛看護研究学会
「つながろう！」
地域を支える看護のちから
「つながろう！」
地域を支える看護のちから

第８回

・・

研修当日午前6時の時点で、

愛媛県域に「特別警報」が発令されている場合は、

研修を中止します。

詳しくはホームページをご確認ください。
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我が施設のリフレッシュ研修

済生会松山病院　柏　美栄子　

　今回は済生会松山病院の新人看護職員研修の一つをご紹介します。平成22年から「看護師等の人材確保の

促進に関する法律」が改正され新人看護職員の研修が努力義務化されていますが、当院でも現場スタッフや新

人看護師の意見を取り入れながら研修をブラッシュアップしています。看護師1年目の皆さんに研修を実施す

ることで、看護の質の向上や医療安全の確保に繋がる事はもちろんですが、社会人としても1年目の皆さんが

やっと手にした国家資格をしっかり生かし成長していくため、病院全体で支援していきたいと考えています。

　当院の新人看護職員研修は、基本的な看護技術を計画的に研修プランに取り入れ、1つずつ着実に身につけ

ていってもらっています。しかし、座学ばかりの研修では、眉間にしわが出来、難しい顔に？！…

　そこで、『フィールドワーク』という院外での研修を取り入れています。同期とのつながりは新人の時期を

乗り越えるためにとても重要だと考えています。お互いの良いところ探しを楽しみながらやってもらいたい

という事で企画しました。日時のみ指定し、同じ病棟の仲間とどこに行くか？何をするか？考えてもらいま

すが、それぞれの年度で企画に個性がでてきます。あるグループは疲れを癒したいと温泉に行ったり、野外

センターで童心に戻って遊んだり、バーベキューをしたグループもありました。

　自分たちで企画・運営する事で担当分けや、買い出しに行

くなどコミュニケーションは増えます。そんな中から、「○

○さんは、よく気が付くな」「○○さんは、場を盛り上げる

のが上手だな」など今まで気が付いていなかったそれぞれ

の良い所を知る事が出来ているようです。また、「交代勤務

で顔を合わす機会も減ってきていたのでゆっくり話す機会

が出来て良かった」「楽しくリフレッシュ出来た」「団結力

が高まった」など次への原動力に繋がっているようです。

　今年は少し学習の要素を取り入れ、自分たちの病院が位置す

る地域を知るために地域密着でのワークを提案しています。フ

レッシュな感性で今度はどんな収穫があるのか考えるとこちら

もワクワクしてきます。

ナースマンが行くナースマンが行くナースマンが行く

　村上記念病院は許可病床数199床のケアミックス型の病

院です。

　当院は「病める人の立場に立った患者さん中心の医療を

提供します・地域の期待に応えられるより良い保健、医療、

介護及び福祉サービスの提供に努めます」という基本理念

のもと、地域に密着した信頼される病院を目指し努力して

います。今年5月に新棟増築が完了し内科の医師達が卓越

した技術を発揮している内視鏡室が新棟へ移転。更に手術

室も新築され各診療科の医師達が日々患者様の為に手腕を発揮しています。

　私は当院に就職し５年が経ちます。

　まずは急性期病棟に配属となりました。毎日緊張の連続でしたが、先輩看護師や上司の温かい支援、病棟の

皆で助け合うというアットホームな雰囲気に助けられました。また、当院には新入職員に充実した教育カリキ

ュラムがあり、新人でもしっかり段階を踏んで成長していくことが出来ます。私もこの教育のおかげで苦しい

時期を乗り越える事ができました。

　現在は回復期リハビリ病棟で勤務しています。当病棟は平成28年に開設され、4年目に入りました。手探りの

状態からはじめましたが、徐々に多職種協働、連携の重要性を理解するようになりました。急性期病棟から当

病棟に転棟後は機能訓練を重ね、安心して在宅へ帰れるよう支援しています。

　そして私は今回、9月の異動で複合型サービス事業所「仲まち」の管理者として勤務する事になりました。

もともと介護福祉士として働いていた経験、そしてこの病院で習得した看護師としての経験を活かしながら、

利用者様の様々なニーズに応えられるよう努力していきたいと考えています。

社会医療法人社団更生会　村上記念病院
回復期リハビリテーション病棟 宮本　大輔

　当院の最大の魅力は医師との壁がない

ことです。普段から先生とも冗談を言え

るような環境で、仕事をするうえで委縮

することないところは非常にありがたい

点です。これからも当院のアットホーム

な魅力を大切にし、村上記念病院に来て

良かった、村上記念病院でないとだめだ、

と言って頂けるような魅力ある病院にな

るよう、今後は自己研鑽だけでなく後輩

看護師達の育成や、皆が働きやすい環境

を作る努力をしていきたいと思います。
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さんまの照り焼き丼 きのこの
みぞれ和え
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さんまの照り焼き丼

おすすめ
簡単レシピ

管理栄養士おすすめ簡単レシピ管理栄養士おすすめ簡単レシピ管理栄養士おすすめ簡単レシピ 十全総合病院
管理栄養士

●さんま…3枚おろし2枚（1匹分）
●Ａ〔酒…小さじ１・しょうがチューブ…少々〕
●片栗粉…大さじ１　●油…大さじ１
●Ｂ〔醤油…大さじ１・みりん…大さじ１・酒…大さじ１〕
●かいわれ大根…20ｇ　　●長ねぎ…５㎝（10g）
●ご飯…130ｇ

①さんまは2枚を半分に切って4切にする。
②かいわれ大根は根を切っておく。長ねぎは縦に切り込みを入
れ繊維に沿って細い千切りにして白髪ねぎを作り、水にさら
しておく。

③Ａを入れたナイロン袋にさんまを入れて下味をつけ、さらに
片栗粉を入れてまぶす。

④フライパンに油を熱し、片栗粉をまぶしたさんまをパリッと

●しめじ…50ｇ　　●えのき…50ｇ
●酒…小さじ１　　●大根…50ｇ
●Ａ〔酢…小さじ１/2・醤油…小さじ１/2〕

①しめじは石づきを取ってほぐす。えのき
は根元を落とし、長さを半分に切ってほ
ぐす。

②①を耐熱皿に入れ、酒をふって、ラップを
かけ、レンジ500Wで5分加熱する。
③大根をすりおろしてボールに入れ、酢、
醤油、あら熱をとったきのこを合える。

するまで焼く。
⑤フライパンにＢを
入れ軽く沸騰させ
タレを作り、焼いた
さんまにからめる。
⑥丼にご飯をつぎ、
さんまをのせ、フ
ライパンのタレを
かける。かいわれ
大根、白髪ねぎを
盛り付ける。

ナースセンターからのお知らせ

免許証の内容に変更はありませんか？

　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。

免許
証は

大切
に

保管
を!!

〒799-0404
四国中央市三島宮川4丁目6-53
Tel 0896-23-3360（代表）

〒793-0042
西条市喜多川796-1
Tel 0897-56-1300（代表）

〒794-8502
今治市旭町1丁目 4-9
Tel 0898-23-2500（代表）

〒790-8502
松山市北持田町132
Tel 089-941-1111（代表）

〒796-0048
八幡浜市北浜1丁目 3-37
Tel 0894-22-4111（代表）

〒798-8511
宇和島市天神町7-1
Tel 0895-22-5211（代表）

〒790-0813
松山市萱町6丁目 30-5
Tel 089-911-1800（代表）

30日以内に
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）

名
前
・
本
籍
地
が
変
わ
っ
た
時（
書
換
え
）

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）

紛
失
・
汚
れ
・
破
損
し
た
時（
再
交
付
）

四国中央

西 条

今 治

中 予

八 幡 浜 

宇 和 島

松 山 市

保健所名 管轄地域

四国中央市

新居浜市・西条市

今治市・上島町

伊予市・東温市
久万高原町
松前町・砥部町

八幡浜市・大洲市
西予市・内子町
伊方町

宇和島市・松野町
鬼北町・愛南町

松山市

所在地および電話番号

日　時　毎月１回（13：00～15：30）
2019年10/11（金）、11/26（火）、12/16（月）、

2020年1/28（火）、2/25（火）、3/18（水）
※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　訪問看護研修室

対象者　看護職（新人、経験者を問わない）

復職支援実技研修開催日のご案内
シミュレーターを使って看護技術を学ぼう

2019年度愛媛県看護協会で行う2019年度愛媛県看護協会で行う

日　時　毎月１回（13：00～15：30）
2019年10/11（金）、11/26（火）、12/16（月）、

2020年1/28（火）、2/25（火）、3/18（水）
※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　訪問看護研修室

対象者　看護職（新人、経験者を問わない）

復職支援実技研修開催日のご案内
シミュレーターを使って看護技術を学ぼう ナースセンター

カフェ

毎月1回　10：30～12：00
2019年　10/29、11/19、12/17
2020年　1/14、2/18、3/17
愛媛看護研修センター1階

個別相談は行きにくい、今すぐは就職しないけど

情報は見てみたい、ナースセンターの利用方法

がわからないなどなど、コーヒーを飲みながら、

気軽にお仕事の話や就活の話をしませんか？

予約不要です。自由にお越しください。

11月から次年度（2020年度）の継続手続きが始まります。

今年度の会費が未納入ですと継続手続きの書類が届きま

せん。手続きをお忘れの方が施設にいらっしゃる場合は、

早急に会費をご納入ください。

お問い合わせ　愛媛県看護協会　事務局

089－923－1287

材料１人前▶623kcal　塩分2.9g

作り方

材料１人前▶31kcal　塩分0.4g

作り方

2019年度の入会手続きはお済みですか？
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免許
証は

大切
に

保管
を!!

〒799-0404
四国中央市三島宮川4丁目6-53
Tel 0896-23-3360（代表）

〒793-0042
西条市喜多川796-1
Tel 0897-56-1300（代表）

〒794-8502
今治市旭町1丁目 4-9
Tel 0898-23-2500（代表）

〒790-8502
松山市北持田町132
Tel 089-941-1111（代表）

〒796-0048
八幡浜市北浜1丁目 3-37
Tel 0894-22-4111（代表）

〒798-8511
宇和島市天神町7-1
Tel 0895-22-5211（代表）

〒790-0813
松山市萱町6丁目 30-5
Tel 089-911-1800（代表）

30日以内に
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）

名
前
・
本
籍
地
が
変
わ
っ
た
時（
書
換
え
）

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）

紛
失
・
汚
れ
・
破
損
し
た
時（
再
交
付
）

四国中央

西 条

今 治

中 予

八 幡 浜 

宇 和 島

松 山 市

保健所名 管轄地域

四国中央市

新居浜市・西条市

今治市・上島町

伊予市・東温市
久万高原町
松前町・砥部町

八幡浜市・大洲市
西予市・内子町
伊方町

宇和島市・松野町
鬼北町・愛南町

松山市

所在地および電話番号

日　時　毎月１回（13：00～15：30）
2019年10/11（金）、11/26（火）、12/16（月）、

2020年1/28（火）、2/25（火）、3/18（水）
※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　訪問看護研修室

対象者　看護職（新人、経験者を問わない）

復職支援実技研修開催日のご案内
シミュレーターを使って看護技術を学ぼう

2019年度愛媛県看護協会で行う2019年度愛媛県看護協会で行う

日　時　毎月１回（13：00～15：30）
2019年10/11（金）、11/26（火）、12/16（月）、

2020年1/28（火）、2/25（火）、3/18（水）
※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　訪問看護研修室

対象者　看護職（新人、経験者を問わない）

復職支援実技研修開催日のご案内
シミュレーターを使って看護技術を学ぼう ナースセンター

カフェ

毎月1回　10：30～12：00
2019年　10/29、11/19、12/17
2020年　1/14、2/18、3/17
愛媛看護研修センター1階

個別相談は行きにくい、今すぐは就職しないけど

情報は見てみたい、ナースセンターの利用方法

がわからないなどなど、コーヒーを飲みながら、

気軽にお仕事の話や就活の話をしませんか？

予約不要です。自由にお越しください。

11月から次年度（2020年度）の継続手続きが始まります。

今年度の会費が未納入ですと継続手続きの書類が届きま

せん。手続きをお忘れの方が施設にいらっしゃる場合は、

早急に会費をご納入ください。

お問い合わせ　愛媛県看護協会　事務局

089－923－1287

材料１人前▶623kcal　塩分2.9g

作り方

材料１人前▶31kcal　塩分0.4g

作り方

2019年度の入会手続きはお済みですか？
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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変更や電子会員証の表示機能のほか、日本看護協会や都道府県看護協会（認定看
護管理者教育課程ファースト・セカンドレベル研修、保健師助産師看護師実習指導者講習会のみ）で受講した研
修の履歴が確認できます。受講証明書の発行も可能で、資格所得や更新、申請施設への提出などが必要な時に、
研修受講履歴証明書や一覧表も印刷できます。

研修を受講する前に、キャリナース登録を完了させてく
ださい。受講した研修をキャリナースに登録し、貴方の
看護職としてのキャリア開発にぜひお役立てください。

日本看護協会のホーム
ページ（トップページ）
のバナーからアクセス
できます！

（会員専用WEB）のユーザー登録をしよう！

①看護協会主催の研修の受講履歴を確認できる
②看護協会主催の研修を検索できる
③看護協会以外の研修もご自身で入力が可能

キャリナースの
登録はこちら

2019年度第３回（令和元年７月19日）
協議事項
●2019年度「通常総会」・「職能交流集会」の振り返り
●通常総会後の職能交流集会の持ち方について
●「特別警報・警報等」発令時の研修開催について（案）
●研修会報告について（案）
●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

第４回（令和元年９月13日）
協議事項
●2019年度補正予算（案）について
●2019年度中間報告及び令和２年度事業計画について
●令和２年度認定看護管理者教育課程ファーストレ
ベルの開催について
●令和２年度通常総会後の職能交流集会の持ち方に
ついて
●令和２年度行事日程について
●各会議出席について

看護職としての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

は、経験を積んでキャリアアップしたい看護職の皆様を応援します！

　猛暑が過ぎ去り、ようやく朝晩涼しくなっ

てまいりました。読書の秋、スポーツの秋、

食欲の秋、皆様はどの秋を堪能されています

か。現在、広報委員会では、広報活動の評価

について取り組んでいます。ナーシング愛媛

やホームページなど、皆様のお役に立てる有

意義な情報発信ができるよう検討していきた

いと思いますので、皆様からもご意見があれ

ば、ぜひ、お聞かせください。

　（広報委員：K）

編集後記編集後記編集後記

保健師……331名

助産師……232名

看護師…9,117名

准看護師…… 355名

　　　計…10,035名

令和元年度会員数（令和元年９月22日現在）

愛媛県看護協会会報●2019.秋号


