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【会員の皆様へお願い】

　現在、受講証明書は印刷してお渡ししておりますが、将来的には　　　　　　　からの受講証明書の発行

のみになる予定ですので、お早めに　　　　　　　の登録をお願いします。

　令和３年度から　　　　　　　で、愛媛県看護協会の研修が、すべて自動履歴管理できるようになります。

それに伴い、令和３年５月から、研修の受付方法が変わります。

●参加券は発行いたしません。お申込みいただいた研修は、原則、受講できますので、当日、直接会場

にお越しください。人数制限があり、受講ができない場合は、研修日の２週間前までに電話連絡いた

します。（５月開催の新規就職者研修は入会手続きの都合上参加券での受付になります。）

●受付は、「会員証」または「電子会員証」（スマートフォンから表示）が必要になりますので、必ず

ご持参ください。

※「会員」とは研修参加申込時点で愛媛県看護協会の入会手続きが完了している方（会費納入完了者）。

上記に該当しない方は非会員となります。

【研修受講の流れ】

①受付で、会員証または電子会員証で、バーコードを読み取り入室します。

②研修終了後、お帰りの際に、受付で会員証または電子会員証でバーコードを読み取りしてください。

（この読み取りを忘れると、受講証明書の発行に必要な時間管理がされませんので、受講証明書が発

行できません。十分注意してください。）

③事前に受講証明書を希望され、研修の受講必須時間を修了された方に、後日、受講証明書を郵送いた

します。

【会員証を紛失された場合】

●会員専用ページ　　　　　　　で手続きをお願いします。

●　　　　　　　の「会員情報の変更」から会員証の再発行を行ってください。

会員専用ページ

会員専用ページ

会員専用ページ

重要な
お知らせ 令和３年５月から

研修受講時の受付方法が変わります！

＜会員証＞ ＜電子会員証＞

会員専用ページ

会員専用ページ

　2018年6月から始まった、『研修受講履歴』提供スタートをきっかけに、
当院では全職員でキャリナース登録に取り組みました。

　まずは、師長会を通じて管理者が登録し、その後数週間かけて部署毎にスタッフにまで周知しました。
当初、2018年からの研修を入力しようと始めましたが、中には以前の研修履歴まで入力しているスタッフ
もいて、自分のキャリアを可視化する良い機会となりました。2020年8月3日現在、当院のキャリナース
登録率は98.5%で過去最高となりました。

　管理者は、スタッフのキャリア構築を支援するツール
として活用します。スタッフは、年度末に研修受講履歴
の一覧を印刷し提出することで１年間を振り返るととも
に、次年度への動機づけにしています。また、看護部で
確認した後は各自に返却し、ポートフォリオのファイル
に挟み、自身のキャリアステップの一助としています。
　今後も看護部全体で一人ひとりと向き合い、個々に応
じたキャリア開発を支援し、成長を温かく見守りたいと
思っています。

キャリアポートフォリオ　部署別研修参加履歴一覧

松山市民病院　看護部長　三笠　照美
キャリ

ナース
登録

　１０
０％を

目指し
て キャリナース登録推進に向けた当院の取り組みを紹介しますキャリナース登録推進に向けた当院の取り組みを紹介します
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リソースナース通信リソースナース通信
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　慢性心不全看護認定看護師　得松　美月　
　慢性心不全看護認定看護師は、心不全患者の急性期から慢性期・終
末期に至る各病期に応じた療養生活行動の支援（危険因子に対する予
防管理、急性増悪回避のためのセルフケア支援、生活調整など）や意
思決定支援を行っています。県内では2名の慢性心不全看護認定看護
師がリソースナース登録をしており、これまでに病院へ出向き看護師
を対象に心不全看護に関する研修会を行っています。愛媛県は心不全
死亡率が全国でも高い状況にあります。愛媛県の心不全死亡率の低下
を目指し、心不全患者がよりよい療養生活を送れるように県内の看護
職のみなさんと協力していきたいと思います。

　臨床現場で日々ご活躍をされている専門看護師、認定看護師の皆様に、耳寄りな情報です。

　今、専門・認定看護師として仕事をされている方々は、それぞれの領域で十分活躍できており、

現状で何の問題もないと考えている方が多いと思います。特に愛媛県では、今年度、指定研修機関

として愛媛大学医学部附属病院が認定されるまで、指定研修機関のない8県のうちの一つでもあっ

たことから、特定行為研修制度の認知度は低く、平成30年3月の時点で、修了した看護師は、7人

でした。

　国では、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、今後の急性期医療から在宅医療等を支

えていく看護師を計画的に養成することを目的に10万人を養成することを目指していますが、平

成30年3月現在で総数1,041名と、目標値には、到底、及ばない人数です。

　そこで、県協会では、2019年度、県から委託を受けて「看護師特定行為研修推進事業」を開始

しました。これは、特定行為研修制度を広く知ってもらうための研修会の開催と、特定行為研修へ

看護師等を派遣する施設への助成の2つからなりたっているものです。

　特定行為研修受講を推進するための研修会の開催は、昨年度、「研修修了者と協同した医師の経

験から考える研修制度の意義や導入の課題」を講演していただき、好評を得た「切手　俊弘先生」、

特定行為研修修了者として病院、在宅医療双方で実践をされている「北川　智美先生」をお迎えし、

11月14日に実施する予定です。

　助成制度は、所属施設が皆様を特定行為研修を受講させようとする場合に、あらかじめ申請書を

評価委員会に提出し認められた場合に、受講料、審査料の2分の1、29万円を上限として助成する

ものです。特定行為研修の受講を希望しない理由のひとつに受講料の高さがあります。その負担を

少しでも軽減できればと考えています。2019年度には、研修を修了した2人の認定看護師の方が

所属する施設に助成を行いました。今年度は、評価委員会の承認を得た2人の認定看護師の方が、

頑張って研修を受けています。

　近日中に評価委員会が開催されますが、来年度以降受講予定の5人の方が申請してくださってい

ます。

　専門看護師、認定看護師の皆様、一歩踏み出して新しい世界を広げて見ませんか。協会がお手伝

いをさせていただきます。助成制度のある今が、チャンスの時です。

慢性心不全
看護認定看護師

松山市民病院　脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　豊崎　陽子　
　愛媛県内には脳卒中リハビリテーション看護認定看護師4名が活動
しています。脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の役割は、脳
卒中患者の重篤化を予防するためのモニタリングとケアを行い、早期
リハビリテーションを支援し、生活の再構築を行うことです。地域で
その人らしく生きるために、「今できるケア」を共に考え、目標にチ
ャレンジできるようサポートします。活動としては、地域の病院や施
設に脳卒中看護や排尿自立に向けた援助の研修会、ポジショニングや
口腔ケアの実技指導を行っています。認定看護師を活用していただき、
脳卒中看護の質向上に取り組んでいきたいと考えています。

脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師

愛媛県立中央病院　感染管理認定看護師　上田　京子　
　感染管理認定看護師の役割は、疫学、微生物学、関係法規などの知
識・技術をもとに院内の感染管理プログラムを構築し、病院にかかる
すべての人を感染から守ることにあります。ICTに属し、組織横断的
な活動が求められます。現在愛媛県看護協会には35名がリソース
ナースとして登録しており、施設への訪問研修や集合研修等で活動し
ています。新型コロナ感染症のような新感染症や薬剤耐性菌対策など
は、1施設だけではなく、地域全体で取り組む必要があります。リ
ソースナースの活動をとおして地域ぐるみでできる感染対策を目指し
たいと思います。

感染管理
認定看護師

住友別子病院　慢性呼吸器疾患看護認定看護師　田中　貴大　
　現在県内では、３名の慢性呼吸器疾患看護認定看護師がリソースナ
ースに登録し活動を行っています。
　慢性呼吸器疾患は、長い経過をかけて不可逆的に進行すると言われ
ており、その経過の中で患者の自己管理能力の向上、呼吸器疾患特有
のからだ・こころの苦痛に対してのケアが必要とされています。その
ため院内では、「肺炎」「酸素療法」その他、部門・病棟に合わせた
「呼吸器ケア」についての研修を開催しています。
　これからも呼吸器疾患患者さんに対して、よりよい看護が提供でき
るよう日々努めていきたいと考えています。

慢性呼吸器疾患
看護認定看護師

各分野の登録数、リソースナースの活用の実際は、ホームページをご参照ください。

No.3No.3

副会長・看護師特定行為研修推進事業担当
立川　妃都美

看護師特定行為研修推進事業について
専門看護師・認定看護師さんに耳寄りなお知らせ
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慢性心不全
看護認定看護師
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脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師
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感染管理
認定看護師
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「呼吸器ケア」についての研修を開催しています。
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慢性呼吸器疾患
看護認定看護師

各分野の登録数、リソースナースの活用の実際は、ホームページをご参照ください。

No.3No.3

副会長・看護師特定行為研修推進事業担当
立川　妃都美

看護師特定行為研修推進事業について
専門看護師・認定看護師さんに耳寄りなお知らせ



 
 
この冬は、インフルエンザと新型コロナが同時に流行することが危惧されています。そのため、救急部門では感染

対策の重要性を再確認し備えることが必要です。 

 
 

 
救急部門は一般外来と比較して、①患者の重症度・緊急度が高く、多岐にわたる感染症が含ま

れる、②患者の事前情報が不足しているうえに、聴取も容易ではない、③患者から感染対策の協

力が得られにくい、といった特性があります。そのため、流行性感染症による患者－医療従事

者、患者－患者の感染リスクが高くなります。 

 

 

 

 感染対策の前提として、手指衛生や個人防護具の適切な使用など標準予防策が厳密に適用されなければなりません。

そして、患者の状態に応じて経路別感染対策（接触感染予防策、飛沫感染予防策、空気感染予防策）を追加します。

ただし、情報が十分ではない中では、感染対策が後手にならないようオーバートリアージも許容されます。 

救急部門では迅速性が求められますが、それは感染対策ができない理由にはなりません。この冬、『急ぐからこそ基

本を守る』という医療従事者側のパラダイムシフトが必要です。 

 

① 情報取集：患者や家族、紹介元の病院、救急隊から情報を得る。主症状以外に、発熱、呼吸器症状、消化

器症状、嗅覚・味覚障害、発症前2週間の行動歴・接触歴など。 

② 受け入れ準備：医療者は基本サージカルマスクを着用する。濃密な接触や血液体液曝露、感染症疑いな

どリスクに応じて、グローブ、エプロン・ガウン、アイシールド、キャップを追加する。気道吸引、気管

内挿管、心肺蘇生が予測される場合はレスピレーターマスク（Ｎ95マスク）を着用する。流行性感染症

が疑われたら、他者との接触を避け個室などへ誘導する手順を確認する。陰圧換気は必須ではないが、

患者退室後に換気が可能な部屋が望ましい。 

③ 患者対応時：可能であれば患者にサージカルマスク着用を試みる。医療従事者は標準予防策

を基本とした自分自身を守るための行動をとる。患者に触れた手で、手指衛生のないままパ

ソコンやドアノブ、共有環境に触れることはしない。また、患者に使用した血圧計や医療材

料も感染源になることを理解して処理する。 

④ 気管内挿管時の注意点：新型コロナが疑われる患者の気管内挿管は、意識下では実施しない

（咳嗽誘発で飛沫、エアロゾルが飛散する）。飛沫を抑えるテントなども市販されている。 

⑤ 情報共有：検査や放射線撮影、受付などを行う技師、事務員にも感染症疑いであることの情

報を伝え、接触状況により必要な個人防護用具の着用を説明する。検査機器類をナイロン袋

等でカバーすることで汚染範囲を少なくすることができる。 

⑥ 平時の準備：院内感染対策部門と連携し、感染対策マニュアルを作成する。定期的に患者受

け入れから挿管、退室後までトレーニングを行う。救急部門担当者は、インフルエンザやＢ型肝炎、麻疹、風疹、水痘、

流行性耳下腺炎、髄膜炎菌などの各種ワクチンを接種しておくことが望ましい。 

⑦ 施設管理者側の理解：感染症疑い患者の収容部屋や換気システムの増設や改修などを検討する。感染対策費用の補助

を受けられることもあるため、施設の事務部門に相談する。 

 

 

 

 患者退室後の環境表面には、感染源となる病原体が多く付着しています。病原体に応じて効果のある消毒薬を用い

た清掃が必要です。ベッドや血圧計など患者に触れた物だけでなく、患者に触れた医療従事者の手が触れたパソコン

やドアノブなども消毒清掃対象となります。また、必要に応じて一定時間換気を行います（事前に部屋の換気量を調

査し、必要な時間を確認する）。心電図や放射線撮影等の機器は、患者に触れた部分を消毒清掃します。 

 

（編集：東予感染管理サークル） 

救急部門の感染対策 ～冬季流行感染症に備え～ 
感染対策のツボ 

 ツボ１   救急部門の特性 

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２   感染対策の実際 

 ツボ３   患者退室後の清掃 
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第１２回

　新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中、愛媛県看護協会は愛媛県の方針に則り、会員の皆様、

協会職員の健康と安全確保に留意して7月から研修を実施しています。

　そこで、会員の皆様が安心して研修に参加できるよう、本会の新型コロナウイルス感染防止対策

と新しい研修スタイル（リモート研修）をご紹介します。

○受講当日の体調確認、発熱・咳等の症状や体調が思わし

くない場合は研修参加を控える。
○受講中、体調の変化がある場合は無理をしない。
○マスク着用、手洗い、手指消毒等に協力する。

○研修参加人数は、会場収容人数の50％以下に設定

○座席は指定席、各机に1名、前後の座席は左右に振り分け
○食事は、自席で前を向いて食べ、食後の会話はマスク着用
○定期的な換気
○県外講師で可能な場合はリモート研修

○アルコール消毒液によるふき取り清掃
　（研修開始前・昼休み・研修終了後）

○手指用アルコール消毒剤設置（館内入口・受付）

保健師職能研修会Ⅰ　テーマ：「危機管理の体制整備と災害発生時の保健活動」
愛媛県看護協会副会長　保健師職能委員会委員長　野村美千江（愛媛県立医療技術大学）

　令和2年8月1日（土）、愛媛看護研修センター2階大研修室に

保健師81名が参加し標記研修を開催しました。

　感染防止のため、基調講演の講師のみ千葉からリモートで参

加し、受講者と県内話題提供者は会場内に集合するスタイルで

行いました。講師の顔とスライドがスクリーンに映し出され、

声は明瞭に会場内に届きました。話題提供者3人の報告は、会

場から講師にLIVE配信され、最後に総括的コメントを頂いて

参加者の理解度アップにつなげることができました。

　今回の経験から学んだポイントは、①WEB環境の設定と予演、音声・音質の確認、②講師のカメラ目

線とゆっくり明瞭なプレゼン、③リモート講師を一人ぼっちにさせない司会進行です。

　さあ、皆さん、集合とリモートを組み合わせた新しい研修スタイルを楽しみましょう！

受付は、1階ロビーも活用

ソーシャルディスタンスを保って着席

演習は少人数で実施！

講師は千葉県からリモートで参加

公益社団法人愛媛県看護協会
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　新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、研修の一部を中止・延期する場合があります。また、開催する

場合も状況により募集数や日程などの研修内容を変更する場合があります。

　最新情報は、当協会ホームページに掲載いたしますので、必ずご確認の上、研修申込をしていただきますよう

お願い申し上げます。

5日（土）

9日（水）

22日（火）

23日（土）

20日（土）

10：00～16：10

10：00～15：30

9：30～16：30

13：00～16：00

21

36

22

～11/5

11/2～11/20

11/9～11/27

～2/15

開催

開催

開催

開催

開催

12

月

２
月

いつもでも安全に口から食べてもらうために

看護過程と看護記録Ⅱ（実践編）

災害支援ナースフォローアップ研修Ⅱ

自分の考えが発信できる職場をめざして

在宅ケアを推進するための看護職等の集い

研修
番号日 時 研 修 名 申 込 期 間 開催状況

研修会情報（12～3月開催分）

Ｒ３
１月

趣 味
遊々
趣 味
遊々
ゆうゆう ゆうゆう

愛媛大学附属病院

二宮　なつみ

我が施設のリフレッシュ研修

医療法人沖縄徳洲会　宇和島徳洲会病院　教育委員会担当　看護主任　　山本　梓

　当院は「患者様の生命を尊重し、豊かな

人間性を育み、専門職としての自己啓発に

努める人材を育成する」を看護部教育理念

として研修の企画・運営を行っています。

毎年8名前後の新人看護師が入職し、昨年

度は10名の新人看護師を迎えることがで

きました。

　一昨年より、新人看護師のリフレッシュ

や他部門に新人看護師を知ってもらう目的で、新人研修プログラムに「リフレッシュ研修」を取り入れま

した。開催時期は、業務や人間関係、社会生活に慣れ、理想と現実のギャップを感じながら悩みが多くな

る時期(入職後6カ月)としました。

　一昨年は開放的な海辺でバーベキューを

行いましたが、昨年は病院の互助会と合同

でソフトバレーボール大会を行いました。

6チームに分かれ、全チーム総当たり戦で

白熱した試合が繰り広げられました。

　初めは緊張した表情で参加していた新人

も、プレーが進むにつれて表情が和らぎ、

スーパープレーに拍手喝采したり、珍プ
レーに笑顔が溢れたりと、職種を超えて共に汗を流し、親睦を深めることができました。新人からは「普

段関わることが少ない部署と交流することで情報交換の場となり刺激になった」、「リフレッシュするこ

とができた」との意見があり、研修の目的は達成できたと実感しています。

　今年4月、新人10名全員が2年目を迎え、チームの一員として働く姿を見ることができ非常に嬉しく思

います。

　現在、新型コロナ感染症対策により3

密を避けなければならない状況です。こ

の状況が長く続くことが予想されますが、

今後も看護部教育委員会では、知恵を絞

り、新人が組織に馴染み職種を超えて仲

間と繋がりを持てるような研修の企画・

運営を行っていきたいと思います。

　私の趣味はドラムを叩くことです。

かっこよさそうだし、ちょっと運動

にもなるかな～と軽い気持ちで松山

市内のドラム教室に通い始めて３年

になります。体験レッスンで簡単な

８ビートを教わり、初めて曲に合わ

せて叩いた時の楽しさは今でも忘れ

ません。足で鳴らす『ドンドン』と

いう低い音、手で鳴らす『タンタン』、

『シャンシャン』といった色々な種類の音が体中に響き渡り、とてもワクワクしたのを覚えています。今

ではテレビなどで曲を聴くたびに、真っ先にドラムのリズムが気になるようになりました。年２回の発表

会ではたくさんのドラマーが集まり、その中で叩くので緊張しますが、発表会に向けて努力することで自

分の成長につなげることができます。

いつもドラムを教えて下さる先生や生

徒、組んでいるバンドのメンバーなど、

ドラムを通じてたくさんの方と出会い、

音楽の楽しさを感じることができてい

ます。また休みの日に打ち込める趣味

があることで生活にメリハリがつき、

仕事への活力になっています。早く新

型コロナウイルスが収束し、また思い

切りドラムを叩くことができるのを楽

しみにしています。
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ボリュームたっぷり
ミネストローネ風
さつまいものスープ

ボリュームたっぷり
ミネストローネ風
さつまいものスープ

作り方

材 料

①玉ねぎ、にんじんは1㎝角に切る。さ
つまいもはかわつきのまま1㎝角に切

り、水にさらして水気を切る。ウィンナーは斜め3
等分に切る。

②鍋にA、①の玉ねぎ、にんじん、さつまいも、ウィ

●玉ねぎ…1/4個　●にんじん…1/2本
●さつまいも…1/2本　●ウィンナー…4本
●A〔水…1カップ・無塩トマトジュース
…1カップ・固形スープのもと…1個〕

（2人前）

ンナーを入れて、強火にか
け、煮立ったら弱火にして
10分ほど煮る。

③器に盛り、パセリをちらす。

約188kcal

レンジで簡単！
和風きのこマリネ

レンジで簡単！
和風きのこマリネ

作り方

作った感想

材 料

①エリンギは、半分の長さに切り、棒状
にする。しめじは、小房にわける。

②耐熱容器にA、エリンギ、しめじを入れ、ラップをか
けて電子レンジ（600W）で1分加熱する。
③一度取り出し、全体を混ぜ合わせて、しんなりする
まで、さらに1分間加熱する。

●エリンギ…1パック
●しめじ…1パック
●A〔顆粒だし…小さじ1/2
オリーブオイル…大さじ2・しょうゆ…小

（2人前）

箸休め
には、

約149kcal

おすすめ
簡単レシピ

　取り立てて気の利いたこともお伝えできない私
ですがよいのでしょうか？という思いです。

　「察する力」です。これは、よくよく相手のこ
とを観察したり、理解しないとできない難しいこ
とだと思いますが、察した看護をしたいと思って
います。

　ドライブと旅行です。運転が苦ではないので、
思い立ったら車に飛び乗ってどこにでも行きます。
そんな私なので、新型コロナが蔓延しているこの
ご時世ではストレスが全く解消できていません（笑）。

　いつも明るく元気な小路先生の笑顔が皆を支え
てくれています。学生からも慕われている　熱血
先生です。

　いつも協力しながら一緒に働いている当院の優
秀な事務部門職員さん達から「笑顔の素敵な看護
師さんNo.1」に選出されたことは最高のご褒美で
す！ありがとうございます☆

　地域の患者さんやその家族が、その人らしく生
活できるように支援することを大切にしています。
支援者側もイキイキと楽しく多職種で協力しなが
ら、笑顔で働くことをこころがけています。

　今は自粛中ですが、友達や家族と美味しいものを
食べながら、些細なことで大笑いすることです（笑）

　今回は、事務部門による選挙で推薦者を選出し
ました。大久保主任さんだけでなく複数の看護師
さんの名前が挙がっていました。他部門から選ば
れるということは名誉なことです。チーム医療で、
"つなぐ看護"が実践されている証拠でもあります。
　さすが、いい仕事してますね！

松山看護専門学校

医療専門課程
第１看護学科
小　路　陽　子

西条中央病院

看護管理室
大久保　美　喜

スマイルリレースマイルリレー

自分が働いてみたい職場で指導を受けながら
実際に業務を体験し、納得して就職！！
しかも、研修修了後には給付金が受け取れます。

研修施設：県内病院・診療所・社会福祉施設等
研修期間：5日以上14日以内（1日4時間）
給 付 金：1日当たり5,500円を支給

～2019年度　実績～

研修修了者数：52名

マッチング率：88.5％

対象者：未就業の看護職（要予約：定員5名）
時　間：13：00～16：00

【感染防止対策の基本】10/29（木）
　①手洗い・職業感染防止策　②標準予防策
　③感染経路別予防策

【高齢者の皮膚・排泄ケア】11/30（月）
　①皮膚の解剖生理　②スキンケア　③排泄ケア

【採血・注射・フィジカルアセスメント】月に1回実施
11/12（木）　12/17（木）　R3年1/28（木）

　　①採血・注射　②フィジカルアセスメント
　　　　　③喀痰吸引

　現在、新型コロナウイルス感染症患者やそれ以外の疾患を持つ

患者の治療・看護において看護職が不足している現状です。

病院はもとより診療所、介護施設等の医療・介護現場だけでなく

保健所などの電話相談や新型コロナウイルス感染症軽症者宿泊療

養施設など様々な場で看護職が必要とされています。常勤でなく

ても、短時間や短期間など多様な勤務形態での就業も可能です。

第2・3波に備え新型コロナウイルス感染症に係る求人に協力

　　して頂ける方も随時募集しております。　感染防止対策等の

　　　　　研修会も実施予定ですので、ぜひご相談下さい。

　　　　　　　　　　　お力添えをお願いいたします。

現在就業されていない方へ
復職のお願い！

ナースセンターカフェ

ミニ講座（定員5名程度　要予約）
【介護でも使う電子カルテ】

11/10（火）11：00～12：00

【気分も印象も上がる！簡単メイクアップ講座】

R3年　1/12（火）11：00～12：00　　

を飲みながら気軽にお話をしませんか？　

日時▶月1回　火曜日

10：30～12：00（予約不要）

11/10（火）、12/8（火）、R3年　1/12（火）

給付型
実践型就業チャレンジ研修

復職支援実技研修

お 問 合 せ
愛媛県ナースセンター
（公益社団法人

愛媛県看護協会）
月～金曜日・第2土曜日　☎089-924-0848
9時～17時　　ehime@nurse-center.net

～ナースセ
ンターから

のお知らせ
～

※新型コロナウイルス感染症の影響により内容の変更・中止となる
ことがあります。その際はホームページにてお知らせ致します。

さじ2・水…小さじ2・酢…小さじ1〕
●パセリのみじん切り…少々

ちょうど良いかも。
しょうゆの量は好みで
調整してください。

作った感想 塩は入れてい
ませんが、ウ

インナーと固形スープのもと
でちょうど良い味になりまし
た。

④器に盛り、パセリを
ちらす。

●パセリのみじん切り…少々

①選ばれての感想 ①選ばれての感想

②看護をする上で大切にしていることは？

③あなたのストレス解消方法

④推薦者のひとこと

②看護をする上で大切にしていることは？

③あなたのストレス解消方法

④推薦者のひとこと



愛媛県看護協会会報●2020.秋号10 愛媛県看護協会会報●2020.秋号 11

ボリュームたっぷり
ミネストローネ風
さつまいものスープ

ボリュームたっぷり
ミネストローネ風
さつまいものスープ

作り方

材 料

①玉ねぎ、にんじんは1㎝角に切る。さ
つまいもはかわつきのまま1㎝角に切

り、水にさらして水気を切る。ウィンナーは斜め3
等分に切る。
②鍋にA、①の玉ねぎ、にんじん、さつまいも、ウィ

●玉ねぎ…1/4個　●にんじん…1/2本
●さつまいも…1/2本　●ウィンナー…4本
●A〔水…1カップ・無塩トマトジュース
…1カップ・固形スープのもと…1個〕

（2人前）

ンナーを入れて、強火にか
け、煮立ったら弱火にして
10分ほど煮る。
③器に盛り、パセリをちらす。

約188kcal

レンジで簡単！
和風きのこマリネ

レンジで簡単！
和風きのこマリネ

作り方

作った感想

材 料

①エリンギは、半分の長さに切り、棒状
にする。しめじは、小房にわける。

②耐熱容器にA、エリンギ、しめじを入れ、ラップをか
けて電子レンジ（600W）で1分加熱する。
③一度取り出し、全体を混ぜ合わせて、しんなりする
まで、さらに1分間加熱する。

●エリンギ…1パック
●しめじ…1パック
●A〔顆粒だし…小さじ1/2
オリーブオイル…大さじ2・しょうゆ…小

（2人前）

箸休め
には、

約149kcal

おすすめ
簡単レシピ

　取り立てて気の利いたこともお伝えできない私
ですがよいのでしょうか？という思いです。

　「察する力」です。これは、よくよく相手のこ
とを観察したり、理解しないとできない難しいこ
とだと思いますが、察した看護をしたいと思って
います。

　ドライブと旅行です。運転が苦ではないので、
思い立ったら車に飛び乗ってどこにでも行きます。
そんな私なので、新型コロナが蔓延しているこの
ご時世ではストレスが全く解消できていません（笑）。

　いつも明るく元気な小路先生の笑顔が皆を支え
てくれています。学生からも慕われている　熱血
先生です。

　いつも協力しながら一緒に働いている当院の優
秀な事務部門職員さん達から「笑顔の素敵な看護
師さんNo.1」に選出されたことは最高のご褒美で
す！ありがとうございます☆

　地域の患者さんやその家族が、その人らしく生
活できるように支援することを大切にしています。
支援者側もイキイキと楽しく多職種で協力しなが
ら、笑顔で働くことをこころがけています。

　今は自粛中ですが、友達や家族と美味しいものを
食べながら、些細なことで大笑いすることです（笑）

　今回は、事務部門による選挙で推薦者を選出し
ました。大久保主任さんだけでなく複数の看護師
さんの名前が挙がっていました。他部門から選ば
れるということは名誉なことです。チーム医療で、
"つなぐ看護"が実践されている証拠でもあります。
　さすが、いい仕事してますね！

松山看護専門学校

医療専門課程
第１看護学科
小　路　陽　子

西条中央病院

看護管理室
大久保　美　喜

スマイルリレースマイルリレー

自分が働いてみたい職場で指導を受けながら
実際に業務を体験し、納得して就職！！
しかも、研修修了後には給付金が受け取れます。

研修施設：県内病院・診療所・社会福祉施設等
研修期間：5日以上14日以内（1日4時間）
給 付 金：1日当たり5,500円を支給

～2019年度　実績～

研修修了者数：52名

マッチング率：88.5％

対象者：未就業の看護職（要予約：定員5名）
時　間：13：00～16：00

【感染防止対策の基本】10/29（木）
　①手洗い・職業感染防止策　②標準予防策
　③感染経路別予防策

【高齢者の皮膚・排泄ケア】11/30（月）
　①皮膚の解剖生理　②スキンケア　③排泄ケア

【採血・注射・フィジカルアセスメント】月に1回実施
11/12（木）　12/17（木）　R3年1/28（木）

　　①採血・注射　②フィジカルアセスメント
　　　　　③喀痰吸引

　現在、新型コロナウイルス感染症患者やそれ以外の疾患を持つ

患者の治療・看護において看護職が不足している現状です。

病院はもとより診療所、介護施設等の医療・介護現場だけでなく

保健所などの電話相談や新型コロナウイルス感染症軽症者宿泊療

養施設など様々な場で看護職が必要とされています。常勤でなく

ても、短時間や短期間など多様な勤務形態での就業も可能です。

第2・3波に備え新型コロナウイルス感染症に係る求人に協力

　　して頂ける方も随時募集しております。　感染防止対策等の

　　　　　研修会も実施予定ですので、ぜひご相談下さい。

　　　　　　　　　　　お力添えをお願いいたします。

現在就業されていない方へ
復職のお願い！

ナースセンターカフェ

ミニ講座（定員5名程度　要予約）
【介護でも使う電子カルテ】

11/10（火）11：00～12：00

【気分も印象も上がる！簡単メイクアップ講座】

R3年　1/12（火）11：00～12：00　　

を飲みながら気軽にお話をしませんか？　

日時▶月1回　火曜日

10：30～12：00（予約不要）

11/10（火）、12/8（火）、R3年　1/12（火）

給付型
実践型就業チャレンジ研修

復職支援実技研修

お 問 合 せ
愛媛県ナースセンター
（公益社団法人

愛媛県看護協会）
月～金曜日・第2土曜日　☎089-924-0848
9時～17時　　ehime@nurse-center.net

～ナースセ
ンターから

のお知らせ
～

※新型コロナウイルス感染症の影響により内容の変更・中止となる
ことがあります。その際はホームページにてお知らせ致します。

さじ2・水…小さじ2・酢…小さじ1〕
●パセリのみじん切り…少々

ちょうど良いかも。
しょうゆの量は好みで
調整してください。

作った感想 塩は入れてい
ませんが、ウ

インナーと固形スープのもと
でちょうど良い味になりまし
た。

④器に盛り、パセリを
ちらす。

●パセリのみじん切り…少々

①選ばれての感想 ①選ばれての感想

②看護をする上で大切にしていることは？

③あなたのストレス解消方法

④推薦者のひとこと

②看護をする上で大切にしていることは？

③あなたのストレス解消方法

④推薦者のひとこと
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お知らせお知らせお知らせ

令和２年度第４回（令和２年７月10日）
協議事項
●令和２年度通常総会の振り返りについて
●役員賠償保険契約の更新について

第５回（令和２年９月11日開催）
協議事項
●令和２年度中間報告及び令和３年度事業計画に
ついて
●令和３年度認定看護管理者教育課程ファースト
レベル及びセカンドレベルの開催について
●WEB会議をZOOMを用いて開催する場合のマ
ニュアルについて
●会員サービスについて
●令和３年度行事日程について

　みなさま「特別な夏」はいかがお過ごしでしたか。
　こんなに感染予防を意識した夏はなかったので
はないでしょうか。
　そして、すぐそこには冬が到来します。
　医療従事者としてお手本になってこの危機的状
況を乗り越えることができればよいと思います。
　広報員会一同、皆様の健康をお祈りいたします。

愛媛医療センター　八百原優子

編集後記編集後記編集後記

保健師……319名

助産師……236名

看護師…9,152名

准看護師………324名

　　　計…10,031名

令和２年度会員数（令和２年９月６日現在）

愛媛県看護協会会報●2020.秋号

　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、2015年
10月から都道府県の「ナースセンター」へ届け出
ることが努力義務になりました。本人による直接
届出と施設からの代行届出の方法があります。
　届出された方には、生涯にわたる看護職のキャ
リア継続への支援として、求人情報・看護協会広報
誌・復職への研修情報等をお送りします。求職中
の方には、求職情報の提供と就業相談を行います。
　詳しくは、愛媛県ナースセンターホームページ
内「届出制度」をご覧ください。

　10月末から令和3年度の継続手続きが始
まります。
　会員情報や口座納入方法に変更のある方
は、「継続のお知らせ」がお手元に届き次
第、速やかにお手続きください。
　なお、次年度第1回目の口座振替は令和
3年1月27日です。口座振替で会費を納入
される方は、残高のご確認をお願いいたし
ます。

＜お問い合わせ＞愛媛県看護協会　事務局
０８９－９２３－１２８７

離職される看護職の
皆様へ届出のお願い

令和３年度の継続手続きが
始まります！

令和３年度の継続手続きが
始まります！


