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　2020年2月から検討を開始した「研修管理システム・受付管理システム」がようやく完成し、11月9日・

11日と12月9日の研修会でトライアルを実施しました。システム導入により、受付方法が変わることから、

事前に、参加券は発送しないこと、受付には「会員証」かスマートフォンから表示できる「電子会員証」の

持参が必要なことをお願いしていたこともあり、スムーズに確認作業ができました。

　このシステム導入の第一の目的は、キャリナースに登録することで研修の自動履歴管理ができることから、

会員の皆様に自分のキャリア開発に役立てていただこうというものですが、今回、副産物として、今のコロ

ナ禍の中で、非接触型機器や、三密を回避することが推奨されていますが、そのニーズに合致したことに我々

も驚いています。今までの参加券を受付で提出して、協力員が確認してという作業が一瞬で終わり、密にな

ることなく、受付が終了するのです。

　勿論、会員証を忘れたということもあるかと思いますが、今の時代、スマホを忘れたという方はあまりい

らっしゃらないように思います。来年度からの研修は、ぜひ、キャリナースに登録して電子会員証を手元に

おかれ、バーコードリーダーにかざしてスマートに受付してください。

　また、トライアルをして、受付や退室時間がきちんと管理され、受講証明書の発行に必要な時間数も一瞬

で表示されることが、確認できました。今後、キャリナースに登録していただくことで、この受講証明書も、

ご自分で印刷することができます。

　ぜひ、次年度からの「研修管理システム・受付管理システム」の本格稼働に、ご協力をお願いします。

研修管理システム担当グループ（立川・丹治・菊池）

研修管理システム・受付管理システムが完成しまし研修管理システム・受付管理システムが完成しましたた！！研修管理システム・受付管理システムが完成しました！

バーコードリーダーを使った受付の様子バーコードリーダーを使った受付の様子 平日の研修のお昼休みに平日の研修のお昼休みに
キャリナース登録のお手伝いをしています　　キャリナース登録のお手伝いをしています　　

　謹んで新春のお慶びを申しあげます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が世界各地
で猛威をふるい、想定外の事態が多発しました。
医療従事者は感染防止対策と対応に追われ、感染
リスクへの不安と緊張、風評被害による精神的ス
トレス、業務の増大、看護師不足等、忍耐と苦悩
の一年でした。第１波・第２波・第３波と繰り返
しピンチに見舞われる中で、医療の継続を担保す
る体制整備、最前線で戦う看護職を守る感染防護
具の配備、業務負担を軽減するためのシステムづ
くり、看護職の人材確保、検査体制の構築等、災害
と同様、平時の体制整備・備えが重要であること

公益社団法人愛媛県看護協会

会　長　小椋　史香

2020年2020年

金元　孝　氏
元松山記念病院
看護部長

瑞宝双光章

を痛感いたしました。体制整備は、行政、各医療機関、自治体、関係団体、企業、地
域住民等、多くの方々の理解と協働が要求されることも再認識いたしました。
　また、看護管理者や感染管理認定看護師の自施設を超えた地域での活動と包括的マ
ネジメントが脚光を浴び、看護力の発揮により、住民に安全と安心をもたらす証とも
なりました。苦難の一方、医療従事者への激励メッセージがこんなに寄せられた年も
珍しいと感じています。
　辛丑（かのとうし）年は、「痛みを伴う衰退と新たな息吹が互いに増強し合う年」
と言われています。新型コロナウイルス対応は、医療も経済もそれぞれの痛みを伴い
ました。新しい年は、新たな生活様式やロボットの活用、IT技術の進化により、これ
までにない価値観や柔軟な対応が求められ、変革の時代に突入することでしょう。
　さらに、新型コロナウイルス感染症に加え人口減少が大きな社会問題となっていま
す。人口が減少すれば、必然的に助け合いが求められます。自分の居場所や役割を見
つけ、人間らしく生きることに軸足を移す時代に変化していくのではないでしょうか。
　このような状況をふまえ、一層看護職の「総活躍社会」の時代がやってくると考え
ています。『できる時に　できることを　できるだけ！』の精神で、自分自身・家族、
地域の人々の健康を守るためにあらゆる場で活動して参りましょう。
　皆様のご健康とご活躍をこころからお祈りし、新年のあいさつとさせていただきます。

バーコードリーダーを使った受付の様子 平日の研修のお昼休みに
キャリナース登録のお手伝いをしています　　

2020年2020年年年
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看護部長

瑞宝双光章
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　明けましておめでとうござい
ます。
　公私ともに皆様に支えて頂き、
還暦を迎えることができました。
本当にありがとうございました。
縁があって就職し早いもので32
年になります。
　先輩から戴いた言葉 「悪い商
品を売るな」を胸に、自分なりに
一生懸命（自分なりがミソです）
取り組んで参りました。これから
も与えられた仕事を一つずつこ
なし、居るだけで安心感を与えら
れる存在になりたいと思います。
　昨年からのコロナ禍による社
会情勢の悪化、超高齢化時代の
問題がゆっくりでも着実に解決
することを願います。

　今年3回目の丑年を迎えました。

看護師になって15年、昨年主任

になり新米管理者として日々奮

闘しています。まだまだ学ぶこ

とは多いですが、「牛の歩みも

千里」というように、焦らず一

歩ずつ頑張っています。また、

お休みの日には中学校から続け

ている箏の腕前も磨きながら、

公私共に充実した一年にしたい

と思っています。

　明けましておめでとうござい
ます。
　年女という事でお声をかけて
頂き自分に励みをかけたく、
受けさせて頂きました。一日一
日を地域の人々の笑顔を見られ
るようにと、看護に努めてまい
りましたが、逆に皆様の姿に励
まされ今日まで仕事を続ける事
が出来ました。今年も焦らず一
日一日を大切にコロナに振り回
されないように皆様と共に精進
して参りたいと思います。

　明けましておめでとうござい

ます。

　入職から3年目を迎えようと

しています。日々先輩方・患者

様とご家族様から多くを学ぶ毎

日は充実した日々です。

　今年は、今までに学んできた

ことや新しく学ぶことを確実に

スキルアップに繋げていき看護

師として成長していきたいと思

います。

　病院以外での仕事を経験した

いと思い、老人保健施設に入社

し、もうすぐ5年が経過します。介

護保険制度について知らなかっ

たことが多く、この年齢で良い

学びができました。娘たちが看

護師を目指し、頑張っています。

娘たちに負けないように、自分

の知識を高める年にしたいと思

います。

　入職して、2年目（入職後、初

年男）を迎えました。

　日々の臨床現場の中で様々な

場面に出会います。まずは、「患

者さんにとって最善とは何か」

と些細なことでも疑問を感じ、

患者・家族がケアを選択できる

よう、チーム内で議題提起でき

る発言力・行動力を意識した1年

にしていきたいと思います。

　3回目の成人式が迫り、シニ
アという言葉に敏感になりまし
た。20歳前から精神科に携わっ
ています。成人を祝って頂いた
患者様や先輩方から、教えて頂
いたことがようやく身にしみた
40歳頃を懐かしく思います。
還暦を迎えるに当たり、私が受
けた教えを後輩達に引き継ぐこ
とができればと暗中模索の毎日
です。体力の続く限り、若いス
タッフと一緒に頑張っていきた
いと思います。

　思い返せば、看護の道に足を

踏み入れたのは前回の丑年でし

た。それまで主婦だった私は、

志を胸にとてもワクワクしてい

たことを思い出します。

　初志貫徹。この12年間の自分

を振り返りながら、看護師として

新たな気持ちでこの一年頑張っ

ていきたいと思います。

　昨年は保健師2年目としてよ
り責任感を持って、結核業務と
新型コロナウイルス感染症業務
等に取り組みました。振り返る
と、大変なこともありましたが、
先輩保健師の方々からもご指導・
ご助言いただきながら、多くの
経験を積むことができたと思い
ます。
　今後も保健師として一つ一つ
の出会いを大切にしながら、自
身の目標とする保健師像に近づ
けるよう頑張ります。

　昨年業務上の事故により骨折

を受傷しました。図らずも患者

の立場となり当院で入院手術を

経験することになりました。

術前の不安な気持ち、術後の疼

痛の辛さ、多忙な看護師への遠

慮など患者の立場から看護師業

務を見直すことが出来ました。

新年はその経験を活かし、より

患者の立場に立った看護を提供

していきたいと思います。

　愛媛県看護協会には1,010名の丑年生まれの

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。

　愛媛県看護協会には1,010名の丑年生まれの

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。

2021年
年男・年女
新年の抱負

2021年
年男・年女
新年の抱負

2021年
年男・年女
新年の抱負

和ホスピタル
木　村　美奈子

消化器科久保病院
林　　　慶　子

伊予病院
湊　　　雄　希

大洲中央病院
谷　口　明日香

済生会今治老人保健施設　希望の園
村　上　玄　記

公立学校共済組合四国中央病院
真　鍋　純　弥

堀江病院
岩　本　秀　尊

訪問看護ステーション愛媛
竹　原　裕　美

八幡浜保健所
中　山　風　子

愛媛生協病院
竹　内　紀　夫
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竹　内　紀　夫
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◆期　　間：令和2年9月12日（土）～令和3年1月23日（土）
◆受講者数：55名　　※A日程は中止

　今年度はコロナウイルス感染症の影響により感染防止
対策に考慮していただいた中で研修が開始となりました。
初めて参加した時は様々な施設で活躍している同期と出
会えたことが嬉しかったです。すでに実践していた研修
内容もありましたが、改めて知識・技術を学び直す機会と
なり、研修以降はより自信を持つことができました。また
様々な現場で活躍されている講師の方々から現場での取
り組みを知ることができたのも多施設合同だからこその
良さだと思います。今回の研修で得た知識を糧に今後もよ
り良い看護を実践できるように頑張っていきたいです。

西予市立野村病院　　福　山　絵梨奈

認定看護管理者ファーストレベル ◆期　　間：令和2年7月1日（水）～令和3年2月22日（月）＜全8回＞
◆受講者数：44名多施設合同新人看護職員研修

　今年度はコロナ禍での開催となりましたが、ソーシャルディス
タンスを保ちながら、講義やグループワークを通して様々なこと
を学び、自分自身も成長できるよい機会となっています。講習会
の中で、改めて看護の基本や看護することの素晴らしさに気づく
ことができました。また、教育学や心理学等新たな学びもありま
した。実習はその時一度しかない経験なので、リフレクションや
発問等で学生が気づける関わりをし、より深い学びとなるように
したいです。講習会で得たものを活かし、学生と共に成長できる
指導者を目指します。

西条中央病院　　十　河　真里奈

◆期　　間：令和2年9月1日（火）～12月11日（金）
◆受講者数：29名保健師助産師看護師実習指導者講習会

◆期　　間：令和2年7月15日（水）～12月16日（土）
◆受講者数：26名訪問看護師養成基礎講習会

◆期　　間：令和2年8月5日（水）～令和3年2月2日（火）＜全5回＞
◆受講者数：56名新人看護職員実地指導者研修

◆期　　間：令和2年8月5日（水）～令和3年2月2日（火）＜全5回＞
◆受講者数：39名

新人看護職員研修責任者・
教育担当者研修

　この度の研修は教育担当者として参加させていただき
ました。研修の主な内容は、新人看護職員研修のガイド
ラインの考え方、指導者としての役割、新人看護職員と
の関わり方などについてでした。今回の研修を通して学
んだことは新人看護職員を育成するためには実地指導者
や教育担当者だけでなく全スタッフが前向きに関わり、
新人看護職員の特徴を理解し一緒に考えゆっくりと慌て
ず育てていく事が大切であるということです。今回の研
修で学んだことを今後の新人看護職員教育に生かすと共
に自己の成長にも繋げていきたいと思いました。

天山病院　　安　田　利　恵

　今回の研修で、いかに新人教育が難しいことなのかを
再確認することができました。
　また、他施設の看護師と情報共有を行うことで、自分
自身や自部署の課題が抽出できました。新人教育は、
正しい指導方法が確立しているわけではなく、あくまで
も本人に合う方法が大切なこと、また自分が行ったこと
はほんの一部だということがわかりました。そして、
経験や知識だけでなく、楽しさ・やりがいも見つけられ
るような教育をしたいということを一番に感じました。
　新人看護師の目指す理想に少しでも近づけるように、
試行錯誤して共に考え成長していきたいです。

公立学校共済組合四国中央病院　　宮　崎　龍　星

　研修への参加は上司の進めで、とりあえず参加してみ
ようという所からの出発でしたが、自施設の問題点につ
いて、他施設の方と情報交換することで、改善するため
の課題を見つけることができたと思います。
　また、グループワークでは、ソーシャルディスタンス
を意識しつつ、お互いの距離感や、時間、間合い等を考
えながら、現場でも実際に使えるコミュニケーションス
キルを学ぶ場でもありました。今回の学びを看護の質向
上のために活用していきたいと思います。

済生会今治病院　　渡　邉　政　美

　新型コロナウイルス感染症の影響でいつも以上に各自
が健康管理に留意しながら開催されました。研修仲間と
交流は限られましたが、関係者の方にはコロナ禍におい
て対策をとりながら工夫して対応していただいたことに
感謝します。当院は2018年に訪問看護を開始し、私は4
月より部署異動になったこと、また以前より在宅看護に
関心があり受講しました。この講習会を通して利用者さ
んとその家族にとっての日常生活への支援に関わる訪問
看護に魅力を感じるとともに、多職種連携の重要性も再
認識できました。今後に活かしていきます。

公立学校共済組合四国中央病院　　三　嶋　友　惠
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　令和２年11月7日（土）、松山市総合コミュニティセンターキャメリアホールにて標記研修会を開催し、中予会場
169名、ライブ配信した東予会場60名、南予会場50名、計279名の医療機関の施設管理者、感染管理担当者、保健所、
訪問看護管理者、潜在看護師等が参加しました。

　医療安全に関する交流会は、11月14日「身体拘束"ゼロ"を目指そう」と題して、石川県看護協会会長　小藤幹恵
先生をお迎えし、看護職、薬剤師、放射線技師、臨床工学技士、理学・作業療法士等96名が参加しました。看護部
中心で組織開発に取り組み、倫理審査委員会、事例検討会発足、10年近い歩みの中で、せん妄ケアフローの活用、
スクリーニングの全対象への拡大、抑制帯・ミトンの段階的な中止、手術後抑制同意書の廃止等、具体的な実践を聞
くことができました。また教育面では、北陸認知症プログラムの受講、ユマニチュード学習を全職員対象で実施し、
急性期術後や精神科領域等の事例を基に、例外を作らないという信念ある看護の実際を紹介していただきました。
　抑制をゼロにする取り組みは、その人が大切にしていることを知り、そばに寄り添い、“観る”ではなく“看る”
という看護の本質を見直すことができ深く感銘を受けました。
　医療安全委員会では、多職種で取り組む医療安全推進を目指し、多職種で参加できる研修を企画しますので、多
くのご参加をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、医療・介護施設、軽症者宿泊療養施設等で
看護職の就業が求められています。

問い合わせ先　愛媛県看護協会　愛媛県ナースセンター
TEL：０８９-９２４-０８４８　FAX：０８９-９９６-８４２５

E-mail：ehime@nurse-center.net

　本研修は、愛媛県の新型コロナウイルス感染症
の動向や感染予防対策について共通理解し、新型
コロナウイルス感染症の対応にあたる医療機関の
負担を軽減し、医療体制の維持を図るために、軽
症者宿泊療養施設の運営やクラスター発生施設等
への業務支援等に協力できるよう、８名の講師の
皆様に講演・実践報告をしていただきました。

　研修後のアンケートでは、ほとんどの参加者が
非常に役に立った・役に立ったと回答しており、
具体的な内容だったので愛媛県の動向、軽症者宿
泊療養施設の運営、クラスター発生時の対応等が
よく理解できた、自施設の感染症対策やマニュア
ル作成に役に立つ等の意見が聞かれました。
　冬場を迎え、新型コロナウイルス感染症の感染
が拡大し、医療機関への入院患者の増加、軽症者
宿泊療養施設への入所者の増加で医療機関、看護
職の緊張感は高まっています。研修会での学びを
活かして、この危機的状況を行政、医療機関、保
健所、訪問看護等、関係者の連携を深めて乗り切
りましょう。

Ⅰ　講演
１．「愛媛県における新型コロナウイルス感染症の動向」

愛媛県保健福祉部健康衛生局　健康増進課　課長　菅　隆章　氏

２．「新型コロナウイルスの感染予防対策」
愛媛大学医学部附属病院　感染制御部　部長　田内　久道　氏

Ⅱ　実践報告
１．「軽症者宿泊療養施設の開設」

愛媛県保健福祉部生きがい推進局　局長　山田　裕章　氏

２．「宿泊療養施設における感染予防対策について」
愛媛大学医学部附属病院　感染管理認定看護師　高瀬　正和　氏

３．「宿泊療養施設への応援に参加して」
潜在看護師　正岡　美恵　氏

４．「クラスター発生における病院内対応を振り返る」
牧病院　院長　牧　徳彦　氏

５．「精神科病院における院内感染対策とクラスター発生時の支援について」
松山記念病院　感染管理認定看護師　林　智子　氏

６．「クラスター発生施設への応援に参加して」
松山市在宅医療支援センター　副センター長　高須賀　紀子　氏

令和2年度新型コロナウイルス感染症のこれからに備える研修会令和2年度新型コロナウイルス感染症のこれからに備える研修会
～今までの経験や取り組みから今後を考える～　研修報告～今までの経験や取り組みから今後を考える～　研修報告

令和2年度新型コロナウイルス感染症のこれからに備える研修会
～今までの経験や取り組みから今後を考える～　研修報告

２０２０　医療安全推進キャンペーン標語「医療安全推進賞」１０作品

公益社団法人愛媛県看護協会　専務理事　公益社団法人愛媛県看護協会　専務理事　二　宮　加惠美二　宮　加惠美公益社団法人愛媛県看護協会　専務理事　二　宮　加惠美 愛媛県立南宇和病院　越　智　文　子

看護職の方で現在、就業していない皆さまへ（復職のお願い）

研修の役立ち度

研修プログラム

非常に
役に立つ

53.6％
役に立つ

43.8％あまり役に立たない
0.4％

役に立たない　 0％
無回答　 　　3.3％

　今年度も医療安全推進週間（11月22日～11月28日）事業の一環として、「多職種連携で取り組む医療安全の推
進」のテーマで標語を募集し254作品（30施設）の応募をいただきました。その内10作品に「医療安全推進賞」
として表彰並びに副賞が授与されました。

医療安全に関する交流会　～身体拘束"ゼロ"を目指そう～

忙しく、焦って起こる思い込み　チームで防ぐヒューマンエラー

教えてください　そのヒヤリ　あなたの気づきが　事故なくす

伝える勇気と聴く姿勢、心の安全、つながる安全

私たち職種は違えど"ONE TEAM"　共に守ろう患者の安全

見守る目　助ける手　行動する足　支える心　皆で繋ごう　安全の輪

職種が違えば　視点が違う　声かけあって　減らすリスク

多職種の垣根を越えてワンチーム　願いは一つ患者の安全

人と人　職種が違えば　思いも違う　確かに伝えて　エラーを防げ

確認しあえる風土づくりは対話と笑顔！多職種でスクラム組んで医療安全

ひとつの目よりみんなの目　小さな気付きで　つながる安全

西条中央病院

西条市立周桑病院

愛媛県立中央病院

松山市民病院

奥島病院

愛媛生協病院

市立宇和島病院

市立八幡浜総合病院

大洲中央病院

鬼北町立北宇和病院
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　令和２年11月7日（土）、松山市総合コミュニティセンターキャメリアホールにて標記研修会を開催し、中予会場
169名、ライブ配信した東予会場60名、南予会場50名、計279名の医療機関の施設管理者、感染管理担当者、保健所、
訪問看護管理者、潜在看護師等が参加しました。

　医療安全に関する交流会は、11月14日「身体拘束"ゼロ"を目指そう」と題して、石川県看護協会会長　小藤幹恵
先生をお迎えし、看護職、薬剤師、放射線技師、臨床工学技士、理学・作業療法士等96名が参加しました。看護部
中心で組織開発に取り組み、倫理審査委員会、事例検討会発足、10年近い歩みの中で、せん妄ケアフローの活用、
スクリーニングの全対象への拡大、抑制帯・ミトンの段階的な中止、手術後抑制同意書の廃止等、具体的な実践を聞
くことができました。また教育面では、北陸認知症プログラムの受講、ユマニチュード学習を全職員対象で実施し、
急性期術後や精神科領域等の事例を基に、例外を作らないという信念ある看護の実際を紹介していただきました。
　抑制をゼロにする取り組みは、その人が大切にしていることを知り、そばに寄り添い、“観る”ではなく“看る”
という看護の本質を見直すことができ深く感銘を受けました。
　医療安全委員会では、多職種で取り組む医療安全推進を目指し、多職種で参加できる研修を企画しますので、多
くのご参加をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、医療・介護施設、軽症者宿泊療養施設等で
看護職の就業が求められています。

問い合わせ先　愛媛県看護協会　愛媛県ナースセンター
TEL：０８９-９２４-０８４８　FAX：０８９-９９６-８４２５

E-mail：ehime@nurse-center.net

　本研修は、愛媛県の新型コロナウイルス感染症
の動向や感染予防対策について共通理解し、新型
コロナウイルス感染症の対応にあたる医療機関の
負担を軽減し、医療体制の維持を図るために、軽
症者宿泊療養施設の運営やクラスター発生施設等
への業務支援等に協力できるよう、８名の講師の
皆様に講演・実践報告をしていただきました。

　研修後のアンケートでは、ほとんどの参加者が
非常に役に立った・役に立ったと回答しており、
具体的な内容だったので愛媛県の動向、軽症者宿
泊療養施設の運営、クラスター発生時の対応等が
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健所、訪問看護等、関係者の連携を深めて乗り切
りましょう。

Ⅰ　講演
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愛媛県保健福祉部健康衛生局　健康増進課　課長　菅　隆章　氏
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愛媛大学医学部附属病院　感染制御部　部長　田内　久道　氏
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新型コロナウイルス感染症の流行により、病原体を検査する『PCR法』『抗原検査』の検査名称は、誰もが知るとこ

ろとなりました。今回は、その検査と検体採取時の注意点を紹介します。 

 
 

 
検体中に存在するウイルス遺伝子（核酸）を特異的に増幅し検出する方法で、『PPoollyymmeerraassee  CChhaaiinn  RReeaaccttiioonn  

（（ポポリリメメララーーゼゼ連連鎖鎖反反応応））』の略です。その他の検査方法と比較すると、検出感度は高く信頼性もあるため、無

症状の濃厚接触者検査にも用いられます。しかし、検体処理に技術が必要なことや、結果が出るまでに時間

を要するといった特性もあります。また、死んだウイルスの残骸も検出されるため、感染症が治癒した後も

しばらく『ＰＣＲ陽性』として検出されることがあります。 

検査機器や試薬が高価なため、以前は、大学病院や研究機関、衛生環境研究所でしか行っていませんでしたが、新

型コロナの流行を機に数多くのＰＣＲ検査機器が開発されたため、一般の医療機関での導入もすすんでいます。 

ＰＣＲ法は、病原体検査以外にもがん検診で用いられています。 

 

 

 

 特定のウイルスがもつ抗抗原原（（蛋蛋白白質質））に特異的な反応を示す抗体を用いて検出する方法です。ＰＣ

Ｒ法のように標的を増殖させることができないため、検出には多くのウイルスが必要になることから、

検出感度は低くなります（無無症症状状者者へへのの使使用用はは推推奨奨さされれてていいなないい）。しかし、ＰＣＲ法と異なり特別な機

器や試薬は必要とせず、検査判定も15～30分と短いため、有症状者のスクリーニングとしては有用です。 

抗原検査は、インフルエンザや溶連菌、マイコプラズマなど各種感染症検査で用いられています。 

  

【抗原検査陰性の解釈と留意事項】-SARS-Co-2抗原検出キットの活用に関するガイドラインより- 

抗原検査で陰性であって、臨床経過から感染が疑われる場合、または、症状発症日および発症後 10 日以降の者の場

合は、確定診断のため、医師の判断においてＰＣＲ検査などを行う必要がある。 

 

 

各検査の精度には限界があり、検体採取時の操作や検体の性状、取り扱い時の汚染（コンタミネーション）などに

より、偽偽陽陽性性や偽偽陰陰性性が生じる可能性もあります。検査結果の解釈時は、臨床症状や放射線画像、患者の行動歴・接

触歴などから総合的に判断することが必要です。 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス検査の検体は、喀痰、気道吸引液、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液などがあります。 

その中でも鼻鼻咽咽頭頭ぬぬぐぐいい液液は、最も標準的で信頼性が高いと考えられているため、インフルエンザ抗原検査と併せて

採取することもあります。その反面、採取者が飛沫に曝露するリスクが高いため、防護用具を用いた感染対策を徹底

したうえでの実施が前提となります。 

【鼻咽頭ぬぐい液採取時の注意点】 

・検検体体採採取取方方法法：滅菌ぬぐい棒を、鼻腔から孔から耳孔を結ぶ線にほぼ平行に鼻底 

腔に沿ってゆっくり挿入し、抵抗感を感じたところで1100秒秒程程度度止止めめ、鼻汁をゆ 

っくり浸透させ、ゆっくり回回転転ささせせななががらら引き抜きぬぐい液を採取します。ぬぐ 

い棒は周囲への汚染に注意しながら保管輸送容器に収納します。院内輸送時は、 

さらに二次容器に収納します。 

・感感染染対対策策：フェイスガード、サージカルマスク、手袋、ガウン等で防護し、換気の良い場所で実施します。患者は 

サージカルマスクを着用し、鼻だけを出してもらいます。 

 

（編集：東予感染管理サークル） 

 

 

正しく知ろう、新型コロナウイルスの病原体検査 
感染対策のツツボボ 

 ツボ１   PCR法 

東東予予感感染染管管理理ササーーククルル（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   抗原検査 

 ツボ３   検体採取 

デンカ株式会社 報道資料より 
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我が施設のリフレッシュ研修

　2015年度から、毎年5月頃に「リフレッシュ研修」を導入し始

めて、今年で6年目になります。研修目的は『病院での日常から離

れた異空間で、研修を楽しみながら相手のことをよく知り同期と

の絆を深める』としています。残念ながら今年度はコロナの影響

により遷延している状況です。

　今回は、2019年度の「日帰りリフレッシュ研修」を紹介します。

新規入職者研修の一環で、新人職員41名で松山城登頂を企画しま

した。3時間の道程の中で、①松山城の魅力を見つける　②松山城

の危険な箇所はどこか、どのような対策が講じられているか課題

を設けました。課題に対して松山城の魅力やお薦めポイントを相

手に伝えるスキルや、危険予知トレーニングの演習を含めた予防

一般財団法人　永頼会　松山市民病院　看護部長　　三笠　照美

対策など「看護」にも通底していることもふまえ、ディスカッションしました。

　また、半年後の9月には「リフレッシュ研修」を1日

設けました。午前中はUFO着陸ゲーム（7～8名の指を

使ってフラフープを同時に支えながら地面に着陸させ

る）に励みました。単純ですが意外と難しくチームワー

クが必須のゲームです。また、ペーパータワーゲーム

（A4用紙20枚を使用し、できるだけ高いタワーを作り

競う）では5分間の作戦会議の後にスタートします。

意外と上手くいかず、この「行き詰まり」をどう攻略するか頭脳プレーと振り返りの繰り返しで勝利が決ま

ります。午後からは「コミュニケーション」をテーマに院外講師を招き、①セルフコントロール　②健康な

心の保ち方　③良好な人間関係づくりの方法など講演していただきました。

　過去の「リフレッシュ研修」に共通して言えるのは、①同期や上司との交流の大切さ　②仕事に対する意

気込み　③不安の共有による仲間意識の向上などを再認識する機会となったということです。withコロナの

時代の中、スタッフ誰もが、より良い気持ちで仕事に励み、自己成長を感じることができるよう全力で支援

していきたいと思います。



第１３回

10 愛媛県看護協会会報●2021.新春号 11愛媛県看護協会会報●2021.新春号

我が施設のリフレッシュ研修

　2015年度から、毎年5月頃に「リフレッシュ研修」を導入し始

めて、今年で6年目になります。研修目的は『病院での日常から離

れた異空間で、研修を楽しみながら相手のことをよく知り同期と

の絆を深める』としています。残念ながら今年度はコロナの影響

により遷延している状況です。

　今回は、2019年度の「日帰りリフレッシュ研修」を紹介します。

新規入職者研修の一環で、新人職員41名で松山城登頂を企画しま

した。3時間の道程の中で、①松山城の魅力を見つける　②松山城

の危険な箇所はどこか、どのような対策が講じられているか課題

を設けました。課題に対して松山城の魅力やお薦めポイントを相

手に伝えるスキルや、危険予知トレーニングの演習を含めた予防

一般財団法人　永頼会　松山市民病院　看護部長　　三笠　照美

対策など「看護」にも通底していることもふまえ、ディスカッションしました。

　また、半年後の9月には「リフレッシュ研修」を1日

設けました。午前中はUFO着陸ゲーム（7～8名の指を

使ってフラフープを同時に支えながら地面に着陸させ

る）に励みました。単純ですが意外と難しくチームワー

クが必須のゲームです。また、ペーパータワーゲーム

（A4用紙20枚を使用し、できるだけ高いタワーを作り

競う）では5分間の作戦会議の後にスタートします。

意外と上手くいかず、この「行き詰まり」をどう攻略するか頭脳プレーと振り返りの繰り返しで勝利が決ま

ります。午後からは「コミュニケーション」をテーマに院外講師を招き、①セルフコントロール　②健康な

心の保ち方　③良好な人間関係づくりの方法など講演していただきました。

　過去の「リフレッシュ研修」に共通して言えるのは、①同期や上司との交流の大切さ　②仕事に対する意

気込み　③不安の共有による仲間意識の向上などを再認識する機会となったということです。withコロナの

時代の中、スタッフ誰もが、より良い気持ちで仕事に励み、自己成長を感じることができるよう全力で支援

していきたいと思います。
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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

透析看護
認定看護師

糖尿病看護
認定看護

皮膚・排泄ケア
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。

愛媛大学医学部附属病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　杉本　はるみ　

　皮膚・排泄ケア認定看護師とは、ストーマ、褥瘡を含む慢性創傷、

排尿・排便に問題を抱える患者に対し、ストーマケア、創傷（褥瘡）

ケア、排泄ケアなどを実践する看護師です。愛媛県内には29名の皮膚・

排泄ケア認定看護師が活動しており、病院、介護施設、訪問看護ステー

ションなどで研修を開催しました。高齢者、病状や治療の影響などに

より脆弱な皮膚を保有する患者は増加しており、患者が住み慣れた地

域で安心して過ごすためには、地域との連携は重要です。皮膚・排泄

ケアに関する問題や悩みがあれば、いつでも活用してください。皆さ

んと問題解決に向けて、実践していきたいと考えています。

市立大洲病院　透析看護認定看護師　土居　泰典　

　透析看護認定看護師は透析を受ける患者様やその家族に対して、療

養生活行動の調整・支援を行います。また、慢性腎臓病の患者様に対

しては、病気の進行を緩やかにするための生活指導や、腎代替療法選

択時の自己決定支援を行ないます。更に、スタッフに対してシャント

穿刺やカテーテル管理、モニタリングの技術指導など、専門的知識や

技術を駆使し、安全・安心・安楽な透析看護を提供できるよう活動し

ています。県内に透析看護認定看護師としてリソースナース登録して

いるのは、現在私1名ですが、他施設に出向いて研修会も開催していま

すので是非ご活用ください。

済生会松山病院　糖尿病看護認定看護師　徳野みどり　

　愛媛県内には、14名の糖尿病看護認定看護師が、リソースナースと

して登録しています。私達の役割は、施設内では糖尿病発症から合併

症が起こった後も、糖尿病患者・家族の方々の療養生活に寄り添い支

援しています。また糖尿病療養に関わるスタッフの教育・相談、糖尿

病教室の企画運営なども行っています。院外では市民の方々を対象と

した、地域における糖尿病予防活動や、糖尿病看護に関心のある愛媛

県下のスタッフ育成など、社会活動も重要な活動の一つです。ご施設

の糖尿病看護・質向上のため、糖尿病看護認定看護師をご活用くださ

い。

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　選挙管理委員会公益社団法人愛媛県看護協会　選挙管理委員会

　（公社）愛媛県看護協会（以下「本会」という）定款第
21・22・23条及び定款細則第9・10・12条規程により下記
のとおり、理事・推薦委員の立候補を受け付けます。

◆立候補の対象となる役員名及び推薦委員

◆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、令和４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
令和３年３月18日（木）～４月14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

　令和3年6月13日（日）に開催予定の愛媛県看護協会通常総会において、令和3年度役員・推薦委員及び令和
4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。

Ⅰ　令和3年度役員等改選に伴う立候補

Ⅱ　令和4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

独立行政法人　労働者健康安全機構　愛媛労災病院　安藤　涼介
　僕の趣味はテニスをすることです。
中学・高校と部活動でもテニス部に所属
していました。
　現在では自分でテニスチームを作り、高
校時代の先輩方や友人と活動をしています。

　そのチームメンバーはほぼ全員年上の方ではありますが、上下
関係などは全くなく、みんなでテニスを楽しんでプレイしています。
　僕は自分のチーム以外の練習にも参加しており、高校時代の顧
問の先生とも練習をしています。その先生は今でも部活動の時と同じような練習メニューを組んで下さり、自分
のレベルアップにとても繋がっていると感じています。

令和3年度　役員・推薦委員及び令和3年度　役員・推薦委員及び
令和4年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）令和4年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）

令和3年度　役員・推薦委員及び
令和4年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）

　僕は休日で何もしない暇な時間が苦手で、「身体を
動かしたい！」と思うことが多いので、学生時代に
部活動で行っていたテニスは日々の活力を生み出す
最高の趣味だと思っています。今はあまり参加出来
ていないのですが、大会等へも積極的に出場したい
と考えています。今後も楽しんでテニスに取り組み、
県内で有名なチームになれるよう努力していきたい
と思います。

定数
４名
２名
２名
４名

任期
１年

１年推薦委員

役員名
理 事

保健師
助産師
看護師
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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

透析看護
認定看護師

糖尿病看護
認定看護

皮膚・排泄ケア
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。

愛媛大学医学部附属病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　杉本　はるみ　

　皮膚・排泄ケア認定看護師とは、ストーマ、褥瘡を含む慢性創傷、

排尿・排便に問題を抱える患者に対し、ストーマケア、創傷（褥瘡）

ケア、排泄ケアなどを実践する看護師です。愛媛県内には29名の皮膚・

排泄ケア認定看護師が活動しており、病院、介護施設、訪問看護ステー

ションなどで研修を開催しました。高齢者、病状や治療の影響などに

より脆弱な皮膚を保有する患者は増加しており、患者が住み慣れた地

域で安心して過ごすためには、地域との連携は重要です。皮膚・排泄

ケアに関する問題や悩みがあれば、いつでも活用してください。皆さ

んと問題解決に向けて、実践していきたいと考えています。

市立大洲病院　透析看護認定看護師　土居　泰典　

　透析看護認定看護師は透析を受ける患者様やその家族に対して、療

養生活行動の調整・支援を行います。また、慢性腎臓病の患者様に対

しては、病気の進行を緩やかにするための生活指導や、腎代替療法選

択時の自己決定支援を行ないます。更に、スタッフに対してシャント

穿刺やカテーテル管理、モニタリングの技術指導など、専門的知識や

技術を駆使し、安全・安心・安楽な透析看護を提供できるよう活動し

ています。県内に透析看護認定看護師としてリソースナース登録して

いるのは、現在私1名ですが、他施設に出向いて研修会も開催していま

すので是非ご活用ください。

済生会松山病院　糖尿病看護認定看護師　徳野みどり　

　愛媛県内には、14名の糖尿病看護認定看護師が、リソースナースと

して登録しています。私達の役割は、施設内では糖尿病発症から合併

症が起こった後も、糖尿病患者・家族の方々の療養生活に寄り添い支

援しています。また糖尿病療養に関わるスタッフの教育・相談、糖尿

病教室の企画運営なども行っています。院外では市民の方々を対象と

した、地域における糖尿病予防活動や、糖尿病看護に関心のある愛媛

県下のスタッフ育成など、社会活動も重要な活動の一つです。ご施設

の糖尿病看護・質向上のため、糖尿病看護認定看護師をご活用くださ

い。

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　選挙管理委員会公益社団法人愛媛県看護協会　選挙管理委員会

　（公社）愛媛県看護協会（以下「本会」という）定款第
21・22・23条及び定款細則第9・10・12条規程により下記
のとおり、理事・推薦委員の立候補を受け付けます。

◆立候補の対象となる役員名及び推薦委員

◆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、令和４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
令和３年３月18日（木）～４月14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

　令和3年6月13日（日）に開催予定の愛媛県看護協会通常総会において、令和3年度役員・推薦委員及び令和
4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。

Ⅰ　令和3年度役員等改選に伴う立候補

Ⅱ　令和4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

独立行政法人　労働者健康安全機構　愛媛労災病院　安藤　涼介
　僕の趣味はテニスをすることです。
中学・高校と部活動でもテニス部に所属
していました。
　現在では自分でテニスチームを作り、高
校時代の先輩方や友人と活動をしています。

　そのチームメンバーはほぼ全員年上の方ではありますが、上下
関係などは全くなく、みんなでテニスを楽しんでプレイしています。
　僕は自分のチーム以外の練習にも参加しており、高校時代の顧
問の先生とも練習をしています。その先生は今でも部活動の時と同じような練習メニューを組んで下さり、自分
のレベルアップにとても繋がっていると感じています。

令和3年度　役員・推薦委員及び令和3年度　役員・推薦委員及び
令和4年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）令和4年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）

令和3年度　役員・推薦委員及び
令和4年度　日本看護協会代議員等の選出について（公示）

　僕は休日で何もしない暇な時間が苦手で、「身体を
動かしたい！」と思うことが多いので、学生時代に
部活動で行っていたテニスは日々の活力を生み出す
最高の趣味だと思っています。今はあまり参加出来
ていないのですが、大会等へも積極的に出場したい
と考えています。今後も楽しんでテニスに取り組み、
県内で有名なチームになれるよう努力していきたい
と思います。

定数
４名
２名
２名
４名

任期
１年

１年推薦委員

役員名
理 事

保健師
助産師
看護師
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長ネギときのこ長ネギときのこのの
生姜スープ生姜スープ

長ネギときのこの
生姜スープ

作り方

材 料

①えのきの石づきを落とし半分に切って
ほぐす。

②長ねぎは斜め薄切りにし、生姜は皮を剥いで千切りにする。
③中火で熱した鍋にごま油をひき、①②塩を入れて弱
火でじっくり炒める。

④長ねぎがしんなりしたら
水と鶏ガラスープの素を
加えて中火で煮る。
⑤沸騰直前で火を止め、黒
こしょうを振って器に盛り、
白いりごまを振って完成。

※焼いたお餅を入れてもお
いしいです。

ブロッコリーとブロッコリーと
豚肉塩炒め豚肉塩炒め

ブロッコリーと
豚肉塩炒め

作り方

材 料

①豚肉は幅2～3㎝に切る。ブロッコリー
は小房に分け、茎は縦に幅3～4㎜に切

る。合わせ調味料の材料を混ぜ合わせておく。
②フライパンに油大さじ1を中火で熱し、豚肉を入れ
て炒める。全体の色が変わったらブロッコリーを加
えてさっと混ぜる。

〔2人前〕
●ブロッコリー1株（250ｇ）　●豚こま…80ｇ
●合わせ調味料〔鶏ガラスープの素（顆粒）、
片栗粉…各小さじ1/2、塩…小さじ1/3、
こしょう…少々、水…1/3カップ〕

おすすめ
簡単レシピ

　まさか選ばれるとは、思いませんでした。
　毎回見ていた記事なので、選ばれて大変うれし
いです。ありがとうございます。

　術前訪問や手術室入室の短時間の関わりの中で、
患者様の不安を取り除き、信頼関係を築けるように
努力しています。また、術式に応じた器械出しや外
回りの看護を提供できるように、術前のイメージト
レーニングと日々の振り返りを大切にしています。

　昨年までは、友人と年に数回旅行に行って楽し
んでいましたが、今年はコロナの影響もあり、旅行
に行けないのが非常に残念です。今は、買い物や
趣味のバレーボールでストレスを発散しています。

　緊迫した雰囲気の中でも笑顔を絶やさず、花に
たとえるならひまわりのような存在で、その場が
明るくなります。手術室看護師として医師や他職
種とのコミュニケーションをひまわりパワーで円
滑にしていきます。手術室での経験は、まだ２年
目ですが、さらなる活躍を期待しています。

　選ばれた時は、私で良いのだろうかと驚きまし
たが、笑顔を見て選んで頂いた事は、素直に嬉し
いですし、光栄に思います。

　新卒の頃から変わらず、元気よく挨拶する事と
笑顔です。言葉のやりとりが難しい状態の患者さ
んでも、笑顔を通じて、看護師との関わりで安心
感を得る事が出来るように、日々努力しています。

　家に帰って、子どもと遊ぶことでしょうか。
一緒にブロック遊びや戦いごっこをして、特撮番
組を見たりしながら、元気をもらっています。

　患者さんや、そのご家族に対し、いつも笑顔で
誠実に対応し仕事を頑張っています。笑顔をみる
と心から癒されます。

スマイルリレースマイルリレースマイルリレー

●サラダ油　

③全体に油がまわったら、水
大さじ3を加えてふたをし、
3～4分蒸し焼きにする。
ふたを取って強火にし、合
わせ調味料を回し入れる。
底から大きく混ぜて汁け
がほとんどなくなったた
ら火を止めて器に盛る。

〔2人前〕
●長ねぎ…1本　●生姜…20g
●えのき…80ｇ（しいたけやしめじなど、
お好みで）　●塩…小さじ1/4

●水…400ｍl　●鶏ガラスープの素…小さじ1
●ごま油…大さじ1　●黒こしょう・白いりごま…適量

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

市立八幡浜総合病院

手術室
二　宮　綾　子

愛媛大学医学部附属病院

１号館４階病棟
宇都宮　　　諭

　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、早めに手続きを行いましょう。
　再就業する際には、必ず免許証の提示が必要となりますので、大切に保管
　して下さい。
※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。

　平成27年10月1日から届出制度（努力義務）が始まりました。
　届出制度とは、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いて
いない方に氏名や連絡先をナースセンターへ届けていただく制度です。
　届出された方へは、求人情報や研修案内等を郵送し、スムーズに再就業できるよう様々な
支援を行っています。
届出方法は、①本人が直接ナースセンターへ届け出る方法　②離職時等に就業先が本人に

代行して届け出る方法があります。詳細については、愛媛県ナースセンターの
　　　　　ホームページ「届出制度」をご覧下さい。

離職された際は、必ず届出をしましょう。

お問い合わせ先

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　９時～１７時
☎０８９－９２４－０８４８　　　ehime@nurse-center.net

。

　がんや生活習慣病、不妊治療など、いろいろな疾患
と仕事の両立に悩んでいませんか。
退職を考える前に、まずはご相談下さい。
両立支援コーディネーターもお話を
伺います。

　秘密は厳守いたします！！
治療と
仕事の
両立支援

1人あたり
約247kcal 1人あたり

約19kcal
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詳細はインターネットで 放送大学 検 索

○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！

 https://www.ouj.ac.jp
〒790-0826
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
●お問合せ先
　放送大学　愛媛学習センター

　（愛媛大学内）
ＴＥＬ０８９－９２３－８５４４
ＦＡＸ０８９－９２３－８４７９
E-mail:ehime-sc@ouj.ac.jp

2021年４月入学生募集中!（2021年３月16日まで）

令和２年度第６回（令和２年11月20日）
協議事項
●令和２年度補正予算（案）について
●令和３年度教育委員会企画の教育研修計画（案）
について
●令和３年度新人看護職員研修（案）について
●令和３年度看護職合同就職説明会について
●令和３年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦
について
●令和３年度日本看護協会長表彰候補者の推薦に
ついて

2021年度から会員さんの研修受講を応援する「研修応援ポイントカード」制度が始まります！
愛媛県看護協会が主催する有料の研修を受講すると、研修の時間数に応じて規定のポイントが付与されます。
忙しい仕事の合間をぬって自己研鑽される皆さんの意欲に少しでも報いたいと考え、10ポイント貯めた会

員さんには、500円分のQUOカードを進呈させていただきます。このカードは有効期間がありませんの
で、頑張る自分へのささやかなご褒美にしてもらえればと思います。私たちも、今から、QUOカード取得
1番乗りはどなたがなられるのか楽しみにしています。
研修応援ポイントカードは2021年度の教育計画に同封いたします
ので、ぜひご利用ください。

口座振替の方は第１回目の会費引き落とし日は1月27日です。
登録している口座の残高確認をお願いいたします。

2021年度研修を会員価格で受講いただくためには、研修申込時には会費納入を完了している必要があります。

理事会報告

　令和３年の新年を迎えました。
　昨年は、世界中が新型コロナ感染症で生活
が一変した年になりました。
　そんな時だからこそ、癒しや人との繋がり
の大切さを感じた１年でした。
　今年は早く日常が戻ることを願いながら、
ナーシング愛媛も皆さまの想いに寄り添いな
がら届けて参りたいと思います。

（広報委員：O）

編集後記編集後記編集後記編集後記編集後記

お知らせお知らせお知らせお知らせお知らせ

令和2年度会員数（令和2年12月6日現在）

保健師　 327名
助産師　 239名
看護師　9,261名

准看護師　 330名
　　計　　　10,157名

会員さんの研修受講を応援！！　会員サービス検討会

2021年度の会費納入について


