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　新年、明けましておめでとうございます。
　昨年は、台風や水害による大きな被害が日本だけでなく世界中で見られ、いまだに大変な状況で過
ごされている方々のことを思いますと胸の痛む思いです。
　私にとりまして会長職２年目は公私ともに台風のごとく、荒々しく波風を立てて過ぎて行った１年で
した。それでも何とか、平成25年度の事業の大半を無事に終えることができましたことは皆様方の多
大なるご支援の賜と感謝申し上げます。
　公益社団法人として、各種の事業を通してさらなる公益を進めることを考えてまいりましたが、少
しでも皆様方のお役に立つことができたでしょうか？
　特に新たに実施しました、ワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ事業の開催、糖尿病重症化
予防のフットケア研修や医療安全管理者養成研修は地域の病院様のお役に立てればと実施してまいり
ました。
　また、地域の住民の方々への公開講座もいくつか展開してまいりましたが、多くの皆様にご利用を
いただくことができない状況があり、アピールの仕方や開催場所など今後の検討が必要です。
　さて、平成24年の愛媛県の就業看護職者数は21,663人（衛生行政業務報告）となり、年々就業者数
が増えています。これからの超高齢社会を支えていく為に多くの看護職を必要としていますので、増
えていることは大変心強く感じています。
　しかし、愛媛県看護協会の会員数は看護職の就業者数の増加に伴い、平成25年度は9,303人になり、
前年より増えてはいますが、まだまだ就業者数の43％程度にとどまっています。
　そこで、看護職の皆様にとって看護協会が身近なものとして活用していただき、会員になることの
メリットが感じられる愛媛県看護協会となる為の検討を行い、まずは、皆様が必要とする情報が見や
すく、興味の持てるようなホームページの大改修を早々に行います。
　そして、家族や友人とゆっくり楽しんでいただくために、12月14日から１月13日までの１か月間、大
分のハーモニーランドの入場券及びパスポートチケットが無料となる福利厚生事業を行います。多く
の皆様が活用し楽しんでいただけるようでしたら、夏の企画や他の優待割引企画なども検討してみた
いと思います。
　平成26年は愛媛県看護協会設立40周年を迎えます。これまでご尽力をいただきました諸先輩方に感
謝をするとともに、これからも皆様方のご支援・ご協力をいただき更なる発展を願い40周年記念行事を
計画しております。
　さらに、看護職の皆様にとって、愛媛県看護協会の事業が格安に必要かつ興味のある研修を受講で
きる場所として、また、働き続けることができる職場環境改善に活用していただけるよう、役員や委員
一同、一生懸命に検討をしております。
　皆様のお声を聞きながら公益社団法人愛媛県看護協会の目的に沿った事業を展開してまいりたいと
思いますので、皆様のご協力とご支援をよろしくお願いいたします。今年が皆様にとりましてすばらし
い１年となりますことを祈念しまして新年のご挨拶とします。

公益社団法人愛媛県看護協会

会 長　大西 満美子

平成26年 新年のごあいさつ
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基礎編

災害支援ナース養成講習会

衛星通信研修

受講者数：72名

7月

　南海トラフ巨大地震に備え、各地で避難訓練や津波対策の訓練が行われています。愛媛県看護協会では、災
害時看護支援マニュアルに被災時編を追加するなど大幅な見直しをしてきました。また、災害支援ナースの養
成研修は「基礎編」「実践編」を、登録者を対象には「フォローアップ研修会」を２回開催しました。

　フォローアップ研修会は、災害支援ナース登録をした看護職が、災害医療及び看護の専門的知識・技術の再
確認をし、災害時に災害支援ナースとしての役割を発揮できること、さらに、定期的な研修を受講することで、
災害看護に対するモチベーションの維持と知識技術の向上を図ることを目的としています。
　今年から開催要領を一部変更し、２年に１回は必ず受講していただくこととし、今年度は６月と11月の２回開
催し、１回目には27名、２回目には51名の参加がありました。
　講師は、松山赤十字病院の高須賀紀子さんと岡久美子さん。
　災害医療の基礎知識、災害医療に関連する法律、災害時に
おける看護の役割や心のケア、援助者の心のケア等々につい
て講義がありました。
　災害は忘れたころに・・思いがけないところで発生します。
看護職にとって災害にどう対応するかが重要課題であり、す
べての看護職に災害時支援活動ができる能力が必要となり、
そのために日常での看護技術・技量の研鑚が重要であること
が強調されました。

災害看護検討委員会委員　井上 真紀子
災害支援ナース養成研修・フォローアップ研修が終了

災害支援ナースの皆さん、
災害支援ナースになってみようかなーと考えている皆さん、
災害支援ナースって？という皆さん！

実践編
災害支援ナースとして
登録の意思があること
受講者数：41名

9月

災害支援に必要な災害医療・看護の基礎知識及び災害発災時の
対応から長期的支援について学ぶ。

災害看護の特殊性を理解するとともに、専門的知識・技術を習
得し、被災者及び被災地域のために、災害支援ナースとして活
動できる実践能力を習得する。

（演習を含めた研修）
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　主任職として９年目を迎え、自分の役割と目標を明
確にする為に受講を希望しました。看護管理概論・看
護専門職論・
ヘルスケアシ
ステム提供
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
護情報論の７科目を、５月から11月まで７ヶ月150時
間の研修で学びました。大学や看護学校教諭、現役
看護部長、師長と講師陣は東進ゼミナール並みです。
レポートは大変でしたが気分転換にもなり、やる気
アップで翌週から元気に仕事ができました。この研
修修了によりセカンドレベル、サードレベルへの受講
資格を得る事ができたので、ぜひステップアップを目
指したいと思います。
　新居浜から車で通いましたが、慣れてくると高速

道路も苦痛な
く通えるよう
になります。
残り１ヶ月に
なった頃には、
受講生達から
｢寂しい｣の声
が聞かれるよ

うになりました。顔見知りになるとグループワークの
分担もスムーズに決まり、意見交換も活発に出来るよ
うになりました。研修だけでなく懇親会も企画され、
県内のネットワークも万全です。何より、
60人の仲間全員で無事この研修を終える
事ができとても嬉しかったです。有意義
な研修を企画運営して頂いた関係者の
方々に、感謝いたします。

　平成25年度認定看護管理者教育課程ファーストレ
ベル研修に県内の看護師60名が参加しました。平成
５年より開始された看護管理者研修ファーストレベ
ルは、今年で21年目を迎え、社会の変化とニーズに
対応して、平成16年にカリキュラム改正を経たのち
に、今年度は、新しく労務管理の基礎知識と人材育
成が加わりました。さらに、教育目的も～をめざす
から～を習得するに変化し、より看護管理実践レベ
ルを強化する内容で７科目153時間学びました。その
中で、看護現場の現状と看護管理の理論とを照合さ
せながら、「問題は何か」、現象を看護管理の視点で
とらえることの重要性を学びました。そして、講師
の方々と研修生仲間との出会いはとても貴重です。
諸先輩方の実践からの熱血講義や、グループワーク
での研修生一人一人の看護実践や、看護への思いを
知ることができたことは、とてもよい刺激になりま
した。今後は現場で、研修で築いたネットワークと、
学びを実践に生かせるよう努めてまいりたいと思い
ます。

ファーストレベル研修を受講して
独立行政法人 労働者福祉健康機構 愛媛労災病院

手術室師長補佐　山根 千春
市立大洲病院
都築 和子

2013年度「看護の日・看護週間」のPRバスが全国キャラバ
ンの途中、愛媛県にやってきました
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　私は、循環器・心臓血管外科病棟の看護師長とし
て３年目になります。患者さんに寄り添い、“患者さ
んを尊重し大切にする心”を忘れず、安全で質の高
い看護、患者さんに満足していただける看護が提供
できることを目標にスタッフと共に頑張っています。
しかし、看護を取り巻く環境の変化はめまぐるしく、
医療の高度化・複雑化、患者の高齢化、在院日数の
短縮などの影響で看護現場は益々煩雑になっており、
私の部署においては長時間の時間外勤務が常態化し
ている現状があります。「どうせ働くなら楽しく」「患
者さんに少しでも力になれるように、マイナスの影
響は与えない…」看護を提供する看護師が生き生き
と仕事ができる環境になることが私の願いです。そ
こで、中間管理者として何をすべきか、何ができる
かを考える機会となればと思い研修に参加しました。
　「看護組織管理論」「人材資源活用論」「ヘルスケ
アサービス管理論」「医療経済論」について講義お
よび演習を通して多くの知識・示唆を得ることがで
きました。社会情勢や医療・看護の動向を正しく理
解し、先を見据えた取り組みが必要であることや組
織分析・人材育成の重要性などを学びました。この
研修での学びを基に、自分の役割を明確にして現場
の改善に取り組んでいきたいと思います。
　また、今回の研修で共に学んだ48名の受講生との
出会いは私の宝ものです。これからもネットワーク
を生かして管理者として共に成長していきたいと思
います。本当にありがとうございました。

　病棟におけ
る看護の責任
者である師長
として、人・
物・金・時間・
情報を円滑に
活用する事と、
看護の質の向
上をめざして、
スタッフ個々
が十分に力を
発揮できるよ
うサポートし、
責任を持って
人材育成に関
わることが師
長の役割だと思います。そのためには、病棟の問題
や個人の情報をしっかり把握する必要があります。
しかし、日々の業務に流され、病棟の問題と対応策
が明確にできないまま師長として２年が過ぎようと
していた時に、セカンドレベル研修の機会を得ました。
　研修内容を活かした看護管理実践計画書がなかな
か立案できず、自分の知識不足や管理不足を再認識
する日々でした。研修でパワフルな講師の方々の講
義やコンサルタントの先生、グループワークでの意
見を参考に計画を立案する事ができたので、今後実
践していきたいと思います。今回の研修で、看護管
理の知識や考え方など自分に不足している部分が沢
山見つけられ
たことや、他
病院の人との
交流が図られ
て意見交換が
できたことは、
大きな成果だ
と思います。
この成果を今後の看護管理に活かし、スタッフが活
き活きと看護する事ができ、患者様が安心して療養
できる環境を作っていく事が私の役割であると考え
ています。
　このような機会を与えてくださった皆様に心より
感謝いたします。

セカンドレベル研修を受講して
県立中央病院
松本 扶美香

市立宇和島病院
看護師長　伊藤 由理

消
防
訓
練
に
も
参
加
し
ま
し
た
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　2025年に向けた社会保障を考える今年８月の国民会議報告書を受けて検討された医療法改正案の全

体像の中にも「看護職員の人材確保」と「医療機関における勤務環境の改善」が示されました。

　各病院に辞めない勤務環境を検討する場を設け、働きやすい環境の実現が求められています。こ

れって、ワーク・ライフ・バランス（WLB）ワークショップ推進事業そのものです。

今こそ、看護職員のWLBワークショップ推進事業に参加しませんか？

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ事業とは

　看護職のワーク・ライフ・バランスが実現することで、満足度・職務へのコミットメントが高まり、

生産性・継続性で貢献が可能となり、看護ケアの質の向上と共に看護職の確保・定着につながると確信

して、各病院が参加して現状から問題、課題を見つけ、看護職のWLBの実現に向けた取り組みを展

開するものです。

まずは医療機関内の推進体制づくりから

　看護部中心、経営者（院長）の参加許可が必要です。

看護職のワーク・ライフ・バランス　インデックス調査

　自施設の現状を把握するためのツールとして「看護職のワーク・ライフ・バランスインデックス調査」

を実施します。この調査は、看護管理者が回答する［施設調査］と看護職が回答する［個人調査］か

ら構成されており、WLB支援制度とその基盤となる各種制度の導入状況、個人による制度の認知・利

用状況等、WLBの達成状況等がわかるようになっています。

平成25年度は5つの病院が参加しました

　参加病院は６月１日～ 24日にかけてインデックス調査を実施し、送られた調査結果を各病院で見て、

10月３、４日に開催されたワークショップに参加しました。

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ事業とは

平成25年度は５つの病院が参加しました

まずは医療機関内の推進体制づくりから

看護職のワーク・ライフ・バランス　インデックス調査

来年度のワークショップ推進事業に
参加しませんか？
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インデックス調査結果を基に課題の整理（貞本病院）

調査結果を共有する（済生会今治病院）

アクションプランを考える「緊急度や重要度を考えて」と
助言を受ける。（松山赤十字病院）

アクションプランを考える。「調査結果の数字を示して」と
アドバイスを受ける（十全総合病院）

インデックス調査結果を整理する（済生会松山病院）

　参加病院では当日立てたアクションプランを持ち帰り、各病院で実践展開し、
平成26年２月７日（金）開催予定のフォローアップワークショップで報告します。
是非ご参加ください。
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　私は今年、看護師３年目
になります。急性期病院とい
うこともあり、１年目の頃は
日々の業務を行うことに精一
杯でしたが、最近では、忙し
い中でも患者様や家族の思
いに沿った看護に、やりがい
を感じられるようになりまし
た。今年は、患者様はもちろ
んスタッフにも信頼していた
だけるような看護師に成長し
ていきたいです。

　昨年は時間が経つのがほんと
に早く、あっというまの１年間
でしたが、学ぶことも多く、さ
まざまなことを経験することが
できました。先輩方からも、と
きに厳しくときに優しくご指導
いただき、看護師としてひとつ
成長できました。
　今年は自分の年です。早く一
人前の看護師になれるよう、昨
年以上に多くのことを経験し、
確実に歩を進め、成長していき
たいと思います。

済生会今治病院
井上明日香

西条中央病院
安永　暢之

　入職して13年目の年を迎え
ました。仕事・育児・家事と
忙しい毎日ですが、周りのス
タッフや家族に支えられて充
実した日々を送っています。
　今年は年女で節目の年なの
で、スキルアップのため自己
研鑽に努めたいです。
　また、体調管理や体力づく
りをしっかりして笑顔で元気
に過ごせる年にしたいです。

　皆様、新年明けましておめで
とうございます。私はつい最近
まで、年齢と共に誕生日をあま
り嬉しい日と思わなくなってい
ました。しかしここ数年は、元
気でこの日を迎えることができ
たことに感謝するようになりま
した。年女として毎日、前を向
いて天に向かってヒヒーンと嘶
くことができ、誕生日に感謝で
きる１年にしたいと思っていま
す。今年もどうかよろしくお願
いいたします。

Nurses be ambitious 
　見習い看護師からはじまっ
て、はや30年となります。ま
だまだ、貪欲に学習したい思
いがあります。これまでも多
く学ばせていただいた病院に
感謝しつつ、恩返しが出来れ
ばと考えております。これか
らの地域医療を背負って立つ
後輩たちにいいものを残すた
めに頑張るぞ。
　看護師よ大志をいだけ

伊予病院
太田さやか

松山看護専門学校
山内　晴美

久万高原町立病院
高田　弘美

2014年
年男・年女
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　新年明けましておめでとう
ございます。今年は午年一つ
の頂点。上昇していたものが
下降に、またその逆もある変
動の年だそうです。どちらに
なるかは、自分の気持ち次第、
運を向上させる秘訣といわれ
ている笑顔で皆さん一緒に運
気をあげていきましょう。
　看護の世界でも笑顔はかけ
がえのないもの。明るい笑顔
が、患者さんへの癒しとなる
様に今年も一年頑張ります。

　地元の大洲病院に入職し２
度目の年女を迎えました。今
はICLSチームメンバーとし
て活動しています。院内の
指導や中高生職場体験での
BLS指導の活動を通し、自
分自身も成長する事ができて
います。これからも学びを力
に、患者様に寄り添える看護
を目指し頑張ります。

　年女となる2014年「健康
管理を第一に！」をモットー
に、頑張りすぎず、でも何事
も最後までやり遂げるように
と思っています。
　また、患者さんには優しい
気持ちで接していけるよう、
気持ちと時間にゆとりを持
ち、充実した一年になるよう
頑張っていきます。

医療法人結和会
松山西病院

村上千代子

市立大洲病院
上田賀寿美

喜多医師会病院
山木　一美 

　保健師として、社会人とし
て１年目の2013年は、あっ
という間に過ぎていきまし
た。振り返ってみるとたくさ
んの出会いがあり、特に職場
の先輩方のおかげで毎日充実
した仕事ができていると実感
しています。ひとつひとつの
出会いを大切に、住民の方々
の声に耳を傾けながら活動し
ていきたいです。

　保健師として入庁して、も
うすぐ13年。悩んだり、落ち
込んだりしながらも、尊敬す
る先輩方や愉快な後輩、そし
て何でも相談できる同期に助
けられ、なんとか今、仕事を
続けられています。年女な今
年も、周囲への感謝を忘れず、
年に１回の海外旅行を楽しみ
に、口角を上げて頑張りたい
と思います(^v^)

西予市
健康づくり推進課

武内あゆみ

愛媛県庁保健福祉部
健康増進課

谷村　千里

2014年 年男・年女



愛媛県看護協会会報●2013.冬号10

リソースナースからの新着情報

新着情報

リソースナースからの

認知症の行動・心理症状への対応

　認知症の臨床症状は大きく分けると「中核症状」
と「認知症の行動・心理症状」（以下、BPSD）の２
つがあります。今回は看護師の皆様が看護現場で苦
悩されている、BPSDについてお話させて頂きます。
BPSDに対し、基本的なケアは①その要因をアセス
メントする②考えられる要因に対し具体的なケアを
実施③その人の生活（食べる・排泄・身だしなみ・清
潔・移動）を支える④コミュニケーションを大事にす
る、という４点です。

１．せん妄

　入院や手術をして１～48時間後に急激に発症する
のがせん妄です。せん妄の場合まず、事故への対策
はもちろんですが、せん妄の要因についてアセスメ
ントされているでしょうか。例えば①脱水（高齢者
の場合よくあります。）②合併症の併発または悪化③
電解質異常などでもせん妄は発症します。また、便
秘や疼痛があっても認知症の方はうまく伝えること
ができません。便秘や疼痛によってせん妄が促進さ
れる場合もあります。
　以前入院していた方は、毎日お風呂に入っていた
のにそれができない事に苦痛を感じていました。お
風呂に入る許可はありませんでしたが、一緒に顔を
洗い、足浴など清潔ケアを集中して行うことでせん
妄が消失したことがあります。

２．攻撃的な言動

　攻撃的な言動にも要因が存在します。じっくりと
どのような時間、場所、何をした時か、前後の状況
など観察してみてください。その要因を探ることが
できます。また、攻撃的な言動を呈する認知症の方
に不用意に触れることには注意してください。ケア
の説明が十分に理解できていない状況で触れること
が要因になることが多くあります。
　本人がわかる方法でゆっくりと繰り返し伝え、理
解を得てからケアを始めてください。

愛媛県立新居浜病院　認知症看護認定看護師　真鍋 光子

　BPSDに対し重要なことはその症状をどうにかし
ようとしない事です。なぜ、せん妄が発症したのか、
なぜ、そのような行動をとるのかその要因を探り、
ケアに活かすことです。また、排泄など今まででき
ていたことが入院によりできない状況になることも
要因となります。様々な認知機能の低下により生活
障害がおきますが、どのようにすれば少しでも自立
できるのか、ケアの方法・環境に目を配ってみてく
ださい。生活を支えることが、BPSDの予防に繋が
ります。また、どのような時にもコミュニケーション
技術を磨くことは大切です。「何を言っているのかわ
からない」で終わらず、その怒りや不安や混乱を傾
聴し共感してください。そして、わからない言葉の
中にヒントはあります。本人に何に困っているのか、
何を苦痛に感じているのか、どうしたいのか、聞い
てください。どうすればいいのか一緒に考えてみて
ください。



愛媛県看護協会会報●2013.冬号 11

武田 千代一般社団法人 喜多医師会病院
医療安全管理者

医療安全対策への取り組み

病院紹介
　喜多医師会病院は大洲市徳森に所在し、大洲市及
び喜多郡のほぼ中心部に位置します。1983年に設立
され、今年30周年を迎えました。地域と密着した地
域支援病院として、患者さんの立場に立ち、地域の
皆さんに質の高い医療を提供することを理念とし、
現在一般病床177床が稼動（療養病床休床中）、基準
看護10：１を取得しています。

連携した医療安全への取り組み
　当院では、平成12年に医療安全委員会を設立し、
院内での安全対策に関する検討のほか、各部署持ち
回りで毎月安全管理ニュースを発行しています。栄
養部からは食中毒対策、施設管理は医療廃棄物の取
り扱い、放射線科は被爆量についてなど、各部署の
特色を活かした内容となっています。

医療安全部門によるラウンド
　平成24年に医療安全管理部門が発足し、他院の活
動を参考にしたり、アドバイスをいただきながら、院
内の医療安全に取り組んでいます。医療安全管理者
は他業務と兼任しており、予定通りにすすまないこと

病院紹介

連携した医療安全への取り組み

医療安全部門によるラウンド

※このコーナーに関してのご意見・提案または効果のあった取り組み
があれば看護協会までお寄せください。

もありますが、安全カンファレ
ンスの開催、インシデントアク
シデント集計や対策の検討のほ
か、部門ごとで行っていた対策
を院内で統一化しています。院

内ラウンドでは、病院設立30年の経過で劣化損傷し
ている箇所もあったため、平成24年度はハード面を中
心にチェックを行い、転倒や外傷の危険性のある箇
所を中心に修繕しました。今年度は、各部門の内部
に目を向けラウンドを行っています。

　看護部では、事故対策委員会を設けており、看護
部内での医療安全対策を行っています。今年度は転
倒転落防止を目標に、ベッド周囲の環境を中心にラ
ウンドを行っています。また、当院でのインシデン
ト報告で一番多い与薬については、部署により異なっ
ている手順や対策を拾い上げ、統一した対応が行え
るよう動いています。

院内での医療安全研修
　年２回開催している全体研修では、今年は10月に
日本医療メディエーション協会四国支部の方を講師
にお迎えして「医療メディエーションの基本と実践」
というテーマで講演をしていただきました。事例を
まじえたわかりやすい講演内容で、大変好評でした。

　当院での安全対策は、他施設に誇れるような目新
しいものはありませんが、院内全体の医療安全に対
する意識が向上することを目指して、働きかけてい
きたいと思います。

院内での医療安全研修

毎月発行している安全管理ニュース

メディエーション研修

薬局ラウンド

間違いやすい薬は？

傾聴・共感・対話
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医療安全ミニ情報 ワンポイントアドバイス

　看護記録は看護実践の水準そのものです。
　業務が増えるに伴い、記録の記載に奮闘されてい
ることと思います。今回は、医療過誤裁判で証拠対
象となる看護記録について、法的位置づけと日々気
をつけて欲しいことをまとめてみました。

★診療記録は最も真実性が高い
　診療記録は法律（医師法24条）で客観的な記載と
保管が義務づけられています。紛争前に診療記録は
最も真実性が高いとして、裁判所はその信用性を極
めて高く評価しています。診療記録に記載された内
容が実際に存在したと認められます。

★看護記録の法的証拠能力
　看護記録は診療記録と同様に重要な証拠となりま
す。証拠は書証と証言に分けられ、看護記録は書証
に分類されます。訴訟になった場合に不備があると、
観察や処置など必要なケアが行われていないと判断
されることがあります。

★医療過誤問題で問われること
　医療過誤問題は、民法第709条の不法行為責任を
問われることがあります。これは、過失によって引
き起こされた損害を賠償する責任です。民事責任が
発生するのは、「医療行為の過失」	「損害」「因果関係」
の３つの要件を満たす場合です。注意義務違反や因
果関係の有無を判断するのは「経過についての事実」
です。事実確認において看護記録は重要な役割を果
たしています。
　「ああすればよかった」などの反省文は書いてはい
けません。

★予見の看護記録
　注意義務違反があるとされるのは、悪しき結果に
ついて「予見でき」「その結果を回避する措置があっ
たにも拘わらず、その措置を怠った」場合です。「～
思う」「～の可能性」など個人的な見解の記録は不適
切です。根拠のない予見は書いてはいけません。

★高い証拠能力があるがゆえの問題
　裁判において、記録に記載のない事実は存在しな
いとみなされてしまう場合があります。モニターを
見ていても「診たのか診ていないのか」の記録にな
ければ証拠になりません。

★誤記の記載
　実施していないことも、記述があると、実施して
いると「その事実は存在していた」とみなされます。
　また時刻の違いは記録の信頼性に欠けてきます。

　記録は勤務の終わりにゆっくりと･･･ではなく実
施後すみやかに記載する習慣をつけてください。誤
字脱字に気をつけ、事実を記載した記録で医療紛争
の防止とコミュニケーションの充実に繋げていきま
しょう。
	 （文責　毛利美鈴）

リスクマネジメントと
看護記録

ミニ情報

医療安全

ワンポイント・アドバイ
ス

◦�処置の実施チェックは、前もって
行わないようにしましょう

◦�定期的に時刻合わせをしましょう

ポイント

◦�診断を左右するような重要なこ
とは、「その所見がない」ことも
必ず記録に残すようにしておきま
しょう

ポイント

◦�予見の記載に関しては、結果がど
うなったのか、回避義務を実行し
た事実、安全確認した事実を記載
しましょう

ポイント
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平成26年度 役員・推薦委員及び
平成27年度 日本看護協会代議員等の選出について（公示）

公益社団法人愛媛県看護協会 選挙管理委員会

　平成26年６月８日に開催予定の愛媛県看護協会通常総会において、役員・推薦委員及び平成27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 平成26年度役員等改選に伴う立候補
　公益社団法人愛媛県看護協会（以下「本会」とい
う）定款第21・22・23条及び定款施行細則第9・10・12
条の規定により下記の通り、理事・監事・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。

Ⅱ 平成27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

　公益社団法人日本看護協会（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（以下「規程」という）に基
づき、平成27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。
◆代議員及び予備代議員の役割等
役　　割：	日看協の通常総会における議決権を有す

るものである。
決議事項：	⑴定款及び定款細則の変更に関する事項

⑵理事及び監事並びに会計監査人の選任
又は解任
⑶会費の額
⑷理事及び監事の報酬等の額
⑸会員の除名
⑹日看協の解散及び残余財産の処分に関
する事項
⑺理事会において総会に付議した事項
⑻その他総会で決議するものとして法令
又はこの定款で定められた事項

任　　期：	４月１日から１年間とする。
	 （日看協定款第４章代議員及び予備代議員参照）
◆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。

◆代議員及び予備代議員選出数
１　平成27年度の代議員及び予備代議員数は、平
成25年12月31日現在の会員数で算出され、平成
26年１月末日までに本会へ通知される。
	（日看協定款細則第11・12・13条）
	 ※平成26年度の代議員数は10名である。
２　本会の規程により、代議員及び予備代議員の
推薦委員会推薦枠は、各々７名とする。

３　立候補・一般推薦枠については、規程第６条
第１項の２号により、代議員数から推薦枠を引
いた数を、各ブロックから選出する。

４　立候補・一般推薦枠数が定員に満たない場合
は、規程第７条第３項に基づき、推薦委員会が
推薦する。

◆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。

Ⅲ 立候補及び一般推薦の受付期間及び届出先
◆受付期間
　平成26年３月13日（木）～４月９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

役員名 定数 任期
理　　　事 16名 2年
監　　　事 2名 4年

推薦委員
保健師 2名

1年助産師 2名
看護師 4名

役員・推薦委員及び代議員等の選出
� までのスケジュール
候補者の公示（選挙の30日前）
� 平成26年５月９日
愛媛県看護協会通常総会で選挙・選出
� 平成26年６月８日
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応募資格：会員である事
内　　容：愛媛県内の四季を感じる風景
応募方法：勤務先、氏名、撮影場所を明記、写真を添付、
� 上記あてメール送信
賞 品 等：ありません

応募資格：愛媛県看護協会会員
内　　容：愛媛県看護協会の特色をイメージしたもの

応募方法・期間等、詳しくはホームページをご覧ください。

広報の表紙等に掲載する写真を募集します

公益社団法人愛媛県看護協会 ロゴマークを募集します

第3回 愛
媛の「看護にまつわるエピソード」募集

　今年も2014年の「看護の日・看護週間」に向け、「看護にまつわるエピソード」を募
集します。日常の中で看護のこころを体験された皆様、看護師になりたい、看護師の
母への思い、忘れられない看護の場面等、皆様からの応募をお待ちします。
 公益社団法人　愛媛県看護協会

　当協会は昭和49年に設立、本年９月に40周年を迎えます。
　この機会に、皆様に親しみをもっていただけるような「ロゴマーク」を公募しますので、多く
の皆様のご応募をお待ちしております。

[応募資格]
愛媛県内在住者（年齢、職業、性別は問いません）

[応募内容]
エッセイのみ、８００字以内で募集します。（題名をつけてください）
次の①～⑥について記入してください。
　① 郵便番号・住所　　② 氏名（ふりがな）　　③ 性別　　④ 年齢
　⑤ 電話番号・メールアドレス（ある方のみ）　　⑥ 職業

[募集期間]
２０１４年１月６日（月）～２０１４年３月１４日（金）　※当日消印有効

[応募方法]
郵送またはメール

[送 付 先]
郵　送：〒790-0843 松山市道後町2丁目11-14　公益社団法人 愛媛県看護協会
メール：nursing-ehime＠circus.ocn.ne.jp

[賞 金 等]
最優秀賞・・・図書券　１万円分（１人）
優 秀 賞・・・図書券　５千円分（２人）
入　　選・・・図書券　２千円分（３人）

[発表・表彰]
看護の日記念行事開催日（2014年５月11日開催予定）

[選　　考]
看護の日実行委員会
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平成25年度 未就業看護職員の希望条件把握

ナースセンターだより

１）求職者の年齢階層別人数

２）年代別就職数（Ｈ25.9.30現在）

３）希望雇用形態（年齢階層別人数）

４）希望勤務形態（年齢階層別人数）

５）希望週休（年齢階層別人数）

６）希望就業場所（複数回答）（年齢階層別人数）

７）退職理由（複数回答）（年齢階層別人数）

８）就職の際に重視する条件（複数回答）（年齢階層別人数）

年　齢 保 助 看 准 合計 構成比
20代 7 0 26 2 35 21.3%
30代 1 0 37 0 38 23.1%
40代 1 0 42 2 45 27.4%
50代 0 0 45 0 45 27.4%
60代 0 0 1 0 1 0.6%
合　計 9 0 151 4 164 100%

20代 30代 40代 50代 60代 合計
愛媛ＮＣ就職 14 15 24 37 0 90

職安就職 0 2 0 0 0 2
自己就職 3 2 1 1 0 7

他ＮＣ就職 0 0 1 0 0 1
合　計 17 19 26 38 0 100

雇用形態 20代 30代 40代 50代 60代 合計
常　　勤 17 16 17 8 1 59
非 常 勤 15 18 15 27 0 75
臨時雇用 3 4 13 10 0 30
合　計 35 38 45 45 1 164

勤務形態 20代 30代 40代 50代 60代 合計
こだわらない 16 10 20 12 0 58

交 替 制 6 1 1 0 0 8
日勤のみ 13 27 24 32 1 97
夜勤のみ 0 0 0 1 0 1
合　計 35 38 45 45 1 164

週　休 20代 30代 40代 50代 60代 合計
完全週休2日 17 24 23 18 1 83
隔週週休2日 7 3 3 2 0 15

そ の 他 8 7 6 15 0 36
記入なし 3 4 13 10 0 30
合　計 35 38 45 45 1 164

20代 30代 40代 50代 60代 合計
病　　院 20 21 30 5 1 77
診 療 所 24 26 18 13 0 81

訪問看護ステーション 2 10 11 0 0 23
そ の 他 27 27 35 39 2 130
合　計 73 84 94 57 3 311

理　　由 20代 30代 40代 50代 60代 合計
看護内容への不満 2 2 1 0 0 5
他分野への興味 5 4 8 0 0 17
出産・育児・子供の為 5 10 18 18 0 51
労働時間への不満 3 2 1 1 0 7
賃金への不満 1 2 2 0 0 5
自分の適正・能力への不安 2 2 1 7 0 12
結　婚 4 13 12 20 0 49
残業量が多い 2 3 1 1 0 7
休みがとれない 2 4 3 0 0 9
健康上の理由 10 5 3 20 1 39
継続教育がない 1 0 0 0 0 1
配偶者の転勤 1 2 4 21 0 28
勤め先側の理由 0 0 0 0 0 0
家事と両立しない 4 4 1 1 0 10
転　居 0 2 2 17 0 21
通勤困難 0 0 1 1 0 2
進　学 0 0 0 0 0 0
Ｕターンのため 0 1 0 6 0 7
福利厚生がない 0 0 0 0 0 0
老親の世話・家族の介護 1 1 8 1 0 11
医療事故への不安 1 1 1 0 0 3
定年退職 0 0 0 0 0 0
同僚との関係が悪い 4 2 0 4 0 10
上司との関係が悪い 5 1 0 1 0 7
医師との関係が悪い 1 1 0 0 0 2
その他 2 8 8 2 0 20

合　　　　計 56 70 75 121 1 323
子育て支援 3 9 2 0 0 14

その他 0 3 1 12 0 16
73 96 95 141 1 406

条　　件 20代 30代 40代 50代 60代 合計
給　　与 19 20 21 16 1 77
勤務時間 24 27 35 39 1 126
通勤時間 11 16 19 28 0 74
保育施設 0 0 0 0 0 0
看護内容 15 11 19 9 1 55
休　　暇 18 20 14 17 0 69
官舎・寮 2 0 1 0 0 3
キャリアアップ支援 1 0 2 0 0 3

１位 40代・50代……27.4 ％、２位 30代……23.1％、３位 20代
……21.3％

就職率は60.9％である。そのうち、愛媛県ナースセンターを通じた
就職は90％である。

申告しない者もいる

全　体
１位　勤務時間
２位　給　　与
３位　通勤時間

全　体
１位　出産・育児・子供の為
２位　結　　婚
３位　健康上の理由
４位　配偶者の転勤
５位　転　　居

40代
１位　勤務時間
２位　給　　与
３位　通勤時間

看護内容

20代
１位　勤務時間
２位　給　　与
３位　休　　暇
50代
１位　勤務時間
２位　通勤時間
３位　休　　暇

30代
１位　勤務時間
２位　給　　与
３位　休　　暇

20代
１位　健康上の理由
２位　出産・育児・子供の為
　他分野への興味
　人間関係

30代
１位　結　　婚
２位　出産・育児・子供の為
３位　その他
50代
１位　配偶者の転勤
２位　結　　婚
　健康上の理由

３位　出産・育児・子供の為
60代
１位　健康上の理由

40代
１位　出産・育児・子供の為
２位　結　　婚
３位　他分野への興味
　老親の世話・家族の介護
　その他

20代 30代 40代 50代

常勤
48％

非常勤
43％

臨時
雇用
9％

臨時
雇用
11％

臨時
雇用
9％

臨時
雇用
11％

臨時
雇用
29％

臨時
雇用
22％

非常勤
47％ 非常勤

33％
非常勤
60％

常勤
42％

常勤
38％

常勤
18％

20代 30代 40代 50代

こだわ
らない
46％

こだわ
らない
26％

こだわ
らない
45％

こだわ
らない
27％

交代制
17％
交代制
17％ 交代制

3％
交代制
2％

夜勤のみ
2％

日勤
のみ
37％ 日勤

のみ
71％

日勤
のみ
53％

日勤
のみ
71％

20代 30代 40代 50代

完全
週休
2日
48％

完全
週休
2日
63％

完全
週休
2日
51％

完全
週休
2日
40％

隔週週休2日
20％

隔週週休2日
8％

その他
23％

その他
18％

記入なし
9％

その他
13％
その他
13％

その他
33％

記入
なし
29％

記入
なし
22％

記入なし
11％

隔週週休2日
7％

隔週週休2日
5％

年齢階層別人数

20代
21％

60代
1％

30代
23％40代

27％

50代
27％

調査対象	 ナースバンク新規・再登録者（H25.4.1～H25.9.30）
のうち、未就業の者164名（学生も含む）

調査方法	 NCCS登録データの分析
調査時期	 H25年10月
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保 健 師 339名
助 産 師 209名
看 護 師 8,273名
准看護師 493名
　 計 9,314名

編集後記
　広報委員会では、皆様にお寄せいただいたアンケートを基に、
より良い紙面づくりに取り組んでいます。その中で、表紙を楽
しみにしてくださった方も大勢いらっしゃいました。25年度の
春・夏・秋・冬号は住友別子病院の３年目看護師、神野陽奈さん
の作品です。自分の作品が表紙を飾るのは嬉しいです！ときら
きら瞳でがんばっ
てくれました。次
回の春号から、皆
様の作品をお待ち
しています。テー
マ・場所・撮影者
名等掲載していき
たいと思います。
	 （西原）

平成25年度会員数（平成25年12月31日現在）

理事会報告
第５回（平成25年11月16日）
報告事項
◦理事会報告（第4回）
◦常務理事会報告（第6・7回）
◦各委員会報告
◦平成25年度上半期予算執行状況
◦監査（地域看護力強化事業）
◦執行役員報告
◦各出席会議等報告
◦入会状況報告
協議事項
◦委託事業関係について
　在宅医療を担う看護力強化事業
◦看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ
（フォローアップ）について
◦平成26年度「看護の日」および「看護週間」行事について
◦第46回（平成27年度）および第47回（平成28年度）日本
看護学会学術集会の開催意向について
◦平成26年度重点事業（案）について
◦愛媛県看護協会創立40周年記念事業について
◦平成26年度日本看護協会名誉会員候補者の推薦について
◦平成26年度日本看護協会長表彰候補者の推薦について
◦「お仕事フェスタ2014」協賛並びに職業ガイダンス
ブースへの講師派遣について

第６回【拡大】（平成25年12月21日）
報告事項
◦理事会報告（第5回）
◦常務理事会報告（第8回）
◦各委員会報告
◦執行役員報告
◦各出席会議等報告
◦入会状況報告
協議事項
◦平成25年度委員会活動実績、評価について
◦平成26年度事業計画（案）について
◦各委員会担当研修会等の費用について
◦看護職合同就職説明会2014の開催について
◦平成26年度訪問看護研修「ステップ１」の開催について
◦平成26年度インターネット配信研修について
◦公益社団法人愛媛県看護協会のロゴマークについて

◦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。

平成26年度4月入学生募集中！
（平成26年2月28日まで）

問合せ先 愛媛学習センター（愛媛大学内）
ＴＥＬ ０８９－９２３－８５４４
ＦＡＸ ０８９－９２３－８４７９

詳細はインターネットで 放送大学 検 索

☆あなたの入会をお待ちしております
入会すると
１　協会主催の各種研修が受講できます。
２　機関紙等により看護に関する情報をいち早く入手で
きます。（日本看護協会および愛媛県看護協会が発行
する機関紙をお届けします。）
３　「日本看護協会（ＪＮＡ）－会員ダイレクト」へアクセ
スできます。（会員だけがアクセスできる資料庫です。
調査研究報告・看護実践に関するガイドライン・日本看
護学会抄録集等々が全文あるいはバックナンバーで掲
載されています。また、文献検索ツールを提供してい
ます。）
４　学会や各種イベント、協会活動へ参加できます。（日
本看護学会及び愛媛看護研究学会やイベント等に参加
できます。）
５　愛媛看護研修センターの図書室が利用できます。
６　「看護職賠償責任保険」に加入することができます。
☆「平成26年度入会申込書・継続申請書」はお手元に届きま
したでしょうか。入会・継続手続きは申請書の送付と入金
が確認できれば完了します。どちらか一方では手続きが滞っ
てしまいますのでお忘れのないようお願いいたします。

☆年度途中の変更について
　会員の異動（施設異動・退職・改姓等）、施設会員代表者
の異動等変更がありましたら、異動報告書にて、直ちにご
連絡ください。確実に、協会からの情報が届けられますよ
うに、ご協力よろしくお願いいたします。

平成26年度 入会のご案内

新居浜：白滝


