徳島県看護連盟
〒７７
０－０８
０１

徳島県看護連盟だより

徳島市上助任町三本松３７
５－５
青藍コーポ３０
１号室
TEL ０８
８－６３
４－３
２９
７
FAX ０８
８－６３
４－３２
９
８

第１4号

編集責任者 三国 鶴子
印刷 徳島県教育印刷㈱

平成２3年１２月20日

阿波人形浄瑠璃お弓とお鶴

ご あ い さ つ

徳島県看護連盟会長

三

国

鶴

子

会員の皆様方にはお変わりなくお過ごしのこととお慶び申し上げます。
今年は、３月１
１日の東日本大震災、また台風による被害と大変な一年でありま
した。被害を受けられました皆様が一日も早く心穏やかな日々を取り戻されます
ようお祈り申し上げます。
看護連盟も次期参議院選に向けて活動を始めているところでございます。そこ
で、看護連盟の重点目標として
１．強力な集票力を持つ
２．確かな政策実現力を持つ
３．多くの人材提供力を持つ
このことについて本部・県・各支部と連携をとりながら取り組んで活動しているところであります。各
支部の支部役員、リーダーの皆さんが、それぞれの役割を理解して、自分自身の考えをしっかり熱意を
もって伝えていただきたいと思います。看護連盟は、政策と人物と状況を踏まえて、自律的に判断し、信
頼される団体にならなければなりません。
今後も看護連盟は、看護協会の目的を達成するために一丸となって邁進してまいります。更なるご理解
とご協力をお願いいたします。今年もあとわずかとなりました。
来年も皆様にとって素晴らしい年になりますようお祈り申し上げます。

「徳島県看護連盟だより」第１４号によせて
日本看護連盟会長

清水嘉与子

東日本大震災発災後９ヶ月をすぎ
てもまだ被災地の状況は復旧に程遠
く、瓦礫処理や放射能汚染など解決
すべき問題が山積しています。こん
な中でもお互いに絆を強め、助け合
い協力し合って生活再建に立ち向
かっている東北人の力強さに日本中
が励まされています。この困難な状況のなかで被災地の、

看護連盟の皆様へ
徳島県看護協会会長

水口

艶子

３月１
１日の震災以来、自然への脅
威と人の繋がりの大切さをひしひし
と感じた１年でした。また、震災を
通してあらためて看護職の役割の重
大さも感じた年でした。どのような
場でも、私たちは、その時できる最
高の質の看護を提供する責務があり

衆議院議員

阿部

俊子

徳島県看護連盟の皆様、こんにち
は。いつも温かいご支援を賜り、心
より感謝申し上げます。震災後、私
も被災地に入らせていただき、多く
の現場の声を聞かせていただきまし
た。非常事態の中、患者さんを優先してご尽力下さって
いる看護職や医療従事者の皆様がどれほど多いことか、
また現場はどれほどご苦労されているかを身に沁みて感
じ、本当に頭の下がる思いになると同時に、このような
災害発生を想定した各医療機関の協力・支援体制の整備

参議院議員

高階恵美子

こんにちは、髙階恵美子です。
本年も残すところわずかとなりま
したが、本年は東日本大震災をはじ
め、豪雨等多くの天災に見舞われた
年となりました。長く続く国難の時
に、根気強く第一線に立って国民の命を支えてくださる
皆様に、改めて感謝を申し上げます。
私は、公務及び政務を通じて、東日本大震災の救援、
復旧、復興支援のための様々な活動に携わらせて頂いて
おります。国会では、予算委員会、復興特別委員会、厚
生労働委員会、行政監視委員会などで質疑の機会をいた
だきました。また、先日１
１月２日には参議院本会議にお
いて代表質問に立たせて頂く機会を頂戴し、人口減少を
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また全国から支援に駆けつけた看護職たちの毅然とした
姿にも感動です。政権交代後３人目の総理となり、震災
復興、沖縄基地問題、TPPと大きな問題を前に足踏みし
ている野田総理には思い切った決断をお願いしたいもの
です。混迷している政治情勢の中でも着実に高齢社会は
進行しています。これまで以上に看護職の能力を発揮で
きる環境を整えるために、日本看護連盟は引き続き看護
の代表を国会に送る活動を進めてまいります。
徳島県の会員の皆様には、三国会長のリーダーシップ
のもと、これまで以上に支部組織の活性化を目指してご
活躍下さいますようお願い申し上げます。

ます。それを果たすために、交代制勤務のあり方や労働
時間、離職問題など私たちの日ごろの労働環境を整え、
やりがい感を持ってキャリア開発を積みながら看護職を
続けられることが協会にとっても連盟にとっても共通の
課題だと思います。この課題をクリアできるよう一人一
人が前進しないと看護職の将来は暗闇です。
「看護協会の会員はすべて看護連盟会員である」
ことを
目標に私たちの看護職能団体組織を育てましょう。

が急務であることを実感しています。国会において復興
に関する対策会議や委員会質問の機会をいただく中で、
政府からも今後、災害拠点病院のあり方の見直しを進め
るという答弁を得ることができました。そしてこれほど
までに献身的な看護職や医療従事者の皆様の働く環境を
整え守っていくためにも、これまで以上に国政において
精一杯力を尽くしてまいりたいという思いを強くしてお
ります。現在も臨時国会において、年金をはじめとした
社会保障や青少年の健全育成に関してなど、国民の立場
に立った視点での委員会質問を日々重ねております。ど
うか引き続き、皆様からのお声をお聞かせいただけます
よう心よりお願い申し上げます。
迎えたわが国の人口政策、復興政策に関して政府の取り
組みや総理の見解について質問するとともに、何より国
民のいのちとくらしを守るために「心ある政治」をして
頂きたいこと、これに関する総理の政治姿勢を問いただ
しました。看護職のプロ目線で幅広くそして厳しく現状
の課題を指摘し、提言した政策は必ず実現されるように
と、常に前向きな姿勢で審議に臨んでおります。
こうした議員活動の原動力は、故郷を愛し尊い命を守
りぬこうと努力する仲間たちの情熱です。苦境に直面し
ている時だからこそ、ともに生きる私たち一人一人が知
恵を出し次の時代を切り拓いていかなければならないの
だと強く思うのです。活動する看護職の一人として、こ
れからもみなさまとともに、真摯な取り組みを続けて参
る所存でおりますので、引き続き、よろしくご指導くだ
さい。

春の叙勲
瑞宝双光章

水口
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秋の叙勲
瑞宝単光章

福島

春子様

受章者の方々の益々のご健勝とご活躍を心よりお祈りいたします！
受章者の方々の益々のご健勝とご活躍を心よりお祈りいたします
！

瑞宝単光章

篠原

静様

平成２
３年度

日本看護連盟通常総会

と

き：平成２３年６月１４日（火）１３：００～１６：３０

場

所：東京プリンスホテル

参加者：１,
６１５名（代議員９０９名、役員１２名、一般会員６９４名）
清水会長から「これからの日本社会の中で、看護はまだまだ活動の場を広げなければならない。看護職のため
の政策実現に向けて、更に多くの代表を出せるよう活動を続けていく」との挨拶があり、続いて日本看護協会
坂本すが新会長から「日本看護協会の使命を実現するため、政治的な戦略は不可欠であり、看護協会の政策を実
現する政治活動を担う看護連盟とは、共通の目的に向かって一丸となって取り組む関係、国民のため、看護のた
め、積極的に政策課題を共有し、取り組む方法を協議して頑張ろう。
」と看護協会と看護連盟の協調・連携の重
要性を強調され、会場から大きな拍手があがりました。続いて大島理森自民党副総裁、伊吹文明看護問題対策議
員連盟会長、町村信孝清和政策研究会会長とあいさつが続き、宮城県出身の阿部俊子衆議院議員は被災地に対す
る全国会員の支援に感謝の言葉を述べられました。その後、各議案の審議が行われ、平成２
３年度のスローガンに
は「ベッドサイドから政治を変える～確かな政策実現力を持ち、そして東日本大震災の復興に、看護の力を結集
しよう～」が採択された他、すべて審議事項が承認を受けました。なお、名誉会員として２
４名が推挙されました
が、徳島県からは元会長の滝花佐智子様が名誉会員となられました。髙階恵美子参議院議員は震災復興特別委
員会の合間をぬって駆け付けてくださいました。審議終了後、阿部議員・髙階議員の国政報告がなされました。

平成２
３年度

徳島県看護連盟通常総会

と

き：平成２３年６月２５日（土）１３：００～１５：００

場

所：徳島県看護会館

参加者：１９２名
東日本大震災犠牲者並びに物故会員への黙とうから始まり、徳
島県知事飯泉嘉門様、徳島県看護協会会長水口艶子様、衆議院議
員山口俊一様・参議院議員中西祐介様の祝辞をいただいた後、平
成２２年度の事業報告・会計報告と２３年度の事業計画と予算その他
について報告・審議が行われました。いくつかの質問について意
見交換が行われ、審議事項はすべて承認されました。役員改選の結果、新しく、幹事長に久保和子氏、財政部長
に平野文子氏、監事に原康子氏が選出されました。新支部長の方々と合わせてあいさつ文を掲載し、ご紹介とさ
せていただきます。旧役員の福島春子様、和田愛子様、藤家豊美様、湯浅弘美様、麻植真弓様、渡部尚美様、尺
長宏子様、祖父江定子様、福岡淑子様、久保明子様いろいろお世話になりました。今後とも後輩育成も合わせて
よろしくお願いいたします。
特別講演

平成２３年６月２５日（土）１５：１５～１６：１５

テーマ：「東日本大震災の現状と徳島県の災害支援体制」
講

師：徳島県保健福祉部医療健康総局医療政策課看護担当・徳島県看護協会災害対策委員

稲

井

芳

枝 様

３月１１日の発災以来、徳島県から、看護協会から多くのボランティアが支援に出向きました。そのどちらにも
所属し、リーダー的立場で活躍され、自らも支援に出られた稲井様に現地での状況と徳島県の支援体制について
お話しいただき、日頃からの防災・減災対策と危機管理対策の大切さを再認識する機会となりました。
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平 成２３年 度
新役員・新支部長のあいさつ
幹事長 久保

和子

看護師として臨床の現場で４
０年余を終え、今年度、幹事長という大役をいただきまし
た。退職してからも看護に関われる機会をいただきうれしく思っています。看護連盟
の一員として、会長さんをはじめ役員の皆様にご指導いただきながら頑張っていきたい
と考えております。看護現場には、個人や施設レベルでは解決できない問題が多くあり
ます。現場の声を国政に届けるためには、自分たちの中から代表者を政治の場に送り出
す必要があります。そのためには、会員を増やし組織を強化していかなければなりませ
ん。各支部においては、支部長さんをはじめ、役員の方々が、現場で働く看護職が直面している問題に耳
を傾け、組織の目的や活動を一人ひとりに伝える努力をされております。私は、皆様に看護連盟の役割を
理解していただき、会員数の増加と会員の政治参加意識の向上のため、微力ではありますが、活動してい
きたいと考えております。看護職が生き生きと自信と誇りをもって働ける社会を目指して、一緒に頑張り
ましょう。
財政部長・鳴門支部支部長 平野

文子

この度、財務担当をお引き受けすることになりました。このような大変な重責に不安
もありますが、皆様のご助言・ご指導をいただきながら、連盟活動・運営に微力ではあ
りますが努めて参りたいと思います。連盟活動もいろいろ厳しい現状の中ですが、前向
きに看護力のパワーを発揮し、働き続けられる職場環境を目指す組織活動を心掛けたい
と存じます。よろしくお願い申し上げます。

監事・徳島支部支部長 原

康子

今年度より徳島県看護連盟の監事と徳島支部の支部長に任命された「原」です。
監事として徳島県看護連盟の会員の皆様に少しでも役立ちたいと思っています。ど
んな些細な問題でも教えてください。また、退職後８年が過ぎており、徳島県１０支部の
うち、支部長としては２番目の年長者です。しかし、連盟会員としての知識は年齢と比
例せず、幼稚園児と同じです。私は、働いている時から“看護師の問題は看護師で”と
思っていました。だから、看護師の代表を一人でも多く国政に送り、看護師の働く環境
が少しでも良くなることを願っています。今後も、皆さんの指導のほどよろしくお願いします。
吉野川支部支部長 湯浅

敏子

私が看護連盟に加入したのは３年ほど前だったと思います。政治に関心は薄く、何も
知らないのに同僚に誘われ参加していました。ところがなぜか、平成２
３年７月から支部
長を引き継ぐことになってしまいました。前支部長の祖父江さんは熱心に連盟活動を
してこられたので大変なプレッシャーです。どうしよう？
私ができることから始めようと考えました。今、看護現場は様々な問題を抱え、私た
ちは神経をすり減らしながら仕事をしています。自分たちの代表が国政の場に立つこ
とで少しずつでも困難が解決していくことを期待して連盟活動に参加していきたいと思います。

4

新役

員・新支部長紹介
阿波支部支部長 野崎

雅子

阿波支部長を務めています阿波病院の野崎雅子です。今回、支部長を務めて“いかに
先輩看護師さんたちが信念を持って政策実現に向けて努力してくださったか”というこ
とを実感しています。現在、阿波支部は、阿波病院の会員とOB会員で構成されている
ため、役員の集合、連絡が行いやすいという特徴があります。しかし、それは言い換え
れば、会員の施設数が少ないとも言えます。県の役員の方々のご協力をいただきながら、
支部の皆様と共に支部および近隣の施設の方々にも連盟の実績や必要性を伝え、集票へ
の働きかけをしていきたいと思っています。
小松島支部支部長 島谷

明美

初心者マークの支部長です。支部役員の皆さんと一緒に、自分の言葉で看護連盟の役
割や必要性を伝え、病棟で連盟のことをオープンに話すことのできる環境づくりを目指
します。

阿南第一支部支部長 岩浅

千鶴

「困ったなあ…どうしよう」本年度支部長の任を受けて心中より出た言葉です。しか
し、支部役員の協力と小島第一副会長の指導のもと、カッコウ良くとはいきませんが、
どうにか形ができつつあります。支部長になって新しく看護連盟について学習する機
会が多くなり、いつも感心させられることばかりです。今後は、支部役員と共に支部会
員に看護連盟についての質問・疑問に思うことを尋ねられたら胸を張って答えられるよ
うになりたいと思っています。まだまだ、力不足の支部長ですが、今後とも会員の方々
にご協力をいただき、責務を全うしたいと思っています。
阿南第二支部支部長 坂東

啓子

今回、新しく阿南第二支部の支部長として大役を受けることになりました。連盟会員
として参加していましたが、役員として活動するのは初めてで、私自身不安な思いもあ
りました。今年からは、支部活動を中心にすることもあり、いざ活動を始めると分から
ないことばかりでした。でも、三国会長さんをはじめ、県役員の方々の温かい支援もあ
り、ヨチヨチ歩きを始めたところです。一人でも多くの人に連盟活動に参加してもらい、
「ベッドサイドから政治を変える！」のスローガンのもと、連盟活動が身近なものであ
り看護全体のための活動であることを理解してもらえるように望んでいます。さあ、皆さんも私たちと一
緒に、明るく楽しい樺連盟活動をしましょう！
海部支部支部長 湯浅チヅ子
緊急な災害救護・高度医療・幅広い看護など数多くの難問題を抱える中で、働きやす
い職場改善、病める人・弱者により良い看護の提供ができる看護体制を政策の場に訴え、
改善を求めるには、職能団体の組織力強化が重要です。
海部支部では、熱意のある皆様のご理解とご協力をいただいた結果、少しずつ会員数
は増えており、大変感謝しております。会員一人一人が「誰かが」ではなく「私が」協
力しなければという意識をもっていただければと願っております。これからもなお一
層のご理解を賜り、会員増になりますよう一生懸命務めさせていただきますので、ご協力を切にお願い申
し上げます。

5

各支部の活動状況
１

美馬・三好支部

支部役員会（６回）・施設訪問などを通じ、県本部よりの活動方針の伝達や意見交換を行い、連携を密にし、
会員の皆様方に周知していただき、ご理解・ご支援を得ながら支部活動の強化に努めています。今年度の重点目
標でもある「強力な集票力を持つ」ため、第２２回参議院選挙を振り返り、次回選挙への戦略を検討・協議を重ね
ています。そんな中で、今回当支部のより具体的な傾向、特色の有無を知り、今後の活動に役立てることを目的
に日本看護連盟意識調査報告書より検討抜粋し、アンケート調査を行いました。その結果を踏まえ問題を抽出
し、日本看護連盟の提言を参考に組織強化に向け、努めたいと考えています。

２

吉野川支部

吉野川支部は、連盟会員２
０１名、うち役員は４施設７名です。毎月川原第二副会長に参加していただき、支部
会を開いています。年に１回３支部合同（阿波支部、美馬・三好支部、吉野川支部）で研修会を開き、看護連盟
を理解してもらえるよう活動しています。この研修会が新加入者を増やすきっかけとなればと思います。また、
各施設内での活動を重視し、役員・リーダーを通じて連盟への協力体制が十分とれるようにしていきたいと考え
三好市
ています。

美馬市
東みよし 町

３

阿波支部

毎月役員会を開催し、全国や県からの情報を支部で伝達、共有しています。１
０月には支部の看護職を対象に看

つるぎ町

護連盟に対する意見を聞き、今後の対策や活動へつなげるためにアンケートをとりまとめています。１１月には、
３支部合同研修会にて小島第一副会長より「連盟の必要性と今までの成果」、皮膚・排せつケア認定看護師の井

三好市

筒聖子様より「褥瘡を防ぐポジショニングとギャッジアップについて」の研修会を開催しました。今後は、他施
設への訪問や集票に向けての計画を実践していきたいと思います。

４

鳴門支部

現在、会員は１３１名です（目標１４０名）。支部役員会は、月１回、研修会は年１回以上を計画しています。鳴門
支部は、会員数が多い・少ないにかかわらず、１施設１名以上で活動できるように、幹事・リーダー・オブザー
バーを置いていますので役員が多くいます。
１
１月に開催した支部研修会の後に基礎研修会をしましたが、基礎研修未受講者はまだ５
２名残っています。
近々１施設に基礎研修に出向く計画をしています。当初計画した施設訪問は残り２施設となりましたので、
近々訪問を予定しています。会員増加目標達成に向けて、皆様頑張ってくれています。支部役員、会員の皆様に
はお世話になり、感謝しております。１０月２５日のリーダー研修、２６日の支部別会議にて指導・助言していただい
たことを踏まえ、目的に向かって進んでいきたいと思っています。これからもご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。

５

ナルトSG支部

会員数２２名の小規模支部です。他支部との合同研修会を開催するなど、支部間での協力体制は欠かせません。
奇数月には役員会を開催し、職場の同僚としてだけでなく、看護職業人としての顔ぶれが同じテーマで同じ方向
に向かって話が弾みます。話題のひとつに、伝えることの難しさが挙げられ、支部運営は至難ともいえますが、
いざ選挙となれば、確実な票読みを可能とする精鋭メンバーであると痛感させられます。これからも、１施設１
支部のメリットをフルに活かした活動を続けていきたいと考えています。

６

徳島支部

徳島県支部の会員数は、２１０名です。今年度は

①連盟会員の増員

②基礎研修受講率１００％を活動方針とし

ております。会員増員に向けては、訪問看護ステーション等の施設訪問を重点的に行っています。また、会員の
皆さんになお一層連盟の現状を理解していただくように小規模単位での基礎研修を開催しています。
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７

小松島支部

４施設９名の役員で施設間の情報交換も含め、毎月１回、久保幹事長を迎え、役員会を開催しています。役員
一人一人が自施設で看護連盟の役割や必要性を伝達できるよう役員会で勉強会を実施していく予定です。施設
間では、新たに１施設３名の入会があり、うれしく思います。阿南第一、阿南第二、海部支部との合同研修会を
開催し、小島第一副会長の講義に会員はもちろん、非会員の参加もあり、好評でした。今後は、施設訪問と基礎
研修、支部研修会を予定しております。

鳴門市
阿南第一支部
町
板野町

藍住 町

松茂町

８

北島町

上板町
上板町
１
０９名です。本年度より各部署から役員を１名から２名選出し、毎月１回、役
阿波市 阿南第一支部は、現在会員数は
員会を行っています。役員会の際は、小島第一副会長に出席を依頼し、指導や助言をいただいています。小島第
一副会長が臨席されると役員の疑問や質問にリアルタイムに答えていただけるので大変勉強になっています。

石井町

平成２３年１１月１２日（土）小松島支部・阿南第二支部・海部支部・阿南第一支部の４支部合同研修会を開催しまし

徳島市
吉野川市
た。小島第一副会長の講演とエアロビクスで部分痩せの体験をしました。熱のこもった講演とエアストレッチ
小松島市
をして５
３名の参加者は、大満足だったと思います。現在は、とにかく「月１回は集まろう!
!
」を目標に、連盟、

役員、選挙などの言葉に慣れることが大切であると実感し、役員としての自覚を高めています。最近、ある役員

佐那
佐
那
から「支部での研修会をしよう!
!
」と言ってくれました。今後は、会員の協力を得てこの夢の実現をしようと考
神山町
河内村
えています。
勝浦町
９

阿南第二支部
上勝町

阿南市
私たち阿南第二支部は、今年１
０名の新規会員の加入があり、会員総数
１
１２名です。今年から支部の活動を中心
に行うようになりました。年間５～６回行われる役員会には、県より小島第一副会長が出席してくださり、タイ
ムリーに連盟活動について情報を得ることができております。また、阿南第一支部、小松島支部、海部支部との
４支部合同会議において、各支部との連携をはかっています。毎年恒例の４支部合同研修では、会員同士の交流
の場として好評で、非会員の参加もあり連盟について理解を深めることができています。さらに連盟会員増加
那賀町
に向けて、連盟活動が浸透できるよう、基礎研修や施設訪問などの活動も行っています。皆さんも現場の声を届
けるために、私たち看護の代表を国政に送り出せるように、一緒に活動していきましょう。

美波町

１０ 海部支部

牟岐町
海部支部会員数は、現在
４２名です。皆様のご協力に感謝いたしております。広範囲の地域ですが、施設が少数
なので会員増加に苦慮いたしております。２３年度の目標にはやっと届きましたが、これで終わったわけではあ

海陽町 りません。２４年度に向けて更なる増員を願っております。働き易い、条件のよい職場への改善を求めるには、政
海陽
策の場以外他にありません。熱意のある会員の皆様のご協力をいただき、組織強化につながるための、“一人が
１票を、２票が４票”を願っております。大学院レベルまでアップされ、特定看護師の道が開かれようとしてい
る看護職に誇りを持ち、認識を深め、何処の職能団体にも勝るとも劣ることのない根強い組織を目指して前進あ
るのみです。会員の皆様の更なるご理解とご協力で、社会に輝く情熱に燃えた看護連盟を願っています。役員
一同、一生懸命務めさせていただきますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
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各研修会の実施状況
１

新人宿泊研修

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

平成２３年７月２２日（金）～２３日（土）
場

所：「かんぽの宿

徳島」

参加者：２０名（内宿泊者１１名）
内

容：「看護連盟の必要性について理解を深める」三国会長
「リラックスヨーガ」日本マタニティヨーガ認定指導者

吉田

蔦子氏

グループワーク「職場での悩みを解消しませんか」
連盟の必要性を理解してもらうとともに会員同士の親睦を図り、心身をリラック
スさせ、日頃の疲れを癒すことを目的に初めて宿泊研修を行った。終始和やかな雰
囲気で、終了後のアンケートでも受講者の７
０％が満足したと答え、８５％が新しい発
見があったと答えており、他施設の状況がわかり、悩みを相談・共有できた、ストレス解消になったという意見
が多く、当初の目的はおおむね達成された。

参加者の声：「新人研修会に参加して」

阿南共栄病院

清野

真弥

私は、職場の上司の勧めで、看護連盟に加入することになりました。しかし、看護連盟がどんなことをするの
か、看護協会と看護連盟の違い、看護連盟の歩みについて全く知りませんでした。今回、看護連盟の新人研修会
に参加し、徳島県看護連盟会長三国鶴子さんに看護協会と看護連盟の違いについて、活動についてご講義してい
ただき、看護連盟は政治活動のできる団体であるということを知りました。また、看護と政治について看護職議
員の方々の活動実績についても教えていただきました。これからは、自分の持っている１票を大切に、積極的に
政治活動に参加していきたいと思います。

２

ポリナビ研修

１－①

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ポリナビ四国地区合同研修会

平成２３年８月６日（土）１３：００～１６：００
場

所：「ビオスホール」
ポリナビとは、
「 Politic Navigators

参加者：３２名（愛媛１１名、香川７名、高知５名、徳島９名）
目

Network」の略で、若い看護連盟会員に
もっと政治・政策に関心を持ってもら

的：①ポリナビの活動方法を学ぶ
②四国地区ポリナビメンバー相互の情報交換を通じて親睦を図る

内

アナウンスグループカインド代表

平木

前日本看護連盟幹事

「ポリナビの活動方法について」

を発掘、支援していくために誕生した
20〜30歳代の連盟会員の集まりです。

容：「職場における接遇と話し方のポイント」

「ポリナビについて」

い、また、意欲的に活動しようとする人

窪田

彰子氏
和巳氏

グループワーク

ポリナビ四国地区合同研修会を開催して
ポリナビ実行委員

健康保険鳴門病院

石川

龍一

今回、ポリナビの活動を開始して初めて四国地区合同研修会を開催した。各県のポリナビワークショップに、
それぞれの県同士で参加しているため顔見知りの方も多く参加して下さった。しかし、いままで自分達の活動
内容や考え方について話し合う機会が少なかったことから、本会は有意義な意見交換の場になった。
講師として窪田和巳氏（元日本看護連盟幹事）に来ていただき、ポリナビの活動方法を中心に全国のポリナビ
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活動状況などについて教えていただいた。また、その後のグループワークでは、他己紹介をすることで初対面の
方とも打ち解けて話し合いが出来た。各県の活動内容は様々で、一年間通してワークショップ開催に向けポリ
ナビ活動しているという県もあれば、各ブロックでそれぞれ集まって勉強会を開いた後にブロックの代表が集
まって意見交換を行っているという県もあった。
合同研修会を通して、今まで分からなかった他県の活動方法を知ることが出来、考えを話し合えた。このよう
な有意義な会が、今後も定期的に開催できるよう頑張っていきたい。

１－②

第２回ポリナビワークショップ i
n徳島

平成２３年１０月１６日（日）１３：００～１６：３０
場

所：徳島県看護会館

参加者：４４名（うち香川県４名・高知県１名）
内

容：「震災を通じて感じた看護の可能性」
ケアプロ株式会社

アライアンス部

部長

平間

「脳からみた私」 やまぐちメンタルクリニック

佳明氏
山口

浩資氏

第２回ポリナビワークショップ i
n徳島を開催して
徳島県ポリナビ実行委員長

阿南医師会中央病院

東條

志保

今回のテーマは「advance～その先の向こうへ～」としました。前回は「st
ar
t
～明日への第一歩～」でした
ので、みんなでその先に進みたいと思い、この題にしました。あなたのその先の向こうには何がありますか？何
を目指して日々頑張っていますか？と初めに問い掛けて、みんなと語り合う場を設けていきました。
第１部では平間佳明先生に「震災を通して感じた看護の可能性」と題し、震災後の現地で活動されているとい
うことで活動報告と共に、いったい私達には何が出来るのかと講演をして頂きました。活動について、みなさん
興味があったようでスライドを熱心にみられ、これから自分には何が出来るのかと考えさせられました。第２
部では山口先生に「脳からみた私」と題し、昨年に続き講演をして頂きました。今回もケイタイを使用し参加者
の思いをメールで送信して語り合いました。「私は～である」といったことをメールでそれぞれが宣言して頂き、
先生が１つ１つにコメントをして下さいました。最後に、これらの講演を通して１年後の自分へという題で手
紙を書いて頂きました。２９名の方が提出して下さったので１年後には返信させて頂き、今の思いを振り返って
頂くということにしました。
前回より、参加人数は少なかったのですが、このたびも若者らしい研修会を開けたように思います。来年も、
このような研修会を開いて同世代の他者と語り合いながら、その先の向こうへと進んでいきたいと思いました。
また、少しでも看護連盟について理解して頂けるように若輩ながらお手伝いができればいいなと思っております。

３

一般研修

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

平成２３年９月４日（日）１３：００～１５：００
場

所：徳島県建設センター

参加者：８３名
内

容：「１年を振り返って～活動報告～」参議院議員

中西

祐介氏

猪口

邦子氏

「政治を語る～政治家からのメッセージ～」
参議院議員

政治活動の実際を知ることと政治と日常生活や看護とのつながりを
知ることを目的に２名の議員からお話をいただいた。受講者のアンケートでは６９％が満足でき、７７％がよく理
解できた、８３％が新しい発見が得られたと答えていた。

9

参加者の声：「猪口邦子氏に魅せられて」

阿波病院

桑原

喜美

台風１
２号の影響が残る９月４日の午後、彼女は少し遅れて会場入りした。菜の花色のキュロットスーツで颯
爽と登場し、想像よりきゃしゃで、年よりはだいぶ若く見えた。内容もさることながら、にこやかに且つ凛とし
た話口調は聞く者をどんどん惹きつけた。
看護連盟の研修といえば退屈で難しいというのが定番だが、行かされた感で出席した私は、度胆を抜かれ、こ
の会に参加できたことに感謝すら覚えた。国際政治学者として、政治家として、そして女性として自信と誇りに
満ち溢れ、それでいてチャーミングな彼女に魅了された私は、今後も彼女の活動に注目していきたいと思う。

４

リーダーセミナー

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

平成２３年１０月２５日（火）９：３０～１６：００
場

所：徳島県看護会館

参加者：４７名
内

容：「看護連盟の役割」三国会長
「看護政策過程入門」「リーダーシップ」
「看護連盟の今後の活動」
「グループワーク～看護連盟のリーダーとして
何をどう活動したらよいか～」
日本看護連盟石田幹事長

参加者の声：リーダーセミナーに参加して

永尾病院

郡

たか子

今回、リーダーセミナーに参加して、一つの法律を変えるということは大変なことであるとともに、諸先生方
の努力を無駄にしてはいけないと思いました。私たち会員は、組織を強くするために一人一人が「自分たちが政
治を変えるんだ。」という強い意志を持って、意見を共有し、輪を広げていくことが大切だと思います。そして、
目標を達成するためには、熱伝導が必要だということを知りました。熱伝導は、自分が熱くならないと人には伝
わらないし、自分一人だけ熱くなっても伝わらない。自分の考えをしっかり持ち、自分の言葉で丁寧にわかりや
すく、きめ細かに伝えることが必要であると思います。リーダーとして、医療チームの仲間と協力して、一緒に
元気に明るく前向きに努力していこうと思います。「誰かがしてくれるではなく、できることを自分から行動し、
最後まで諦めず気を抜かず努力する」ことが大切であると思います。

５

看護部長ワークショップ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

平成２３年１１月１３日（日）１３：００～１５：３０
場

所：徳島県看護会館中研修室

参加者：２０名+役員委員１０名
テーマ「看護管理者の政策過程参加」
目

的：１）看護部の代表者として政治活動の重要性を認識する
２）自己の立場でできる政治活動の実際を知る

内

容：シンポジウムとグループワーク

県内の各医療圏域の主だった病院の看護代表者に参加していただけた。今回のワークショップでは７４％が（極
めて・かなり）満足しており、不満足と答えた者はおらず、８
４％が新しい発見があり、９
０％が今後に役立つと答
えていた。組織の在り方は、トップの姿勢で変わる。今回のワークショップが、看護部長の連盟活動への理解に
つながり、施設内での更なる活動推進につながることを切に願っている。
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参加者の声：公務員の立場として

徳島大学病院

木田

菊恵

この度、平成２
３年度看護部長ワークショップが１１月１３日に開催され、徳島県下の看護部長が集まり、活発な意
見交換がなされました。それぞれの立場、１）看護協会長として、２）公務員の立場から、３）大規模病院の立
場から、４）中規模病院の立場から、５）小規模病院の立場から発表がありました。看護管理者としての政策看
護過程への参画方法や抱えている問題点など、興味深い発表であり、その後は同規模の施設が集まりグループ
ワークをしました。今回、私は公務員の立場として、個人ができること、看護部長の立場でやらなければならな
いことについて発表しました。看護連盟は、看護協会の目指す施策・制度・法律を実現するために創設されまし
た。このことを伝え、ベッドサイドの問題を政策提言していくことが、看護部長の役割であり、看護職の地位向
上・環境改善につながります。また、個人としてできることは、社会の動向に関心を持ち、看護連盟の会員とな
り、研修会に参加し、看護の代表となる候補者に投票し、現場の声を政策提言することです。他施設の看護部長
さんと情報交換・共有ができ有意義な一日でした。

参加者の声：中規模病院の立場として

社会福祉法人小渦会

鳴門シーガル病院

藤家

豊美

施設を代表する看護管理者が集う中、看護部の代表者として政治活動の重要性と自己の立場でできる政治活
動の実際について、看護協会会長を先頭に公務員の立場から、そして、大規模、中規模、小規模病院の立場から
ということでプレゼンされた。グループワークのきっかけが出そろい、すぐに変えられなくてもこのままでい
いのか、ではなにができるか。このことについて話し合われた。看護代表者の姿勢は大きく影響する。他人事
とせず、自分たちのこととして行動を起こさなければならないという点について意見が一致した。安心してか
かれる医療の実現と、誇りを持って働ける職場づくりのために、政策と我々の生活は密着しているということを
より理解する必要がある。そして、自分の言葉で相手に届くように、機会あるごとにその熱意を伝えようと締め
くくった。みんなで「看護の代表を国会に送りましょう。」

・政策提言活動
・看護協会

ベッドサイドの問題解決
のために

・政治活動
・看護連盟
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支部別会議
平成２３年１０月２６日（水）～２７日（木）
参加者：各支部役員
場

総計４８名

所：２６日…美馬三好・吉野川（四国三郎の郷）阿波（阿波病院）
鳴門・ナルトSG（ホテルファーストシーズン）
２７日…阿南第一・阿南第二・海部（富岡公民館）
小松島（小松島市総合福祉センター）徳島（青藍会館）

内容概略

幹事長

久保

和子

「全国で２５万票以上を出せる組織をつくる」を目標に日本看護連盟主催の支部別会議が全国規模で実施された。
徳島県は１０月２６～２７日の２日間の日程で、本部石田幹事長と県役員３名で各支部（１０支部）を訪問し、１支部、
約１時間の支部別会議が実施された。全国で２５万票以上とるために支部・県がとるべき票数を明確にし、そのた
めの戦略を立案・実施することが目的である。支部別会議では支部役員の出席のもと、支部毎に過去の参議院選
挙の得票数から次回第２
３回参議院選挙での目標数と獲得戦略について話し合われ、徳島県は１
０支部合計３,
３００票
獲得ノルマとなった。会員数にとらわれず支部で、施設で、病棟単位で何票とるかを考えていくことが大事であ
る。そのためには、役員各々が自分の考えをしっかり持ち、熱意をもって伝えること．リーダーの熱意、行動が
結果を定めること．投票依頼活動が効果を発揮すること．会員数×〇倍という発想をやめること．
「あの人は何
票まとめてくれる」の積み重ねが大切である等の指導をいただいた。今回の支部別会議を終えて、次期参議院選
挙に向けて、わずかながら手ごたえを感じることができた。来年早々の候補者決定が楽しみである。

参加者の声：平成２３年度徳島県支部別会議に参加して

阿南第一支部

南山

訓子

平成２３年１０月２７日（木）より富岡公民館で石田本部幹事長、三国会長、小島第一副会長、久保幹事長とともに
阿南第一支部、阿南第二支部、海部支部より１
２名の参加があり、徳島県の目標数である３,
３００票を獲得するための
戦略について話し合いをしました。初めての参加でした。どんな難しいことを言われるのかとドキドキしてい
ました。ところが……とても優しく、丁寧な石田幹事長の口調にホッとしました。看護連盟の役員だけが頑張
るのではなく、各病棟単位で獲得数を決定するということです。病棟の会員数を確認し、投票に行ってもらえる
ように工夫する……ということでした。なんだか「できそうだなあ!
」と思えるようになりました。阿南第一支
部は２５０票を目標にしています。まず、会員１０９名は、確実に投票に行ってもらう。そして、会員が必ず会員以外
に１名から２名に声をかけ投票に行ってもらう。もしくは、一緒に投票に行くなど、会員が簡単にできる方法を、
今後考えていきたいと思っています。

私たちの病棟では、

私は３票ならOK。BさんとCさんも

私が５票、

２票なら確実ってよ！

これだけで12票！
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研修会のご案内……多くの方のご参加をお待ちしております

＊看護管理者・看護教育者セミナー
平成24年1月28日（土）
13：00〜15：00
場

所：徳島県看護会館中研修室

＊看護協会・看護連盟合同研修会
平成24年3月24日（土）13：30〜15：00
髙階恵美子参議院議員によるこれからの看

テーマ：看護の権利と暴力の歴史

護政策についてお話いただく予定です。詳細が

講

決まればご案内します。

師：四国大学看護学部看護学科
准教授

橋本茂先生

平成24年度総会のご案内
日本看護連盟通常総会
日

時：平成24年6月15日（金）
13：00〜

場

所：東京プリンスホテル

徳島県看護連盟通常総会
日

時：平成24年6月23日（土）
13：00〜
場所：徳島県看護会館

新事務所案内
徳島県看護連盟は、社団法人徳島県看護協会のご理解をいただき、現在の看護会館が建設されて以来、ずっとそ
の一角を事務所としてお借りしておりましたが、去る平成23年4月20日に看護会館のすぐ近くに、賃貸ではあ
りますが、事務所を構え、移転しました。住所と簡易案内図を下記に掲載しましたので、お近くにお越しの際は、ぜ
ひお立ち寄りください。
住 所：〒770−0801
徳島市上助任町三本松375−5 青藍コーポ301号室
T E L：088−634−3297
FAX：088−634−3298
メール：kan-ren-toku-1＠bz04.plala.or.jp
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会員募集中！
「ベッドサイドから政治を変える」
現場の声を政策の場に届けるために
あなたの力が必要です！
まだ、看護連盟に入会していない仲間に

平成23年12月現在の
会員数
1,222名
↓
目標数1,300名

入会を勧めましょう。
正会員・特別会員：本部会費 5,000 円
県 会 費 3,000 円
賛助会員：1,000 円
学生会員：無料

＊正会員とは看護協会会員である者
＊特別会員とは正会員の経歴を有し、
未就業で、
看護協会会員でない者

お問い合せ先
徳島県看護連盟事務局
ＴＥＬ ０８８－６３４－３２９７
ＦＡＸ ０８８－６３４－３２９８
メールアドレス
kanr
entoku1@bz04.
pl
al
a.
or
.
j
p

編集後記
今年は、東日本大震災とそれ
に伴う放射能汚染、豪雨被害、
台風被害と、自然の猛威と人間
のあくなき欲求への警告とも思
える出来事が多く、試練の年と
なりました。被災地の復旧・復
興と、被災者の皆様に少しでも
多く心身の安寧が得られますこ
とを心よりお祈り申し上げます。
徳島県看護連盟では、今年、新
しい役員・支部長が多く誕生し
ましたのでその紹介と支部活
動・研修会活動を中心に編集し
ました。連盟活動は、熱伝導！
自分の熱意が隣の人に順々に伝
わってその輪が少しでも大きく
なるように会員全てが連盟活動
の伝道師となって下さることを
願っています。
（編集担当：小島泰代・久保和子・
中谷誠子）
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