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（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

特別会員・・・正会員の経歴を有し、未就業で看護協会会員でない人
年会費 8000 円
（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

賛助会員・・・看護連盟の趣旨に賛同する人（看護職でなくてもよい）
一口 1000 円（何口でも可）
学生会員・・・連盟の趣旨に賛同する看護学生
会費無料

お問い合わせ先

徳島県看護連盟事務局
TEL：088−634-3297 FAX：088−634-3298
メール：kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp
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四国霊場１番札所霊山寺（徳島県観光協会）

編集後記
～梅はその日の難逃れ～
朝、出掛ける前に梅干を食べると、そ
の日は災難をまぬがれるという説で、昔、
旅人が、その土地特有の熱病や風土病に
かからないように、梅干を「薬」として
携帯していた。ホテルや旅館などで、朝
食に梅干が出されるのは、この説が生き
ているためでしょうか。
花も実もそして香りもある梅は、すば
らしい‼
看護の未来に向かって、まずは健康第
一で活動しましょう。
これからもよろしく
お願いいたします。
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小島泰代・久保和子）

日本看護連盟マスコットキャラクター
レンコ

カンタ

祝

ご当選おめでとうございます

第５回ポリナビワークショップ i
n徳島
阿南医師会中央病院

中川

葉月

平成２６年１
１月２
９日（土）
、私たちが開催した第５回ポリナビワークショップi
n徳島では、始めに小島会長より
看護連盟の役割・活動についてのお話しがあり、看護水準の向上を図るためには、現場での意見や問題解決に

あべ俊子衆議院議員
４選おめでとうございます

木村弥生衆議院議員
新しく看護職の国会議員が誕生しました

農林水産副大臣に再任されご活躍中

（比例北関東ブロック初当選）

つなげるために看護を代表する政治家が必要となり、満足のいく現場に変えていくには政治の力が必要になっ
ているということが分かりました。また看護を代表する政治家に、実際の意見を伝えることで変えることがで
きた出来事もあったと知り、改めて考えさせられました。私たちの小さな一歩が大きなものになることが分か
り、発言の大切さを感じました。次に、中四国ブロックポリナビワークショップの報告を行ったあと、講師の
方をお招きしリフレッシュのための「ツボストレッチ」を参加者全員で行いました。頭を使うものだったり、
仕事の休憩中でもできるものだったりと場所をとらないストレッチで、また席の隣同士で行うものもあり、グ
ループワーク前にコミュニケーションを図ることができ、よかったのではないかと思いました。最後には中四
国ブロックポリナビワークショップで行ったグループワークを参考にしたランチョンミーティングを行いまし
た。いくつかのグループに分かれてもらい、それぞれのテーマに沿った話し合いを行い、私たちも各自参加し
ました。中四国ブロックポリナビワークショップと同じような意見やまた違った意見も聞かれ、給与や勤務体
制等の違いに考えさせられました。県外からの参加もなく、参加者が少ないなか、それでも実行委員と共に協
力しながら今年度のポリナビワークショップを無事に終了することができ、よかったと思うと共に次年度の開
催に向けて反省点や課題を修正・改善していけるように、そして次につなげていけるようにしたいと思います。
最後に、ワークショップ開催にあたり、ご協力頂いた関係者の方々、参加して頂いた皆様、ありがとうござ
いました。今後ともよろしくお願い致します。

ご あ い さ つ
徳島県看護連盟会長

小島

泰代

梅の香りに続き桜の開花とさわやかな春の風を感じつつ、新たな年度へ思いを
寄せる頃となりました。会員の皆様には、日頃から連盟活動にご理解・ご協力をい

「ツボストレッチ」

ランチョンミーティング

ただき、深く感謝申し上げます。平成２６年は看護界にとってうれしいニュースが
多くありました。６月には、「医療介護総合確保推進法」が成立し、看護師の業務
拡大として「特定行為に係る看護師の研修制度」が導入されることになりました。

徳島県議会傍聴体験

年末の第４７回衆議院総選挙では阿部俊子議員に加え木村弥生議員が新たに誕生し、
参議院のたかがい恵美子･石田昌宏両議員合わせてのご活躍に期待が膨らみます。第３次安倍内閣で阿

県議会代表質問を傍聴して

部議員は引き続き農林水産副大臣に、たかがい議員は厚生労働大臣政務官に再任されご活躍中です。
一方、徳島県においても山口俊一議員が内閣府特命担当大臣、福山守議員が環境大臣政務官兼内閣府大
臣政務官にご就任されました。超高齢少子化が進む中、医療介護の提供体制は今後さらに大きく変化
せざるを得ません。その中で看護の未来を考えるとき身近な議員が政治の中枢にいることは大きなメ
リットだと思います。より良い看護の提供に向けて現場の声をしっかりと届けていきたいと思います。
政治には数の力が大きく働きます。数を集めるには組織力が必要です。本会は若い方の入会が少なく
残念ながら会員数が大きく減少しましたが、日本最大の専門職能団体である看護協会のご理解とご協
力をいただきながら、一人でも多くの方に連盟活動の必要性をお伝えし、ご入会いただきたいと願って

鳴門支部

支部長

平野

文子

平成２７年２月１
８日（水）１
０時からの、県議会代表質問を傍聴する機会を得ました。
代表質問の一部に、県会議員より看護に関係の深い事項として難病対策についての質問がなされ、知事より
難病専門アドバイザーの配置などが考えられていることが答弁されていました。他、様々な内容が質問項目と
して取り上げられていました。
傍聴者の中に社会見学として小学生がいたことに驚くと共に、初めての経験に関心と緊張の中での傍聴でし

おります。会員の皆様におかれましても非会員の方へのお声がけをよろしくお願いいたします。本紙

た。短時間ではありましたが議会のあり方、進め方などを傍聴することにより、県の動向が少しだけ垣間見る

には２
６年度後半の連盟活動を中心に掲載しております。お目通しの上、ご意見やご感想をお寄せいた

事が実感でき、政治について考えるよい機会となりました。このことは、ただ漫然と日々を過ごしている私に

だきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。

一石を投じた有意義な時間ともなりました。
是非皆様も、機会があれば誰でもいつでも傍聴できますので、雰囲気だけでも経験してみて下さい。
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●

●

平成26年度都道府県別会議
●

●

日

時：平成２６年１０月２２日（水）１０時～１２時

会

場：徳島県教育会館

議

題：第２３回参議院議員選挙総括

出席者：日本看護連盟常任幹事

菊池志津子氏

県役員・支部長１６名

議事内容
日本看護連盟菊池常任幹事より報告事項として
①医療介護関連一括法案可決成立について
②自民党看護問題小委員会へ日本看護協会・日本看護連盟から要望書の提出について
③会員意識調査の集計について
④本部における各委員会の進捗について報告があり、小島会長より徳島県における①会員数、支部数、組織につ
いて現状と問題点②活動内容③活動上の問題点について報告した。
協議事項では、徳島県看護連盟の組織強化・会員確保・第２４回参議院議員選挙の獲得目標について・県議会議
員との連携・県看護協会との連携について話し合った。
第２３回の選挙で徳島県看護連盟は、目標３３００票のところ２０７２票獲得、２４年度会員数１
２１１人で計算して会員得票
率は１７１%であった。選挙対策での反省点は、目標設定が甘く根拠の周知不足、政策研究会の確実な名簿作成が
できなかったこと、支部によって活動に差があったこと、何より会員数の減少が大きな問題であった。
今後の課題としては、得票数の設定、政策研究会入会時の説明方法や入会時期、電話作戦の有効性、インター
ネットの有効活用の方法等の検討が必要である。又、次回の選挙に向けて組織の強化を図っていくために、一人
でも多く会員の増加を目指し、若手リーダーを増やせるよう会員への働きかけを強化していく。目標として会
員数１２００名、獲得投票数３
０００票を目指していく。そのためには、連盟の母体である看護協会との連携は欠かせな
い。現在２４%弱しかない協会会員の連盟入会率を少なくとも３
０%まで持っていけるよう協会の協力を期待した
い。

平成26年度支部活動報告
美馬・三好支部

支部長

西岡

和子

美馬・三好支部会員の皆様、常日頃より徳島県看護連盟及び美馬・三好支部活動にご理解、ご協力頂き篤
く感謝申し上げます。今年度は、支部単位での研修会（年１回）と役員会（各施設リーダー、ＯＢ）を主事
業として実施致しました。研修会は昨年１１月１日（土）に東みよし町三加茂公民館を会場に午前１０時から１２
時まで、２テーマで開催しました。講演Ⅰは「看護連盟の役割」と題して講師の徳島県看護連盟 小島会長
より篤いメッセージを頂きました。講演Ⅱは徳島県出身の若手映画監督蔦哲一朗氏をお招きして「地域と人
のつながり」について映像を交えのお話でした。当日の参加者は２５名で、講演後のアンケートから理解度・満
足度共に高い結果でした。
役員会は隔月開催しました。徳島県看護連盟役員会での協議事項及び連絡事項の伝達、研修会の復命及び
懸案事項（主に会員増対策）等意見交換が主な内容です。各事業を核に会員に日本看護連盟及び徳島県看護
連盟の最新の情報を伝え、会員からの生の意見、要望をフイードバックし、看護の現場と繋がった看護連盟
活動を展開する為に欠かせないのが支部活動です。平成２６年度の活動目標の会員増は達成出来ませんでし
た。
今後共、徳島県看護連盟及び美馬・三好支部活動へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。会員
の皆様からのご意見、ご要望もお待ちしています。
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平成26年度支部活動報告
吉野川支部

支部長

笠井

一子

吉野川支部は支部役員会６回と１０月に基礎研修と支部研修会を開催しました。前年度からの課題であっ
た基礎研修を受けていない会員の研修や、新人研修を行い連盟に加入してくれる人が、ひとりでも増える機
会を持ちたいと、研修計画をたてました。基礎研修は久保幹事長を講師に迎え２４名が受講修了されました。
支部研修会では、講師にビューティアドバイザー２名に来ていただき「好感のもてるメイク」をテーマに講
演していただきました。受講者は２０名程でしたが、和やかな雰囲気のなか「大変参考になりました」との感
想を頂くことが出来ました。
支部での減少していた会員数は少しずつ回復してきました。次年度も、次回の参議院選挙に備え、会員数
の維持・増加を目標に取り組んでいきたいと考えています。参加しやすい研修会の他、施設訪問等も検討し
ていきたいと思います。会員皆様のご協力よろしくお願いいたします。

鳴門支部

幹事

西川

智子

鳴門支部の会員は、鳴門市・板野郡内の会員１２２名からなり、平野文子支部長を主に１４名の役員で運営し
ています。平成２６年度は、７回の支部役員会と、１回の研修会を開催しました。
今回の研修会テーマの「笑いのヨガ」に１５名の参加者があり、和気あいあいの雰囲気の中アッという間の
２時間の研修会でした。LetI
tGo ～ありのままの～自分に戻り、お腹を抱えて涙を流しながら大笑いを
して有意義な時間を過ごせました。今回の体験を仕事に活かせる事で、自己のスキルアップになると思いま
した。今年度の研修会も会員の意見を参考に計画していきたいと思っています。
又、今年も現場の声を国政に送るために役員・会員が団結して頑張って行きたいと思っています。
よろしくお願いします。

徳島支部

支部長

吉田

蔦子

こんにちは、いつもお世話になって居ります。十分解らずまま支部長になり、１年に成りました。
２７年度も支部研修会があります。まだ、具体的ではありませんが・・・いろいろな施設から集まって戴き、
和気あいあいと情報交換をし、連盟の有り方について語りあったり、楽しい時間が過ごせたらと思っていま
す。多くのご参加をお待ちしています。いつまでも、私たちとその家族が幸せを感じられる日々で有り、ま
た働き続きられる環境を目指しましょう。ご活躍を期待し、国会に看護職を代表として送ります。連盟活動
に参加しましょう。仲間を作り、仲間を増やし、その輪を大きくしていきましょう。それは、幸せに繋がり
ます。今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

小松島支部

支部長

浜

百合

小松島支部では、平成２６年１０月４日（土）に研修会を開催いたしました。
「看護連盟活動について」小島会長より大変わかりやすいお話をしていただき、また、徳島赤十字病院理
学療法士・嶋田悦尚先生より「腰痛・肩こり対策を体験し、心身ともにリフレッシュしよう」の題目で笑い
あり、実技ありの研修は、ねらいどおりに参加者の心身のリフレッシュができた研修会であったように思い
ます。他の研修・行事等と日程が重なったこともあり、参加人数が少なく大変残念でありました。今後も、
看護連盟の役割や活動について理解を深め、看護職同士の親睦を図れるような研修を企画したいと考えてお
りますので、より多くの看護職のご参加、ご協力よろしくお願いいたします
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阿波支部

支部長

正木

朋子

阿波支部は、研修会を４回と２ヶ月に１回の役員会を開催することができました。４０・５０歳代の研修会で
は、
『ベッドサイドから政治を変える』のDVDを視聴しGWを行い、
「看護連盟の歴史や活動の大切さがよく
わかった。」「看護の代表が政治に参加しなければ看護界がよくならない。」など活発な意見交換を行うこと
ができました。２０・３０歳代の研修会では、
「看護連盟を知ろう！～役割・実績・活動について」と題して、
小島会長の講義を聴くことができました。協会と連盟の歴史や関係、連盟の役割・活動・実績、徳島県看護
連盟の現状や課題など様々なお話を聞くことができ有意義な時間を過ごすことができました。
また、教育委員会と協賛し、リフレッシュ研修「フラワーアレンジメントを作ろう」を開催し会員同志の
親睦も深まり、リフレッシユすることができたと好評でした。現在、会員数は５９名と少ないですが、今後も
協力して活動していきたいと思います。

阿南第一支部

支部長

山西

明子

阿南第一支部は阿南医師会中央病院の会員で構成する施設支部で会員数は１００名です。支部の活動として、
研修会、２ヵ月に１回の役員会、メールマガジンの回覧などを行っております。
今年度の支部研修会は初めて支部単独で開催しました。小島会長から「看護連盟活動について」の講義の
あと阿南共栄病院 看護師長 がん専門看護師の舘先生から「がん患者の“その人らしい人生を支える”関
わり」について講義を受けました。アンケートから、
「看護連盟の歴史や活動が理解でき、看護職の処遇や
研修制度についても政治力が必要だと思った」
「がんを患いながらも“その人らしさ”を支えるために、が
んサバイバーシップを理解するとともに、ケアリングを通して“人を大切に思いやること”を学ぶことがで
きた」とあり、有意義な研修となりました。参加人数が少なく、役員がもっと積極的に呼びかける必要があ
りました。今後も、看護の未来は連盟活動にかかっていることをひとりでも多くの人に理解してもらえるよ
う活動を続けていきたいと思います。

阿南第二支部

支部長

坂東

啓子

平成２６年度は、会員数７９名で活動しています。支部研修では、連盟活動の周知を図るため、小島会長より
「看護連盟の役割について」の講義があり、参加者からは日常生活と政治の結びつきが身近に感じられるよ
うな内容でわかりやすかったとの声がありました。また、身だしなみについて学ぶため、美容師を講師に招
き「自分でできるヘアアレンジ」について実施し、非会員の参加もあり親睦を深めることができました。今
年度、役員会は８回計画しており、現在までにミニ研修会やDVD学習会を実施し、保健師助産師看護師法の
資料をもとに｢
法律はどのようにしてつくられる｣
や、連盟会員数の増加に向けた話し合いや現場での問題点
などについて話し合いを行いました。また、衆議院選挙に向けて、投票行動に結びつけるための働きかけに
ついても検討しました。
連盟のスローガンである「ベッドサイドから政治を変える」のもと、会員一同楽しい支部活動ができるよ
う協力をしています。

南部支部

支部長

山田美知代

連盟会員の皆様、お元気でいらっしゃいますか。支部長１年生の私は、ハラハラドキドキで連盟の仕事を
させていただき、ご迷惑をかけることが多い日々を過ごしております。
南部支部の研修会は２月１４日、牟岐町海の家総合文化センターにおいて徳島県看護連盟久保幹事長より
「看護連盟の役割と活動について」の講義と「好感の持てるナチュラルメイク法」として、職場や日常にお
ける自分らしさを表現するためにコスメデコルテアドバイザーの坂口好子氏を講師に迎え、普段気づかない
美容のポイントなどを楽しく、パワフルに教えていただきました。
今後は、選挙の応援活動が多くなってくるようですが、皆様と一緒に楽しく、前に進んでいけたらと思い
ます。今後ともよろしくお願いします。
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研

修

会

報

告

今年度からブロック活動として｢看護政策セミナー｣｢ポリナビワークショップ｣が各ブロックで行われること
になりました。

〈中四国ブロック看護管理者・教育者看護政策セミナー〉
日時：平成２６年１１月１５～１６日

会場：香川県高松市

平成２６年度中国四国ブロック看護管理者・教育者セミナーに参加して
阿南医師会中央病院

比松

利江

平成２６年１１月１５～１６日に香川県高松市において開催された看護政策セミナーに徳島県からは会長はじめ４名、
中四国各施設から総勢３７名の看護管理者・教育者が参加しました。
看護連盟の活性化と自立した組織をつくるために、看護管理者・教育者の役割を再認識し、現場の問題を政策
課題として捉え、解決に導くための政策提言ができる会員を育成する目的で開催されました。２日間を通して、
看護連盟の活動について、現状と成果や問題点、今後の活性化に向けての課題と政策を実現させるための今後の
問題点などを各講師から講義を受けました。グループワークでは各施設の情報交換を行い、現状や問題点、今後
の課題等について検討しました。看護管理者として１．看護連盟会員増加について、
２．看護連盟の認知度アッ
プと教育、３．看護管理者としての課題の３点が考えられました。
１．看護連盟の会員増加については、看護連盟の活動内容を十分理解し、必要性を伝えることができる。そのた
めには、自分自身が知識を習得し、必要性を説明する。看護師として働き続けられるためにも、政治の力が
必要であること。今までの活動で私たちの職場がどう変化したかを伝えられるようにすることで政治への
関心を高め入会に繋げる。
２．看護連盟の知名度アップと教育では、看護教育の中で看護の政策について、看護の歴史を学ぶとともに法律
成立に向けての看護政策がどのように関わってきたかを教育し、
看護現場の改善には連盟活動が必須である
ことを理解させる。また、新採用者に対して再度、看護と看護連盟のつながりについて説明し入会に繋げる。
３．看護管理者として、常に政策の情報収集を行い、スタッフに現状を伝えることができるようにする。社会の
動向とともに自施設の今後の展望や計画性を持ち、連絡員やリーダーの育成に努める。自分たちが自分た
ちで考え、活動できる施設・環境づくり・組織づくりを行う。
看護職を選んだこれからの若い人たちに、看護連盟は看護協会が生み出した看護の政策実現のための活動を
行う団体であるということ、看護職として働き続けるためにも看護連盟の活動は必須であると理解していただ
き、入会・活動に参加してもらえるように努力していこうと思いました。また、開催地の香川県看護連盟の役員
の皆様の温かいおもてなしを受け、心温まる２日間を過ごさせていただきました。有意義な研修に参加させて
いただき、ありがとうございました。
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〈第１回 中四国ブロックポリナビワークショップ〉
青年部

阿南共栄病院

前橋

利美

平成２６年１０月４日、岡山県で第１回中国・四国ポリナビワー
クショップが開催されました。「９ナースサミット～中四国の
みんな集まれ！語ろう！つながろう！～」というテーマで９県
からたくさんの参加がありました。
今回は、第１部ＤＶＤ放映・第２部ワークショップ・第３部
基調講演という構成で行われました。ＤＶＤ放映では看護連
盟の活動を知ってもらい、ワークショップでは給与・教育など
の５つのカテゴリーに分類し

現状の問題や解決策について

話し合いました。現場の課題を共有したり他施設の状況を知
ることができ、情報交換の場にもなりました。そして同じよ
うに課題を解決しようと頑張っている仲間がいると実感し心
強くなりました。また基調講演では、衆議院議員のあべ俊子
先生より講演をいただき政治家をめざした経緯、自分たちの
現状を変えたければ、自ら行動に移すことが大切と強く訴え
られていました。そして、その手伝いをするために政治家が
いると話され改めて自分の生活には大きく政治が関わってい
ると認識しました。
また、今回初めての開催となるので９県それぞれの看護連
盟の活動や青年部の活動を知ってもらう目的で各県のブース
を設置しました。活動報告だけでなく、９県の観光案内や特
産品などもアピールし参加者の方に楽しみながらブース探訪
することができたと思います。
今回の実行委員としてポリナビワークショップに参加させ
ていただき、得たものがたくさんありました。今後、自分たち
の県でも活かせるように頑張っていきたいです。

実行委員の皆さん

ワークショップ
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徳島県看護連盟研修会報告
〈一般会員研修会〉
日

時：平成２６年９月２１日（日）１３時～１４時４５分

会

場：アスティとくしま

参加者：８７名
講

演：「看護政策の現状と今後への取り組み」

座談会：「男性看護師の本音トーク」１５時～１６時（石田まさひろ氏を囲んで）
講

師：参議院議員

石田まさひろ氏

「男性看護師

本音トーク」に参加して
社会医療法人

あいざと会

藍里病院

佐藤

晴久

私が勤務する精神科病院は、他の診療科に比べ男
性看護師が多く、今まで男性看護師が少数派という
認識はありませんでした。しかし、２０１２年度の厚労
省調査で、
「男性看護師が１
０年前と比較し２.
５倍に増
え約６３０００人となったが、看護師全体の割合で見る
と、わずか６.
２％しか存在しない」という結果を知り、
男性看護師が少数派ということを改めて認識しまし
た。最近、看護連盟や看護協会の研修会に参加する
ようになり、少数派ということを毎回実感していま
す。
平成２６年９月２１日、徳島県看護連盟主催の石田ま
さひろ参議院議員をお迎えした研修会で男性看護師
限定座談会『男性看護師

本音トーク』に参加させ

ていただきました。病院や施設、看護教育の場など
で働く、２０代から５０代の男性看護師が約２０名参加し、
職場環境や普段感じている悩みや思いなど男同士の
本音を、男性看護師でもある石田議員を中心に熱く
語り合いました。看護師のなかでの男性としての役
割、業務の中で感じる性差、専用トイレや休憩場所
などの環境の不備、職場に同性の相談相手やロール
モデルの不在、男性管理職が少なくキャリアに対す
る不安など、少数派故の苦労や悩みを共有すること
が出来ました。また、男性として一番気になる給与
や待遇面についても話題となり、経済力や将来に対

座談会

する不安、都市部と地方との給与格差や福利厚生、ワークライフバランスの推進など大いに盛り上がり、大変有
意義な時間を過ごすことが出来ました。
さらに『男性看護師

本音トーク

夜の部』では、精神科看護の経験者である議員に、徳島県の民間精神科単

科病院で働く看護師の現状と思いを聞いて頂き、とても貴重で楽しい気分転換の場になりました。
私は今年度、初めて看護連盟に入会し、現役の国会議員と本音トークできるほどの看護問題を持ち合わせてお
らず、どのような話題が出るのか緊張していましたが、石田議員の人柄や熱意に触れ、いつしか本音を語ってい
ました。また、議員は精神科看護の経験者でもあり、話がスムーズに進み、政治家というより同じ看護の仲間と
いう印象を持つことができ、石田議員に大いに関心を持つことができました。今後は、現場の看護問題について
も本音トークができるよう現状の問題把握に努め、再び話し合える機会を待ちながら、石田議員の活躍に期待し
応援していきたいと思います。
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〈リーダー研修会〉
日

時：平成２６年１１月８日（土）１０時～１２時

会

場：徳島県教育会館

参加者：４１名
講

義：「連盟役員の具体的役割を再確認しよう！～私は何をするの？～」

講

師：徳島県看護連盟会長

小島

泰代氏

ワークショップ：７Ｇに分かれて意見交換

オブザーバー：県役員

テーマ：「活動にあたっての現状と課題」
参加者：４１名

看護連盟支部長

支部役員

施設幹事

リーダー（病棟連絡員）
財政部長

木内

和江

前半は小島会長より看護連盟の役割、看護連盟の組織
と担当役割の内容、役割業務の実施に向けて知っておく
べき事についての講義があった。各支部・施設における
支部長、支部役員、施設幹事、リーダー（病棟連絡員）
の役割が具体的に理解でき、改めて各自がしっかりと役
割を認識し行動に移すことの重要性が再確認できる機会
となった。後半のワークショップにおいては、リーダー
（病棟連絡員）の参加が多かったので、発表では「どう
したら研修に参加してもらえるか難しい」
「勤務時間外の
研修伝達になるので集まりが悪い」など、施設内での活
動に悩んでいる現状もあったが、各自が工夫しながら前
向きに取り組んでいる様子が理解できた。リーダー（病棟連絡員）は、施設において会員や非会員の一番身近に
位置し、会員確保や、支部活動の実践などに大きな役割を果たしており、今回の研修会での学びを活かした今後
の活動に期待したい。

〈看護部長・教育者ワークショップ〉
日

時：平成２７年２月１日（日）１３時～１５時３０分

会

場：看護会館

参加者：４０名
講

演：「管理者・教育者として知っておきたい法律の知恵」

講

師：看護師・弁護士

友納理緒氏
木下病院

佐藤

民江

今回、友納先生は看護師が裁判から身を守る方法について講演をしてくださいました。医療事故発生時には、
慌てずに、適切な看護記録のポイント、また、説明と同意においては患者が医師の説明に理解を示し、サインを
したとしても、病室に帰ってからの本音なども記録に残
すことなど、記録に残っていれば裁判に有利になること
もあるなどを教えてくれました。
京都地裁で行われた京大エタノール誤注入事故「平成
１７年、患者１名の死亡｣を事例にあげ、｢
誰に、どのよう
な過失があるか｣をグループになって議論をしました。
短い時間のグループワークではありましたが、多角的な
意見をたくさん聞くことができ、大変有意義でした。
民事責任、刑事責任、行政処分などの文言が次々と出
てきて、私自身理解できるかどうかということと、事故
や裁判を意識するあまり今後平常心で看護ができなくな
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るのではないかなど最後まで不安でした。しかし、友
納先生は弁護士と看護師の２つのライセンスをお持ち
で、看護の場面に法律をマッチングさせて理解しやす
く説明してくださり、最終的には、万一医療事故に遭遇
しても正しい法律の知識を持っていれば今後も思いっ
きり看護ができるのではと思えるようになりました。
看護水準は変化する、看護師も法的責任を負うかも
しれない。今回の研修を今日だけのことで終わらせず、
今後も常に看護と法律を意識していかなければならな
いと痛感しました。

〈徳島県看護協会・看護連盟合同研修会〉
日

時：平成２７年３月７日（土）１３時３０分～１５時

会

場：看護会館

参加者：９９名
講

義：「看護の未来に向けた政策活動」

講

師：厚生労働大臣政務官

参議院議員

たかがい

たかがい先生が、初めて参議院議員になられてから
今日までの国会での様々な活動についての話があり、
特に昨年の史上初看護師国家試験の追加実施は看護職
代表の先生がたの熱意と努力で実施できたことがよく
わかりました。先生の講演から国会に私たちの代表議
員がいることの力強さを感じるとともに看護政策実現
の難しさと一人でも多く看護の理解者を増やすことの
大切さを理解することができました。先生の今後益々
の活躍に期待したいと思います。講演終了後に参加し
た会員一人ひとりに握手し、記念撮影するなど身近に
触れ合うことができ、次回の参議院選挙において、必
ずたかがい議員を再選させなければならないと意思決
定する機会となリました。
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恵美子氏

祝

ご当選おめでとうございます

第５回ポリナビワークショップ i
n徳島
阿南医師会中央病院

中川

葉月

平成２６年１
１月２
９日（土）
、私たちが開催した第５回ポリナビワークショップi
n徳島では、始めに小島会長より
看護連盟の役割・活動についてのお話しがあり、看護水準の向上を図るためには、現場での意見や問題解決に

あべ俊子衆議院議員
４選おめでとうございます

木村弥生衆議院議員
新しく看護職の国会議員が誕生しました

農林水産副大臣に再任されご活躍中

（比例北関東ブロック初当選）

つなげるために看護を代表する政治家が必要となり、満足のいく現場に変えていくには政治の力が必要になっ
ているということが分かりました。また看護を代表する政治家に、実際の意見を伝えることで変えることがで
きた出来事もあったと知り、改めて考えさせられました。私たちの小さな一歩が大きなものになることが分か
り、発言の大切さを感じました。次に、中四国ブロックポリナビワークショップの報告を行ったあと、講師の
方をお招きしリフレッシュのための「ツボストレッチ」を参加者全員で行いました。頭を使うものだったり、
仕事の休憩中でもできるものだったりと場所をとらないストレッチで、また席の隣同士で行うものもあり、グ
ループワーク前にコミュニケーションを図ることができ、よかったのではないかと思いました。最後には中四
国ブロックポリナビワークショップで行ったグループワークを参考にしたランチョンミーティングを行いまし
た。いくつかのグループに分かれてもらい、それぞれのテーマに沿った話し合いを行い、私たちも各自参加し
ました。中四国ブロックポリナビワークショップと同じような意見やまた違った意見も聞かれ、給与や勤務体
制等の違いに考えさせられました。県外からの参加もなく、参加者が少ないなか、それでも実行委員と共に協
力しながら今年度のポリナビワークショップを無事に終了することができ、よかったと思うと共に次年度の開
催に向けて反省点や課題を修正・改善していけるように、そして次につなげていけるようにしたいと思います。
最後に、ワークショップ開催にあたり、ご協力頂いた関係者の方々、参加して頂いた皆様、ありがとうござ
いました。今後ともよろしくお願い致します。

ご あ い さ つ
徳島県看護連盟会長

小島

泰代

梅の香りに続き桜の開花とさわやかな春の風を感じつつ、新たな年度へ思いを
寄せる頃となりました。会員の皆様には、日頃から連盟活動にご理解・ご協力をい

「ツボストレッチ」

ランチョンミーティング

ただき、深く感謝申し上げます。平成２６年は看護界にとってうれしいニュースが
多くありました。６月には、「医療介護総合確保推進法」が成立し、看護師の業務
拡大として「特定行為に係る看護師の研修制度」が導入されることになりました。

徳島県議会傍聴体験

年末の第４７回衆議院総選挙では阿部俊子議員に加え木村弥生議員が新たに誕生し、
参議院のたかがい恵美子･石田昌宏両議員合わせてのご活躍に期待が膨らみます。第３次安倍内閣で阿

県議会代表質問を傍聴して

部議員は引き続き農林水産副大臣に、たかがい議員は厚生労働大臣政務官に再任されご活躍中です。
一方、徳島県においても山口俊一議員が内閣府特命担当大臣、福山守議員が環境大臣政務官兼内閣府大
臣政務官にご就任されました。超高齢少子化が進む中、医療介護の提供体制は今後さらに大きく変化
せざるを得ません。その中で看護の未来を考えるとき身近な議員が政治の中枢にいることは大きなメ
リットだと思います。より良い看護の提供に向けて現場の声をしっかりと届けていきたいと思います。
政治には数の力が大きく働きます。数を集めるには組織力が必要です。本会は若い方の入会が少なく
残念ながら会員数が大きく減少しましたが、日本最大の専門職能団体である看護協会のご理解とご協
力をいただきながら、一人でも多くの方に連盟活動の必要性をお伝えし、ご入会いただきたいと願って

鳴門支部

支部長

平野

文子

平成２７年２月１
８日（水）１
０時からの、県議会代表質問を傍聴する機会を得ました。
代表質問の一部に、県会議員より看護に関係の深い事項として難病対策についての質問がなされ、知事より
難病専門アドバイザーの配置などが考えられていることが答弁されていました。他、様々な内容が質問項目と
して取り上げられていました。
傍聴者の中に社会見学として小学生がいたことに驚くと共に、初めての経験に関心と緊張の中での傍聴でし

おります。会員の皆様におかれましても非会員の方へのお声がけをよろしくお願いいたします。本紙

た。短時間ではありましたが議会のあり方、進め方などを傍聴することにより、県の動向が少しだけ垣間見る

には２
６年度後半の連盟活動を中心に掲載しております。お目通しの上、ご意見やご感想をお寄せいた

事が実感でき、政治について考えるよい機会となりました。このことは、ただ漫然と日々を過ごしている私に

だきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。

一石を投じた有意義な時間ともなりました。
是非皆様も、機会があれば誰でもいつでも傍聴できますので、雰囲気だけでも経験してみて下さい。
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徳島県看護連盟

看護連盟からのお知らせ

徳島県看護連盟だより

平成27年度徳島県看護連盟通常総会

第2
0号

平成27年6月20日（土）

平成27年3月25日

入会案内
平成27年度

会員募集中
です。
あなたの力が必要です。
ぜひご入会下さい。

目標
1200名‼

正 会 員・・・公益社団法人日本看護協会会員である人
年会費 8000 円

〒７７
０－０８０
１
徳島市上助任町三本松３７５－５
青藍コーポ３０１号室
TEL ０８
８－６３
４－３２９
７
FAX ０８
８－６３４－３
２９
８
編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

特別会員・・・正会員の経歴を有し、未就業で看護協会会員でない人
年会費 8000 円
（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

賛助会員・・・看護連盟の趣旨に賛同する人（看護職でなくてもよい）
一口 1000 円（何口でも可）
学生会員・・・連盟の趣旨に賛同する看護学生
会費無料

お問い合わせ先

徳島県看護連盟事務局
TEL：088−634-3297 FAX：088−634-3298
メール：kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

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
ent
oku1@bz
04.
pl
al
a.
or
.
j
p
四国霊場１番札所霊山寺（徳島県観光協会）

編集後記
～梅はその日の難逃れ～
朝、出掛ける前に梅干を食べると、そ
の日は災難をまぬがれるという説で、昔、
旅人が、その土地特有の熱病や風土病に
かからないように、梅干を「薬」として
携帯していた。ホテルや旅館などで、朝
食に梅干が出されるのは、この説が生き
ているためでしょうか。
花も実もそして香りもある梅は、すば
らしい‼
看護の未来に向かって、まずは健康第
一で活動しましょう。
これからもよろしく
お願いいたします。
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