徳島県看護連盟

平成30年度会員募集中
看護連盟は、より良い看護を提供できるよう政治という畑の土を耕し、タネをまく組織です。

徳島県看護連盟だより

第27号

正 会 員・・・公益社団法人日本看護協会会員である人

ぜひ
ご入会ください！
あなたの声を
政治の場に
届けましょう！

（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

お問い合わせ先

平成30年8月24日

年会費 8000 円

〒770－0801
徳島市上助任町三本松375－5
青藍コーポ301号室
TEL 088－634－3297
FAX 088－634－3298
編集責任者 小島 泰代
印刷 徳島県教育印刷㈱

徳島県看護連盟事務局

会費無料

T E L：088－634－3297
FAX：088－634－3298
メールアドレス
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp

編集後記
気象庁が一つの災害と認識した今年の猛暑
もようやく治まり始めた。最近は予測不能な
出来事がやたら多い気がする。
しかし、私たちの活動の結果は、私たちの活動
次第で決まる。特に選挙は、動いた分だけしか
結果は出ないことを肝に銘じなければならな
い。厳しいことは言いたくないが、それが現実
なのだ。看護職一人一人が看護のためにできる
ことを地道に実践するのみ。今年の活動が勝
負だ！
今年度の重要課題は、会員確保と看護職代
表議員への支援強化です。私たちの代表石田
昌宏を応援する会へのご入会とお知り合いの
方へのご紹介をよろしくお願いいたします。
まずは夏の疲れを残さないよう体調を整え
ましょう！
夏バテの回復に徳島特産スダチをどうぞ！
梅干しや梅シロップもいいな！ （小島泰代）

投 稿 先
徳島県看護連盟事務局

〒770-0801 徳島市上助任町三本松375－5
青藍コーポ301号室
ＴＥＬ：088－634－3297
ＦＡＸ：088－634－3298
メール：
kan-ren-toku-1@bz04.plala.or.jp
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スダチの花は、昭和 49 年 10 月 4 日
徳島県の花に指定

№

3

スダチの生産量・出荷量

スダチの効用 クエン酸、スダチチン、リモネン、ビタミンｃ、ビタミンA等が多く含まれ、疲労回復、
抗酸化作用、抗炎症作用、発がん抑制、生活習慣病予防、リラックス効果、美肌効果等、
健康上、美容上多くの効果が期待されます。今の時期は夏バテ回復にどうぞ！
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ご

挨

拶

会員の皆様には、いつも連盟活動にご協力をいただき、ありがとうございます。
今年の夏は、地震、台風、集中豪雨そして猛暑という考えられないような災害が続
きました。なくなられた方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、被災された方々に
心よりお見舞い申し上げ、少しでも早く復旧・復興が進みますよう願ってやみません。
さて、去る 6 月 5 日に平成30年度日本看護連盟の通常総会が開催され、
「ベッドサ
イドから政治を変える」をスローガンに活動を進めております。
「石田昌宏を応援する
会」では石田昌宏議員の名前と活動を広めるために看護連盟が一致団結して活動する
べく決起大会が開催されました。
また、6 月23日には徳島県看護連盟通常総会が無事終了しました。その中で引き
続き、会長の任を務めさせていただくこととなりました。力不足ではありますが、減少
徳島県看護連盟会長
した会員数の回復を目指して看護協会との連携を深めながら現場の問題解決に向けて
小島 泰代
一生懸命に活動を続けていきたいと思っています。
「連盟は政治のことばかり言う」とよく言われますが、それが連盟の役割なのです。
看護協会と看護連盟は、同じ看護職能の団体です。よりよい看護実践を目指して看護
協会が様々な政策提言をし、その実現に向けて看護連盟が政治活動をするという役
割分担をしていることをご理解いただきたいと思います。政策を実現させるためには
政治力が必要です。看護界の政治力をつけるために ①看護職の代表議員を国政や
県政等、政治の場に送ること ②看護を応援してくれる議員を少しでも多くつくること
③そのための組織づくり・人づくりを行うことが看護連盟の使命だと思っています。皆
様のご協力を得ながら今年も現場の声を政策の場に届けるために活動を進めていきた
いと思っておりますのでよろしくお願いいたします。残暑厳しい毎日です。皆様のご健
康と更なるご活躍をお祈りしてご挨拶とさせていただきます。

選挙の結果が組織の力を示します !!

日本看護連盟会長

草間

朋子

今年の夏は酷暑とのことで、毎日厳しい暑さが続きます。
お蔭様で平成30年度の日本看護連盟通常総会も無事終了することができました。
総会の熱気に看護連盟のパワー、エネルギーを改めて肌身に感じ取ることができ、感
謝申し上げます。
参議院選もいよいよ 1 年後に迫ってまいりました。平成28年度の総会において看護
職を代表する組織内候補予定者を決定し、会員のみなさまのご支援・ご協力をいた
だきながら、
「応援する会」
（清水嘉与子会長）とともに、鋭意活動を続けております。
医療職の半数以上を占めている看護職がプライドをもって明るく元気で働くことが
できる就労環境を作っていくことが、日本を元気にすると確信しております。それに向
けての看護政策実現には、看護連盟の組織力が重要です。選挙の結果が、連盟の組
織力を社会に対して、アピールする指標となります。スローガン「ベッドサイドから政
治を変える」を掲げる看護連盟が、日本の元気を作る力強い組織であることを胸を張っ
て誇示できるように、会員の皆様と力を合わせて頑張っていきましょう。

徳島県看護連盟会員の皆様、日ごろは大変お世話になり、誠にありがとうございま
す。今年もまた、大阪を中心とした地震、7 月には豪雨による広範囲の災害（平成30
年 7 月西日本豪雨災害）がありました。被災された方、復旧にご尽力されている方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
さて、7 月 19日、20日に行われました日本看護学会―精神看護―学術集会では、
皆様に大変お世話になりました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。誠にありが
とうございました。
6 月 5 日には、日本看護連盟総会に出席させていただきました。看護職をとりまく
環境改善のためには、県看護連盟、看護協会の連携・協働がますます必要であると
公益社団法人
の思いを強くしました。地域では、地域包括ケアシステムの構築が推進されています。
徳島県看護協会会長 看護職が、職場や組織、立場を超えて活動できる場が、看護連盟であり、看護協会で
あると思います。皆様方のご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
多田 敏子
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徳島県看護連盟の皆様には日頃より温かいご支援を賜り、
心より感謝申し上げます。
国会では、予算委員会、財務金融委員会に所属し、無駄を省きつつ、国として国民を
守る本当に必要な部分には十分に予算を確保していけるようしっかりと取り組んでおり
ます。一方党内では、今年も一億総活躍推進本部のプロジェクトチームの座長を務め
ました。担当したテーマは「多様な働き方の推進」。少子高齢化と人口減少の進行す
る中、男女を問わずあらゆる世代が活躍できる社会に向けて、より柔軟な働き方に関
する提言を行いました。
衆議院議員

あべ

俊子

これからますます本格的となる超高齢社会を支えるためには看護職の皆様の大きな
力が必要です。皆様がやりがいをもって看護ができるお役に立てるよう、引き続き現
場の声をお聞かせいただきながら全力で取り組んでまいります。今後とも皆様からの
温かいご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

徳島県看護連盟の皆さまにおかれましては、お健やかにお過ごしのことと拝察いた
します。酷暑の中、相次ぐ豪雨災害に心を痛めております。微力ですが、一刻も早い
改良復旧をめざし、現場第一主義で対応を続けて参ります。幅広い年代の方が各地で
看護の灯を必要としています。厳しい毎日ですが、互いに気持ちを強く持って、健や
かに励んで参りましょう。
いのちの最前線に立つ看護職にとって、現下の働き方改革はこれからが本番です。
労働形態の多様化と拡大する業務内容、要求される技術の高度化、それに伴う労働
参議院文教科学委員長
参議院議員

たかがい恵美子

負荷の増大について、看護職は自ら現状を解きほぐし他者に伝える努力を強めなけれ
ばなりません。これは容易ではありませんが、固有の専門分野であるが故に、一般社
会で共通認識されるためにどうしても必要なことです。
看護連盟は目的を明確にし、こうした政治活動を共にしています。日々の成果は目
に見えにくい小さな努力の積み重ねですが、看護職全体に係る処遇改善と働き方改革
を躍進させるために、これからも共に頑張りたいです。

徳島県看護連盟の皆さま、こんにちは。
5 月 2 日、衆院厚生労働委員会にて、働き方改革関連法案の質問に立ちました。
日本看護協会での勤務時代、若い看護師 2 人の過労死認定を受け緊急実態調査を
したこと、
「看護職の労働環境改善」を重点政策のトップに掲げ、多様な勤務形態を
推進したこと、それが新人看護師の離職減にもつながったことをまず伝えました。
その上で、看護師の変則的な就労の特殊性を踏まえた勤務間インターバルの確保、
1994年以降改訂されていない「看護師確保等基本指針」について、一億総活躍・今
衆議院議員

木村

弥生

回の法整備を踏まえ、夜勤負担軽減に向けた数値目標の記載を含めた改訂を求めまし
た。これについては平成29年度に日本看護協会が医政局長宛に要望をしております。
高木美智代副大臣より、深く検討していくと回答いただきました。
これからも
「誰もがより健康で活躍できる社会」の実現に向け、看護と看護職のため、
精一杯汗をかいてまいります。
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徳島県看護連盟の皆様、日頃より温かいご支援を賜りありがとうございます。先の
平成 30 年 7 月豪雨で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。被災地の復
興に向け国政の場から尽力して参ります。
さて、先月まで開催された第 196 回通常国会において、私は厚生労働委員会の筆
頭理事として汗を流す毎日でした。先の国会の厚生労働委員会では、医師の地域偏在
を是正する「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」、
「働き方改革関連法案」等
看護職の皆さんに関わりの深い法改正がされました。
参議院議員

石田

昌宏

特に、働き方改革関連法案は、先の国会で安倍政権の最重要法案と位置づけられ
ており、さらに与野党で激しい対立が起こり、委員会の持ち方について野党との交渉
役を務める筆頭理事の私は緊張感の高い局面が幾度もありました。同時に、本会議
の審議では、会派を代表して安倍総理、加藤厚労大臣に代表質問する大役も頂きまし
た。この法改正により罰則付きによる長時間労働の上限規制や、同一労働間での処
遇格差の是正がなされます。また、女性や高齢者活躍や、ⅠoT や AⅠを用いた生産性
向上の改革も進めます。常に人手が足りない看護現場でも、潜在看護師やリタイア後
の看護師の活躍促進、看護記録・書類の見直しと十分なケア時間の確保に示されるよ
うに生産性向上に向けて果敢にチャレンジしていく時です。皆さん一体となり看護の
働き方改革に取組んでいきましょう！

石田まさひろが看護を変える !!

石田まさひろを
応援する会 会長

清水嘉与子

来年の参院選は徳島のように合区になった県に特別な配慮があるようですが、皆様
の代表として 1 期目から素晴らしい活躍を見せてくれた石田まさひろ議員の上位当選
をめざして是非頑張っていただきたいのです。保健師助産師看護師法制定 70 年。Ｇ
ＨＱの力を借り専門職めざしてスタートしたはずの看護教育も 3 年後の法改正で准看
護師が誕生し、みるみるうちに看護師数を上回る状況が長いこと続きました。石本茂
議員の活躍で与党が看護政策充実に力をいれ、その後も絶えることなく看護の代表が
活躍してきました。人材確保法をきっかけに今では大学の１/3 に看護課程ができ、准
看から看護師への道も拡大し、就業者の 2 割にまで縮小。働く場所も医療機関から

地域へと広がってきました。少子高齢社会を看護職が支える条件が揃いつつあります。
看護界に優秀な人材を引き付け、働き続けられる環境を整えるために石田議員にもっ
と活躍してもらおうではありませんか。

1．徳島県看護連盟でも「石田まさひろを応援する会」の会員を募集しています。
会員の皆様には、ぜひともご入会をよろしくお願いいたします。（目標入会率 80％以
上）また、ご家族や親しい友人にぜひ石田昌宏をご紹介していただきますようお願い
いたします。
石田議員のホームページ（石田昌宏政策研究会）では、2 ～ 3 分の動
画報告やパワーポイントなど国政の様々なことについてわかりやすく
まとめてくれていますので、ぜひご覧になってください。
2．石田まさひろ議員が 9 月24日に来県しますので西部・東部・南部 3
か所での研修を予定しています。
乞うご期待！！
日程を空けておいてぜひご参加くださいね！
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お知らせ
です！

平成30年度日本看護連盟通常総会が開催されました
代議員報告
平成 30 年度

日本看護連盟通常総会が 6 月 5 日（火）ザ・プリンス・パークタワー

東京にて、盛大に開催されました。全国から総勢約 1800 名が出席し徳島県から
は、小島会長様、吉岡第一副会長様、祖父江幹事長様、名誉会員様、一般会員様、
代議員 4 名の計 11 名が参加しました。
冒頭、日本看護連盟草間朋子会長からご挨拶がありました。「日本看護連盟は、
阿波病院

山本

優子

山積している看護に関連する課題を一つひとつ明らかにし、看護政策として実現
し解決を図っていく組織である。政策を実現していくためには、政策決定の場に
看護職の代表を確実に送り出していくことが必要である。選挙で、高い投票数を

獲得して勝つことが看護連盟のタスクであり、選挙の結果が連盟の組織力を示す指標となる。」と力強く
述べられました。総会では、第一号議案の名誉会員 6 名が推薦され承認されました。引き続き、第 2 号
議案～ 7 号議案について活発な討議の後、全ての議案が承認されました。最後に日本看護連盟綱領を宣
言し、連盟の歌を斉唱し、改めて看護連盟の結束力の強さを感じ力強い組織であることを確信しました。
総会終了後、高階恵美子参議院議員から国政報告がありました。続いて、第 25 回参議院議員選挙に向け、
石田昌宏議員のイメージカラーの赤いタオルを持ち、決起大会が大盛況にとり行われました。残念ながら、
石田議員は国会での委員会のため出席していただくことはできませんでしたが「全ての看護職が、今日も
いい看護ができて良かった。と実感し輝きをもって看護を行うことができるようこれからも国政の場で頑
張っていきたい」と力強いビデオメッセージがありました。今回通常総会に参加させて頂き、看護政策を
実現するためには、必ず投票に行き、現場の声を国政に届けなければと感じました。そして、国や自治体
の政策の動向を知り、政治に興味を持つことが必要だと思いました。先輩方がこれまで築かれた功績に感
謝し、今後は私たちが次へ繋げられるよう、看護連盟活動に取り組みたいと思います。貴重な体験をさせ
て頂き、ありがとうございました。

総理官邸・国会議事堂内を見学しました
日本看護連盟通常総会翌日の 6 月 6 日に、徳島県選出の国会議員 5 名（山口俊一議員・後藤田正純議
員・福山

守議員・中西祐介議員・三木

亨議員）各事務所を訪問しました。後藤田議員には会議の合間

を縫って事務所に戻られ、少しの時間でしたが、お話ができました。看護代表議員 4 名（阿部俊子議員・
たかがい恵美子議員・石田昌宏議員・木村弥生議員 ) の事務所にもご挨拶させていただきました。その後、
福山議員のご配慮で国会議事堂と総理官邸を見学しました。福山議員と秘書の佐藤様に説明していただき、
国政の現場の重みを感じることができました。最後に議事堂内の食堂で福山議員から国政の現状について
のお話を聞きながら食事をいただき、また、その席に中西議員、三木議員もお越しになって直接ご挨拶を
することができました。
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平成30年度徳島県看護連盟通常総会が開催されました
幹事長

祖父江定子

平成30年 6月23日（土）徳島県看護会館において、参加人数142名の出席にて開催されました。開会式
では来賓として、徳島県知事飯泉嘉門様・衆議院議員山口俊一様・衆議院議員後藤田正純様・衆議院議員
福山守様・参議院議員中西祐介様・参議院議員三木亨様・公益社団法人徳島県看護協会会長多田敏子様よ
りご祝辞をいただきました。また、日本看護連盟草間朋子会長・阿部俊子議員・木村弥生議員・高階恵美
子議員・石田昌宏議員からのお祝いメッセージが披露されました。
平成30年度日本看護連盟通常総会について、代議員として参加した山本優子氏より報告されました。
三木真澄氏、前川輝実氏が議長に選出され議事進行をしていただきました。平成29年度活動報告、決算
報告、監査報告があり、続いて平成30年度活動計画案、予算案、役員改選の審議が行われました。すべ
ての議案について原案とおりに可決されました。
特別講演は、落語家笑福亭學光師匠に「あな
たは毎日笑っていますか？実感！笑いの効用」
について、ご講演をしていただきました。大阪
北部地震の体験の話から始まり、日常身近に起
こりうることを具体的にユーモアを交えて話さ
れ、楽しい中にも考えさせられる内容でした。
言葉のもつ力、言葉で伝える難しさを再認識し、
看護職として多くの示唆を受けました。
多田協会長様ご祝辞

議長三木・前川様
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特別講演笑福亭學光師匠

役員・支部長の一言
皆様こんにちは。平成30年度より徳島県看護連盟第二副会長を務めさせていた
だくことになりました岩本優子です。「ベッドサイドから政治を変える！」のスロー
ガンをモットーに、今働いている看護師さんやこれから看護の道に入ってくる仲間
たちの労働環境の改善のために、そして看護協会の目的達成のために、多くの現場
の声を集め、看護の代表者へ届けたいと思います。
また、この度、岡山倉敷の救護活動に参加し、被災された方々への支援を行って
きましたが、今回の災害においても看護の代表として国政に携わっている議員の
第二副会長

岩本

優子

方々が素早く行動したとお聞きし、とても安心できたとともに、日本国民の安全・
安心のために看護の果たす役割の大きさを実感しながら、それを支えてくれる看護
の代表が一人でも多く施策に携わってほしいと感じました。
これから、一人でも多くの仲間を増やしながら自分ができることからコツコツと
取り組んでいきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

日頃は、連盟活動にご理解、ご協力を頂きありがとうございます。
今年度より、幹事を務めさせて頂くことになりました。この度、看護連盟に深く
関わる機会を頂き感謝しております。看護連盟の現状としましては、看護連盟とい
う組織に対する理解、周知が充分ではないこと等から、連盟会員数の減少や看護協
会員の連盟入会率の低さ等が問題となっております。看護職の方々に看護連盟の必
要性とその活動を理解して頂き、一人でも多くの方に連盟に入会し、共に活動して
頂けるように進めて参りたいと思います。また、看護の現場と政治活動が乖離して
幹

事

宮本小由里

いる状況がありますが、看護連盟が擁立した歴代の看護職代表議員の活動によって
看護を取り巻く環境が改善され、私たちはその恩恵を受けてきました。今後も全て
の看護職が働きやすさや、やりがいを実感でき、未来に希望が持てるよう看護政策
の実現に向けて連盟活動に取り組んで参りたいと思います。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

今回、新しく幹事に選ばれました佐藤です。今になって私に何ができるか、この大
役をどうすれば果たすことができるのか、不安なまま、引き受けることになってしまい
ました。
考えてみれば、先人たちの功績がいかに大きなものであったか、それがどれほど意
義深いものであったか等考えることなく、医療の現場で安易に 50 年も看護業務を行っ
てきてしまいました。その中で、小島会長はじめ多くの会員の方との出会いがあり、
ご指導いただくうちに看護連盟の抱える問題点や果たさなければいけない役割がある
幹

佐藤

事

民江

ことに気付かされることになりました。
看護政策の実現、看護代表者を国政や地方政治の場に送り込むことや、若い連盟
会員を増やすことにより若い力を沸騰させ、結束力をより強力にする等、皆さまの支
援を受けながら小さなことから頑張ってみたいと考えています。よろしくお願いいたし
ます。
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