この度吉野川支部長を拝命しました山形富子です。吉野川支部は４施設、会員数
173名です。退会者の再加入や新入職者に働きかけて 1 人でも多くの方に入会いた
だき、共に活動できることを願っています。
支部研修は10月に予定しておりますので多くの方のご参加をお待ちしておりま
す。
皆さんは日頃のお仕事の中で疑問に感じることや、問題に思うことはありません
か？制度が変わり私たちの労働環境などが良くなれば、今以上に質の高い看護を提
吉野川支部長

山形

富子

供することができます。平成31年には参議院選挙が予定されています。私たちの
代表を 1 人でも多く送り「現場の声」を国政に届けましょう。
支部長という大役に戸惑っておりますが、会長はじめ先輩方、会員の皆さんにご
協力をいただき務めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

この度、阿波支部の支部長をさせていただく事になりました山本です。
先日、平成30年度日本看護連盟通常総会に参加させていただきました。看護師
が働きやすい職場環境を作るには、看護師が政治に対する知識を持つことと看護連
盟活動の重要性を知ることと実感いたしました。私自身、連盟会員でありながら連
盟活動について勉強不足であったと反省しております。今年度の支部活動として、
看護連盟の歴史を知り、連盟の役割と必要性についての学習会とリフレッシュ研修
（アートセラピー）を阿波支部役員と共に開催したいと思います。
阿波支部長

山本

優子

一人でも多くの看護師が看護連盟に関心を持って入会していただくように微力で
はありますが、責務を果たしていきたいと思います。どうぞご指導のほどよろしく
お願いいたします。

今年度より徳島県看護連盟青年部部長をさせて頂いている中浦眞美です。
青年部に入り 3 年ほどですが、入った当時は正直青年部が何かよく分かっていま
せんでした。
メンバーの皆さんとの活動や、看護連盟の研修に参加するようになって、看護連
盟の活動やその役割の大切さを学びました。『ベットサイドから政治を変える』現
場の声を政治の場へ届けるというのは初め、難しいように感じましたが、今、私た
ちのように実際看護の現場で働いている人たちが声をあげていかないと何も良い方
青年部部長

中浦

眞美

向へ変えていけないんだ、ということを強く感じるようになりました。
看護連盟の研修ではそのような大切な学びや気づきも沢山ありますし、また人と
の繋がりというものを感じています。グループワークで他の施設の方たちと看護の
現場についてや、これからのことについて話し合うことがとても重要で意義のある
ものだと思いました。青年部では同世代の方たちと青年部の活動をより良いものに
していきたいという想いで話し合い、頑張る力にもなっています。私たちと一緒に
活動して下さる方をお待ちしています。
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支部のリレートーク
看護連盟の活動を通して思うこと

徳島支部
徳島大学病院

野々瀬美智子
加根 千賀子

徳島大学病院の看護連盟会員リーダーとして活動しています。毎月
届けられる石田議員の「メールマガジン」から、実際の活動状況を知り、
看護に対する熱い思いが伝わってくるように感じています。石田議員
の活躍として、最近では、特定行為研修制度推進や夜間看護等手当の
増額、診療報酬の改訂においては認知症ケア加算の実現など、身近な
問題への取り組みがあります。
私たちリーダーの役割は、来年の参議院議員選挙に向け、看護政策
の実現に邁進してくれる議員を一人でも多くの人に応援していただけるように働
きかけていくことであると思います。
徳島大学病院では、看護部長の看護連盟に対するご理解とご協力のお陰で、私
たちの活動も広がり、会員数が徐々に増えています。今後も、更なる会員数の増
加を目指し、看護師自身が制度づくりに参画する意識を持ってもらえるよう努力
していきたいと考えています。石田議員の掲げる「看護の力が日本を元気にする！」
を心に刻みながら、リーダーとしての役割を遂行していきますので、これからも
ご指導、ご協力をよろしくお願い致します。

阿南第 2 支部の活動

阿南第二支部

坂東

啓子

鳴門支部

藤本由紀子

阿南第二支部の活動報告をします。今年度は、会員数 75 名で、役員会は 6 回実
施予定です。
主に支部合同研修についての企画・運営や、次期参議院選挙に向けて一票の大切
さを伝え、投票行動に結びつけるための話し合いを行っています。また、新役員の
参加もあり、連盟スローガンである「ベッドサイドから政治を変える」のもと、連
盟活動の役割と必要性について学習をすると共に、連盟会員数の増加や、現場での
問題点などについて意見交換しています。一人でも多くの人が連盟に興味を持ち参
加できるように支部長を中心に活動しています。
昨年度の支部研修は、阿南第一支部と合同で実施しました。連盟活動の周知を図
るため小島会長より「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」との声も
きかれました。そのあと、専門講師を招いて、デコレーション寿司作りをしました。
参加者の中には「子供と一緒にできて楽しかった」「食べるのがもったいない」な
どの感想があり、お互いに親睦を深めることができました。今年も参加者が楽しめ
る企画作りをしています。

鳴門支部の副支部長をさせていただいております。
今年の夏は命に関わる暑さと言われています。看護職の皆さんは、周囲の方々へ
の配慮と共に自身の体調にも配慮を忘れないように。
さて、現在の私たち看護職員の労働環境の改善や様々な看護職の生活を守る仕組
みを作ってきてくれたのは看護連盟の先人の方です。でもまだたくさん改善するこ
とがあると思っていますよね。そう思っている皆さんひとりひとりの活動が看護職
の皆さんの未来を作ると思っています。ひとつでも自分の役割を実行することで未
来は変わると思います。まず、看護連盟の活動に興味を持って、選挙に行ってそし
て看護連盟に入会してみてください。
私は、一人でも多くの方に看護連盟の活動に魅力を感じてもらえるよう、支部長、
役員の皆さんそして支部会員の方々と一緒に頑張りたいと思います。
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阿南第 1 支部で役員をさせて頂いている徳山晴美です。研修会や総会に出席させ
てもらう度に看護職の代表議員を国政の場に送る大切さを学んでいます。連盟活動
を支えた役員や応援した代表議員のおかげで労働条件の改善、看護職配置基準の改
定、卒後教育、認定看護師研修、大雪で国試を受けられなかった者の追加試験の実
施など看護の政策が実現したことを知りました。日常の看護を一生懸命行うだけで
は看護環境を変えていくことはなかなか難しいです。声をあげ、看護師皆にそのこ
とを知ってもらい、自分たちに何が出来るのか考え、協力してもらえるような活動
阿南第一支部

徳山

晴美

をすすめていきたいと思います。
来年は参議院選挙があります。石田まさひろ議員を応援する会の会員が一人でも
多くなり、これからの看護政策実現のために 1 人でも多くの人に選挙に行ってもら
えるよう頑張りたいと思います。

私の

自慢
シリーズ

六十の手習い
緒方

静子

数年前から写真教室に通い始め、時間を見つけては撮影に出かけて
います。今、愛用しているカメラの重さは840ｇあり、望遠レンズを
付けると 1.6kg 余りになります。これを首に掛け、別のレンズを背負
い、時には三脚を持って撮影スポットを探して歩きます。撮影は運動
不足の解消にも一役買っています。

写真 1

写真 2
写真 1 写真女子
勝浦町坂本のひな祭りに出かけた時、同じ教室に通う
方が撮ってくれました。
写真 2 ひかりゆらめく川
新町川の水面に漂う球体と、合間をぬって走る船に目
を引かれました。
写真 3 開運祈願
鯖大師本坊で、節分の日にその年の星をお祭りする大
祭があり、行ってきました。

写真 3
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平成30年度徳島県看護連盟活動計画
重点方針

1．組織の充実・強化に向けて会員増加と人材育成を図る。
2．看護職代表議員への支援体制の充実を図る

目

標

活

動

手

段

1．
看護協会との連携強化 １）徳島県看護協会への働きかけと情報の共 ・徳島県看護協会との意見交換会を最低年2回開催する
を図る
有
・連 盟の役員会に協会役員の参加を依頼するほか情報交
換の場を多く持つ
・看護協会会員への情報提供ができる場をつくる
・協会と連携した要望活動・陳情等をする

組
織
の

２．
看護連盟活動の周知を １）効果的な情報発信・活発な情報交換
図る
２）効果的な連盟活動のPR
３）連盟活動への参加推進
４）看護職議員の活動の周知

・機関誌・weeklyアンフィニ・メールマガジン等のＰＲ
・国会見学
・本部連盟ホームページ・連盟紹介ビデオ、会員ハンドブッ
ク・各種グッズを活用する
・ホームページの内容更新・適時適正な情報発信をする
・県連盟だより（年2回）の内容を充実させる
・各種研修会を充実させ、参加を促進する
・看護職議員の国政報告会へ参加する
・国 政報告ニュースを活用し看護職議員の活動を広く周知
させる
・議員事務所との密な連絡・連携を図る

３．
会員数の増加を図る

・増員目標数として1000名に回復させる。
・看護協会との連携を密にし、協力体制（情報交換の場・意
見交換会他）を構築する
・看 護代表者への依頼（電話、施設訪問）を効果的に実施
する
・施 設訪問による情報提供・情報交換・現場の声収集の機
会を多くする
・退職者に特別会員の説明を行い、入会勧誘する
・看護連盟未加入者の多い施設との交流の機会を作る
・ニーズに合った親しみやすい活動を企画運営する
・県及び支部の会議では全員発言する
・看護学校での看護と政治に関する講座実施を推進する
・学 生にパンフレットや入会リーフレットを配布、ポリナビ
活動の見学を推進する
・地方議会見学・傍聴・国会見学等の機会をつくる

１）県・支部の増員目標の明確化
２）看護協会との連携強化
３）看護代表者や施設代表者への協力依頼
４）退会者の防止と再入会促進
５）看 護現場の問題について話し合う機会
確保
６）参加しやすい連盟活動の工夫
７）各種会議・委員会の活性化
８）学生会員の入会推進
９）賛助会員の確保
10）連盟からの情報の効果的な活用促進
11）会員が政治の現場を知る機会を提供

充
実
・
強
化

４．
県・支部・会員の主体的 １）県・支部・施設の目標の明確化
２）本部・県・支部間の情報の共有化
活動を推進する
３）リーダーの育成と実践力の強化
４）看護管理者や看護教育者の政治参加促進
５）会員の自立に向けた活動強化

・県・支部・施設の活動目標を設定し、評価する
・連 盟本部－県連盟－各支部－会員の情報収集・発信を効
果的に行う
・県 役員会・支部役員会へ相互参画し、必要な情報の収集
発信を進める
・各施設各病棟にリーダーの配置呼びかけとリーダー研修
への参加を促す
・看 護政策セミナー等への参加を呼びかける（ブロック別
と県連盟主催）

5．
支部組織を充実・強化 １）支部支援体制の強化
させる
２）支部役員の役割・活動内容の周知徹底
３）支部役員・リーダーの意識強化
４）支部会員のモチベーション向上
５）会員への情報提供の徹底化

・支部担当の役員を配置し、支援を強化する
・リーダー研修・支部長研修等で役員の役割等を周知徹底
する
・各部署で役割を発揮できるリーダーを育成する
・連盟の役割と活動の意義を広め、会員の政治参画意識を
向上させる
・会員が自ら情報が得られるよう情報源や内容を広報する

6．
若手会員の育成に努め １）青年部の活性化と活動の充実・促進
る
２）積極的に県・支部の役割依頼等活用促進
３）看 護代表者や施設長、看護教育者に協力
依頼
４）看 護学校教師や学生に連盟の必要性を説
明

・青年部主催ポリナビワークショップを企画・開催する（12
月頃）
・全国・他県のポリナビワークショップに参加する
・各支部から青年部委員を出す
・県役員会に青年部委員長参加・総会その他の活動時の役
割を依頼する
・看護学生へ連盟活動を説明する機会をつくる

7．継続的な研修により連 １）新人基礎研修を実施
盟活動への理解を深め ２）続基礎研修を実施
る
３）新支部長、施設幹事、リーダー研修を実施
４）一般会員研修会・OB研修会を開催
５）看護管理者・教育者ワークショップを開催
６）看護協会、看護連盟合同研修会を開催

・各支部主催・県協力で実施（６月～）
・各支部主催・県協力で実施（７月～）
・県主催で実施（５月19日、８月４日）
・県主催で開催（一般研修９月２４日、OB研修12月２日）
・県主催で開催（H31．２月頃）
・連盟協会共催で開催（H31．３月８日）
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1．看護職国会議員の支 １）第25回参議院選挙に向けて候補予定者の ・看護代表議員との連携を密にする
援を強化する
支援強化
・第25回参議院選挙に向けて候補予定者の支援戦略を具
体化する
・第25回参議院選挙候補予定者の名前や活動を周知させ
る

政
治
力

2．他関連団体との連携 １）徳島県看護協会への働きかけと情報の共 ・日本精神科看護協会・助産師会との交流の場を持つ
強化を図る
有
・支援団体や支援企業・地域住民との交流の場を持つ
２）関連他団体への働きかけ
・「現場の声」を発信する等連盟活動をＰＲする
３）賛助会員の確保推進

の
強
化

3．県選出の国会議員・ １）議員との連携強化
地方議員との連携を強 ２）看護に理解のある議員の活動支援
化する
３）会員が議員と接する機会を提供

・県内議員と意見交換会を持つ
・現 場の声や諸問題を集約し、政策提言・要望書を提出す
る
・本 部・県・支部で議員を含めて勉強会や施設視察会等を
開催する
・関連議員主催の講演会等への参加や地方議会を見学・傍
聴する
・看護を支援する地方議員の選挙や地域活動に協力する
・研修会の講師を議員に依頼する

適

1．施設・支部・県・ブ １）本部・ブロック・県・支部の連携強化
ロック・本部と連携し ２）会員への情報周知と活動への参加推進
た組織活動を推進する

・本部関連会議に参加する｛総会(6/5)
・全 国会長会・ブロック別会長会・ブロック研修会・県別会
議(10/30)開催｝

正

・ブ ロック研修会（看護管理者・教育者看護政策セミナー

な

(11/10～11)、ポリナビ9/1）

組

・県・支部会議を開催｛総会開催(6/23) ・役員会・支部長
合同会議等開催（原則第1土）・各支部会議｝

織

・月次報告を行う

管
理

2．事務局の運営を適正 １）適正な会員管理の実施
に行う
２）財政の適正管理
３）適正な職員管理の実施

・会員管理システム・後援会システムの円滑な運営をする
・政治資金規正法を遵守する
・報告連絡の徹底と服務規律の遵守を徹底する
・詳細な監査を実施する

1．会員の福利厚生を適 １）規約の順守
切に対応する

・物 故者への弔意、受章（彰）者へのお祝い等を適切に実

2．災害その他諸問題に １）会員の安全対策
適切に対処する
２）本部や専門家と連携した迅速な問題解決

・県及び支部役員の緊急連絡網を整備する

施する

会
員 福 祉

・本部と連携して必要な災害見舞い等支援を行う
・政治活動や選挙運動等関係法規を熟知する
・本部や専門家等と連携を密にし、必要な指導を受けて対
処する。
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研

修

第1回リーダー研修会
日
会

時：平成30年5月19日（土）
場：徳島県看護会館

参加者：77名

テーマ：
「看護の未来を創る看護政策実現に
講

リーダーはどうかかわるのか」

師：NPO法人看護職キャリアサポート
フリージア・ナースの会会長 大島敏子氏

研修目的・目標に沿いながら、先生の考え方・豊
富な体験によるエピソードが加わる話は、とても楽し
く、また気づきや反省の時間になった。印象に残った
ことは、連盟活動は看護師自身のために必要である
こと。看護管理者にとって看護制度・政策を知らなけ
れば仕事に支障があるくらい重要であること。その政
策・法律は国会で国会議員しか作れないこと。看護職
のために必要な法律をつくってもらうには、国会議員
を応援することであり、そのためには協会員＝連盟会
員となって看護組織を強くすることが重要である等、
一連の話として説明されたことは、看護職にとって連
盟会員の必要性を簡単に納得させるものだった。
また、
「聖路加看護大学院での講義では、きちんと
連盟のことを学生に話しています。看護大学院の学
生は、このようなことを学んで貴方がたの所へ来るん
ですよ。」と言われた。しかし、看護専門学校の看護
学生は、看護職能として看護協会のことだけ聞いてい
る学校が多い。これでは看護現場に出たとき、協会・
看護連盟は表裏一体と聞いても理解できないのは当
然。若い人が投票に行かない、連盟に入会しないとい
う前に、この問題解決が先ではないかと考える。
更に、
「連盟会員であるのに、自身が連盟のことを
きちんと理解していないから人に説明できない」
「自
らが連盟のことを理解して一人一人が十分に伝えるこ
とが大事です」と先生の言葉は、私の胸に突き刺さっ
た。自身の反省として、より連盟の理解を深め納得で
きる説明実施に取り組み、会員に広めていくことが大
事だと痛感した。
先生は、
「徳島県看護連盟の会員数を1,000名以
上に頑張ってください」と言われ講義終了。現在の連
盟会員数は957名。自身のため、後輩のために連盟会
員になるのは今！大島先生の講義は今回も期待以上
でした。
（第一副会長 吉岡批呂子）

会

報

告

第2回リーダー研修会
日

時：平成30年8月4日（土）

会

場：徳島県看護会館

参加者：71名
テーマ：
「看護って面白い！原点はナイチンゲール」
講

師：徳島文理大学大学院教授
ナイチンゲール研究所 所長

金井一薫先生

フローレンス・ナイチンゲール（1820～1910）は近

代看護教育の母として誰もが知っている人物です。

「われはここに集いたる人々の前に厳かに神に誓わ

ん」ではじまるナイチンゲール誓詞。ナイチンゲール自
らが作ったものではなく1893年にアメリカのデトロイ

ト州にある看護学校講師がナイチンゲールの業績を
たたえヒポクラテスの誓いをもとに作成されたもの

です。また、ナイチンゲールの臨床経験はわずか2年半

でした。このことをご存知だったでしょうか。素顔や
業績について理解している人はそう多くはないようで
す。

今回の研修では、ナイチンゲールの生い立ちから生

涯・育った環境とともに数々の言葉（名言）を紹介し

ていただきました。そして「看護覚え書」を通して看護
の真意を解説していただきました。

「看護覚え書」の序文には、ほとんどすべての女性

が、一生のうちに何回かは、子供とか病人とか、とに
かく誰かの健康上の責任を負うことになる。言い換

えれば、
「女性は誰もが看護師なのである」と記され

ています。現在でも同じで人は誰でも看護師で家の
中にも看護はあります。また、
『看護覚え書』の副題を
「What it is and What it is not－看護であること、

看護でないこと」としています。今行われた看護が果

たして看護であったのか、なかったのか判断をくだす

のは看護師自身です。看護を提供する看護師自身が

己の仕事の真価を知り、その実現に向けて研鑽を積む
努力を惜しんではなりません。

参加者からは「看護の原点について振り返ることが

できて良かった」と多くの声が聞かれました。学んだ

ことを生かし明日からの看護につなげていきたいと
思います。

（吉野川医療センター

笠井一子）
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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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