看護連盟からのお知らせ
2019年度日本看護連盟通常総会
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場 所：ザ・プリンスパークタワー東京

徳島県看護連盟

2019年度徳島県看護連盟通常総会

徳島県看護連盟だより

第28号
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〒770－0801
徳島市上助任町三本松375－5
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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㈱

「ベッドサイドから政治を変える」
ために会員募集中！
看護を守るのは看護職です。現場の声を政策の場に届けましょう！
正会員・特別会員：年会費 8,000 円（本部会費 5,000 円県会費 3,000 円）
（正会員とは協会会員であって連盟に入会して下さる方、
特別会員とは以前に正会員であって、現在は未就業で協会会員でない方）
賛助会員：年会費一口 1,000 円（何口でも可）
（賛助会員とは看護職以外の方で、看護連盟の趣旨に賛同いただける方）
学生会員：年会費無料（学生会員とは看護職になるために看護を学んでいる学生の方）

お問い合わせ先

徳島県看護連盟

〒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

編集後記
今号は、平成30年度後半の活動を掲載しま
した。私の自慢の一枚シリーズへの投稿をお待
ちしています。ご意見やご提案などもどしどし
お寄せ下さい。
今年は選挙の年、看護の未来を変えてくれ
る看護職議員をつくるのは看護職自身である
ことを意識して皆さん選挙に行きましょう。
忙しい看護職、投票日に行けないことも考え
られます。ぜひ、期日前投票をして、大切な一
票を有効に使いましょう！
来る７月には、喜びを分かち合えるようガン
バロー！

(小島)

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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LED

LED といえば徳島県といわれるように世界ではじめて青色 LED を製品化した徳島県は、当然のことな
がら LED の出荷量も日本一。高輝度 LED の生産量は世界屈指を誇り、LED 関連企業が 130 社余り集積
する LED 先進地域で、LED バレイとも呼ばれています。
信号機、スマホ、パソコン、照明、車やバイク、看板や大型ディスプレイ、街を彩るイルミネーション
など LED は今では、私たちの日常生活になくてはならない必需品となっていますね。
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凛とした姿の梅がかぐわしい香りを漂わせていると思っていたらもう桜の時期とな
りました。年度末・年度初めと会員の皆様には、何かとお忙しい日々をお過ごしの
ことと存じます。いつも看護連盟の活動にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。
昨年は、度重なる自然の脅威に見舞われた年で「災」の字で表現された厳しい
一年でした。一方、国政に目を向けますと第 4 次安倍内閣におきまして私ども看護
職代表議員の阿部俊子氏が外務副大臣に、たかがい恵美子氏が厚生労働副大臣に、
徳島県看護連盟会長

小島

泰代

そして石田昌宏氏が参議院厚生労働委員会委員長に就任され、看護職にとってとて
もうれしい年となりました。益々のご活躍をご祈念申し上げますとともに支援の輪を
更に広げていきたいと思います。
今年は選挙の年です。統一地方選挙、そして参議院議員選挙と続きます。看護を
理解し、応援してくださる方をしっかりと見極めて必ず投票に行っていただきたいと
思います。政治の場は数で力が決まります。会員数が最大の力となりますが、30 年
度も会員数が減少し、目標には及びませんでした。力不足をお詫びいたします。と
はいえ自らの無力を悔やみ落ち込んでいる時間は、今はありません。新元号のもと
で 7 月に大きな喜びを得ることができるよう前に進みたいと思います。看護のプロ
と自認されている方には必ずや連盟へのご協力が得られるものと信じています。
超高齢・少子社会に対応した看護政策を実現させるために看護職議員の存在は欠
かせません。他力本願でなく看護職の力を結集して是が非でも代表議員を国政に送
り出しましょう。
現在、看護連盟では、
「石田まさひろを応援する会」の会員を募集しています。徳
島県の会員入会率は目標 80% のところまだ 70% です。未入会の方にはぜひともご
入会していただき、また一人でも多くの方にお声がけいただきますよう併せてお願い
申し上げます。一人ひとりの行動が、結果に繋がります。

連盟だより発刊に寄せて
今年 7 月、新しい年号のもとで初の参議院選挙が行われます。私達看護連盟会
員にとっては、一期目にして厚生労働委員会委員長に就任するほど参議院で高い
評価を得ている石田昌宏候補を擁立できるのは嬉しいことですね。
世界に先駆けて達成した超高齢社会をいかに豊かで幸せ感溢れた社会にするか
は我が国の最大の課題です。施設から在宅への流れの中で、各地で地域包括ケア
システムづくりが進められており、なかでも看護職に大きな期待が寄せられてい
石田まさひろを
応援する会
会長

清水嘉与子

ます。幸い内閣には高階恵美子厚生労働副大臣が就任中で働き方改革の担当をし
ておられます。看護職が生き生きと仕事を続けられる環境を整えるためには更な
る政治力が必要です。お二人には力いっぱい頑張っていただきましょう。そして
7 月には石田候補に引き続きしっかり活躍していただくに相応しい結果をお見せ
しようではありませんか。
徳島県看護連盟会員の皆様のご活躍を期待しております。
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平成30年度 後半トップニュース
阿部俊子議員外務副大臣、高階恵美子議員厚生労働副大臣

ご就任おめでとうございます！

石田昌宏参議院議員

厚生労働委員会委員長に

ご就任おめでとうございます！

石田昌宏議員来県！
＊平成 30 年 9 月 24 日（月・祝）
県内 3 か所で研修会を開催し、国政報告とこれからの看護につ
いてご講演いただきました。
＊平成 30 年 11 月 11 日（日）
中・四国ブロック看護管理者・教育者看護政策セミナーで国政
報告と看護政策の行方についてご講演していただきました。前日
の交流会から参加され、参加者との交流を深められました。
＊平成 31 年 2 月 3 日（日）
徳島県の看護問題に関する意見交換会にご参加いただき、県会議員の方々や会員と活発な意見交換
やご助言をいただきました。短時間でしたが、国政における看護の動向についてミニ講演もしていた
だきました。詳細は後述しています。
石田議員は、厚生労働委員会委員長にご就任後、益々お忙しくなった中で、寸暇を惜しんで各都道
府県を回り、国政に反映させるべく現場の声に耳を傾け、精力的に活動されております。
課題の多いこれからの時代に即したより良い看護が提供できる環境作りを進めるためにも私たち看
護職が一丸となって支援の輪を広げ、７月には目標を達成しましょう！
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都道府県別会議（日本看護連盟主催）報告
平成30年10月30日（火）13：30～15：30
参加者 : 日本看護連盟常任幹事

場所 : ホテルグランドパレス徳島

尾形妙子氏、県看護連盟会長以下役員、各支部長、事務局

計 15 名

議事
1）日本看護連盟より現状説明
2）徳島県の現状について
（1）
「石田まさひろを応援する会」の活動と戦略
（2）確実な投票行動推進について
（3）参議院選に関して連盟と協会との連携
（4）自民党県連との連携
（5）青年部対策
（6）OB 対策

以上の項目で、話し合いました。

 会員数の減少も大きな課題だが、まずは選挙に行ってもらうことが重要なので、今は親会員・子会
員への勧誘を中心に広める、議員や団体へは会長を中心に進める。一人ずつでも増やすよう草の根的
活動を実践することを確認し合った。選挙の得票は、動いた分しか出ないことを頭に置き、できるこ
とを着実に進めていくことが大切。各支部の目標達成に向けて努力していく。ということを再確認し
合いました。

要望書提出
１．自由民主党徳島県支部連合会へ要望書を提出しました。
平成30年10月 4 日、自民党県連との意見交換会で、県・国に対する要望について徳島県看護連盟
から要望書を提出しました。

要望１．地域包括ケアシステムにおける看護提供体制の充実
１）訪問看護サービスの安定的供給と迅速な対応への体制強化
２）地域包括ケアシステム推進の牽引役となる統括保健師の配置推進

要望２．多様化する社会のニーズに応え得る看護職の人材育成・確保・定着
１）看護基礎教育年限 4 年制化の推進
２）看護学生の安全・安心で効果的な訪問看護実習の在り方の検討
３）介護施設等での看護機能強化と処遇の改善
４）特定行為に係る看護師の研修制度の推進（研修施設設置への支援、研修受講への支援）

要望３．子育て世代包括ケア実現に向けた体制整備と保健師・助産師の活用の推進
１）発達段階に応じた一貫性のある継続的ないのちの教育の必須化
２）院内助産・助産師外来の標準化と開設促進
３）産後うつや虐待予防につながる産後ケア事業の充実と子育て世代包括支援センター設立推進
４）災害時の母子支援対策の強化
以上について趣旨と現状を説明させていただきました。

２．平成31年 1 月20日の「地方政調会 in 徳島」において岸田文雄政調会長に「看
護基礎教育年限 4 年制化の推進と准看護師問題への対応」について要望しま
した。
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徳島県の看護問題に関する意見交換会
開催日：平成31年２月３日（日）
場

所：アスティとくしま第４会議室

目

的：徳島県の看護現場がどんなことに困って
いるのか、今後どうすればよりよい看護
の提供ができるのか等について、徳島県
政に携わる現与党の自由民主党徳島県支
部連合会に所属する地域の県会議員の
方々との意見交換を行い、併せて看護職
代表石田昌宏参議院議員から国政におけ
る看護政策の動向について報告をいただ
いて情報の共有を図り、県民により良い
看護を提供するための政策実現への一助
とする。

参加者：石 田昌宏議員、看護職 44 名、県議 10
名（岡本富治様、川端正義様、樫本孝様、
岡田理絵様、原井敬様、元木章生様、喜
多宏思様、岩佐義弘様、山西国朗様、島
田正人様）
議員の方々の自己紹介の後、各施設や地域、現
場で抱えている問題や気付いたことについて、活
発な意見交換がなされました。医療施設と介護施
設での介護職員の給与格差に伴う配置転換の難し
さ、子育て支援体制、徳島病院の移転問題、人材
確保に向けての徳島県に定着できる魅力発信、僻
地での訪問看護体制の安全確保と充実、公的な機
関からの人事交流など県全体で取り組みができる
対策等、様々な意見、提言がありました。また、
地域の現状説明や質問もあり、それぞれの立場で
課題が明らかになったようです。その後、石田議
員から国政における看護政策の動向、ハラスメン
ト防止法、働き方改革についてご報告をいただき
ました。今回、県議の方々と接する機会を得て、
活動や取り組みについて貴重なご意見をお伺いで
き、現場の声や現状を知っていただき、有意義な
時間を過ごすことができました。今後の活動に役
立て繋げていきたいと思います。看護職が、看護
の代表である国会議員を国政に送り、看護の問題・
課題を制度化、法制化に繋げる活動ができるよう
支援していくことが重要だと考えます。そのため
に、政治への関心を深め、看護政策実現のために
努力していきたいと思います。
（幹事長

祖父江定子）
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研 修 会 報 告
一般会員研修会
石田昌宏議員来県！県内３か所で研修会を開催。終了後、石田議員への激励のメッセージを送りました。
テーマ：
「石田昌宏国政報告・これからの看護」
目 的：１．看護職代表の参議院議員石田昌宏氏から、現在、国政の中で話題となっていることについて
報告を受けるとともにこれからの看護についてお話しいただき、今後の看護実践に役立てる。
２．次回参議院議員選挙の看護職組織内候補予定者「石田昌宏議員」の人物・政治信条・政策な
どを会員の皆様に知っていただき、支援の輪を広げる。
開催日：平成30年９月24日（月・祝）
場 所：西部：JA 徳島厚生連 阿波病院
参加者：28名

東部：看護会館中研修室

参加者：51名

南部：JA徳島厚生連 阿南共栄病院

参加者：33名

各地区で、国政における議員の活動やこれからの看護政策についてわかりやすくお話しいただき、有意
義な時間を過ごすことができました。
また、各支部で工夫を凝らして議員への激励のエールを送りました。

OB 会員研修会
平成30年12月 2 日（日）
場所：ザ・グランドパレス徳島
参加者：22名
１．講 演：13：00 ～ 14：00
テーマ：「人生 100 年時代、目指せ。アンチエイジング！」
講 師：徳島大学大学院 医歯薬学研究部糖尿病・代謝疾患治療医学分野
特任教授 粟飯原 賢一先生
２．報告事項：14：05 ～ 14：30「看護連盟の現状と課題」
３．茶 話 会：14：30 ～ 15：00「語らいの場」
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OB の方々に益々お元気でご活躍していただくためにアンチエイジングについて研修をしました。懐か
しいお顔が揃いましたが、皆様とてもお元気で和やかなひと時を過ごすことができました。
これからもご支援よろしくお願いいたします。皆様の人脈に期待！

看護協会・看護連盟合同研修会報告
公益社団法人徳島県看護協会

会長   多田

敏子

徳島県看護連盟の会員の皆様、日頃は看護協会の活動におきましてもご理解やご
配慮を賜り、誠にありがとうございます。徳島県看護連盟と看護協会は、看護職へ
の支援を推進するために、それぞれの役員を構成員として、年に 2 回連携会議を持ち、
情報共有や事業の企画をしています。その一つに、毎年 1 回開催している、合同研
修会があります。今年度は、2019年 3 月 8 日の13時半から15時半に、64名の出
席を得て看護会館で開催しました。日本看護協会から勝又浜子専務理事をお迎えして、「看護政策実現に
於ける看護職の役割」と題してご講演いただきました。当初、福井会長をお迎えする予定でしたが、重要
な会議のために急遽変更になりました。
ご講演いただきました主な内容を、以下に列挙しました。
◦少子高齢化が進展する中、2040年を見据えた取り組みが必要である。若者に看護職を選択してもら
わなければ、需要に応えられない。
◦医療費が40兆円を超える深刻な事態になっており、介護保険の現状を見ても、地域包括ケアシステ
ムの推進、適正な医療サービスの提供、予防的な取り組みが重要である。
◦入職時に新卒看護師が一人でできる項目が激減し、利用者のニーズに応えるためには、看護基礎教育
の充実が必要であり、厚生労働省の検討会に参加している。
◦看護職の働き方について、勤務間のインターバルを確保する必要があるが、現行の努力義務を義務化
したい。夜勤ができる看護職が減少している。
◦認定看護師教育カリキュラムを再構築し、看護判断を基盤に特定行為が実施できるよう推進している。
◦日本看護サミット2019年が、12月 6 日に開催される。
◦看護に関連する多くの課題は、厚生労働省で、看護協会役員等が参加する検討会や審議会で協議され、
看護系議員も係わる衆議院、参議院で協議され法律として制定される。看護の意見は看護職によって
伝えられ、法律に反映されていく。
ご講演内容を看護協会・看護連盟のこれからの活動に生かしていきましょう。
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中四国ブロック看護管理者・教育者看護政策セミナー
開催日：平成30年11月10日（土）～ 11日（日）
場

所：ザ・グランドパレス徳島

参加者：52名

目

的：看護職育成の核となる看護管理者・教育者の政治への関心と看護連盟への理解を深め、自立した
会員育成と組織強化につなげる

参加者：鳥取 4 名、島根 5 名、岡山 6 名、広島 6 名、山口 4 名、香川 5 名、愛媛 7 名、
高知 5 名、徳島 10 名、
内

合計 52 名

＊アンケート回収 51 名、回収率 98％

容：講演１テーマ「日本看護協会の看護政策と実現に向けた取り組み」
講

師：公益社団法人日本看護協会

副会長

井伊久美子氏

受講生の満足度と感想…満足 94.1%、現在の協会の取り
組み内容と現状がよく分かった、基礎教育の課題と方向
性特に 4 年制の必要性がよく分かった、大体分かってい
たがより理解が深まった、協会と連盟の連携が大事、会
員増に努め、役割まっとうに努力したい等
講演 2 テーマ「医療政策の動向と課題」
講

師：政策研究大学院大学

教

授

島崎謙治氏

受講生の満足度と感想…満足 90.2%、現在の政治の流れがよく分かった、日本社会の動向や
課題が少し理解できた、何となく理解していた問題点が
はっきり理解できた、データ解釈の多様性や予測性の確
実さが伝わってきた、データの先読み、政策への用い方
等参考になった、興味深くある意味怖い内容だったがよ
い動機付けとなった、多くの示唆を得たもっと時間をか
けて聞きたかった、重要性は分かったが、少し難しかっ
た等
講演 3 テーマ「政策実現への道」～地方創生実現のカギは地方にあり！～
講

師：飯泉嘉門徳島県知事

受講生の満足度と感想…満足 94.1%、やや不満 2%、地方創生先駆県の現状を知った、地方
から発信する大切さが分かった、日本の現状を踏まえた
政策実現の実際を聞けた、地方創生実現の方法がよく分
かった、具体的な政策に向けての取り組みが看護にも活
用できる、自県の状況を見直す機会となった、自県の取
り組みを聞いてみたい、プレゼンが上手でインパクトが
あった、無駄のない話し方、中身が濃い、若者シニアな
ど住民一体の施策が実現されている、知事の意気込み、パワーを感じた、たくさんの取り組み
は分かったが、あまりに多くその説明だけに終わった
講演４テーマ「国政報告・看護政策の行方」
講

師：参議院議員

石田まさひろ氏

 講生の満足度と感想…満足 94.1%、最新の国政情報や今後国会で議論されていくことが何
受
か分かった、働き方改革の考え方が分かりやすく、根本
的に考えを変える必要性を感じた、職場の課題解決に参
考になった、今後の看護の方向性がよく分かった、現場
の声を生かし、記録についてぜひ実行してほしい、発想
が面白い、説得力があり、話が納得できた、話題豊かで
魅力的、看護が時代に取り残されないよう取り組みを考
える必要あり、もう少し明確に自分の政治信条を語ってほしい、3 職能の特徴に対する取り組
みについても聞きたかった
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