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看護連盟は、現場の課題解決のためにあなたの声を政策の場に届けています。
今回の COVID-19 対策や豪雨災害対策など現場の声を届けて、
危険手当や慰労金の獲得につながっています。
あなたの声を届けることで、現場が変わります。

令和3年3月17日

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

（日本看護連盟費 5000 円、徳島県看護連盟費 3000 円）

ぜひ
ご入会ください！

特別会員・・・正会員の経歴を有し、現在は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

徳島県看護連盟事務局

会費無料

№

8

菌床シイタケ生産量

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
徳島県では平成元年頃から菌床シイタケ栽培に取り組み、その
生産量は現在、日本一です。おがくずチップに栄養剤等を入れた
20cm四方ほどのブロック（菌床）にシイタケ菌を種菌、温度・
湿度管理や清潔管理された部屋で育てられ、食べ頃の大きさにな
ると一つ一つ丁寧に採取、パック詰めされて店頭に並び、一年中
出荷可能です。徳島産シイタケは肉厚で香りが高いのが特徴、シ
イタケ特有の「エリタデニン」は悪玉コレステロールを下げ、血
流をスムーズにして高血圧や動脈硬化予防、食物繊維も豊富、低
カロリーで、便秘解消、肥満予防、ビタミン B 群も多く美肌効果、
βグルカンで免疫力 UP、すごいでしょ！
（写真は櫛渕椎茸組合 大栗代表理事のご協力で撮影）

令和３年が明け、もう３か月が終わろうと
しています。令和2年度連盟活動最後の締め
となる今号は、コロナ禍での年度後半の事業
報告です。
今年は丑年、牛は大変な農作業を最後まで
手伝ってくれる働きぶりから、
「我慢（耐える）」、
「これから発展する前触れ（芽が出る）」という
ような年になるといわれています。
コロナに耐えて、いろんな困難にも耐え
て、芽が出るのを待ちましょう。いや待つ
だけでは芽が出る前に１年が過ぎてしまう
かも。しっかりと陽に当て、水も与えましょ
う。
（広報担当:吉岡・藤本・中山・中浦・祖父江・小島）

ちょこっとクイズの答え
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令和 2 年度

秋 の 叙 勲
連盟会員

水口 靖美

瑞宝単光章

様

受章

おめでとうございます！

ご

徳島県看護連盟
会 長

小島

泰代

挨

拶

昨年から全世界に広がった新型コロナウイルス感染症ですが、今なお、
感染拡大がおさまる気配すら見えない状況が続いております。
そのような中、医療の最前線で、まさに命がけの看護実践や感染防止に
奔走する看護職、また、家庭や学校、職場や地域の集まり等、社会のあら
ゆる場面で会員の皆様をはじめ、多くの看護職の方々が、人々の暮らしを
支えるためにコロナ感染予防対策や不安や悩みの軽減等にその専門性を発
揮しておられることは誠に心強く、心より敬意を表し、深く感謝申し上げ
ます。
コロナ禍における様々な制約の中、医療現場は勿論、人々の行動や生活
様式も大きく変化しております。ワクチン接種が始まりましたが、効果を
期待するにはまだまだ時間がかかりそうです。
看護連盟では、活動の中心となる施設訪問や研修会開催は現場への負担
になるとの考えで実施を控え、まずは現場の声を聴き、それを反映した要
望を議員に届けました。その結果、危険手当や慰労金の支給、施設設備整
備や感染防止対策費支給、保健所職員増員等、訪問看護ステーションや助
産所等のワクチン接種順位の配慮等、少しずつ成果が見られております。
各支部でも会議や研修はほとんど中止して、電話やメール、書面で情報
を伝達する程度でしたが、オンラインという新しく便利なツールの使用に
慣れ始めた後半から少しずつ活動を再開し始めたところです。
当会は、2020年に創立60周年の還暦を迎えましたが、ここ数年、連盟
会員の減少が続いております。今一度看護協会が看護連盟をつくった原点
に立ち返り、連盟の存在意義を会員の皆様と共有しながら心新たに前に進
みたいと思っております。「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」 看護
の未来を変えるのは看護職です。

要望書提出
看護連盟の活動で大きなウエイトを占めるのが、現場の声を政策の場に届けることです。
看護協会が提言する看護政策を実現するために、徳島県看護連盟では、日本看護連盟や徳島県看
護協会と連携しながら活動しております。徳島県看護協会は、県知事に要望書を提出しています。
徳島県看護連盟は、徳島県選出の国会議員と自由民主党徳島県支部連合会に要望書を提出し、意見
交換会で状況を説明しました。その結果、防護具の支給や危険手当、慰労金の支給等、少しずつで
すが、現場に還元できていると思います。
2020年 9 月28日に提出した主な要望事項は下記の内容です。
1．看護職の人材育成・確保・定着への支援
2．医療・介護等、現場における医療資機材や感染防護具等の安定的確保への支援
3．オンラインでの非接触ケアや研修・会議を目的とした ICT 導入への財政支援
4．感染予防教育の徹底に向けて感染管理認定看護師養成のための受講補助や県内での養成施
設設立への支援
5．保健所に勤務する職員確保とコロナ関連業務を担う職員への慰労金の支給
また以下の内容は、各支部から送られた声や施設や会員から直接いただいた声を、その都度、議
員にお話ししたり、国や県への要望として自由民主党徳島県支部連合会へ書面でご報告した内容です。
・危険手当や慰労金は、病院やクリニックだけでなく介護施設や訪問看護ステーション等も同様
に対応する
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・感染のハイリスク看護職の保護と代替職員を雇用した場合の所要経費（賃金等）に対する補助
金の支給
・訪問看護ステーション等で電話や情報通信機器を用いた療養指導や病状確認等を行った場合の
診療報酬算定
・看護職の子どもを安心して預けられる場所の確保
・早急な物資の確保と安定供給には助産所や訪問看護ステーション、介護施設も含める
・コロナ関連の医療従事者のＰＣＲ検査を公費負担。コロナ感染疑いのある人のみならず手術や
分娩その他医師が必要と認めた人へのＰＣＲ検査の早期実施と保険適用
・学生に対する遠隔授業の整備費用、シミュレーション教育を行うための学習環境整備への補助
や、親の収入減やアルバイト先の休業・廃業などで学費が払えない、生活費が足りない等の学
生に対する支援と助成
・コロナウイルスワクチン接種について、妊婦や新生児を訪問する開業助産師を始め地域助産師
への接種順位の配慮等も要望しました。
看護連盟では、現在も現場の声を収集して、議員に情報を伝え、要望を続けております。
いつでも、現場の声をお寄せください。

全国会議＆ブロック会議報告
日本看護連盟が行う都道府県会長会やブロック会議のほとんどが、3 密を避けてソーシャルディスタン
スが取れるよう広い会場を借り、時間を短縮して集合＆オンラインの併用で開催されました。現在は、日
本看護連盟やブロック別の会議もすべてオンラインでの開催となっており、機械に弱く慣れない中で対応
しています。
1. 2020年度日本看護連盟通常総会は、代議員 2 名役員 3 名が事務所にて Zoom で参加しました。（詳
細後記）
2. 都道府県会長会は、臨時の 1 回のみ上京、その他は Zoom でのオンライン参加としました。各事業以
外にも日本看護連盟の組織運営の問題や日本看護協会との連携、次期参議院選挙等について協議しまし
た。できるだけ多くの意見を聞くため意見交換会も開催され、課題解決に向けて協議を重ねております
が、意見の隔たりが大きく、なかなか前に進まない状況が続いています。連盟として規約規程に則って
対応すべく参議院選挙に向けて候補予定者推薦委員会規定の見直しが進み、中央役員会で決議されまし
た。その説明会や看護協会との合同会議も Zoom で開催されました。遅ればせながら候補予定者推薦に
向けて進み始めております。創立60周年を機に原点回帰して連盟の存在意義を再考し、連盟活動を進め
る必要性を痛感しています。
3. 中国四国ブロック協議会について2020年度は徳島県が協議会会長となっているため、各種ブロック会
議の開催やとりまとめを実施しております。各事業についてもコロナ禍のため、計画の変更を余儀なく
されながらの実施となりましたが、関係の方々のご協力により何とか無事終えようとしています。
・ブロック協議会会長会は、第 1 回はメール会議、第 2 回は岡山での集合会議、その他 4 回はすべて
オンラインで開催しました。各事業実施にあたっての協議、次年度の担当、本部委員会委員の選出等
が中心でした。
・ブロック別戦略会議（ 9 月25日）は、今年度初めて開催し、9 県の会長・副会長・幹事長がオンラ
インで参加、
「会員確保への取り組みと看護協会との連携状況」の 2 点を中心に情報交換、意見交換
を行いました。
・ブ ロック別看護協会看護連盟会長合同会議（ 1 月15日）は日本看護連盟会長・幹事長・常任幹事、
日本看護協会専務理事、ブロック内 9 県の協会長、連盟会長がオンラインで参加して「連盟の会員確
保に向けた協会・連盟の連携」について意見交換を行いました。
・ブロック別看護管理者教育者看護政策セミナーには、県看護協会稲井芳枝会長が協会事務所で、連盟
からは会長・副会長 2 名・幹事長が連盟事務所でオンライン参加しました。（詳細後記）
・青年部全国代表者会議には、連盟事務所にて中浦眞美青年部長がメイン参加、Zoom での参加なので、
青年部委員も同席しました。
・中四国ブロック青年部会議（第 1 回・第 2 回）には、中浦部長以下、四宮、近藤、品川委員がメイン参加、
会長はオブザーバー参加、青年部担当の祖父江定子氏も同席しました。（詳細後記）
3

例年６月に開催される日本看護連盟通常総会は、コロナ禍で延期になり
2020年11月30日リモート又は会場（東京プリンスホテル）の選択参加で
開催され、徳島県看護連盟は、役員・代議員計５名（小島、祖父江、木内、
平野、吉岡）が連盟事務所でリモート参加しました。
例年は1500～2000名規模で開催されていた通常総会は、今回、会場50
名・リモート300名・委任状233名と少人数の参加者、議事報告だけとい
う形で開会しました。
徳島県看護連盟
第一副会長

吉岡批呂子

来賓祝辞は、唯一出席された日本看護協会の福井会長から頂き、自由民
主党

菅

義偉総裁をはじめ、田村憲久厚生労働大臣、萩生田光一文部科

学大臣、阿部俊子衆議院議員、高階恵美子参議院議員、石田昌宏参議院議員、
木村弥生衆議院議員からはビデオメッセージをいただきました。
日本看護連盟

大島会長の挨拶では、連盟活動のスローガンを「届けよ

う看護の声を！私たちの未来へ」と新しく変更したこと、2020年は“見え
る活動・動く連盟・確かな組織”を重点方策に掲げ、政治力、政策実現力
の強化に取り組み、ブロック別戦略会議を立ち上げて情報の共有化・会員
増を図り組織力を強化していくこと等、力強く述べられました。
また、2020年は「看護の日」が制定されて30年、ナイチンゲール生誕
200年、そして看護連盟は創立60年の還暦を迎えると話されたことに、改
めて 2020 年が記念すべき年であることを認識するとともに看護組織の歴
史に貢献された先輩たちの活動に感謝し、今ある看護組織力を低下させて
はならないと思いました。
大島会長の話の中で特に印象に残ったことは、「協会と連盟は密に連携を
重ね、役割分担しながら協会は政府に、連盟は政権与党に働きかける」と
いう部分です。
「協会と連盟が密な連携を重ねて役割分担」は、連携しなが
ら役割分担することは当たり前のことであり、何度も聞いている言葉なの
で意識することなくスルーしていたかもしれません。しかし、「役割分担し
ながら協会は政府に、連盟は政権与党に働きかける」と聞いた瞬間、なん
て具体的でわかりやすい言葉だろうと思いました。
今までも大島会長は、このような表現をされていたのかもしれませんが、
私はこの日、衝撃とともに受け止めました。今後、この言葉は協会・連盟
会員が連盟活動をする際の行動目標となり、連盟に対する理解が更に広ま
るメッセージになればと期待しています。
リモートでの参加は、音声が聞き取りにくく会場の雰囲気や参加者の表
情が部分的にしか見えないため、会場との一体感がなく総会に参加してい
る実感はもてなかったものの無事、令和 2 年度の通常総会が終了しました。

中四国ブロック管理者教育者看護政策セミナー
開催日時：2020年10月31日（土）リモート会議
参 加 者：ブロック内65名

徳島県参加者（県看護連盟事務所）小島

吉岡

（県看護協会）稲井看護協会会長

川西

藤本

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
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2020年度 中国・四国ブロック看護管理者・
看護教育者看護政策セミナーに参加して


幹事長

藤

本

由紀子

本セミナーは例年では 2 日間、現地開催でしたが、今年は新型コロナウイルス感染
予防対策で 1 日となり、交流会やグループワークをせず、リモート会議となりました。
当日は大島会長の明快な講演から始まりました。看護連盟が動いたこと、看護職議員が動いたこと等の政
策現場をリアルに実感させていただきました。看護連盟と看護協会の連携の良さについても話されました。
日本看護協会専務理事

勝又氏の講演でも選挙活動の意義、看護連盟の必要性を話されました。塩崎議員

は今後の日本における保健医療について海外事例を挙げて講演されました。いかに少子高齢化やデジタル
化が進もうと患者にとっていい医療を考えて行動する基本を忘れない。また、地元の議員を味方につけて
世論を形成するという話は納得しました。最後の島崎氏は新型コロナの医療政策への影響についての講演
でした。少子高齢化、IT 化やデジタル化が進む中で新型コロナの感染が拡大して、看護師の生活にまで大
きく影響しています。今回のセミナー参加で、連盟役員は何が出来るのか。どうすれば未来が変わるのか
を考える機会を与えていただきありがとうございました。他県の方々との意見交換の場がなかったのは残
念ですが、有意義な参加となるように活動したいと思います。
2020年度

中国・四国ブロック看護管理者・看護教育者看護政策セミナープログラム

9：30

開会挨拶

9：35

挨拶

9：40

10：25
11：35
13：40
15：10

ブロック協議会会長

日本看護連盟

会長

大島敏子

講演 1

テーマ「日本看護連盟における看護政策の取り組み
を含めて」
講師 日本看護連盟 会長 大島敏子

講演２

テーマ「日本看護協会の重点政策について」
講師 日本看護協会 専務理事 勝又浜子氏

講演３

テーマ「少子高齢・デジタル時代の保健医療」
講師 元厚生労働大臣衆議院議員 塩崎恭久氏

講演４

テーマ「医療政策の課題と展望
講師 国際医療福祉大学大学院

閉会

新型コロナウイルス対策

～新型コロナの影響も踏まえて～」
教授 島崎謙治氏

挨拶

っとクイズだよ～！
こ
ょ
ち
わかるかな？
これ何の花？
①今 は時期でないので咲いていないよ。ハウス
栽培の葉っぱがお店にでてるかな？

ハ
 ーブの一種で主に葉を使い、さわやかない
い香りがするよ。

②ま だ小さいけど太い茎に隠れて実が見えてる
ね。本来は暖かい地方で育てるよ。

①

②



（答えは最後のページ）
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青 年 部 報 告
青年部全国代表者会議



青年部

部長

中

浦

眞

美

令和 2 年10月17日に青年部全国代表者会議が行われ、初めてオンラインでのリ
モート会議となりました。
青年部活動に尽力して下さっている参議院議員石田昌宏先生より講演がありまし
た。石田先生はコロナ禍で補正予算（慰労金）の確保、看護職員・代替職員の確保、
防護具の確保強化等多くの活動に取り組まれており、看護職議員の存在の偉大さも改
めて感じ、更に私達看護職の現場の声を国会へ届ける責務の重さを実感しました。診
療報酬に支配されず、自分たちでもっと看護について考えて行動していかなければな
らないと厳しい言葉もあり、強く胸に響きました。質疑応答も内容の濃いものでした。
その中で、他県の青年部の現状や課題も聞く事ができ、改めて全国各地で同世代の人達が頑張っていて、
厳しい状況の中でもできることを考え模索しながら青年部活動を行っている現状を知って、私達のこれか
らの活動にも前向きな影響となりました。コロナ禍だからと下を向かず、コロナ禍だからどうするか、しっ
かりと自分達で考えて行動していく姿勢を持って青年部活動を行っていきたいと思います。

中四国ブロック青年部会議



青年部

副部長

四

宮

基

光

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大により、通例であった各県から直接集合し
対面で行っていた方法での会議は中止せざるを得ない状況となりました。しかし、リ
モートであっても顔の見える関係性を繋ぎ、連携を図るための機会とするため オン
ライン（Zoom）会議として、2 回に渡って開催されました。第 1 回目（ 9 月23日）
は、地域の情報収集として、ブロック内でのコロナウイルスの影響、現場における活
動状況などを共有しました。第 2 回目（11月25日）は、全国青年部代表者会議を終
えての開催となり、さらに地域性を踏まえた会議となりました。各県でのコロナ対策
の報告、青年部活動の現状や工夫、自県の取り組みなど、Zoom 内ブレイクアウトルームで活発に意見
交換を行いました。たくさんの情報共有は、今後の課題や対策を見いだす契機となり、青年部の連携、支
援体制の強化につながるものだと感じました。
徳島県看護連盟青年部においても、コロナ禍で課題が山積する中、自分たちにできることを常に模索し、
目標や行動についての共通認識をしっかりと持ったうえで、新規会員獲得に向けたネットワークを構築し
ていきたいと思います。

第11回ポリナビワークショップ in 徳島



徳島赤十字ひのみね総合療育センター

近

藤

淳

司

私は看護連盟青年部に所属して 2 年目になります。連盟に入ったきっかけは、上
司や同僚からの誘いからでした。選挙の時に頼まれることがあったので連盟に対する
最初の印象は、政治・政策活動だけをしている組織だと思っていました。しかし実際
に青年部で活動すると、私が思っていた以上に看護連盟は看護師として仕事をする上
で、なくてはならない組織だと実感しています。ポリナビワークショップは、青年部
が主体となり企画・運営を行うイベントです。
今年度は COVID-19 の影響もあり、少人数での開催となりました。青年部による
活動報告では、連盟の歴史と活動がまとめられていて、連盟が自分たちの身近な存在であることを認識し
ました。後半は Zoom アプリを使っての学習会。オンライン研修など、今はリモートを使うことが日常
的になりつつあります。こういった機会に楽しく学ぶことができたのがよかったです。これからも青年部
として皆さんのお役に立てるよう励んでいきます。
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JA徳島厚生連吉野川医療センター

谷

梢

以前より看護連盟会員に入会していましたが、連盟の活動に対しての知識が不十分
で、これまで研修会等に参加したことがありませんでした。青年部の活動参加を機会
に今回初めてポリナビワークショップに参加させていただきました。今回のポリナビ
ワークショップは前年度までとは違い、コロナ禍という制約の中、感染症対策のため
人数制限やソーシャルディスタンスを取っての開催となりました。
最近は自由に研修会を行うことが難しく、Zoom でのリモート会議が多用され、看護の分野において
も必要なツールとなっています。今回のテーマは私自身興味がある内容で、初歩的なことから丁寧に指導
して頂き、楽しく Zoom の機能を知ることができました。今後は仕事やプライベートでも Zoom を使用
してみたいと思います。今回は他施設の会員との交流に制限はありましたが、一体感のある楽しいポリナ
ビワークショップとなり、良い経験ができたと思います。

Zoom での青年部ブロック会議

ポリナビワークショップ in 徳島

O B 部 報 告


支部長

吉

岡

批呂子

2020 年 9 月に正式発足しましたＯＢ支部役員は、支部長（吉岡）
・副支部長（渡川明子）
・幹事長（平
野文子）の 3 名です。どうぞよろしくお願いいたします。
ＯＢ支部会員は現在50名です。2020年度は11月 7 日「家庭でできるコロナ対策」をテーマに徳島県
看護協会長の稲井芳枝様を講師にお迎えしてＯＢ研修会を開催しました。
コロナ禍で、感染予防策を講じて行いましたが、26名の参加者からは講演内容は勿論、手洗いの実技
が楽しかったと嬉しい評価をいただきました。
ＯＢ支部会員は、地区支部に所属する連盟会員だけでなく、協会・連盟に入会歴があり、現在はどちら
にも入会されていない方を対象に会員を募集しています（会費 8,000 円）。
コロナ禍の現在は、何かとリスクや制約がありますが、コロナ収束後には楽しい集まりを企画したいと
考えています。
一人でも多くの方に入会していただき、いろんな活動やイベントを一緒に考え、運営することが希望で
す。ご連絡は連盟事務局へ、お待ちしています。
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