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千葉県看護連盟 会長

有賀いずみ
（東邦大学医療センター佐倉病院）

あけましておめでとうございます。
例年では今年こそはと希望と意気込みからのスタートですが、今年は「おめで
とうございます」
と言っていいものやらと戸惑います。
昨年は看護職にとって「ナイチンゲール生誕200周年」、
「 看護連盟60周年」、
「看護の日制定30周年」等のお祝いをするはずの年でした。ところが昨年2月か
ら新型コロナウィルスという見えない魔物との戦いを強いられることになりまし
た。防護用品が極度に不足していることから始まり、コロナとの対応の労苦は語
り尽くせないものがありました。くしくも社会から感謝を受けることになりました
が使命感だけでは長期化するに従い心身ともに極度に疲弊しました。
そして、第3波が年末から圧倒的な勢いで襲い掛かっています。再び緊急事態

宣言が出されました。昨年と比較にならない看護職の現状と心痛はいかばかりかと想います。人手不足やタス
クシェアリングを何とかすべきと深く胸に刻みました。昨年に続き危険手当支給等解決に至っていない課題が
多くあります。引き続き県会議員、国会議員等への連携を強めてまいります。直近ではワクチンの供給体制につ
いて要望を提出します。千葉県看護連盟は看護協会の政策提言を受け、政治活動をとおして看護職にとってよ
り良い法整備に繋がるよう取り組むものです。改めて強い決意で取り組みます。力を合わせてください。
会員の皆さま、看護の未来のために、ご意見をお届けください。一日も速く、笑顔で「今日も良い看護ができ
た」
と思える日が来ますよう祈念してやみません。
今年こそ、皆さまにとりまして幸多き年でありますように。

謹んで初春のお慶びを申し上げます。千葉県看護連盟の皆様には日頃よ
り大変お世話になっております。看護職の皆様並びにご家族の皆様におか
れましては、昨年来の感染症有事への対応等、公私ともに大変なご負担を
おかけしております。厳しい自制と自粛を続けながら、いのちの最前線で
国民の生命と暮らしをお守りいただいておりますことに､心から感謝を申
し上げます。昨秋より政調副会長として、主に厚生労働及び文教科学スポ
ーツ分野の政策を担当するとともに、新型コロナ対策本部副本部長として
現下の感染症有事対策とガバナンス態勢の構築に携わり、また行政改革推
進本部役員として菅政権が進める規制緩和とデジタル化推進に関する与党
の政策提言とりまとめに関わらせていただいております。人々に幸せを運

たかがい 恵美子
自民党政務調査会副会長
参議院議員

ぶ看護職の笑顔を守り、一人ひとりが存分に役割を発揮できる環境を実現
すべく、本年も鋭意努力して参ります。皆様にとって、いのち輝く健やか
な年でありますようご祈念申し上げます。

2021
I wish you the best year.

千葉県看護連盟のみなさま、苦難と不安の年が過ぎ、新たな年を迎
えました。しかし年末年始、多くの方がご家族などと一堂に会せなか
ったことと拝察いたします。職場で年を明かした方もいらっしゃるこ
とでしょう。新型コロナウイルスによる、自らの感染への緊張感や感
染した時の家族への痛みの予感、ぎりぎりの人員のやりくりなど、現
場の皆様のご苦労を数え上げたらきりがありません。千葉県の医療・
介護は皆様の献身的なご尽力に支えられ、機能しています。心から感
謝申し上げます。
そして病院の経営不振などから処遇が悪化している方もいる中、看
護職全体の処遇改善にさらに力をいれていきます。

 石田 まさひろ
参議院議員

看護師の国会議員として私も、皆様が笑顔で「今日もいい看護がで
きた」と言っていただけるよう必死で働きます。

日本看護連盟 会長

大島 敏子

迎春
COVID-19の感染に終始し、臨床の皆様には、各人の立場で最善を尽くして頂いた年であり、心から
の敬意と感謝を送ります。戦い半ばですが、
もう一息です。共に頑張りましょう。
連盟の課題は、令和の地域包括ケアシステムに合わせたスローガンの更新とPR動画やポスターの
作成、広報ツールの見直しとブロック会議の開催を協会長参加で行うことでした。以上は確実に実現で
きましたが、第26回参議院選挙の候補予定者の推薦は、委員会規約を見直し今年の総会でご承認いた
だく予定です。
丑年の今年は、大地に足を下ろし、協会が連盟をつくってきた60年前に戻り、
「看護は一つ」
の合言葉
の下に、
連盟活動を原点回帰の1年にしたいと考えます。本年も宜しくお願い致します。

新 年 の
ご 挨 拶

「新年によせて」
新年明けましておめでとうございます。
貴連盟の皆様には、昨年より、新型コ
ロナウイルスとの闘いの最前線で国民の
いのち・くらしをお守りいただいている
ことに、心より感謝申し上げます。
現場では、人材確保や、清掃業務など、
看護以外の業務が皆さまの大きな負担に
なっているかと拝察します。そこで12月
末の『新型コロナウイルス対策本部』に
て、新型コロナ対応の医療機関へ派遣さ
れる看護師への支援額を倍増（約5,500
円の補助）すること、同時に、看護業務
の大きな負担となっているリネン清掃な
どの、民間業者への委託を促す経費の支
援を決定したところでございます。
いつの時も、政策立案の基本となるの
は、現場の声でございます。臨床、教
育、行政の現場よりご意見いただき、
Withコロナ時代を皆さまと進んで参りた
いと存じます。

あべ 俊子
衆議院議員

 木村 やよい

総務大臣政務官 衆議院議員

コロナ禍で大変な思いをして頑張っておられる全ての看護職の仲間たちに、心からの
エールと新年のご挨拶を申し上げます。
昨年6月の第2次補正予算では、慰労金として看護職への直接手当が実現しました。
これを特例にせず、看護職のモチベーションの維持のためにも、看護の専門性が正しく
評価されるよう、引き続き発信してまいります。また、11月20日の厚労委員会で質問
した保健所の機能強化について、総務省は2021年度からの２年間で約900人増員する
ため、自治体の財政支援をすると公表しました。これからも、看護職が疲弊せず生き生
きと働き続けられる環境づくりに、力を尽くしてまいります。
コロナを機に、便利になったと実感できる日本へ。
看護師・保健師出身の国会議員として、皆さまの健康を守りぬけるようがんばります。

公益社団法人 千葉県看護協会 会長

寺口 惠子

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、
お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。新型コロナウイルス感染症はこれま
でにない勢いで拡大し、その影響は計り知れないものとなっております。このような極めて緊迫した状況の中で、年末
年始もなく、医療・介護・在宅等の最前線で、
日夜看護に奮闘されている看護職の皆様の献身的な努力に、心から感謝
し敬意を表します。
昨年は、新型コロナウイルス感染症との対峙の一年でした。私たち看護職は、看護ケアがこれまで通りに提供でき
ない無力感や苛立ち、看護師としての肯定感の低下等、負の影響を大きく受けました。
しかし、一方で、
自らも感染への
不安や緊張を抱えながらも使命感をもって真摯にケアを提供している姿は、社会の看護に対する理解を広げ、看護の
力や役割が改めて評価される機会となったことも確かな事実です。
Withコロナ時代の今、千葉県看護協会は、千葉県看護連盟との連携を密に取り、
政策の実現に向け活動を行って参
ります。どうぞ、昨年と変わらぬご支援・ご協力をお願い申しあげますとともに、貴連盟の益々のご発展を心より祈念申
し上げます。

さくら支部 支部長

有賀 いずみ

▼

「新型コロナウィルス」
という言葉を耳にするようになり1年
以上が経過したが、いまだおさまりを見せないどころか、当初
より拡大傾向にある現状に、
とにかく自分達が感染しないこ
と、患者を守る環境を維持することで精一杯の日々である。
施設内支部ではあるが、
会議の開催もままならない状況であ
り、今後は私自身も最近になりようやく使えるようになったリ

▼

モートを活用しての会議開催を検討していく必要があると感
じている。

安房支部 支部長

土屋 和美

新年、明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナ
ウイルスの影響により、支部会や、安房・君津支部合同研修会
は全て自粛となりました。今までにない状況の中で、支部長と

▼

印旛支部 支部長

松丸 雪江

して何ができるのだろうかと焦る気持ちで過ごしています。
まだまだ収束する気配は感じられませんが、今年も安房支部
の役員の皆さんと連携を取りながら、
まずは所属施設内での
活動を継続していきたいと思います。そして一日も早く以前
のような日常に戻れることを願っています。

2020年度通常総会にリモートで
参加して思ったこと
5か月遅れて11月30日に開催された2020年度日本看護
連盟通常総会に代議員としてリモートで参加しました。普段
なら広い会場と人の熱気に飲み込まれ、あっという間に終わ
ってしまうのに、
リモートだと静けさの中、集中してじっくりと

市原支部 支部長

木崎 慎一

聞くことが出来ました。その上、今回の総会では副会長の選
出と次回の参議院選挙について意見がまとまらず、大島会長

▼

が預かる形で終結したことも異例でした。
しかし、
リモートで

2020年はCovid-19に蹂躙された一年であった。支部の

あろうと各々が真剣に連盟のこれからを考えていることが伝

連盟活動も中止や縮小化を余儀なくされた。
しかし、政策の

わりました。会員が集い、今後を議論する総会の意義を改め

あり方と医療や看護の現状にこれほど注目が集まった年もな

て見出すことが出来た代議員参加となりました。

いように思われる。未だ感染収束の兆しはなく、閉塞感が立
ち込めてはいる。
しかしこの危機的状況を乗り越えた先に、看
護師の存在意義を広く知ってもらう上での好機が待っている
ようにも感じる。連盟活動をとおして、私もその一助となれる
よう努めたい。

▼

市川支部 支部長

小久保 智子

こんにちは。市川支部では今年度全く活動ができていませ
ん。役員それぞれがコロナ感染者の対応をしているため連絡
するタイミングもつかめずにいます。感染者は減るどころか増
加、マスコミ等では医療従事者をたたえてはくれていますが、

新年を迎えて

▼

船橋復光会支部
支部長

加藤 由美子

昨年は、新型コロナウィルス感染症が流行りいつものよ

実際クラスターが発生となると風評はあっと言う間に広がり偏

うな支部活動を行うことができませんでした。感染予防の

見視されるのも実感しています。各支部の皆様におかれまして

ため病院内での集合研修が行えませんでした。そのため、

も、毎日大変な思いをしている事と存じます。一日も早いコロ

支部での研修も行うことができずに過ぎました。そのよう

ナ感染症の終息を願っております。

な研修が行えないかわりに、何が行えるのかと支部役員と
共に考えてみましたが、
どう具体的に行うかは考えられずに
います。病院では、感染対策として、面会や外出等が制限さ

東葛支部 支部長

れその対応におわれることが、今現在も続いています。
これ

猪俣 英子

は、
この先、感染症がおさまるまで続くことでしょう。

▼

東葛地域も病床がひっ迫する中、地域の健康を守るととも
に、
自身が感染者とならず役割遂行できるように努力を続けて
います。現場では緊張感の高い最前線に立つ使命感の高い看

今後も、
この感染症は続きます。どのようになっていくか
現在はわかりません。どう、対応していくのか、今後も考え
ていこうと思います。そして、看護の現状がどういう状況と
なっているのか、
政治の場へ伝えていこうと考えています。

護師の姿を目の当たりにし、1日も早く事態の終息を願うばか
りであります。どうぞ会員の皆様も日々変化する環境の中で、
新しい生活様式を創造し、
お互いに支え合いながら前進してい
きましょう。

長夷支部 支部長

谷口 弘

▼

利根支部 支部長

多田 幸代

2020年の活動

▼

新型コロナウイルスが、社会、経済、そして医療へ与えた
影響は大きく、厳しい一年を強いられました。もちろん、連
盟の活動も出来ません。ただ、厳しい状況であったが故に、
連盟の必要性を理解して頂き易い状況であったと思いま

2020年の連盟活動は最小限になってしまい、支部役員会も

す。コロナにより追い込まれた厳しい環境から看護師を守

11月にやっと1回開催できたのみで、
自分の病院で会員確保に

るには法の力しかないと実感し、機会ある毎に師長・副師長

努めるに留まってしまったのが現状です。旭中央病院では役職

にコロナ禍における連盟の活動やその必要性を訴えて、2

者と認定看護師、附属看護学校の教員が全員会員になること

名ですが新規入会して頂けました。

を目標に施設連絡員とともにミニ研修会を数回開催し、22名
の新たな会員を確保できました。2021年は看護学生を対象に
研修会を開催予定です。

・
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12月18日
会員13名出席のもと、
支部総会＆研修会を
開催しました!!

コロナ禍の中、恐る恐るの感がありましたが、会場のオークラ千葉ホテルの感染対策は充分でした。久々に顔を合わせたプラチナ
会員の元気な笑顔とパワーは変わらずで安心しました。活動報告、情報交換に続き、千葉県警生活安全課による
「ストップ！電話de詐
欺」
を始め、
身近に起こる高齢者の被害対策、簡単な護身術について学習しました。

バーチャルランで
防護具
いただきました
!!

ビニール手袋いただきました!!
千葉県訪問看護ステーション協会の会長、山崎さんよりお便りを
いただきました。
新年早々に、千葉ネオライオンズクラブ様より6000枚ものビニー
ル手袋を訪問看護ステーション協会へ寄付の申し出があり有難くい
ただきました。マスクや防護具の不足は解消されています。
しかしな
がら、手袋の価格は高騰し、訪問看護ステーションでは入手が困難
な状況が続いています。いただいた手袋は、大事に使わせていただ
きます。

幹事長

阿津 公子

年末の穏やかな太陽のもと、たった3,500歩のジョ
ギングでしたが楽しく参加させていただきました。コ
ロナとの闘いは新年を迎えても益々厳しくなっていま
す。社会が笑顔を取り戻すまで、医療職の頑張りが持
ちこたえられるよう自分が感染しないように気を付け
ながら応援してまいります。頂いたガウンは小規模の
訪問看護ステーションにお届け致します。ありがとうご
ざいました。

千葉県看護連盟
2020年度

若手研修会
Q3 参加動機

2020年度
若手研修アンケート
集計

Q6 パーソナル分析の
講演について
8

5
5

1

50

■上司からの勧め ■自分で調べて
■元々興味あり ■その他

Q1 れんめい会員比率

Q4 基礎研修：連盟活動の理解度

2

3

30

8

41

27

■とても役立った
■まあまあ役立った
■あまり役立たなかった
■役に立たなかった

56

Q7 継続研修の希望
■会員

■よく理解できた
■理解できなかった

■非会員 ■不明

Q2 男女比率

7

Q5 青年部活動への興味の有無

52

4

26

29

■希望する
■希望しない

55

■男性

■女性

■はい

若手研修会記

■いいえ

事青年部

小嶋 透

昨年までは参加者でしたが今年度から青年部員として関わらせていただきました。看護連盟の基礎研修会
では看護師の職場環境の現状から処遇改善など含む看護の課題、
これから待ち受ける超高齢社会における看
護職の展望など、多くのことを考え学ぶことが出来ました。またパーソナリティ分析研修会では文字通り自分
の性格・傾向を知ることができ、多くのスタッフや患者様と関わる看護師としてすぐさま実践に生かせる有意
義な研修になったと思います。
コロナウイルスの影響で業務は多忙を極め、職場と自宅の行き来で気が滅入りそうな日々を過ごしている看護職の方も少な
くないと思います。その中で今回の研修会を通じ看護連盟の活動を知り、一緒に看護の未来を考えるきっかけになればと思いま
す。今後も現場の声を政治へ届けるべく微力ながら活動していきたいと思います。
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みんなを元気に
する広場
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お休み中〜昨年の10/2
にさっちゃんのお家に
迷い込んでから、お世
話になってま〜す。

●飼い主：さっちゃん
千葉県看護連盟

I N F O R M AT I O N

令和3年度

令和3年度会員募集
組織力強化のために
あなたの力が必要です。
現場の 声 を聞かせてください。
●看護連盟会員入会受付中！
●賛助会員も受け付けています。
会員数

2,768名
日本看護連盟会費／5,000円

3000人を
目標にして
おります。

問合せ先

86
名
年会費／1,000円

学生
会員数

2021年2月19日に、教育委員会主催
・千葉県青年部協力のポリナビ研修会を
開催します。感染対策を徹底した環境整
備の上で開催予定ですが、研修参加者が
手軽にリモートで参加できる通信環境を
構築し、リモート開催できる準備も同時
に進めております。そろそろ、皆様のお
手元にご案内が届く頃ではないでしょう

千葉県看護連盟会費／5,000円
賛助
会員数

千葉県看護連盟
からのお知らせ

0
名
年会費／無料

千葉県看護連盟事務局
〒260-0843 千葉市中央区末広5-8-6 大松ビル302 TEL:043-305-1213／FAX:043-305-0205
ホームページ http://www.kangorenmei-chiba.jp/

か。参加ご希望の方は、所属施設長経由
で、参加申込書を千葉県看護連盟事務局
まで、お送りください。
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