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犬吠埼の日の出（渡邉千恵子撮影）

皆様にはお健やかに新春をお迎えの事と存じます。
本年も千葉県看護連盟は皆様の「現場の声」をしっかり受け止め、看護の現場を明る
くするために活動して参ります。
さて、日本では、近未来に人生100年の時代を迎えるため、国も昨年９月から「人生
100年時代構想会議」を設置し、超長寿社会に人々が活力を以ってこの時代をどう生き
千葉県看護連盟
会長

近藤 明子

抜くか本気で取り組む姿勢を打ち出しました。それは「人づくり革命」です。
その一方で様々な業界でＡＩ
（人工知能）
やロボット研究開発が進んでいます。
昨年、協会との合同研修会で石田まさひろ議員に「近未来の医療の変化に看護職は

どう取り組むか？」のご講演を頂きました。講演の中で看護職の今の仕事が本当にＡＩ時代に自信を持って生き残れ
る仕事だと言えますか？と疑問を投げかけられたような気がしました。
社会では多くの作業はロボットが代替するようになる中で、看護（医療職・介護職含む）の核心業務は、心のケア
やコミュニケーションに特化して生き残ることになるのではないでしょうか。
指示されて出来る仕事はＡＩを備えたロボットであれば充分可能といえます。
私の看護の原点は、
ナイチンゲールの『看護覚え書13章』
でした。
皆様も看護職の自立とは何かをもう一度原点に立ち戻り、真剣に考えてみる年にしませんか？
最後になりましたが、皆様にとって健康で幸せな一年でありますよう心よりお祈り申し上げ挨拶とさせて頂きます。

参議院文教科学委員長
参議院議員

たかがい
恵美子

千葉県看護連盟の皆様におかれましては、
ますますご清祥のことと存じます。
年頭にあたり、謹んで初春のお慶びを申し上げます。
さて昨秋の衆議院総選挙では、一致結束の大勝利を収め、新たな希望の拡がりを
共有することができました。看護職はいのちの現場の守り手として、次代に相応しい社
会保障制度体系づく
りを牽引する大切な存在。
その一人ひとりの真心に感謝し、看護
職の誇りと気概を胸に、
これからも果敢に挑戦を続けたいものです。
私こと、参議院では文教科学委員長に指名され、教育、文化、
スポーツ、学術及び
科学技術に関する調査にあたることとなり、
また党政務調査会においても新たに文部
科学部会副部会長を拝命しました。厚生労働部会についても引き続き、副部会長の
任にあたります。働き方改革を始め幅広い厚生労働分野の諸課題と真摯に向き合
い、
これからも、
その解決のため堅実に職責を果たして参ります。
皆々様の温かいお支えに改めて心から感謝を申し上げ、
また皆様にとりまして健やか
な笑顔あふれるよき年となりますことを、重ねてご祈念申し上げます。

参議院議員

石田
まさひろ

千葉県看護
千葉県看護連盟の皆様、
護連盟の皆様
様 日頃より多大なるご支援を賜りありがとうございます。
先般、行われた第48回衆議院議員総選挙では、
あべ俊子先生、木村やよい先生
が再選を果たされ、引き続き国政の場で活動することになりました。
4人の議員が国政において活動できますことを嬉しく思うとともに、看護連盟のご努力
と団結力を実感し、
あらためて誇りに思います。
現在、特別国会が開催されておりますが、看護関係の主なものとしては、特定行為
研修制度の推進、看護職員の資質向上の推進、在宅看取りに関する研修事業、
中央ナースセンターの機能強化、看護職員の復職支援、診療報酬改定・介護報酬
改定など。議論も大詰めを迎えておりますが、看護職が質の高いケアを提供するためしっ
かりと意見を述べていきます。
いい看護ができた！」
皆様が「今日もいい看護がで
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まいりますので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。

「力強い看護連盟」
を目指して

日本看護連盟
会長

草間 朋子
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新春のお慶び申し上げます。
会員にみなさまは、それぞれの抱負を胸に、新たな年を迎えられたことと思います。
看護連盟は、今年も、看護現場が抱える課題を看護政策として確実に実現し、会員のみなさま
が「看護連盟があってよかった」と組織の存在を実感できる組織作り、活動を、みなさまとともに
目指していきたいと思います。
昨年の看護連盟の重点目標は、
「組織力を強化する」ことでした。去る10月に行われました衆
議院選は、連盟にとっても大変厳しい選挙でしたが、あべ俊子先生、木村やよい先生を再び国政
の場に送ることができ、看護連盟の底力を社会にアピールすることができましたことは看護連盟
にとって大きな収穫であったと感謝申し上げます。
今回再選を果たされたお二人の衆議院議員の先生と、参議院議員のたかがい恵美子先生、
石田まさひろ先生の4人の国会議員の先生の協力を得ながら、私たち看護職の手、力でしっかり
看護政策を実現してまいりましょう。
看護連盟の活動の成果は、会員のみなさま一人ひとりの努力の積み重ねの結果です。
今年も、
くれぐれもよろしくお願いします。

衆議院議員
衆議院議員

木村 やよい

昨秋の衆議院議員選挙では、温かいご支援を賜り、ありがとうございました。看
護連盟の皆さまのお力添えあって、再び国会にて、代議士として活動させていただ
くこととなりました。皆様への感謝の念は尽きません。心より御礼申し上げます。
これからも
「誰もがより健康で活躍できる社会」を目指し、看護の代表の一人とし
て、看護と政治をつなぐ役割を果たすため、現場の最前線でいただいたご意見やご
要望を政策に反映してまいります。
そして、政治家として、光の当たらぬところにあたたかな光を当てていく政治を忘れ
ずに、女性の視点、母親の視点、看護の視点を生かし、応援していただいてい
ていただいている
る
皆様のご期待に添えるよう全力を尽くしてまいります。
本年もご指導ご鞭撻のほど、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

あべ 俊子

謹んで新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温かいご支援を賜り、心より感謝申し上
げます。
昨年は全国の看護連盟の皆様の多大なるお力添えのおかげさまで、5期目の
国政へ送り出していただくことができました。本当にありがとうございました。また改選
後は、財務金融委員会（理事）、予算委員会、地方創生に関する特別委員会
の委員を拝命するとともに、自民党副幹事長としてもその任に就かせていただいて
おります。
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。その看護職の皆さんお一人お一人が働きやすく、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。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。
旧年中の看護協会事業に対する温かいご理解とご支援に心より御礼申し上げます。
さて、昨年10月の突然の衆議院の解散・総選挙でしたが、今までご活躍のお二人の「看護
の代表」を再び国会に送ることができました。貴連盟の日頃からの熱心な活動の成果であると
大変嬉しく思っているところでございます。本年4月には診療報酬・介護報酬の同時改定や、
さ

千葉県看護協会はこれらの施策をしっかり見極め、具体的な対応・対策に取り組んでいく所
存です。どうぞ、昨年と変わらぬご協力をよろしくお願い申し上げますとともに、貴連盟の益々
のご発展を心より祈念申し上げます。

︵公社︶千葉県看護協会
会長

一斉にスタートします。

星野 恵美子

らに、第7次医療計画・介護保険事業支援計画の策定など、医療制度の骨格をなす諸制度が
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千葉県看護協会・看護連盟合同研修会
会 場 オークラ千葉ホテル
目 的 看護協会・看護連盟が看護の課題を共有し、
連携を図る
講 演 １「 看護職
看 護 職 の賃
賃 金 モデ ル に
につ
ついて 」
講師 筑波メデｲカルセンター病院副院長兼看護部長
山下 美智子氏
▲講演中の石田議員

2「近未
2
「 近未
未 来 の 医療の変
医 の変化
変 化に
看 護職はど
護職はどう
どう取
取り組む
り組む
む か？
？」
」
講師 参議院議員

▲講演中の山下先生

石田 まさひろ氏

山下講師からはキャリアパスと連動した新賃金
制度への取り組みの実際を、石田議員からは医
療・看護に将来期待される役割を学ぶ貴重な機
会を得ることが出来ました。

看護問題対策議員連盟会長との対談

▲出席者
（左から）
近藤会長
石田議員
阿部看護連会長
藤澤副会長
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千葉県の課題である看護職人材確保対策について、
現場の声を通して国・県の取組み等、忌憚のない意見
交換が交わされ、大変有意義な時間でした。

石 田 議 員

次の訪問先に移動す
石田議員を囲んで役員・
目的達成への誓いを新

施設訪問等では多くの現場の声が
寄せられ、石田議員のメモ帳は私達
の夢・希望があふれていました。
▲

▲

施設訪問

国保直営総合病院君津中央病院

医療法人石郷岡病院看護部長

太田 茂
タイトなスケジュールの中、院内
各病棟を回りながら、現場の看護
職員にも笑顔であたたかい声を
かけていただいたことは、我々にとっても元気づけら
れたひと時でした。私も石田議員の気さくな印象に
緊張の糸がほどけたような感覚で対応させてもらえ
ました。また、精神医療に関する意見交換の時間を設
けていただけたことは印象深いものとなりました。
特に、看護現場の課題や問題を取り上げ、政策に反
映していきたいという石田議員の情熱を肌で感じた
のは印象的でした。超多忙な毎日を過ごされている
と伺っていますが、看護の代表として応援しておりま
すので、健康には留意され益々のご活躍を祈念致し
ております。

▲

杉浦部長

▲

▲青年部

帝京大学
千葉総合
医療センター

と 語 る 夕 べ

石田議員

るまでの束の間の時間でしたが、
支部長たちと意見交換会を通し、
たに致しました。

▲千葉メディカルセンター
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ナースマン
研修

研修

毎年恒例となったナースマン研修ですが今回で6回目となり

ました。今回は前回のアンケートより題材を決め、講師の湯原淳平先生に講演をお
願いし、看護政策、今後の看護の未来についてお話頂きまし
た。また認知症認定看護師の高橋道彦先生に
「認知症の看護
の現状と課題」
について講演して頂き、現場の看護と政策に
ついて考える機会を頂きました。グループワークでは講演内
容をふまえ活発な意見交換が行われ、働きやすい職場にする
ために現場の声を伝える良い機会となりました。
千葉メディカルセンター
手術室

浅野 通仁

千葉県済生会習志野病院

研修を通してナースマンのキャリア形成に

古市 宣明

この先2025年に超高齢化社会を迎える。

関連する問題について、また研修の講義のテ

特に千葉県は全国で2番目に看護師が不足し

ーマについて合わせて考える機会となった。

ている状況である。そのため、今後看護師1

男性は、女性における結婚や出産のような

人1人の負担はより多くなり、さらにワークラ

ライフスタイルの転換点が少ないうえに、いまだ家計を支える

イフバランスが崩れてしまうと考えられる。

存在というイメージが少なからず残っている。そのため年齢を

ナースマン研修では、様々な病院の男性看護師と情報交換

重ねるごとに、部署や病院の異動のようなキャリア形成に制

を行うことが出来た。男性看護師の特徴としてライフイベント

限が生じやすいという現状がある。一見年齢や経験が浅いう

に左右されず、キャリアを積むことが可能であることを実感し

ちにキャリア形成をとも思うが、年齢や経験を重ねてこそキャ

た。

リア形成が具体化することが多いという矛盾も存在した。

今までは、自分の病院の情報しか知り得ることが出来なかっ

以上の矛盾点を解決するには研修の講義にもあった、現場

た。しかし、ナースマン研修・連盟に参加することで、他院の情

の声が制度を変えられるような仕組み作りが重要である。ま

報や、看護の政治に関する問題などを知ることが出来た。情

た現場の声を制度に還元していくことで、より働きやすい職場

報、問題点を知ることで
「男性看護師」
としての働き方や、社会

の形成にもつながるだろう。この実現にナースマンの存在や

における看護師の地位向上への活動につなげたいと考えた。

働きが有効であるならば、その1人として自分にできることか

そのため、今後もナースマン研修、連盟活動に積極的に参加し

ら行っていきたい。

ていきたい。

ポリナビ
研修会

今回、初めてポリナビワークショップに参加し、看護を
取り巻く課題や千葉県の看護問題について話を聞くこと
ができました。特に千葉県の看護問題については、私達
が住んでいる場所ということもありとても興味深く話を
聞くことができました。

「変えて行こう！看護師の働き方」 公立長生病院
のテーマで研修に参加しました。 石井ひろみ
講演は
①「効果的なプレゼンテーションのポイント」
②「千葉県の現状を知ろう」
③「変えて行こう！看護師の働き方」
の３題でした。
プレゼンテーションは難しく苦手でしたが、ポイン
トのわかり易い説明で
「なるほど！」
と思える内容ばか
りでした。今後は参考にして実施してみようと思い
ます。グループワークでは、ワークライフバランスに
ついて各施設の参加者と意見交換をし、まだまだ課
題があることがわかりました。千葉県では看護師不
足が加速すると言われており、永く働き続けられる
職場環境つくりや復職促進が重要だと改めて感じま
した。
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千葉県には看護師や看護学生、医師や病床数も他県
に比べとても少ないことがわかりました。そのうえ今後
の高齢者の増加に伴い、必要とされる看護職や医療職

勝田台病院

奥 いづみ

が不足し、問題はさらに悪化の一途をたどることになるでしょう。
しかし、実際私はこの話を聞くまで全く危機感がありませんでした。人
員確保も重要なことですが、まずは看護職が辞めない環境作りが大切で
あるということ、また私達が環境作りに積極的に関わっていくことで少し
づつ状況が変わっていくのだと思いました。

私達看護職の環境を維持・改善していくためには共に協力して
頂く議員が必要です。そのためにも千葉県選出の議員を減らすこ
とはできないと感じました。今後の看護職の発展のためにも積極
的に政治選挙活動に参加していきたいと思います。
▲

総理官邸内の階段
新たな組閣時に赤い絨毯が敷かれたこの階段で記念撮影が行われます。

国会見学

気持ちが強く現れていたと感じます。
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国会見学は政治活動を知ることと︑選挙について理解を深めるために行って

が、衆議院議員の方々はこれから人生をかけた選挙を戦うという

9

日国会見学後のアンケート結果から︑選挙の期日前投票につい

うことができました。また、解散を行う直前に

千葉県選出の衆議院議員と参議院議員の方々の話を聞きました

います︒ 月

杉浦 大地

「衆議院解散」という歴史的な場面に立ち合

てはほとんどの参加者が知っていましたが︑仕 事がある・用 事があるなどの理

私は千葉県看護連盟の国会見学に参加し

青年部部長

由で選 挙に行かなかった方が多 くいました︒期 日 前 投 票をすすめるために︑

期間や投票場所等具体的に示すことで選挙行動につなげていきましょう︒

会報告

「関東甲信越ブロック看護管理者等セミナー」
に参加して
日時：平成29年12月2日
（土）3日
（日） 会場：茨城県 ホテルレイクビュー水戸
今回はじめてセミナーに参加させていただ

このセミナーに参加し、広域性ある立場か

き、多くの知見を得、大変興味深く、また、グル

ら、学ぶ機会が得られました。
特に、
「 医療政策の動向と課題」政策研究大

ープワークや交流会では楽しい時間を過ごさ

学院大学教授島崎謙治先生の講演が参考に

せていただいた。石田参議院議員からは
「従来

なりました。キーワードとして
「地域医療構想」

の枠組みにとらわれず、先を見据え、視点を変

「地域包括ケア」
「 国民健康保険の財政運営責
任が都道府県に、次期医療計画の開始、診療

千葉県看護協会
常任理事

報酬・介護報酬の同時改定」
等がグローバルに

福留 浩子

影 響し、講 師によれば 政 策 が 大きく変 貌し、

えてみると同じ課題であっても対策のたてかた
ても身近に感じられた。私たち看護職の使命を

千葉県立野田
看護専門学校
学校長

果たすための政策提言を国政へ反映させてい

尾出 真理子

が違ってくる」
と直接アドバイスをいただき、
と

2018年度にはこれらが結節するとのこと。わ

くには、看護職の国会議員の方々の存在意義は

れわれ看護職は、疎いなど言ってはいけない

大きく、
このような貴重な経験から、支援活動の

と強く感じました。

必要性をあらためて感じた研修であった。

今回、
セミナーに参加させていただき、講演で

2日間の講義は、日本の人口動向、看護協会

は医療政策を考える時に人口構造の動向を知

の政策、看護連盟の役割などで大変有意義で

る意味や日本看護協会の看護政策、それを実

した。最終日の午後は
「現場の問題を政策提言

現する看護連盟の役割と今後の課題、今まで

に」
というテーマのグループワークで私達のグ

の成果を含め知らずにいた多くの事を学び看

ループは看護学生や看護師の教育をテーマと

護師の役割を再認識しました。

しました。その際、石田先生から
「現代の看護師

グループワークでは自由な意見交換を行い
課題解決に向け一体感が生まれました。看護
管理者として
「いのち・暮らし・尊厳を守り支え

公立長生病院
看護部長

米良 祐子

る看護」
のための政策の実現に向け活動の重要性を学びました。

資質、気質、看護への思いの温度差」
のお話を
いただき、私達の世代とは異なる看護師に対し
て人材育成・活用を考えなければならないのだ

東葛クリニック病院
看護部長

山賀 好美

ということを痛感致しました。
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INFORMATION

あなたの 入 会が活 動を支えます
あなたの入会が活動を支えます
現場の 声 を聞かせてください。
日頃の業務の中で
遭遇したことや
聞いてもらいたいこと…
どんなことでも
結構です。
千葉県看護連盟ホーム ページをご覧下さい

http://www.kangorenmei-chiba.jp/
問合せ先

謹賀新年

●看護連盟会員入会受付中！
●賛助会員も受け付けています。
平成29年度
会員数

2,934名
日本看護連盟会費 ／5,000円
千葉県看護連盟会費／5,000円
賛助
会員数

113名

年会費／1,000円
（12月末現在）

〒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 千葉県看護連盟事務局

 編 ● 集 ● 後 ● 記 

広報委員会

今年は平昌オリンピックが開催されます。日本選手の活躍が楽しみですね。
会員の皆様には、輝かしい新年をお迎えのことと思います。戌年のこの一年が、皆様にとって充実した素晴らしい
年になりますよう、
また連盟会員が増えますよう祈念いたします。今年もよろしくお願いいたします。
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