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会長あいさつ

看護職議員活動報告

平成30年度茨城県看護連盟通常総会プログラム・
平成30年度茨城県看護連盟主催研修計画（案）

参議院議員石田まさひろの軌跡・合同研修会

平成29年度  研修会報告・青年部委員会活動報告

受賞・施設紹介・ただいま育メン中

連盟からのお知らせ・編集後記

4,849名
平成30年度会員数

（H30.5）

看
護
を
力
に
。

石
田
ま
さ
ひ
ろ

昌
　
　
　
宏

石
田
ま
さ
ひ
ろ

昌
　
　
　
宏

参
議
院
議
員

参
議
院
議
員

看護師  保健師
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茨城県看護協会長あいさつ

　平成30年度のスタートにあたりご挨拶申し上げます。
　山本会長はじめ連盟会員の皆様には平素より本会運営にあたり多大なるご支援・ご協力を賜
り誠にありがとうございます。深く感謝申し上げます。
　今年度は、地域医療構想を基盤に、いよいよ地域包括ケア実現に向けて動き出す大きな節目の

年となりました。看護職の力を変革に向けて結集し。社会の変化に対応できるよう4つの重点方針（①少子超高
齢社会に対応する人材育成、②看護職の働き方改革の推進、③地域包括ケアにおける看護提供体制の構築、④組
織力強化）を掲げ、事業を組み立てました。
　診療報酬、介護報酬の同時改定がスタートし、質の高い効率的な医療の提供が求められました。看護職全体に期
待されることは、就業場所を関わらず在宅療養継続を支援する看護職の力が必要なことです。是非一丸となり取り
組みましょう。

公益社団法人茨城県看護協会　会長　相川　三保子

　野山の緑のグラデーションにより、日本の四季の素晴らしさを実感しております。
　４月から夢と希望に胸を膨らませた新人を迎えいれた施設のみなさまは毎年のこととはい
え、多忙な毎日をお過ごしのことと存じます。かつては、10％を超えていた新人の離職率も、平

成21年の「新人研修」の努力義務化を一つの契機に、７%台に落ち着いております。離職の理由が、自分の知識・
技術に自信が持てないことがあげられております。今の３年または４年間の看護の基礎教育で習得できる専門職
に必要とされる知識・技術は限られております。日進月歩で進化、多様化する医療技術、患者さん達の多様なニー
ズに応えていく質の高い看護職を養成していくためには、看護基礎教育の充実、看護職に対する新人研修の義務化
に向けての活動が必要です。
　若い看護職のみなさんの夢と希望を裏切らない教育環境、職場環境つくりの実現に尽力していきましょう。

日本看護連盟　会長　草間　朋子

　今年は、例年になく春の訪れが早く新緑が美しい季節となりました。
　皆様には連盟活動にご支援、ご協力をいただき心より感謝申し上げます。
　４月から、新診療・介護報酬体制により動きだしましたが、現場での対応はいかがでしょうか。
入院時支援加算が新設され、看護計画の立案など外来看護のあり方が重要視されるなど2025

年の地域包括ケアシステムを見据えての医療・介護制度改革がより現実に近づいてきております。本県において
は看護職員の不足が大きな課題となっており、看護連盟が予算要望した潜在看護師職員再就業支援のための試用
研修等を行う病院等への補助が始めて予算措置され支援体制が強化されることはとても心強いことと思っており
ます。
　さらには、看護職員不足地域に就業しようとする看護学生の就学資金の新規貸付枠の拡充のための予算措置も
図られ、今後、地域医療の充実とともに政策実現に向けてより一層の努力をしてまいりたいと考えています。

茨城県看護連盟　会長　山本　かほる

新人看護師のみなさまの夢と希望の実現に向けて
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看護職議員活動報告

参議院文教科学委員長　参議院議員

　　　　たかがい　恵美子

参議院議員　石田　昌宏
　茨城県看護連盟の皆様、日頃より温か

いご支援を賜りありがとうございます。

　通常国会は後半を迎え法案審査の真っ

只中です。私は、昨年秋から参議院厚生

労働委員会の筆頭理事を拝命し、委員会の持ち方や内容につ

いて、最前線に立ち野党との折衝を務めています。財務省で

の決裁文書の書き換えが発覚する等、刻一刻と変化する情勢

を把握し、時には予測しながら一つ一つ緻密な仕事を重ねる

毎日です。

　今国会の厚生労働委員会では、安倍政権のメインテーマで

ある働き方改革法案をはじめ、生活困窮者自立支援法、受動

喫煙を防止する健康増進法、医師の地域偏在を是正するため

　　茨城県看護連盟の皆さん、こんにち

は。

　２期目に入って最初の通常国会を迎

えました。

　私は初当選からこれまで4人目の看護職議員として、看

護の視点を軸に、医療分野をはじめ、待機児童、特別養子縁

組、生活困窮者の就労支援等の政策課題に強い思いを持っ

て取り組んでまいりました。

　これからも「誰もがより健康で活躍できる社会」の実現に

向け、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、看護

職の皆さまへのご恩返し

をしてまいります。

　茨城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。

　現在、党内では次年度予算や施策に向

けての検討が活発に行われています。私は今年も一億総活躍

推進本部のプロジェクトチームにて座長を務めることにな
りました。担当するテーマは「多様な働き方の推進」。様々な

事情や環境に即した働き方によって、一人ひとりがその持ち

味を発揮できる社会にしていくためにどのような政策が必

要か、しっかりと議論してまいります。

　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

　春陽の候、茨城県看護連盟の皆さまにおか
れましては、お健やかにお過ごしのことと拝
察いたします。年度替わりは例年のことなが
ら、桜花を愛でる暇のない慌ただしさと存じ

ます。東日本大震災後８度目の春を迎え、県内においても新たな
拠点で創生への歩みを進める方々の力強いお姿に触れる機会が
徐々に増えてまいりました。その一方で、独居者の健康維持や長
期にわたる心のケアといった‘人の手によるお世話’、身近な場所
での支えがいっそう重要性を増しています。殊に今春は医療介護
総合確保推進法ができて初となる診療報酬･介護報酬の同時改定
が行われましたので、私たち看護職一人一人が、地域における医療
や介護の現場に即した技術評価部分をしっかり取り込んで、さら
なる国民福祉の向上に貢献していきたいものです。
　今国会では、准看護師資格試験の実施に係る行政改革について
も審議される見通しです。働き方改革が政府の主要課題となって
いる今、就業動向を踏まえつつ人生百年時代を先取りした看護職
の生涯にわたる活躍の道筋について政府を挙げた議論を展開する
時機到来の感をもって臨んでいます。昨年来、委員長を務める文教

は看護職の皆様の大きな力

が必要です。皆さんが働きや

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。

衆議院議員　木村　弥生

衆議院議員　あべ　俊子 

の医師法・医療法改正など

重要な法案審議が多数控

えています。厚生労働委員

会では所掌範囲が多く、さ

らに国民生活に直接的に

影響する事案を多く扱う

ため、他の委員

会より長い時間

を充てて法案審

議がなされま

す。鋭意力を尽

くしてまいりま

す。

科学委員会においても課題は山積して
おります。何事も今あることに感謝し
て丁寧に手を抜かず、現場第一主義を
貫いて参りますので、引き続きご支援
賜りますようお願いいたします。末筆
となりますが、皆
様のますますのご
多幸とご繁栄を祈
念いたします。

　引き続き、

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。
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 こんな看護がしたいが出来ない…とベッドサイドで考えている事、働き辛さや働く環境の事など、日頃気になっている事を
教えて下さい。
 ハガキや封書、ＦＡＸ等にて、茨城県看護連盟までお知らせください。

平成30年度茨城県看護連盟県政要望についてのご意見

平成30年度予算に「潜在看護職員再就業推進事業（新規）」がつきました。

郵送宛先：〒310-0034 水戸市緑町3-5-35 茨城県看護連盟
ＦＡＸ番号：０２９－２３２－８６４８ ※電話や匿名では受け付けておりません。

9:30
10:00

11:00
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開場 ／ オリエンテーション

議長団選出
報告事項   

審議事項

自由民主党看護連盟茨城県職域支部協議会総会

研修会

閉　会

休　　憩

演題　「看護政策実現への道」
　　  ― 国政の場へ看護職国会議員代表議員を送った成果 ―
講師　日本看護連盟幹事長　榮　木　実　枝  先生　

日時：平成30年６月29日（金）10:00 ～ 15:00
場所：フェリヴェールサンシャイン（水戸）

開　会 ／ 物故会員への黙祷 ／ 挨拶 ／ 来賓祝辞
来賓紹介 ／ 祝電披露 ／ 総会成立宣言

1　平成29年度通常総会報告
2　平成29年度都道府県会長会報告
3　平成29年度会議報告
4　平成29年度活動報告
5　平成29年度決算報告
6　平成29年度監査報告
7　平成30年度日本看護連盟通常総会代議員報告

1　第１号議案　規約改正（案）
2　第２号議案　平成30年度スローガン（案）
3　第３号議案　平成30年度活動計画（案）
4　第４号議案　平成30年度収支予算（案）
5　第５号議案　選挙対策（案）
6　第６号議案　役員選出    
7　第７号議案　平成31年度日本看護連盟通常総会
　　　　　　　　代議員選出について

平成30年度
茨城県看護連盟通常総会プログラム

平成30年度
茨城県看護連盟主催研修計画（案）

通常総会
特別講演会

会員
フェリヴェール
サンシャイン

研修会名
対  象 日時・会場 内 容 ・ 講 師 等

「看護政策実現への道」― 国政の場へ
看護職国会議員代表議員を送った成果 ―

国会見学研修会

講師：
　日本看護連盟
   幹事長  榮木　実枝 先生

6月29日（金）
13:30～ 15:00

会員研修会②

（若手会員･
  中堅会員）

フェリヴェール
サンシャイン

「看護っておもしろい」
講師：
　ナイチンゲール看護研究所所長
　徳島文理大学大学院看護学研究科
　教授  金井　一薫 先生

10月18日（木）
13:30～ 16:00

会員研修会①

若手会員
フェリヴェール
サンシャイン

「看護職のストレスマネージメント」
講師：
　東京女子医科大学病院 看護部
　山内　典子 先生

7月19日（木）
13:30～ 16:00

ホテルグランド
東雲

「看護管理者として求められる品格」
講師：
　淑徳大学看護栄養学科大学院
　教授  陣田　泰子 先生

8月24日（金）
13:30～ 16:00

会員研修会③

会員
ホテルレイク
ビュー水戸

「終末期のケア」～自然死のみとり～
講師：
　東京有明医療大学看護部看護学科
　教授  川上　嘉明 先生

「健やか寄席」 ～ちょっと笑って
いきませんか～
講師：古今亭　文菊 師匠
講師：神田　山緑 講談師

11月15日（木）
13:30～ 16:00

会員及び賛助
会員研修会

会員･賛助会員

平成31年2月
13:30～ 16:00

看護管理者
ワークショップ

管理者

国会見学

５年以上の会員･
国会見学未の方

10月4日（木）
9:30 ～ 15:00

皆様の意見・要望が県政に届きました!!

　県民の命を守る地域医療を充実させる看護職員の確保。定着を図るために潜在看護師
職員再就業推進事業として予算化されました。
　内容としては潜在看護職員再就業支援のための試用研修等を行う病院への補助です。
　また、看護師等修学資金貸付事業として看護師等修学資金の新規貸与枠拡充が図られ
ました。

※詳細は茨城県のホームページをご覧下さい。

平成29年度茨城県看護連盟県政要望について

・・・・・・
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参議院議員　石田まさひろの軌跡

合 同 研 修 会 ！

医療法人蔦会アイビークリニック　看護部長　廣木とよ子 

原田　良子

「石田昌宏参議院議員に現場の声を届ける会」
に参加して
　石田先生の講演で、30年度診療報酬改定により、入院基本料
が根本的に変わると告げられました。
　そのひとつに看護必要度により、入院基本料が変わる事、退

「石田昌宏参議院議員に現場の声を届ける会」講演会及び
「石田昌宏参議院議員との懇談会」開催
「石田昌宏参議院議員に現場の声を届ける会」講演会及び
「石田昌宏参議院議員との懇談会」開催１/11

院調整から入退院支援加算に代わり、入院前から患者への支援を行い、パスの活用が不可欠となります。又、入
院前から看護計画を立案し病棟では、入院計画をすぐにでも実施するため、今後外来での看護の強化が必須と
なってきます。
　看護は「量より質」を目指し、患者に寄り添う看護を実施するには、卒後教育体系が大切であると話されまし
た。その為に看護の仕事を代替できないか考え、薬剤師、セラピスト、検査技師等の役割分担を検討していく必
要があります。
　私は、国政に届ける要望として、臨床工学士の活用を診療報酬に組み込まれないかと要望しました。患者の為
に安全な医療を提供する事は、お互いの協力が大切であると思っています。看護師が働きやすい職場環境を目指
す事は、患者さんにとっても安心して医療が受けられる場所になります。

「平成29年度茨城県看護連盟・茨城県看護協会会員
看護管理者等合同研修会」に参加して

平成30年３月10日、250名の会員が集うフェリヴェールサンシャインにおいて、茨城県では
史上発の合同研修会が開催された。山本連盟会長挨拶では、看護協会と看護連盟が一体となり

3/10

大井川県政に声を届け、看護職能の更なる質向上を目指した人材確保と定着促進、潜在看護師の再就職支援、
キャリア支援等について予算の確保が叶ったと説明があり、組織団結の力動を感じた。また、白川専務理事挨拶
に、「介護職に比し看護職は診療報酬に疎い」というお言葉があり、看護管理者も病棟・病院経営において小単位
の政治をしている観点からもっと「質」を軸として時代、効率、経済に関心を向け自律すべきと感じた。参議院議
員である石田まさひろ先生を迎えての講演は、まさしく、私達の仕事と政治は直結しており2025年を見据えた
第７期医療・介護報酬同時改定について、2024年の同時改定計画を前に地域包括ケアシステム構築完成の本格
改定としてパラダイムシフトの示唆に富む内容であった。また、看護管理者の心構えとして、「いつか人が増え
たら良くなると思わない」、「正しくとも出来ないことがある」、「諦めた瞬間から未来が無くなる」、今やるべき
こと、「発想を変えること」が熱伝導された。

平成 29 年度茨城県看護連盟・茨城県看護協会会員看護管理者等

初めての合同研修会！
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平成29年度研修会報告

白十字総合病院総合

4階東病棟　　　　　根本　梨沙

　私は現在、急性期病棟に勤務しており

ます。展開が早いことから患者様本人や

ご家族様の看取りのニーズに寄り添え
ないまま看取りを迎えることが少なくありません。しか

し、今回の研修を通して、看取りを行えたのが最後の数時

間であっても、残された家族にとって大きな影響をもた

らすということを学びました。また、終末期の看取りにお

いては、家族の方にもケアチームの一員になってもらう

ことが重要であることが分かりました。

　この研修では、実際の施設で行われた自然死の看取り

について、多くの体験談を交えながら講義して頂きまし

土浦協同病院　寺田　照子
　以前文菊師匠の落語「芝浜」を聞き、人
情味のある面白い噺と関心をもちまし
た。そのため、今回も関心をもって参加し
ました。文菊師匠の今回の噺も古典落語

で、大店の息子がお寺参りで一目ぼれをして寝込んでしま
い、見かねた親御さんから一目ぼれの相手探しを頼まれる
が、何処の誰かもわからないでは探せないと断ったと奥さ
んに言うと長屋がもらえるならやりなさいと追い出され、
江戸中の髪結い処を聞いて回るというハッピーエンドの話
でした。文菊師匠のキレのある話し方や仕草から探してい
る時間の流れが感じられ、ちょっとした説明で場面に引き
込まれ、自然と笑いが声になり、会場中が大きな笑い声に
なっていました。落語も講談も、相手を話に集中させる話術
と姿勢はとても気持ち良く、話す姿も清々しく、大笑いで疲

青年部委員会　委員長　池田　康幸
（所属　東京医科大学茨城医療センター）

青年部委員会活動報告

　会員・委員の皆様には日頃からご支援

ご協力を賜り、心から感謝申し上げま

す。

　平成29年９月に、茨城県看護連盟青

年部委員会が結成され20名の仲間で研

修会・看護学生に対して看護連盟活動の大切さの紹介や

支部研修会への参加等活動を開始しました。

　また、11月には会議・研修会を開催し茨城県議会議員

自民党茨城県連青年局次長　加藤明良先生の講演から、

今後活動を行っていくための示唆をいただき良い刺激を

受けました。

　その後、３グループに分れ、2018年度に行う活動計画

について意見交換を行いました。

　次年度も青年部委員会では会議を通じて相互理解を深

めながら、研修会を企画

する等活発的に青年部

の活動ができるよう頑

張りますので、会員の皆

様ご参加お待ちしてお

ります。

演題：｢終末期のケア」～自然死のみとり～
講師：東京有明医療大学看護学部看護学科
         教授　川上　嘉明 先生

若手会員研修会 平成30年１月13日(土)

演題：｢健やか寄席」～ちょっと笑っていきませんか～
講師：古今亭文菊 師匠・神田　山緑 講談師

茨城県看護連盟会員並びに賛助会員研修会
平成30年２月17日(土)

れたでもなく、副題通
りちょっと（？）笑って
程よい暖かい気持ちに
なりました。周りのみ
なさんも笑顔にあふれ
ていました。

た。初めて耳にする内容が多く

あり、大変興味深く、また新た

な知識を得ることができまし

た。今回の学び得たことを、こ

れからの看護に活かしていき

たいと強く思いました。

青年部委員会
活動への参加をお待ち

しています!!
　青年部委員会は、平成29年度茨城県通常総会

において承認を得て活動を開始しています。今、

若手看護職の政策提言のプロセスを学び連盟活動

の活性化と将来を担う人材の育成が喫緊の課題で

す。地域社会においては平成28年度参議院選挙

から「18歳選挙権」が実現化し、高校生の政治活

動が容認される時代です。

　本年度は「力強い組織の創生」と「成熟・自律し

た活動」を重点方針に謳っています。

　そこで看護学生（会費は無料です。）に会員に

なって頂き、仲間づくりの「場」を知って、また、

若手会員の方には看護の現場の課題について真剣

に話し合える仲間づくりに参加していただきたい

です。是非、青年部委員会活動を活用して下さい。

（文責幹事長照沼）
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施 設 紹 介 ただいま育メン中

　宗仁会病院併設の介護老人保健施
設の１階に「訪問看護ステーション
まごころ」を構え運営しています。
　関連病院のご紹介を致します。当

管理者　白岩　秀子

院は昭和53年に創立し40年の歴史をもちます。環境
にも恵まれ周囲は昔ながらの田園風景で四季の変化を
感じる事が出来、晴れた日には筑波山を望む事ができ
ます。当院の特色は一般病床・医療療養型病床や介護
老人保健施設があり、同敷地内には特別養護老人ホー
ム等包括的なケアを実践しています。また地域との連
携においては地域医療連携室・指定居宅介護支援事業
所があり訪問看護ステーションも関わりながらそれぞ
れの専門的知識を元に患者様・利用者様に適した切れ
目の無い医療・看護・介護を行っております。又定期
的に在宅部門会議が行われ院内と在宅との情報交換を
行いながら地域に根ざした医療・福祉の充実に努力し
ていきたいと思います。

訪問看護ステーション
まごころ
訪問看護ステーション
まごころ

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

県西支部長　上野　敏子
　この度は看護連盟会長はじめ、志を同じ

くする多くの同志の皆様のご支援を賜りま

して、お陰様で第85回自由民主党大会席上

第85回党大会に参加して

第85回自由民主党大会 総裁賞 受賞

に於いて受賞の栄に浴させて戴き有難うございました。これ

もひとえに皆様のおかげと厚く感謝申し上げます。人生も終

盤に近い今日、こんな世界もあったのかと初めての体験でし

た。

　まず思いましたことは、皆さん必ずまいりましょう

3,500人。正面にはパワーポイントの画面が３つもあって、

最初にスケート金銀銅のメダリスト高木美帆さん登壇。ス

ポーツに限らず努力し、挑戦し続けることの大切さを多く

の子供たちに伝えたいと語り、また、公明党の山口先生は、

自公政権５年着実に実行してき

た責任感と忍耐力を併せ持ち、国

民の期待に共に応えてまいりた

いと…。最後に谷村新司氏が「昴」

「群青」「いい日旅立」の熱唱に感

動と大きな拍手が送られ、みんな

も私も泣いていました。

水戸第4支部長　尾崎　美智子
　この度は、茨城県自由民主党梶山弘志会

長より優良党員賞という大変光栄な賞をい

ただき本当にうれしく思っております。受

賞の際は、ご丁寧にもたくさんのお祝いの

言葉をいただきまして、誠にありがとうございました。

　自民党員として活動し、授賞式が終わって今思うことは、

この栄誉は決して自分ひとりの力で得たものではなく、高

野顧問、山本会長、執行部の皆様、上野支部長はじめとする

各支部長、職場の仲間の支

えがあって、受賞すること

ができたと考えておりま

す。今後も更に、力を尽くす

覚悟でございますので、な

お一層のご支援ご指導を賜

りますようお願い申し上げ

ます。

　このような晴れがましい

機会を与えていただき、会

長、役員の皆様にこの場を

借りて御礼申し上げます。

　私は現在、救命救急センターのICUで働いていま

す。子供は３歳の娘と１歳の息子がいます。仕事柄、

夜勤が多く、最近は娘から『パパ、今日もお泊り？』

と辛い一言をもらうこともしばしば。でも、仕事を

終え自宅に帰ると必ず最高の笑顔で『パパお帰り』

と抱っこをねだってきてくれます。夜勤で家を空け

ることが多い私に代わって子供達の面倒をみてくれ

ている妻や最高の笑顔で帰りを待ってくれている子

供達に感謝を伝えながら、子供達には他人に感謝を

水戸済生会総合病院 看護師 　古市　幸士

伝えられる人間に

育って欲しいなと

願っています。

第63回自民党県連定期大会 県連会長賞 受賞
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入会受付中入会受付中

茨城県看護連盟ホームページもご覧下さい。 http://www8.plala.or.jp/i-renmei/お問合せ

編 集 後 記編 集 後 記

レンコ

日本看護連盟公認キャラクター

カンタ
皆さまのご入会を
お待ちしております。

正 会 員　年会費　7,000円（日本看護連盟会費5,000円・茨城県看護連盟会費2,000円）
　　　　　・看護協会会員であること。
特別会員　年会費　7,000円（日本看護連盟会費5,000円・茨城県看護連盟会費2,000円）
　　　　　・正会員の経歴を有し、未就業で現在看護協会に入会していない方。
賛助会員　年会費　1,000円
　　　　　・看護連盟の趣旨に賛同して頂ける方であれば、どなたでも入会できます。
学生会員　年会費　無料
　　　　　・看護学生で、看護連盟の趣旨に賛同して頂ける方。

　平成29年度は皆様の声が県政に届きました！
　自分達の労働環境を少しでも変えていけるよ
う、平成30年度も皆様からの声をお待ちして
います♡　　　　　　　　　　　　    （吉田）

新広報委員紹介新広報委員紹介 幹事 宮澤たま子幹事 宮澤たま子

　この度、広報委員会担当幹事を務めさせていただ
きます宮澤です。看護連盟の活動を皆様に分かりや
すく伝え、読んで頂ける広報誌を目指していきま
す。皆様のご意見・ご要望等をお待ちしています。

平成30年度 茨城県看護連盟会員平成30年度 茨城県看護連盟会員

〒310-0034 茨城県水戸市緑町3－5－35  T E L ：029-225-3992    F A X：029-232-8648   E-mail：i-renmei@indigo.plala.or.jp

連盟からのお 知 ら せ

H30/6/5（火）

時 間：12：30 ～ 15：00
会 場：ザ・プリンスパークタワー東京

平成30年度日本看護連盟通常総会 H30/6/29（金）

時 間：10：00 ～ 15：00
会 場：フェリヴェールサンシャイン

平成30年度茨城県看護連盟通常総会
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