
目次

茨城県看護連盟
水戸市緑町 3-5-35
TEL　029（225）3992
発行者　会長　山本かほる
info@ibaraki-kangorenmei.jp

令和 2年 8 月 31日号
第 49号

5,037名
令和２年度会員数

（R2.8）

看護連盟いばらき看護連盟いばらき看護連盟いばらき

多くの県民の皆様方からご支援の輪が広がりました
感謝、感激です！！
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　新型コロナウイルス感染症対策の取り組み
　
　茨城県内の皆様より、寄附金・寄贈品をいただきました
　
　茨城県看護連盟会員施設及び個人会員、感染症指定医療機関
　等に配布しました・たくさんのお手紙をいただきました！

　多くの県民の皆様からご支援の輪が広がりました！
　感謝・感謝です！！
　
　新型コロナウイルス感染症を経験・対応して
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公益社団法人茨城県看護協会　会長　白川　洋子

茨城県の会員の皆様　こんにちは。
　コロナお見舞い申し上げます。すべての看護職が、今迄以上に感染管理に留意し、自らの立場
で最善の努力をして下さっていることに敬意をはらいます。日本の死亡率を低く抑えているの
は、看護の実践力と確信しています。今後は、ソーシャルディスタンスで新たな生活の仕方を考
慮し、感染拡大を防ぎ長期的な視点で進んで参りましょう。

　コロナ禍により会員の皆様におかれましては、使命感と責任感と気力をもって厳しい日々を
送られていることと思います。前回の広報では収束の兆しが見え今年度の事業を通常通り進め
られるかと思案しておりましたが、7月から第2波とも思われる波が現場を襲っており通常業務、
生活の在り方を考慮しながらの日常を対応していることと思われます。

日本看護連盟　会長　大島　敏子

茨城県看護連盟　会長　山本　かほる

　茨城県においては、危険手当の支給について、タイムリーに画期的で素晴らしい動きをして下さいました。看護
職をまもる行動は、全国的に影響を与えました。
　ありがとうございました。
　さて、昨年の第25回参議院選挙では、石田まさひろ参議院議員が、二期目の当選を果たしました。皆様のお力と
感謝しつつ、会員数だけの得票が得られなかったことを真摯に受け止めています。
　日本看護連盟は、創立60周年を迎え、先輩看護職が築いてきた活動を継続して参ります。
　子年は、新しい生命力が創造され「子孫繁栄」をもたらす年。
　看護協会の政策実現をめざし、看護職の地位向上に向かい更なる政治参加に共に邁進して参りましょう。

　茨城県看護連盟会長をはじめ会員の皆様には日頃より看護を取り巻く様々な課題に対し活発

なご活動、特にこの度はPPE等をはじめ様々な物資の提供にこころより感謝申し上げます。さ

て、昨年末からの新型コロナウイルス感染症の発症により医療者の活躍と共に風評被害を耳に

することが多くあり、関係者にとっては憂慮すべきことであります。そこで看護協会では、第

1波を踏まえた「感染予防対策強化研修」を開催しております。しかし上述したような医療従事者に関連する心理・

社会的感染症にまでは言及しておりません。様々な専門家や学会のサイトから情報を得ることはできますが、今

後はCOVID-19 に関連する「こころの健康」について研修の予定をしております。今こそ互いに声かけをしなが

らこの難関を乗り越えていきたいものです。会員の皆様今後も宜しくお願いいたします。

日本看護連盟会長あいさつ

茨城県看護連盟会長あいさつ

茨城県看護協会長あいさつ

　私たち看護職能団体は会員の皆さんと共に同志として「看護はひとつ」のもとコロナウイルスと闘っています。
これまでタイムリーに現場で困っていることにスピード感をもって 4回の要望書等を通して行政や議員の皆様に
訴え続けてまいりました。その結果、4月 28日には「医療従事者応援金」、「特別手当等の支給」が決定され 5
月 11日より医療機関へ支給され、会員施設からは全額看護職員に支給され職員のモチベーションが高まったと
の報告もあり感謝の声がたくさん寄せられています。さらに国の第 2次補正予算も看護職国会議員等の働きかけ
により慰労金の支給が決定されました。連盟は引き続き、今現場で起きている問題に直視し問題提起・提案をも
とに提言してまいりますのでこの国難を乗りきってまいりましょう。

今、私たちにできることを取り組みます‼
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看護職議員活動報告

衆議院議員　木村　やよい

自民党文部科学部会長　参議院議員

たかがい　恵美子衆議院議員　あべ　俊子

参議院議員　石田　まさひろ

加藤大臣申し入れ倉敷中央病院でのヒアリング

総理に提言提出参議院本会議

　爽秋の候、茨城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。今夏は新型コロナウィルス感
染症対策で苛烈を極める中、豪雨災害が

重なり大変なご苦労をおかけしました。被災した皆様に
は心からお見舞いを申し上げ、皆様の弛まぬ努力と多大
なるご貢献に深い敬意を表します。
　いま私たちは、人の優しさや思いやりを分断する狡猾
なウィルスと対峙しています。様々な葛藤を抱えながら
も互いを励まし支え合い、活路を見いだしていこうとが
んばっています。先の経済対策では、看護職の安全な就業
環境の確保と手厚い報酬の担保、広域調整システム構築
への補助、看護職の家族への保育や介護等の支援と就業
継続支援、学校養成所等における実習等の弾力化など数
多くの緊急措置を実現しました。

　先般の新型コロナウィルス感染症対
策への皆さまのご尽力に、心より感謝
申し上げます。新型コロナウィルス感
染症へは長期的な対応が必要となって

参りました。医療現場においても『新しい日常』との
共存が求められます。これからも、看護職の皆さまに
は、現場や生活全般において大変なご苦労・ご負担を
おかけすることになりますが、看護職支援の充実に、
更に努めて参ります。
　新型コロナウィルス感染症者の「いのち・くらし」
を守るために、まずは、最前線にいる看護職を守る必
要があります。国会においては、病院、訪問看護ステー
ション、介護福祉施設等への防護具確保だけでなく、
看護職者の生活を守るための慰労金確保のため、関係
各所との調整に奔走しております。
　閉会後は地元の岡山をまわり、皆さまからご意見頂

　最前線に立つ仲間
の笑顔を守るため、
これからも皆様と歩
調を合わせて地道に
歩を進め、看護政策
の結果を出していき
たいと考えています。

く毎日です。
　平穏な日々が戻りま
すよう、国政にて精一
杯活動して参ります。
引き続きご指導賜りま
すよう、よろしくお願
いいたします。

　茨城県看護連盟のみなさま、日頃より
ご支援を賜りありがとうございます。
　医療・介護の現場をはじめ様々な場で、
そして家庭のおいても未だ新型コロナウ

イルスと戦いが続き、絶え間のない不安な日々をお過ご
しになられていると思います。今年はこれまでに、現場か
ら多くの声をいただき、課題の解決のため活動し続けて
まいりました。
　その結果、第二次補正予算では、看護職への慰労金給付
をはじめ、病院への補助金、医療用マスクなどの調達強化、
通院に必要な地域公共交通の感染防止対策補助金等を実
現することができました。さらに、訪問看護ステーション
など中小企業等の資金繰り支援強化や産休前妊婦の休業
補償などの対策も図られました。
　日本の医療にとって、国民を守るために重要な局面は

　茨城県看護連盟の皆さま、こんにちは。
　コロナ禍において、現場で医療崩壊
を食い止め、頑張っておられます全て
の看護職の仲間たちを誇りに思います。

　自民党では、令和3年度の予算の柱となる「骨太方
針」が示されました。感染症対策、自然災害対策が主流
となりましたが、やはりこれからの医療の在り方、来
春改定となる介護報酬等、尊厳とQOLをまもる、いわ
ゆるウェルビーイングという視点を含めた議論を進め
ていきたいものです。地域保健機能の強化については、
私が政務官でいるうちに土台作りをする所存です。
　この夏は、熱中症対策と感染症対策を並行しなけれ
ばなりません。withコロナ、afterコロナの日本の看
護・医療提供体制整備に向けて努力してまいります。
日本の医療と看護職の皆さまの労働環境と健康を守れ

るよう頑張ります。
引き続き、ご指導ご
鞭撻のほど、よろし
くお願いいたしま
す。

続きます。茨城県民の健
康は、茨城県看護連盟の
会員のみなさまが持つ看
護の力により守られてい
ます。私も、引き続き活
動を続けて参りますの
で、力を合わせ看護の力
でこの未曽有の危機を乗
り越えていきましょう。
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新型コロナウイルス感染症 対策の取り組みとその結果

１．新型コロナウイルス感染症対策に関する聞き取り調査を各施設へ行いました。

２．新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急要望を行いました。
　
新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う緊急要望を自民党茨城県連会長と茨城県知事へ提出しました。

日付：令和２年２月28日
名称：新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う緊急要望

日時：令和２年４月23日　10：00～ ヒアリング、意見交換
項目：新型コロナウイルス感染症対応している看護職に対する危険手当の支給等について・妊

娠中の看護職員の休業に伴う代替職員の確保について

日付：令和２年５月８日
項目：医療従事者へのPCR検査の実施

他３件

日付：令和２年７月16日
項目：新型コロナウイルス感染対策（５件）

他８件

ありがとう！の気持ちを政策に。
いばらき自民党は、新型コロナウイルス
感染防止対策の最前線で命がけで戦う
医療従事者を調査。

第
３
弾

第
１
弾

第
４
弾

政策懇談会政策懇談会

第
２
弾

茨城県知事宛に茨城県木庭愛保健福祉部長へ
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新型コロナウイルス感染症 対策の取り組みとその結果

　５月12日（火）「看護の日」に、以下のように県内の多くの皆様から
ご寄付を頂きましたのでご報告を致します。ご寄付下さいました皆様
に心よりお礼申し上げます。

１．寄付金贈呈式
　県議会議事堂で自民党県連（県連会長　梶山弘志先生）海野透会長
代行先生より、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、医療現場で
役立てて頂くようにと、寄付金210万円を頂きました。

２．干し芋贈呈式
　茨城中央ほしいも協同組合（照沼勝浩理事長）より、県内医療機関に
干し芋2,400パックをご寄付頂きました。

３．日本コーヒー文化学会茨城支部（栗原誠支部長）より１万人分の
コーヒーが医療従事者へ贈られました。本会は医療従事者代表とし
て、知事室に同席させて頂きました。

～ 要望書の結果 ～
●４月28日、「医療従事者応援金」と「特別手当を支給」することが決定され、５月11日より
医療機関の申請により支給されています！！

●ホテル宿泊の補助も認められました。
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茨城県内の皆様より、寄附・寄贈品をいただきました

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま す

・茨城中央干し芋協同組合照沼理事長より干

し芋210㎏寄贈

・自民党県連より寄付金210万円寄贈

・日本コーヒー文化学会茨城支部（栗原誠支部

長）より１万人分のコーヒーを寄贈

・センチュリーゴルフ　支配人　川嶋良治様

より寄付金10万円寄贈

・伊藤園よりお茶14,000本、インスタント(

粉茶)14,000袋、計28,000本を寄贈

・(株)マレタラッサ　代表取締役　須田千鶴

子様よりサージカルマスク6,000枚寄贈

・(株)デベロ　代表取締役社長　浅野芳生様

よりヒビスコールSH（１ℓ）を100本寄贈

・ひたちなか有志市民より手作り布マスク38枚寄贈

・県南地区14クラブ　代表　古渡孝枝様より、カッパ（エプロンの代用）400枚寄贈

・ （株）アイエス　代表取締役　入江謙吾様より、Ｎ95マスク960枚寄贈

・中井川正男様（MiJW-水戸発夢を叶えるプロジェクト代表理事）よりサージカルマスク３

万枚寄贈

・サトウ塗工社　代表取締役　佐藤真一様よりマイクロガード防護服50枚・電動ファン付き

呼吸用保護具200枚寄贈

・日本原子力研究開発機構　人事部　菊本忠幸様、飛田工務店　飛田達郎様、小川町若連

の皆様よりカッパ（エプロンの代用）162枚寄贈

・那珂湊元町若連　関山興道様、壮一様よりカッパ（エプロン代用）59枚寄贈

・菊池寝具店　代表取締役　菊池光紘様より手作りのビニールガウン100枚寄贈

・茨城中央干し芋協同組合照沼理事長より干

し芋210㎏寄贈

・自民党県連より寄付金210万円寄贈

・日本コーヒー文化学会茨城支部（栗原誠支部

長）より１万人分のコーヒーを寄贈

・センチュリーゴルフ　支配人　川嶋良治様

より寄付金10万円寄贈

・伊藤園よりお茶14,000本、インスタント(

粉茶)14,000袋、計28,000本を寄贈

・(株)マレタラッサ　代表取締役　須田千鶴

子様よりサージカルマスク6,000枚寄贈

・(株)デベロ　代表取締役社長　浅野芳生様

よりヒビスコールSH（１ℓ）を100本寄贈

・ひたちなか有志市民より手作り布マスク38枚寄贈

・県南地区14クラブ　代表　古渡孝枝様より、カッパ（エプロンの代用）400枚寄贈

・ （株）アイエス　代表取締役　入江謙吾様より、Ｎ95マスク960枚寄贈

・中井川正男様（MiJW-水戸発夢を叶えるプロジェクト代表理事）よりサージカルマスク３

万枚寄贈

・サトウ塗工社　代表取締役　佐藤真一様よりマイクロガード防護服50枚・電動ファン付き

呼吸用保護具200枚寄贈

・日本原子力研究開発機構　人事部　菊本忠幸様、飛田工務店　飛田達郎様、小川町若連

の皆様よりカッパ（エプロンの代用）162枚寄贈

・那珂湊元町若連　関山興道様、壮一様よりカッパ（エプロン代用）59枚寄贈

・菊池寝具店　代表取締役　菊池光紘様より手作りのビニールガウン100枚寄贈
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・サージカルマスク配布（茨城県看護連盟会員・賛助会員全員に４枚ずつ）約21,000枚

・N95マスク960枚配布（21施設）

・カッパ（エプロン代用）662枚配布（23施設）

・サージカルマスク30,000枚配布（３施設）

・マイクロガード防護服50枚配布（５施設）

・電動ファン付き呼吸用保護具・カッパ（エプロン代用）・手作りエプロン配布（15施設）

・干し芋配布（43施設）

・サージカルマスク6,000枚配布（５施設）

・泡の速乾性手指消毒剤（180㎖）2,500本配布（会員施設／入会員数２名当たり１本）

・サージカルマスク配布（個人会員・４施設に10枚ずつ）

・地域への感染拡大を水際で防ぐため職員一同、尽力しております。そのような状況で物資の不足は深刻で、

スタッフは日々不安を抱えながら診療にあたっていたので、この度のご寄贈は本当に有り難く、感謝の念に堪

えません。そして、何より、このように前戦で戦うスタッフに温かい支援をしてくれる方々がいるということは

スタッフにとって大きな励ましになりました。

・緊急事態宣言後から正面玄関前でのトリアージや患者対応をする職員は、毎日不安な気持ちでおりました。

マスク、フェイスシールド、防護服、N95マスク、消毒液などが手に入りにくい状況にあり、職員の不安も高まっ

ている時期でしたので、マスクをはじめ様々なご支援をいただき誠にありがとうございました。

・入手が難しい貴重なN95マスクをご提供いただき、病院を代表いたしまして心よりお礼申し上げます。

・干し芋は職員に大変好評で、心もお腹も満たされました。美味しかったです。感謝、感謝です。

・看護連盟の組織を改めて知った、他の医療従事者より、看護連盟の存在に対して感銘を受け「看護師さんを

守ってくれる団体があるということをはじめて知りました」ということばが聞かれ感激した。

たくさんのお礼のお手紙をいただきました！
～多くの医療施設から感謝のことばが寄せられました～
たくさんのお礼のお手紙をいただきました！
～多くの医療施設から感謝のことばが寄せられました～

茨城県看護連盟会員施設及び個人会員、
感染症指定医療機関等に配布しました
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多くの県民の皆様からご 支援の輪が広がりました！

自民党県連より210万円の寄付をいただき、この寄付金で2,500
本の泡の速乾性手指消毒剤を購入し、会員施設77施設に届けまし
た

４月30日

干しいも2,400パックの配送準備

５月12日

加藤明良県議、星田弘司県議が防護服を届けてくれました

５月７日

M i JW－水戸発夢を叶えるプロジェクト　代表理事 中井川様よりたくさんのマスクをいただきました

５月18日

感謝・感謝です！！４月28日

後藤みち子市議（水戸）が、ひたちなか有志市民による手作
り布マスクを届けてくれました

県南地区14クラブ 代表 古渡孝枝様よりカッパ（エプロン代用）
をいただきました
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多くの県民の皆様からご 支援の輪が広がりました！

（株）マレタラッサの皆様よりマスクをいただき、磯崎達也県議と共に
届けてくれました

（株）デベロ　代表取締役社長 浅野芳生様よりヒビス
コールSH１ℓを100本いただきました

５月11日

日本原子力研究開発機構 菊本様、飛田工務店 飛田様、小川町
若連の皆様よりカッパ（エプロンの代用）をいただきました

５月１日

菊池寝具店（ひたちなか市）の皆様より、手作りビニールガウ
ンとビニールガウンに“ありがとう！”のメッセージを添えて、
磯崎達也県議と共に届けてくれました

M i JW－水戸発夢を叶えるプロジェクト　代表理事 中井川様よりたくさんのマスクをいただきました
首藤様が宿泊療養施設で担当する看護師のため
に、衣類募集の支援をしてくれました。白川看護
協会長と共に５月28日

６月 23日

感謝・感謝です！！
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新型コロナウイルス感 染症を経験・対応して

水戸赤十字病院　看護部長　御園　日登美

　新型コロナウイルス感染症は、発生当初、感染経路と治療方法が確定しておらず、対応す
るにも未知から来る恐怖は計り知れなかった。
　勤務に携わる看護師の身体的心理的負担はとても大きなものであり、感染管理専従看護師
の存在を抜きにしては、安心して安全に従事することができなかった。感染管理認定看護師
の役割の重要性を改めて感じている。
　日本中がマスク不足等となったが、当院では今も感染防護具・医療資材が不足し、一度使

用した物品を再利用し対応する医師・看護師の姿がある。また、いわれなき誹謗中傷を受け心痛める職員の
姿があった。そんな中、様々な方面からの支援や、感謝の言葉に心救われる思いを抱いたのも事実である。
　終息が見えないこともあり、自ら感染者にならないこと、院内感染を出さないことを強く念じ、それぞれ
が勤務に臨んでいる。

土浦協同病院　感染管理室　湯原　里美

水戸済生会総合病院　看護部長　檜山　千景

　新型コロナウイルス感染症の流行で、国内外が未曾有の危機に直面してから、はや６か
月が経過しました。この感染症対策では、多くの企業や団体、行政関連等から沢山の支援
物資をいただきまして、この場をお借りして感謝申し上げます。多くの方のご支援等があ
りまして、安全な環境が維持できております。
　当院における新型コロナウイルス感染症対策への介入は、2020年1月30日のシミュレー
ションを皮切りに開始しております。その後まもなく、世界的大流行となり、現在は、第２波、
第３波の準備に対応している現状です。

　緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルス感染症への恐怖と不安の中、看護職員は
使命感を持って立ち向かい患者への懸命の看護を行いました。看護師として「命を守る」
使命感だけでは、ベッドサイドに立つことはできません。ぎりぎりの精神力を保ち勤務に
ついていました。「励ましや優しい言葉をかけないでください。今泣きだしたら仕事ができ
ません。」「自分よりも家族のことが心配です。」先の見えない不安、家族の心配や家庭での
役割を果たせない悩み、風評被害を受け傷心している多くの職員がいました。
　病院組織力だけでは叶わない行政を動かす知恵を、看護連盟から教えて頂きました。看

　私は院内の感染対策に 16 年間携わってきましたが、新型コロナウイルスの感染対策には、意匠惨憺して
おります。しかし、それを吹き飛ばすくらいのモチベーション向上に繋がる出来事が多く、自身のパワーの
原動力になっております。それは、２月上旬の頃ですが、予防具が逼迫し、不織布を用いてのマスク、ビニー
ル袋を用いてのエプロン、クリアーファイルを用いてのフェイスシールド作成等、手作りでの対応を決断し
お願いすると、職員のみならず委託職員の方々も積極的に協力をいただき、手作り予防具は現在も継続して
おります。
　また、多くの問題点に対して、医師をはじめとする各部署の管理者が中心となり、振り分け外来（正面玄
関での発熱者に対しての問診等の対応）、発熱外来、入院時問診確認、ドライブスルーでのＰＣＲ検査の実施、
感染対策に配慮した環境管理の見直し、心のケアチームの立ち上げ等に多くの職員の協力をいただき、組織
の協力体制や強化が実感できました。これからも終わりの見えない戦い続きますが、院内のみならず、地域
連携の強化で、このウイルスに打ち勝てたらと考えます。感染症対策には、地域連携は必要不可欠となりま
すので、今後は、近隣施設との情報交換を密にして、介入が図れたらと考えます。

１

２

３

護職員の声を市町村議や県議に訴えることで、医療従事者応援金、妊娠中の看護職員への休業支援、看護師
の宿泊施設の手配、風評被害の緩和等の対応ができました。また、多くの支援者から寄付、贈答品を頂いき
励みとなりました。
　今後も、新型コロナウイルス感染症対策では多くの困難が予想されます。この有事を看護職員一人ひとり
の力を信じ、前進したいと思います。重症だった患者さんが回復し退院された時、ひとりの看護師が「奇跡
ですよね。みんなの力ですよね。」と優しく微笑んでいた光景を忘れることはありません。
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新型コロナウイルス感 染症を経験・対応して

城西病院　看護部長　青木　由美

　今年に入り猛威を振るい始めた新型コロナウイルス感
染症に対して、スタッフ一丸となり感染予防対策に取り
組んでいる。３月にはマスクやガウンなどの医療物資が
品薄となっている状況であり、現場ではマスクを制限し
ながら使用していた。そんな中、茨城県看護連盟から宅
急便が届いた。結城支部長と共に箱を開けてみると、中
にはサージカルマスクと N９５マスク、レインコートが
入っており、茨城県看護連盟からのプレゼントだった。
結城支部長と共に人との繋がりの大切さを実感しうれし
さを分かち合った。早速、茨城県看護連盟へお礼の電話

東京医科大学茨城医療センター　看護部長　髙城　由紀

　新型コロナウィルス感染症（以下、COVID）の発生拡大という未曽有の事態が起こり、政府
からの緊急事態制限を受け自粛生活が強いられ、国民は不安とともに大変なストレスと闘う
生活を余儀なくされました。そのような中当院では、3月28日第1例目となるCOVID感染
患者の受入れを開始しました。当然のことながら、予定されていた不要不急の手術や治療は
延期され、COVID患者受入れのために入院患者の制限も強いられ体制整備で病院内はたち
まち混乱に陥りました。当院では、46床１単位とした外科系混合病棟に軽備陰圧室が併設さ

れていることから、その病棟をCOVID病棟としました。当該病棟は、エレベーターを境に西棟と東棟に区分
することが可能であり、その構造特性を活かし防火扉で閉鎖環境をつくり環境汚染や交差感染防御の徹底に
努め管理しました。また、看護師も当該病棟内から専従者を選抜しメンタルフォローをしながら人事配置しま
した。さらに夜勤帯の2時間半の仮眠と休憩時間には院内で選抜した別の5名からなるCOVID専従看護師チ
ームを急遽形成し、夜勤専従の応援にあたりました。その後4名のCOVID患者の収容を行い、内1名が重症
化しECMO管理へ移行したためICUでの対応となりました。風評被害もある中、自身への感染リスクに怯え
ながらも看護師という使命感だけで最前線において懸命に看護にあたったスタッフ。その姿に誇りを感じ、感
謝の念を抱きながら感染管理に尽力し奔走した3か月余りの時間でした。しかしその安堵も束の間、7月中旬
に入った現在、県からCOVID 第２波に備えた医療体制の充実強化の指示が出され、先の見えない最悪な状況
（パンデミック）を鑑みながら、看護管理者として危機管理回避のための次の構想をシミュレートしている現
状です。末筆になりましたが、茨城県看護連盟より逼迫していた感染防御具等の物資支援を賜わりましたこと
に心より深く感謝を申し上げたいと存じます（拝）。

４

５

を入れると、労いの言葉を頂き大変ありがたかった。山本会長をはじめとする役員の皆様が医療現場の窮状
を県に伝えるなど、大変忙しく動いていることを聞き、改めて看護連盟の大切さを実感し感謝の気持ちでいっ
ぱいになった。これからも感染対策に今後も尽力していきたいと思います。
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　【コンセプト】
　　看護職が抱えるさまざまな問題の中には、政治的手段によってしか解決できないことが大いに
ある。問題の本質を探るには、まず看護の現場の声を聞くことが大切。
日本看護連盟が一丸となって、その声を政治に届けることこそが、看護の未来の担い手たちが誇りと希望を持って働け
る現場を作る。そして看護の明るい未来が広がっていくイメージを表現しています。

（提案主旨）
　日本看護連盟は、令和２年に活動の原点を踏襲しつつ、未来志向のスローガンを掲げて活動を加速させます。

　新型コロナウイルスとの戦いは続いていますが、私たちは看護が抱える問題を本質から探り、政治を動かし、よりよ
い社会を創ります。

　目指すのは、看護の力で健康な社会を創ることです。そのために必要なことは何なのか、その答えを、全国20万人の
連盟会員の総力を挙げて、現場のその答えを求めていきます。

　また、会員からの現場の声をしっかりと受け止めて政策に反映していただけるように、組織代表の看護職国会議員と
の連携を密にし、日本看護協会及び全国の看護議員連盟に所属されている国会議員、地方議員と協働していきます。

　2020年は、フローレンス・ナイチンゲール生誕200年です。今、感染対策に大きな足跡を残したナイチンゲールの業
績が見直されています。
　今一度、ナイチンゲールの教えをかみしめて、この国難ともいえる状況をワン・チームで乗り切り、看護の明るい未
来のために力を合わせましょう。

令和２年度茨城県看護連盟通常総会書面決議報告
　本年度の総会は書面での決議とし、目的事項について下記のとおり報告並びに決議されましたので、
ご報告致します。

【報告事項】
１．2019 年度茨城県看護連盟通常総会報告　　　賛成 91　 反対 ０
２．2019 年度都道府県会長会報告　　　　　　　賛成 91　 反対 ０
３．2019 年度茨城県看護連盟会議報告　　　　　賛成 91　 反対 ０
４．2019 年度活動報告・支部活動報告　　　　　賛成 91　 反対 ０
５．2019 年度決算報告　　　　　　　　　　　　賛成 91　 反対 ０
６．2019 年度監査報告　　　　　　　　　　　　賛成 91　 反対 ０

【決議事項】
１．第１号議案　令和２年度規約改正（案）　 　　賛成 91　 反対 ０
２．第２号議案　令和２年度スローガン（案） 　　賛成 91　 反対 ０　
３．第３号議案　令和２年度活動計画（案）　 　　賛成 91　 反対 ０
４．第４号議案　令和２年度収支予算 ( 案 )　 　　賛成 91　 反対 ０
５．第５号議案　役員改選（案）　　　　　　 　　賛成 91　 反対 ０　 意見あり
　　本件については、ご意見と執行部より追加の事項がありますので別紙をご了解いただきますよ 

　　うお願いいたします。
６．第６号議案　令和３年度日本看護連盟通常総会代議員選出について　賛成 90　反対 ０　無回答 １

以上、すべての議案について、承認可決されました。
※参加者数　総数 118 名（役員 28 名、施設代表者 71 名、個人会員 19 名）（委任状 4,478 名）
　回答者総数 91 名：役員 28 名、施設代表者 53 名、個人会員 10 名
　なお、総会は茨城県看護連盟規約第 24 条、25 条より、役員の２分の１以上及び正会員の２分の１
以上の出席をもって成立し、議決は、出席会員の過半数をもって決することを申し添えます。

令和２年度スローガン
「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」
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退任役員あいさつ

新任役員紹介

　平成26年７月より６年間監事として会計監査業務をさせて頂きましたが、６月末日をもちま
して、無事退任を迎えることが出来ました。
　令和２年を迎えて早々、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言で今年度の総会も
中止となり、会員の皆様に役員退任のあいさつをすることが出来ませんでした。在任中のご協力

　医療の現場で苦慮されている会員・看
護職の皆さまに心より感謝申し上げま
す。
　今年度の通常総会（書面決議）におい
て監事を拝命いたしました。2020年は、
ナイチンゲール生誕200年という看護
職にとって特別な年ですが、世界中が感
染症・自然災害と闘う年になりました。

常任幹事

薄井　成美
監　　事

芳賀  百合子

幹　　事

須藤　礼子
結城支部長

山中  久美子
県南第２支部長

間宮　光子
県南第４支部長

林　かおる
つくば支部長

別所  早美
県北第２支部長

三浦  由貴子

鶴川とよ子

に心よりお礼申し上げます。
　年２回の定期監査業務に於いては、本部役員のご協力により、関係書類や各支部の活動報告書等から本部並びに
各支部の活発な活動を詳細に把握でき、監査も容易に行えたことに感謝申し上げます。
　今後は一会員として、茨城県看護連盟の益々のご発展とご活躍を応援していきたいと思います。会長はじめ役員、
支部長の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

朝比奈裕子
小林　純子

～ありがとうございました～～ありがとうございました～

～よろしくお願いします～～よろしくお願いします～

三浦　光江
森田　町子

神林とも子古沢　信子
樫村　晴美

特に医療職・看護職にとって厳しい状況です。日頃の看護
を見直し・看護の本質を探究する機会として看護の力を試
されているのかもしれません。日常の生活と幸せに感謝
し、一方で新しい生活様式に変化できる「ピンチはチャン
ス」の時です。前に進めば、必ずゴールに近づくと信じ、皆
さまとともに看護の未来に向かって歩みたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

　この度、平成から令和へと年号が変
わる節目の時期に、看護連盟の常任幹
事として活動することになりました。
看護職の現役を退職しましたが、今ま
で看護職を無事に永年携わることがで
きたのも、たくさんの方々の協力と支
援のお蔭とあらためて感じております。
　今回、縁あって看護連盟で活動をす

ることになり、会員の皆様においては、新型コロナウイ
ルスという新たなウイルスとの対応で不安などがあり大
変苦労していると感じております。現場で働く看護職の
皆様に微力ではありますが、皆様のご意見や問題点を聞
き看護職の専門性を発揮して、生き生きとして働けるよう、
多様化した職場環境の改善などの支援に努めていきたい
と思っております。今後とも、よろしくお願い致します。
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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。 https://ibaraki-kangorenmei.jp/お問合せ

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。

みんな集まれ!  楽しいよ !!
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。

2020年度2020年度 茨城県看護連盟会員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：info@ibaraki-kangorenmei.jp

　日々、新型コロナウイルス感染症に対応している看護現場の皆様に、心から感謝申し上

げます。

　新型コロナウイルスが発生し、研修会活動の中止などを余儀なくされましたが、連盟活

動を停滞させることなく、「今、私たちにできること」を旗印に活動してまいりました。その

中で、県連や茨城県の皆様よりたくさんの寄付や寄贈をしていただきました。これらを茨

城県看護連盟会員施設及び個人会員等に送ることができ有り難く思っております。

　今後も、いつ終息するかわからないコロナと向き合い、看護職の皆様と力を合わせ頑張っ

て行きたいと思っております。

　今号の広報誌は、茨城県看護連盟通常総会における書面決議書の内容なども掲載してお

ります。残暑が厳しい折、どうぞ皆様お体をご自愛ください。

（幹事長　黒田かよ子）

編 

集 

後 

記

茨城営業所 0120-461590
〒310-0842　茨城県水戸市けやき台 2-19-2


