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埼 玉 県 看 護 連 盟

看護の心を、
　みんなの心に

会員数…………… ３,９４2人

（平成30年2月28日現在）
（　　　　　　   　　　　　）保健師 ………1０９人

看護師 ……3,６34人
学生 …………… 5人

助産師 ………１４５人
准看護師 …… ４９人

C o n t e n t s
埼玉県看護連盟会長あいさつ……………………表紙
国会議員あいさつ …………………………………… 2
支部活動報告 …………………………………… 3～13
青年部（ポリナビ）活動報告 ……………………… 14
国会議事堂を見学して …………………………… 15
お知らせ……………………………………………… 16

「夢を追う君」を支えよう 埼玉県看護連盟　会長　竹　内　良　子

　先の平昌オリンピックでは多くの感動をあじわいましたが、合間に流されるテーマソング
の歌詞に涙した方も多いと思います。
　今年1月に発表された女の子（全国の幼児、小学生）のなりたい職業調査で、「看護師」
は2位になりました。なりたい職業のランキング上位にはいつも看護師が上がりますが、経
験を重ねてこそ職業の持つ意味が分かります。看護師になることを夢見た若者が、途中で挫
折することなく、夢を追いかけていくことを支えていきたいものですね。
　埼玉県看護連盟では今年も、働き続けられる職場づくりに取り組んでまいります。
　会員の皆様にはご支援とご協力をお願い申し上げます。

支部活動報告特別号支部活動報告特別号
11月2日 「リーダー研修会Ⅰ」11月2日 「リーダー研修会Ⅰ」



　埼玉県看護連盟の皆様、日頃より温かいご支援を賜りありがとうございます。
　₁月22日より第196回通常国会が開会しました。私は、参議院厚生労働委員会の筆頭理事を拝命し、
委員会の開催に際し、野党の筆頭理事と委員会の持ち方について議論し、交渉や調整の役割を果た
します。特に、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」の関
連法案をはじめ、重要な法案審議を控えています。全体を俯瞰しながら、一方で細部にまで気を配り、

しっかり法案審議できるよう精一杯努めてまいります。引き続きのご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

参議院議員　石田　まさひろ

　埼玉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。
　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。働き方改革をはじ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、皆様の更なる御活躍を祈念申し上げます。

参議院議員　たかがい　恵美子

　埼玉県看護連盟の皆様、こんにちは。
　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で、₅期目の国政へ送り出していただ
き本当にありがとうございました。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。

　１月より第196回通常国会が始まっています。年金・医療・介護など社会保障費は年々増加の一途ですが、次世代に
ツケを回さないための財政の健全化は急務であることを肝に銘じつつ、本当に必要な、国として国民を守っていかなく
てはならない部分の予算まで削らないように、適正な予算配分に向けた議論を重ねてまいる所存です。
　引き続き現場の声をお聞かせいただきながら看護のためにも全力で取り組んでまいります。今後とも皆様からのご支
援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

衆議院議員　あべ　俊子

　埼玉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。いよいよ働き方改革、憲法改正の議論が本格的に
スタートします。
　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。
　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。

衆議院議員　木村　やよい

ごあいさつ
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第1支部

日時：平成29年₇月₅日（水）　13：00～14:00
（埼玉医科大学病院）

�　石田氏は埼玉医科大学グループを訪問されま
した。第₁支部埼玉医科大学病院では石田氏
と看護職員による対話集会が行われ、看護の
現場や看護学校関連からの質問や意見に対し、
真摯に受けとめ現場環境や基礎教育について
熱心に語られました。また、現場改善では発想
の転換も必要とアドバイスをいただきました。

日時：平成30年₂月24日（土）
�������11：00～12：30
　「看護連盟活動について」と「健康ヨガ」
の研修を開催しました。ヨガインストラクター
の岩川先生のもとヨガを体験しました。はじ
め硬かった身体も終わりごろには思いのほ
かやわらぎ開脚も広がり、温かくなりました。
先生からは「皆さん身体がよく動いていま
した」とお褒めの言葉をいただきました。
健康維持の参考になればと。翌日はちょっ
ぴり筋肉痛です。

�　対話集会後、石田氏は急患センター
にて現場看護師や医師からも現場の声
を聴かれていました。
　訪問時はちょうど七夕の季節でした。
病院の玄関に飾られている笹に石田氏
にも短冊を飾っていただきました。

「₁日₁日幸せを実感できますように」

第₁回 「石田まさひろに現場の
    声を届けよう」

第₁支部研修会「健康ヨガ」

第 1支部
施設数：10か所
会員数：684名 磯部 幸子支部長 浅見 マリ子幹事長
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第 1 回 石田まさひろに現場の声を届けよう！

　研修内容は、ポリナビ講師₃名で講
義とグループワークを行いました。こ
れまで自分が投票する必要性がわから
なかったが、看護関係の人に投票する
と自分たちの業務が改善されることが
わかったなど、選挙に行って看護師の
代表に投票する意義が理解された研修
でした。

　石田昌宏氏、竹内会長、萩原幹事長
が埼玉医科大学総合医療センターを訪
問されました。各病棟を訪問し、時短
を利用している看護師の声や、病診連
携、ＭＳＷ、理学療法士など他職種と
の懇談も行い、現場の声を聞いていた
だきました。

第２支部

第₂回ポリナビによる「選挙の仕方について」研修会

第₂支部29年度活動（研修）報告

第 2支部
施設数：18か所
会員数：627名 飯島 幸江支部長 山崎 さよ子幹事長
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　県連盟と第₃支部共催で「働き方を考えよ
う」に参加しました。80名の参加があり、こ
の地区の牧原秀樹国会議員や伊藤雅俊県会議
員、稲川智美市議会議員が講師として対話集
会に参加してくださいました。青年部による
「働き方と政治活動」の基礎研修後、各議員
がそれぞれの立場で説明がありました。初め
ての研修でしたが質疑も多く現場の声を十分
に聞いていただきました。支部役員で会場運
営をしました。

　今年度は摂食障害看護認定看護
師を講師に招き、「解剖生理からわ
かる摂食・嚥下障害看護」の研修
会を開催しました。具体的に実践
を交えた体験学習をとおして、高
齢者の摂食・嚥下障害を理解しま
した。お菓子のグミを噛み、歯の
噛み合わせの大切さを学び、入れ
歯の役割を再認識できた研修です。
　第₃支部の役員は明るく楽しく
元気よく連盟活動をし、チームワー
クは抜群、仲良しです。支部長と
幹事長のツーショット写真です。

第3支部

こんにちは☆第₃支部です。

働き方を考えよう

第 3支部
施設数：31か所
会員数：662名 野田 敦子支部長 安部 芳江幹事長
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第4支部

　体験では、足が重く階段は大変、耳は聞こえ
にくく手でズボンも上げられなく、精神的に苦
痛を感じました。参加者は何処をどのように援
助したらよいのか同じ経験を共有しました。
（幹事・針ヶ谷一美）

　衆議院選₂週間前、市長選も近いころの開催
でした。会員でもない方も参加され、フォトス
タンド完成に笑顔の花が咲きました。
（幹事・工藤由香理）

　青年部₅名による「連盟の役割について」学び
ました。スマホ検索では看護代表議員の活動を
知ろうと、石田議員の「金魚育てているよね」ま
で発展し、更に検索の範囲を広げていきました。
気持ちをひとつにした研修でした。
（幹事長・芦野�道子）

　「第₃回石田まさひろに現場の声を届けよう」に
同行。「中川の郷療育センター」では、生活支援と常
に医療・看護ケアを伴う生活の場を見学しました。
　吉川平成園では入所急病者の受け入れ先の対応
にお困りでした。施設を自宅と考え訪問診療での
看取りも叶うことになるよう考えていると石田議
員から発言がありました。
　石田議員は必ず聞きます。「何をして欲しいです
か？」
（幹事・菊地�章子）

「高齢者疑似体験」研修

「プリザーブドフラワーアレン
ジメント」の会を開催

現場の声を届けよう

出張ポリナビin越谷

第 4支部
施設数：14か所
会員数：670名 田村 信代支部長 芦野 道子幹事長
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第5支部

石田まさひろ先生来たる!!!
日　　時：平成29年�₇月₅日（水）　18:00～
参加者数：84名
テーマ：���『2040年看護師のあるべき姿とは・・・』

近年著しく発達しているITが看護の
現場にも進出してくる時代となる。
その時代になると、ベッドサイドで
の看護の力が今以上に必要とされ
る・・・という内容でした。

日　　時：平成29年�11月₇日（火）　18:00～
参加者数：122名
テーマ：���『救急看護について』　講師：救急看護認定看護師�

81名の非会員が参加し、その内の30名以上が学生であったため連盟の活動についても
アピールすることができました！今後は学生会員も増やしていきたいです。

　現役の看護学生から、『看護を提供
する現場と、看護教育の現場との差
異について憤りを感じている』といっ
た新鮮な意見も出ていました。

質疑応答では

参加者の年齢（人数） 参加者の入会の可否

支部主催の研修会を開催！

第₅支部のメンバーです！
年齢層の若い看護師・看護学生に看護
連盟を知ってもらえるよう活動してい
ます！
今年度もチームワーク良く、皆さんが
興味を持っていただけるような研修を
行っていきます！

第 5支部
施設数：14か所
会員数：117名 村上 尚美支部長 久保 典子幹事長
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看護と政治を結ぶ人々
の動きを実際に見て、
政治を身近に感じるこ
とができました。

第6支部

　第₆支部は、埼玉県北部の本庄、深谷・寄居、熊谷地域の施設７施設、会員数474名です。今年度
の支部研修は「がん看護」を₅回シリーズで行い、現場で役に立つ研修会を開催しました。クリスマ
スシーズンの12月に、深谷赤十字病院、プラーナクリニックに石田まさひろ参議院議員を迎え、現場
の声「救急、周産期、高齢者の看取り、在宅療養など」埼玉県北部の現状と今後の課題について話し
合える機会となり、笑顔があふれました。

第₂回「石田まさひろに現場の声をとどけよう！」
IN FUKAYA

普段入る機会のない場
所に入ったり、議員さ
んたちと話しをするこ
とができました。貴重
な体験でした。

おいしかったです

第 6支部
施設数：7か所
会員数：474名 三浦 喜代美支部長 反町 かおり幹事長
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第7支部

　第₇支部では、12月19日に勝原裕美子氏に「看護管理者の倫理」と題して研修を開催しました。
参加者からの研修を受けての感想です。

　看護管理者は常日頃から、倫理的ジレンマに遭遇することが多い。今まで組織の中で生きていくに
あたり、何か変だと思う場面があり、戸惑い進んでいく状況であった。倫理に正しい答えはないと思
うが現在おかれている立場での個人としての意思決定、組織としての意思決定についてしっかり立場
を理解し、倫理的課題に向き合うための「気づき」が大事ということを学んだ。今後も倫理的感受性
を磨き、「気づき」を大切にしていきたい。

₂月 リーダー研修に参加する役員

リーダー研修の風景

倫理研修を受けて

第 7支部
施設数：5か所
会員数：101名 平井 悦子支部長 青木 かおり幹事長
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第8支部

　第₈支部では、₇月にヨガインストラクターを招いて、「心を癒し、健康ヨガで腰痛予防」をテー
マに研修会を開催しました。ゆっくりとした動作でしたが、身体がほぐれて、汗をかき…心も身体も
癒されました。日頃のストレスも発散できたのではないでしょうか。

　₈月には、地元の市議、県議の方をお招きし、「働き続けられる職場環境を考える」をテーマに対
話集会を開催しました。少人数でしたが、意見交換しやすい雰囲気作りができて、議員の方に現場の
課題について理解していただく機会となったと思います。今後もこのような機会を作ることができる
と良いと思います。

第 8支部
施設数：12か所
会員数：45名 西川 紀子支部長 砂川 鶴子幹事長
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第9支部

前列左から平山　県役員及川　土屋
後列左から川上　八鍬　深谷

　日高市には曼珠沙華の名所として知られる巾着田や出世や開運にご利益があるといわれる高麗神社、
加えて飯能市の宮沢湖にはムーミンの施設が建設中です。みなさまどうぞ足を運んでみてください。

　新人支部長としてまだまだ分からない事も多くありま
すが、皆様のご支援をいただきながら務めていきたいと
思います。どうぞよろしくお願いします。
（支部長：平山和枝）

　様々な研修会などを通じて横のつながりを大切にした
いと考えています。研修会への多くの方のご参加をお待
ちしています。
（幹事長：土屋儀志子）

　看護連盟会員の皆様のために、支部幹事の役割責
任を果たし、看護連盟活動に貢献できるよう精進してい
きたいと考えております。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
（幹事：深谷圭秀）

　研修を通じて、看護連盟の活動趣旨や活動の実際を
理解したいただくことで、政策に参加する意義の理解を深
めていただけたらと思います。今後も看護連盟の活動に
少しでもご理解をいただけるように、支部役員として「ベッ
ドサイドから政治を変える」活動を行いたいと思います。
（幹事：八鍬美香子）

　活動をしていて感じたことは看護連盟がどのような活
動をしているのか知られていないことです。まずは若手
職員、看護学生などに看護連盟を知っていただけるよう
活動していきたいと思っております。
（ポリナビ：川上　明）

　第₁回研修会「BLS研修」を平成29年₈月26日
埼玉医科大学国際医療センターC棟₂階会議室
において
国際医療センター救命科高平修二准教授とBLS
インストラクターのみなさんを講師に開催しま
した。

　第₂回研修会は平成29年₉月28日医療法人積
仁会旭ヶ丘病院を会場に
国際医療センター認知症サポートチーム横塚正
和看護師を講師に「認知症患者のケア」につい
て開催しました。

役員から一言

第9支部役員紹介

第 9支部
施設数：7か所
会員数：424名 平山 和枝支部長 土屋 儀志子幹事長
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平成29年₈月20日（日）

第10支部

１　秩父地域看護師会との共催
　・�₆/15（木）「フットケア」について　　講師：糖尿病療養指導士　�坂本　朝子先生
　・�11/16（木）「認知症の方との関わり方」　：家庭医療・総合診療　近藤　秀一先生
２　秩父市立病院看護部との共催
　・�11/₇（火）「介護保険サービスの基本」　　：社会福祉士　　若林　政典先生

※　平成29年度も、秩父地域看護師会・秩父市立病院看護部の皆様との共催により、学びの多い
　　魅力ある研修会が実施できたことに感謝いたします。

ふるさと対話集会in秩父

大ファンです。秩父に

また来てください。

もっと話が聞きたかったです。あっという間の時間でした。

今野智博衆議院議員さんに
お世話になり感謝です。

研修内容

第 10 支部
施設数：4か所
会員数：48名 新井 トヨ子支部長 小泉 千秋幹事長
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第11支部

　埼玉県看護連盟の皆さま、第11支部の皆さまお元気ですか？私たち11支部役員は、とても元気に毎
日頑張っています。
　今年度、第11支部では「つなぐ」をテーマに活動をしてまいりました。支部通信「つなぐ」夏号・
冬号を第11支部内の約60か所の病院、クリニック、施設、看護学校に送付させていただきました。秋
号は？と思った方もいますか？秋号は選挙があったためお休みさせていただきました。年間予定に組
み込んでいた秋の研修も行えなかったことを、この場をお借りしてお詫びいたします。
　先日₂月24日（土）には、テーマ「今、伝えたい看護の「ココロ」。看護の「ココロ」をつなぐ。
―�ナイチンゲールから今、そして未来へ―」大宮中央総合病院の前園康子看護部長を講師にお招きし
ました。当日は、₃名の青年部の方に来ていただき看護連盟について話をしてもらいました。
　11支部では、知識・技術はもちろん、看護の喜び、生きがいを感じていただける研修をこれからも行っ
ていきます。青年部の方々とのコラボもまだまだ続きます。楽しみにしていてください。支部通信「つ
なぐ」春号も発行します。今年度も、愛・感謝・情熱を合言葉に活動してまいります。よろしくお願
いいたします。

第 11 支部
施設数：13か所
会員数：89名 十文字 敦子支部長 加藤 加澄幹事長

12月15日 「看護振興懇話会」で質問する役員
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現在10名で活動しておりますが、まだまだ募集中です！
興味のある方はお気軽にお声掛けください！

ポリナビとは
��「Politic（政治）�Navigaitors（航海士）�Network（他の人と関わりを持つ）」
の略であり、各都道府県看護連盟を母体として活動する、若手看護職中心で構成された組織です。
　今年度は各支部のご協力もあり、過去最多の出張ポリナビを行いました。来年度は学生会員の獲得も視野
に入れ、より一層活発に活動していきますので今後とも宜しくお願い致します。

【今年度の活動】
₇月29日 第₄支部研修会　出張ポリナビ

₈月₅日 「働き方を考えよう・基礎研修」第₈支部

₈月28日 第₂支部研修会　出張ポリナビ

₉月23日 関東甲信越ブロックポリナビ in 東京　参加

10月14日 「働き方を考えよう・基礎研修」第₃支部

11月25日 ポリナビワークショップ IN さいたま
「Code of The Nurse ～よりよい環境で働くためには～」

₂月24日 第11支部研修会　出張ポリナビ

青年部(ポリナビ)
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国会見学に参加して� 　深谷赤十字病院　小林美緒・鈴木　耀

国会見学を終えて� 深谷赤十字病院　　清水　綾子

　埼玉県看護連盟主催の国会議事堂見学に参加し、参議院議場や中央広場などを見学しました。
個人的に印象に残っているのは中央広場にある₃体の銅像と１つの台座です。伊藤博文・板垣退
助・大隈重信という議会政治の基盤を築いた偉人の銅像と、銅像の置かれていない台座が₁つあり、
それには今後偉大な人が現れた際に置けるようにということと、政治に終わりはないという₂つ
の意味があると聞きました。終わりがないという点は看護にもあてはまっており、日々医療現場
は進歩していて、治療や看護は次々と更新されていきます。
　それらを理解したうえで患者さんにとって最善の看護をできるよう、看護者の倫理要領にある
とおり継続学習による能力の維持・開発に努めることが大切だと銅像の話からあらためて感じま
した。
　又、現職の国会議員の方々と会話させていただいた中で、自分たちの知らないところで看護師
のために尽力されているということを聞き、今まであまり関係がないと思っていた政治を身近に
感じることができたと同時に政治に参加しなければならないと感じました。私自身今まで一度も
国政選挙に投票に行ったことはありませんでしたが、今後は積極的に投票し、少しでも尽力して
下さっている議員の方々の支援をすることができればと思います。

　今回、国会議事堂を見学し、実際の本会議は行われておりませんでしたが建物の歴史や座席な
どの説明を伺え大変勉強になりました。また、国立国会図書館ではこれまでの日本国内で出版さ
れたすべての書籍が保管されており、普段は一般の利用者が立ち入ることができない地下資料庫
で明治時代の新聞を読むことができ、貴重な体験となりました。
　さらに、昼食の際には、議員の方と看護現場について有意義な対話をする機会がありました。看
護職員が働きやすい環境作り、医療を受ける側がより快適にサービスを受けられるよう現場の声
を常に発信していくことの重要さを再確認し、この経験を今後の業務にいかしていけたらと思い
ます。

29年11月16日（木）
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0120 - 223062
埼玉営業所　〒362-0017　埼玉県上尾市二ツ宮 963-3 ～ お気軽にお問い合わせください ～

平成30年度　連盟会員　入会受付中！
皆様のご入会を
お待ちしております。

問合せ先：048-625-7002

 お知らせ

日本看護連盟会費� 5,000円
埼玉県看護連盟会費� 3,000円
　　　　　　　　計� 8,000円

発行所：埼玉県看護連盟
〒331-0078 さいたま市西区西大宮三丁目3番地 
　　　　　　 （町名地番が変更になりました）
埼玉県看護協会研修センター内
TEL 048-625-7002　FAX 048-625-7003
http：//www.kango-saitama.jp/
発行責任者　竹内　良子
印刷所　株式会社アサヒコミュニケーションズ
TEL 048-541-5152

　平成３０年診療報酬改定が目前にせまり、多忙のこ
とと思います。今回は、支部活動特集にしました。
役員の皆様に感謝申し上げます。
　尚「石田まさひろに現場の声を届けよう」はホー
ムページにも載せてあります。次回の連盟だよりは、

「石田まさひろに現場の声を届けよう・リーダー研
修・埼玉県自由民主党看護懇話会」の様子を予定し
ております。
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この印刷物は再
生紙と環境にや
さしい「植物油
インキ」を使用
しています。

日　　時 内　　容 場　　所
平成30年₆月₅日（火）11時30分～ 日本看護連盟総会 ザ・プリンス パークタワー
平成30年₆月30日（土）13時～ 埼玉県看護連盟総会 ラフレさいたま

年会費

学生会員：無料

編 集 後 記


