
　AATとは、動物の存在や動物との関わりから生じ
る人への有益な作用を、医療者が人の治療に活用す
るものです。
　医療者による目的設定、計画作成のもとに実施さ
れ、人の身体的、社会的、感情的、認識的な機能の
改善を促進し、精神科、高齢者ケア、作業療法、理
学療法などの場面で活用しています。
　当院では、2015年に日本盲導犬協会と協定を結び

AATの実績を積み重ねてきました。このような取り
組みが評価され、今年「癒しと安らぎの環境賞
2020」を受賞しました。

　初代「ハイク」は引退し、２代目「モカ」も、もう
９歳。３代目北里メディカルドッグ「ヨー」は見習い
中です。ハイクやモカのように、犬が誇りをもって楽
しく出勤してくれることを目指しています。

動物介在療法（Animal Assisted Therapy, AAT）

只今
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　長引くコロナ禍の中、会員の皆様、看護現場の皆様のご尽力に心より敬意を表し、感謝申し上
げます。
　2020年１月15日に国内初の感染者が発表された新型コロナウイルス感染症は、2021年１月で１

年が経ちました。しかし世界の英知を結集してもなお収まることを知らず、1月7日には2回目の緊急事態宣言が発令さ
れました。更に１ヶ月間の延長が発表された２月２日、菅総理大臣は記者会見で「私も日々悩み、考えながら走って
いる」と述べました。この声はまさにこの1年間の看護管理者、医療従事者の声と重なり、未曾有の出来事に、国の指
導者といえども、苦しみながら走っている、と共感できました。
　今までの経験値が通用しない大災害、改めて個人として、地域住民として、専門職として、そして看護職能団体と
してできることは何か！と問い続けてまいります。
　引き続き会員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　埼玉県看護連盟会員の皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。
　2020年はCOVID-19に明け暮れた一年となりました。第１波は世界的に社会活動が制限され、恐
怖の中での生活を余儀なくされました。第２波になりウイルスの様相が少しずつわかり、猛暑を

マスクで乗り切り、一旦の落ち着きをみせました。秋には今冬の季節性インフルエンザとの重複流行に備えましたが、
およそ想像し得なかった形で第3波が猛威を振るっています。長期に及ぶ現場の皆様の活動に心より敬意を表し、感謝
申し上げます。
　感染対策は看護の基本であり、一つ一つの動作を粛々と実施し、指差し確認の繰り返しです。手元・足元に注意し
ながらの業務が多く、つい下を向きがちな日常と思われますが、時には顔を上げて空を見上げて、周囲を見渡してみ
ませんか。自部署・自施設・地域・国へと視野を広げ俯瞰することで、あらためて自身の身近なことが理解できるこ
とがあります。その際には、看護連盟や看護協会のネットワークが、必ずお役に立つと思います。
　昨年、生誕200年を迎えたF.ナイチンゲールは、『あなた方は進歩し続けない限りは、退歩していることになるのです。
目的を高く掲げなさい』という言葉を残されました。
　2021年、顔を上げ、目的を掲げ、前進してまいりましょう。

埼玉県看護連盟会長
竹内 良子

公益社団法人 埼玉県看護協会会長
松田 久美子

　埼玉県看護連盟では、会員サービスの一環として、クイズに答えて楽しく参加していただける
企画をいたしました。　多くの方の参加をお待ちいたします

応募者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号　　　　　　　　　　　

メールアドレス　　office.saitama@kango-renmei.gr.jp　　　　　　　　　　　　　　　

メールで回答いただいた方の中から、１０名様にクオカードをお送らせていただきます

問題 ヒント
Q１ 会員数は？ 表紙下

Q２ あなたのしあわせ時間は？ 何でも

Q３ therapy 犬の名前は？ 見習い犬

クイズに答えてクオカードゲットクイズに答えてクオカードゲット
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■第６支部

埼玉県看護連盟支部紹介
■第1支部

■第10支部

■第９支部

■第2支部 ■第8支部
■第5支部

■第3支部

■OB支部 ■埼玉県看護連盟役員

■第7支部

■第4支部

■第11支部

新井  能里子 幹事長反町  かおり 支部長 井桁  良美 幹事長 磯部  幸子 支部長 葛西  妙子 幹事長

清水  京子 支部長 岸  由紀子 幹事長

平山  和枝 支部長 新藤  幹子 幹事長

飯島  幸江 支部長 安田  多美子 幹事長 西川  紀子 支部長 熊崎  聡美 幹事長

久保  典子 幹事長佐藤  孝洋 支部長

安部  芳江 支部長 安良岡  幸子 幹事長

伴野  輝子 支部長 塚田  忠子 副会長竹内  良子 会長

瀬山  澄江 幹事長福田  かよ子 副会長

宇田川  洋子 幹事高橋  リサ子 幹事

倉持  恭子 幹事真々田  美穂 幹事

井口  かほる 監事長田  佳予子 幹事

佐藤  澄子 顧問須﨑  香織 監事原  美樹 支部長 青木  かおり 幹事長

上田  幹子 支部長 芦野  道子 幹事長

十文字  敦子 支部長 竹中  証 幹事長

� 関越病院　長田　佳予子
　感染拡大防止の体制づくりや職員のメンタルサポート
等、危機的状況の中で努力され、工夫されたことを自院
での取り組みと重ね合わせながら聴講させていただきま
した。そこには共感や学び、今後の教訓など様々な感動
がありました。職員は風評被害や自身の感染への不安を
背負いながら立ち向かっており、それを支えるのが管理
者の務めと実感しました。しかし、講師が最後の方で語
られた「私だって辛かった」という言葉に胸が詰まる思
いでした。職員を守るためにはまず管理者自身が健全で
あることが重要と気付かされ、そのためにも管理者同士
のネットワークを生かしつつ、時に自分自身を振り返り、
乗り越える力にしたいと思います。貴重な機会をありが
とうございました。

リーダー研修会に参加して

2020年度　リーダー研修Ⅰ  （集合研修）
日時：2020年11月７日（土）13時30分～15時
会場：ラフレさいたま櫻ホール
テーマ「危機管理」～体験を語る～
　１．「新型コロナウイルス感染症：看護現場の体験を語る」
　　　講師：済生会川口総合病院
　　　　　　　　　　　　　　　看護部長　名古屋 恵子 氏
　　　　　　所沢ロイヤル病院　看護部長　砂川 鶴子 氏
　２．「新型コロナウイルス感染症：看護連盟会長の体験を語る」
　　　講師：日本看護連盟会長　大島 敏子 氏

研修報告
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　第１部支部の支部役員は埼玉医科大学病院、丸木福祉メディカ
ルセンター、光の家療育センター、小川赤十字病院の所属からと
なっております。支部役員の会議は主に埼玉医科大学病院内で開
催させていただいておりますが、今年度の活動はコロナ禍のため
自粛しており皆様にご迷惑をおかけしております。
　埼玉医科大学病院は同敷地内に関連病院や関連学校が隣接して
おります。外見から見ると建物が多い印象ですが、奥に入ります
と様々な木々や花が植えてあり季節を感じることができます。現
在は椿が咲き、小さなミカンもなっております。通院の患者さん
や忙しい合間の職員も目にすることで癒しになっていると思いま
す。春の忙しい時期は病院で満開の桜を見ることができるのが「お
花見」代わりとなっているのではないでしょうか。
　新型コロナウイルス感染症の対応に苦戦した例年にない年でし
たが、４月の桜が咲く頃には少しでも収束することを願うばかり
です。

　当院は2018年11月1日に武蔵嵐山町から東松山に新築移転
して参りました。
　回復期リハビリ病棟56床、一般病棟（地域包括含）43床、療養病
棟（透析患者が大部分）58床合計157床
　全職員355名、看護部160名（看護師109・介護士51）職員の年齢は
23歳から68歳までおり、働きやすい職場を目指して、子育て中から、
親の介護・孫の介護など支援して離職防止策を考慮しています。
　新天地で、１周年を迎えた矢先に、COVID-19問題が始まり、あっ
という間に２周年目を迎えて、毎日発熱者に対し全員で悪戦苦闘
しながら、感染対策をしています。
　看護連盟からの、マスク・ウェットティッシュの差し入れや、
竹内会長からの励ましの電話、役員さんからのイベント開催され
る時の心配り等に感謝しております。
　看護師の働く環境改善に、日夜活躍されている役員・議員さん
方に感謝しながら医療職への慰労金を、職員全員に説明しながら、
配布しました。この場を借りて御礼申し上げます
　看護協会会員数を増やしながら、連盟への会員も増員できるよ
うに、当院も師長から勧誘始めましたので、今後とも宜しくお願
い致します。
� 看護部長　杉田　文子

第1支部　施設紹介第1支部　施設紹介

第1支部
第 1支部

磯部 幸子 支部長 葛西 妙子 幹事長

医療法人　蒼龍会　武蔵嵐山病院

毎日パワフルに働く当院の看護師長達と回復期
病棟のスタッフステーションです。
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第２支部
第 2支部

飯島 幸江 支部長 安田 多美子 幹事長

　埼玉医科大学総合医療センターの在宅療養指導室の紹介をいたします。
　在宅療養指導室は、「在宅療養生活を送る方々の個別性を重視し、安全・
安心・その人らしい生活の支援を目指す。在宅療養生活継続にむけた看護
の役割発揮に努める」を基本方針に掲げ、2006年に総合医療センターの看
護ケア外来として設置されました。2020年度に在宅療養指導室で実施して
いる看護ケアは、「糖尿病教育」「糖尿病足病変予防フットケア」「インスリン
自己注射ならびに高脂質血症注射薬の自己注射管理」「リンパ浮腫ケア」「ス
トーマケア」「慢性肺疾患患者への歩行負荷試験」「移植看護」です。担当す
る看護師は日本看護協会の認定看護師や診療科学会の認看護師、糖尿病療
養指導士等の有資格者です。
　在宅療養指導室の実績ですが、毎月の述べ患者数は、全分野あわせて
200件を超えています。また、スタッフが提供した専門的知識・技術の成
果として例に挙げると、糖尿病腎症の進行の阻止や、糖尿病性足潰瘍・糖
尿病性壊疽発症を防止した実績があり、糖尿病合併症重症化防止に大きく
貢献をしています。
　医療を取り巻く環境はめまぐるしく変化をしています。より個別性を重
視した指導の在り方や、地域連携の推進等の課題があります。高度医療を
提供している当院の看護外来として水準の高いケアを提供できるように看
護スタッフ一丸となり研鑽していきたいと思います。今後は、VR（Virtual�
Reality）の活用や生活習慣改善アプリケーションを活用した糖尿病教育相
談の開発もできればと思っています。

� 埼玉医科大学総合医療センター
� 在宅療養指導室
� 徳山　美奈子

苦難から、立ち上がる！武蔵野病院底力！！

埼玉医科大学総合医療センター　在宅療養指導室活動の紹介

パーソナルOGM機能搭載インスリ
ンポンプ療法（SAP 療法）のレク
チャーを受けている糖尿病関連ス
タッフ

　「仕事は楽しく、やりがいを持って！」このポリシーの下、令和２年
６月１日より看護部長の大役を引き受けました。現在、奮闘の真最中
です！
　当院は４年前、民事再生を受け、全職員３分の１が退職しています。
しかし、愛してくださる地域の皆さまへの責務を再燃し、地域貢献に
奮起いたしました。
　2018年、地域包括ケア病棟５０床を開棟、その後６０床へ増設し、退院
後の生活支援に繋げる科別多職種カンファレンスの充実を図りまし
た。
　次に、「地域完結型」の医療を「自院完結型」とし、2019年10月療養病
棟32床を開設、翌年10月には「こぶし武蔵野」訪問看護ステーションを
開始しています。コロナ禍で患者数が少なくなった今、「患者さまが来

れなければ、こちらから伺いましょう！」に繋げ、ピンチをチャンスと捉え、病院と訪問看護の連携強化を
すすめているところです。しかし、これらの転換期に、職員一丸となれたかというと反省は多々あります。
ただ、この間、看護部の離職率が２％前後であったことが、スタッフ一人一人が組織貢献してくれたと確
信しています。
　現在、コロナ対応・発熱外来設立にあたり、「動く看護部」を中心に体制を整えています。私のモットーで
ある「仕事は楽しく」とはいかない現状も正直あります。しかし、乗り越える力を見せつけてくれた看護部
職員の実行力を誇りに思い、ここ武蔵野で「看護で勝負できる病院」を現在進行形で目指していきます！

� 武蔵野総合病院　筒井　美帆　部長
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第3支部
第 3支部

安部 芳江 支部長 安良岡 幸子 幹事長

　私の職場「千年の里」は従来型多床室の特別養護老人ホームです。
　多床室でありながら、ベッドごとに窓・仕切り・エアコン・照明を設けており個室のような感覚でゆった
りと大切なお時間をお過ごしいただけます。
　入所者様が日常生活の場として楽しく過ごせるように、他職種と協働して支援しています。
　看護の仕事以外にイベント・レクリエーション等に参加して介護士さんと共に楽しんでいます。
　　開　設：２０１７年４月
　　定　員：従来型多床室１００床
　　住　所：埼玉県さいたま市岩槻区宮町１丁目１０番１２号
　　電　話：０４８－７８５－０２００

会社概要
　みのり訪問看護ステーションは2004年12月、看護師3名で開設し、今年で17年目を迎える事ができました。
　現在は、毎月200名前後の利用者様を、訪問させていただいておりますが単独型のステーションのため指示書を頂い
ている医療機関が７２カ所、１１５名の医師、開設当時よりお世話になっている５０カ所以上の居宅支援事業所との連携を取
らせて頂いております。訪問看護管理療養費の機能強化型１の算定許可を頂いており、埼玉県内の看護学生4校の実習
生を受け入れております。

－沿革－
2004年₉月　埼玉県さいたま市南区大谷口5685番地にて
　　　　　　「有限会社みのり」設立
2004年12月　「みのり訪問看護ステーション」開設
2005年₇月　「みのり居宅介護支援事業所」開設
2006年₈月　「株式会社みのり」へ社名変更
　�｜
2010年₅月　「みのりケアステーション」開設

�
職員体制（2020年11月現在）
＜看 護 師＞　　常勤１５名　非常勤₃名　（常勤換算１６.５名）
＜理学療法士＞　常勤₁名
＜総務・事務＞　常勤₃名

＜介護支援専門員＞　　　　常勤5名
＜介護福祉士・ヘルパー＞　常勤4名　登録12名
　　　　　　　　　　　　　パート₁名
看護部PR
　看護師18名と理学療法士1名で、当社の理念でもある地域に根ざし、２４時間・３６５日安心を支える訪問看護サービスを
目指し、利用者様、ご家族様に安心して頂けるようにと励んでおります。
　主治医を始めとするケアマネジャー、他職種との連携・連絡を密にし、所内でも様々な相談はカンファレンスを通し
て全体で看護方針を調整していく事を大切にしております。
　精神看護や小児看護、ターミナルケア、退院支援など、様々な場面にも対応するために職員自身で課題を考え、研修
への参加も日ごろから積極的に行っています。

　社会福祉法人清澄会　社会福祉法人清澄会
　　特別養護老人ホーム 千年の里　　特別養護老人ホーム 千年の里

株式会社みのり
みのり訪問看護ステーション

2020年11月　職員集合写真

2020年11月頃　所内写真
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第4支部
第 4支部

上田 幹子 支部長 芦野 道子 幹事長

　当支部で最大会員数を有するのは獨協医科大学埼玉医療センターですが、次いで多いのは、メディカルトピア草加病
院です。今回は、そのメディカルトピア草加病院を紹介します。
　メディカルトピア草加病院は、15診療科80床の地域医療を担う病院です。昨年７月には可愛いキャラクターが誕生し
ました。名前はピアリー。職員がみんなで作り上げた情熱の結晶です。ピアリーちゃんは、ホームページやポスター、
外来再来機などに登場し活躍しています。
　グリーンの髪は草加の「草」、胸の４つのハートは当院の理念「愛し愛される病院」、透き通った羽はすがすがしく元気
いっぱいの「妖精（フェアリー）」、コロナにも負けず、頑張る活力です！
　また、会員数第３位は、獨協医科大学附属看護専門学校三郷校で、学生にも折に触れ連盟活動の意義や有用性を説明
したりしています。学校の運営も通常通りとはいきませんが、こんな時だからこそ、基礎教育の現場からも声が届くよ
う、みんなの見えるところにポスターを張っています。
　最後に３位と同等の越谷誠和病院では、今年９月に新棟を建設いたしました。新しい建物で、新しい気分で、大変な
この時期を乗り切ろうと職員一丸となって頑張っています！
　コロナ禍だからこそ取り組んでほしいこと、看護連盟で検討してほしいことなど、声を集めて未来につなげていこう
と思います。
� 支部長　上田　幹子

　第４支部では、“会員の声、
大募集”のポスター作りました！
まだ、すべての会員施設に届け
終わっていませんが、いくつか
の施設で写真を撮りました！

ポスター作ってみました！

ポスターと4つの施設紹介

メディカル
トピア

草加病院の

キャラク
ター、

ピアリーち
ゃん。

コロナに負
けず、

がんばって
います。 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校です。

学生が過ごすラウンジもアクリル板でコロ
ナ対策、ポスターも貼ってます！

越谷誠和病院です。
9月に新棟できました！
コロナに負けず、張り
切って働いています！

獨協医科大学埼玉医療センター
のフレッシュマンたちです。
ウェットティッシュ使います

施設紹介
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第5支部
第 5支部

佐藤 孝洋 支部長 久保 典子 幹事長

　私たち第５支部は県南部の川口・蕨・戸田の３市が合同となった支部です。
　今年度は研修を実施出来ておりませんので、支部の紹介として2019年度までの研修の様子を載せさせて頂
きます。
　次年度はオンラインでの会議や研修を行えるよう企画する他、会員の皆様が会員で良かったと思えるよ
うな活動していきます。

～ヨガでリフレッシュ！～

～石田議員による講演～

～議員さんや市の職員との情報交換会～

支部紹介

戸田市戸田市
蕨市蕨市 川口市川口市
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第6支部
第 6支部

反町 かおり 支部長 井桁 良美 幹事長

　医療法人　鈴木外科病院の住所（児玉町八
幡山293）を古地図で調べると、病院より200
ｍ先に室町中期に築城された「雉

きじが

岡
おか

城
じょう

」（別
名　八幡山城）の城跡があり、同じく200ｍ
先に今年創学99年を迎える県立児玉高等学校
の校舎があり、この校舎が「雉岡城」の二の
丸、三の郭跡に位置していますので、病院は
城の大手門近くにあたります。
　全国でも城の敷地内に病院が建てられるの
は珍しいかもしれません！
　病院の創業も古く、大正12年に開業「安心、
安全、親切な地域医療を目指して常に患者さ
んの立場に立った医療を心がけています。」
の理念の元、理念を実現するために日々の新
しい医療情報の習得と医療設備の導入に力を
注いでいます。

　病院の紹介が長くなりましたが、あらゆる
危機的事態を乗り越えるための戦略に対応
できるよう自院の事業継続ガイドラインの策
定に取り組んでいます。古い耐震基準で建て
られた一部の病棟を改築工事中で、完成後
にBCP専用の建物が出来ます。内閣府防災
担当のガイドライン・本庄市、深谷市のハ
ザードマップに沿って準備を進めています。
COVID-19の終息も見通せない中、近未来も
パンデミック、エピデミックが起こりえると
考えれば、感染症をも想定したBCP策定は必
要と考えます。そこでCOVID-19禍で対応に
苦慮した事を出来るだけ報告書の形にする事
で、感染症のBCP対策の一歩になると思い
BCPの策定取り組んでいます。
　COVID-19への対応をはじめ、少子高齢化
等、社会情勢が変化する中で、看護部長とし
てキャプテンシー（4Ｓの信念）からブレな
いよう毎日自分を戒めています。

　新型コロナウイルス感染症拡大により毎年行われている研修会
を開催する事ができませんでした。そこで第６支部内の病院の看
護部長さんや看護学校の教員の皆様に、看護連盟
がコロナ禍での危機改善における行動で獲得でき
た情報を手紙にしました。

支部長　反町　かおり

鈴木外科病院の紹介 現在取り組んでいる事

深谷赤十字病院のコロナ禍の感染予防対策
病院に入る患者さんの健康観察チェックを行っています。

菅野　芳雄看護部長さん

深谷にもサーモグラフィーが入りました
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第7支部
第 7支部

原 美樹 支部長 青木 かおり 幹事長

　今年度は、COVID-19の影響により施設訪問は延期、
そして支部での交流もほぼ不可能な状況でした。職員
に新型コロナウイルスの感染が確認され、新型コロナ
ウイルス遺伝子検査を受けたスタッフもおり、全員陰
性との結果に安堵しました。同時期には、看護連盟よ
りブルーのサージカルマスクが150枚支給され、シー
ルを貼る等準備して頂いた光景を思うと胸が熱くなり
ました。賛助会員の方の思いと物資が少ない中、配給
に尽力いただいた方に大変ありがたく思いました。
　COVID-19が猛威をふるう前には、大島敏子会長を
お招きし、研修会を行いました。会長の熱意が伝わり
パワフルなお話に元気をもらえたという感想がありま
した。私たち看護師が一つになって新型コロナウイル
スと戦っていかなくてはならないことも感じました。
12月現在、当院ではさらなる感染対策が必要と考え、
COVID-19専用窓口を増設中です。また、来院者全員
にマスク着用と検温の実施、面会制限も継続中です。
患者さんと職員の健康は守りつつ、患者さんと家族が
笑顔でふれあうことができる環境を望んでいます。

　第７支部では、日本看護連盟のホームページのコ
ミュニティサイトWEB　N∞「アンフィニ」のプレゼン
ト企画に応募したところ、当選との通知をいただきま
した。高橋真理子さんによる『すべての人に星空を「病
院がプラネタリウム」の風景』という一冊の本が届きま
した。この本では、『私たちがいかに大いなる自然の中
の小さくに愛おしい存在であるか。そのいのちの重み
に差異はなく、だれもが生かされている平等な存在で
あることを宇宙は教える』とつづられていました。今
年はCOVID-19により、様々な人や風景や場面に出会
うこと、触れ合うことができない状況下にありました。
本当に小さなウイルスに右往左往させられている私た
ちも、ゆっくり星を見る時間を作って幸せに生きると
いうことを願ってもいいのではないかと感じました。
ご興味のある方は第７支部役員までご連絡ください。

支部長　原　美樹

支部だよりについて
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第8支部
第 8支部

西川 紀子 支部長 熊崎 聡美 幹事長

　新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、未曽有の危機にさらされた１年でした。支部の研
修会も開催することが出来ず、積極的な施設訪問も行えませんでした。
　穏やかな日常を取り戻すには、まだ時間がかかりそうですが、この時代だからこそオンラインを活用し
たネットワークを大切にしていきたいと思っております。
　私の所属する所沢ロイヤル病院の紹介をさせて頂きます。
　看護部では「心のこもった寄り添うケア」を目標に、ユマニチュードやタッチケアを実践しています。し
かし、コロナ禍で患者様が何より望まれているご家族様との面会は、制限されたままです。2021年を迎え
るにあたり、ご家族様宛に年賀状を送らせて頂きました。年始には職員による獅子舞が各病棟を練り歩く
かたちで開催致します。
　打倒コロナ！安心安全な医療を目指して職員一同、がんばります！！

支部長　西川　紀子

患者さんの近くを
練り歩きました！
幸あれ

患者さんの右手で判を
押してお正月らしいデ
ザインにしました。ご
家族に思いが届きます
ように…

活動報告
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第9支部
第 9支部

平山 和枝 支部長 新藤 幹子 幹事長

開設�：2007年４月
病床数：700床
看護部職員数：940名
診療科目数：38科

主な施設認定等：JCI認定施設、外国人患者受入れ認証医療
機関、災害拠点病院、がん診療連携拠点病院、心臓移植実
施施設
基本理念�：「患者中心主義のもと安心で安全な満足度の高
い医療の提供を行い、かつ最も高度の医療水準を維持する
よう努めます」

【須田看護部長あいさつ】
　当院は、埼玉西部地区の地域医療の最後の砦として機能
することを目指しています。
　良質で満足度の高い看護実践が出来るよう環境を整備す
るとともに、地域の看護師間の連携を強化するために、看
護教育連携カンファレンス開催に積極的に取り組んでいき
たいと考えています。

開催日：2020年11月13日（金曜日）
会場　：医療法人積仁会旭ヶ丘病院　会議室
講師　：国際医療センター
　　　　　　鴨下文貴　感染管理認定看護師
テーマ：COVID-19感染対策
参加　：29名
参加者感想：隔離している患者の排泄物の処理の方法はとても具
体的で参考になった。
ウィルスの特性を知ることで、正しい対策ができるようになるこ
とを改めて感じた。

「青年部による動画『ありがとうにありがとう』に励まされました。�2020年度はCOVID-19の感染拡大により支部活動の縮小が余儀なく
されていますが、これからも看護の声を未来に届けられるように頑張っていきたいと思います�」（支部長：平山）
「今年度より第９支部幹事長となりました。支部の方々のご指導、ご協力をいただき精一杯務めさせていただきたいと思います。連
盟のスローガン『届けよう看護の声を！私たちの未来へ』をより多くの方々に伝えていきたいと思います。よろしくお願いいたします」
（幹事長：新藤）
「埼玉県看護連盟第９支部の幹事役員も６年目になります。コロナ禍の現状ではありますが、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に頑張ります」（幹事：深谷）
「今年度から看護連盟の幹事として活動させていただきます。わからないことは多々ありますが、看護連盟の活動を皆様にお伝えして
いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします」（幹事：金野）
「新型コロナが流行し、看護師や医療従事者全体に様々な負担が増えてきています。看護連盟青年部は看護師の働く環境が、この先、
より良い環境になるように取組んでいきますのでよろしくお願いします」（青年部：小坂）

開設�：1953年11月
病床数：142床＋介護医療院100床
看護部職員数：160名
診療科目：内科・外科・整形外科・婦人科・耳鼻咽喉科・
　　　　　小児科・皮膚科・脳外科
併設：居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション
理念：�「信頼と愛にあふれる医療・福祉の提供を継続し、
　　　　地域に貢献します」

役員の所属施設を紹介します

埼玉医科大学国際医療センター

2020年度　第1回研修会を開催しました

役員から一言

医療法人積仁会　旭ヶ丘病院

鴨下文貴感染管理認定看護師

日高市のマスコットキャラクター　くりっかーとくりっぴー　です。

聴講の様子

こんにちは　第9支部です

川野奈緒美看護部長（右）と
第9支部幹事　金野宏美（左）

【川野看護部長あいさつ】
　当法人の強みは一般・地
域包括・療養・回リハ・介
護医療院などのベッドがあ
り、地域の急性期病院から
の転院先として何でも相談
していただけます。困った
ときの「旭ヶ丘」と言われる
ようになり、地域に支えら
れ地域に貢献できる法人に
成長したと感じています。

須田裕子看護部長（前列中央）と
第９支部役員
　支部長　平山和枝（前列右）
　青年部　小坂拓哉（前列左）
　幹事長　新藤幹子（後列右）
　幹事　　深谷圭秀（後列右）

支部長　平山　和枝
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第10支部
第 10 支部

清水 京子 支部長 岸 由紀子 幹事長

＊支部長より
　今年度、第１０支部の支部長を拝命しました清水京子です。
コロナ禍におきまして計画もままならず、いろいろな面で様々な方々が大変な思いをしている現在です。
そのようななかで支部活動もなかなかできず、支部内の施設長のかたへの挨拶まわりのみになっていま
す。
　このような現状のなかですが、今後とも支部会員の皆様のご理解とご協力をいただきながら活動して
参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

＊10月に支部内の施設を訪問しました
　・小鹿野中央病院・清水病院・皆野病院・秩父第一病院
　・秩父生協病院・秩父病院・秩父看護専門学校
　・本強矢整形外科病院
　・秩父訪問看護ステーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９施設を訪問しご挨拶と連盟への加入をお願いしました

＊リーダー研修を終えて　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年初の研修で、マスクを装着しアルコール消毒を携帯して出かけました。２病院の看護部長さんの
話を聞かせていただき、どこも同じように苦しみ、頑張っていることを知ることができました。実家の
母から早々に手作りマスクが送られてきて、感染病棟にいかないでほしいと電話越しに泣かれたことを
思い出しました。
　未だに治療法も確立されていない上に第３波と言われる中、私たちは足を止めるわけにはいきません。
これからも仲間を大切にお互いにがんばりましょう。
� 角田・強谷

＊今年度２回目の支部会議です。
　もちろんマスクをしてソーシャルディスタンスも保ちます！

支部長　清水　京子

こんにちは。第１０支部です
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第11支部
第 11 支部

十文字 敦子 支部長 竹中 証 幹事長

動物介在療法
（Animal Assisted Therapy, AAT）
　AATとは、動物の存在や動物との関わりから生じる人への
有益な作用を、医療者が人の治療に活用するものです。
　医療者による目的設定、計画作成のもとに実施され、人の
身体的、社会的、感情的、認識的な機能の改善を促進し、精
神科、高齢者ケア、作業療法、理学療法などの場面で活用し
ています。
　当院では、2015年に日本盲導犬協会と協定を結びAATの実
績を積み重ねてきました。このような取り組みが評価され、
今年「癒しと安らぎの環境賞2020」を受賞しました。
　初代「ハイク」は引退し、₂代目「モカ」も、もう₉歳。₃代
目北里メディカルドッグ「ヨー」は見習い中です。
　ハイクやモカのように、犬が誇りをもって楽しく出勤して
くれることを目指しています。

　以上、ほんの一部ですが私の施設紹介をさせて頂きました。
　COVID-19の収束が見えない日々が続いています。私たちができること、私たちにしかできないこと・・・
勤務する場所は違っても、お互いにエールを送り乗り切って行きたいと思っています。
“Let's all do our best.”

　私の勤務する施設は埼玉県北本市にあります。
　1989年に開院し、鴻巣市・上尾市など4市1町で構成
される県央保健医療圏の災害拠点病院に指定され、埼
玉県の地域医療支援病院の承認を受けています。
　埼玉県自然学習センターに隣接する緑豊かな場所に
あり、夏は様々な蝉の声で、秋は早々に季節を感じさ
せてくれる虫の音が聞こえるなど、四季を先取りし実
感できます
　院内には多数の絵画が展示されており、「絵のある病
院」として入院患者や外来患者の心が和める空間を提
供しています。
　北里大学特別栄誉教授の大村智博士が、「線虫感染症
の新しい治療法の発見」で2015年ノーベル生理学・医
学賞を受賞したことはご存知かと思います。
　大村智博士は当院の開院にご尽力いただき、敷地内
に併設された大村記念館では、大村智博士のこれまで
の研究成果や開発の歴史、大村コレクションの絵画等
の展示を行っています。

埼玉県看護連盟　県幹事　倉持　恭子

只今
見習い中

ハイクハイク

モカモカ

ヨーヨー

北里大学メディカルセンターの紹介
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� 幹事　高橋弘子
・伊奈町在住
・看護協会員・連盟会員　２０歳代から継続しております
・看護協会活動　委員会活動、継続教育他に参加

OB支部
OB支部

伴野 輝子 支部長 新井 能里子 幹事長

幹　事：佐野 璋子　倉上 文子　筒井 桂子　高橋 弘子　手島 初江　
　　　　河野 三重子　小林 典子　辻村 文子

　令和₂年度はコロナ禍の中でしたので、とても残念
ですが支部研修会（人生設計の再確認・交流会）と施設
見学（池袋防災センター見学）を中止せざるを得ません
でした。現場で働く会員皆様のご苦労が身に染みて感
じられ、何か応援できることはないかと話合い、連盟
会長に相談して会員の皆様に応援の気持ちを添えたマ
スクを配布する支援をお手伝いしました。今回はこの
ような活動をしている支部役員を紹介します。
� 支部長　伴野輝子

� 幹事　佐野璋子
　１９６１年４月、看護職をスタートし、業務
修得に専念していた頃、ふとした言葉が気
になりました。看護婦（師）は沐浴指導をし
なくてもよいとのこと、心がむらむらと悔

しく１年で退職し助産婦学校に進学しました。卒業後、
再就職し、８年を経過した頃、助産婦（師）として未熟
さを感じ退職、直ちに再就職し、２００５年３月定年まで
勤めました。この間、１都４県の公立、国立、市立、
医療法人の病院を経験させて頂きましたが、いろいろ
な病院での喜怒哀楽の日々は宝物です。看護協会、看
護連盟には、看護職スタートと共に入会したように記
憶しています。そして、各病院での勤務の傍ら看護協会、
看護連盟の会員として関わり、時代の変遷を過ごした
歴史の中に今があります。

� 幹事　筒井桂子
　私の連盟活動は赤十字病院現役時役員に
なり、退職後１８年になります。時とともに
連盟活動の中で私の看護に対する考え方に
変化がみられますが、看護職代表の国会議

員が選挙に当選するために応援することに変わりはあ
りません。選挙時友人に頼みまわりますのでまだやっ
ているのと笑われます。もうそろそろ辞める時と考え
ています。連盟推薦の先生方の活動報告など読みます
と勇気をもらいます。

� 幹事　手島初江
　退職するとただの人になります。そんな
中でも看護職だからこそ出来る地域貢献が
あるのではないかと模索しております。

� 幹事　小林典子
　平成２９年６月まで、看護協会で常務理事
として、ナースセンター・訪問看護ステー
ションの業務を担当させていただきまし
た。今は、趣味として「ウオーキングと花

や風景を写すこと。数独を解くこと」を楽しんでいます。

� 幹事長　新井能里子
　OB会は「賛助会世話人会」から支部とし
て立ち上がり、２年目を迎えました。埼玉
県看護連盟の目的達成に必要な政治活動
を行う等を目的に活動をしています。今

年はコロナの影響で書面会議が続き、早く収束して欲
しいと思う限りです。その中でもコロナに関しての看
護協会・看護連盟の活動を何かと耳にし、力強く感じ
ています。そして私の身近でも変化の多い年です。施
設での看護師として働き、この年でケアマネの試験に
受かったのですがコロナの影響で実務研修が１０月に延
期、始まる直前に夫が亡くなり、泣く暇のない状況で
実務研修が始まりました。今後も看護連盟OB会、活動
施設のケアマネ看護師として働き続けて行けたらと思
います。

� 幹事　倉上文子
　４人に一人が高齢化で、価値観の混迷し
ている現在ですが、それぞれの健康と笑顔
で臨床と政治・政策について検討している
OB支部と認識しています。

　令和２年私は７８歳で名ばかりのOB会員ですが、コロ
ナ予防のための会議中の様子を　川柳で　一句
　「目で話し　マスクのOB会員　聞き上手」
　かつては深谷赤十字病院退職の際、看護部長の計ら
いにより看護連盟の幹事へ。平連盟会長の貴重なご指
導・ご助言を頂き、幹事長を一期勤めました。

� 幹事　河野三重子
　現在、主人が訪問介護でお世話になって
おり、あらためて看護師の役割の大きさを
実感しています。一生、看護協会員・連盟
員であることが、現場で頑張って働く看護

関係者の応援になると確信しております。今後もOB役
員として協力していきます。

� 幹事　辻村文子
　慢性期病棟での勤務が長く、特に難病
（ALSが多い）に長い間関わってきました。
今は退職して７か月。退職を待っていたか
のように、子供たちからの応援依頼が多く

なり、毎日忙しく過ごしています。今は看護師から母親・
祖母の役割が満載です。
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対　　象：埼玉県内の医療施設・看護専門学校・准看護師学校
調査期間：2020年₈月21日～₉月20日　
回 収 率：77.5％（151通配布　回答117通）

詳しくは、埼玉県看護連盟ホームページ　活動内容　県連盟活動報告に載っております

新型コロナウイルス感染症の看護現場及び看護教育現場への影響調査結果　（一部抜粋）

　立春をすぎ、陽ざしに柔らかさを感じられる季
節となりました。
　４０号は支部活動特集を紹介させていただきました。
　医療、介護現場、訪問看護ステーションからの
活動など厳しい状況下でも前向きな取り組みが感
じられました。介助犬「ヨー」の活躍も楽しみですね。
　今後も、皆様に役に立つ情報を発信してまいり
ます。
　そこで、皆様からの川柳などの投稿もお持ちし
ておりますご協力よろしくお願いいたします。

姓の変更・転居・施設異動な
ど、登録情報に変更があった場
合は「会員変更届」の提出をお
願いいたします。用紙は連盟
ホームページよりダウンロード
できます。

事務局より
「会員変更届」を
お忘れなく

問合せ先：048-625-7002

連盟会員 入会受付中！
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

年会費

学生会員：無料

皆様のご入会を
お待ちしております

₂�．新型コロナウイルス感染症で職員の
待遇面での変化はあったか。

１�．新型コロナウイルス感染症は、経営面
にどのような影響を与えたか。
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