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今年もどうぞよろしくお願い申し上げます
岡山県看護連盟会長　井　上　純　子

　あけましておめでとうございます。

　平素から看護連盟活動にご支援・ご協力をいただき心から感謝申し上げま

す。

　昨年はコロナ感染症に始まってコロナ感染症に終わった年でしたが、まだ

まだコロナウイルスとの戦いは続いています。古より人類と感染症の戦いは

姿・形を変え私たちの生活を脅かしています。看護職は人々の前線に立ち果

敢に診療の補助・療養の支援を行っていますが、個人の努力や献身には限界

があります。連盟会員同士の絆を強くし、現場の声をしっかり挙げ、国政・

地方政治の場にその声を届けて課題解決を共に図りましょう。

　今、私たちはこれまでの習慣を見直し、ニューノーマルと言われる生活様式にチェンジすることが求め

られています。会議・研修の持ち方、選挙運動の仕方も然りです。

　今年はいよいよ衆議院議員選挙や統一地方選挙が行われる年です。会員皆様の知恵と行動力を一つにし

て連盟のパワーアップを図り、今より一層前進できるよう、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2020年度　岡山県看護連盟・
岡山県看護協会会員数（対比）

2020年12月31日現在

2020年度目標数　9,800名　達成率95.2％
協会対比60％をめざしています。ご協力下さい。

 岡　山 4,460 4,334 8,478 51.1%
 東　備 259 249 512 48.6%
 倉　敷 3,571 3,520 5,318 66.1%
 井　笠 234 227 619 36.6%
 高　梁 244 223 360 61.9%
 新　見 35 24 210 11.4%
 真　庭 244 252 436 57.7%
 津　山 480 461 1,000 46.1%
 勝　英 44 43 225 19.1%
 県外不明   364 
 合　計 9,571 9,333 17,522 54.3%

2019年度連盟
会員数

2020年度連盟
会員数

2020年度連盟
協会会員数 対　　比

県外・不明は
対比対象外

2021年度
看護連盟に入会しましょう
看護のかかえる諸問題の解決は
国政に代表を送ることから！！

看護連盟の活動を支えるのは
あなたです

あなたの参加を期待します

5,000円
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1,000円
3,000円

8,500円 0円

新年のご挨拶

新年のご挨拶新年のご挨拶
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連盟活動を原点回帰の１年に
日本看護連盟会長　大　島　敏　子

　COVID-19の感染に終始し、臨床の皆様には、各人の立場で最善を尽くして頂い
た年であり、心からの敬意と感謝を送ります。戦い半ばですが、もう一息です。共
に頑張りましょう。
　連盟の課題は、令和の地域包括ケアシステムに合わせたスローガンの更新とPR
動画やポスターの作成、広報ツールの見直しとブロック会議の開催を協会長参加で
行うことでした。以上は確実に実現できましたが、第26回参議院選挙の候補予定者
の推薦は、委員会規約を見直し今年の総会でご承認いただく予定です。
　丑年の今年は、大地に足を下ろし、協会が連盟をつくってきた60年前に戻り、「看
護は一つ」の合言葉の下に、連盟活動を原点回帰の1年にしたいと考えます。本年も
宜しくお願い致します。

「看護の心は一つ」を合言葉に、
　　団結して取り組んで参ります

岡山県看護協会会長　宮　田　明　美
　明けましておめでとうございます。
　昨年は年明けから新型コロナウィルスに翻弄され、収束の目途が立たないまま新
年を迎えました。岡山県でも10月以降クラスターが相次ぎ、年末には「医療緊急事
態宣言」が出されました。自らの感染リスクの不安を抱えながらも、現場の最前線
で懸命に従事して県民の命と健康を守って下さっている看護職に多くの感謝と
エールが寄せられています。このような時だからこそ、ナイチンゲールから受け継
ぎ培ってきた看護を十分に発揮して社会の期待に応え、看護の力、素晴らしさをア
ピールするチャンスに致しましょう。
　今年も看護協会と看護連盟は看護の課題解決に向け「看護の心は一つ」を合言葉
に、団結して取り組んで参ります。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

日本国民のいのち・くらしを
　　お守りいただいていることに、心より感謝

衆議院議員　あ　べ　俊　子
　新年明けましておめでとうございます。岡山県看護連盟の皆様には、昨年より、
新型コロナウイルスとの闘いの最前線に立ち、日本国民のいのち・くらしをお守り
いただいていることに、心より感謝申し上げます。
　12月末の『新型コロナウイルス対策本部』においては、新型コロナ対応の医療機関
へ派遣される看護師への支援額を倍増（約5,500円の補助）すること、同時に、看護
業務の大きな負担となっているリネン清掃などの、民間業者への委託を促す経費の
支援を決定したところでございます。
　『新しい日常』の中、社会、医療、経済復興の模索が続きます。
　現場からの声をいただきながら、Withコロナ時代を皆さまと進んで参りたいと
存じます。
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「今日もいい看護ができた」と
　　言っていただけるよう必死で働きます

参議院議員　石　田　昌　宏
　岡山県看護連盟のみなさま、苦難と不安の2020年が過ぎ、新たな年を迎えました。
しかし年末年始、多くの方がご家族やご親族と一堂に会せなかったことと拝察いた
します。それどころか、職場で年を明かした方もいらっしゃることでしょう。新型
コロナウイルスは世界を混乱に陥れ、なおかつ看護の現場を直撃しました。いつ感
染するかもしれないという緊張感、感染してしまった時の家族への痛みの予感、ぎ
りぎりの人員のやりくりなど、皆様のご苦労を数え上げたらきりがありません。岡
山県の医療・介護は皆様の献身的なご尽力に支えられ、機能しています。心から感
謝申し上げます。そして病院の経営不振などから処遇が悪化している方もいる中、
看護職全体の処遇改善にさらに力をいれていきます。
　看護師の国会議員として私も、皆様が笑顔で「今日もいい看護ができた」と言って
いただけるよう必死で働きます。
　念頭に当たりお約束申し上げます。

一人ひとりが存分に役割を発揮できる環境を実現すべく、
　　本年も鋭意努力して参ります

参議院議員　たかがい　恵美子
　謹んで初春のお慶びを申し上げます。岡山県看護連盟の皆様には日頃より大変お
世話になっております。看護職の皆様並びにご家族の皆様におかれては、昨年来の
感染症有事への対応等、公私ともに大変なご負担をおかけしております。厳しい自
制と自粛を続けながら、いのちの最前線で国民の生命と暮らしをお守りいただいて
おりますことに､ 心から感謝を申し上げます。昨秋より政調副会長として、主に厚
生労働及び文教科学スポーツ分野の政策を担当するとともに、新型コロナ対策本部
副本部長として現下の感染症有事対策とガバナンス態勢の構築に携わり、また行政
改革推進本部役員として菅政権が進める規制緩和とデジタル化推進に関する与党
の政策提言とりまとめに関わらせていただいております。人々に幸せを運ぶ看護職
の笑顔を守り、一人ひとりが存分に役割を発揮できる環境を実現すべく、本年も鋭
意努力して参ります。皆様にとって、いのち輝く健やかな年でありますようご祈念
申し上げます。

看護職が疲弊せず生き生きと働き続けられる環境づくりに
衆議院議員　木　村　やよい

　コロナ禍で大変な思いをして頑張っておられる全ての看護職の仲間たちに、心か
らのエールと新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年６月の第２次補正予算では、慰労金として看護職への直接手当が実現しまし
た。皆さまのお手元に届いていますか。これを特例にせず、超少子高齢社会の医療
提供体制のキーパーソンである看護職のモチベーションの維持のためにも、看護の
専門性が正しく評価されるよう、引き続き発信してまいります。これからも、看護
職が疲弊せず生き生きと働き続けられる環境づくりに、現場の声を丁寧にうかがい
ながら、力を尽くしてまいります。
　コロナを機に、便利になったと実感できる日本へ。
　看護師・保健師出身の国会議員として、皆さまの健康を守りぬけるようがんばり
ます。
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看護の力と可能性を期待して
岡山県議会議員　福　田　つかさ

　年頭にあたり、謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　岡山県看護連盟の皆さまには、平素より温かいご支援をいただき、厚く御礼申し
上げます。
　思いがけない新型コロナウイルス蔓延の中、感染リスクを背負った厳しい現場で
専門職としてご尽力をいただいていることに、心より敬意を表します。
　県民の命と暮らしを支えていくには看護の力が必要であります。コロナ禍におい
ては、さらに看護の力が求められ、その力の可能性を期待されているところであり
ます。皆様お一人お一人の力が最大限発揮できるよう、県政課題に立ち向かい、現
場の声を看護政策の推進に全力で取り組んでまいります。コロナ禍をともに戦い抜
いていきましょう。
　本年も皆様のご期待に一層お応えできるよう、さらに精励してまいりますので、
引き続きご指導ご鞭撻の程をよろしくお願い申し上げます。
　新しき年、感染症が一日も早く収束し、皆様の日常が戻る事を切に願っております。

医療や介護の職場で頑張っている皆様に心より感謝
玉野市議会議員　村　上　みつえ

　新年あけましておめでとうございます。
　看護連盟会員の皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのことと、謹んでお喜び申
し上げます。 昨年は新型コロナの流行で、大変な一年だったと思います。医療や
介護の職場で頑張っている皆様に心より感謝申し上げます。
　私は，看護職として培った「看護の心」を大切に市議会議員として、福祉の向上に
努めています。少子高齢化が進むなか、今年も安全安心で「玉野に住んで良かった」
と実感できる街づくりに奮闘して参ります。また、現在取り組んでいる「上手な歳
の重ね方」をテーマに高齢者の健康教育、健康相談による市民の生涯現役をめざし
た街づくりも一層進めていきたいと思っています。今年もご支援よろしくお願い致
します。
　最後に、皆様のご健勝とご多幸を祈念して、年頭のあいさつといたします。

「真庭に女性の声を届けるために、置かれたところで咲く」を
　　信条に、一歩ずつ前進します

真庭市議会議員　大　月　説　子
　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　岡山県看護連盟の皆様には、日頃より温かいご支援を賜り心から感謝申し上げま
す。昨年を振り返ってみますと、文教厚生常任委員会副委員長として、昨年提言し
た手話言語条例の制定や、今年政策提言した介護予防・日常生活支援総合事業の充
実強化策のとりまとめのために、看護職議員ならではの視点を活かして取り組みま
した。市民の皆様からお声を届けて頂ける事に感謝しつつ、今年も「真庭に女性の
声を届けるために、置かれたところで咲く」を信条に、一歩ずつ前進します。今年
4月には、2期目の市議会議員選挙にチャレンジする年です。皆様とともに勝利の美
酒が味わえるようエンジン全開で頑張ります。最後になりましたが、皆様のご健勝
とご多幸をお祈りいたしますとともに、引き続きご支援を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。
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私たちの抱負私たちの抱負
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岡山済生会総合病院
高尾 海青

安全安楽に日常生活
を送れるよう、根拠のあ

る看護・患者さんに寄り添える看護
を、提供しようと思います。

岡山市立市民病院
角井 亘輝

常に患者さんの立場に
立って考えることを大

切にして、思いやりのある看護を提
供していきたいです。

岡山赤十字病院
久家 大樹

「牛の歩みも千里」こ
の言葉のように、日々 精

進し、手術室看護師として難しい
手術にも挑戦する一年にします。

落合病院
野村 弥玖

周囲に気を配れ、チー
ムでの役割が果たせ、

自己成長が図れるよう頑張ります。

水島中央病院
妹脊 圭亮

私の抱負は患者さん１人１人に
合った看護をすることです。様々

な疾患がある中で同じ疾患であっても性別、年齢、
既往歴により起こりうる症状が異なるからです。

津山中央病院
森廣 満治

今年度、5年目となります。
後輩へ指導する機会が

増えるので、きちんとした指導ができるよ
うに、継続学習に励みたいと思います。

岡山旭東病院
山下 真奈美

整形の急性期病棟で
働き、術前後の患者さん

と関わる中で、まだまだ勉強不足だと
感じることが多いので頑張ります。

笠岡第一病院
岡田 早希

患者様とご家族の言
葉に耳を傾け一人一

人の「心に寄り添う看護」を行う。

おおもと病院
古澤 裕美

「仕事と家庭を両立
させる」

赤磐医師会病院
神本 泰世

このコロナ禍だからこ
そ、常に笑顔を忘れず

患者に寄り添える看護を目指しま
す。

児島中央病院
小林 好美

仕事も私生活も全力で
楽しむをモットーに今

年も頑張ります！！

岡山大学病院
河田 恭平

ゆとりある看護が提供
できるよう、心と身体を

鍛えます。

川崎医科大学附属病院
平 えり

安全安心な医療をモッ
トーに、患者さんの思い

に寄り添い、個別性のある看護が
提供できる1年にします。

倉敷成人病センター
石田 千尋

自分が出来る精一杯の
事を、どんな時でも笑顔

を絶やさず、家族や仲間に恥じない
よう一生懸命頑張っていきたいです。

心臓病センター榊原病院
池淵 之博

心臓病センター榊原病
院の手術室で勤務をし

ています。自分の目標を達成すること
で部署に貢献できるよう頑張ります。

倉敷中央病院
藤田 淳

現状維持で満足せ
ず、新たなことに挑戦

する一年にしたいと思います。

玉島中央病院
小林 由華乃

時短で働くことで得た
時間の余裕を育児と

の両立につなげ、よりよい看護を提
供していきたい。

石川病院（訪問看護ステーションこだま）
ギア 麻美

今年は時間管理を徹
底し、健康に注意して、

実りの多い一年にします。

高梁中央病院
小林 尚子

仕事も子育ても頑張
ります。今年は一つ

新しい事に挑戦していきたい
です。

津山第一病院
樋口 幸恵

あっという間に人生の
折り返し地点を通過。

日々 、最大級の「私らしさ」を発揮し
ます。

玉野市民病院
朝子 公恵

人生の節目（還暦）を
迎え、これからの人生

は「一日一生」の心構えで過ごし
ていきたいと思います。

藤田病院
赤井 時子

コロナ禍という緊迫し
た状況であっても和顔

愛語を大切に、寄り添う看護に努
めます。

旭川荘療育医療センター児童院
山田 豊子

先行きの見えない昨今、
出来る事を精一杯する。

周りの人を思いやりの言葉と笑顔で繋
いでいく。合い言葉は「前へ、前へ」

プライムホスピタル玉島
本谷 美枝

万里一空の思いで日
々の業務に励んで行き

たいと思います。

岡村一心堂病院
高原 友加

丑だけに、何事も動じ
ず、ゆっくりですが前を

向いて歩みたいと思います。

重井医学研究所附属病院
稲野 茂行

「一日、一生」小さな積
み重ねを大切に、今年

もチャレンジしていきたいと思いま
す。

まび記念病院
竹本 美由紀

患者様に寄り添った、
専門的な看護が提供

できるように、スキルアップしていき
たい。
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る看護・患者さんに寄り添える看護
を、提供しようと思います。

岡山市立市民病院
角井 亘輝

常に患者さんの立場に
立って考えることを大

切にして、思いやりのある看護を提
供していきたいです。

岡山赤十字病院
久家 大樹

「牛の歩みも千里」こ
の言葉のように、日々 精

進し、手術室看護師として難しい
手術にも挑戦する一年にします。

落合病院
野村 弥玖

周囲に気を配れ、チー
ムでの役割が果たせ、

自己成長が図れるよう頑張ります。

水島中央病院
妹脊 圭亮

私の抱負は患者さん１人１人に
合った看護をすることです。様々

な疾患がある中で同じ疾患であっても性別、年齢、
既往歴により起こりうる症状が異なるからです。

津山中央病院
森廣 満治

今年度、5年目となります。
後輩へ指導する機会が

増えるので、きちんとした指導ができるよ
うに、継続学習に励みたいと思います。

岡山旭東病院
山下 真奈美

整形の急性期病棟で
働き、術前後の患者さん

と関わる中で、まだまだ勉強不足だと
感じることが多いので頑張ります。

笠岡第一病院
岡田 早希

患者様とご家族の言
葉に耳を傾け一人一

人の「心に寄り添う看護」を行う。

おおもと病院
古澤 裕美

「仕事と家庭を両立
させる」

赤磐医師会病院
神本 泰世

このコロナ禍だからこ
そ、常に笑顔を忘れず

患者に寄り添える看護を目指しま
す。

児島中央病院
小林 好美

仕事も私生活も全力で
楽しむをモットーに今

年も頑張ります！！

岡山大学病院
河田 恭平

ゆとりある看護が提供
できるよう、心と身体を

鍛えます。

川崎医科大学附属病院
平 えり

安全安心な医療をモッ
トーに、患者さんの思い

に寄り添い、個別性のある看護が
提供できる1年にします。

倉敷成人病センター
石田 千尋

自分が出来る精一杯の
事を、どんな時でも笑顔

を絶やさず、家族や仲間に恥じない
よう一生懸命頑張っていきたいです。

心臓病センター榊原病院
池淵 之博

心臓病センター榊原病
院の手術室で勤務をし

ています。自分の目標を達成すること
で部署に貢献できるよう頑張ります。

倉敷中央病院
藤田 淳

現状維持で満足せ
ず、新たなことに挑戦

する一年にしたいと思います。

玉島中央病院
小林 由華乃

時短で働くことで得た
時間の余裕を育児と

の両立につなげ、よりよい看護を提
供していきたい。

石川病院（訪問看護ステーションこだま）
ギア 麻美

今年は時間管理を徹
底し、健康に注意して、

実りの多い一年にします。

高梁中央病院
小林 尚子

仕事も子育ても頑張
ります。今年は一つ

新しい事に挑戦していきたい
です。

津山第一病院
樋口 幸恵

あっという間に人生の
折り返し地点を通過。

日々 、最大級の「私らしさ」を発揮し
ます。

玉野市民病院
朝子 公恵

人生の節目（還暦）を
迎え、これからの人生

は「一日一生」の心構えで過ごし
ていきたいと思います。

藤田病院
赤井 時子

コロナ禍という緊迫し
た状況であっても和顔

愛語を大切に、寄り添う看護に努
めます。

旭川荘療育医療センター児童院
山田 豊子

先行きの見えない昨今、
出来る事を精一杯する。

周りの人を思いやりの言葉と笑顔で繋
いでいく。合い言葉は「前へ、前へ」

プライムホスピタル玉島
本谷 美枝

万里一空の思いで日
々の業務に励んで行き

たいと思います。

岡村一心堂病院
高原 友加

丑だけに、何事も動じ
ず、ゆっくりですが前を

向いて歩みたいと思います。

重井医学研究所附属病院
稲野 茂行

「一日、一生」小さな積
み重ねを大切に、今年

もチャレンジしていきたいと思いま
す。

まび記念病院
竹本 美由紀

患者様に寄り添った、
専門的な看護が提供

できるように、スキルアップしていき
たい。
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ポリナビワークショップポリナビワークショップ第10回第10回 in 岡山in 岡山

　2020年11月28日に「第10回ポリナビワーク
ショップ in 岡山」を開催しました。今回のポリ
ナビ研修は、新型コロナウイルス感染拡大予防の
観点から、zoomを活用したオンライン研修を実
施しました。参加者は総勢60名以上に上りました。
　岡山県が全国で初のポリナビオンライン研修と
なりましたので、注目度は非常に高いものとなり
ました。初の試みであったことで、参加者の方に
はご不便をかけた点もあったかと思いますが、大
きな盛り上がりを見せる結果となりました。ご参

加いただいた皆さん、ありがとうございました。
　福田つかさ県議会議員より基調講演をいただき、看護と政治の繋がりや、我々若者世代が問
題意識を持って行動していく重要性を知っていただけたと感じております。また、ポリナビを
通して、同じ意識を共有できる仲間を作っていく楽しさや大切さも知っていただけたら幸いで
す。2021年は地方・国とともに選挙が執り行われる予定です。我々の意見を行政に届けていき
ましょう。

青年部部長　倉敷中央病院　大橋 仁

「第10回ポリナビワークショップin岡山」を開催して

　　　2020年11月28日（土）　
　　　13：00～16：00
　　　オンライン研修（Zoom）

＜青年部役員＞＜青年部役員＞

13：25 基調講演
 岡山県議会議員　福田 つかさ
 （テーマ）看護師の笑顔をずっと、働きやすさをもっと。
 　　　　　～Nursing Now～
14：25　ワークショップ

プログラム
日時
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　慣れないWEB研修でしたので、若干の緊張の中での参加でした。それぞれの立場で連盟活
動に対する思いや活動の実際が語られ、世代・役職・病院の垣根を超えたブレイクアウトセ
ッションにより、見えにくかった困りごとを言語化したことで整理ができ、一人では思い浮
かべることも
出来なかった

アイディアを貰えた有意義な時
間でした。皆さんに分けて頂い
た連盟活動への熱量を自部署に
も伝えていけるよう精進したい
と思います。

2020（令和２）年度　施設内連絡員研修 （Zoom研修）
日時：2020年10月29日（木）　　配信会場：岡山県看護会館３階　研修室１
講演：「施設内連絡員の役割」	 講師　岡山県看護連盟　会長　井上	純子
話題提供：「施設内連絡員への取り組み」

岡山博愛会病院　総看護師長　佐竹	睦美
グループミーティング（ブレイクアウトセッション利用）
　　　テーマ：「施設内連絡員としてどう取り組むか」

川崎医科大学附属病院　北野 久美子

　9月 24 日看護管理者・教育者セミナーに参加しました。初めてのズーム研修予定でしたが
役員会議後の開催ということで、直接会場での参加となりました。
　講演では、まず福田県議会議員から「岡山県の新型コロナ対策」について、相談窓口の設
置や、帰国者・接触者外来や対策本部の設置、５月からは軽傷者の宿泊療養施設の開設など、
今まで取り組んできたことや、各種補助金などの説明もありました。次に、高階参議院議員

からは、「新型コロナウイルス感染症の発症に伴う看護師養成所における臨地実習と卒後臨床での研修支援に
ついて」ということで、今年新型コロナウイルス感染症の影響で臨地実習が十分できなかった学生がいるが、
研修会などサポート体制を整えるため予算を確保していく予定であるとのことでした。現場の「こんなことに
困っている」「このような現状
がある」といった声をとどける
事が現状を改善するために大切
であることを改めて感じまし
た。

2020（令和２）年度　看護管理者・教育者セミナー（Zoom研修）
日時：2020年９月24日（木）　　配信会場：岡山県看護研修センター３階
講演（動画）：「岡山県の新型コロナ対策」動画配信

講師　岡山県議会議員　福田	つかさ
講演：「新型コロナウイルス感染症の発症に伴う
　　　　看護師養成所における臨地実習と卒後臨床での研修支援等について」

講師　参議院議員　高階	恵美子
石川病院　加藤 里美
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Ⓐ看護系議員擁立に向け、看護師に一票の重みをどのように伝えればよいか秘訣を教えてください。
　看護の代表の国会議員がいるから看護師の処遇などを、また、市議がいるから身近な学童の問題
や災害時の避難難民など取り上げられる事など活動を伝えます。

①施設の特徴
　市内唯一の産科、透析を持ち、急性期から維持期まで対応する173床の病院です。令和3年６
月に新築移転予定です。

②モットー
　人との出会いを大切にする
④連盟活動について自施設での取り組み
　入職時に連盟入会を勧めること、施設内連絡員を若手に

も依頼して連盟活動の参加や直接議員に会って声を聞く機会を作ります。
⑤次回の施設長の推薦と尋ねてみたい事
　倉敷平成病院の看護部長　武森三枝子さんを推薦します。院内外の研究発表
を行う職員への動機づけ、教育の秘訣を教えていただきたいと思います。

落合病院 大西 真里子

③趣味
　食べ歩き

「施設会員代表者さん出番です！」「施設会員代表者さん出番です！」施設の特徴・お人柄をご紹介する一方、連盟
活動への取り組みや、意気込みをリレーして
お伝えいたします。

　体験を通しての講演で、訪問看護サービスを受け入れる流れや介護度が低くても受け入れ
るサービスの必要性を話されました。また自宅で過ごしたい人、末期を住み慣れた場所で過
ごしたい人を、病院・看護小規模多機能型住居介護・自宅などを活用して暮らしの保健室の
支援をされ、24 時間サポートで支
えていることに感動しました。今
後はより地域包括ケアシステムが

必要となってくると感じました。
　看護連盟については、研修会を通して一人でも多
くの方が必要性を理解し、活動に参加出来たらと思
います。国家試験のエピソードには心打たれました。

2020（令和２）年度 （公社）岡山県看護協会・岡山県看護連盟合同研修会 （岡山・東備部）
日時：2020年11月８日（日）　　会場：岡山県看護会館・看護研修センター
講演：「拡大する看護の役割」〜どんな時でもいのちは輝く〜
　　　　講師　株式会社ケアーズ代表取締役　白十字訪問看護ステーション統括所長
　　　　　　　暮らしの保健室室長　認定NPO法人マギーズ東京センター長　秋山	正子
講演：「看護と政治」〜現場の声を政治の場に届けるための活動〜

講師　岡山県看護連盟顧問　江尻	美惠子

2020（令和２）年度 中国・四国ブロック看護管理者・看護教育者看護政策セミナー
日時：2020年10月31日（土）	
講演１：「日本看護連盟における看護政策の取り組み、新型コロナウイルス対策を含めて」

講師　日本看護連盟会長　大島	敏子
講演２：「日本看護協会の重点政策について」

講師　日本看護協会専務理事　勝又	浜子
講演３：「少子高齢・デジタル時代の保健医療」

講師　元厚生労働大臣衆議院議員　塩崎	恭久
講演４：「医療政策の課題と展望〜新型コロナの影響も踏まえて〜」

講師　国際医療福祉大学大学院教授　島崎	謙治

瀬戸内記念病院　福本 久美子

　看護職員確保に向けた施策は、「新規養成」「復職支援」「定着促進」の３本柱の推進と地域
の実情に合わせた地域・領域別偏在の調整にあります。これからの保健医療提供体制の大き
な変化に沿って地域包括ケアシステムへのパラダイムシフトが必須です。看護基礎教育に於
いては看護師の可能性を最大限に活かし、社会が求める役割を果たすことができる看護師を
育成しなければならないと再認識しました。

岡山赤十字看護専門学校　塚本 玲子

（Zoom研修）
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岡山県看護連盟個人会員,ＯＢ会員の集いに参加して
幹事（広報担当）　池上 淑子

　2020年12月9日ホテルグランヴィア岡山に於いて、12名の看護連盟個人会員および看護職OB会員と、15名の県役員と
の集いが開催されました。コロナ禍の中、開催の是非にも悩まれたと聞きましたが、開催時間を短縮し、フィジカル・ディ
スタンスをとり、食事は箸が交錯しないよう弁当にして、事務局が工夫した飛沫防止用
のマウスガードの利用での会話の様子は、ちょっと笑いを呼ぶものでした。
　井上会長からは、連盟活動、コロナ禍での活動の工夫、課題などの報告や諸先輩方
への支援のお願いがありました。今まで主軸となって連盟を支えてくださった諸先輩方
に、現状の理解をいただく良い機会になっていると思いました。諸先輩方からは、この
日を楽しみにしていた、他県に行くことも多いが岡山はよく頑張っていると耳にしてい
る、などとお聞きすることができました。諸先輩方の、今も生き生きと活躍されている
様子を垣間見ることができ、まだまだ連盟の理解が浅い
私も、頑張る元気をいただきました。
　あっという間の２時間で、名残惜しい解散となりました
が、今年こそは、コロナに脅えることなく、多くの諸先輩
方に参加をいただいて親交を深めながら、示唆をいただ
く機会にしていきたと強く思った集いとなりました。

　岡山県看護連盟は、2020（令和２）年11月
12日に岡山県看護協会と共に自由民主党・
岡山県議団に超高齢社会、新型コロナウ
イルス感染禍の中で期待される看護職の
役割と活動領域の拡大に関する要望書を
提出しました。

自由民主党・岡山県議団に
要望書を提出

11 Renmei-Okayama 119



　年月が早く感じるのは年を取った証でしょうか。新年を迎え
はや1ヶ月がすぎ、コロナ感染も第3派襲来になってしまいまし
た。クラスター発生が身近に迫る勢いとなり医療施設での苦労
が報道される日々が続き、いつになれば収束するのか祈るばか
りです。連盟活動も「zoom会議」となり、人との交わりも少
なく横の繋がりが薄く感じられる等々、いろいろな思いが交錯
する毎日です。考えられることを皆で少しずつ実践し、積み上
げる活動を助け合っていきたいと思います。新年度号より左開
きにリニューアルしています。気付かれましたか？

広報担当　柾岡 令子

随時、ホームページを更新しています。
是非、アクセスしてください！
ご意見・ご感想もお寄せください！

おしらせ！

岡山県看護連盟 検索
けんさく

　私達は、患者対応に多くの時間と労力、そして心を費やしています。トラブルに
なった時、法的な根拠を持って対応出来るようサポートしてくれるのがこの本です。
　長年にわたり、医療現場で起る問題を解決されてきた、森脇正先生だからこその
アドバイスが満載です。

　Q&Aに目が行きがちですが、序の部分をしっかり読むことを
お勧めします。　

医療現場がわかる弁護士らが教える！！
看護師・病院職員のための患者対応Q&A

編著　森脇 正・森定 理
岡山博愛会病院
総看護師長
　　佐竹 睦美

　今回からつぶやき欄を設け、会員の皆様のお声を掲載することに致しました。100字程度で話題（写真・イラス
トでも可）投稿をお願いします。施設名、お名前（ニックネーム・匿名可）を明記し岡山県看護連盟事務局（広報
担当）宛にお送りください。
送り先は下記の通り
　☆　原稿はメールでご送付ください。<kango-renmei@mx31.tiki.ne.jp>
　☆　右記のQRコードを読みとっての送付もできます。お問い合わせフォームが開きますので、

全項目もれなく入力して「ファイル」で原稿を添付してください。
　　　＊岡山県看護連盟のホームページ（お問い合わせ）からも送付できます。

原稿募集

お問い合わせフォームの
QRコード

読者投稿欄読者投稿欄 つ ぶ や きつ ぶ や き
れんめい岡山 2021.1.
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