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富山県看護連盟　会長　三 谷 順 子
　会員の皆様には新たな希望とともに、令和初の新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　昨年７月には私たちの代表である石田昌宏参議院議員を２期目の国政に送ることができました。現在、
石田議員は参議院厚生労働委員会筆頭理事・自民党副幹事長として、また、もうひとりの代表の高階恵
美子参議院議員は文部科学委員長として困難な課題に取り組んでいらっしゃいます。さらなるご活躍を
期待しております。
　富山県においては待望の県立大学看護学部が昨年４月開設され、１期生の皆さんが夢をもって学習さ
れています。その様子が先般のアンフィニに掲載されておりました。看護基礎教育４年で教育された若
者たちが必ずや看護の未来を牽引する原動力となって下さると信じております。
　いま、私たちをとりまく環境が激変しているなか、より質の高い看護を提供するためには、社会保障

制度改革のなかで看護政策を見極め、その実現に向けて前に進まなければなりません。政策を実現するためには政治の力が不可欠
であり、力になるのが支える組織です。そして組織は、目的を理解し賛同してくださる人の数が力になります。
　今年は庚子年です。庚は力強さ、子年は物事の始まりの意があるそうです。富山県看護連盟は、看護職がやりがいと誇りをもっ
て仕事を続けていけるよう、県民の健康と福祉の増進に貢献できるよう、今年も心を一つにする連盟会員の仲間を増やし、楽しく、
また力強く活動してゆきたいと改めて決意しております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

令和２年度　富山県予算に対する要望事項
令和元年８月28日（水）看護連盟会長と看護協会長の連名で自由民主党富山県連政務調査会環境部会に要望書を提出した。

　１ 看護の質の向上について
　新（１） 第51回（2020年）日本看護学会―看護教育―学術集

会への支援
　　（２）特定行為にかかる看護師の研修制度の推進
　　（３）認定看護師教育への支援
　　（４）介護施設等における看護の質の向上
　　（５）県立大学看護学部における看護職員へのキャリア支援
　　（６）県立大学看護学部による県内の保健師・助産師の確保

　２ 看護職の働き方改革の推進
　　（１）看護職のセカンドキャリアへの支援
　　（２）医療勤務環境改善支援センター病院サポート事業の継続
　　（３）子育て支援の充実

　３ 看護領域の開発・展開について
　新（１） 訪問看護ネットワークセンターを「訪問看護推進支援

センター」に機能強化
　　（２）訪問看護師等へのハラスメント対策への支援
　新（３）院内助産と助産師外来の拡充
　　（４） 保健師の計画的な人材確保、育成及び適切な配置へ

の支援
　新（５） 精神障がい者にも対応した地域包括ケアにおける看

護提供体制の構築
　　（６）「人生の最終段階における医療・ケア」の推進
　　（７）大災害発生時の連携体制の推進

日本看護連盟　会長　大 島 敏 子
　謹んで新年のお慶びを申し上げます
　昨年は、全国各地にもたらされた台風や大雨に心を痛めた一年でした。また、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力強い結果を残すことが出来ました。ひとえに皆様
のお力と感謝しつつ、会員数だけの得票が得られないことに力不足を覚えます。
　日本看護連盟は、創立60周年を迎えます。先輩看護職が築いてきた職能活動は、24時間365日ベッド
サイドで病める患者と共にありました。
　子年は、新しい生命力が創造され「子孫繁栄」をもたらすそうです。会員増で、看護協会と共に国民
の誰もが安心して暮らせる社会保障のあり方を構築しつつ、看護職の地位向上をめざして更なる政治参
加に邁進して参りましょう。

富山県看護協会　会長　大 井 きよみ
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、令和の新たな時代へ歴史が引き継がれた１年でした。
　富山県看護協会では、昨年11月に石井知事にお会いし、県立大学看護学部に看護系大学院と、保健師・
助産師を育成する専攻科の新設について要望しました。
　顧みますと、平成21年８月、新たな４年制の看護大学の設置を要望し、また、平成24年には検討の場
の設置を要望しました。これらを踏まえて設置された「富山県看護系高等教育機関整備検討委員会」の
報告を受け、平成28年度に県立大学看護学部設置が決定されてからは、看護基礎教育は４年で、保健師、
助産師教育は大学院等での積み上げでと要望してまいりました。全国に先駆けての看護基礎教育４年は
長年にわたる粘り強い活動の積み重ねの成果と思っております。

　引き続き、令和２年度も「人生100年時代」を見据え、地域共生社会の実現のために看護の専門性を発揮し、“Nursing Now”
看護の力で健康な社会づくりに共に取り組んでいきましょう。
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新年のごあいさつ新年のごあいさつ

　富山県看護連盟の皆様、あけましておめでとうございます。今年は夏のオリンピックが56年ぶりに日本に
やってくる大きな年。2020年がすばらしき一年となりますよう心からお祈り申し上げます。
　昨年は皆様のお力を頂き、二期目の当選を果たすことができました。選挙期間中は17日間で47都道府県を回
らせていただき、皆様から温かな声援を頂戴しました。一票一票の重みをしっかり感じながら、自らの行動で
皆様の期待に応えていく所存です。
　昨年９月には、参議院において二度目の厚生労働委員会筆頭理事を拝命いたしました。他の会派（野党）と
の調整を行う、緊張感の高い役割を再び務めることができるのは、身の引き締まる思いです。議論をしっかり
と前に進めていけるよう、鋭意、力を尽くしてまいります。

　また、自民党においては副幹事長という役割も拝命しました。党の運営には欠かせないポジションですので、しっかりと努めて参ります。
　そして当選直後から再び全国を飛び回っております。皆様からの温かいお言葉、そして「現場の声」は私の活動の原点です。その声を国
政に届け、看護職が「今日も良い看護ができた！」と実感できる環境づくりのために、この六年間、再び尽力してまいります。
　看護職の皆様、現場の皆様と共に手を携え活動してまいりますので、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　年頭にあたり、謹んで初春のお慶びを申し上げます。富山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。平成から令和への御代がわりを経て今夏には東京オリンピック・パラリンピック
が開催されるとあって、日本はいま世界で最も注目される国となっています。国政においては、国民に寄り
添う豊かな成熟社会を実現するための2040年に向けた新たな社会保障制度設計の議論が進められています。
これからの看護職が地域の様々な場所で個性と専門性を活かして活躍できるよう制度整備することや、貴重
な看護人材を育てる基礎教育の充実と一人ひとりの生涯を通じたキャリア形成支援の仕組みを整えていくこ
となど、私たちが取り組むべき政策課題は無限にあります。看護の可能性のさらなる拡がりを信じ、各々の
笑顔が輝く未来に向けて、お互い支え合い力を合わせてがんばりましょう。皆様のご健勝とご繁栄を心から
願い、幸多き一年となることを祈念申し上げ、ご挨拶といたします。本年もよろしくお願いいたします。

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年は、新たな元号・令和の幕開けとともに、総務大臣政務官を拝命した、忘れられない年となりました。
　私の総務省での担当は、情報通信、放送行政、郵政行政。人と人を、人とモノを、電波や光ケーブルや様々な手
段を使って「つなげる」仕事です。
　今年は5Gが本格的にスタートします。人口減少・高齢社会の中でICT（情報通信技術）は、これからの医療・介護・
福祉の分野で大きな役割を果たします。情報弱者とされる高齢者や障害のある方たちが取り残されることなく、情報を
活用していける。そんな社会の実現に、看護職議員として汗をかいてまいります。看護も政治も「繋げる」仕事です。
　本年も、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　お健やかに新春をお迎えのことと存じます。
　新年の清々しい空気に、国会議員としての初心が熱く思い起こされます。昨年の自民党新人事では国会対策
副委員長を拝命いたしました。診療報酬改定など、社会保障改革の節目となる年に、縦横無尽に活動できる役
職を頂けましたのも、貴連盟のご支援あってのことと、感謝申しあげます。
　看護職の働き方も変化の時です。結婚、出産、子育て、ライフイベントに応じた働き方を支える制度が必要
です。多様な看護のあり方と、それを支える革新的な制度整備が求められております。
　本年も、誇りを持って働くことができる職場環境の整備に尽力して参ります。ご指導賜りますよう、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

参議院議員　石田まさひろ

参議院議員　たかがい恵美子

衆議院議員　あ べ  俊 子

衆議院議員　木 村 やよい

令和元年秋の叙勲　受章おめでとうございます

金山　洋子 様　元 済生会富山病院　看護部長瑞宝双光章
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石田まさひろ参議院議員　２期目スタート

石田まさひろ議員来県 令和元年９月25日（水）

　石田まさひろ参議院議員は、2019年７月、２期目の当選を果たし、現在、厚生労働委員会筆頭理事及び自民党副
幹事長として役割、使命を果たすべく、全身全霊をかけて取り組んでいらっしゃいます。今後のさらなるご活躍を期
待します。

アンフィニ2019年秋冬号〈№537〉に掲載されました

厚生労働委員会で発言

富山県看議連総会後の懇談会

富山県看護協会　ファーストレベル受講生と懇談

竹内看護学部長、ジネスト先生と一緒に

ジネスト先生を囲んで

富山県立大学看護学部訪問富山県立大学看護学部訪問

看護連盟役員と懇談

看護協会　学会委員会と懇談

ユマニチュード講義後、学生へインタビューユマニチュードのケア体験

富山県立総合衛生学院訪問

自民党県連訪問・懇談

看護問題小委員会 厚生労働委員会で視察（ハンセン病資料館）
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　令和元年７月21日に行われた第25回参議院議員選挙では、石田まさひろ議員を再び国政に送ることができました。

　全国での得票数は189,893票、富山県は、3,890票（会員比85.6％）を獲得しました。富山県内比例代表候補者

の医療関係団体得票数では、石田まさひろ議員は他を大きく引き離して一位でした。（図１）

　全国的に投票率が低く、第23回参院選挙の富山県投票率が50.23％で石田票が3,495票、今回の第25回参院選挙

は46.88％であったことを考えると石田票が395票伸びたということは、健闘したといえると思います。しかし、目

標得票数には遠く及ばず、第24回参院選挙で得た高階議員の4,537票（会員比103％）から大きく数を落とし、富山県

看護連盟の活動としては、大きな課題を残す結果となりました。まずはなによりも、看護職が看護における政治の重

要性を理解し、若いうちから投票行動に繋げることが大切です。そのためにも、会員をはじめ各施設管理者や看護教

育機関の教員の皆さま方に連盟活動のさらなるご理解、ご協力をいただき連携強化を図っていきたいと考えています。

　また、選挙後の９月に、日本看護連盟が今後の活動に活かすことを目的に投票行動についてアンケートを実施しま

した。高い回収率を得ることができ、お忙しい中ご協力いただいた会員の皆さま方に感謝申し上げます。現在分析中

であり、後日報告させていただきます。

第25回参議院議員選挙　富山県内比例代表候補者の得票数

（図１） （図２）

■■ 当選者
■■ 落選者

■■ 自民党
■■ 自民党以外
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支部長からのメッセージ

今年の抱負・これからの活動

　新年おめでとうございます。
　昨年は、支部役員の方々や会員皆様のご理
解とご協力のもと投票行動につなげ目標獲得
数に向け支部長として選挙対策や選挙活動に
関わって参りました。支部長として支部役員
の方々を通じて積極的に関わることの大変さ
や大切さを知りました。今年はその大切さ
（何かに関わることで自分が得る新しい何か）
をより多くの人と分かち合えるよう、できる
だけ多くの支部会員さんに研修会や行事に楽
しく気軽に参加していただいて、より一層の
交流や親睦を深め、支部の活性化を進めたい
と考えております。本年もどうぞよろしくお
願いいたします。

　看護連盟は、社会の変化に応じた看護
職の職場環境や仕組みづくりのために活
動しています。看護職の仕事だけでなく、
私たちの暮らしのほとんどに政治が関係
しています。一人でも多くの方に政治に
関心を持って頂きたいと思います。
　看護連盟の活動を会員の皆さんに少し
でも身近に感じてもらい、自分たちの看
護連盟という組織の力で政治を変え、職
場環境を変えることができることを研修
などで伝えていきます。
　支部活動としては施設のリーダー・サ
ブリーダーと連絡会を開催したり、若手
会員に積極的に研修に参加して頂くよう
に働きかけていきます。

　砺波支部は、会員数394名の支部です。会
員を増やし、支部の組織強化を図るためには、
一人一人が看護連盟の目的を理解することが
不可欠です。看護の現場に最も近いところで
活動しているリーダー・サブリーダーが中心
となり、「働きやすくするためには、政治の力
が必要であること」、「そのためには看護の代
表を国会に送ることが重要である事」を伝え、
仲間を増やしていきたいと思います。
　研修会では、小矢部支部・南砺支部と合同
で、看護連盟の役割や活動を理解し、政治が
身近に感じることができるとともに、他支部
と交流しながら、心身のリフレッシュを図る
事ができる研修を継続していきたいと思います。

　2020年を迎え新たな気持ちで日々看
護を行っています。しかし、看護の世界
では少子超高齢社会や、マンパワー不足
などたくさんの問題を抱えています。昨
年参議院選挙で石田まさひろ議員が当選
し、石田議員にはこれから私達の抱えて
いる問題を一つ一つ解決に向けて活躍し
ていただけると思っております。それに
は、日々私達看護師一人一人が看護連盟
を通して課題を国に持っていかなくては
なりません。私は、支部長として、現場
の声を看護連盟や国へ橋渡しができるよ
うに研修などの看護連盟の活動を支部役
員・リーダー・サブリーダーと一緒に頑
張っていきたいと思います。

　私は、昨年９月に県議会を傍聴しま
した。知事の提案に対して鹿熊議員が
代表質問し、知事や担当部長が答弁す
る場面でした。また、陳情や請願のた
め議会を訪れる県民にも遭遇し、新聞
やTVとは違い政治が動いていると感
じ良き体験となりました。
　さて、射水支部では、会員の増加が
課題です。政治を身近に感じられる研
修会やリーダーを中心に看護連盟の
PRを行い、会員の増加に繋げたいと
考えています。

　令和２年を迎えて、私も支部長になっ
て２年目になります。昨年は、右も左も
わからない状況で無我夢中のまま過ぎた
１年でした。その中で、参議院議員選挙
を経験し、石田さんが当選された事はと
ても大きな喜びでした。また、「人の気持
ちや行動を動かすのは人である。」と学ん
だ１年でもありました。
　看護の場面において、私たちが日常的
に感じている思いや願いを大切にし、看
護職がやりがいと生きがいをもって働け
る職場環境を目指して、一人でも多くの
方に出会い、また共に活動していきたい
と思います。

支部に属する施設：JCHO高岡ふしき病院 / 金沢医科大学氷見市民病院 / 澤田記念高岡整
志会病院 /氷見訪問看護ステーション

高岡・氷見2支部

支部に属する施設：北陸中央病院 /ほっとはうす千羽 /個人会員

小矢部

支部に属する施設：南砺市民病院 /公立南砺中央病院 /ふくの若葉病院 /南砺市訪問看護ス
テーション /南砺家庭地域医療センター /個人会員

南砺

支部に属する施設：市立砺波総合病院 / あおい病院 / 砺波市北部ディサービスセンター /ナラティブホーム /
砺波准看護学院 /となみ三輪病院 /砺波医療圏急患センター /砺波市南部ディサービスセンター /個人会員

砺波

黒部・魚津

上市

富山西2

富山東2
富山北2

富山北1
富山東1

富山西1

南砺

砺波小矢部

高岡・氷見1

射水

高岡・氷見2

射水高岡・氷見1支部

支部に属する施設：厚生連高岡病院 /済生会高岡病院 /高岡市民病院 /富山県高岡看護専門
学校 /高岡みなみハートセンターみなみの杜病院 /あさなぎ病院 /川田病院 /個人会員

支部に属する施設：富山大学附属病院 /射水市民病院 /訪問看護ステーションひよどり /富
山福祉短期大学 /真生会富山病院 /個人会員

高岡・氷見2支部支部長
川原　由起

小矢部支部支部長
小泉　万里子

南砺支部支部長
上田　美津子

砺波支部支部長
大野　和美

高岡・氷見１支部支部長
小間　佳世子

射水支部支部長
林　敦子



7

　黒部・魚津支部は、約400名の会員
の皆様と共に学び、活動しています。
　ここぞという時には一人一人のパ
ワーが結集し、団結力が発揮される協
力的で頼もしい仲間の皆さんです。
　今年度も、一人でも多くの方が連盟
会員となって活動に参加、協力してい
ただけるよう、看護連盟の役割の大切
さと共に看護職の素晴らしさが伝わ
るような研修を目指して役員一同協力
して頑張りますのでよろしくお願いし
ます。

　令和２年は、看護現場から、新たな『ス
ローガン』を掲げ変革の年になると思い
ます。
長く働き続けられる職場環境と看護職の
地位向上のために看護連盟の役割は重要
であるため現場の問題や疑問を大きな声
にして国政に届けていくことの必要性を
会員の皆さんに伝わるように活動してい
きたいと思います。
　支部活動として、施設内でサブリーダ
が中心にミニ活動を充実させれるように
また、興味深い支部合同研修を企画し参
加者の皆さんに、連盟の活動理解と新た
なトピックス情報を届けていきたいと思
います。

　上市支部では、年３回支部研修を
行っています。今年は、若年層や会員
以外の方にも参加しやすい研修を企画
し、連盟の活動や役割、今までの実績
や成果を皆さんに伝えていこうと思い
ます。また、研修をきっかけに会員を
増やして行きたいと思います。各施設
のリーダーと連携をとり定期的に役員
会を開催し組織の強化に繋げ、会員の
みなさんと一緒に実行していきたいと
思います。よろしくお願いいたします。

　富山東２支部は組織を強化し活動の
理解を深めるため、施設の組織研修を
継続していきます。
　また担当施設の方々と連携を図り、
一人でも多く会員になっていただける
よう裾野を広げる活動をしていきま
す。今年も頑張っていきますのでよろ
しくお願いします。

　支部長として２年目、石田まさひろ議員
の選挙を応援することで、自分たちの日常
の業務や処遇が、政治や政策と深く関連し
ていることを強く実感できました。看護の
現在・未来を熱く考え、語れる場を現場が
作っていかなくてはならないのだと考える
１年でもありました。ただ、そのことを連
盟会員の方や非会員の方にどのように伝え
るのが良いのかはっきりわからないままで
す。連盟の活動に身をおいている時はいろ
いろ考えが浮かんでも、仕事に戻ると忙し
さに追われ、日々が過ぎていきますが、こ
まめにアピールしていくことを念頭におい
て活動していきたいと思っています。

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は第25回参議院議員選挙において
石田まさひろ議員を２期目の国政に送る
ことができ嬉しく思います。また、看護
連盟の団結力に強く感銘いたしました。
しかし、得票数が会員数に達していない
という厳しい現実も認識しました。
　これからの活動においては、連盟活動
に関心の薄い会員にも興味を持っていた
だけるような研修会等を企画し熱伝導を
もって看護連盟の役割の理解を深め会
員の拡大に努めたいと思います。また、
リーダー、サブリーダーの若い力を借り
支部の活性化を図っていきたいと考えて
います。

　支部長として２年目を迎えます。１年
目は、会員の皆様や役員、委員のご支援
を頂き支部活動を展開できたことを心よ
り感謝申し上げます。
　２年目は１年目の経験をもとにより一
層支部活動の充実を図っていきたいと考
えております。１人でも多くの看護職の
皆様に連盟活動を理解して頂くこと、ま
た会員の方だけでなく、非会員の方にも
研修会に参加して頂けるよう働きかけ、
看護と政治、政策への関心を高めて頂く
取り組み、それに加え施設訪問やミニ研
修会を行い会員数の拡大に努めていきた
いと思います。

　新年おめでとうございます。
　昨年は参議院選挙で皆様方にご協力
いただきありがとうございました。
　今年も地道に看護連盟の必要性を理
解していただき、活動できたらと思い
ます。看護界はいつの時代も厳しい現
状に立たされています。会員一人一人
が看護の向上のために一人でも多くの
理解者を得るようみんなで輪を広げて
頑張っていきましょう！
　今後とも宜しくお願い
いたします。

支部に属する施設：富山県リハビリテーション病院・こども支援センター /富山まちなか病院 /富
山市保健所保健予防課 /富山県看護協会 /訪問看護ステーション ひよどり富山 / 神明・五福地域包
括支援センター /ひよどり富山居宅介護支援事業所 /高志ライフケアホーム /看護連盟 /個人会員

富山北１

支部に属する施設：富山赤十字病院 /富山赤十字看護専門学校 /富山城南温泉病院 /富山城
南温泉第二病院 /訪問看護ステーションデューン富山 /富山市医師会看護専門学校

富山北２

支部に属する施設：医療法人西能病院 / 西能みなみ病院 / 介護老人保健施設 みどり苑 / 富
山市民病院 /富山市立看護専門学校 /光風会訪問看護ステーション /三輪病院

富山西２

支部に属する施設：かみいち総合病院 /厚生連滑川病院 /吉見病院 /中新川訪問看護ステー
ション /富山医療福祉専門学校 /訪問看護ステーションむゆうじゅ /個人会員

上市

支部に属する施設：県立中央病院/県立総合衛生学院/県立大学/プラットフォーム助産院/
流杉病院/不二越病院

富山東２

支部に属する施設：富山西総合病院 / 富山西リハビリテーション病院 / 八尾総合病院 / チューリップ長江病院 / 女性ク
リニックWe/ 谷野呉山病院 /特別養護老人ホーム 梨雲苑 / 風の庭 / はなさき苑 /豊佳苑 / 国立病院機構富山病院 /個人会員

富山西１

黒部・魚津

支部に属する施設：あさひ総合病院 /黒部市民病院 /富山労災病院 /魚津神経サナトリウム
/こぶしの庭 /魚津緑ヶ丘病院 /個人会員

富山東１

支部に属する施設：済生会富山病院 /常願寺病院 /デイサービスこのゆびとーまれ

富山北１支部支部長
竹澤　和恵

富山北２支部支部長
前川　孝子

富山西２支部支部長
吉﨑　寿美

上市支部支部長
吉森　祐美

富山東２支部支部長
毛利　登美子

富山西1支部支部長
谷口　奈美子

富山東1支部支部長
高堂　昌子

黒部・魚津支部支部長
加藤　昌子
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三谷会長挨拶　　看護と法律・選挙制度や看護連盟と看護協会の関係について。
【研修会内容】
〈第一部　パネリスト発表　要約〉
高田委員　　　　 看護連盟活動に参加することで少しでも政治に関心を持ってもらいたい。また、活動を通して様々な人と触れ合い自分の生活を変

えるきっかけにしたい。
古金委員　　　　 自分を必要とする居場所があったから家庭と仕事を両立できた。これまで経験した多くの出来事の中で学ぶことが多くあった。こ

れからも、心身共に健康で新しい経験を積んで自分を高めたい。
高田真里先生　　 働きながら育児を経験したことで問題を感じることも多かった。富山の若い人が活き活きと働ける土壌を築くために市議になっ

た。心も体も健康で働くことが出来るよう女性の環境・暮らしを考えて活動している。
伊佐治哲也先生　 専門看護師とキャリアアップの経緯、その後に活躍できる環境を作ることの大切さについて。
平木柳太郎先生　 固定観念を除き、脳が現状維持しようとする習性を理解して認知することで人は変われるチャンスを掴むことができる。思ったこ

とはやってみる事が大切。

〈第二部　パネルディスカッション〉
　スマホからアンケートに回答し、結果を見ながらリアルタイムにディスカッションを行う。
アンケート　 「看護師になって良かったと感じるときは？」の質問に約70％が「ありがとうと言われた時」と回答し会場から「患者さんから感謝の

言葉を貰い、仕事へのやりがいに繋がった」との発表があった。
アンケート　 「看護師として大切にしていることは？」では約50％が「思いやり」と回答した。一番低い回答は「ベッドサイドに行く時間を設ける」

であった。会場から「なかなかベッドサイドへ行けない」との意見あり。忙しい職場環境の中での課題も見えた意見交換の場となった。
アンケート　 「働き続けるために必要な職場環境は？」に対して約80％が「人間関係」と回答した。
盛田委員長　研修参加者の多数がアンケートに協力してくれたことに感謝する。
　　　　　　政治の事だけではなく色々なチャンスをつかむためにも看護連盟のホームページを見てほしい。
　　　　　　これからも働き続けるために看護でもワンチームを目指したい。

【まとめ】
　今回の研修後アンケートから、研修会前後の変化が「①あった②少しあった」が約80％であった。
　研修参加前には、仕事と子育ての両立がうまくいかず辞めたいと思っていた。現状を変えたいと思いながら行動に移せない自分がいた。など現状
に悩んでいる参加者もいたが、パネリストの意見、ディスカッションを行う中で、「看護職として働き続けるために」参加者それぞれの立場で考え
る機会となった。記述意見では、何事にも積極的な意識を持つ。与えられたチャンスをしっかりと逃さずつかむ。目標を持ち色々なことに挑戦して
いきたい。現場で感じたことは小さなことでも声に出し、働きやすい職場に変えるように行動する。など肯定的な意見に変化している。
　参加者159名中、130余名の回答を得ることができ、活発な意見交換ができた。看護師として働き続けるためには何が大切かを自問自答し将来
の自分の在り方を見つめ直す事が出来たと思う。 （青年部推進委員　川原由起 記）

開催日時　　令和元年12月14日（土）　9：30～12：00
場　　所　　富山県看護研修センター
テ ー マ　　「看護職として働き続けるために」

パネリスト　富山県看護連盟　青年部推進委員会　　　　高田裕揮　委員
　　　　　　富山県看護連盟　青年部推進委員会　　　　古金祥子　委員
　　　　 自由民主党 富山市議会 厚生労働委員会委員長　高田真里　先生
　　　　 岐阜県看護連盟　青年部相談役 伊佐治哲也　先生
自由民主党　富山県議会厚生環境部会委員　青年局長　平木柳太郎　先生

コーディネーター　富山県看護連盟 青年部推進委員会 盛田大樹　委員長
参 加 者　　　
　　159名

盛田委員長 三谷会長
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目　的　看護連盟の現状と課題を共有すると共に、情報交換により親睦を図る。
日　時　平成31年３月27日（水）9：20～15：00
場　所　富岩水上ライン、岩瀬大町・新川町通り（旧北国街道）散策、MUROYA
参加者　27名
内　容　情報提供「富山県看護連盟の課題」講師　富山県看護連盟　三谷順子 会長
　　　　富岩水上ライン、岩瀬町並み散策、懇談会

OB研修会

＊概　要
　情報提供「富山県看護連盟の課題」　富山県看護連盟の会員数は微増はしているが、
看護協会会員数の53％にとどまっている。組織強化のためには会員増が大切で、私
たちの代表を国政の場に送り支援していく重要な任務がある。職場を離れても看護の
未来のために国政に仲間を送り続けられるよう応援をよろしくお願いします。
　富岩水上ライン、岩瀬町並み散策　水上ラインは晴天に恵まれ、環水公園より中島
閘門、岩瀬まで快適な船旅となり、運河の歴史も知ることができた。岩瀬大町・新川
町は旧北国街道に面しており、北前航路が最盛期の明治初期に建てられた廻船問屋が
立ち並ぶ歴史的な街並みを散策した。
　懇談会　各々がボランティア活動や趣味等の現状報告をするとともに、これからも
健康で地域等で活躍の輪を広げながら、看護の未来のため応援していくことが話し合
われた。

目　的　１　看護連盟の現状と組織強化の必要性の理解を深める。
　　　　２　看護現場の課題と政治について理解を深める。
日　時　令和元年９月７日（土）9：00～12：00
会　場　富山県看護研修センター
参加者　37名
内　容　講演　「看護連盟の現状と課題・続基礎研修」　講師　富山県看護連盟　三谷順子 会長
　　　　講演　「求められる看護の実現と政治との関わり」　講師　このゆびとーまれ理事長　惣万佳代子 先生

＊講演要旨
　「看護連盟の現状と課題」　課題は組織強化である。自分たちの代表である看護職の議員を３年に１回の参議院議員選挙で国政に送る。組織は数、
数は力なので連盟会員数の増加が必要。連盟の会員が、連盟の意義や選挙の意味を正しく知ることが重要。連盟活動をしているリーダー・サブリー
ダーの施設内認知度が低く、活動しても伝わらない事がある。施設内でのリーダー・サブリーダーの認知度を高め、活動を支援して頂きたい。
　「求められる看護の実現と政治との関わり」　日本の民主主義の始まりとされる「米騒動」や、1965年新潟県立病院看護職の「二・八闘争」では
「どうにかしたいと思ったら行動に移す」ことで、国をも動かした。「このゆびとーまれ」も縦割行政の壁が次々と目の前に立ちはだかりながらも、
継続は力なりと活動を継続し、制度は後追いで制定されたのは開設から25年後であった。自分のために闘うのは動物なみ。他人のため（患者、職
員の声）・世のため（国をよくするため）に闘うのが人間である。制度を変えるには政治の力が大事である。

看護管理者ワークショップ

目　的　1）看護協会・看護連盟それぞれの役割を理解し、組織強化に協力できる。
　　　　2）看護管理者・教育者の政治への関心を高める。
日　程　一日目　令和元年10月24日（木）13：00～16：00
　　　　二日目　令和元年10月25日（金） 9：00～16：00
会　場　ホテル金沢（石川県金沢市）　　参加者　41名（富山県６名）

東海北陸ブロック　看護管理者等政策セミナー

　①講演「日本看護協会の看護政策について」　講師　日本看護協会専務理事　　　勝又浜子 先生
　②講演「看護連盟の現状と課題」　　　　　　講師　日本看護連盟副会長　　　　西城嘉子 先生
　③講演「いじめ防止対策推進法改正と共同教育支援法案」　馳浩衆議院政策秘書　白崎勇人 先生
　①講演「地方議員の役割」　　　　　　　　　講師　石川県議会議員　　　　　　下沢佳充 先生
　②講演「医療政策の動向と課題」　　　　　　講師　政策研究大学院大学　　　　島崎謙治 先生
　③グループワーク　テーマ「会員の増加と連盟活動の強化のために」

一日目

二日目

プ
ロ
グ
ラ
ム

看護管理者等政策セミナーに参加して 市立砺波総合病院　副看護部長　松井　紀子
　日本看護協会の看護政策については、地域包括ケアシステムにおける看護師の役割の重要性が増している。看護連盟の現状と課題では、協会が提
言する看護政策の実現に向けて、時代・社会のニーズにあった政策の法制化が重要である。そのためには、看護職の国会議員を確保していくことが
重要であり、一人ひとりの看護職が「看護職の役割」として選挙に行って投票することが大切であるとあらためて感じた。
　医療政策の動向と課題については、社会保障の焦点は年金よりも医療・介護に移り、さらに医療制度改革は提供体制の改革に重点がおかれ、地域
医療構想・医師偏在対策・働き方改革を三位一体で推進すること。地域医療構想は決して急性期病床の削減が目的ではなく、人口比率や少子高齢化
による医療従事者の確保などの点から、地域の中で将来を見据え、自分たちの地域医療体制をどのように最適化するかが重要であり、提供する医療
機関の再検討や選択をしていくことが求められている。また、医師の働き方改革についてのインパクトは予想以上に甚大で、医療資源を再配置する
ことが考えられる。勝又専務理事からは、「看護職の役割拡大」として特定行為も含めた質の高い医療・看護を効率的に提供することや医師の指示
を受けずに一定レベルの判断や治療等を行う事が出来る新たな看護国家資格の創設など、看護職能団体としてモデルを作り政策につなげると話され、
興味深く聴きました。
　２日間の講義やグループワークを通し、2025年・2040年問題に向けて、看護師に期待される役割は大きく、自らの地域を見据え仕組み作りに
取り組む必要性を感じました。看護管理者として、看護師一人ひとりがより良い看護を実践するために、政治の力が必要なことを理解し看護職が政
策に関心が持てるよう、看護連盟の活動を伝えていく必要性を再確認しました。
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県 外 研 修 代表議員の活動を視察しました！

　私は青年部推進委員として県外研修に参加する機会を頂きました。一
番印象に残っているのは、JNA会館での和田幹事長のお話でした。政治
の世界に看護の代表を送ることができず、60年前に看護協会の総会で
決議し昭和34（1959）年政治団体として日本看護連盟が設立されたと
いう歴史があり、看護連盟が設立された経緯や役割、意義を知ることが
出来ました。政治の世界で力を持つには、トップ当選でなければならな
いということ。看護の現場をよりよいものにするために、また国民の健
康と福祉の向上を目指しさまざまな活動を推進している看護連盟に会員
としての責任を感じました。
　また、国会や首相官邸はこのような機会でなければ見る
ことができず、とても貴重な経験をさせて頂きました。生

で見る参議院本会議傍聴では安倍首相への質疑と答弁に緊張感があり、政治に対し興
味を持つきっかけとなりました。２日間を通し、他施設の方と交流することもできと
ても有意義な研修になりました。今回得られた経験を、青年部の委員としての活動に
生かしていきたいと思います。

県外研修に参加して

目　的　①JNA会館見学と日本看護連盟役員との懇談を通して、職能団体として政治活動の重要性を理解する。
②国会議事堂を見学し、看護職代表議員の活動を知ることによって政治への関心を高める。
③内閣総理大臣の執務の拠点となる現場を実際に体感し、政治への関心をより深める。

日　程　2019年11月19日（火）　JNA会館・日本看護連盟視察、墨田川屋形船遊覧（希望者）
2019年11月20日（水）　首相官邸表敬訪問、国会議事堂（参議院本会議傍聴）

参加者　38名

　雨が降る富山を出発し東京では紅葉輝く秋晴れが私たち一行を迎えてくれました。表参道にあるJNA会館とそ
の館内にある日本看護連盟を訪問し、2020年のナイチンゲール生誕200年に向けNursing Now！「看護の力
で健康な社会を！」キャンペーン期間でもあり、ナイチンゲールの功績や手紙が展示され看護の原点に触れるこ
ともできました。
　首相官邸ではテレビで見る首相や官房長官が記者会見を行う会見室、国賓を迎える大ホールなど、政治や外交
の現場をみることができました。
　国会の見学では、参議院本会議を傍聴し安部首相の答弁を傍聴することができ、貴重な体験ができました。参
議院議員会館では幸運にも富山代表の衆議院・参議院の先生方全員にお会いし議員としての活動状況などを聞く
ことができました。また、私たちの代表である石田参議院議員も
駆けつけ、私たちに声援を送ってくださり元気をもらいました。
　今回の県外研修は青年部委員や若手看護師の参加が多く活気が

あり、パワーをもらうこともできました。幻想的で美しい東京のイルミネーションは多事多
端な日常を忘れさせ心癒されました。この二日間、貴重な体験をたくさんすることができ、
私自身、政治への関心が高まりました。これからの医療のあり方が変化していく時代に、現
場の声を反映し、看護で社会全体を健康にできるよう看護職が力を合わせていかなければい
けないと改めて思いました。この研修で感じたこと、学んだことを多くの人に伝えていきた
いと思います。

JNA会館首相官邸

ナイチンゲール書簡集

青年部推進委員会委員
高岡・氷見１支部
厚生連高岡病院

屋敷　幸世

上市支部
かみいち総合病院

柴田　久美

和田幹事長のお話
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看護連盟活動について理解が深まると共に、楽しく魅力ある研修を実施しています。
今年度の主な活動を報告します。

砺波、小矢部、南砺３支部合同研修会

射水、高岡・氷見３支部合同研修会

目　的：①看護連盟会員としての自覚を持ち、その
役割を知る。

②会員相互の親睦を図り、活動の幅を広げる。
③心身のリフレッシュを図る。

開催日：2019年11月30日（土）　9：00～11：30
会　場：済生会高岡病院　参加者：56名
内　容：講義「看護連盟の役割・基礎研修」

　講師　高岡・氷見１支部長　小間佳世子
　　　　実技「ハーバリウム作り」
　　　　　　　講師　日本フラワーデザイナー協会　藤牧由香 先生

＊参加者の声
●要点がまとめられていたので、連盟の役割についてよく分
かった。

●声を伝えないと何も変わらないので、現場からの声を届け
ることが大事だと分かった。

●議員さんの具体的な活動内容の話があったらよかった。
●ハーバリウムについて簡単な作業でそれなりの作品になっ
たので良かった。

目　的：看護連盟の役割を理解し、連盟活動の意義を学ぶ
開催日：2019年７月６日（土）　10：00～12：00
会　場：新川文化ホール　参加者：61名
内　容：講義「看護連盟の現状と課題・続基礎研修」
　　　　DVD視聴「いい看護の答えは現場にある」「選挙に行こう」
　　　　　　　講師　上市支部長　吉森祐美
　　　　実技「フットケアについて学ぶ」
　　　　　　　講師　富山県義肢製作所　高坂友之 先生

＊参加者の声
●講義では、看護連盟は現場の問題を吸い上げ、考えてもら
えていることが分かった。DVDでは、選挙に行く意味・義
務が分かり、選挙に行こうと思った。
＊主催者の声
●看護職議員の活動をDVDを通して周知することで、看護職の
代表を国会に送ることの重要性を広めていくことができた。
●政治に興味を持つ人は多くないが、現場の問題をどう政策
に上げていくかを看護職自身が考える必要がある。そのた
めには、政治を身近に感じてもらえるような連盟活動を進
めていきたい。

目　的：看護連盟の役割を理解し、看護と政治のつながりを
学ぶ

開催日：2019年９月28日（土）　9：30～11：30
会　場：富山県看護研修センター　参加者：105名
内　容：講義「看護連盟の現状と課題・続基礎研修」

　講師　富山西２支部長　吉崎寿美
実技「認知症について」
　講師　認知症看護認定看護師　荒木真梨子 先生

＊参加者の声
●看護職の代表を国会に送ることで法律や制度等が検討され、
看護職の立場を保証していくという看護連盟の役割を再認
識した。
●看護職の思いを届けてもらうためにも、政治に関心を向け
ることが必要だと思った。
●政治に無関心の方たちへ、政治の力が無ければ現場は変わ
らないということを伝えていく必要がある。
●認知症の方の尊厳を大切にした看護について改めて考える
ことができた。

目　的：看護連盟の役割を理解し、活性化を図る。
開催日：2019年８月３日（土）　9：30～11：30
会　場：南砺市民病院　参加者：97名
内　容：DVD視聴「いい看護の答えは現場にある」
　　　　講義「看護師特定行為研修指定機関としての取り組み」

講師　南砺市民病院　看護部長　竹澤和美 先生
　　　　講演「笑いヨガパートⅡ　ストレスを開放し、前向きになろう」

講師　余西知彦 先生

＊参加者の声
●特定行為研修について看護師の専門職としてのニーズが要
求されており、このような取り組みは必要である。
●在宅への取り組みに活かせると思った。
●笑いヨガは、体がリラックスでき心身共に軽くなった。
＊主催者の声
●看護職議員の活動をDVDで周知することで、看護職の代表
を国会に送ることや看護連盟の役割の理解に繋がった。

●看護師特定行為研修制度について在宅医療の推進を図るため
にもその必要性を理解できた。

黒部・魚津、上市２支部合同研修会

富山６支部合同研修会



黒部・魚津
（392）

上市
（269）

富山西2
（554）

富山東2
（445）富山北2

（527）

富山北1
（183）

富山東1
（258）

富山西1
（212）

南砺
（177）

砺波
（394）

小矢部
（81）

高岡・氷見1
（655）

射水
（170）

高岡・氷見2
（278）

会員数（令和2年1月5日現在）
富山県看護連盟会員数
富山県看護協会会員数

4,595名
8,815名

支部配置図（14支部と会員数）

～一人ひとりの会員の力が連盟活動を支えます～

◇正 会 員　　　7,000 円
　（富山県看護連盟 2,000 円　日本看護連盟 5,000 円）
◇特別会員　　　7,000 円
◇賛助会員（看護職）　　　2,000 円
◇賛助会員（看護職以外）　1,000 円
◇学生会員　　　無料

年　　会　　費

現職を退職された後も会員として是非継続を！
看護の未来のために、共に頑張りましょう
友人、知人で入会をご希望の方がおられましたら
富山県看護連盟までご連絡ください。

会員募集中

＊詳細については、後日、ホームページ等でおしらせします。
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　令和の幕開けとともに、気持ちを新たに看護の未来のために共に力を
合わせて、看護連盟活動に取り組んでいきましょう。本年が皆様にとっ
て素晴らしい一年になりますことを心からご祈念申し上げます。

（広報委員一同）

編
集
後
記

富山県看護連盟のホームページを
リニューアルしました！　　　　

　看護連盟の会員相互間の情報を密にし、より良いコミュニケーション
を図るため、また、会員でない方にも連盟活動を理解していただくこと
を目的に、富山県看護連盟ホームページをリニューアルしました。
　便利で使いやすいホームページになるよう、皆様と一緒に作り上げて
いきますので、ご意見をお願いいたします。 （広報委員会）

2019年度　県別会議 日時：2019年10月９日（水）
会場：看護研修センター

　日本看護連盟尾形妙子常任幹事、県看護連盟役員・支部役員31名の出席で開催。
　尾形常任幹事から、第25回参議院議員選挙について本部報告。
　三谷会長から富山県看護連盟の選挙総括について報告。
　協議事項は、第25回参議院議員選挙に対する取り組みを総括し、第26回参議院議員選挙の課題をピックアップした。
　具体的な意見が多く出て有意義な会議であった。
　尾形常任幹事から「組織の最後の評価は選挙であり、勝つ
には数が大事。数の多さが国会議員として働く力になる。」
　三谷会長からは「組織力は数である。一人でも増やすよう
に頑張り、誇りと生きがいをもって働き続けられる環境つくりを目指し活動しましょう。」と締めくくられた。

他団体との交流
「たばた裕明後援会ヘルスアップセミナー」で
「ヘルスチェックコーナー」を担当
　令和元年11月４日（月・振休）ホテルグランテラス富
山で「たばた裕明後援会ヘルスアップセミナー」があり、
「誰もが元気に活躍できる社会の実現に向けて～健康寿命
延伸プランを考えよう～」と題して講演やパネルディスカッションがあり、その来場者を対象に、骨密度測定や
血圧・握力測定を実施。参加者は測定値に安堵したり、食生活や運動の必要を再認識されたりしていました。

　    Ｎ∞「アンフィニ」の    　

　配送方法変更に関するお願い　

　2020（令和２）年度から、Ｎ∞「アンフィニ」
の配送方法を次のように変更いたします。
①原則、会員10人に１冊の割合で、勤務先に
送ります。

②１施設あたりの部数はご希望に合わせ、増
減します。

③休職や退職などのご事情で、ご自宅へ配送
をご希望される方には、ご自宅へお送りいた
します。その場合は、入会申込書・継続申込
書にご希望の送り先をご記入ください。

今後の行事予定
◇研修会　　　　①富山県看護連盟・看護協会合同研修会　令和 2年 2月28日（金）

医療型高度介護施設　ケア科学センター　若宮ステーション（金沢市）

②ＯＢ研修会　　　　　　令和 2年 3月10日（火）　富山県立大学看護学部

◇看護連盟総会　日本看護連盟通常総会　　令和 2年 6月 5日（金）　東京プリンスホテル

富山県看護連盟通常総会　令和 2年 6月27日（土）　タワー111スカイホール

◇看護協会総会　日本看護協会通常総会　　令和 2年 6月11日（木）　マリンメッセ福岡（福岡県）

富山県看護協会定時総会　令和 2年 6月20日（土）　サンフォルテ

　  富山県知事登録旅行業　第３－２２６号

　タイセイツアーズ
〒 939-2376　富山県富山市八尾町福島２５１
TEL：076-455-8211　FAX：076-455-8222

E-mail：taiseico@topaz.ocn.ne.jp
URL：http://www.cty8.com/taiseico/taisei.html

有限
会社
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