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　新緑の候、会員の皆様にはますますご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。
　平素より会員の皆様のご理解とご支援に感謝申
し上げます。
　今般のこの予期しない「新型コロナウイルス感
染症の猛攻」に看護職をはじめ医療関係の皆様が
緊迫した状況の中で常にリスクにさらされながら
懸命に頑張っておられることに心より感謝と敬意
を表します。
　５月30日に予定しておりました山形県看護連
盟通常総会は今般の諸事情により中止し、書面議
決とさせて頂くことに決定致しました。総会後の
講演会も延期とさせていただきます。どうぞ会員
の皆様にはご理解を賜りたいと思います。
　今年度の山形県看護連盟は、これまで築いてき

た組織運営をもとに、さらに盤石な体制を作るべ
く力を入れてまいります。最大の課題であります
会員確保を第一の目標として、具体的な確保対策
で目標達成を目指します。また、2020年はナイ
チンゲール生誕200年にあたり、日本看護連盟は
日本看護協会と提携・共同し「“NursingNow”
看護の力で、健康な社会を‼」のキャンペーンを
推進しています。山形県看護連盟はこれを機に山
形県看護推進議員連盟の先生方による「看護体
験」を実施したいと考えております。その時は、
施設の皆様のご協力を是非賜りたいと思います。
　最後になりますが、看護職一人一人の弛まぬ努
力と国民（県民）みんなの賢明な行動により、一
日も早い流行の終息を迎えられますことをお祈り
申し上げます。

「令和２年度に向けて」

山形県看護連盟 会長　伊　藤　加代子
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　暖冬の今年ですが、合同会議当日、東京はみぞれ模様のこの冬

一番の寒さと言う生憎の天候でした。しかし、会場は参加者760
名の熱気で冬の寒さも吹っ飛んでしまう様な雰囲気でした。令和

元年度の日本看護連盟意識調査報告では、あらゆる意味で自施設

だけでは生き残って行くのが厳しい時代だと意見があり私自身も

強く感じました。何事にも無関心と言われる看護学生や20代、30代の看護職の政治

への関心をもっと高めなければならないと強く感じました。私たちの職場環境は先

輩方の並々ならぬ頑張りがあったからこそ、現在があると言う事を折に触れ伝えて

いく事が私たちの使命であり、歴史を語り継ぐ事は将来の地位を守るためにもとて

も重要であるという事を改めて考えさせられました。今後私が実際に経験してきた

ことを多くのスタッフに伝えていきたいと思います。

　去る2月16日、石田まさひろ議員を講師に迎えセミナーを受講し

ました。概要は、医療従事者の負担の軽減、医師等の働き方改革の

推進、安心安全で質の高い医療の実現、医療機能の連携と地域包

括ケアシステムの推進、効率化・適正化に通じた制度の安定性、持

続可能性の向上等について説明がありました。他病院の事例や政府

の改定目的など、笑いを交えてとても分かり易い内容でした。人生

100年時代を迎え医療・看護を受ける側も提供する側も高齢化して

いきます。私達看護職は状況に対応し患者中心の看護ができるよう

に常に学習し続け邁進して行きたいと思います。

　この度、山形県看護連盟活動の一環として国会議事堂、

総理官邸の見学に参加しました。衛視の方に丁寧に案内し

ていただきました。

　参議院本会議場の天井は高くステンドグラスが用いられ

内装を見るだけでも壮観です。今回は参議院予算委員会を

傍聴し、質疑応答の場面は緊張と迫力がありました。途中、

総理大臣が席を離れると傍聴席にいた番記者たちは一斉に

立ち委員会室の外に出て行きました。普段は見ることがで

きない場面を経験することができ国会を身近に感じると共

に私たちの生活に繋がっていると感じました。

山形市立病院済生館　村山　玲子

公立学校共済組合東北中央病院　東海林　明子

会議・研修会報告

都道府県看護連盟会長・副会長・幹事長・支部長合同会議に参加して

看護管理者セミナー　「診療報酬改定のポイント」

国会見学に参加して

期日：令和２年１月28日（火）～ 29日（水）
会場：東京プリンスホテル　参加者760名（山形県13名）

講師：参議院議員　石田　まさひろ　氏
吉岡病院　
　須賀井　浩　一

期日：令和２年２月16日（日）（参加者116名）
会場：TISカンファレンスセンター

（参加者７名）
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　当院では、「健康と医療の

相談会」という健康増進を目

的として、地域の方を対象に

健康体操などを実施していま

す。音楽のリズムに合わせ

て、有酸素運動（エアロビク

ス）やストレッチ、マット

運動を行うプログラムで

す。運動不足解消になる

ので、参加された方々か

らは、「楽しく気持ちよく

汗をかくことができる」

と好評です。

　篠田看護専門学校へは委員長佐藤陸、三友堂看護専門学校へは副委員長佐藤圭汰が大竹幹事長と共に訪問

し講座を行いました。内容は、看護連盟の成り立ちや活動内容、青年部委員会の活動について講演し、日本

看護連盟制作のDVD「ベッドサイドから政治を変える！」の映写を行いました。

青年部だより

青 年 部 出 前 講 座
期日：令和２年２月19日（水）　篠田看護専門学校　　２学年18名
　　　令和２年２月26日（水）　三友堂看護専門学校　３学年37名

☆公立学校共済組合 東北中央病院

学生の声　～講座で一番印象に残ったこと～
　「ベッドサイドから国政へ」と言う事が驚きだった。

 　 現場の声が国政に届き、もしかしたら現状が改善されると思うとす

ごく嬉しい。政治と選挙を身近に感じた。

　 ナイチンゲールの歴史から看護が始まったと学んだが、日本の看護

の歴史は考えた事がなかったので、講話やDVDが印象に残った。

　 看護連盟や選出された代表議員の活動によって、看護職が働きやす

い環境づくりに貢献してきたという事を知った。

各病院の地域交流
の取り組み
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～看護連盟に取り組んで欲しい課題～上位４項目～

選挙後の会員意識調査の結果がでました。山形県の意識調査の回収率は93％で全国トップでした。

皆様ご協力有難うございました。　

実施時会員数965人　回収数897枚　有効回答895について集計

（未回収には、産休・育休・病休等で調査票を配布できなかった数も含まれる）

2019年度日本看護連盟会員意識調査結果　＜ 山形版 ＞
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回答者の年齢構成N=892

10代
２人

20代
170人
19％

30代
124人
14％

40代
199人
22％

50代
309人
35％

60代
83人
９％

70代
５人
１％

回答者の年齢構成N=892

10代
１人

20代
84人
37％

30代
54人
24％

40代
49人
21％

50代
36人
16％

60代
４人
２％

投票行動の実施　N=894

＊全国　投票率 65％ ＊全国　候補者記載 76％

期日前投票
263人
29％

当日投票
401人
45％

投票に行かない
230人
26％

回答者の年齢構成N=892

書いた
397人
79％

書かない
47人
９％

不明・無回答
58人
12％

行かなかった
理由

＜山形県＞

・看護職の給与の見直し・・・・・・・64. 1%

・看護要員の増員・・・・・・・・・・53. 6%

・ワークライフバランスの充実・・・・38. 9%

・看護記録・事務手続き書類の効率化・30. 4%

＜全　国＞

・看護職の給与の見直し・・・・・・・69%

・看護要員の増員・・・・・・・・・・53%

・ワークライフバランスの充実・・・・37%

・看護記録・事務手続き書類の効率化・26%
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　今般のコロナウイルス感染症の猛攻で会員の皆様は

常に緊迫した状況の中で懸命に頑張っておられること

とお察し致します。この度、山形県看護連盟では県選

出国会議員３名と山形県看護推進議員連盟に現場の声

を届け、下記の要望をいたしました。

2019年度日本看護連盟会員意識調査結果　＜ 山形版 ＞

見やすく！

　　　　　　分かり易い！

～是非ご覧下さい～

要望書提出

ホームページリニューアルしました！

会員の皆様には
迅速、的確に
情報をお届けします。

令和２年４月17日

　要望１

　　・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について

　要望２

　　・妊娠中の看護職員の休業に伴う代替え職員の確保について

令和２年４月23日

　要望１

　　・医療用防護具の充足

　　　マスク、手袋、ガウン、キャップ、エプロン、シューカバー、フェイスシールド、ゴーグル等

　要望２

　　・ 感染症の患者または感染の疑いのある患者に対応した看護職等が帰宅せずにホテル等に宿泊した

場合、当該看護職に対し宿泊費の補助を行ってほしい。

　　　病院が負担している場合においては、その病院に対して補助をお願いしたい

看議連会長
　伊藤県議 伊藤連盟会長

４／ 24　 県議会は、新型コロナウイルス感染症について緊急提言を

まとめ知事に提出しました。
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　いつにない暖冬でしたが、いよいよ桜花爛漫の春が到来いたしました。山形県看護連盟の活動も大き
な花が咲くことを願ってやみません。コロナ禍の折令和２年度山形県看護連盟通常総会は中止となり
書面議決となりました。審議事項書面決議の資料をご覧いただき、ご意見をいただければ幸いです。

（お問合せ先） TEL 0258-33-3208
FAX 0258-33-3210

寝ている間に温泉効果！＜低放射線ホルミシス＞

人生の３分の１は睡眠。

玉川温泉をヒントに当社が
企画・製造した究極の寝具。

あなたもマイナスイオンに
包まれる贅沢をしてみませんか。

ホルミシスＣ-２１枕

￥25,000（税込）

サイズ：４３cmＸ６３ｃｍ

＜高さ調整可能タイプ＞

ラジウムパイプ入

木炭繊維（Ｃ－２１）使用

￥60,000（税込）

コスモヘルスマット

サイズ：160cmＸ160ｃｍ

●お問い合わせ先● 株式会社 コスメティック・アイーダ 宮城本工場
〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字堂田42-4
TEL:0223-23-0070 FAX:0223-23-0550 E-mail：i-satou@e-laitier.com （担当： 広報係 佐藤）

東北（宮城県）で化粧品を製造し続けて30年以上！

ご注文・ご要望は、下記お問い合わせ先へ、お電話もしくはE-mailにて、ご連絡下さい。

人気
NO. 1

連盟会員様
ご注文実績、

350個以上！

レチエ
モイスチャーリップ

3.5ｇ
1,800円（税抜）
➡1,080円（税抜）

看護連盟様限定、
全商品40%OFFでご案内中！！

（※）
※）当社製品売り上げ

2020 年度2020 年度

◎正会員
　・公益社団法人山形県看護協会会員の方
　会費8,000円（本部会費5,000円　県会費3,000円）
◎特別会員
　・正会員であった方で就業せず公益社団法人山形県看護協会会員でない方
　会費8,000円（本部会費5,000円　県会費3,000円）
◎紅の会会員
　・65歳以上の方で就業せず公益社団法人山形県看護協会会員でない方
　会費2,000円（本部会費 ――　        県会費2,000円）

家族、知人等一般の方
当連盟の趣旨に賛同いただける方どなたでも入会していただけます。
会費　1,000円
看護学生で当連盟の趣旨に賛同いただける方を対象として
います。
会費　無　料

連
盟
会
員

賛
助
会
員
学
生
会
員

あなたの入会が看護連盟活動を支えます。
看護連盟は代表議員を支援し看護問題解決
のため共に努力し、国民の健康と福祉の
向上を目指し活動しています。

編 集

後 記

今後の予定

令和２年５月30日(土)

山形県看護連盟通常総会

山形ビッグウイング
（中止）

令和２年９月26日(土)山形ポリナビTISカンファレンス　　　　　　　　  センター

令和２年６月５日(金)日本看護連盟通常総会東京プリンスホテル
(延期)

令和２年６月23日(火)

山形県看護連盟
合同役員会(延期)

県看護連盟会議室


