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　賛否両論だったオリンピック、パラリンピックが終わりました。
　この間も、医療従事者の方たちはコロナ対策に奔走されました。医療従事者がいた
からこそ、今回のオリンピックが開催できたといっても過言ではないと思います。
　そして、今も医療の最前線で新型コロナウイルス感染症と戦ってくださっている医

療従事者のみなさまに敬意を表し感謝いたします。

　今年度も６月１９日、コロナ禍の中、縮小、且つリモートで愛媛県看護連盟通常総会が無事終了致しま
した。今年度は多くの役員が入れ替わり、その役員の承認もみなさまから頂きました。新体制の中、連盟
のみなさまのご協力とご理解を得ながら新役員共々活動致します。

　さて、次年度は第２６回参議院議員選挙があります。この選挙は私たち看護職にとって最も大事な選挙
です。看護の代表を政策決定の場に送り出し、「現場の声」を届ける。制度を創る、変えることは連盟会
員として重要な活動です。
　そのために私たち連盟会員が一丸となって行動し、看護の代表を国政に送りましょう。

　最後に先般、各施設にお送りしました友納理緒（とものう りお）氏作成の「ナースのための法律相談・
判例解説」が分かりやすいため、今後３回に渡り「あいひめ」にも掲載いたします。コロナ禍におけるタ
イムリーな内容ですので是非お役立てください。

会長あいさつ
愛媛県看護連盟 会長　吉田 昭枝

　今年度の通常総会は、新型コロナウイルス感染症の現
状を鑑み、会員の皆様の健康と安全を第一に考え、リモー
トでの開催と致しました。
　出席者は３４名（うち役員２２名）、委任状提出者４，７３２名、合計４，７６６名でした。
　初めてのリモート開催での総会となりましたが、滞りなくすべての議案が原案どおり可決されましたことを
報告いたします。
　２０２１年度日本看護連盟通常総会は諸事情により開催できておりません。

２０２１年度 愛媛県看護連盟通常総会報告

日　時 	 2021年6月19日（土）
	 13：00～14：30
場　所 	 愛媛看護会館2階第1研修室
	 及びZOOMによるリモート会議の併用
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　自由民主党 愛媛県第一選挙区支部長の塩崎あきひさでございます。こ
の度は皆様から次期衆議院総選挙に向けてのご推薦を頂き、心より感謝
申し上げます。
　全国的なデルタ株による急激な感染拡大を受け、新型コロナウイルス
感染症との長く苦しい闘いは正念場が続いています。感染防止対策や業
務の増大に耐えながら、医療の最前線で命がけの看護実践に奔走されて
いる看護職の皆様に心より敬意を表し感謝いたします。
　昨年１０月に私は、新型コロナ民間臨時調査会の共同主査として、政府
の新型コロナ第一波対応についての検証結果を報告書の形で公表いたし

ました。総理、関係閣僚、官僚、感染症専門家など１００名以上のインタビューを踏まえ、私たちが指摘
したのは、検査体制や人員の不足など国家としての危機への備えの甘さ、後手後手で場当たり的な政策
判断など、「泥縄」な危機対応への警鐘でした。
　弁護士として様々な課題の解決にあたってきた経験から、危機は、正しく対処すれば、過去と決別し、
大きな変革を起こす機会にできると信じています。医療の継続を担保する体制整備や、感染症有事を見
据えた人員体制の強化など、このコロナ禍の苦しい経験から学んだ反省や教訓をしっかりと活かしてい
くべく、全力を尽くして参ります。
　今後とも吉田昭枝会長を中心に、愛媛県看護連盟の皆様の温かいご支援とご指導ご鞭撻のほど、心か
らお願い申し上げます。

　長引くコロナ下にあって、保健・医療・福祉等の分野で日夜、身を粉に
して人々の健康を守っていただいてる看護職の皆様方に敬意を表します
とともに、衷心より感謝申し上げます。
　約１００年前、スペイン風邪のパンデミックが発生し、世界人口１８億
人の３割前後の４,０００万人から１億人が亡くなったと推定されていま
す。その後世界大恐慌が起き、ファシズムが台頭して第二次世界大戦へ
と向かっていきました。
　今回の新型コロナウイルス感染症の流行で注意すべきことは、コロナ
禍で経済危機や金融危機になる可能性が出てくると、国民は政府にすべ
てを委任する危険性があるということです。戦前、民主的だったワイマー

ル憲法が、ナチス・ドイツの全権委任法によって葬られた歴史を忘れてはなりません。フランス、フィリ
ピン、ベラルーシなど、世界中で独裁者的な気質のリーダーが増えています。経済危機とファシズムの
危険性。それがアフター・コロナで直面する課題であり、それから国民を守ることが政治家の使命です。
　新型コロナウイルス感染症が発生してからまもなく２年になります。この間、わが国は国民に対し速や
かで適切な対応策を提供してきたとは残念ながら申し上げられません。
　今一度医療体制を見直し、国民の多くが免疫を保有し、医療従事者や看護職の皆様方が安心・安全に
働ける環境を構築すべく鋭意取り組んでまいります。

塩崎あきひさ

衆議院議員

村上誠一郎

ごあいさつ

ごあいさつ

次期衆議院議員総選挙立候補予定者

愛媛1区

愛媛2区
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　愛媛県看護連盟の皆様には日頃より大変お世話になり、またご指導を賜り
厚くお礼申し上げます。
　私は参議院議員となる以前より、県議会議員そして四国中央市長として地
元の地域医療に携わり、それを支える人材である看護師の育成、確保に東奔
西走し、ようやく県立の看護専門学校の誘致を実現できた経験から看護職の
重要性は深く認識を致しており、参議院議員出馬時には貴連盟よりご推薦を
頂けたことは何よりの励みになりました。
　そして、参議院議員在任中には、貴連盟の石田まさひろ参議院議員とは同
期の仲間となり、折に触れ看護職の抱える課題や将来ビジョンについてご教
示も頂き、改めて将来を見据えた看護についてさらなる法改正や体制の強化
が必要と感じております。

　現在、私は愛媛３区より衆議院議員を目指して活動を続けております。しかしその中で、まさに未曽有の国難
というべき事態である新型コロナウイルス感染症が昨年の２月よりわが国でも広がり、人々にとって最も大切な
命それが危険にさらされています。
　そして日本医療崩壊の懸念、同時に、現場の医療従事者の疲弊が高まっております。医療職の半分を占めて
いるのが看護師の皆様です。それを全力で支え励まして参らねばなりません。当面の人材確保に向けて、潜在
看護師の確保や派遣および派遣体制の構築、また専門性の高い看護師の活動や感染管理認定看護師の養成推進
等をさらに進めなければならないと考えます。
　愛媛では、コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした有志がつくったシトラスリボンプロジェクトが生まれ、
日本中にその運動が広がっています。医療従事者の皆様、福祉従事者の皆様はじめ現場で対策にあたっている
すべての皆様に心より感謝を申し上げます。
　コロナ禍という長いトンネルを一日でも早く脱出し日常を取り戻し、明るい日差しの中でしっかりと看護職の
将来ビジョンに目を向け、少子高齢社会の中で国民の幸福実現のために全力で取り組むことを誓い、ご挨拶と
いたします。

　愛媛県看護連盟の皆様には、県内各地域の医療介護福祉の体制を支え
ていただいておりますことに、心から感謝申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大が進む中で、看護協会のご尽力
により、病院や宿泊療養施設に看護職を派遣いただいています。感染者
の方々への医療看護や健康管理に献身的に従事いただいている看護職の
皆様に、重ねて厚く御礼申し上げます。
　愛媛県では、医療資源が脆弱な中で、私が自民党支部長を務めており
ます南予を中心とする地域では、医師、看護職など医療従事者の不足や
偏在が深刻化しており、救急医療をはじめ小児科・産科が不足する事態

となっています。また、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を控える中、健康寿命を延ばし、生き生
きと暮らしていくことができる保健福祉の水準を確保していく必要があります。私は、地域の医療介護
福祉の体制を守り抜いていくことが、国政の場で取り組むべきべき最大の課題と考えております。
　そのためには、患者の一番近くに接し、チーム医療の中で他職種と連携しながら重要な役割を果たし、
また、介護福祉の最前線で活躍されている看護職の確保と地位の向上が不可欠であると考えております。
　私は、愛媛県副知事時代に、保健福祉担当として、看護職の皆さんの声を伺いながら、看護師等養成
所への支援、院内保育所への運営補助、ナースバンク事業など、看護職の養成確保に取り組んでまいり
ました。国政の場でも、現場の皆さんの声をしっかり受け止め、看護職の養成・定着・復帰への支援、看
護職の皆さんの専門性にみあった処遇の改善、厳しい勤務環境にある看護職の皆さんが健康で安心して
働くことができる環境の整備などに、全力を尽くしてまいります。

井原　巧

長谷川淳二

ごあいさつ

ごあいさつ

愛媛3区

愛媛4区
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　新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、医療
の最前線で大切な命を守ってくださっていることに
心から感謝申し上げます。私の仕事は、このように
最前線で働く皆さんが、できる限り法的な不安を抱
えることがないように、後方から支援をすることだ
と考えています。
　先日、訪問介護を利用していた家族を新型コロナ
ウイルス感染症で失ったご遺族が、訪問介護事業所
の運営会社に対し、「家族が死亡したのはコロナ感
染の兆候があったヘルパーの訪問を続けさせて安全
配慮義務を怠ったためだ」と主張して損害賠償を求
める裁判が起こされました。この事例は、和解によ
り、審理開始前に訴えが取り下げられましたが、ご
遺族は、「提訴の目的は介護現場の安全管理体制に
対する問題提起である」としていました。
　これは、訪問介護の事例ですが、同様のことは医
療現場においても想定されます。医療機関内で院内
感染が発生し、患者さんが死亡することもあり得る
からです。それでは、院内感染による法的責任が問
われないようにするには、どのような点に注意すれ
ばよいでしょうか。
　医療機関の管理者は、医療機関を利用する患者の
生命・身体の安全に配慮する義務を負っています。
その一環として院内感染対策は必須です。仮に、不
十分な対策のもとで、患者が新型コロナウイルスに
感染したような場合には、安全配慮義務違反として

損害賠償責任を負う可能性があります。
　それでは、医療機関は、どの程度の感染予防対策
をとっていればよいのでしょうか。もちろん院内感
染が起きたからといって、すぐに医療機関に過失が
あるということにはなりません。院内感染が起きた
当時の感染対策の水準をみたしていたかが問題とな
ります。
　新型コロナウイルス感染症対策については、たと
えば、現在（令和3年7月31日時点）、厚生労働省
から「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診
療の手引き・第5.1版」（診療の手引き検討委員会）
が公表され、その中で個人防護具、換気、環境整
備、廃棄物などについて適切な院内感染対策をとる
ことが求められています。このような手引きは感染
対策の水準とされる可能性が高いものです。そのほ
か、国立感染症研究所、学会や日本看護協会をはじ
めとする医療系団体の公表する資料などを常に確認
し、新しい情報を得るようにしましょう。そのうえ
で、適切な感染対策を行い、そのことを記録に残し
ましょう。
　なお、医療機関の規模や人員などにより手引きな
どで推奨される対応が困難な場合には、同規模の医
療機関において一般的に講じられている感染対策を
行っていれば問題ないと考えますが、その方法を選
択する合理的な理由を説明できるようにしておく必
要があります。

看護師・弁護士/公益社団法人日本看護協会 参与

友納理緒
とものう　りお

Rio Tomonoh

1980年11月18日生まれ　40歳　東京都在住
2003年	 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科卒業（看護師・保健

師免許取得）
2005年	 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科に進学し、交代

制勤務と疲労、リスクマネジメント等の研究に従事。
	 医療現場を経験するなかで、医療事故が発生したときに看

護職をはじめとする医療者の力になりたいと考え，弁護士
を志す。

2008年	 早稲田大学大学院法務研究科修了
2011年	 弁護士登録（第二東京弁護士会）
	 都内法律事務所勤務を経て、土肥法律事務所を設立。
	 その後、3年間、衆議院議員政策担当秘書を兼務。
2015年	 公益社団法人日本看護科学学会研究倫理審査委員会委員に

就任。
2017年	 公益財団法人日本尊厳死協会理事に就任。
2019年	 一般社団法人日本看護学校協議会共済会顧問弁護士に就任。
2020年	 公益社団法人日本看護協会参与に就任。

看護職で弁護士の
友
とも

納
のう

さんに聞いてみよう

現在の新型コロナウィルス感染症が拡大するなかで、法的な観点から気をつけておくべきことはあるか？



レンコ&カンタの
LINEスタンプができました！

いろんな場面で使えるスタンプです！
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公式アカウントアンフィニ
看護連盟のことや、看護に役立つお知らせを
LINEでお届けします！

お友だち登録してね。

【ホーム】＞ 【友だち追加】＞ 【QRコード】より
上記QRコードを読み取る

方法

１

【ホーム】＞ 【友だち追加】＞ 【ID検索】より

@ayk5254aと入力
方法

2

友だち登録のしかた
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愛媛県看護連盟
新体制のご紹介

会　長

中予第四支部中予第三支部中予第二支部中予第一支部

中予第六支部 中予第七支部

中予第八支部

南予第一支部

南予第二支部

南予第三支部

青年部代表監　事監　事

副会長

中予第五支部

看護教育支部

顧　問

幹事長

今治支部

西条支部

新居浜第1支部

新居浜第2支部

吉田　昭枝

谷岡　真作善家　新一柏　美栄子宮下　圭子

大西　文恵 倉橋　千秋

宇髙さとみ

川口加代子

近藤　　伸

家藤八重子

長山　幸仁竹田いよ子中野　民子

福本　節子

笹山千代美

武内　稲美

植岡　道玄

永江　　隆

宮嶋　優里

日浅千代美

鎌倉　文子

守屋　昭子
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退任のごあいさつ

副会長　福本 節子
　今年度より愛媛県看護連盟副会長を務めさせていただくことになりました。
　１０年間南予第一支部長を務めさせていただいた経験を活かし、愛媛県看護連盟吉田会長、県
役員、会員の皆様のご協力とご指導をいただきながら、看護師の未来のため「届けよう看護の
声！を私たちの未来へ」のスローガンを目指し、皆さんと一緒に人と人とのつながりを大切に「看

護連盟」の輪を広げ団結し、強いチーム作りに貢献したいと思います。
　皆様の「現場の声」を国政に届け、「働きやすい環境」で「寄り添える看護」「ゆとりある看護」ができるよう、
微力ながら活動していきますので、よろしくお願いいたします。
　コロナ禍で活動を自粛しなければならないこの時期、感染対策を行いながら看護連盟の役割を理解してもらえる
よう、身近なところから広めていくつもりです。
　最後になりましたが、一日でも早く新型コロナウイルス感染症が終息することを願いながら、日々の危険と向か
い合って頑張って看護を行われている皆様に感謝いたします。

幹事長　永江　隆
　微力ながら、６月から幹事長を務めることになりました。若い時は会費を納入するだけで良
しとする、あるいは看護職に投票するので退会しよう等と考える事がありました。しかし、石本
茂先生の講演録（全国の連盟役員対象）を読んだ後、考えが前向きに変化しました。また、連
盟の歴史・成果・看護職議員の活動等を知れば知るほど、連盟会員であり続ける事は看護職の

義務だとの考えに至りました。
　以来、職場では協会と連盟への同時入会を推し進めました。嬉しいことに、次代と次々代の看護部長や支部長
をはじめ多くの職員の理解があり、それが継承されています。
　来春、完全リタイアしますが、２～３年は正会員、その後ＯＢ会員になる計画です。かつて、職場で上記のこと
を始めた者として取るべき責任であり行動だと考えています。

副会長　正岡 美恵
　愛媛県看護連盟の副会長在任中は、会員の皆様はじめ
１６支部の支部長・支部役員の方々より多大なご支援やご
協力と吉田会長のお導きがあったからこそ努めることが
できたと思っております。今後は看護連盟の会員のひと
りとして活動をして参ります。１日も早く新型コロナウ
イルス感染症が終息し、以前のように研修会等でお会い
できる日を心待ちにしております。ありがとうございま
した。

中予第八支部長　川本 美加
　この度、中予第八支部長を退任させていただくことに
なりました。会員の皆様のご協力により無事、務めるこ
とができました。貴重な体験ができました。今後は、一
会員として連盟活動を皆様と一緒に行っていきたいと
思っております。ありがとうございました。

幹　事　大仲 道子
　この度、幹事を退任させて頂くことになりました。多
くの皆さまに支えられ楽しく連盟活動をすることができ
ました。皆様との出会いは多くのことを学ぶ機会でもあ
りました。本当にありがとうございました。今後は一会
員として連盟活動を応援して行きたいと思います。

今治支部長　曽我部恵子
　約７年間、今治支部長として活動させていただき、大
変お世話になりました。看護連盟の活動の軸は「より良
い看護の提供」にあること。これを肝に銘じて、今後は
一会員として連盟活動に協力していきたいと思います。

看護教育支部長　矢野由紀子
　令和３年６月をもって教育支部長を退任させていただ
きました。
　３年間の活動の中で看護と政治についてたくさん学ぶ
ことができました。会員の皆さまのご協力の賜物と心よ
り感謝しております。ありがとうございました。

監　事　竹田喜久恵
　この度、愛媛県看護連盟の監事を退任することになり
ました竹田です。長い間お世話になりました。十分な役
割を果たせず申し訳ありませんでした。
　コロナ禍で混とんとする現在、政治に対する不満や不
信感が増大し、一方、医療・看護に関する関心は今まで
以上に高まっています。私たちはこの状況が収まること
を祈りつつ日々与えられた役割を現場で粛々と遂行して
います。看護連盟の議員さんには頑張っていただきたい
と切望します。今後とも看護連盟の一員として陰ながら
支援させていただきます。よろしくお願いします。

新役員のごあいさつ

看護連盟会員であり続ける理由
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編集
後記

　コロナ禍の今こそ看護の力を集結し、看護の代表を国政に送り出し、健康な社会を実
現しましょう。
　看護連盟と看護協会が団結し、健康な暮らしを取り戻しましょう。

看護連盟入会のご案内
看護連盟の目的

看護連盟の活動

年　会　費

看護協会の目的達成のために必要な政治活動を行い、あわせて国民の健康
と福祉の向上に寄与することを目的とする。

看護職の政治力強化に関する活動
看護職組織代表の国政進出と支援に関する活動

8,000円
（内訳　日本看護連盟：5,000円　愛媛県看護連盟：3,000円）

一人の会員が連盟を知らない一人を誘って会員の輪をひろげ、
明るく楽しい活動をすすめましょう

　この度、愛媛県看護連盟青年部代表に拝命されました。私は、現在の職場で看

護連盟と出会い、これまで様々な研修に参加させていただきました。その中で「看

護のあゆみ」を学び、看護と政治の結びつきを感じ、看護連盟という組織の必要

性について理解を深めることができました。国政に私たちの代表を送ることは、

私たちの声が国に届くということであり、看護職の未来を変える事に繋がります。日本看護連盟の

スローガンは「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」です。たくさんの現場の声をひろい、それ

らを代表に届けられるよう賛同してくれる仲間とともに活動の輪を広げていきたいと思います。そ

して皆様から愛される青年部となれるよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。

　昨年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、活動の自粛を余儀なくされ連盟活動が十分に

行えない年となってしまいました。看護連盟会員の皆様においても生活様式が変貌し、行動の制限

や感染予防行動に対する不安やストレスにより身体的・精神的にもつらい日々が続いていると思い

ます。みんなで協力し合い、自分にできることをしながらこの難局を乗り越えていきましょう。

よろしくお願いします
青年部代表・済生会今治病院　長山 幸仁

若葉
リレー

支 部 名 前 役 員 新 役 員

副会長 正岡　美恵 福本　節子
幹事長 巻田すみ子 永江　　隆
幹　事 大仲　道子

支 部 名 前支部長 新支部長

今治支部 曽我部恵子 宮嶋　優里
中予第三支部 中野　民子 善家　新一
中予第八支部 川本　美加 宇髙さとみ

支 部 名 前 役 員 新 役 員

監　事 竹田喜久恵 竹田いよ子
監　事 永江　　隆 中野　民子

支 部 名 前支部長 新支部長

看護教育支部 矢野由紀子 武内　稲美
南予第一支部 福本　節子 川口加代子

◆役員交代のお知らせ

◆支部長交代のお知らせ


