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平成２１年６月２７日� １３：３０～１６：３０ ながさき看護センター

１２：３０ 開 場
１３：２０ オリエンテーション
１３：３０ 開 会

物故会員への黙祷
挨 拶
表 彰
来賓祝辞
祝電披露

１４：３５ 議長団選出
経過報告
１．平成２０年度 長崎県看護連盟通常総会報告

２．平成２０年度 会長会報告

３．平成２０年度 役員会報告

４．平成２０年度 委員会報告

５．平成２１年度 日本看護連盟通常総会代議員報告

１４：５５ 審議事項
１．平成２０年度 長崎県看護連盟活動報告

平成２０年度 支部活動報告

２．平成２０年度 収支決算報告

３．平成２０年度 監査報告

４．平成２１年度 長崎県看護連盟スローガン（案）

５．平成２１年度 長崎県看護連盟活動計画（案）

６．平成２１年度 収支予算書（案）

７．第２２回参議院議員選挙対策

８．役員選出

９．平成２２年度 日本看護連盟通常総会代議員選出について

１０．平成２２年度 長崎県看護連盟通常総会開催地について

活動宣言 平成２１年度 活動宣言（４地区役員）
綱領宣言
日本看護連盟歌斉唱

１６：３０ 閉 会

（２） 第１２号 長崎県看護連盟だより 平成２１年５月発行



長長崎崎県県看看護護連連盟盟県県央央第第６６支支部部紹紹介介
平成２１年２月２６日より長崎県看護連盟の１８番目の支部として仲間入りをしました
県央第６支部を紹介します。役員は支部長 森 良子（南野内科病院）。幹事長
松山育枝（貞松病院）。幹事 佐竹康子、石丸貴敏（大村市民病院）の４名です。
市内には長崎医療センターをはじめ大きな病院があります。これまでの活動経験を

生かして大村東彼地区で、連盟活動の必要性を理解していただき、会員増加ができればと思います。
２１年３月２４日第一回の支部役員会を開きまして、担当施設を分担してそれぞれで浸透をはかり、その
情報を共有して、来年７月につなげていこうと意思統一をいたしました。頼りになる役員とともに、
力いっぱいがんばって参りますので、どうぞよろしくお願いします。 文責 森 良子
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★表 彰 古 川 シズ子 様

薬王寺 和 子 様

藤 和 枝 様

坂 下 照 代 様

大久保 靖 子 様

大久保 キミヨ 様

★感謝状 故 酒 井 久 子 様

浦 義 志 様

読売新聞社

医療功労賞

保健師

坂下 照代 様

平成２１年５月発行 長崎県看護連盟だより 第１２号 （３）



総会に寄せるあいさつ
長崎県看護協会・長崎県看護連盟
名誉会長 山 口 ミユキ

そよ風に新緑の香りがただよう昨今、お元気で各々の場で最善の努力を重ね
ながらのご活躍を嬉しく存じます。
新型インフルエンザの感染情報を傾注しながら、平成２１年度通常総会を目前

にして、これまで走り続けた「看護連盟活動・過去と未来」に思いを寄せる昨今、永年の会長職退
任時 名誉会長の称を受けたその日から、この称に対して「私にできることは何か」 答えは組織
強化である。
この強化に向けて少しでも多くの施設を訪問し、同志に語り、理解と共感によって前進する姿を
見聞するときこそ、長崎県看護連盟の未来は明るく、看護協会の政策実現ができることを信じます。
よって、平成２１年度の事業達成こそが看護界の発展であることを更に信じ、名誉会長として「何が
できるか」 平成２２年度の大事業に悔いを残さないために、組織強化の理解と共感に努める所存で
あります。
さあ！ 信じる後輩の皆さま。 悲願達成に向けて、総会で更なる組織強化を計りましょう。楽
しみにしながらごあいさつと致します。

■ 悲 願 達 成 ■

「組織強化に向けて」
�本気、やる気、根気
�信念こそ勝利

－新型インフルエンザ感染２，１００人突破の新聞を読む日－
（平成２１年５月８日記）

平成２１年度 日本看護連盟 名誉会員 制度制定（初年度）

祝 長崎県看護協会名誉会長
長崎県看護連盟名誉会長 山山口口ミミユユキキ 氏 決定！

＝長崎県に看護職の副院長２１年度４名となる＝
独立行政法人長崎大学病院 副院長・

看護部長 小林 初子

長崎県病院企業団長崎県島原病院 副院長・
看護部長 藤田 弘子

長崎市立市民病院 副院長・
看護部長 伊達木慶子

長崎市立成人病センター 副院長・
看護部長 一瀬久美子

朗朗朗朗朗朗朗朗朗朗朗報報報報報報報報報報報
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当選の御礼
春の花々が心を落ち着かせ、山は新緑が初々しい季節です。

皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。
諫早市議会議員選挙では、激戦を強いられましたが、皆様の暖かいご指導、

ご声援に支えられ当選することが出来ました。本当に心から感謝いたします。
看護師の方々と地域の方々が一つになった選挙だったと思います。とても貴

重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。
これから議員としての勉強と皆様からの声を市政に届けるパイプ役として頑

張って行く所存です。又、次の人達が選挙に立てるよう新たなパイプも必要と
考え努力して行きたいと思います。これからも皆様からのご指導ご鞭撻を賜り
ますようお願いいたします。

県北地区報告県北地区報告県北地区報告県県北北地地区区報報告告
役員・施設リーダー・施設連絡員の研修
平成２０年度は研修計画を各施設で立てた。会員
が多い施設は各病棟別に、会員が少ない施設は数
カ所合同で、また常に受講率が高い施設は総合で
と、会員が受講し易い方法がとられた。従って、
講師もそれぞれで、施設リーダーや施設連絡員が
講師やグループワークのリーダーを務め、また病
棟別に実施した施設では、病棟責任者が講師を務
めた。役員は、オブザーバーとして参加した。こ
れは会員の研修だったが、むしろリーダーと連絡
員の研修となり成長に繋がった。１年の反省で、
次年度は高階恵美子をアピールする研修をしよう
と積極的な意見が出た。

平成２２年の目標に向かっての活動が目前に迫っ
てきました。成果をあげるためには、施設代表者
の方々の協力が最も重要になります。さる平成２１
年３月２１日に山口名誉会長をはじめ県役員４名、
施設代表者１８名の出席をえて会を開催しました。
先ず、金沢副会長より２０年度の県連盟活動報告が
あり、１年の振り返りをしました。県北地区とし
ては、支部数の増加、１００％研修の徹底、新人研
修の実施状況、看護基礎教育の考え方等々多くの
課題が残りました。
次に、山口名誉会長の「看護管理者の役割につ
いて」講演があり、部下が実践できるよう指導す
る管理職であってほしいと結ばれました。

長長崎崎県県看看護護連連盟盟会会員員
諫諫早早市市議議会会議議員員にに当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選

［長崎県央看護学校卒業 老健西諫早退職］

県央地区第３支部長 平野富美子

いよいよ諫早市長・市議会議員の選挙戦にはいった。支部
組織の再編成に伴って、更に密な活動ができやすくなり、
活動はとれやすくなった感じがする。実際の電話戦術にお
いても、「選挙にさそって行ってください」とか熱心にお
こなっていた。勝利に向かって、会員としてそれぞれの役
割が達成できるよう活動していきたい。各会合では、名誉
会長が弁士にたたれ、会場より常に共感の声や動きがよみ
とれ、組織としての強みや誇りを感じている。

第一支部長 薬王寺 和 子

施設代表者会

Ｈ２１．４．５

福田 美子

共共にに戦戦っったた県県央央地地区区第第３３・・第第４４支支部部

－同窓会の仲間と－

平成２１年５月発行 長崎県看護連盟だより 第１２号 （５）
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手段� 月�

関連情報を会員に伝達�
協会と合同の勉強会�
（現場の声を議員へ伝える）�
看護を支援する議員の選挙応援�

第22回参議院選に向けた活動を行う�
次期衆議院選に向けた活動を行う�
国会議員、県議、市議との勉強会�

支部増設（10月までに2支部）�
役員研修� 4/18役員研修（会議の終了後、県役員＋支部役員）�

①管理者セ　

地方議員との学習会 �

リ－ダ－研修7/20（月）セン　

7月より協会と合同で県下　

ポリナビワークショップ（県南より参加） �

看護教員OBの会 �

看護連盟だより発行�

県役員会：土/第1・3

会計監査�

ホップ�

県役員支部長合同会議：土/第3

協会・連盟合同会議：1/奇数月�

5月29日�

5月18日、19日�

6月27日�

6月6日�

6月17日�

ステッ　

８月２８日　

HP更新�

若手　

支部徹底研修：PARTⅡ　「政治活動と選挙活動のちがい」12月までに目標100％�

管理者セミナ－�
リ－ダ－研修�
新入会者研修�
支部研修�
施設訪問�
ポリナビ�
若手会員研修（サークル活動）�
OBの会賛助会員�
学生会員募集�

看護連盟だより�
HP更新�
学生会員募集チラシ�
グッズ検討�
アンフィニ�

日本看護連盟�
長崎県看護連盟�
日本看護協会�
長崎県看護協会�
三役会�
県役員会�
県役員支部長合同会議�
協会・連盟合同会議�
本部県別会議�

参議院候補予定者、県出動�

三役会：水／毎週�

平成２１年度長崎県看護連盟活動予定表（案）平平成成２２１１年年度度長長崎崎県県看看護護連連盟盟活活動動予予定定表表（（案案））
１、各支部、各施設に根ざした活動を促進する
２、看護協会と協力し看護管理者への政治参加を促進する
（危機感の共有）

３、若手会員、無関心看護職の政治参加を促進する
４、看護職の現状を広く社会に紹介する（看護職のOB賛

助会員、一般の賛助会員募集、婦人会等他団体との交流）
５、その他必要とする問題に取り組む

変化→強化
勝つ組織を
つくりあげる

（６） 第１２号 長崎県看護連盟だより 平成２１年５月発行



　月� 9月� 10月� 11月� 12月� 1月� 2月� 3月�

　 ミナ－8/5（水）：協会と合同で開催� ②管理者（三職能合同研修）11/21センタ－�

 � 国会議員との学習会 �

　 タ－�

　一円目的をもって訪問  

会計監査�

　プ�

　.２９日�

ステップ�

12月19日.20日�

ステップ�

2月21日�

看護連盟だより発行� 看護連盟だより発行�

学生会員募集スタート �

　会員のサークル活動orポリナビワークショップ�

新入会者研修11/3（土）13:30～16　センタ－ �

�

本部県別会議11月16日�

支部長 幹事長 支部長 幹事長 支部長 幹事長

県
南

第１ 浦瀬 妙子 岩本 君子

県
央

第１ 岩崎美千子 小林 勝也 離
島
下五島 藤 和枝 坂下 照代

第２ 神辺 みち 岡野 千鶴 第２ 馬場美代子 佐藤寿恵子 上五島 梁瀬マスエ 川端 逸子

第３ 坂田 幸利 上川江利子 第３ 平野富美子 木下由紀子

第４ 下田 清子 深堀 立子 第４ 林田恵美子 松尾由紀子

第５ 中尾 初美 疋田智加子 第５ 今川 洋子 横田ツヤ子

第６ 山添由紀子 佐原 和美 第６ 森 良子 松山 育枝

第７ 林田 英子 福江まさ江 県
北

第１ 薬王寺和子 村上 幸江

第８ 本山 清子 坂田由紀美 第２ 福島美津子 山下とも子

長崎県看護連盟１８支部 支部役員

平成２１年５月発行 長崎県看護連盟だより 第１２号 （７）



県南地区 ４５名

県央地区 ３７名

県北地区 ２０名

離島地区 ９名

計 １１１名

看護連盟の講演会に参加して
上五島有川地区賛助会員

何も知らないままに賛助会員になり、会員になった方へお話がある
ということで参加しました。
当日先生方は大荒れの中を何とかたどり着いたということで、大変
な思いをして来て下さいました。４人の先生方のお話を聞いて、看護
に対する思いや、働きながら子育てすることの大変さ、看護師が辞め
ていかなければならない職場環境など、よくわかりました。そのため
にはどうすればいいのか、昔のように看護師を医師の下で働く職とせ
ず、教育で質を高め、働く環境を整え、子育てしやすいようにしてい
くべきだと思いました。私たちが年老いていく時、いい看護を受けた
いと思いますので、そのためにもぜひ頑張って活動をして下さい。か
げながら看護師を応援しています。
今回は遠いところをありがとうございました。

今回の研修会で看護職と政治の結びつきにつ
いて理解でき、選挙に行かなければ！と思いま
した。
私たちの職場での働きやすい環境を作ってい
くためには国会での力が必要という
ことを知りませんでした。意識する
ことがなかったので、参加してよ
かったと思いました。

看護協会と看護連盟
の活動内容の違いが
理解できましたか。

新入会者研修会
基調講演

▼演題 なぜ、看護職に政治が必要か▼講師 長崎県看護連盟 会長 高山みつぎ

グループワーク▼テーマ �看護連盟の組織について理
解したこと

�看護職と政治について理解
したこと

ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員 ＝看護職の現状を広く社会に紹介する＝
長崎県看護連盟上五島支部賛助会員ＯＢ会員の結成式及び講演会

日 時：Ｈ２１．３．１４ １３：３０～１５：３０
場 所：新上五島町有川文化センター
参加者：一般３２名 支部役員３名 県役員４名

理解できた ５６

いくらか理解できた ４４

よく分からない ８

未記入 ２

看護職ＯＢの
賛助会員協議会開催

Ｈ２１．３．２６
看護センター

現在のＯＢ賛助会員

Ｈ２１．２．１１

（８） 第１２号 長崎県看護連盟だより 平成２１年５月発行



県南
と き 平成２１年１月３１日�
ところ 長崎県看護協会 長崎会館

人 員 １１１名（役員含む）

県央
県北

と き 平成２１年２月２１日�
ところ ながさき看護センター

人 員 ３５名

長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

基調講演 リーダーとしてこれからの役割
講師：長崎県看護連盟 名誉会長

山口ミユキ

〈内容〉ねらい：リーダーとして、これからの役割を果たすことができる。

１．リーダーとして、その役割は

２．看護界の諸問題解決は

３．組織力の強化

県県南南地地区区支支部部アアンンケケーートト結結果果県南地区支部アンケート結果

�．連盟活動の必要性をリーダーとして会員にどのように徹底させていきますか。

まず、自分が理解を深めることが大切で、選挙に行く。看護党として結集しなければならない。会員に

対しても丁寧に説明できる力をつける。看護連盟に入ってもらう。

選挙に行けばどうなるか、行かなければどうなるか、噛み砕いて、自分の言葉で職員に伝えていきたい。

１ 理解できた ７０ ８０％

２ いくらか理解できた １８ ２０％

３ よくわからない ０

協力のお願いが

できる人数

２～３名 ７

協力のお願いが

いくらかできる

人数

１～２名 ２

４～５名 ８ ２～３名 ５

６～７名 ４ ４～５名 ９

２０名 ４ ７～８名 １

３０名 １ １０名 ３

６０名 １ ５０名 １

１００名 １

職場の人数 １

１ できる ４８ ５５％

２ いくらかできる ３４ ３９％

３ できにくい ５ ５％

無記入 １

理由 ・法律 ・公務員
・会員が少ない

１ 理解できた ７１ ８０％

２ いくらか理解できた １７ ２０％

３ よくわからない ０

県南地区支部 リーダー研修会 Ｈ２１．１．３１
参加９８名 回収８８枚

�．看護協会と看護連盟の活動内
容の違いが理解できましたか

�．リーダーとしての役割は理解
できましたか

�．看護職の組織代表者が推薦されたら、一人でも多くの職場内外の方に協力のお願いができますか

平成２１年５月発行 長崎県看護連盟だより 第１２号 （９）



医療法人 健正会 大久保病院
長崎市戸石町

長崎市の東部に位置する病院です。白色の
パンツタイプとワンピースタイプ、青色のパ
ンツタイプのユニフォーム、そしてノーキャップ

となって５年目となります。
勿論清潔感を第一と考えているのですが、胸元の名

札ストラップにピンク・ブルー・紺色などを使い白衣
のお洒落を工夫しています？！ 長期療養のご高齢の
方々に「明るく・楽しく」をモットーに食事時には専
用のエプロンをつけ雰囲気作りに貢献しています。男
性人の“エプロン姿”意外と喜ばれています。
メタボも隠す さわやかムード 満開です

長崎県立こども医療福祉センター
諫早市永昌東町２４－３

当センターは、家族と離れて入院している
児がほとんどです。そのため安心感を持ち楽
しく生活できるように看護師としてだけでは

なく時には父や母として、時には兄や姉としての関わ
りを大切に看護しています。
制服は、やわらかく暖かみのあるデザインを選んで
います。また予防衣もやわらかいピンクのデザインで
す。
廊下には、かわいらしいキャラクターの絵を配置し、
心和む空間を演出しています。

社団法人 是真会
長崎リハビリテーション病院

長崎市銀屋町４番１１号

当院は昨年２月に開院しました。
病院らしくない病院を創りたいという想い
から、ユニフォームにおいても委員会を立ち

上げ、何回も検討を重ねました。“すっきりスマート
にみえるシルエット・仕事をしなやかにサポートする
素材・患者さまに与えるイメージを想定した色”のコ
ンセプトから出来上がったものです。また、名札が見
えるような胸ポケット等の工夫を凝らしています。ち
なみにピンクは、柔和なイメージで愛情を表現してい
ます。看護師にピッタリですよね。

長崎県病院企業団 長崎県上五島病院
南松浦郡新上五島町青方１５４９－１１

「地域の人の健康を守る 看護の花になろう」
私達のユニフォームの基本は、動きやすさを重視し、
以前のワンピースからパンツスタイルに変更しました。

色は、ピンクとグレーの二色とし、どの色を選択するかは個人の
自由となっています。最初のうちは、若い人もピンクは可愛すぎ
ると敬遠されていたのですが、最近では、顔写りも良くまた明る
い感じが好まれ、老若男女問わずピンクが主流のようです。
手術室・ICU・助産師など業務別に色分けされたユニフォーム

も着用されています。
私達は、「地域の人の健康を守る 看護の花になろう」をキャッ

チ・フレーズとし、日々の看護を行っています。
五島にお越しの際には、ちょっと足をのばして、当院へ見学に
お出でになりませんか。お待しています。

（１０） 第１２号 長崎県看護連盟だより 平成２１年５月発行



医療法人 白十字会 燿光リハビリテーション病院 佐世保市山手町８５５－１

はじめまして
燿光リハビリテーション病院の新人ナースです。

制服は白の上下パンツタイプ・ワンピースの２種
類があります。袖口にグリーンでNSと大きな刺

繍文字、胸元にワッペン型名札が縫い付けてあり、文字も大
きくてよく見えると好評だそうです。患者様のケア時の安全
に配慮した結果この名札に決定したとお聞きしました。入社
式・オリエンテーション・新人研修と続き、現場に配属され
たばかりですが、この制服を着て早く一人前のナースとして
仕事ができるようになりたいと思います。

長崎県病院企業団 長崎県奈良尾病院
南松浦郡新上五島町奈良尾郷７１２－３

フェリーで奈良尾港に着くと、目の前の山の上に
奈良尾病院がたっています。病院からはオーシャン
ビューが広がり桜の季節には素晴らしい景色を観る

ことができます。ここで働く私たちはさわやかなブルーのユニ
フォームで、笑顔を絶やさず、元気に患者様に接することをモッ
トーに頑張っています。

医療法人慧明会貞松病院
大村市東本町５３７

本院は総勢５８名の看護師で、毎日の業務を頑張っ
ております。制服はパンツとワンピースの２パター
ンですが、ほとんどの職員がパンツタイプの制服を

着用しています。色は白一色で、襟元のカラーがピンクかグリー
ンを選択することができます。機能性はアクティビティーを追
求し、患者様に信頼感と安心感をもって頂けるよう心がけてい
ます。

日本赤十字社 長崎原爆病院
長崎市茂里町３－１５

当院のユニフォームは、森英恵さんがデザインさ
れたもので日赤共通の白衣です。タイプはパンツス
タイルとワンピースタイプがあり、業務や処置に合

わせて自由に選択できます。また、ナースシューズも３タイプ
から選べます。当院では、動きやすいパンツスタイルの白衣が
愛用されています。白衣は白一色のみですが、私たちは「白」
のイメージである清潔感を大切にし、いつも新鮮な気持ちで患
者様に接しています。

医療法人三佼会 公立新小浜病院
雲仙市小浜町南本町９３

定床１５０床（一般病棟９０床 回復期リハビリ病棟６０床）
の島原半島西部地域の中核病院として頑張っています。
当院のユニフォームは、５年毎に更新され、昨年
リニューアルされたばかりです。襟に特徴があり、

ボタンをしたり、しなかったりと気分に合わせています。
ちなみに 開院した当初は ワンピーススタイルもありまし
たが、現在は すべてパンツスタイルに変わり フットワーク
も軽く、当院の理念である「心をこめて患者様のために」をモッ
トーに よりよい看護を目指しています。

平成２１年５月発行 長崎県看護連盟だより 第１２号 （１１）



編 集 後 記

風風をを興興そそうう！！ 長長崎崎県県
―本気・やる気・根気―

「地域に根ざした看護をしたい」－私の看護とは－
澄み切った青空に八重桜が輝き、まさに春爛漫の４
月１１日（土曜日）の午後、田平活性化センターで平成
２１年度青洲会病院職員オリエンテーション特別講演を
長崎県看護協会名誉会長・長崎県看護連盟名誉会長
山口ミユキ先生を招聘し開催することができた。
先生の気迫と看護への情熱に、参加者１５０名も圧倒
されたあっと言う間の一時間余りであった。
「ナイチンゲール章を受賞された 亡き久松シソノ
さんを彷彿させるすばらしい話で感銘を受けた。」

青洲会病院 院長；河野輝昭 談

青洲会病院看護部 山口 京子

新人と中途採用者の為のＯＲ
聖フラ新人看護師を激励に来訪！

去る平成２１年４月３日午前８時３０分、普段と同様元気一杯「さあ、今日もやるぞ！」と言わんばか
りの勢いで山口名誉会長、颯爽と到着。挨拶を終え、早々に本題に入った。長崎県看護連盟・長崎県
看護協会の歴史、とりわけ長崎市鳴滝町、当時の場所・ご尽力された先生、日本赤十字社と看護協会・
看護連盟との関わりから現在のながさき看護センターの
設立に至るまで、先生の情熱と感動を交えながら話され
た。まるで、昨日のように鮮明に振り返られ、参加者全
員、真剣に聴き入っていた。看護とは何か？先生の永遠
のテーマである看護哲学、ご自身の体験談にも存在する。
闘病生活、看護師との細かなやりとりの場面等、時折、
言葉をつまらせながらの語りは、まさに聴くも涙・語る
も涙、感無量の世界である。この素晴らしい、語りを１
人でも多くの看護師に聴いてもらいたい。

聖フランシスコ病院 植松 末広

訃 報
県央地区
前支部長 星田美恵子氏 ご逝去

慎んでごめいふくをお祈りいたします。

たたかかががいい恵恵美美子子氏氏来来崎崎予予定定

Ｈ２１．６．１７�

新緑の季節となりました。
連盟も新体制でスタートします。若葉
のように大空に向かって成長していきた
いと思います。ご協力おねがいします。
金澤、本田、中嶋、野口、本村

http://kangorenmei-nagasaki.jp/
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★長崎県看護連盟 出前研修 常時受付けます★

（１２） 第１２号 長崎県看護連盟だより 平成２１年５月発行


