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平成27年度 長崎県看護連盟通常総会開催
平成27年度長崎県看護連盟スローガン

☆ベッドサイドから政治を変える！
～看護職国会議員を擁立し当選を勝ち取る～

☆長崎県の活性化に向けて看護の力を発揮しよう！
～健康で輝く看護の心～ ～看護教育の質の向上～

発行所／長崎県看護連盟
（諫早市永昌町23‐6 �0957‐49‐8064）

責任者／金澤きみ代http://kangorenmei-nagasaki.jp/

平成27年10月発行 長崎県看護連盟だより 第31号 （1）



ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい ささささささささささささささささささささささささささささささささささささ つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ
長崎県看護連盟 会長 金 澤 きみ代

朝夕は赤とんぼが飛び交い秋の気配を感じるようになりました。
来年の目的達成の日まで１０ヶ月を切りました。役員は、気持ちが高まりつつあります！
27年度、スロ－ガンは 1．ベッドサイドから政治を変える！

～看護職国会議員を擁立し当選を勝ち取る～
2．長崎県の活性化に向けて看護の力を発揮しよう！

～健康で輝く看護の心～
～看護教育の質の向上 を掲げ、総会で承認されました

重点目標は
1、第24回参議院選挙に看護職を擁立し当選させる。2、確かな政策実現力を持つ
3、強力な集票力を持つ 4、多くの人材提供力を持つ、とし、
活動目標を １）目標達成のため長崎県看護連盟会員が一丸となって実践活動をする
２）会員の増員と育成 ３）リーダーの増員と育成 ４）若手会員、無関心看護職の政治
参加を促進する ５）看護協会の政策実現に向けての活動およびその他必要とする問題に
取り組む ６）看護職の現状を広く社会に紹介する、といたしました。

昨年度の県別会議において、各支部長さん方は第２２回．２３回参議院選挙の反省点をもとに各
支部会員数に合わせて、２８年度の目標を決めました。今年は目標達成のために、県および各支
部での活動計画を企画しています。県連盟は県役員が各支部を担当し、スムーズな支部運営・
活動を支えていきます。
また、長崎県看護連盟会員が一丸となって実践活動をするということは、一人ひとりの会員

が自律した行動を起こすことです。そのためには、病棟リーダーの存在とその役割は大きいも
のがあります。今後は病棟リーダーがキーマンとなっていきます。引き続きリーダーの育成に
も力を入れていきます。さらには、２６年度から青年部を立ち上げ、彼らの育成にも力を入れて
きました。次はステップアップして青年部が自律した活動ができることを目指しています。
６）の“看護職の現状を広く社会に紹介する”は他県ではない活動だと思います。名誉会長

を中心に婦人会等の他団体、一般地域住民等へ看護の現状を広く社会に紹介しています。
日本看護連盟の総会において第２４回参議院選挙候補予定者に組織代表として現厚生労働大臣

政務官でいらっしゃる「たかがい恵美
子」参議院議員に決定いたしました。
“高得票で目的を達成する”と決め、
現在、連盟会員を中心に協会の協力を得
ながら各支部長と連盟役員一丸となって
後援会活動中です。引き続きご協力、ご
支援賜りますようお願いします。

大村三浦半島にて
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長崎県看護協会 長崎県看護連盟 名誉会長 山 口 ミユキ

秋の七草、咲きました。草むら虫の声、静かな夜にも、関東東北の広域豪雨による大惨
事に日本国民は等しく胸痛を覚える昨今であります。
皆様には健康で各々の場で、看護のいま、そして、将来ビジョンに向かって取り組んで

いらっしゃることを嬉しく思っています。
平成２７年度、日本看護協会通常総会に名誉会員として出席し、総会の中味をしっかり受

容し、脳裏に刻みこんでおります。超高齢、少子社会を支える看護の役割は、益々重要視
され、申すまでもなく、生活を重視する保険、医療福祉制度への転換が打ち出されようと
する現在、日本看護協会が２０２５年に向けた看護の挑戦、「看護の将来ビジョン・・・」
～いのち・暮らし・尊厳を守り支える看護～と、大きく掲げられた字句、ひときわ目立っ
た「看護の将来ビジョン」このビジョンを実現させる為に、協会・連盟会員が一体となっ
て政策と取り組むことこそ、いまその時に至っていることをしっかり自覚して、同志と共
に取り組む、平成２７年度の活動が脈々と湧いて参ります。
◎同志と共に政策実現に向けて、―日本看護協会、将来ビジョン―を達成するため為には
�先ず、組織強化こそが政治力を高める。
・協会会員即、連盟会員
・看護職者たるOB
・友好団体組織、その他

�役割分担を果す努力を
・自分のことは、自分たちのことは、「自立」

�正しい知識を身に着ける
・研修、講習に参加する。同志に伝え、広げる。

�その他
◎平成27年度の役割を熟慮し、次年度の役割は何か、「自分」のことは「自分達」のこと
は「自立」を礎とした活動が元気よく展開できる為に、各々が先ず自分の健康に充分留
意のうえ、明日に向って歩く道、看護・看護職者の後輩に幸せを祈りながら、いま「米
寿」

平成２７年９月１４日記
・東日本豪雨、死者４人に 安否不明なお１５人

―胸痛む日に―
（読売新聞による）
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9：30 開 場
9：50 オリエンテーション
10：00 総会開会

物故会員への黙祷
挨 拶
表 彰
来賓祝辞
中村法道長崎県知事
冨岡勉衆議院議員
副島都志子長崎県看護協会会長
田中愛国県議会議長
北村誠吾衆議院議員

髙階先生においては、多忙なスケジュールの
中、私達、長崎県看護連盟通常総会に出席し
ていただきました。
約30分ほどの短い時間でしたが国会での活動
内容の紹介をされました！

特別講演 たかがい恵美子参議院議員

平成27年度

長崎県看護連盟通常総会
日時：平成27年6月27日（土） 10:00～13:30
場所：ながさき看護センター 参加人数：604名（来賓含む）

●東北大震災時、災害対策本部で被害・二次災害を
防ぐための活動
●2014年、豪雪被害救済措置として、看護師国家試
験の追加実施を求める。決議を田村厚労大臣（当
時）に提出。追加試験を実現し、834名が合格す
ることができた。
●今後の取り組み・活動予定
・女性を支えていく活動
・DV防止法を命を救える法律に改正できるよう
に活動。
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11：30 議長団選出
報告事項
1．平成26年度 長崎県看護連盟通常総会報告
2．平成26年度 都道府県会長会報告
3．平成26年度 役員会報告
4．平成26年度 委員会報告
5．平成27年度 日本看護連盟通常総会代議員報告
6．平成26年度 長崎県看護連盟活動報告
平成26年度 支部活動報告

7．平成26年度 決算報告
8．平成26年度 監査報告

12：05 審議事項
1．平成27年度 長崎県看護連盟スローガン（案）
2．平成27年度 長崎県看護連盟活動計画（案）
3．平成27年度 予算（案）
4．平成28年度 日本看護連盟通常総会 代議員選出について
5．平成28年度 長崎県看護連盟通常総会 開催地について
綱領宣言
日本看護連盟歌斉唱

13：30 閉 会

平成27年度 長崎県看護連盟スローガン
1．ベッドサイドから政治を変える！

～看護職国会議員を擁立し、当選を勝ち取る～

1．長崎県の活性化に向けて看護の力を発揮しよう！
～健康で輝く看護の心～
～看護教育の質の向上～
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県央地区支部県央地区支部

平成27年度 地区支部報告会平成27年度 地区支部報告会
県南地区支部県南地区支部

台風11号の影響が心配される中、予定通り報告会と研修会
が開催されました。参加者で埋め尽くした会場に、県議会議員の八江利春先生と中村和弥先生をお迎
えして、山口ミユキ名誉会長も花を添えてくださり大盛会でした。
金澤きみ代会長の「組織力の強化」という講演は、たかがい恵美子議員の後援会名簿を会員に依頼

する時期と重なりタイムリーな内容でした。連盟活動の
重要性はもとより、選挙対策、長崎県・県央地区・支部
の目標と具体的に熱く訴え、一緒に頑張りましょうとい
うメッセージをしっかり受け取りました。平野支部長も
平成27年度の事業計画の中で選挙対策、各支部目標につ
いて話し、県連盟、支部共に来年の第24回参議院選挙の
勝利に向けたメッセージは県央地区の会員に「熱伝導」
でしっかり伝わったと思われます。

県南地区9支部合同報告会が、会員160名の参加のもと多数の来賓を迎え盛大に開催された。
来賓祝辞では県議・市議の先生方より春の統一地方選で連盟会員が熱心に活動・支援を行ったこと
への感謝が熱く語られた。長崎県看護連盟会長より来年の参議院議員選挙の組織内候補に「たかがい
恵美子」議員が決定したことの報告があり、長崎県の得票目標達成に向けて一致団結してガンバロー！
と決意表明がおこなわれた。
報告会2部は、県議会議員ごうまなみ先生による「看護の声を県政に：働く女性の環境を考える」
講演会が開かれ、子育ての体験を通して医療現場の改革の必要さを女性の目線で、母の立場から具体
的に説明を頂き、参加者の深い感動
を呼んだ。
報告会の終了後に「山口名誉会長
米寿のお祝い」が突然のハッピバー
スディの大合唱の中で始まり参加者
全員の温かい拍手の中で終了した。

日 時 平成27年7月16日（木）18：30～20：00

参加人数 152名 来 賓 者 4名

場 所 ながさき看護センター

日 時 平成27年7月9日（木）18：30～20：00

参加人数 160名

場 所 長崎県看護協会 長崎会館 5階研修室
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県北地区支部県北地区支部

離島地区・下五島支部離島地区・下五島支部

長崎県看護協会県北地区支部長 山口則子様のご来賓挨拶後、平成
26年度活動報告、平成27年度活動計画の提案を行い、内容については
すべて承認されました。
また、県北地区を19年間引っ張ってきていただいた薬王寺支部長が退任されますので、役員一同の
希望により顧問に就任していただきました。今後も引き続きご指導をお願いしています。
次に研修会では県議会議員の外間雅広先生をお呼びして、「政治が私達の生活や看護とどのように
関わっているか。」をテーマにしてご講演いただきました。外間雅広先生は、今後看護職の役割期待
は多大であり、現場の課題も山積みにしている。しかし、看護連盟の自民党の党員数は他の組織に比
べて最も多く、看護職の抱える問題解決に力を合わせることができました。政治―選挙―仕事は連動

していることが協調され
ました。自民党としても
髙階先生を応援すると力
強い言葉を頂き、来年に
向けてのスタートを切り
ました。
（県北地区第1・2・3
支部支部長）

「看護連盟とは」長崎県看護連盟会長 金澤きみ代先生、
「五島の看護に期待すること」長崎県看護連盟名誉会長 山口ミユキ先生に講演をしていただき、
多数の参加を得て盛大でした。役員が不慣れなため、運営上の不備や失礼があったと思います。予定
していた意見交換の時間がとれませんでしたが、参加して頂いた来賓の先生方にも講演を聴いていた
だきアピールできたと思います。
今後は市長・市議の先生方を囲み五島の看護を語る会を計画する予定です。

日 時 平成27年7月18日（土）9：45～12：15

参加人数 65名 来賓人数 5名

場 所 長崎県五島中央病院 2Ｆ講義堂

日 時 平成27年7月9日（木）18：30～20：00

参加人数 125名 場 所 中部地区公民館
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第 4 回 国 政 報 告

自由民主党文部科学部会長
衆議院議員 冨 岡 勉

秋らしくなってまいりましたが、長崎県看護連盟の皆様方にはご健勝でご活

躍のことと思います。

さて、昨年末、看護連盟の皆様方のご推薦により、衆議院議員として三期目

を務めさせていただき、現在、看護教育をはじめとする文部科学部会長を拝命

させていただいております。我が国は高齢化が進み、昨年度の医療費は40兆円

を突破、年々増加しております。命を守る聖なる職種についておられる皆様方

の活躍の場は、ますます重要になってまいりました。私も医療職の一員として、

地域において安心して暮らせ、一生を終えることのできる医療看護体制の確立

に努めてまいります。

今回、平成28年度の概算要求においては1．「地域医療介護総合確保基金」

の配分における看護関連事業予算の確保、2．看護職の夜勤労働適正化の指針

の策定、3．「女性の健康の包括的支援に関する法律案」の早期成立などを重

点活動の項目として、取り組んでおります。過日お届けしました来年度の概算

要求を満額確保するためにも、今後、山口ミユキ名誉会長、金澤きみ代会長及

び役員の皆様方とご相談しご意見を拝聴しながら看護職の皆様方の地位の向上

と待遇の改善に全力をあげて取り組むことをお誓い申し上げます。

会員の皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念し、国政報告並びにご挨拶とさせ

ていただきます。
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脳神経外科・循環器内科を中心とした、長崎駅近くの病院です。JR
長崎駅近くに隣接。平成7年から脳神経外科・循環器内科を設置し、病
床数は102床。
小規模ながら、長崎市中央部の急性期医療を担ってきました。
看護部では、「患者さんに満足される質の高い看護と、やりがいのあ
る職場作り」を理念に掲げています。中でも、私たちが大切にしている
のは、温かい「手」で、優しい「目」でそして、思いやりの「心」で患
者さんに寄り添う看護です。
記録や、情報に追われるのではなくベッドサイドで患者の声を聴くこと。
患者さんの状態を目で見て、手で触れて確認していくこと。チーム医療
の中でも一番身近な存在として患者さんに寄り添いたいと考えています。
また、看護部総会を取り入れ10年になります。全員参加型の看護部運
営、組織作りを実現！！目指しています！
平均年齢34歳。新人看護師から、子育て中のママさん、育メンパパ、優
しいお母さんや看護師一筋のベテランまで、明るく話しやすい職場です。
高度医療の専門知識と技術を磨き、さらに、ぬくもりや優しさを伝え
らえる看護師としての成長をサポートし、患者さん、ご家族、地域の皆
様に信頼される病院、看護部でありたいと考えています。これから「心不全チーム医療」の構築、「地域包

括医療」の構築など課題に職員一同努力してまいりますので今後
ともご指導よろしくお願いいたします。

文責 石垣俊子

第12回 特定医療法人 昭和会 恵美須町病院

my病院・施設を紹介してみませんか？
「これが自慢！うちならでは！頑張ってます‼」なんでもOKですよ。
応募方法はこちら → hyk.renmei@kangorenmei-nagasaki.jp または Fax（0957）49－8066

たくさんの応募
お待ちしてまーす。
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編集
後記

平平成成2277年年度度第第11回回看看護護管管理理者者等等研研修修会会
日 時：平成27年7月21日（火）18：00～19：30
参加者：123名
場 所：長崎県看護協会（長崎会館）5階研修室
鼎 談：テーマ 「看護と政治」

―准看護師制度について―
座 長：長崎県看護連盟会長 金澤きみ代
演 者：日本看護連盟会長 草間 朋子

公益社団法人長崎県看護協会会長 副島都志子
長崎県看護連盟名誉会長 山口ミユキ

急速な少子高齢化の中、医療は益々高度化し、安全な医療の提供をする為に、看護師には自律的に判
断し行動できる能力がいっそう求められます。今回上記の3名の代表者を迎え、それぞれの立場から
「准看護師制度について」意見交換をしていただき、国民のニーズに応えられる看護師育成について
考える機会を得ました。

平成27年度の長崎県看護連盟通常総会も無事終了し、来年の第24
回参議院選挙に向けて、本年度は組織力の強化が求められていま
す。今後も「連盟だより」を通して会員の皆様に情報の発信に努
めてまいりますので皆様のご愛読を期待しています。

（広報委員一同）

髙階参議院議員を迎えて
日 時：平成27年10月18日（日）

15：20～17：00

演 題：国政報告

場 所：長崎県看護協会 長崎会館

5階研修室

リーダー・施設連絡員研修会
（県南・県央・離島）

日 時：平成27年11月21日（土）
13：50～15：30

場 所：ながさき看護センター
4階大会議室

新入会者研修会
日 時：平成27年12月2日（水）

13：30～16：00

場 所：長崎県看護協会 長崎会館

5階研修室

研 修 案 内
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