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長崎県看護連盟 会長 金 澤 きみ代

第24回参議院選挙において、会員の皆様にはご協力ご支援いただきありがとうございました。
平成２７年６月２日に開かれた日本看護連盟通常総会において第２４回参議院議員組織内候補者

として「たかがい恵美子」参議院議員を決議し、併せて選挙方針を決議して以来、平成２８年６
月２２日の公示日の前日まで後援会活動の拡大に取り組み、１８日間の選挙戦を経て、７月１０日の
投開票を迎えました。結果、たかがい恵美子氏は、177，810票を獲得し当選しました。自民党
内11位。長崎県に於いては8，711票でした。県内では目標の６割しか獲得することが出来ませ
んでした。今回は手ごたえがあると感じていましたのでせめて１０，０００票は出るかと信じていた
のですが残念ながら伸びませんでした。県役員・支部長・幹事長・病棟リ－ダ－さんを中心に
一生懸命活動していただいたのですが、私の甘さがこんな結果につながったのだと思います。
28年度のスロ－ガンの1つに
ベッドサイドから政治を変える！

～国政で看護職議員の発言力を高める～ を掲げました。
“国政で看護職の発言力を高める”ということは高得票で当選させるということです。
会員へ十分に伝えることが出来なかったことは、私の力不足です。反省しています。
ただ、県内では他の医療職の方の中では票が１番多かったことと８，７１１票のたかがい恵美子

票は長崎県が全国でトップだったことは救われました。
そして、市町村別の票を見ると看護連盟の会員が０および弱い市町村は他の医療職の組織代

表の方よりたかがい恵美子票は少なかったのですが、そうでない市町村はたかがい恵美子票が
多かったのを見て、看護連盟会員の力を感じました。この事も喜ばしいことでした。
会員の皆様には大変お世話になりました。感謝申し上げます。
今後も3年毎に選挙があります。会員のご協力を得ながら組織力を強化し次に備えていきた

いと考えています。
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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

参議院議員選挙、髙階恵美子先生の当選おめでとうございます。
仲間・同志のみなさま、活躍、ご苦労さまでした。かつ、ご協力ありがとうございました。
◎この度の選挙活動に思いを寄せて、―備えあれば憂いなし―、を脳裏に刻み無我夢中で
取り組んだはずの結果が、はっきりと数字に現れ、努力を重ねた同志は空しく腕を組み、
何で、どうして、と、自問自答の日々だと思います。実に一票を本物にすることの困難、
辛さが身に沁みる昨今であります。

◎更に心合わせた目標の合言葉＝全国一番、１５，０００票、二番では駄目、力強く出発したも
のの、政治力の必要性、大切さは理解している。不足は、やる気・本気・根気「信念こ
そ我が勝利」勇気を出して、知人に伝えることが出来たか、更に相手を大切にすること
が出来たか、それぞれがそれぞれに思いを寄せているいま、連盟活動は、毎日の暮らし
の中に存在していることが、それぞれの立場でしっかり受け止めることができたと思い
ます。さあ、これからの取り組み、自分が培った信念を必ず、勇気を出して相手に伝え
ることができたとき、明日への前進であり、またくる選挙で、全国一番、そして本当の
１５，０００票に達する日が到来します。重ねて不足の分を充足する努力を重ね、誰のための
看護連盟活動であるか、仲間、同志は勿論のこと、地域社会、すべての人々に寄り添い、
看護が身近な間柄であることを理解していただくために、我が道、看護の道が時局に即
した良質の看取りが提供できる為に・・・

◎看護職者の前に人間であることを、人間たる人間の道を踏み外さないように、暑い日照
りも過ぎ、ご先祖を偲ぶお彼岸の日近く、秋の七草「桔梗」の花が咲きました。
花言葉「誠実」奥ゆかしい愛情は変わりない、ということを知りました。
先祖を敬う心に看護の心が宿ります。ありがとうという「感謝の心」で継続して、連盟
活動に「誠実」さを傾注したいものであります。参院選、ご苦労さまでした。次期に備
え、ご健康で、各々の場で良い仕事ができますことを
心から祈念してあいさつを申しあげます。

「北また核実験準備か」読売新聞より
平成２８年９月１３日記
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皆様こんにちは。第24回参議院通常選挙におき
ましては、看護の固い結束をもって、再選の栄誉
を勝ち取ることができました。
擁立方針の確認から73週、候補予定者の決定か
ら55週、労苦を惜しまず活動される皆様に励まさ
れ、感謝する毎日でした。
共に苦難を乗り越えることをできましたことを
実に感慨深く、誇らしく思います。
私たちのこれまでの活動を通じて「看護力は国
政を健全化する牽引力になる。」ことが立証され
ました。これからは、いのちの現場の声を生かし
た政治の一層の推進に力を尽くして参ります。
国家国民の健やかなる発展と暮らしの安寧のた
めに、力を合わせ、看護の知恵と経験そして技術

を存分に活かしてまいりましょう。

たかがい恵美子氏 2期目当選
7／6～7／7にかけ、たかがい恵美子氏の宣車が長崎入りを
しました。7／6は石田昌宏参議院議員が応援弁士として駆け
つけ、古賀友一郎参議院議員、下条文摩左県議、ごうまなみ県
議、深堀義昭市議の応援協力を得、市内の施設訪問後、街頭演
説を行いました。

7／7たかがい恵美子先生は午前に長崎入り、南野病院訪問後、ながさき看護センターで県央会員の応援
を受け、愛野記念病院を経て正午、島原外港よりフェリーにて熊本へ出発されました。
応援に古賀友一郎参議院議員、八江利春、中島浩介、山本由夫、大場博文県議会議員がかけつけてくださいました。

たかがい恵美子氏 当当選選ああいいささつつ

長崎原爆病院前

鉄橋

夢彩都前 島原外港
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過去3回参議院選挙結果
第24回（髙階） 会員数（H28．7月） 第23回（石田） 第22回（髙階）

県 南 3，698 3，666 2，690 3，705
県 央 2，759 1，014 2，029 2，607
県 北 1，726 1，273 1，233 1，733
下 五 島 264 31 169 242
上 五 島 245 37 234 313
対 馬 市 15 25 22
壱 岐 市 4 15 9
合計 8，711 6，021 6，395 8，630

髙階恵美子先生を囲む研修会

第24回参議院選挙が終わった8月23日、たかがい恵美子参議院議員が長崎を訪問され
ました。約80名の参加者と共に、今回の選挙選や今後の活動について懇話し有意義な時
間を過ごすことができました。また、8月29日には下五島を訪問されました。

総得票数177，810票 1位 長崎県8，711票 2位 熊本県7，122票 3位 岡山県6，955票
投 票 数 長崎県全国1位 自民党公認 25名中11位
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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

祝電披露

10：20 議長団選出

報告事項

1．平成27年度 長崎県看護連盟通

常総会報告

2．平成27年度 都道府県会長会報告

3．平成27年度 役員会報告

4．平成27年度 委員会報告

5．平成27年度 長崎県看護連盟活動報告

平成27年度 支部活動報告

6．平成27年度 決算報告

7．平成27年度 監査報告

10：40 審議事項

1．平成28年度 長崎県看護連盟スローガン（案）

2．平成28年度 長崎県看護連盟活動計画（案）

3．平成28年度 予算（案）

4．平成29年度 日本看護連盟通常総会代議員選出につ

いて

5．平成29年度 長崎県看護連盟通常総会開催地につい

て

11：07 綱領宣言

日本看護連盟歌斉唱

11：20 閉 会

平成28年度

長崎県看護連盟通常総会
日時：平成28年6月4日㈯ 10：00～13：00
場所：ながさき看護センター 参加人数：554名（来賓含む）
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総総決決起起大大会会
7月10日の勝利を目指して一致団結‼

11：30 開 会
挨 拶

長崎県看護連盟会長 金澤きみ代
日本看護連盟幹事長 竹澤 良子
来賓挨拶

衆 議 院 議 員 北村 誠吾
谷川 弥一
冨岡 勉

参 議 院 議 員 古賀友一郎
諫 早 市 長 宮本 明雄
長崎県議会議員 八江 利春
決意表明
応 援

13：00 閉 会

平成28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！

～国政で看護職議員の発言力を高める～

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～

たかがい恵美子 氏

金子原二郎 氏

応
援
の
様
子
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平成２８年度地区支部報告会
県 南 地 区 …………………………………………………………

日 時：平成28年6月21日㈫ 18：30～20：00 参加人数：約210名（役員含む）
場 所：長崎県看護協会 長崎会館 決起大会来賓者：10名
第24回参議院議員選挙の公示前日、6月21日、「長崎県看護連盟県南地区9支部合同報告会及び決起大会」
を開催しました。合同報告会では第7支部の植松末広支部長より「今回の選挙は厳しい選挙になる。一人ひと
りの票が大事、看護の真価が問われている。高得票で当選させなければならない」とあいさつがありました。
次に、長崎県看護協会県南地区支部長 一瀬久美子様、長崎県看護連盟副会長 久米春代様より祝辞を頂き、平
成27年度活動報告、平成28年度活動計画の紙上報告、青年部長 尾崎貴章さんより青年部の活動報告が行われ
終了しました。その後“たかがい恵美子”“金子原二郎”決起大会が行われ、冨岡 勉衆議院議員 古賀 友一
郎参議院議員、県議会議員、市議会議員の先生方より力強い応援メッセージを頂きました。その後、金子原二
郎参議院議員候補者、たかがい恵美子参議院議員候補の代役で第9支部山口ひとみ幹事より力強い決意表明が
あり、盛況の中、終了しました。会場の熱気が会員一人ひとりに、そして一般の人へ繋れば投票行動に結びつ
き必ず当選できると確信しました。
参加された会員の皆様お疲れ様でした。

県 央 地 区 …………………………………………………………
日 時：平成28年6月24日㈮ 18：30～20：00 参加人数：165名
場 所：ながさき看護センター 4階大会議室 来 賓 者：2名
今回の報告会では、参加人数120名を目標にしていましたが、各支部からの呼びかけにより165名と多数の参
加が得られました。報告会では県会議員の八江利春様と中村和弥様からご祝辞を頂いた後、28年度の事業計画
等、報告させて頂きました。続いて看護の集いでは、たかがい参議院議員候補に扮した支部の幹事長が拍手の
中来場し、場を盛り上げました。その後、たかがい参議院議員候補が長崎県看護連盟通常総会で語られた決意
表明をDVDで流し、会員一同たかがい参議院議員候補の言葉を胸に、再度決意を新たにすることとなりまし
た。山口名誉会長の熱い言葉を聞かせていただき、支部ごとに、今回の参議院議員選挙の目標数を高らかに宣
言していく中で、私達のすべきことが明確になっていくのを感じました。青年部の若さあふれる『がんばろう
コール』で幕を閉じ、若い連盟会員も一緒になって盛り上がっているのを身近に感じられる集いだったと思います。

県 北 地 区 …………………………………………………………
日 時：平成28年6月21日㈫ 18：30～20：00 参加人数：96名（役員含む）
場 所：佐世保市中部地区公民館 来 賓 者：3名
物故会員の黙祷で会が始まり県北地区より5名の方々が長崎県看護連盟表彰を受賞されたことが紹介されま
した。平成27年度活動報告は、第24回参議院選挙に向けての活動報告をはじめ、新人研修とリーダー研修およ
び議員との連携強化に焦点を当てて活動して参りました。
平成28年度の重点目標として、①24回参議院選挙へ投票を必ず実行する。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。として今年度も運営を実行して参ります。報告会に引き続き、
長崎県議会議員の溝口芙美雄先生、吉村洋先生の2人に「私たちが住む県北地区のひと・まち・しごとについ
て学ぼう」と題して講演をお願いしました。両先生の講
演を拝聴し、県北地域の現在の状況など詳しく理解する
ことができました。最後に青年部を中心に、出席者全員
で7月10日の参議院選挙に向けて「たかがい恵美子」候
補を何が何でも当選させるために「頑張ろうコール」を
行い、閉会しました。

上 五 島 地 区 …………………………………………………………
日 時：平成28年7月15日㈮ 18：00～19：30 参加人数：会員28名（役員含む）
場 所：長崎県上五島病院 大会議室
今年度の活動内容報告は、参議院議員たかがい氏の当選に向けての活動等が主
な内容で、平成28年度長崎県看護連盟通常総会の内容と関連して報告した。
また、今回の選挙活動は会員一人一人が期日前投票と、一人で手をつなげる人
を7～10人確保することを目標に、会員38名で頑張ったが、結果的に支部の目標
達成ができなかったこと。このことについては、一人一人どう感じているか？
目標達成できなかった原因は何か？ 反省を踏まえて次回の課題となった。
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当院は、県北医療圏にて急性期医療の役割を担
う中核病院として設立87年を迎えました。平成7
年に大和町に新築移転してから、約20年ぶりに、
北館・南館の増築、本館の改修工事を行い、病棟
編成や診療部の拡大を実現し、さらに労働環境を
整えました。現在、標榜診療科36、7：1看護体
制の7病棟と10床の ICUにて総病床数312床、看
護単位は11単位です。
法人のスローガンである「入院時より職員全員で幸せな退院を考える」を念頭に、平成25年度より1年間
の法人内シリーズ研修を受けた51名の「在宅支援ナース」・MSW・薬剤師・リハ・管理栄養士との多職種
協働で、急性期から在宅までを意識した退院支援を行っています。
また、平成20年度より質の高い看護の提供と医療の安全を目的として、「法人内認定看護師制度」を発足
し、「説明支援」「感染管理」「緩和支援」「皮膚ケア」「NST」「ケア技術」「がん化学療法看護」「脳卒中リ
ハビリテーション看護」の分野において1～2年の教育を受けた法人内認定看護師が誕生しました。さらに、
本年度から「急性期看護」の教育課程をスタートさせました。各分野のバッチを胸につけ、ラウンドにおけ
る現任教育、コンサルト、教育や指導において看護の質向上に努めてい
ます。
「患者さんが一日も早く社会に復帰されることを願います」を基本理
念に、看護部もしくは多職種で実現できることを常に考え、日々邁進し
ている病院・看護部です。

文責 山口純子

第15回 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院

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。

支援ナースによる説明風景 NSTカンファレンス風景
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期日：11月5日（土）
12：00～14：00

場所：市民会館前広場
雨天時（長崎県看護協会長崎会館5階＝魚の町）

内容：バザー・看護相談など

編
集
後
記

例年にない猛暑のなか、第24回参議院選挙も無事終了し私達の代表たかがい恵美子氏を再び国
政に送り出すことができました。喜びと同時にもう少し得票数を伸ばすことができなかったのか
という疑問も残りました。ただ長崎県は全国一位の得票数でした。それはひとえに会員の頑張り
の結果だと思います。
今年も、たかがい恵美子議員の活躍を連盟だよりを通してお伝えしていきたいと思います。

金子原二郎氏
参議院選挙区 当当選選

おめでとうございます
得票数336，612票

今後とも看護連盟活動への
ご支援をよろしくお願いします。

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 案案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内内
平成28年度施設代表者・看護管理者研修会
日 時：平成28年10月20日㈭ 14：00～16：30
場 所：長崎県看護協会 長崎会館 5Ｆ研修室

リーダー・施設連絡員研修
日 時：平成28年11月12日㈯ 13：00～15：30
場 所：長崎県看護協会 長崎会館 5Ｆ研修室

平成28年度長崎県看護連盟新入会者研修会
第1回目
日 時：平成28年12月9日㈮ 13：30～16：00
場 所：長崎県看護協会 長崎会館 5Ｆ研修室
第2回目
日 時：平成29年1月19日㈭ 13：30～16：00
場 所：ながさき看護センター 4Ｆ大会議室

6／15日本看護連盟通常総会の翌日
たかがい恵美子議員を訪問
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