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長崎県看護連盟 会長 久 米 春 代

新年明けましておめでとうございます。皆様には輝かしい新春をお迎えのことと、心よ
りお喜び申し上げます。
また、旧年中は、看護連盟活動に多大なるご尽力をいただきましたことに、重ねて感謝

申しあげます。
昨年、９月２８日に衆議院が解散し短期間の選挙戦でしたが、お陰様で県内４人の自民党

の先生方は小選挙区および比例区で当選されました。会員の皆様の１票１票の賜物だと感
謝申し上げます。４人の先生も連盟事務局まで足を運ばれお礼のごあいさつにお見えにな
り、皆様によろしくお伝えくださいとの事でした。また看護職代表議員で岡山三区から出
馬されたあべ俊子衆議院議員は今回は小選挙区で当選され、看護の底力を見せつけた選挙
でした。
そして、京都三区より出馬された木村やよい議員も比例で当選され、看護に明るい兆し

が見えてまいりました。ありがとうございました。この勢いにのって平成３１年度の参議院
選挙も頑張りたいと思います。
さて、地域包括システム構築の中、超少子高齢化社会を迎え地域住民の皆様が住み慣れ

たところで元気に生き生きと自立して暮らし、支え合える地域づくりには看護職の力は必
須です。県民の皆様が安心して地域で暮らせるよう看護基礎教育制度改革の推進・地域包
括ケアにおける看護提供体制の構築など看護協会と連携・協力し合って実現に向け活動し
てまいります。
今年は戌年。「戌」は、「滅びる」を意味する「滅」

で、草木が枯れる状態を表しているという見かた
もありますが、実際は「まもる」「植物が育って
いき、花が咲き、実をつけ食べごろが過ぎた後、
自分の実を落として、本体の木だけは守る」と言
う意味だそうです。私たちも先人たちのご苦労の
もとに今の看護連盟があることに感謝して、邁進
してまいる所存でございます。
会員の皆様には連盟活動に更なるお力添えをお

願いして、新年のご挨拶といたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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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

謹んで 初春のおよろこびを申しあげます

皆さまには、それぞれに幸せな新年をお迎えのことと、喜び申しあげます。
昨年は唐突に執行された衆議院議員選挙に対して、看護界は結集のもと自由民主党公認

候補（四区北村誠吾、三区谷川弥一、二区加藤寛治、一区冨岡勉）四人の先生方に「大同
団結のもと」信念こそ我が勝利を合言葉に全力投球した結果、全員の当選を共に喜んでお
ります。各先生方は、当選を礎に活発、かつ、力強く各々の政策実現に向けて更なる努力
を重ねられております。中でも参議院議員金子原二郎先生は、参議院予算委員長としての
ご活躍が目立ち嬉しく長崎県の輝きとしてこれからのご活躍を期待する次第でございます。
さあ、平成３０年度、これからの前進

日本看護協会、長崎県看護協会、政策実現の為の活動

◎平成２９年度の重点政策・重点事業
1．看護基礎教育制度改革の推進 2．地域包括ケアにおける看護提供体制の構築
3．看護職の労働環境の整備の推進 4．看護職の役割拡大の推進と人材育成
以上、前年度からの四つの重点政策実現に向けて、それぞれがそれぞれの役割を発揮さ

せることによって、看護の専門性をより一層高めることができます。

◎平成２９年度に聞えた地域包括ケアシステムの言葉
住まい、医療、介護、予防、生活支援の五つのサービスを一体的に提供できるケア体制

を構築しようとする中味であり、この体制の主役は看護職者であることは申すまでもあり
ません。更に、いま日本国が難問とする少子・超高齢社会に対して看護職者の仕事、人間
らしく、その人らしく穏やかな最期を支える看取りの文化、大きな役割を看護職者らしく
果たしたいものであります。 そして、看護界の組織代表
者たる参議院議員・髙階恵美子先生、石田まさひろ先生を
惜しみなく支え、平成３１年度に備える年であると同時に、
皆様のご活躍が幸せでありますように心からご祈念してご
あいさつを申しあげます。

イシグロさんノーベル文学賞を受賞
（日本生まれ（長崎市）英国籍：作家）
平成２９年１１月１２日（日）読売新聞記

生月観音にて
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日本看護連盟 会長 草 間 朋 子

「力強い看護連盟」を目指して
新春のお慶び申し上げます。
会員のみなさまは、それぞれの抱負を胸に、新たな年を迎えられたこ
とと思います。
看護連盟は、今年も、看護現場が抱える課題を看護政策として確実

に実現し、会員のみなさまが「看護連盟があってよかった」と組織の
存在を実感できる組織作り、活動を、みなさまとともに目指していきたいと思います。

昨年の看護連盟の重点目標は、「組織力を強化する」ことでした。去る１０月に行われ
ました衆議院選は、連盟にとっても大変厳しい選挙でしたが、あべ俊子先生、木村やよい
先生を再び国政の場に送ることができ、看護連盟の底力を社会にアピールすることができ
ましたことは看護連盟にとって大きな収穫であったと感謝申し上げます。
日本看護連盟は、石田まさひろ先生を次の参議院選の組織内候補予定者としてすでに決

定し、清水嘉与子顧問を会長に「石田まさひろを応援する会」を立ち上げ活動を開始して
おります。会員のみなさまには、看護職の国会議員を選出することの意味をしっかりご理
解いただき、「ベッドサイドから政治を変える」のスローガンの下、プライドをもって明
るく、元気で働き続けられる環境づくりを目指して、一歩一歩、確実に歩んでまいりましょ
う。看護政策の実現は、４人の国会議員の先生の協力を得ながら、私たち看護職の手、力
で自律して行わなければなりません。看護連盟の活動の成果は、会員のみなさま一人ひと
りの努力の積み重ねの結果です。
今年も、くれぐれもよろしくお願いします。

衆議院議員 あ べ 俊 子

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
長崎県看護連盟の皆様には日頃より温かいご支援を賜り、心より感

謝申し上げます。
昨年は全国の看護連盟の皆様の多大なるお力添えのおかげさまで、

５期目の国政へ送り出していただくことができました。本当にありが
とうございました。また改選後は、財務金融委員会（理事）、予算委員会、地方創生に関
する特別委員会の委員を拝命するとともに、自民党副幹事長としてもその任に就かせてい
ただいております。昨年は一億総活躍が実現できる社会づくりに向けて邁進した一年でし
たが、今年は人づくり革命、生産性革命の旗印のもと、女性活躍推進や農林水産振興など
地方活性化のための取り組み、教育再生や働き方改革をはじめとした政策に引き続き注力
してまいります。
これからますます本格的となる超高齢社会を支えるためには、看護職の皆様の大きな力

が必要です。その看護職の皆さんお一人お一人が働きやすく、やりがいをもって看護でき
ることを心から願うとともに、それを支える立場から、看護がさらにより良く発展してい
くためのお役に立てるよう、引き続き現場の声をお聞かせいただきながら全力で取り組ん
でまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新新年年ののごごああいいささつつ
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参議院文教科学委員長
参議院議員 たかがい恵美子

長崎県看護連盟の皆様におかれましては、ますますご清祥のことと

存じます。年頭にあたり、謹んで初春のお慶びを申し上げます。

さて昨秋の衆議院総選挙では、一致結束の大勝利を収め、新たな希

望の拡がりを共有することができました。看護職はいのちの現場の守

り手として、次代に相応しい社会保障制度体系づくりを牽引する大切な存在。その一人ひ

とりの真心に感謝し、看護職の誇りと気概を胸に、これからも果敢に挑戦を続けたいもの

です。

私こと、参議院では文教科学委員長に指名され、教育、文化、スポーツ、学術及び科学

技術に関する調査にあたることとなり、また党政務調査会においても新たに文部科学部会

副部会長を拝命しました。厚生労働部会についても引き続き、副部会長の任にあたります。

働き方改革を始め幅広い厚生労働分野の諸課題と真摯に向き合い、これからも、その解決

のため堅実に職責を果たして参ります。

皆々様の温かいお支えに改めて心から感謝を申し上げ、また皆様にとりまして健やかな

笑顔あふれるよき年となりますことを、重ねてご祈念申し上げます。

参議院議員 石 田 昌 宏
長崎県看護連盟のみなさま、あけましておめでとうございます。平

成３０年が、すばらしき一年となりますよう心からお祈り申し上げます。
昨年は、日本看護連盟の総会において、組織内候補予定者としてご

承認いただきました。看護を取り巻く課題改善のため、看護職の代表
として精一杯力を尽くしてまいります。また、９月には、参議院にお

いて厚生労働委員会筆頭理事を拝命いたしました。厚生労働委員会は、運営が最も難しい
委員会の一つとも言われておりますが、そのような中、他の会派と調整を行う緊張感の高
い役割も務めさせていただくことになりました。身の引き締まる思いですが、鋭意力を尽
くしてまいります。
みなさまからお寄せいただく「現場の声」は、私の活動の礎です。国政で白熱した議論

が飛び交う中、現場における課題改善のため説得力のある発言を行うには必要不可欠です。
今年も長崎県をご訪問させていただきますので、ぜひ、お力添えを賜りますようお願い申
し上げます。
看護職が「今日も良い看護ができた！」と実感でき、国民のみなさまがその人らしく生

き生きとした暮らしができるよう、共に手を携え活動してまいりますので、引き続きよろ
しくお願い申し上げます。
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長崎県看護連盟幹事
山添由紀子

九州ポリナビ in 沖縄
参加報告

金崎大輔前青年部副部長

日本看護連盟青年部
合同会議報告

吉田朱李青年部副部長

日本看護連盟通常総会
代議員報告
山浦 舞子

青年部活動の概要
尾崎貴章青年部部長

テーマ「安全、安心な看護・働きやすい職場環境実現に向けて看護連盟会員個々の役割とは」

ねらい 看護と政治について学び、連盟会員としての私にできることがわかる。

基調講演 「誰のための、何のための看護連盟？
政治の仕組みを知って、看護師としてできることを考えよう」

上記の日程で29年度のフォローアップ研修会を実施しました。本研修は28年度の新
入会者研修会に参加した220名を対象に研修後の1年間の連盟会員の成長を知るため
の研修として実施しています。
グループワークでは1．私の活動、各施設での取り組み

2．これからの課題、解決するための具体策
をテーマに活発に意見交換がありました。

グループワークの意見として

・政治に興味をもち知識を深める。日々のニュースに関心をもつ。
・自分達の行動が将来を決めるということを認識し選挙には必ず行く。
・連盟の研修会で学んだことを周りに伝える。
・連盟の加入者を増やす。

ねらい 1．看護協会と看護連盟の役割の違いを理解する。
2．若者が政治について関心を深め、連盟活動が出来る仲間を増やすことができる。

今回の研修では青年部が主に会を運営することで、若者が自分達の問題として政治をとらえ、連盟活動に
興味をもってもらえるよう実施されました。若者の視点で連盟活動を伝えることで参加者が連盟の必要性を
多少とも理解してもらえたと考えました。

平成29年度長崎県看護連盟 日 時：平成29年10月5日（木）
14：00～16：00

場 所：ながさき看護センター
参加者：134名フォローアップ研修会

平成29年度長崎県看護連盟 日 時：平成29年12月2日（土）
13：30～16：00

場 所：長崎県看護協会（長崎会館）5階研修室
参加者：105名新入会者研修会

（6） 第38号 長崎県看護連盟だより 平成30年1月発行



金子原二郎先生の参議院予算
委員長ご就任を祝う会

日 時：平成29年11月25日（土）

11：30～12：30

場 所：桃林

谷川弥一衆議院議員の政経セミナーに名誉会長以下4名の長崎県看護連盟

役員で参加しました。講師に自由民主党行政改革推進本部長の細田博之衆議

院議員、橋本聖子参議院議員をお迎えし講演を拝聴する機会を得ました。

憲法改正推進本部長である細田議員からは憲法改正の必要性を、危機管理

の側面から北朝鮮の核問題や自衛隊の正常な位置づけなどについて、分かり

やすくお話しいただきました。

橋本議員は過去15回のオリンピックに参画してきた

経験を通し、2020年の東京オリンピック、パラリンピッ

クの構想やスポーツを通し怪我・病気をしない体力づ

くりは予防医学ひいては福祉の循環につながるとの話

を伺いました。谷川議員は情報収集として複数の新聞

の切り抜きを日課とし国内外の状況を把握されており、

国防に関しても細田議員同様に危機感をもって憲法改

正の議論が必要との意見を話されました。

この度、金子原二郎先生が参議院予算委員長にご就任され、清流会と長崎県看護連盟の県役員、各地区支

部長の出席で祝賀会を開催しました。

挨拶で金子先生は予算決定の仕組みやそれをチェックする会計検査院の役割など私たちが日々ニュース等

で見聞きする予算の成り立ちを説明されました。また再来年実施予定の消費税アップに関することや、長崎

県における諸問題である人口減少や、新幹線計画についてもお話いただきました。先生には、今後ますます

ご多忙になられるので健康に留意されご活躍いただきたいと思います。

衆議院議員
谷川弥一政経セミナー

日 時：平成29年11月18日（土）
10：00～12：00

場 所：住まいと暮らしの情報発信館
（福岡市）

谷川弥一衆議院議員

橋本聖子参議院議員細田博之衆議院議員
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第１１回全国ポリナビワークショップin大阪に
参加してきました。

青年部だより

テーマ
看護協会・看護連盟の連携で看護政策を実現する

～現場からの叫び～

パネルディスカッション

○大阪府内の救命、急性期病棟、療養型病院、訪問看護、
現任教育、認定看護師の6分野で看護に携わる方々のそ
れぞれの現状と課題

○国会議員、行政、看護協会のそれぞれの立場からの今後
の方向と課題について
衆議院議員の木村弥生先生や参議院議員の石田昌宏先生も参加されました。
看護現場の声が政治に反映されなければ働く現場は変わらず、看護の質の向上にも

繋がらないことや、そのためには私たちが働く現場で訴えていくことが必要で「看護連
盟＝現場の声」といわれるようにしなくてはならないと感じました。今回の研修で感じ
たことを周囲に伝達し、看護と政治のつながりを認識させることが出来るような活動を
していきたいと思います。

看護連盟青年部では、県北地区・県央地区・県南地区に分かれ、各施
設を訪問しキャラバン活動という「看護と政治」の関係を理解しあう訪
問講演活動を行っています！！
青年部が在籍している施設や他の施設も検討しています。自施設や近

くの施設で開催の際は、是非お越しください。

開催日時：平成29年11月25日（土）
13：30～16：30

会 場：ホテルアウィーナ大阪
4階金剛の間

主 催：日本看護連盟／
近畿ブロック協議会

参加資格：看護職及び看護学生

石田昌宏参議院議員 木村弥生衆議院議員

キャラバン活動 お待ちして
おります♪♪
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佐世保市は長崎県の北部に位置し、当院はその県北地域の急性
期医療を担う中核病院として明治44年創立以来「博愛の精神」「人
の和」「自己研鑽」を理念に、地域の皆様のニーズに応える医療
を提供しています。
平成5年に当院敷地と中心商店街を結ぶ連絡通路が開通し、平
成22年には当院から車で約2分の場所に西九州道路のインター
チェンジが完成しました。市内はもちろんのこと県北地区からの
利便性が高い立地となっています。また、市中心部に位置してい
ながら山を切り崩した高台に立地しているため、眼下には海や山
のほか、佐世保川とその周辺公園を眺望できる絶好の環境を備えています。
稼働病床は、350床で、今年度4月から療養病棟を地域包括ケア病棟に転換しました。また7月には、未
熟児室7床に加えてNICU3床を開設し周産期と小児医療のさらなる充実を図っています。
そんな歴史ある当院看護部の理念は、「地域の人々に信頼される質の高い温かな看護を提供する」ことで
す。自身のスキルを磨くことで培われる感性と内面の美しさ・優しさを基本としています。そのスキル獲得
に一役買っているのが、全国にある33の系列病院との人事交流です。全国各地の看護師が、地域差を失くし
共に能力アップができるよう関東の病院で働きながら学位取得や認定の資格が取れるシステムを導入してい
ます。当院の認定看護師もそのシステムを利用しました。
院内の教育システムは、ラダー（KKR共通）を基調に、経年別・役割別研修とｅラーニングを並行して
実施しています。管理者育成は、今年度より同系列病院の虎ノ門病院看護部が開発したコンピテンシーモデ
ルを導入しました。看護管理者に求められる能力向上を目指し管理実践の可視化を進めています。
最後に、今年11月からこれまで女性医師のみが対象であった病児保育を看護師にも拡大しました。看護職
員の子育て環境の改善と仕事の両立支援を今後も積極的に進めワークライフバランスを推進していきたいと
思います。 文責 看護部長 井口恵美子

第19回 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院

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。

院内病児保育室院内クリスマスコンサート 当院屋上からの風景
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あけましておめでとうございます。昨年は本県にとって出島表門橋や県庁・警察庁舎の完成、
Ｖファーレン長崎のＪ1昇格など嬉しい話題がありました。これも永年に渡り多くの人々の努力
と協力があってなされたものと思います。連盟活動も同様で過去の先輩方の努力によって今日が
あると思います。私たちは微力ですがその先輩方の志を繋げていきたいものです。

広報担当一同

研 修
案 内

ポリナビワークショップ in 長崎～新入会者研修会～
日時：平成30年1月20日（土）13：30～16：00
場所：ながさき看護センター 4階大会議室

平成29年度県南・県央・離島地区施設連絡員・リーダー研修会
日時：平成30年2月10日（土）13：30～15：30
場所：ながさき看護センター 4階大会議室

県 別 会 議 日時：平成29年10月28日（土）13：30～15：30
場所：長崎県看護協会（長崎会館）5階研修室

今回の県別会議は日本看護連盟常任幹事の長沢恵美子氏を
お迎えし実施されました。議題として都道府県の看護連盟と
協会の連携の状況や連盟会員増への取り組みなど各地区支部
代表と意見交換を行いました。現在、長崎県の連盟会員数は
前年の同時期に比べ約65名程度の減少があり、今後とも各支
部長の協力を得る必要があると考えます。また、先に各施設
で実施された石田昌宏議員の知名度に関しても、たかがい議
員の認知度90．1％に対し石田議員は67．2％で認知度アップが
課題となりました。

10／22 衆議院総選挙 当選おめでとうございます！
今後とも、長崎県看護連盟活動へのご支援をお願いします。

3 区
谷川 弥一 氏

1 区
冨岡 勉 氏

2 区
加藤 寛治 氏

4 区
北村 誠吾 氏
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