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岐阜県看護連盟

会長　山口 絢子

日本看護連盟

会長　草間 朋子

公益社団法人 
岐阜県看護協会

会長　石山 光枝

岐阜県看護連盟会長のあいさつ

日本看護連盟会長のあいさつ

岐阜県看護協会会長のあいさつ

　初秋の候、会員の皆様方にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　また、日頃は、看護連盟活動にご理解・ご支援をいただき、心より感謝致しております。
　平成２６年度の岐阜県看護連盟通常総会は、来賓の先生方を始め、多数の会員皆様のご出席
で盛会に終了致しました。
　「ベッドサイドから政治を変える」のスローガンを目標にして、現場の声を政策につなげる為に、
議員の先生方と連携を強化し強い組織作りに力を入れたいと思います。
　その為には、連盟会員の増員と支部リーダーの育成を考えております。
　今年は、全国行事として、岐阜県にて「全国ポリナビワークショップ」を開催致します。多数のご
参加をお待ちしております。
　また、東海北陸ブロック主催で「看護管理者等政策セミナー」を予定し、組織強化に努めます。
　豊かな看護現場と住民の皆様に安心して療養して頂けるように、看護連盟活動に努力したい
と思います。
　今後も会員皆様のご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

個人と組織の力の強化
　「看護師は、チーム医療のキーパーソン」といわれるようになってから２年が経ちます。
　一人ひとりの看護職、そして、組織としての連盟は、名実共に、看護師がチーム医療のキーパー
ソンであることを医療界および社会に示して行かなければなりません。
　患者さん達に寄り添い、患者さんの状態を四六時中、見守り続けている一人ひとりの看護師
は、アセスメント能力を磨き、療養上の世話および診療の補助行為を通して、患者さん達の症状
をマネジメントし、さらに、その結果を医師、薬剤師、管理栄養士などに提供し、医療スタッフ間
で患者さんの情報を共有できる状況をつくっていくことがキーパーソンとしての役割です。
　キーパーソンとしての看護師の質向上のための教育・研修環境や働く環境を整備する活動は、
政治を動かす組織の役割です。
　また、医療従事者間および患者さんとの信頼関係の構築が不可欠です。看護師一人ひとりの努
力はもちろんですが、組織としての活動も不可欠です。チーム医療の中での看護師の役割をしっ
かり社会に発信し、私達の活動をもっと社会にアピールしていかなければと思います。
　ベッドサイドで抱える看護のさまざまな課題は、組織の力なくして解決できません。患者さん
達のQOL向上に向けて看護連盟の力を強化していきましょう。

「ベッドサイドから政治を変え、岐阜県に充実した看護環境を作りましょう!!」
　新任いたしました石山です。前年度まで岐阜県看護連盟の支部長をさせていただいておりまし
たので、看護協会と連盟の表裏一体の組織の意義を強く感じております。
　超高齢社会を向え、日本の医療・福祉は着実に病院から在宅、施設へと変化してきています。し
かし、岐阜県においては看護職の人員不足が慢性的な問題となり、どの施設でも採用できる予算
はあるが応募がないという状況ではないでしょうか。そして、患者さん、利用者さんをつなげる看
護職の連携強化が求められていますが、その時間もないという負のサイクルが回っている観があ
ります。それらの問題を解決するために岐阜県の行政に何らかの解決策を打ち出していただく必
要があります。岐阜県看護協会も岐阜県看護連盟と協働して行政への要望書などを積極的に出
していく所存です。また、これまでの連盟役員方々の活動のおかげにより岐阜県議会議員による

「岐阜県看護対策議員連盟」を立ち上げていただきましたので、議員の皆様にご理解、ご支援を
いただけるような活動をしていきたいと思います。
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国会議員だより
衆議院議員　あべ俊子先生

参議院議員　たかがい恵美子先生

参議院議員　石田昌宏先生

会員のみなさまにおかれましては平素より看護政策の推進にご尽
力を賜り厚く御礼申し上げます。

現政権も誕生から２１ヶ月となり、いよいよ公約の達成状況が問わ
れる段階を迎えています。先の国会では医療介護推進法が成立し、
三党合意に基づく社会保障制度改革プロセスも着実に歩を進めてお
ります。そしてこれからは私たち看護職能の適正評価と身分保障、近
未来に向けた看護職の新たな労働体系の構築についても、冷静かつ
科学的な議論を展開していかなければなりません。

また、昨年秋の国連演説で総理が「女性が輝ける国づくりを目指し
ます」と世界に発信したメッセージは、私たち看護職にも大きな勇気
を与えています。

これからも、たかがい恵美子は、社会保障を実現する最大規模の
プロ集団として、生涯にわたり、看護職一人一人が堂々と働き続ける
ことができる環境づくりを進めて参ります。

岐阜県看護連盟の皆様、平素はお力添えを賜りありがとうございます。
厳しい暑さが続いておりますが、体力が消耗しやすいこの季節、どうぞご

自愛ください。
先の国会で看護関連の法律を多数含む「医療介護総合確保推進法」が成

立しました。同法には「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の
推進に関する法律（プログラム法）」の中身を実行に移すための内容が盛り込
まれており、今年10月からの施行に向けて具体化が進んでいきます。法律の
運用が具体化するここからが肝心です。「仏作って魂入れず」ということになら
ないよう、しっかりと意見を述べていきたいと思います。

皆様が「今日もいい看護ができた！」と実感し、輝きをもって看護を行うこ
とができるよう、国政の場で頑張ってまいりますので、引き続きのご支援をお
願い申し上げます。

岐阜県看護連盟の皆様、いつも温かいお力添えを賜り心より感謝申し上げ
ます。

第186回通常国会も6月２２日に無事に閉会いたしました。私が所属する議
院運営委員会や自民党国会対策委員会などの活動も活発に、法案の説明や整
理、与野党間の話し合いに取り組むなど国会運営に携わりつつ、週末は地元へ
帰りできる限り皆さんとの触れ合いを大切にしながら国会活動をしてまいりま
した。

日々の分刻みのスケジュールを頑張り通すことができましたのも皆様の応
援のおかげでございます。

今国会では、必要な法案を通し10年、20年、それに続く100年後の日本の
ことをも考え次世代に送り継ぐ政策をつくりあげていきたいと思っております。

同時に、看護職の皆様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い、その実現に向けても引き続
き精一杯取り組んでまいります。

今後とも岐阜県看護連盟の皆様の温かく心強いお力添えを心よりお願い申し上げます。

厚
生
労
働
委
員
会
で

総
理
に
質
問
し
ま
し
た
！

憲法審査会で質問しました！
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日　時：平成26年7月5日（土）　13：00〜15：00
会　場：ホテルグランヴェール岐山
参加者：240人　委任状：4,333人　計4,573名

平成26年度 日本看護連盟通常総会報告

岐阜県看護連盟通常総会報告

　平成26年6月3日（火）東京プリンスホテルにおいて日本看護連盟通常総会が参加者1,861名で開催されました。
　最初に、草間朋子日本看護連盟会長の挨拶で、昨年の総会のあとの集会では石田選挙赤一色で始まり、熱い応援のもと見事
当選を果たし、参議院2議席堅持できた。自民党が野党になるという厳しい状況もあったが、看護連盟の一貫した姿勢、各都
道府県の看護連盟会員の気力と活力あふれる活動でこのような成果を生むことが出来た。看護職の議員を国会に継続して送り
出していくことは、看護連盟の大きな使命であると述べられました。
　来賓祝辞では、坂本すが日本看護協会会長より看護協会の目的達成のためには政治的関わりは必須であり、協会と連盟は政
策実現に向けて強固な連携を図り協同して取り組んでいくと述べられました。
　また、石田まさひろ参議院議員が登壇し、昨年の選挙応援に対して感謝の意を熱く述べられました。また、たかがい恵美子
参議院議員も多忙ななか駆けつけられ活動報告をされました。議事に入り、平成25年度12項目の報告事項・平成26年度提出
議案名誉会員の推薦・スローガン・活動計画・予算・選挙対策・役員選出の6議案が審議されすべて承認されました。役員選
出では、岐阜県看護連盟山口会長が幹事に選出され中央で活躍されることになりました。
　また、議事の途中に、野田聖子自民党総務会長が駆けつけ、挨拶を述べられました。
　総会終了後、国政報告会に続いて、創立55周年記念式典が開催され、功労賞、特別表彰・会員表彰・永年勤続表彰・感謝状
など全国で254名の方が表彰され長年の功績が称えられました。
　岐阜県では、小林 惠美子さん、吉田 法子さん、藤井 泰江さん、森 咲子さん、戸田 郁子さん 5名の方が表彰されました。
おめでとうございます。

伊奈波支部　山口 純子

平成26年度
スローガン

ベッドサイドから政治を変える！
〜確かな政策力・強力な集票力を持つ組織をつくる〜 

総
会
後
、特
別
講
演
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
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平成26年度 岐阜県看護連盟研修会計画

レンコちゃん カンタくん
55周年記念に合わせて誕生しました。

マスコットキャラクター

「看護連盟の組織と役割を知る」
　　岐阜県看護連盟会長　山口 絢子

「青年部の活動を知る」
　　岐阜県看護連盟青年部委員長　伊佐治 哲也

「支部活動の運営について」
　　岐阜県看護連盟役員

「リーダー力を高めるコミュニケーション
　の育成」

　　生涯学習開発財団認定コーチ　大平 知恵子

「つながる・ひろがる・看護の未来」
　　看護の未来をかたる
　　シンポジウム・ワークショップ

「政治と看護の関わりを学ぶ」
　　●看護職代表議員　たかがい 恵美子　他
　　●日本看護連盟会長　草間 朋子　　　　
　　●岐阜県選出議員　　　　　　　　　 　   

「政策提言能力の育成」
　　現場の問題から政策提言出来る能力育成

　　日本看護連盟会長　草間 朋子　他

「政策提言能力の必要性を学ぶ」
　　　　　　　 看護管理者政策セミナー参加者

「リーダー力を高めるコミュニケーション
　の育成」

　　生涯学習開発認定コーチ　大平 知恵子

「看護連盟の歴史・役割・活動について」
　　連盟役員・支部長

新人研修

新支部長

リーダー研修

第8回全国ポリナビ
ワークショップ

若手会員

国会議事堂見学と
看護職代表議員の

活動を知る

「ブロック主催」
看護管理者等
政策セミナー

看護管理者・
看護教育者

ワークショップ

施設・部署リーダー

看護学生対象
出前講座

13:30

〜 　
16:00

テーマ・講師研修名・対象者

火

金

土

土

木

金

土

土

土

曜日

7月22日

7月25日

9月6日

10月11日

10月30日

11月28日

　　29日

1月24日

2月28日

随時

月　日 時間

13:30

〜 　

16:00

14:00

〜 　

16:00

13:30

〜 　

19:00

9:30

〜 　

17:30

13:00〜 　

17:00
9:30〜 　

16:00

13:30

〜 　

16:30

13:30

〜 　

16:00
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岐阜県看護連盟新支部長紹介

会員の皆様には支部活動にご支援・ご協力をいただ
き、ありがとうございます。

診療報酬の改定、超高齢化社会の到来など、目まぐる
しく変化していく医療環境の中で、看護職一人ひとり
が安心して働き続けることが出来る環境が整えられる
よう、身近な問題について会員の皆様と力を合わせて
活動に反映させていければと考えております。

今後も組織強化に繋がるような活動を目指し、取り組んでいきたいと思
います。

支部長　酒井洋子

幹事　坂本幸子（再任）

岐阜第3支部

看護師の労働環境の改善や看護職の未来への躍進を
めざして、会員一人ひとりの声を大切にしながら、選挙
や政治に関心が持てる環境づくりに取り組みたいと思
います。支部長として微力ではありますが、今まで看護
連盟で活動されてこられた先輩方々や、若い青年部の意
見にも耳を傾けながら頑張りたいと思っております。会
員の皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。

支部長　石原美代子伊奈波支部

看護連盟の活動をするようになり、昨年の石田まさひろ先
生の選挙活動に参加させていただき、看護連盟のスローガンで
ある「ベットサイドから政治を変える」という趣旨を理解し、連
盟活動を組織的に実践する必要性を改めて感じました。私たち
が日々行っている看護の仕事のなかで起こってくる様々な問
題があります。自分達や施設だけでは解決できない多くのこと
があります。一人でも多くの看護職が笑顔で働き続けていける

よう私たちの声を国会に届けることができるように支部活動を行っていきたいと思
います。まずは一人でも多くの方に看護連盟の会員になっていただけるように今年
度活動をしていきたいと考えています。

支部長　萩野しのぶ羽島支部

「石田昌宏さんを国政の場へ！」赤く燃えたあの夏の日から
早１年

今年度から、可茂支部長という大役を頂きました。声を張り
上げて応援していた自分から声を張り上げて応援する仲間を
作る立場に変わり、遠巻きに眺めてはいられないという緊張感
を感じています。国の医療政策が大きく変わろうとしている
今、看護連盟の役割はこれからの日本の看護にとって大きな要

となります。連盟活動に１人でも多くの方がご理解いただけるよう活動を進めてま
いります。どうぞ宜しくお願いいたします。

支部長　遠山香織可茂支部

このたび、第６支部長の任をいただきました。微力で
すが、日本看護連盟、岐阜県看護連盟の活動理念・活動
方針の下、看護職が活き活きと自信と誇りを持って働
き続けられるよう取り組んでいきたいと思います。支
部活動の今年度の目標は、会員確保対策を挙げ、「会員
数の増加を図る」

としました。看護職一人一人の意見を連盟活動に反
映し、組織力を上げる一役を果たせるよう頑張ってまいります。よろしくお
願いいたします。

支部長　山内祐子岐阜第6支部

平成２６年度岐阜県看護連盟総会で、岐阜第７支部
支部長に就任致しました。

第７支部では、岐阜市内の公的施設を母体としてお
り、病院・看護学校・大学・公的医療機関と併せて１１施
設です。会員も９４８名と多く、これからの看護を担う
若い会員も多い支部ですが、施設連絡員の方々の協力
により、看護連盟の役割や活動を理解して頂き、会員増
と組織強化に繋がる活動が出来ればと考えています。

更なるご支援・ご協力をお願いします。

支部長　山田信子岐阜第7支部

2025年問題を前に、医療・介護の現場に大きな変革が求めら
れていることをひしひしと感じます。こうした中においても一人
ひとりが働きやすく、やりがいをもって看護ができる環境を整え
ていくことが看護の質向上につながっていくことと思います。

微力ながら、今後一人でも多くの方に看護連盟の活動につい
てご理解・ご協力を頂き連携できるよう取り組んでいきたいと思
います。どうぞ宜しくお願い致します。

支部長　野々尻優美子飛騨支部

今年度から支部長となりました。これまでは看護連盟の会
員でしたが、私自身が看護連盟の活動を理解する事から始め、
1人でも多くの看護職へ声をかけていきたいと思います。

看護職員が働きやすく、やりがいのある職場にするために、
職場で直面する問題等を話し合い、少しでも解決ができるよう
に努力してきたいと思います。支部の皆さま方には、ご支援を
頂く事があると思いますがよろしくお願いします。

支部長　高木博美大垣支部

この度、第4支部の支部長を担当させていただくこ
とになりました。先日、日本看護連盟会長の草間朋子氏
のご講演を拝聴し、看護に係る問題の改革・改善は、看
護職自らにしかできない事を再認識しました。そのた
めには、まず看護連盟の「ベッドサイドから政治を変え
る」というスローガンと共に看護連盟の活動を多くの人
に知ってもらいたいと思っています。先輩方のご指導

をいただきながら、頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

支部長　栗焼みゆき岐阜第4支部

郡上支部は、市内の公的病院を含む６施設の病院と、保健師
会からなる支部です。会員は80名です。今年度は、施設のご理
解により青年部委員を選出して頂きました。

また、施設連絡員や病棟リーダーの組織も新たになりまし
た。

その上で、支部組織の充実のため、各施設連絡員の方へは、
活動の方向性や役員会の報告・情報交換等を行い、役員同士ま

たは役員を会員が互いにコミュニケーションを図りながら、会員一人一人に連盟活
動が身近と感じてもらえるよう取り組んでいきたいと思います。

身近と感じてもらえるよう取り組んでいきたいとおもいます。皆様のご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

支部長　森藤房枝郡上支部

岐阜県看護連盟新役員紹介
　平成26年7月5日岐阜県看護連盟通常総会で
　承認されました。　私達が就任させて
　いただきます。よろしくお願いします。

幹事　後藤美代子（新任） 監事　鷲見花子（新任）
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平成25年度 岐阜県看護連盟研修会報告

●県看護協会の事業の取りく
みを知る機会になった。

●県看護連盟の取りくみと支
部長・施設幹事リーダーの
役割を再認識した。

●現場の声を政策につなげる
為に行動する会員となるこ
と、現実から近未来の医療
問題や看護政策に関心をも
つことの大切さを学んだ。

●支部長の役割が理解出来ま
した。頑張ります。

●看護と政治のつながりの大
切さが理解出来た。

●現場の声を法律にすること
で看護職が守られることが
理解出来た。

●国会見学をし、議員との懇
談を通し、政治を身近に感
じられる様になった。

●多くの会員が参加出来ると
政治への関心が深まり選挙
行動につながる。

●看護管理者等役割の必要性
再認識につながりました。

●看護連盟の活動等が理解で
きた。

●看護職の代表を国政に送
ることの必要性が理解でき
た。

参加者の声

◆岐阜県看護協会の主な活動
岐阜県看護協会専務理事　高岡 芳美

◆岐阜県看護連盟の取り組み
岐阜県看護連盟会長　山口 絢子

◆支部長・施設幹事・リーダーの役割

◆看護政策の実現に向けて
日本看護連盟常任幹事　竹澤 良子

◆岐阜県看護連盟支部の運営につ
いて

岐阜県看護連盟役員

◆看護と政治
 〜社会の動きと看護問題対応

参議院議員　たかがい 恵美子

◆看護と政治
 国会議事堂見学
 国会議員との懇談
 その他

◆一歩進んだ看護
前日本看護連盟副会長　大島 敏子

◆看護連盟の役割・活動

◆看護連盟の役割・活動
岐阜県看護連盟会長　山口 絢子　　　
岐阜県看護連盟青年部長　伊佐治 哲也

テーマ・講師

県別
リーダー

研修
①

県別
リーダー

研修
②

新支部長
研修

全体研修

国会見学
研修

看護
管理者
教育者
研修

看護学生
対象

出前講座

新人研修

研修会名

2

3

4

5

6

7

1

NO

5月14日（火）
（13:30〜16:00）
グランヴェール岐山
145名

開催日時・会場

6月24日（月）
（10:00〜14:00）
グランヴェール岐山
124名

10月7日（月）
（13:00〜16:00）
グランヴェール岐山
123名

9月27日（金）
（10:00〜11:30）
グランヴェール岐山
8名

9月28日（土）
（13:30〜16:00）
グランヴェール岐山
170名

10月22日（火）
（9:00〜20:00）

37名

11月30日（土）
（13:00〜15:30）
グランヴェール岐山
80名

看護学校からの
要請による
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あなたの入会が
あなたの問題を解決します。

http://www.gkr.jp

研修会

行事日程

組織図

入会のご案内

研修会などの情報がすぐわかります！
よろこび、充実。皆様とともに・・・

お問い合わせは、岐阜県看護連盟事務所まで

ア
ク
セ
ス

　
し
て
み
て
ね
！等々、情報満載！

年　会　費
正 会 員・特 別 会 員
日本看護連盟会費
岐阜県看護連盟会費

賛 助 会 員

・・・・・5,000円
・・・・・2,500円

・・・・・1,000円

計 7,500円

ベッドサイ
ドの

問題を国政
へ

編集後記
　平成26年度看護連盟通常総会が終わりました。今年の総会は看護連盟と看護協会が一緒に私達看護職がより活躍で
きるよう進んでいこうとする姿勢が強く感じられました。また今年度は10支部の支部長さんが変わり心新たなスタートに
なります。私達広報委員も初心に帰り新しいスタートです。よろしくお願いします。 広報委員／戸田郁子・櫻井育子・山田信子

看護連盟入会について

ホ ム ー
よ
ー ペ ジ
だ り
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