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2019年度

大分県看護連盟会員数
◆連盟会員　３，２７１名

＊特別会員含む
◆賛助会員　　　　２５名
◆学生会員　　　　９３名　

　（令和元年12月現在）

 （写真提供：由布市役所）

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします

大分県由布市(湯布院）の紹介
由布市は、大分県のほぼ中央に位置し、北部から南西部にかけては由布岳や黒岳など１︐０００m級の山々が
連なり、由布岳の麓には標高約４５０ｍの由布院盆地が形成されています。温泉や豊かな自然などに恵まれ
ており、特に湯布院地域は保養温泉地として多くの観光客が訪れています。

明治初期の儒学者・毛利空桑が、湖で泳ぐ魚の鱗が夕日で金色に輝く
のを見て「金鱗湖」と名付けたといわれています。湖に清水と温泉が
流れ込んでいると言われ、年間を通じて水温が高いため、冬の早朝に
は湖面から湯気が立ち上る幻想的な光景を見ることができます。

のどかな田園地帯を馬が引く観光辻馬車です。30年以上前にス
タートし、現在では由布院観光の名物となっています。

朝霧は、秋から冬にかけての早朝が朝霧が発生しやすい時期と言
われます。よく晴れ、昼と夜の気温差が大きく・風がないと朝霧
の出る確率が高いようです。

標高1,584ｍの由布岳は、双耳峰を持つ美しく荘厳な姿から「豊
後富士」と呼ばれ、古くから山岳信仰の対象として崇められてい
ます。

金鱗湖 由布岳と朝霧

由布院の観光辻馬車 由布岳



公益社団法人
大分県看護協会
会長　大戸　朋子

新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様にはお健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　昨年、１２月１１日に日本看護協会、大分県看護協会との共催で「看護師基礎教育を考え
る会」を開催いたしました。将来を支える看護師を育成するために、基礎教育のあり方
について情報を共有する場になりました。県内外から多くの皆様にご参加いただき感謝
申し上げます。
　さて、地域包括ケアシステムが推進される中、２０１₉年４月には働き方改革関連法が施
行され、医療・介護現場でも働き方改革への取組みが求められています。また、看護職
の確保・定着と地域偏在への対応等多くの課題があります。さらに、今年４月には診療
報酬改定があり、看護職が働く現場は大きな変革の波の中にあります。
　このような時こそ看護協会と看護連盟が連携し、自分達を取り巻く勤務環境改善や諸課
題について声をあげる必要があります。今年もご支援・ご協力よろしくお願い致します。
　新年にあたり変革の時期をチャンスにできますよう、会員の皆様のご健勝と益々のご
活躍を祈念して挨拶といたします。

謹んで新年のお慶びを申し上げます
　昨年は、全国各地にもたらされた台風や大雨に心を痛めた一年でした。また、第25回
参議院選挙では、組織代表の石田まさひろ参議院議員が、二期目の当選を果たし力強い
結果を残すことが出来ました。ひとえに皆様のお力と感謝しつつ、会員数だけの得票が
得られないことに力不足を覚えております。
　令和を迎えた日本看護連盟は、創立60周年となりました。先輩看護職が時間をかけて
築いてきた職能活動は、24時間365日ベッドサイドで病める患者と共にありました。今年
は新たなスローガンとともに、臨床と看護政策を結ぶ情報発信にも力を入れていきます。
　子年は、新しい生命力が創造される文字をあらわし「子孫繁栄」をもたらすそうです。
　人生100年時代を迎えるなか、看護連盟は会員を増やし、看護協会と共に今後とも国
民の誰もが安心して暮らせる社会保障のあり方を構築しつつ、看護職の地位向上をめざ
して、さらなる政治参加に邁進して参りましょう。

日本看護連盟
会長　大島　敏子

明けましておめでとうございます。
　令和になって初めての年明けです。
今年こそは、災害のない穏やかな年であってほしいと願うばかりです。
　昨年は連盟活動にご支援・ご協力をいただき心から感謝申し上げます。
特に夏の参議院議員選挙で、石田議員を無事に国政の場に送ることが出来ましたことを
重ねてお礼申し上げます。
　日本看護連盟は昭和34年に設立され、今年で60周年を迎えます。
この間多くの先輩方の努力で、看護職代表の議員を国政に送り、看護職が抱える多くの
課題に対応してきました。しかし、地域包括ケアにおける看護提供体制のあり方、看護
職の役割拡大・人材育成等の課題の解決はまだまだこれからです。
　これまでずっと会員を増やしてきましたが、２年前より会員数が少なくなっておりま
す。会員を増やし組織を強化しなければ、看護職議員の活動をしっかりと支えることは
出来ません。
　会員を増やして力強いしなやかな連盟を継続していきたいと思います。
ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
　本年もよろしくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます。

ごあいさつごあいさつ

大分県看護連盟
会長　安東　和代
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衆議院議員
あべ　 俊子

「2020年　新年のごあいさつ」
お健やかに新春をお迎えのことと存じます。
　新年の清々しい空気に、国会議員としての初心が熱く思い起こされます。昨年の自由民
主党新人事では国会対策副委員長を拝命いたしました。診療報酬改定など、社会保障改革
の節目となる年に、縦横無尽に活動できる役職を頂けましたのも、貴連盟のご支援あって
のことと、感謝申しあげます。
　日本の医療、社会保障は大きな転換期を迎えており、看護職自体の働き方についても変
化を求められています。看護の世界も、他の分野同様に、AIやIoTを活用したデジタル化
が進んでおりますが、患者とその家族に温もりを届けるという、看護職の役割を忘れるこ
とはできません。今年も、患者を中心とする多様な看護のあり方を常に考え、看護に誇り
を持てる職場環境の整備に尽力して参りますので、忌たんないご指導を何卒よろしくお願
い申し上げます。
　皆さまのご健勝と貴連盟のご発展を心よりお祈りし、新年のご挨拶とさせて頂きます。

参議院議員
石田　昌宏

大分県看護連盟の皆様、あけましておめでとうございます。
　今年は夏のオリンピックが５₆年ぶりに日本にやってくる大きな年。２０２０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。
　昨年は皆様のお力を頂き、二期目の当選を果たすことができました。選挙期間中は１７日間で４７都道府県を
回らせていただき、皆様から温かな声援を頂戴しました。一票一票の重みをしっかり感じながら、自らの行
動で皆様の期待に応えていく所存です。
　昨年９月には、参議院において二度目の厚生労働委員会筆頭理事を拝命いたしました。他の会派（野党）と
の調整を行う、緊張感の高い役割を再び務めることができるのは、身の引き締まる思いです。議論をしっか
りと前に進めていけるよう、鋭意、力を尽くしてまいります。
　また、自民党においては副幹事長という役割も拝命しました。党の運営には欠かせないポジションですので、
しっかりと努めて参ります。
　そして当選直後から再び全国を飛び回っております。皆様からの温かいお言葉、そして「現場の声」は私
の活動の原点です。その声を国政に届け、看護職が「今日も良い看護ができた！」と実感できる環境づくり
のために、この六年間、再び尽力してまいります。
　看護職の皆様、現場の皆様と共に手を携え活動してまいりますので、今年もどうぞよろしくお願い申し上
げます。

参議院議員
たかがい　恵美子

年頭にあたり、謹んで初春のお慶びを申し上げます。
　大分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。平成から
令和への御代がわりを経て今夏には東京オリンピック・パラリンピックが開催されるとあっ
て、日本はいま世界で最も注目される国となっています。国政においては、国民に寄り添
う豊かな成熟社会を実現するための2040年に向けた新たな社会保障制度設計の議論が進め
られています。これからの看護職が地域の様々な場所で個性と専門性を活かして活躍でき
るよう制度整備することや、貴重な看護人材を育てる基礎教育の充実と一人ひとりの生涯
を通じたキャリア形成支援の仕組みを整えていくことなど、私たちが取り組むべき政策課
題は無限にあります。看護の可能性のさらなる拡がりを信じ、各々の笑顔が輝く未来に向
けて、お互い支え合い力を合わせてがんばりましょう。皆様のご健勝とご繁栄を心から願い、
幸多き一年となることを祈念申し上げ、ご挨拶といたします。本年もよろしくお願いいた
します。

衆議院議員
木村　弥生

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は、新たな元号・令和の時代が始まり、９月の第４次安倍第２次改造内閣では総務

大臣政務官を拝命した、忘れられない年となりました。
　私の担当する分野は、情報通信、放送行政、郵政行政。人と人を、人とモノを、電波や
光ケーブルやさまざまな手段を使って「つなげる」仕事です。
　人口減少社会のわが国の社会保障を持続可能なものにしていくために、情報技術の活用
が期待されます。情報弱者とされる高齢者や障害のある方たちが取り残されることなく、
活躍できる、そんな社会の実現に努めます。
　日々の活動は、総務省ホームページ、動画チャンネルでご覧いただけます。
　これからも女性、母親、看護職の視点を生かし、「誰もがより健康で活躍できる社会」の
実現に向け、看護の代表の一人として、看護と政治をつなぐ役割を果たしてまいります。
　本年も、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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第１副会長
髙　橋　多佳子

第２副会長 
姫　嶋　洋　子

幹事長
松　本　初　美

幹事
木　許　ミ　チ

幹事 
山　口　珠　美

　明けましておめでとうございます。

　皆様、お健やかに新春を迎えられたことと存じます。

　さて、今年は子（ねずみ）年です。昔から数値が急に増えることを「ねずみ算」式と言われています。　　

その子（ねずみ）年にちなんで今年の目標は連盟会員を増やすことを挙げました。

次なる選挙戦に向けて課題である会員増を図るために、こまめに動いて努力したいと考えています。

　私こと副会長としての任期も少なくなりましたので、これまで以上に「元気に楽しく」をモットーに

頑張りたいと思います。どうぞ一年間よろしくご支援くださるようお願い申し上げます。

　令和２年の新年あけましておめでとうございます。
　昨年は元号が変わるとともに、第25回参議院選挙の年でした。
　「ベッドサイドから政治を変える」のスローガンのもとに、看護の力を国政にと看護職の皆さんの団
結で、石田昌宏氏を当選させることができたこと、本当にありがとうございました。
　また、国及び都道府県は医療介護総合確保推進法により、団塊の世代が後期高齢者になる2025年に向
けて、地域医療構想が待ったなしで進められています。そのような中での看護職の役割はさらに大きく
なってきています。
　さらに、日本看護協会が重点課題に掲げている、看護師の基礎教育改革、地域包括ケアにおける看護
提供体制の在り方、看護職の働き方改革、看護職の役割拡大や人材育成などの課題を政策へつなげてい
くために、看護連盟の存在意義を自覚しながら二年目を頑張っていきたいと思います。

　新年あけましておめでとうございます。
　連盟会員の皆様には、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は、第25回参議院議員選挙におきまして石田議員が医療・福祉関係でトップ当選を果たすことが
できました。これもひとえに皆様のご支援によるものと感謝申し上げます。
　さて今年は、日本看護連盟創立60周年という節目の年であり、我が大分県看護連盟も同様60周年を迎
えることとなりました。人に例えると還暦ということになります。折しもナイチンゲール生誕200年と
いうことで、Nursing　Nowのキャンペーンも世界中で展開されています。これまでの連盟の発展に寄
与されました先輩方の偉業を振り返り、看護の質と環境の発展のために、皆様と共に今後の連盟の在り
方を考えながら推し進める再出発の年であると年頭に当り考えております。
　今後皆様のますますのご理解・ご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　平成が終わり５月に新元号が令和となり７月に参議院選挙が行われ、石田まさひろ議員が二期目の当

選を果たすことができました。今回は一年前倒しで石田まさひろを「知る・伝え広める」から期日前投

票を呼び掛け活動してまいりました。医療・福祉関係ではトップ当選を果すことができました。これも

皆様の協力のおかげと感謝いたしております。石田まさひろ議員は参議院厚生労働委員会の筆頭理事に

任命され社会保障や医療等に取り組まれているようです。看護職が安心してより良い看護ができる環境

づくりのため活動していただける看護の代表のため、皆様のご協力をお願いいたします。今年もどうぞ

よろしくお願いいたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、平成から令和へと元号が替わり新天皇の即位などまさに新時代到来の年でした。そして今年
は２回目の東京オリンピックが開催されます。心弾む１年となりそうな予感がしています。
　私が連盟の役員をお受けして今年で９年目を迎えます。
　最初は何も分らずにただ役員会に参加して諸先輩方の話を聞いているだけの役員でしたが、徐々に幹
事の役割、支部長さん方の役割などを理解し、少しは成長し連盟活動に貢献できたかなと感じています。
　昨年の第25回参議院選挙では、めでたく石田議員を当選させることができました。
　ただ、看護職の数からすればもっと高い順位での当選ができたはずと考えればまだまだ「伝え広める、
応援する」活動が足りなかったと反省させられました。
　今年は看護連盟60周年を迎えますこと誠におめでとうございます。その節目の年に役員としてかか
わっていることを誇りにしてこれからも微力ですが連盟活動に取り組んでいきたいと思います。

役員あいさつ　　　と役員あいさつ　　　と　新新　年年　のの　抱抱　負負
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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、令和に年号が変わり初めての第25回参議院議員選挙で「石田まさひろ」議員を再選すること
が出来ました。これも皆様のご支援・ご協力のおかげと思っています。ありがとうございました。
　当選後「石田議員」は、厚生労働委員会等で活躍をされています。また他の３名の看護職国会議員も
それぞれの委員会で看護職の処遇改善等の解決に向けて尽力をされています。看護連盟のホームページ
や「アンフィニ」を通して看護職国会議員の活動の様子を知っていただければと思っています。今後と
も会員の皆様には、看護連盟の活動にご支援・ご協力をお願いいたします。
今年もよろしくお願いいたします。

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　昨年７月の第25回参議院選挙では、再び石田まさひろ議員を国政に送ることができました。会員の皆
様をはじめ、応援していただいた方々のご支援、ご協力に心から感謝申し上げます。
　看護連盟の役員に携わって、２度目の参議院選挙を終えて、連盟活動及び選挙活動を振り返り、改め
て目標の得票数に達成することの難しさを痛感しています。
　今後は看護職一人ひとりに向けて看護連盟に関心を持ってもらうこと、連盟会員の方々には、看護連
盟の理解を深めていただくこと、そして会員の全員が選挙に行き、投票してもらうこと。これらのこと
を目標として「看護と政治」について理解していただけるように取り組んでいきたいと思います。
　本年もよろしくお願いいたします。

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　連盟の施設連絡員と連盟幹事として４年目を迎えて昨年は、第25回参議院選挙に関わることが出来ま
した。
　毎日の業務の中で連盟が推進してきた「伝え広める活動」や「期日前投票の推進」の活動にも病棟連
絡員として関わり、皆様のお力で石田まさひろ議員を「当選」という良い結果に結びつけることが出来
て大変喜ばしいことだと思います。心より感謝申し上げます。
　また、10月に行われたリーダーセミナーの中でも看護連盟の役割や必要性などを学び、グループワー
クでは活発な意見が飛び交い有意義なセミナーであったと思います。改めて連盟の必要性を理解して伝
えていこうという意識で帰られた方も多かったのではないかと思います。その気持ちを胸に、今年度も
変わらないご支援をいただきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年の第25回参議院議員選挙では、石田まさひろ議員を２期目の国政の場に送り出すことができました。会
員の皆様はじめ、応援していただいた方々のご支援・ご協力に心から感謝申し上げます。
　さて、2025年を見据えた社会保障制度改革の動きが進んでいます。少子・超高齢・多死社会で求められる看
護職の役割は大きく多様化すると考えられます。
　また働き方改革の推進により、看護職が生涯を通して安心して働き続けられる職場づくりも進められています。
　連盟での活動を通して、私たちの働く環境を改善するためには国政に看護職の代表を送り出すことの大切さ
を強く感じています。多くの看護職の方に連盟活動の必要性を知っていただき、会員増に向け取り組んでいき
たいと思います。
　今年一年が皆様にとって輝かしい一年になりますようご祈念申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましてはお健やかに新しい年をお迎えのこと心からお慶び申し上げます。
　昨年７月の第25回参議院議員選挙での会員の皆様のご協力に対して心よりお礼申し上げます。
　看護職が生き生きと働き続けられる環境を整えるためにも政治力が必要です。
　石田まさひろ先生が目指す“いい看護ができたという実感が得られ、プライドとプロ意識を持って看
護ができる” 現場にしたい。この熱い思いを実現していくためには、臨床現場での生の声を国政に届け
る必要があります。またそのことが石田先生の原動力につながると思います。
　日本看護連盟の新たなスローガンが会員増につながり、多くの看護職が国政に関心を持っていただく
ことを期待しております。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の第25回参議院選挙では、石田昌宏議員が二期目の当選をされ、看護職にとって喜びに満ちた年
になりました。私も連盟監事として任命いただき、再び連盟活動に携わることが出来ることになりました。
　看護の問題を解決するためには、私たちの代表を国政の場に高得票をもって送り出すことが重要です。
会員の皆様と共に目標達成に向かい活動していきたいと思っております。
　令和２年、東京で２回目のオリンピックが開催されます。そして十二支最初の年となる子年です。ま
た、看護連盟のスローガンが新しくなります。ワクワクすることが満載な年になりそうです。
　今年は会員の輪が広がり、連盟活動がますます発展することを心から願っております。

幹事
加　藤　富美子

幹事
後　藤　由貴子

幹事
篠　田　里　美

幹事 
野　上　陽　子

監事 
東　　　美　幸

監事
篠　田　真　金

役員あいさつ　　　と役員あいさつ　　　と　新新　年年　のの　抱抱　負負
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大分県看護連盟リーダーセミナー
日　時：令和元年10月27日㈰　10：00～16：00
会　場：大分県看護研修会館（３Ｆ）｢大研修室」
参加者：105名︵公開講座113名︶

特別講演
　テーマ：「国政報告」～看護のこれから～
　講　師：石田まさひろ参議院議員

石田まさひろ参議院議員大分県看護協会
大戸朋子会長

大分県立病院
小川央氏

大分県看護連盟
安東和代会長

大分県看護連盟
松本初美幹事長

　大分県看護協会長より大分県看護協会の取り組みについて講義していただき、次に日本看護連盟（小川央氏）大分県看護連
盟（安東和代会長）の活動、支部の役割（松本初美幹事長）について学んだ。
　４名の講演を踏まえ、「看護連盟の活動におけるリーダーの役割」についてグループワー
クを行った。
　特別講演では、石田まさひろ参議院議員を招聘し、「国政報告」～看護のこれから～を
公開講座として開催した。ハンセン氏病の家族保障について法制度に関わったこと、そ
の他介護保険制度の見直し、働き方改革、看護記録について熱弁された。石田議員の講
演で、一貫していたのが「看護の質」についてであった。個人の質を向上させ、私たち
自身がやりがいのある質の高い看護を行うことで、看護の未来が明るくなると力強く述
べられた。

県別会議
日　時：令和元年10月30日㈬　10：00～12：00
会　場：大分県看護研修会館（２F）「第３研修室」
出席者：22名

　本年度の県別会議は、日本看護連盟　和田幸恵幹事長を迎えて、第25回
参議院議員選挙の総括を行った。応援する会（親会員、子会員および一般
会員）の投票行動について、選挙運動について、大分県看護協会との連携・
協働、国会議員、地方議員との連携等について活発な意見交換が行われた。
　和田幹事長から総評として、厳しい中で戦った選挙であったことが理解
できた。本部に期日前投票を推進する工夫や活動をしていることを持ち帰
り、今後参考にしたいと述べられた。 日本看護連盟和田幸恵幹事長と大分県看護連盟役員

和田幸恵幹事長

大分県看護連盟リーダーセミナーに参加して
大分市医師会立アルメイダ病院　市川　弘美
これまで、看護連盟に対し、私は、“看護連盟=政治”のイメージが強く、連盟に加入していない看護師にとっては、“固い・
身近なものに感じない・自分には関係ないもの”などの印象があった。しかし、連盟は、石田まさひろ参議院議員をはじめ
とする組織代表の政治家の先生方へ、現場で働く私たちが日々感じている疑問や問題点、また、負担と感じていることな
どの現場の声を届けることができる組織である。その声が働きやすい環境への改善や、看護の質向上など医療・福祉制度
の改革に繋がるため、現場で働く私たちにとって、とても重要であり、必要な活動であることを再認識した。
　連盟メンバーとして、医療・看護・福祉関連で主に活動していただいている先生方の活躍をスタッフに伝え、連盟の加
入者増員に努めていきたい。

津久見市医師会立津久見中央病院　平川　智子
　看護連盟リーダーセミナーに参加し、改めて看護師であることを誇らしく思いました。
そして連盟₆０年の歴史の中で、先人の方々の活動により現在の看護師の立場が確立されていることも改めて知ることがで
きました。
　私達看護師は、日々の看護実践で「患者さんに喜んでもらいたい。」「患者さんの苦痛を緩和したい。」「患者さんが大好
きな家族と、住み慣れた自宅で過ごせるよう生活を整える手助けがしたい」等々を切に願い、丁寧にケアに取り組んでい
ます。しかしながら、診療報酬改定の度に看護師の果たす役割（看護記録の拡大も含め）が増加し、望ましい看護実践につ
ながらないジレンマを感じていることも事実です。
このような私たちの現場の声を、国に挙げてくれるのが国会議員の先生方です。
石田先生の講演で「看護職は組織力があるので安定感があり信頼感がある。」と話されていました。
　私たち看護職が国会議員の先生方を全力で支え、中医協に21人目のメンバーとして、看護職が入ることが重要であると
思います。
　国民に「看護職になら私たちの未来を託せるね。」そう言ってもらえる私たちでありましょう。整えられた職場環境の中で、
日本の未来を支える看護職集団であり続けましょう。
そのためには、個々の看護職が連盟の活動を正しく知り、自分にできることを認識し熱意もって行動することが大切であ
ると思います。

グループワークの発表
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第9回ポリナビワークショップinおおいた（新人･若手会員研修会）
日　時：令和元年９月29日㈰　13：30～15：30
会　場：大分県看護研修会館（３Ｆ）「大研修室」
参加者：42名

特別講演　　
　テーマ：「演劇とコミュニケーション」
　講　師：文学座俳優　椎原　克知　先生

ポリナビワークショップinおおいたに参加して
別府溝部学園高等学校　看護科　高木　祥子
　９月２₉日に『第９回ポリナビワークショップinおおいた』に参加しました。第１部では看護連盟についての講義があり、
看護協会と看護連盟との関係性やなぜ看護職の代表を国政に送る必要があるのか等について学びました。第２部では椎原
先生の特別講演を拝聴しました。円滑なコミュニケーションに必要な３つのCについて、様々なシアターゲームを通して学
ぶことが出来ました。最初は発言等すべてに緊張しましたが、場の盛り上がりとともに緊張もほぐれて楽しく参加するこ
とが出来、とても実りのある講演となりました。今回の学びを今後に活かしていきたいと思います。

大分赤十字病院　赤嶺　珠美
　新人看護師として、入職して約半年がたちました。これまでの研修で看護協会や看護連盟について学んできましたが、
今回改めて講義を受けることで私たちの働く環境を整えるためにも選挙の重要性を再確認できました。
　ワークショップでは、演劇とコミュニケーションというテーマで、文学座俳優の椎原克知先生の特別講演を受講しました。
座学ではなく、シアターゲームを通じて楽しく学習していく中で、自らのこれからの改善点を知ることが出来ました。また、
ノンバーバルコミュニケーションを学ぶことが出来ました。患者さんとはもちろん、職員同士での円滑なコミュニケーショ
ンも重要だと思います。今回のワークショップでの学びを活かして業務に取り組みたいと思います。

【第１部】出前ポリナビ
　「看護連盟について」青年部Nurse-ful委員が
　　わかりやすく説明をした。

【第２部】特別講演
　　昨年来引き続き、文学座俳優の椎原克知先
　　生をお迎えして｢演劇とコミュニケーショ
　　ン｣というテーマで、“看護の現場での円滑
　　なコミュニケーション”を目標に参加型の
　　特別講演を催した文学座俳優 椎原　克知 先生

第9回　ポリナビワークショップ　アンケート結果 参加者　42名　有効回答　27名

参加者年代

選挙での投票経験

出前ポリナビの感想

期日前投票の認知度

特別講演の感想

■20 代　■30 代

13％

87％

■ある　■ない

22％

78％

■良かった
■どちらでもない
■悪い

30％
70％

■知っている
■知らない
15％

85％

■良かった
■どちらでもない
■悪い

4％

96％

出前ポリナビに、7割の人は
良かったと答え、特別講演に
はほぼ全員が良かったと答え
ている。また、約8割の人は、
期日前投票を知っており、選
挙での投票経験もあることが
分かった。

青年部Nurse-ful委員のメンバー
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九州ブロック各県会長・幹事長合同会議
日　時：令和元年11月23日㈯　9:00～11:30
会　場：鹿児島東急REIホテル
参加者：15名

九州ブロック看護管理者等政策セミナーに参加して　　　　　　　　
大分市医師会立大分准看護専門学院　教務主任　安部　泰代
　鹿児島駅に着いたとたん、火山灰が舞い、大分県の空気の綺麗さに改めて感謝をしました。
　今回初めてこのセミナーに参加させていただき、各県の看護連盟の方々の並々ならぬ情熱と多岐にわたる活動を知るこ
とができました。特に熊本県は協会員の４５．５％が連盟の会員ということであり、このことは取りも直さず国の医療施策の
動向への関心の高さを表すものであると思いました。
　少子高齢化の問題、それに伴っての医療費増大の問題、更には２０２５年問題を間近に控えた看護師不足の問題など、その
対応は深刻です。
　髙階恵美子先生がおっしゃっている「国民一人ひとりが人生の最終段階を穏やかに過ごすことのできる環境」の実現に
向けて、頑張っていただきたいと思いました。同時に、次代を担う看護職者育成に当たっている私共が問題意識を共有す
ることの大切さも痛感しました。
　私は現在、准看護師の養成学校に勤務しています。卒業生の中には、看護連盟青年部にかかわっている者もおります。
医療・介護の充実のため、今般のセミナー参加で得た内容について、職員間や他校間は元より、生徒への指導の中でも周
知していきたいと思います。

大分県看護連盟第2副会長　姫嶋　洋子
　令和元年１１月２３日と２４日の２日間、担当県である鹿児島で開催された本セミナーに参加させていただきました。鹿児島
中央駅に降り立つやいなや桜島の火山灰の洗礼を受けました。さすが鹿児島です。参加者は九州各県から７０名、看護連盟
会長・幹事長・副会長、看護協会役員、医療施設の看護部長、看護学校教員などの面々でした。大分県からは６名参加し
ました。
　「日本看護協会の看護政策」「医療政策の動向と課題」「看護の未来のためにー看護管理者として大切なこと」「看護業務
へのＩＣＴ・ＡＩ導入の可能性」のテーマで４つの講義がありました。
　地域医療構想の動向やその中での看護の役割、２０４０年に向けた社会保障制度改革や医療提供体制改革、看護業務へのＩ
ＣＴ導入の可能性など最近の医療や看護情勢など、再確認でき、目新しい内容のものもありました。
　また、九州ブロックでの「選挙をこう戦った」では長崎、熊本、福岡県からの報告がありました。それぞれの県の事情
があり苦労されながら頑張った姿がうかがえ、次回の選挙の参考になりました。
　髙階恵美子参議院議員と石田昌宏参議院議員の出席があり、それぞれから国政報告があり、ご苦労しながらも活躍され
ている姿が目に浮かぶようでした。

　最初に、九州ブロック各県の幹事長間での情報交換を行った。看護協会との連携について、熊本県では今まで培われてき
た連携があり、看護協会の支部集会に出席し話をする機会を得たり、相互で連絡を取り合い日常的に連携していることが分
かった。
　次に、各県会長・幹事長で、第２５回参議院議員選挙の振り返りを行った。今後、大分県看護連盟が選挙活動を検討してい
くうえで課題として見えてきたことは、熊本県の各支部における選挙に関する研修会の開催や、長崎県の徹底した施設訪問
に学び、リーダーの育成・強化を図ることである。

九州ブロック看護管理者等政策セミナー ＜担当県：鹿児島県＞

日　時：令和元年11月23日㈯　13:00～17:45  11月24日㈰　9:00～16:00
会　場：鹿児島東急REIホテル
参加者：62名（大分県より6名）

　日本看護協会鎌田久美子常任理事による「日本看護協会の看護
政策」では、重点政策・重点課題である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、看護職の働き
方改革の推進、看護職の役割拡大の推進と人材育成について、丁
寧に解説頂いた。
　政策研究大学院大学教授　島崎謙治先生は「医療政策の動向と
課題」について、人口構造の変容が及ぼす今後の医療や社会保障
への甚大な影響について、根拠をもとに示唆していただいた。
　「国政報告」参議院議員たかがい恵美子先生では、直近に係わった「こどもの貧困対策の大綱」を例に政策を作り上げる
プロセスについて、また先生がずっと関わってきた看護師の働き方改革と給与について看護管理者の経営マネジメントの必
要性と看護連盟が関わる役割についての示唆をいただいた。
　「国政報告」参議院議員石田まさひろ先生は、要介護認定の考え方から発生した看護必要度の矛盾に対し、診療報酬のた
めの看護になってないかと指摘され、今からはより政策的にも看護の質が重要になると力説した。
　グループワーク「看護政策を実現するために」（石田先生ご出席）
　協会と連携し政策実現につなげる、地域の声・現場の声や現場の問題をデータ化して政策につなげる、数と質を担保し組
織力を挙げる、ミニアンフィニなどの情報提供等の意見が出された。

セミナーの間のホッと一息!!
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青年部ブロック会議 ＜担当県：長崎県＞

日　時：令和元年12月21日㈯　13：00～17：00
会　場：長崎市立図書館（新興善メモリアルホール）
参加者：52名（大分県より7名）

　令和元年12月21日、長崎市で九州ブロック青年部会議が開催された。今回より、ブロックのポリナビワークショップを青
年部ブロック会議と改称し、研修を主体とした取り組みとなった。
　会議では各県の活動報告を６分以内でプレゼンテーションを行った。地域性のある内容であり、看護連盟の活動をいかに
伝えるか今後の参考になった。ただ各県とも、連盟主催の会への参加者減少があがり、どのように連盟の活動を伝えるか、
集客をどうするのか、課題も明確となった。

　研修では、講師に東京医療保健大学の嶋谷圭一先生をお迎
えし、『ナースのためのプレゼン開発メソッド』をテーマに
開催された。青年部に求められるプレゼン力についてわかり
やすく説明され、今後の活動にいかせる内容であった。
　全体としては、今回新たな形式で会議が催されたが、青年
部の活性化やスキルアップに繋がる会であったと感じる。自
県の課題も見え、今後の青年部活性化に向けた課題検討を行
いたいと思う。次回に向けての課題として、内容を深めるた
めに時間の検討が必要だと思う。

N∞[アンフィニ]の配送方法変更に関するお願い

大分県看護問題対策議員連盟（仮称）設立準備会開催！！
日　時：令和元年12月13日㈮　14：00～15：00
場　所：大分県看護研修会館「会議室」
参加者：大分県議会議員（自民党会派）：
　　　　土井昌弘議員（県議会副議長）竹田市
　　　　森誠一議員（福祉保健生活環境委員会委員長）豊後大野市
　　　　看護連盟：安東会長、松本幹事長
　　　　看護協会：大戸会長、藤本副会長、佐々木副会長
　平成26年に看議連の立ち上げに向けて、夜勤勤務調査視察を行ったがその後断ち切れていた。
　設立の趣旨について「看護界が抱えている課題について議員と話し合いの場を設ける。政策的な取り組みによって解決で
きるよう会を運営する。」であることを確認した。今後は、3月に議員の方々と看護協会・看護連盟の活動にについての勉
強会を開催し、看護の課題を政策につなげるため設立の準備を進めていく。

➡➡

　県議２名と看護協会、看護連盟が一堂に会しました

青年部ブロック会議に参加して
大分市医師会立アルメイダ病院　藤野　圭一朗
　今回より青年部会議と名称変更され、新たな取り組みで開催されました。会自体がコンパクトになり議題検討も行いや
すく、また活動報告も各地域の特長が見られた興味深い内容と感じました。研修ではプレゼンについてポイントをおさえ
た内容であり、今後の活動につながる内容でした。今回の会議での学びをどう活かすか、自県での活動を見直し他メンバー
へ情報を共有して行こうと思います。

日本看護連盟
からのお知らせ

他県の活動を自分の県にどう生かせるか？のグループワーク
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ご贈答には、丸大食品の
ハム・ソーセージの
詰合せをどうぞ。

丸大食品株式会社
福岡営業所
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋673-8
ＴＥＬ 092-621-2121　ＦＡＸ 092-621-2122

連盟会費連盟会費連盟会費 年間7,500円円年間7,5007,5007,500年間7,500円

【お問い合せ先】 大分県看護連盟
〒870‐0855  大分市豊饒二丁目7番1号  大分県看護研修会館
TEL（097）574-7088 FAX（097）574-7517
e-mail : oita-kanren@extra.ocn.ne.jp

★詳しくはホームページを
　ご覧ください。

◆賛助会員 1,000円 
◆学生会員 無料

2020年度連盟会員を
募集しています!!

2020年度連盟会員を
募集しています!!

日本看護連盟
会費5,000円
日本看護連盟
会費5,000円

大分県看護連盟
会費2,500円
大分県看護連盟
会費2,500円

年会費
7,500円
年会費

7,500円

◆連盟主催の研修会に無料で参加できます。
◆機関紙「アンフィニ」の配布（年３回）や情報の配信
◆「れんめい大分」の配布

特 典

ベッドサイドから政治を変える！ベッドサイドから政治を変える！

2020 年度

年間年間年間年間年間年間7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500

募集募集募集しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!

3,6003,6003,6000000000000000
7,5007,5007,5007,500

　明けましておめでと
うございます。
　令和元年は第 25 回
参議院選挙の勝利の喜
びも束の間で、度重な
る台風や大水害に見舞
われました。但し、一
生一度のワールドカッ
プと新天皇の即位の礼
に日本中が沸き上がり、
実に悲喜交々の一年で
した。本年がどうか穏
やかな一年になります
ように。

編 集 後 記

東東洋洋羽羽毛毛九九州州販販売売株株式式会会社社 熊熊本本営営業業所所

熊熊本本市市東東区区尾尾ノノ上上11--77--33

TTEELL  00112200--338822880088

行事予定
研修会 日　時 会　場 内　容

会員研修会
令和２年
２月１日(土)
13:30～15:30

大分県看護研修会館
(2F)「研修室１」

特別講演
テーマ：｢国政報告」
　　　　～看護の課題とこれから～
講　師：たかがい恵美子参議院議員

2020年度 連盟会員 募集中です。

今後の『出前ポリナビ』予定 通常総会の予定
★大分県看護連盟青年部ɴｕｒｓｅ︲ｆｕˡ委員が、『出前ポリナビ』　に伺います。

令和２年２月1₈日㈫　東明高校

令和２年２月19日㈬　別府大学附属看護専門学校

令和２年２月20日㈭　別府溝部学園高等学校

日本看護連盟通常総会
開催日：令和２年６月５日(金)
会　場：東京プリンスホテル

大分県看護連盟通常総会
開催日：令和２年６月２８日(日)
会　場：大分県看護研修会館
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