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会長あいさつ
　新年　明けましておめでとうございます。
　昨年末の総選挙では再び政権交代となり、自・公の躍進による連立政権が
発足いたしました。年明けにはいよいよ経済再生の方向として、デフレ脱却

の前兆とも思える株価の上昇、円安と明るいニュースも垣間見えます。しかし事態は急転する
とは思えず幾多のトレンドで緩やかに上昇することを願い、また期待したいと思います。一方
「石田まさひろ」氏は政策研究会集会のため全国を奔走している中、早々に自民党比例代表の公
認の誉れを受けました。
　私共も政権与党下のメリットは十分承知していますが、与野党にブレ動かずしっかりとした
信念のもとに政策提言ができる組織で在りたいと願いつつ、明るい看護の未来と社会が元気に
なることを祈念いたします。看護連盟も皆さんのご支援で元気いっぱい頑張ります。

会　長　植岡 道玄

連盟通信えひめ

氷のシャンデリア「白猪の滝」

12月16日㈰の第46回衆議院議員総選挙で、あべ俊子議員は比例中国ブロックでの当選を果たしました。
また、安倍内閣の発足に伴い、外務大臣政務官を拝命されました。
今後ますますのご活躍をお祈りいたします。

あべ俊子衆議院議員 三期目当選おめでとうございます！
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　明けましておめでとうございます。政治も経済も暗い話題の多い昨年でしたが、
年末になってあべ俊子先生の衆議院選挙三選の嬉しいニュースが飛び込んできま
した。小泉元総理の郵政解散で刺客として岡山３区に送り込まれたあべ先生が、

地域の代表として認められるまでのご苦労は計り知れません。しかしそうしたことを一切お顔に出され
ないのが先生の凄いところです。支援者の輪を確実に広げ、全国の看護連盟の仲間たちからの応援も
いただいて比例代表ではありましたが見事な当選となりました。
　愛媛県でも自民党が４議席独占するなど素晴らしい結果となりました。３年３か月ぶりに政権に返り
咲いた自民党には、あまりの圧勝に慢心することなく真に国民の信頼を得られる政治を展開してほしい
と願います。ともあれ看護連盟としてはこの勢いを大きな追い風として今年の夏には看護職の代表を
確実に国政の場へ送り届ける作業を成功させなければなりません。人口減少の中で超高齢社会を迎え
るわが国の社会保障制度のあり方は政権政党にとって最大の課題と言っても過言ではありません。石
田まさひろさんには、あべ・たかがい両先輩とスクラム組んで看護の立場からこうした政策づくりにぜ
ひ参加してもらおうではありませんか。７月まで、連盟会員として活躍できる時間も後わずかになって
きました。「ベッドサイドから政治を変える」を合言葉に愛媛県会員の皆様のエネルギーが熱伝導で隅々
にまで広がりますように！！

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年は、29年ぶりの師走の総選挙がおこなわれ、慌ただしい日々を送られたこ
とと思いますが、充実した一年の締めくくりになり、穏やかな年明けとなった事
と思います。

　昨年は私にとって、愛媛県看護協会が昨年４月に公益社団法人となり、５月の総会で会長に就任し
てのあっという間の１年でした。
　さて、日本看護協会は健康で働き続けられる職場づくりを推進しており、「看護職の夜勤・交代制勤
務に関するガイドライン」が近いうちに発行されます。夜勤・交代制勤務や長時間勤務は健康リスク、
安全リスクそして生活リスクがあると言われております。これらのリスクを低減するための対策をガイ
ドラインで提案しています。
　愛媛県看護協会でもワーク・ライフ・バランス事業の推進、看護職の定着・確保を図るナースセンター
の強化等に取り組んでまいります。皆様方自らが主体的に考えて少しでも働き続けられるために「看
護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」を活用して夜勤・交代制勤務の改善などに取り組んで
いただけるよう支援ができればと考えています。働きやすい職場環境づくりのために、ぜひ一緒に取り
組んでまいりましょう。
　夏には看護の代表を国会に送るという大きな仕事が待っています。今年も素晴らしい年となること
をお祈りいたします。

新年のごあいさつ

新年のごあいさつ

日本看護連盟会長　清水 嘉与子

公益社団法人愛媛県看護協会会長　大西 満美子
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　愛媛県看護連盟の皆様におかれましては、清々しい新春をお迎えのことと拝察
申し上げます。
　昨年末の師走の選挙の際には、愛媛県看護連盟の皆様の温かいご支援のおか
げさまで、再び国政の場へ送り出していただくことができました。あらためて全

国の看護連盟の皆様のお力添えの大きさをかみしめますとともに、この場をお借りして心より感謝申し
上げます。
　今回の総選挙の結果、自民党は３年３か月ぶりに政権を取り戻すことができました。野党として歩
んだ間に党の再生に向けて全力で取り組んできたことの是非を、これからは国民の皆様に判断してい
ただくことになります。今回の結果に決して甘んじることなく、震災復興や景気・雇用対策など、この
国の将来を見据えた国民のためになる政策が実現できるよう、今後もしっかりと国政において議論を
重ねてまいる所存です。
　私自身も３期目を迎え、党内に志を共にできる仲間も増えました。私が政治の道を志した動機には、
医療・福祉・年金をはじめとした「安心できる社会保障制度の構築」への思いが大きな柱となっていま
す。その初心を忘れることなく、そして看護界が抱える諸課題の解決に向け、賛同してくれる仲間を
さらに増やせるよう日々前向きに取り組んでまいります。看護職の皆さんお一人お一人が「看護職になっ
てよかった」と思えるような働きやすい労働環境、生きがいを持って看護ができる制度や法を整備し
ていくことができるよう、引き続き頑張ってまいりますので、今後とも皆様の温かいご支援を賜ります
よう心よりお願い申し上げます。

　愛媛県看護連盟の皆様に、謹んで新春のお慶びを申しあげます。
　さて、新しい政権の誕生とともに、いよいよ私たち看護職の意思を徹すときを
迎えました。これまでの６年間の苦悩を乗り越えて、来る夏には総力を結集し、

国政の健全化を実現すべく、ともに活動してまいりましょう。
　たかがい恵美子の参議院議員活動も、お陰様で３年目に入りました。この間、絶えず力強くお支え
くださる皆さまのご厚情に深く感謝しながら、また新たな課題の解決に挑戦する勇気と知恵をいただ
きながら、一歩一歩、歩みを進めてくることができました。労苦をいとわずご尽力くださる同志の皆様
に対し、心より御礼を申し上げる次第です。
　社会保障を実現する最大規模のプロ集団として、またその一員として、看護職がこれからの日本社会・
これからの国際社会において果たす役割は、ますます大きく発展していくこととなります。看護職一人
ひとりが、楽しく・豊かに・堂々と働き続けることのできる社会環境づくりを目指して、皆様とともに
知恵を出し合い、着々と地に足の着いた活動を心がけて参ります。今後とも引き続き、ご指導、ご支
援を賜りますようお願い申し上げます。
　本年が会員の皆様、ご家族の皆様にとりまして、幸多き年となりますことをお祈り申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

新年のごあいさつ

衆議院議員　あべ 俊子

参議院議員　髙階 恵美子
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新年の抱負

　平成25年は第23回参議院議員選挙の年です。この半年が勝負だと考えてい
ます。私たち看護職の代表をさらに一人、国政の場に送り出すため、今治支部
会員へ熱伝導できるよう今治支部役員とリーダーで活動させていただきます。
皆様よろしくお願いします。

　西条支部では、市内の看護師さんの一人でも多くの方に、看護連盟の活動を
知っていただこうと思い、40箇所ほどの開業医を訪問し、石田まさひろ政策
研究会の入会依頼をいたしましたところ、多くの方の協力をいただくことがで
きました。これからもきめ細かい活動を続けようと思っています。

　今年は、いよいよ「選挙の年」です。
　『看護職の代表を国政に！』を合言葉に、若手の会と頑張ってきた地盤をよ
り広げ、総力を結集して頑張ります。
　夏には、大蛇も白蛇も訪れてくれますように！

　中予第一支部は、公的病院２施設と中小の病院や施設で構成されています。
各施設で抱えている問題は様々です。現場主義で、確かな実行力のある看護職
の代表を知ってもらい、私たちの熱伝導で、国政に送る事ができるよう行動し
ます。

　明けましておめでとうございます。今年は選挙の年です。私たち中予第二支
部は、３施設の施設支部なので、まとまりやすいという利点があります。看護
職の代表を出すことを一人でも多くの方に賛同してもらい、投票していただけ
るよう、リーダー、若手の会を中心に活動していきたいと思います。

　新年おめでとうございます。中予第三支部では、昨年ほぼ全会員が基礎研修及び続
基礎研修を受講し、看護職の代表を国政の場に送る必要性を理解しているものと思い
ます。来る選挙では、それぞれが入会を勧めた「石田まさひろ政策研究会」会員に声
を掛けましょう。少なくとも当支部連盟会員の投票率は、役員やリーダーの協力を得
て100％を目指します。

　私たちの政策主張“超高齢少子社会は、看護が豊かに行われる社会”を実現するた
めに、看護職の代表を国政に送りましょう。中予第四支部は、４つの施設がそれぞれ
の目標数を決めて取り組んでいます。支部の目標、施設の目標を確実に達成するため
に、役員・リーダー、そして一人ひとりの会員が動き、投票行動の確認まで、全員で
報告しあっていきましょう。

支部長
正岡　美恵

支部長
安藤　静子

支部長
八木やよい

支部長
鋪村加代子

支部長
大政　信子

支部長
永江　　隆

支部長
巻田すみ子

幹事長
大河美由紀

幹事長
大仲　道子

幹事長
齊藤由美子

幹事長
土居　竹美

幹事長
松本久美子

幹事長
川久保亜紀

幹事長
坂本謙二

▼今治支部 ▲

▼西条支部 ▲

▼新居浜支部 ▲

▼中予第一支部 ▲

▼中予第二支部 ▲

▼中予第三支部 ▲

▼中予第四支部 ▲
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　新年あけましておめでとうございます。いよいよ選挙の年となりました。中予第五
支部は、リーダー研修会にリーダーが会員一人を誘って参加する“プラス１”を実施
しています。たくさんの会員の人に直に活動に参加してもらうことで、より強い団結
力が生まれています。今年の選挙はこの団結力を確実に票につなげていきたいと思っ
ています。

　今年は、看護職の代表を国政に送るため、当院の若手の会と力を合わせ、
投票に行きたくなるような工夫を考えていくことを決意します。期日前投票
100％を目指します。

　今年は看護職の代表を国政に送り出す大切な年です。選挙に向けて「熱伝導」
をキーワードに、一人でも多くの人に熱が伝わるような支部活動に取り組んで
いきたいと思います。来る７月の参院選勝利を目指して、まだまだ未熟な支部
ですがリーダーを中心に足場をしっかり固めていきたいと考えています。

　謹んで、初春のお慶びを申し上げます。昨年末の喜びが冷めやらぬまま、今
年もいい年になる予感が一杯の年明けです。私たち看護教育支部は人数が少な
い分、団結力は自慢ができます。その団結力で、一票ずつ地道に頑張っていき
ます。昨年の研修会での一票ずつです。見覚えのあるポスターでしょう？

　次期参議院議員選挙に向けて私たち南予の熱い情熱と熱伝導で看護が豊かに
行われる社会づくりのために、一票一票に夢と希望とロマンを託し、看護職の
代表を応援します。
　看護の未来のため頑張ります。

　参議院議員選挙に向けて看護職代表を国政に送るために全力を尽くします。
会員一人ひとりの力を結集して看護職の代表を熱伝導で応援します。
　ご協力よろしくお願いします。

　南予第二支部は、過疎地を守っている地域中核の公立病院が多く、看護連盟活動は
やや控え目ですが、やる時はやります。今年は「看護職の代表を国政に！！」を合言葉
に会員一同頑張ります。また、一人でも多くの方に連盟を理解していただき、会員に
なっていただけますよう関わっていければと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

支部長
政岡　千種

支部長
竹田喜久恵

支部長
西岡　愛弓

支部長
福本　節子

支部長
山内　晴美

支部長
楠　多佳子

支部長
村上かなえ

幹事長
柳生美賀子

幹事長
白石　洋子

幹事長
樋口すみ江

幹事長
武石　智恵

幹事長
佐伯　幸子

幹事長
大本加代子

幹事長
橋本眞由美

▼中予第五支部 ▲

▼中予第六支部 ▲

▼中予第七支部 ▲

▼看護教育支部 ▲

▼南予第一支部 ▲

▼南予第二支部 ▲

▼南予第三支部 ▲
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1月17日（木）9：00～18：00

合計479名の方々と
お会いすることができました。

11月月1717日日（木）（木）

和ホスピタル

松山西病院

河
原
医
療
大
学
校

松山ベテル病院

道後温泉病院

堀江病院

愛媛大学医学部看護学科

奥島病院

松山赤十字病院

南高井病院

済生会松山病院

松
山
記
念
病
院

（公社）愛媛県看護協会

済生会松山病院

愛媛大学医学部附属病院

南高井病院

松山リハビリテーション病院

石田まさひろ ステップ1 中予施設訪問

北
条
病
院
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1月18日（金）

石田まさひろステップ１ 同行記
中予第一支部長　鋪村 加代子

14：00～ 松山市民病院施設訪問　86名参加

　１月17日午前８時15分、福岡より松山空港に到着さ
れた石田まさひろさん。
　すぐに植岡会長、有請幹事長と最初の訪問施設、
和ホスピタルへと移動した。
　その後、堀江病院、北条病院、松山記念病院を訪問。
精神科看護の経験のある石田さんとの熱いやり取り
で時間オーバーの一幕も。次の河原医療大学校では
学生に向けてメッセージを発することができ、政治へ
の関心が高まったのではないかと思う。
　さらに松山西病院、済生会松山病院を訪問し、次
の愛媛大学医学部附属病院では看護部のゆるキャラ
あいちゃん・だいちゃんに迎えられ、スタッフの思い
のこもった４千羽の千羽鶴を贈呈された。
　愛媛大学医学部看護学科では講義に来られていた
大島後援会会長から石田さんを紹介されるというサ

プライズもあり、学生にとっては忘れられない出会い
になったのではないだろうか。
　南高井病院では、ユニークなデイケア等の取組を
是非見たいと石田さんが希望し、駆け足での見学と
なった。
　続く松山リハビリテーション病院、道後温泉病院、
奥島病院、愛媛県看護協会、松山ベテル病院、松山
赤十字病院でも歓迎していただき、18時30分からの
看護管理者セミナー会場へと息つく暇もなく急いだ。
　翌２日目は、午前中南予で「石田まさひろ政策研究
会～看護の力が社会を元気にする～」の講演会があ
り、午後は松山市民病院を訪問してすべての日程を
無事終了。600名余りの人と握手を交わし自分の考え
を大勢の人に知ってもらうと同時に現場の声をしっか
り胸に納めて愛媛を後にされた。

石田まさひろステップ１ 同行記

を大勢の人に知ってもらうと同時に現場の声をしっか

看護管理者セミナー

石田まさひろ政策研究会 ～看護の力が社会を元気にする～

日　時 / 1月17日㈭ 18：30～19：30
会　場 /いよてつ会館
テーマ /「看護の未来と展望」
参加者 / 48名

日　時 / 1月18日㈮ 10：00～12：00
会　場 /宇和島国際ホテル
参加者 / 54名
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編集
後記

あけましておめでとうございます。
今年は看護職にとって勝負の年です。７月の参議院議員選挙に向けて一致団結して頑張り
ましょう。今年も引き続き、ご協力お願いいたします。 広報委員一同

入会のご案内

年会費 8,000円（正会員）

愛媛県
看護連盟
3,000円

賛助会員：1,000円（1口）

日本看護連盟
5,000円

看護協会の目的達成に必要な政治活動を行い、
国民・県民の健康と福祉の向上に貢献します！

2013年の目標会員数は、5,300名です。

　当院は199床、内科・外科・整形の病院です。３度
目の医療機能評価受審と同時期に医療安全委員が中
心となり、院内５Ｓ活動を実施しています。各部門
のビフォーアフターを写真で紹介することで病院全
体が更に整理整頓されてきました。患者様から、「施
設がきれい、掃除が行き届いている」等の声をいた

だいています。
　患者様はもちろん、職員にとって働く環境は大切
です。５Ｓの整理・整頓・清掃・清潔・躾の意味を改
めて実感し、良い競争心をもって安全に効率的に取
り組んでいます。常に人に対する気配り、もてなし
の心を持って看護していきたいと思います。
　清潔な環境を維持し、当院を訪れる方が安心と心
地良さを感じてもらえるように、これからも５Ｓ活動
を習慣化していきます。
　ぜひ宇和島にお越しください。

宇和島社会保険病院　松岡 君代

ちょっといい話

石田まさひろさん今後の来県予定
平成25年6月10日（月）

平成25年6月11日（火）
 愛媛県看護連盟総会
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