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全国獲得票数
 177,810票
愛媛県獲得票数
 4,847票
獲得票数全国
 13位
会員比率獲得票数
 全国25位

第24回参議院比例代表選挙

たかがい恵美子
2期目当選！

　猛暑が続いた夏、連盟会員のみなさまに
はお変わりなくご活躍のことと思います。
　第24回参議院議員選挙が終わりました。
みなさま大変お疲れ様でした。皆様の力で
髙階議員が２回目の当選を果たすことがで
きました。ありがとうございました。今回
目標の１万票に届かなかったのは残念です
が、私の感触として会員のみなさま、各支
部の役員のみなさまよく動かれたと思いま
す。今回の経験を活かして次回の選挙は、
皆様と共に頑張りたいと思います。
　8月19・20日、第20回日本看護管理学会
学術集会が横浜で開催されました。私はこ
の学会を毎年楽しみにしています。今回の
テーマは「看護管理者の知〜創ろう、活か
そう、つなげよう」でした。さて、当該学
術会では初めて「看護制度・政策」に関す
る特別講演がありました。
　現京都橘看護大学教授で元厚生労働省
看護課長の野村陽子氏による、「看護制度・
政策の決定過程─私たちの声をどう届ける
か」がテーマでした。最初に「制度を変え
るのは誰でしょうか？」の問いかけから入
り、最後は「制度を変えるのは看護職です」
と締めくくられました。現場の課題を解決
するには制度を変えなければならない。そ
のためには代表を国会に送らなければなら
ない。このことを会場の参加者と再確認し
た講演でした。

ご　挨　拶
 会　長　吉田 昭枝
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日時/平成28年5月1日㈰ 10：00～　 会場/愛媛県看護研修センター　 参加者/401名

たかがい恵美子総決起大会
～たかがい恵美子先生と山本順三先生を励ます会～

ご支援ありがとうございました
　みなさまの温かい思いやりに支えられ、新たなスタート台に立つことができました。心から感謝申し上げます。
　丸一日晴れた日はほとんどなく、急な雨 や風、雷 と不順な天候の中、みんな必死の思いで厳しい選挙戦を乗り
越えてくれました。全国各地で熱い声援をいただき、私たちはその笑顔に勇気をいただきました。
　それぞれの地元で応援してくださる支援者のみなさまのお心遣いがありがたく、感謝の思いを深くしながらの
選挙戦でした。看護職を見守ってくださる方は意外に多いということを感じながら、がんばろう！と思いました。
　これからも現場第一。たくさんの出会いとコミュニケーションをとおして、生きた政治を実現していきたいと
考えています。  （たかがい恵美子オフィシャルブログより抜粋して掲載）

大会の締めはがんばろうコール

若手の会から応援エール！

たかがい恵美子先生の足跡
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愛媛での足跡選挙カーでめぐる！選挙カーでめぐる！

松山市駅坊っちゃん広場　市議の応援演説

銀天街　塩崎先生再び登場

道後温泉街支援者のみなさま

大街道　草間会長現れる坊っちゃん劇場　看護師OBのみなさま

道後温泉商店街看護協会からいざ出発

ゆうの森

心強い応援とともに

道後温泉街で

18歳選挙権のはじまり

厚生労働大臣塩崎恭久先生と

松山空港　細田議員と共に

銀天街

東温市　暑い暑い一日の始まり
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日本看護連盟総会に参加して
済生会今治病院　福本 和枝

　6月14日（火）ザ・プリンスパークタワー東京で開催
された日本看護連盟通常総会に10数年ぶりに代議員
として参加させて頂きました。会場を埋め尽くす全
国からの参加者約2000人に圧倒され、次に、草間朋
子会長の連盟に対する熱い意気込みの挨拶を聞き、
身が引き締まる思いでした。
　報告・審議事項が次々と可決される中、フロアー
から今後、少子高齢人口減少を迎えようとしている
が、看護職になる人も減少するだろう、連盟会員数
25万人以上を目指すためにどのような具体的活動を
するのか、計画に入っているのかとの質問等があり、
総決起大会参加者は、将来の看護について真剣に考

　平成２７年秋の叙勲際し、１０月末に母が他界
した時を同じうして慶弔が重なりました。
　このことを考慮されて広報誌には載せないこと
になったものと理解しておりました。
　毎年愛媛県からも春秋と看護職の受賞者が出
ていることはとても意義深いことと思います。皇
居にて天皇陛下からお言葉を頂いた時には本当に
章の重さを実感いたしました。章に恥じないよう
一層精進したいと思います。

受章おめでとうございます
平成27年秋の叙勲
瑞宝単光章

植岡 道玄 元済生会西条病院看護部長
（前愛媛県看護連盟会長）

えていることを実感しました。会場内は、たかがい
恵美子参議院議員のイメージカラーであるブルーが
広がり、大臣や議員の先生方の応援メッセージが、
看護の代表を国政へと思って頂いているとうれしく
なりました。
　また、塩崎恭久厚生労働大臣、あべ俊子衆議院議
員と握手を交わしたとき手から伝わる力に、たかがい
恵美子参議院議員へのなみなみならぬ思いを感じま
した。「やりがい、いきがい、たかがい」看護職の処
遇改善、絶対に有言実行をたかがい恵美子参議院議
員はする人であると会場内の誰もがそう感じたに違
いなく、総決起大会は大いに盛り上がっていました。
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愛媛県看護連盟総会に参加して
宇和島徳洲会病院　山下 千鶴

　去る6月19日、看護連盟通常総会ならびに特別講
演会に出席させていただきました。今まで政治に関
心が持てず、医療と政治の関係性すら理解できてい
なかった私でした。今回の会に参加することにより、
看護連盟の目的や重要性また活動の成果を知ること
が出来た事は、前向きな第一歩であると感じました。
看護の現場の声を国政に届けて欲しいという願いの
もと、惜しみない活動を行っている看護連盟の活動

を、看護に携わる人
たちにひとりでも多
く知って頂きたいと
思いました。
　また、阿部議員に
よる「現場の声を政
策に生かす道のり」
の特別講演を聴講
し、さらに看護界の
為に熱い思いで様々な活動に取り組み、大変なご努
力をなさっていることを知ることが出来ました。質
の良い安全な医療現場を提供できるようにするため
にも、現場で働いている私達の職場環境や処遇を、
代弁者であるたかがい議員や阿部議員を国政に送り
出す必要があると。そして行政に理解していただく
ことが大切であり、多くの支部会員に伝えて一丸と
なって看護連盟活動を盛り上げていきたいと決意を
新たにしました。

●参加の動機は？
自主的に参加その他

●看護連盟の事が理解でき
　ましたか？

●若手の会の事が理解でき
　ましたか？

●連盟会員として、看護師として
　何ができると思いましたか？

上司の勧め

次回参議院
選挙には
投票に行く

候補者に関心を
持ち人に伝える

研修に
参加する

連盟からの情報に
関心を持つ

よく理解
できた

よく理解
できた

少し理解
できた

少し理解
できた

8％11％

70％

30％

66％ 23％

18％

12％

47％

34％

81％

▶アンケート結果

新 規 入 会 者 研 修

◦今年のグループワークがとても良い案であったの
で続けてほしい。

◦今回、夢のある企画ですごく楽しかった。
◦同期がみんな頑張っている姿を見て頑張ろうと思

えた。
◦看護に関する政治が発展し、今後働きやすい職場

になり、看護の充実につながるように選挙につい
て考えていけたらと思った。

東予地区 6/4㈯ 9：30〜12：00
リーガロイヤルホテル新居浜　参加者：128名
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　まず、最初に行ったグループで自己紹介し、また
相手方のことを知りそれをまた自分で他人を紹介し
たりすることで他人とのコミュニケーションをとる
ことをしました。そこで私は、他人のことを理解し、
自分の意志や考えを伝えるという面で業務だけでな
く私生活においても貴重な経験をすることができま
した。普段こういった会話をしたりする機会はあま
りないので自分自身を見直す良いきっかけになりま
した。また、他の病院の方と接することで、学べる

中予地区新規入会者研修会に参加して
� 松山リハビリテーション病院　古川 沙季

事もあり私自身にとって良い研修になりました。
　特によかった点は病院について話し合ったことで
す。そこで私がこれまでの経験で気づかないことな
どを知り視野が広がったこと事が挙げられます。例
えば病院の施設内に私たち社員が休憩などでゆっく
りできるスペースがあればいいという意見です。そ
うすることでリラックスし気持ちを落ち着かせるこ
とができ、より業務に集中でき施設内の環境も良く
なるのではないかというこという意見を聞き、私自
身いつも休憩中の控室が狭くゆっくりできていない
と感じていたので改善されればいいと思いました。
その他にも社員同士でのやり取りにおいての効率化
や休暇日数についての意見があり、そういった理想
を話し合うことで良い刺激となりました。
　これらのことで私はこの研修で多くの刺激を受け
てこれからの業務に対してより一層力を入れようと
思え結果良い時間を過ごすことができました。

●参加の動機は？
友人に誘われてその他

●看護連盟の事が理解でき
　ましたか？

●若手の会の事が理解でき
　ましたか？

●連盟会員として、看護師として
　何ができると思いましたか？

上司の勧め

次回参議院
選挙には
投票に行く

ポリナビ愛媛に
参加する 看護の代表を国政に

送るために協力する

研修に
参加する

連盟からの情報に
関心を持つ

その他

よく理解
できた

よく理解
できた

少し理解
できた

少し理解
できた

2％4％

48％50％

50％

17％

1％

1％

23％

16％

42％48％

94％

あまり理解
できなかった

2％

あまり理解
できなかった

2％

▶アンケート結果

新規入会者研修

中予地区 6/18㈯ 10：00〜12：00
河原医療大学校　参加者：118名

南予地区 5/22㈰ 10：00〜12：30
宇和島国際ホテル　参加者：62名
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　看護過程は患者の現象を捉え、小さな看護過程か
ら大きな看護過程へと循環して展開するものであり、
得られた情報から問題解決と患者のニーズの実現に
向けたアセスメントを行い、明確化・計画・実施・評
価へと繋げていくものである。
　しかし、学生は患者ではなく指導者の好みに合わ
せたアセスメントや看護計画を立案することが多く、
臨地実習指導者として、患者のニーズに合わせた看
護過程が展開出来るようアドバイスを行う事を難し
く感じていた。内田先生の講演を聴いて学生自身が
主体的に考え自己決定する過程が重要であり、指導
者として質問するだけでなく、自分の思考過程を学

　5月28日に中四国ブロックポリナビワークショッ
プが香川県で開催されました。9ナースサミット
season 2 〜自分たちで選ぼう看護の未来〜 という
テーマで中四国9県の若手看護師300名が集まり各県
との交流・意見交換が活発に行われました。
　シンポジウムでは「2025年問題に向けての取り組
み」として、政治、総合病院、在宅ケアステーショ
ンそれぞれの立場から現状と今後の課題が上げられ、
これからのシステム・人材の充実、そしてその中で
の看護師の役割についてと、自分たち看護師の今後
の在り方について、いろいろ考える良い時間でした。
　そして、髙階恵美子参議院議員による講演でも

「2025年問題に向けて若手看護師に求めるもの」と

生に提示する事、自分の意見や指示に従わせるので
はなく、学生と一緒に考える姿勢を示す事が大切だ
と学んだ。
　また、学生が充実した実習を行うためには、教員
と指導者がそれぞれの役割を踏まえて協力する必要
があるが、まだまだ指導者主体であるため、教員に
ももっと実習に介入してもらうような働きかけも重
要だと感じた。
　自分が臨地実習指導者として、学生と共に成長す
るという意識を常に念頭に置いて学生と関わり、看
護の面白さをもっと『未来の看護師達』に伝えてい
く事が自分の責務だと感じた。

愛媛県看護連盟研修会 〜看護過程目からウロコの教え方&学び方〜

講師：内田 陽子先生� 一般財団法人永頼会 松山市民病院　田中 留理

第2回中国・四国ブロックポリナビワークショップに
参加して� 旭川荘南愛媛病院　佐々木忠則

2025年問題について上げられていました。
　今後は活動を病院内だけでなく、地域医療、保健
福祉など、他職種との連携をして活動の場を拡げ、
専門性を磨いていくことが必要であり、一人ひとり
プライドを持って生涯働き続けることが求められて
いることがわかりました。私たちの働きやすい環境
づくりを現場からだけでなく政治からも変えて創っ
ていかなければなりません。そのためには「いつか
誰かが……ではなく、自分から変えていく！」とい
う考えで、まずは、小さなことですが自分が連盟の
一員にあることを自覚して今後も活動していきたい
と思います。
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編集
後記

看護連盟入会のご案内
看護連盟の目的

看護連盟の活動

年　会　費

看護協会の目的達成のために必要な政治活動を行い、あわせて国民の健康と
福祉の向上に寄与することを目的とする。

看護職の政治力強化に関する活動

看護職組織代表の国政進出と支援に関する活動

8,000円
（内訳　日本看護連盟：5,000円　愛媛県看護連盟：3,000円）

　暑い夏の参院選も終わり、会員の皆様のおかげで無事金星を獲得することができました。引き続
き連盟活動にご協力よろしくお願いいたします。 広報委員一同

一人の会員が連盟を知らない一人を誘って会員の輪をひろげ、明るく楽しい活動をすすめましょう

新 旧

竹　田　喜久恵 竹　田　いよ子 村　上　かなえ

監事交代

南予地区合併と分割

副会長・南予第三支部長退任

新支部長ご挨拶
� 南予第三支部長　家藤八重子

　平成28年度通常総会におきまして、南予第三支部長に任命されました家藤八
重子と申します。
　医療を取り巻くさまざまな問題があり、その中で看護師も日々の業務や生活
に追われ、余裕が失われ疲弊に繋がっているように思います。
　これから、看護・医療の在り方・制度改善など、また一緒に学ばせて頂きな
がら、看護師が安心して笑顔で職業に楽しさと誇りを持ち、働き続けられる事
が出来るように、微力ではありますが、皆様のお知恵やお力添えを頂きながら
務めて参りたいと思います。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

南予第一支部
支部長　福本 節子

南予第一支部
支部長　福本 節子

南予第二支部
支部長　楠 多佳子

南予第二支部
支部長　楠 多佳子

南予第三支部
支部長　家藤八重子

南予第三支部
支部長　村上かなえ

（宇和島市・北・南宇和郡）

（宇和島市・北宇和郡）

（大洲・八幡浜）

（大洲・八幡浜・西予・宇和島市）

（西予市・宇和島市吉田町）

（宇和島市・南宇和郡）

市立宇和島、宇和島徳洲会
北宇和、旭川荘南愛媛
ジェイコー宇和島、愛ほっと
宇和島市立津島
県立南宇和

市立大洲、大洲中央
帝京第五高校
喜多医師会、市立八幡浜
ひらやま内科・呼吸器内科

西予市民
西予市立野村、つくし苑
宇和島市立吉田、オレンジ荘
訪問看護ステーション東宇和


