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石田まさひろ参議院議員
第 25 回参議院議員選挙

2019年夏に
せまる

しあわせ実感、看護の力で。

カンタ

レンコ

福井県看護連盟
福井県看護連盟
LINE@ を
始めました
福井県看護連盟会長

石丸

美千代

平成 30 年度の福井県看護連盟通常総会も無事終
え、「石田まさひろ」参議院議員が次期参議院議員
候補者として自民党公認を得た事はご存じの事と思
います。
4 人の国会議員の活躍を皆様に「アンフイ二」と
いう冊子を通じお知らせがいっています。
会員の皆様に支持党との連携や、組織代表の情報
発信は連盟の最大の役わりです。青年部の会員さん
が毎日目にするＳＮＳでの情報発信も福井県看護連
盟ＬＩＮＥ＠でしてまいります。是非関心をもって
登録し、看護連盟の会員の輪を広げていきましょう。
ブロック協議会による政策セミナーが今年 10 月
に翌年 6 月にはポリナビが福井県で開催準備中です。
本県での開催です。会員の皆様、是非の参加をお願
いいたします。

福井県看護連盟
会員の皆様へ

参議院選 目前に
迫りました !!

福井県看護協会会長

樋村

禎子

今年は、
「福井しあわせ元気国体、障害者ス
ポーツ大会」が開催され、多くの看護職の皆様
に、救護のご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、本協会は、全国より進んでいる少子・超
高齢・多死社会に向けて、健康や医療と生活の
両方の視点を持つ看護本来の機能を強化してい
きます。また、看護政策の実現に向けても、看
護連盟の皆様と共に、看護職の果たすべき目標
を共に持ち理解し、協働していきたいと思って
います。
これからも、皆様のご協力の程よろしくお願
いします。
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日本看護連盟会長

草間

朋子

2 期目を目指す私たちの代表、石田まさひろ
参議院議員は、自民党から「第 25 回参議院議
員通常選挙

比例代表候補者」として第一次公

認を得ることができました。世の中では、若者
を中心とした政治離れなどがささやかれており
ますが、政治なくして課題解決はありえません。
石田議員は看護の課題を必ず解決するために
国政の場で奔走してくれます。「選挙に行こう」
を合言葉に国政の場に看護の代表を確実に送り
届けましょう。

盟会員の皆様へ
参議院議員選挙
候補予定者（全国比例区）
として公認を受けました
参議院議員

石田

まさひろ

福井県看護連盟の皆様、日頃より温かいご支援を賜りあ
りがとうございます。
お陰様で、この度、参議院厚生労働委員長を拝命するこ
ととなりました。これは、一議員・石田としていただいた
役職ではありません。全国の看護職を代表して付託された
役職です。それを肝に銘じ、一層努力して参る所存です。
また、同時にたかがい恵美子先生が厚生労働副大臣に就任
されたことは、誠に心強く、これからも力を合わせて看護
政策に取り組んで参ります。
皆様からいただく生の声が私の原動力です。これからも
厚生労働副大臣

ご就任おめでとうございます
どんどんお聞かせください。
「看護の力で日本を元気にする」

をモットーに、皆様と共に歩んで参ります

厚生労働副大臣
ご就任おめでとうございます

参議院議員

たかがい 恵美子
福井県看護連盟の皆さまにはおかれましては、お健やかにお
外務副大臣

過ごしのことと拝察いたします。酷暑の中、相次ぐ豪雨災害に
ご就任おめでとうございます
心を痛めております。微力ですが、一刻も早い改良復旧をめざし、
現場第一主義で対応を続けて参ります。幅広い年代の方が各地
で看護の灯を必要としています。厳しい毎日ですが、互いに気
持ちを強く持って、健やかに励んで参りましょう。
いのちの最前線に立つ看護職にとって、現下の働き方改革は
これからが本番です。労働形態の多様化と拡大する業務内容、
要求される技術の高度化、それに伴う労働負荷の増大について、
看護職は自ら現状を解きほぐし他者に伝える努力を強めなけれ
ばなりません。これは容易ではありませんが、固有の専門分野
であるが故に、一般社会で共通認識されるためにどうしても必
要なことです。
看護連盟は目的を明確にし、こうした政治活動を共にしてい
ます。日々の成果は目に見えにくい小さな努力の積み重ねです
が看護職全体に係る処遇改善と働き方改革を躍進させるために、
これからも共にがんばりたいです。

外務副大臣

ご就任おめでとうございます

衆議院議員

あべ

俊子

福井県看護連盟の皆様には日頃よりご支援を
賜り、心より感謝申し上げます。
国会では、予算委、財務金融委に所属し、無駄
なく、かつ国民生活を守るために必要な予算確
保に取り組み、党においては、一億総活躍推進
本部のプロジェクトチーム座長として、柔軟な
働き方に関する提言をまとめました。
超高齢社会を支えるためには看護職の皆様の
お力が必要です。働きやすくやりがいをもって
看護ができるよう、全力で取り組んでまいりま
す。

衆議院議員

木村

弥生

福井県看護連盟の皆さま、こんにちは。
7 月 22 日、第 196 通常国会が閉会しました。
本国会では、2 月 23 日予算委員会第 8 分科会、
5 月 2 日、6 月 8 日厚生労働委員会、5 月 18 日
環境委員会にて質問の機会をいただきました。
5 月 2 日は、働き方改革関連法案について。
看護職の労働環境改善に向け、勤務間インター
バルの適正な確保・深夜業の回数の上限の設定
を求めました。
これからも「誰もがより健康で活躍できる社
会」の実現に向け、看護と看護職のため、精一
杯汗をかいてまいります。
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参議院議員

特集

現場の声
1.
妊婦や子育て中の看護師が急激に
増え、夜勤の担い手が足りない。
同じ人にばかり夜勤の負担がかか
り疲弊している。

2.
一人の認知症患者につきっきりで見守れるほど
病棟のマンパワーは足りていない。

3.
看護記録や同意書関係などの書類が増え、
書類の処理に時間が割かれて患者さんの
ケアの時間が減っている。
記録のための残業が増えている。

祝 平成30年10月、参議院厚生労働委員長に就任しました
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石田まさひろ
石田議員が成しとげたこと

1.

夜勤手当の増額

22 年ぶりの国家公務員の看護職の夜勤が増額しました。

※看護連盟が厚生労働省 堀内政務官（当時）に
国家公務員の看護職の夜勤手当増額に関する
要望書を提出

夜勤手当を上げる民間病院や公立病院が出てきます。

2. 認知症ケア加算

平成 28 年度診療報酬改定での認知症ケア加算の新設
身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟での対応力と
ケアの質の向上を図るため、病棟での取り組みや他職種チームに
よる介入を評価されることになりました。

3. 記録の簡略化
安倍総理宛に
「看護職員の事務作業効率化、軽減に関する意見書」を提出
今後、どのように記録の簡略化が具体的に進むか課題です。

1990年
東京大学医学部保健科卒業。
看護師として聖路加国際病院内科
病棟、
東京武蔵野病院等に勤務。

その後、
日本看護協会政策企画室長・日本看護
連盟幹事長として二十数年にわたり医療・福祉
政策に携わってきたエキスパート。
第23回参議院議員選挙初当選。

※塩崎厚生労働大臣（当時）に、
「看護職員の事務作業効率化、
軽減に関する意見書」を提出

この QR コードに携帯をか
ざして読み込んでくださいま
すと石田昌宏メールマガジン
の登録画面につながります。
登 録して 頂くと、隔 週 の 木
曜 にメールが 届きます。皆
様是非ご利用ください
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「平成 31 年度要望書提出」（平成 30 年 9 月）
１ 在宅ケアを支える訪問看護ステーションの充実・強化に向けた
支援について
(1) 訪問看護ステーション支援事業の継続
(2) 訪問看護新規就業支援事業の継続

２ 看護師等の就業推進について

(1) 看護学生インターンシップ事業の継続

３ 看護の質の向上について

(1) 看護専門分野スキルアップ研修事業の継続
(2) 新人看護職教育充実事業の継続

左から尾形協会事務局長、樋村協会長、山崎正昭先生、石丸会長

9/12 高階恵美子先生来福

厚生病院訪問

9/2 いどばたキャラバン

自民党女性国会議員との意見交換会があり会員が参加しました。

各研修会の感想
5/26 新人研修会（青年部研修）
福井循環器病院

湯下

すず

私は、看護連盟の研修に参加しました。
看護連盟という名前は何度か学生の頃に
聞いていましたが、実際にどんな活動を
しているのかよく知らないまま参加しまし
た。看護師として看護の質を上げるため
には、個人の技術はもちろんですが、国
の政策も重要だとわかりました。また、その国の政策に働きかけ
るためには、看護連盟の活動が重要になっていることが分かりま
した。患者さんにより安心、安全に看護が提供できるように今後
も看護連盟の活動に参加していきたいです。

6/30 一般会員研修
坂井支部

堀

喜代子

福井商工会議所 地下コンベン
ションホールにおいて、参加者 280
名の中参議院議員 山崎正昭先生
をお迎えして「未来への責任を果た
す実行一年」～看護の力・感謝の気
持ち～ についての講演が行われま
した。先生の生誕から現在の議員
活動中に数々の看護師との関わりの中から看護師の存在の大きさ・
必要性について述べられた上で、先生の今後の活動の中に「看護
職の働く環境改革及び地域医療の検討」が示唆されました。
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9/29 ポリナビ研修会（青年部研修）
福井赤十字病院

松田美由起

今回、初めてポリナビワークショップに参加させていただきまし
た。参加を通して、災害時の看護の在り方や、看護職を支える政
治の重要性を学ぶ事ができました。座談会では、石田まさひろ先
生や県議会議員・県職員の方々と青年部が直接意見交換できてお
り、貴重な経験だなぁ、と感じました。災害に関連した職場での
悩みや不安・課題を先生方に伝えられた事は大きな一歩だったの
ではないかと思います。その場で行政を動かす事は困難ですが、
私たちの参加・発言が今後の政策や業務改善のきっかけとなるの
ではないかと感じました。次回開催県の福井でも、若手看護職が
政治・政策に関心が持てるように青年部として頑張っていきたいと
思います。

日本看護連盟通常総会

平成 30 年 6 月 5 日（火）
会場：ザ・プリンスパークタワー 参加者：51 名

平成 30 年度日本看護連盟通常総会が６月５日、ザ
プリンスパークタワー東京で開かれました。全国から
約 1700 人が出席し、草間会長からは結束力を持ち一
致団結して選挙に勝つ！と力強い挨拶がありました。
決起大会では、高階議員の国政報告及び石田まさひ
ろ議員のビデオメッセージが流され（働き方改革法案
審議で欠席）看護の力で日本を元気にしようと熱く語
られました。総会出席は何度か経験していますが、そ
の力強さにいつも圧倒されます。まだ未経験の方々に
是非参加して頂きたい！ビデオメッセージの熱い思い
も必見です。

福井県看護連盟通常総会

平成 30 年 6 月 30 日（土）
会場：福井商工会議所 コンベンションホール 参加者：280 名

石丸美千代会長の挨拶で始まり、来賓祝辞の後、参
議院議員 山﨑正昭先生の「未来への責任を果たす『実
行の一年』とは」をテーマに特別講演が行われました。
ご自身の闘病生活の中で看護の力の大きさを感じ、感
謝の気持ちを持てるようになられたと勇気づけられる
講演でした。
総会は、平成 29 年度経過報告、平成 30 年度第 1
号議案から第 5 号議案まで承認され、第 4 号議案にお
いては「石田まさひろを応援する会」への入会を勧め、
インターネット利用により高得票に繋げるという事で
承認されました。その後会員全員で連盟の歌を斉唱し
閉会しました。

叙勲お祝いおめでとうございます
様
瑞宝双光賞
瑞宝双光賞 大久保清子
（平成 30 年春）

好子 様
瑞宝単光賞 廣瀬
（平成 30 年春）

2019 年度福井県看護連盟 新役員紹介

副会長

岩本

和栄

幹

寺下

事

寧代

幹

木村

事

理香
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新支部誕生 !!

福 井 第 ３支 部

福井厚生支部
新しい支部として小規模ではありますが、先輩方のご指導を頂
きながら、支部メンバーの方々と協力し、より良い結果が出せる
よう務めさせて頂きます。
今後もどうぞよろしくお願い致します。

●医 ) 厚生会

会員数

福井厚生病院

●訪問看護ひまわりステーション
●医）厚生会

67名

介護事業部

●訪問看護ステーション
●財 ) 新田塚医療福祉センター

福井総合病院

●医 ) 新田塚医療福祉センター

福井病院

●財 ) 新田塚医療福祉センター

福井総合クリニック

●福井医療大学

●福井厚生病院介護保険相談ｾﾝﾀｰ

●新田塚訪問看護ステーション

●福井中央在宅介護支援事業所
●福井東足羽包括支援ｾﾝﾀｰ
●訪問看護ステーションあったかホームひまわり
●医 ) 厚生会

●福井県済生会病院

グループホーム匠

福 井 第１支 部

福井厚生支部長

八木

美智代

会員数

554名

●社会福祉法人白寿院

新田塚ハイツ

●社会福祉法人白寿院

新田塚ハウス

●福井北包括支援センター
●福井市医師会看護専門学校
●福井県庁
●医療法人

福井第 3 支部長

穂仁会

●福井リハビリテーション病院

●福井県赤十字血液センター

●医 ) 穂仁会

大滝病院

●福井健康福祉センター

●医 ) 穂仁会

福井ケアセンター

あすわクリニック

●特定医療法人さくら千寿会

さくら病院

●こぱんだ訪問看護ステーション

福井第 1 支部長

濱野

みゆき

●社会福祉法人六条厚生会

1,740名

●社団法人

福井県看護協会

●福井県看護連盟

●株 ) 仁愛ケアサービス

居宅介護支援事業所

●株 ) 仁愛ケアサービス

しみず訪問看護ステーション

慈豊会

田中病院

平成30年度

福井県看護連盟
会員数

●福井循環器病院
福井愛育病院

仁愛訪問看護センター

会員数

地域医療連携室

●医療法人

福井第 2 支部長

山口

恭代

4813

●福井大学医学部附属病院

小浜支部

●福井大学医学部看護学科
●福井県立大学
●医療法人

看護福祉学科

健康会

嶋田病院

●訪問看護あさがおステーション
●あさがお在宅介護支援事業所
●医）安川病院
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小浜支部

名
合計：
平成30年10月1日現在

●福井県立看護専門学校
●福井県こども療育センター

月美

●株 ) 仁愛ケアサービス

●医療法人

●福井県立病院
●福井県立病院

前田

●福井県労働衛生センター

●福井総合福祉相談センター

福 井 第２ 支 部

1,122名

●新田塚介護相談センター

●福井赤十字病院

●十全会

会員数

会員数

258名

●公立小浜病院
●公立若狭高等看護学院
●若狭高浜病院
●若狭健康福祉センター

小浜支部長

大森

美代子

支 部 紹 介

奥越支部

会員数

160名

●福井勝山総合病院
●奥越健康福祉センター

会員数

坂井支部

168名

●たけとう病院
●尾崎整形外科病院
●さくら在宅介護支援事業所

奥越支部長

大崎

妙子

●坂井市立三国病院
●医療法人

博俊会

春江病院

●坂井健康福祉センター
●医）至捷会

木村病院

坂井支部長

堀

●ディサービス山のいえ笑楽日

喜代子

鯖江支部

会員数

230名

●公立丹南病院
●木村病院
●介護医療院かがやき
●丹南健康福祉センター

坂井支部

●越前町国民健康保険織田病院
●はやしクリニック

福井第１支部

●社会福祉法人

福井第２支部

福井厚生支部

晴美

光道園

●斎藤病院
●医）寿人堂

福井第３支部

鯖江支部

鯖江支部長

前田

みどりケ丘病院

奥越支部
武生支部

武生支部
●医療法人

会員数

183名

林病院

●訪問看護ステーション府中

敦賀支部

●財団医療法人

OB 会支部

中村病院

●武生看護専門学校
●丹南健康福祉センター

武生福祉保健部

●さわやか訪問看護ステーション
●池端病院

敦賀支部

会員数

301名

●市立敦賀病院
●二州健康福祉センター

良

貴子

会員数

33名

●個人会員

●レイクヒルズ美方病院
●医療法人

OB 会支部

武生支部長

● OB 会特別会員

敦賀温泉病院

●敦賀市健康センターはぴふる
●敦賀市立看護大学
●医）保仁会

泉ヶ丘病院

敦賀支部長

岡田

恵子

OB 会支部長

佐藤

美代子
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事務局だより
2019年度看護連盟会員募集

看護連盟入会のご案内

〜 一人でも多くの方の入会により、現場の声を国政に反映させましょう 〜
正 会 員

年会費

7,000 円

日本看護連盟 5,000 円：福井県看護連盟 2,000 円（看護協会会員である方）

特別会員

年会費

7,000 円

正会員の経歴を有し未就業で看護協会会員でない方

賛助会員

年会費

1,000 円

看護連盟の主旨に賛同していただける方であれば、看護職の方でなくてもど
なたでも入会できます

学生会員

年会費

無

看護師または准看護師の資格を得るために就学している看護学生で看護連盟
の主旨に賛同していただける方

お問い合わせ

料
事務局

TEL（0776）53-7654 FAX（0776）53-3553
E-mail: kangoren-fukui@mtd.biglobe.ne.jp

福井県看護連盟

LINE@
はじめました

こちらの QR コードを読み取って友だち追加してください！

だいじな、みらい。
つくりたい！
（石丸会長の家庭菜園作）

※８月というのに白鳥？
いや白瓜でした。

カンタ

今年2月の記録的な大雪は皆様の記憶に新しいと思います。又夏の猛暑は大変厳し
いものでした。会員の皆様はどうお過ごしでしょうか。
来年は第25回参議院選挙があり、私達の代表として石田昌宏議員が立候補致します。
一人でも石田議員を知っていただき、国政への関心をもっていただければ幸いです。
看護連盟ふくい第35号発行にあたり、原稿をお寄せ頂きました方々に深く御礼申し
上げます。
編集員 竹内繁美、近藤芳美、齊藤美智子、木村和子、林真理、菅原紀子
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