
だいじな、みらい。
つくりたい！

33 99
2022.3

看護の
明日をつくる。

－リーガルナース　友納理緒－

とものう りお
保健師 看護師 弁護士

福井県看護連盟

投票
しよう。

7月
選挙
に行こう

7月
選挙
に行こう



2021年度　後期活動報告2021年度　後期活動報告
法的観点から見た看護記録の重要性テーマ

公益法人日本看護協会参与　友納 理緒氏講 師

令和3年11月29日（月）日 時 福井県看護協会会館　リモート参加場 所

看護記録の重要性について学び裁判になった時に証言より文章の方が価値のある証拠になると学びました。
患者の日常生活の様子・医療行為を受けた時の結果や反応・家人の受け取り方など様々である為、記録は事実を正確にわか
りやすく記録する事が大切だと学びました。日頃の記録は主観がはいり客観的でないと反省しました。
信用性の高い記録ができるように日常から努力したいとと思いました。
友納氏の講演会は熱量が感じられ引き込まれ聞き入ってしまいました。聡明で私達看護師を守る為弁護士になったと話し
ていましたが是非私達の代表となり私達看護職の為に力を尽くして頂きたい、応援したいと言う気持ちになりました。

武生支部　支部長　津本 由香

ファイナンシャルプランナーから学ぶお金のはなしテーマ

プラザFP事業部　中嶋 和美氏講 師

令和4年2月19日（土）日 時 福井県看護協会会館　リモート場 所

新型コロナウイルス感染症の第6波のおさまりがまだ見えてこないなか、私たち看護職が抱える不安は様々あると思いま
す。その中の一つとして看護師としてのキャリア形成をどうしていくか？ということはよく考えることがありますが、ラ
イフプランはいかがでしょうか？　老後の資金として2千万円問題というのが以前ニュースで取り上げられていました。
2千万円ってどのような計算でそうなるの？どうやって貯蓄すればいいの？と不安になった方も多いと思います。今回の
研修は「ファイナンシャルプランナーから学ぶお金のはなし」というテーマでIプラザFP事業部の中嶋和美さんを講師とし
て開催されました。
年代別に不安を感じているものを調査したところ、20代から40代は「お金」であり50代60代は「老後」に一番不安を感じて
いるということでした。バブル末期に青春時代を過ごした私ですが、お金を増やす、貯めるということに関してはあまり知
識を持っていません。勉強して計画的に資産運用をしている方もいらしゃると思いますが、私はまさしく漠然派でした。そ
んな私のような漠然派にも、とても分かりやすい内容でした。「お金の基本」「ふやし方」「「ふやしたお金のまもり方」につい
て教えていただきました。老後資金の作り方は年代別に違ってきます。しかし王道はやはり「貯金」と「長く働き続ける」こ
とだそうで、「できるだけ長く働き続ける」ことはどの世代にも通じることでした。自分に合ったライフプランをたてて、不
安を安心にかえていきたいと思います。

福井第一支部　支部長　石田 克子

ブロック別看護管理者等政策セミナー
令和3年11月29日（月）日 時 福井県看護協会会館　リモート参加場 所

現在、新型コロナウイルス蔓延に伴い今回オンラインでの開催となりました。本来なら、2日間でのセミナーですが、オン
ライン開催により1日という凝縮されたプログラムとなっていました。看護の未来をつくるために具体的な事業を展開し
ていく為には、制度・法律・予算が絡んできます。看護の声を国政に届けていくためには、看護協会と連盟がひとつになって
いかなければなりません。予算のとり方などや社会情勢を理解しながら、私達看護管理者が伝えていかなければならない
と感じました。
協会会員と連盟会員の差があまりにも大きくショックを受けた次第です。今後は、看護連盟の活動を多くの人達に伝えて、
会員を増やしていかなければならないと痛感しました。

県役員　土田 ゆかり

Web時代を生きるために　～サイバー犯罪から自分を守ろう～テーマ

福井県警察本部　生活安全部生活環境課　サイバー対策係長　警部補　藤本 幾智氏講 師

令和3年12月11日（土）　日 時 福井県看護協会4階　リモートとの併用　場 所

１．ネットの危険性とマナー　２．パスワードの決め方　３．偽サイトの見破り方
４．身近なサイバー　５．情報漏洩とデータの削除　という小テーマ毎、随所に具体例が盛り込まれ、わかりやすく説明い
ただきました。ネットやSNSは簡単に世界中の人とつながることの
できる便利なコミュニケーション法ですが、使い方によっては被害
者にも加害者にもなるので、パスワードを守ることを念頭に、ネッ
トの危険性とマナーを身につけ、タップする前にはよく考えて、悪
意をかわしつつ、インターネットを楽しみたいと思いました。

小浜支部　支部長代理　浦谷 由紀子

石田議員とのリモートでの意見交換を2回しました
(令和3年10月22日、令和4年2月19日)
安定した老後を築くためにはできるだけ長く働くことだった。では、長く働き続けるにはどうしていくか？私たち看護職
を守るためには、政治の力がとても重要です。石田参議院議員から直接活動状況をお聞きし、会場と意見交換が行われまし
た。看護職が安心して働ける環境をつくること、仕事に見合った賃金をいただくことに先生は尽力されています。コロナ禍
において社会全体に「看護職」の存在が注目されています。看護職の存在価値を上げる最大のチャンス到来であり、今を逃
すと今後いつチャンスが巡ってくるかわかりません。現職で働く看護職、未来の看護職のために力を合わせ、今年の参議院
選挙には絶対に看護職の代表を増やさなくてはいけないと感じました。

福井第一支部　支部長　石田 克子

看護議員連盟と福井県看護連盟の意見交換をしました
（3月4日）於：ザ・グランユアーズ
福井県看護議員連盟、坂井市議会看護議員連盟、若狭町議会看護議員連盟
の議員の方と意見交換会を行いました。
7月の参議院選挙関連では、今回の選挙は「看護職の賃金アップ選挙」と
位置づけ、看護職が一丸となり「とものうりお」候補を国政に！という強
い思いで挑むことをお伝えされており、看護議員連盟の議員の方からは
看護職に対して感謝のお言葉やコロナワクチン接種についての質問があ
り、県のコロナ対策や対応、子育て支援関連等について活発な意見交換会
でした。県や市町による施策を身近に確認できる良い機会となりました。
　　　

日本看護連盟通常総会が開催されました。（2月25日）
６月16日開催予定の総会が12月23日に延期になって
いましたが、それも代議員数が３分の２以上集まら
ず、みなし総会になってしまいました。２月25日に
やっと代議員574名が出席し、総会と咲いて成立しま
した。

通常総会の後、
友納理緒氏の決起大会が
行われました

02 　看護連盟ふくい39



2021年度　後期活動報告2021年度　後期活動報告
法的観点から見た看護記録の重要性テーマ

公益法人日本看護協会参与　友納 理緒氏講 師

令和3年11月29日（月）日 時 福井県看護協会会館　リモート参加場 所

看護記録の重要性について学び裁判になった時に証言より文章の方が価値のある証拠になると学びました。
患者の日常生活の様子・医療行為を受けた時の結果や反応・家人の受け取り方など様々である為、記録は事実を正確にわか
りやすく記録する事が大切だと学びました。日頃の記録は主観がはいり客観的でないと反省しました。
信用性の高い記録ができるように日常から努力したいとと思いました。
友納氏の講演会は熱量が感じられ引き込まれ聞き入ってしまいました。聡明で私達看護師を守る為弁護士になったと話し
ていましたが是非私達の代表となり私達看護職の為に力を尽くして頂きたい、応援したいと言う気持ちになりました。

武生支部　支部長　津本 由香

ファイナンシャルプランナーから学ぶお金のはなしテーマ

プラザFP事業部　中嶋 和美氏講 師

令和4年2月19日（土）日 時 福井県看護協会会館　リモート場 所

新型コロナウイルス感染症の第6波のおさまりがまだ見えてこないなか、私たち看護職が抱える不安は様々あると思いま
す。その中の一つとして看護師としてのキャリア形成をどうしていくか？ということはよく考えることがありますが、ラ
イフプランはいかがでしょうか？　老後の資金として2千万円問題というのが以前ニュースで取り上げられていました。
2千万円ってどのような計算でそうなるの？どうやって貯蓄すればいいの？と不安になった方も多いと思います。今回の
研修は「ファイナンシャルプランナーから学ぶお金のはなし」というテーマでIプラザFP事業部の中嶋和美さんを講師とし
て開催されました。
年代別に不安を感じているものを調査したところ、20代から40代は「お金」であり50代60代は「老後」に一番不安を感じて
いるということでした。バブル末期に青春時代を過ごした私ですが、お金を増やす、貯めるということに関してはあまり知
識を持っていません。勉強して計画的に資産運用をしている方もいらしゃると思いますが、私はまさしく漠然派でした。そ
んな私のような漠然派にも、とても分かりやすい内容でした。「お金の基本」「ふやし方」「「ふやしたお金のまもり方」につい
て教えていただきました。老後資金の作り方は年代別に違ってきます。しかし王道はやはり「貯金」と「長く働き続ける」こ
とだそうで、「できるだけ長く働き続ける」ことはどの世代にも通じることでした。自分に合ったライフプランをたてて、不
安を安心にかえていきたいと思います。

福井第一支部　支部長　石田 克子

ブロック別看護管理者等政策セミナー
令和3年11月29日（月）日 時 福井県看護協会会館　リモート参加場 所

現在、新型コロナウイルス蔓延に伴い今回オンラインでの開催となりました。本来なら、2日間でのセミナーですが、オン
ライン開催により1日という凝縮されたプログラムとなっていました。看護の未来をつくるために具体的な事業を展開し
ていく為には、制度・法律・予算が絡んできます。看護の声を国政に届けていくためには、看護協会と連盟がひとつになって
いかなければなりません。予算のとり方などや社会情勢を理解しながら、私達看護管理者が伝えていかなければならない
と感じました。
協会会員と連盟会員の差があまりにも大きくショックを受けた次第です。今後は、看護連盟の活動を多くの人達に伝えて、
会員を増やしていかなければならないと痛感しました。

県役員　土田 ゆかり

Web時代を生きるために　～サイバー犯罪から自分を守ろう～テーマ

福井県警察本部　生活安全部生活環境課　サイバー対策係長　警部補　藤本 幾智氏講 師

令和3年12月11日（土）　日 時 福井県看護協会4階　リモートとの併用　場 所

１．ネットの危険性とマナー　２．パスワードの決め方　３．偽サイトの見破り方
４．身近なサイバー　５．情報漏洩とデータの削除　という小テーマ毎、随所に具体例が盛り込まれ、わかりやすく説明い
ただきました。ネットやSNSは簡単に世界中の人とつながることの
できる便利なコミュニケーション法ですが、使い方によっては被害
者にも加害者にもなるので、パスワードを守ることを念頭に、ネッ
トの危険性とマナーを身につけ、タップする前にはよく考えて、悪
意をかわしつつ、インターネットを楽しみたいと思いました。

小浜支部　支部長代理　浦谷 由紀子

石田議員とのリモートでの意見交換を2回しました
(令和3年10月22日、令和4年2月19日)
安定した老後を築くためにはできるだけ長く働くことだった。では、長く働き続けるにはどうしていくか？私たち看護職
を守るためには、政治の力がとても重要です。石田参議院議員から直接活動状況をお聞きし、会場と意見交換が行われまし
た。看護職が安心して働ける環境をつくること、仕事に見合った賃金をいただくことに先生は尽力されています。コロナ禍
において社会全体に「看護職」の存在が注目されています。看護職の存在価値を上げる最大のチャンス到来であり、今を逃
すと今後いつチャンスが巡ってくるかわかりません。現職で働く看護職、未来の看護職のために力を合わせ、今年の参議院
選挙には絶対に看護職の代表を増やさなくてはいけないと感じました。

福井第一支部　支部長　石田 克子

看護議員連盟と福井県看護連盟の意見交換をしました
（3月4日）於：ザ・グランユアーズ
福井県看護議員連盟、坂井市議会看護議員連盟、若狭町議会看護議員連盟
の議員の方と意見交換会を行いました。
7月の参議院選挙関連では、今回の選挙は「看護職の賃金アップ選挙」と
位置づけ、看護職が一丸となり「とものうりお」候補を国政に！という強
い思いで挑むことをお伝えされており、看護議員連盟の議員の方からは
看護職に対して感謝のお言葉やコロナワクチン接種についての質問があ
り、県のコロナ対策や対応、子育て支援関連等について活発な意見交換会
でした。県や市町による施策を身近に確認できる良い機会となりました。
　　　

日本看護連盟通常総会が開催されました。（2月25日）
６月16日開催予定の総会が12月23日に延期になって
いましたが、それも代議員数が３分の２以上集まら
ず、みなし総会になってしまいました。２月25日に
やっと代議員574名が出席し、総会と咲いて成立しま
した。

通常総会の後、
友納理緒氏の決起大会が
行われました
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とものう りおが取り組む

5つの看護政策

公式ホームページ
https://tomonoh.net

友納理緒
Ofifcial site

インスタグラム
https://www.instagram.com/

rio_tomonoh/

ユーチューブ
https://www.youtube.com/channel/
UCwaWLEGvguH03Wi91A3HUjQ

ツイッター
https://twitter.com/
tomonoh_rio

YouTube

公式ライン
https://lin.ee/
DWCqZWE

アカウントが必要 !!

アカウントが必要 !!

経 歴 Pro�le

［保健師・看護師・弁護士］友納 理緒
とものう り お

1980 年生まれ。雙葉高等学校卒業。2003 年、東京医科歯科大学
医学部保健衛生学科卒業。同大学院保健衛生学研究科博士前期
課程修了。医療現場を経験する中で弁護士を志し、早稲田大学
大学院法務研究科へ進学。2010 年、司法試験に合格。都内法律
事務所での勤務を経て、土肥法律事務所を開所。その後 3年間、
衆議院議員政策担当秘書を経験。2020 年、公益社団法人日本看
護協会参与に就任。

コロナ禍、頑張る仲間がもっと
報われるために！1
看護職がもっといきいきと
働き続けられるために！2
地域社会にもっと
訪問看護を！3
看護職にもっと
安心・安全を！4
看護職がもっと
安心して子育てができるように5

看護師で弁護士？

どうして国会へ？

とものう りおを知ってください！とものう りおを知ってください！
看護師を目指したきっかけは？Q1

17歳、フィリピンで。
高校時代にフィリピンの「マザーテレサの家」で、死を
目前にした方々がシスターのケアによりとても穏やかな
表情をされていて、「看護」という仕事に強く惹かれま
した。

看護師からなぜ弁護士に？Q2

医療現場の課題にモヤモヤ。
看護実習に出て、看護師の忙しさを知りました。でも、
いくら忙しくても事故が起きたらその責任を問われる現
実。そのときに「看護の味方」になってくれる人はいる
のかな？と考えたことがきっかけです。弁護士を目指し
司法試験勉強中も、看護の現場に立ち続けました。

弁護士として
心がけていたことは？

Q3

看護の原点を忘れずに。
トラブルの解決策を検討し、対外的には代理人となるこ
とで、少しでも看護師の負担を軽減できるようにと取り
組んできました。

今、国会という新たなステージを
目指すのはどうして？

Q4

法律や制度を変えて、
看護職の力になりたいから。
かつて3年間、衆議院議員の政策秘書を経験したとき
に、看護や医療にかかわる法制度を議論する最終局面
に、看護師がいないことにびっくり。もっと看護職の力
になりたくて、法律や制度自体を変えることができる
「立法」の世界に踏み出すことを決意しました。

「とものう りお」を“もっと"知る

5 つのキーワード
関東・四国・九州

01

東京生まれ神奈川育ち
です。父の転勤で、福
岡、香川に住んでいた
ことがあります。

お蕎麦大好き
02

司法修習生時代を岩手
県盛岡市で過ごし、わ
んこそばは最高66杯
です！

２児のママ
03

休みの日は5歳と1歳
の子どもたちと身体を
動かすようにしていま
す。

なんちゃって
ランナー

04

趣味でジョギングをし
ますが、ほぼ歩きです
（笑）。

ニックネーム
05

りおさんと気軽に呼
んでくださいね。よ
いニックネーム募集
中です。

看護職の
チカラになりたい。

組織内候補者

04 　看護連盟ふくい39



とものう りおが取り組む

5つの看護政策

公式ホームページ
https://tomonoh.net

友納理緒
Ofifcial site

インスタグラム
https://www.instagram.com/

rio_tomonoh/

ユーチューブ
https://www.youtube.com/channel/
UCwaWLEGvguH03Wi91A3HUjQ

ツイッター
https://twitter.com/
tomonoh_rio

YouTube

公式ライン
https://lin.ee/
DWCqZWE

アカウントが必要 !!

アカウントが必要 !!

経 歴 Pro�le

［保健師・看護師・弁護士］友納 理緒
とものう り お

1980 年生まれ。雙葉高等学校卒業。2003 年、東京医科歯科大学
医学部保健衛生学科卒業。同大学院保健衛生学研究科博士前期
課程修了。医療現場を経験する中で弁護士を志し、早稲田大学
大学院法務研究科へ進学。2010 年、司法試験に合格。都内法律
事務所での勤務を経て、土肥法律事務所を開所。その後 3年間、
衆議院議員政策担当秘書を経験。2020 年、公益社団法人日本看
護協会参与に就任。

コロナ禍、頑張る仲間がもっと
報われるために！1
看護職がもっといきいきと
働き続けられるために！2
地域社会にもっと
訪問看護を！3
看護職にもっと
安心・安全を！4
看護職がもっと
安心して子育てができるように5

看護師で弁護士？

どうして国会へ？

とものう りおを知ってください！とものう りおを知ってください！
看護師を目指したきっかけは？Q1

17歳、フィリピンで。
高校時代にフィリピンの「マザーテレサの家」で、死を
目前にした方々がシスターのケアによりとても穏やかな
表情をされていて、「看護」という仕事に強く惹かれま
した。

看護師からなぜ弁護士に？Q2

医療現場の課題にモヤモヤ。
看護実習に出て、看護師の忙しさを知りました。でも、
いくら忙しくても事故が起きたらその責任を問われる現
実。そのときに「看護の味方」になってくれる人はいる
のかな？と考えたことがきっかけです。弁護士を目指し
司法試験勉強中も、看護の現場に立ち続けました。

弁護士として
心がけていたことは？

Q3

看護の原点を忘れずに。
トラブルの解決策を検討し、対外的には代理人となるこ
とで、少しでも看護師の負担を軽減できるようにと取り
組んできました。

今、国会という新たなステージを
目指すのはどうして？

Q4

法律や制度を変えて、
看護職の力になりたいから。
かつて3年間、衆議院議員の政策秘書を経験したとき
に、看護や医療にかかわる法制度を議論する最終局面
に、看護師がいないことにびっくり。もっと看護職の力
になりたくて、法律や制度自体を変えることができる
「立法」の世界に踏み出すことを決意しました。

「とものう りお」を“もっと"知る

5 つのキーワード
関東・四国・九州

01

東京生まれ神奈川育ち
です。父の転勤で、福
岡、香川に住んでいた
ことがあります。

お蕎麦大好き
02

司法修習生時代を岩手
県盛岡市で過ごし、わ
んこそばは最高66杯
です！

２児のママ
03

休みの日は5歳と1歳
の子どもたちと身体を
動かすようにしていま
す。

なんちゃって
ランナー

04

趣味でジョギングをし
ますが、ほぼ歩きです
（笑）。

ニックネーム
05

りおさんと気軽に呼
んでくださいね。よ
いニックネーム募集
中です。

看護職の
チカラになりたい。

組織内候補者
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友納理緒です。

4月15日（金）
福井県

看護協会会館
で講演をします

６月４日（土）
決起大会で
福井に伺います

みなさんにお会いするのを
楽しみにしています。

みなさん、友納さんと一緒に「看護の明日」を作りましょう。
「とものうりおを応援する会」に入り、みんなで頑張りましょう。

「私はとものうりお」を応援しています。

「とものうりお応援する会」　　　副会長　林 靖子

11月12日
福井市内の6つの病院訪問しました
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だいじな、みらい。
つくりたい！

33 99
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看護の
明日をつくる。

－リーガルナース　友納理緒－

とものう りお
保健師 看護師 弁護士

福井県看護連盟

投票
しよう。

7月
選挙
に行こう

7月
選挙
に行こう
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2022年度（令和4年度） 福井県看護連盟　年間活動計画（案）
重点方針 １.見える活動 ２.行動する会員 ３.確かな組織づくり

福井県看護連盟
県活動
NO 日　時 活　　　　動 会　　場

1 4 月 15 日（金） とものうりお氏講演会「個人情報の取り扱いと法的責任」
施設訪問（9 ～ 10 ヶ所）

県看護協会会館
Web 併用

2 6 月  4 日（土） とものうりお氏決起大会 福井商工会議所
地下コンベンションホール

3 6 月 25 日（土） 福井県看護連盟通常総会 福井商工会議所
地下コンベンションホール

4 11 月 11 日（金） 認知症に関する研修
看護と政策に関する研修会

県看護協会会館
Web 併用

5 12 月  2 日（金） 看護議員連盟　議員・県役員支部長との意見交換 福井市内

支部活動
NO 活　　　　動 　　　会　　場

1 4 月～ 5 月 新人研修
～協会・連盟に入会する理由～ 各支部

2 選挙期間中
（6 月～ 7 月）

会員研修
～個人演説会参加　候補者紹介動画～ 各支部

3 9 月～ 11 月 リーダー研修
～看護連盟におけるリーダーの役割～ 各支部

日本看護連盟　関係
NO 日　時 活　　　　動 会　　場

1 5 月 24 日（火） 全国青年部代表者会議 ザ・パークタワー東京
Web 併用

2 5 月 25 日（水） 通常総会、とものうりお総決起大会、
会長・副会長・幹事長・支部長合同会議

ザ・パークタワー東京
Web 併用

3 9 月～ 10 月 都道府県別会議 県看護協会会館

4 1 月 26 日（木） 会長・副会長・幹事長・支部長合同会議 東京プリンスホテル

東海北陸ブロック　関係
NO 日　時 活　　　　動 会　　場

1 10 月～ 11 月 看護管理者等政策セミナー 冨山県

2 1 ～ 2 回 青年部ブロック会議 Web

2022.4.1



お問い合わせ 事務局 TEL(0776)53-7654　FAX(0776)53-3553 Ｅ-mail　kangoren-fukui@mtd.biglobe.ne.jp

LINEの登録してますか？
連盟ではLINE専門のスタッフがいます。
是非登録して下さい！皆さんの御意見お待ちしています。

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！

Twitter「メイとレン」
Followしてください

福井県看護連盟青年部 @fukuikango

今年7月の参議院選挙は「看護職賃金UPの選挙」

期日前投票を利用しよう

参議院選挙の投票方法

選挙に行きましょう！

∞アンフィニL IN E

日本看護連盟の∞「アンフィニ」の
公式 LINE です。
看護連盟の活動や案内はもちろん、
看護系議員の活動を知ることがで
きます。

福井県看護連盟　責任者 林　靖子
福井市北四ツ居町６０１ 福井県看護協会会館内 

発行者 2022年3月31日発行発行日

身近な方にも入会をおすすめください !

募 集 中
連 盟 会 員

入会費 7,000円
（本部会員費5,000円・県会員費2,000円）

賛 助 会 員

1口  1,000円
学 生 会 員

入会費  無 料

2022年度2022年度
連盟会員・賛助会員・学生会員

都道府県選挙区 候補者名で投票（各都道府県で）1枚目

全国比例は候補者の個人名で投票（政党名でも可）2枚目

候
補
者
名

全国
比例代表


