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山口 絢子
　日頃は看護連盟活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。平成29年度　岐阜県看護連盟通常総会を開催致しました。ご来
賓として、国会議員・県会議員・市会議員の先生方と共に、岐阜県知事古田肇様もお越しくださり、ご挨拶をいただきました。この上ない喜びと
心より感謝しています。通常総会では、5議案の審議事項も滞りなく承認され、スローガンの「ベッドサイドから政治を変える」をもとにして活
動の重点方針を決定しました。力強い組織をつくる。成熟し自律した行動。と致しました。それには、会員数の増加と会員皆様に看護連盟への
ご理解を深めていただく事、そして現場の声を看護職代表国会議員に届ける事が必須と思います。施設訪問をさせていただき、率直なご意
見をお聴きし努力して参る所存です。日本看護連盟通常総会では、第25回参議院議員選挙の組織内候補予定者に「石田昌宏参議院議員」が
決定し「応援する会」も発足致します。今後とも、絶大なるご理解とご協力をお願い致します。

岐阜県看護連盟会長あいさつ
岐阜県看護連盟　会長

草間 朋子
　真夏日が続く毎日ですが、猛暑の中、日夜、がんばっておられる看護職のみなさまに改めて敬意を表します。
　平成29年度の総会を無事終え、会長さまはじめ、みなさまほっとされておられることと思います。総会では、日本看護連盟の綱領を会員の
みなさま全員で声高らかに宣誓されました。2025年を目前に控え、「予防し・治し・支える医療」を担っていくのは、看護職です。看護職が、患
者さんたちの信頼を得つつ、明るく、楽しく役割を果たしていくためには、看護界が一丸となって、就労環境の改善など山積する課題を解決し
ていかなければなりません。看護政策の実現に向けて、綱領の中にある、「看護は一つ」の持つ意味をしっかり認識していくことが、今の看護
界にとって大事なことであると思っています。
　去る6月15日の日本看護連盟の総会におきまして、第25回参議院選の組織内候補予定者として、石田まさひろ現参議院議員を満場一致
で決定させていただきました。看護政策の実現に向けて石田議員をしっかり応援してまいりましょう。暑さに負けないよう体調管理をしっかり
心かけてください。

日本看護連盟会長あいさつ
日本看護連盟　会長

石山 光枝
　岐阜県看護協会は毎年、県行政に要望書を提出しています。内容は地域の看護職の連携推進のための研修事業や強化事業です。更に、
「県当初予算編成に対する要望書」を自由民主党岐阜県支部連合会にも提出し、岐阜県議会議員の方々にも理解していただいております。そ
の成果として昨年の要望のほとんどが何らかの形で事業に結びつくことができました。このことは、岐阜県看護連盟の会長様をはじめとする
役員の皆様、支部役員の皆様、会員の皆様の地域でのご尽力の賜物と感謝しております。
　厚生労働省は平成24年度の診療報酬・介護報酬の同時改定時『「社会保障・税一体改革成案」の確実な実現に向けた最初の第一歩であり、
「2025年のあるべき医療・介護の姿」を念頭に置くこと』を主眼としました。平成30年度の同時改定ではそれらの方針に益々、拍車がかかり
医療と介護の垣根を少しずつ外していくのではないかと思われます。
　この激動のとき看護が常に国民・県民の傍らに寄り添い、支援する職種であるために看護政策活動を推し進めていきます。

岐阜県看護協会会長あいさつ
岐阜県看護協会　会長

阿部 俊子 先生
　岐阜県看護連盟の皆さま、いつもご支援をありがとうございます。
　昨年末より議論を重ねてまいりました、一億総活躍社会の構築に向けた提言がまとまり、安倍晋三総理大臣と加藤勝信担当大臣へ申し入
れを行いました。
　あべが座長を務めました女性活躍・子育て・幼児教育PTからも様々な提案を行っています。保活や病児保育などの子育てサポートの充実
はもとより、男性の家事参画の推進や介護・看護師夜勤手当拡充の検討、さらにはDV・性暴力被害対応のための議員立法を含めた党内検討
を進めることなど、女性がより活躍できる社会を創っていくために早急に取り組んでいきたい提案を幅広く盛り込むことができました。
国会閉会中の現在は、できるだけ現場に足を運び皆さまと直接対話できる機会を持ちたいと努めています。今後も引き続き、様々な課題を
改善・解決の方向へ動かしていけるよう取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

衆議院議員

木村弥生 先生
　岐阜県看護連盟の皆さま、こんにちは。
　6月18日、150日間に及ぶ第193通常国会が閉会。60以上の法案が成立しました。
初当選から2年、看護の視点を軸にさまざまな法案に関わってまいりました。特別養子縁組のあっせんに関する法案では、議員立法作成・成立
の過程を勉強させていただき、障がい者総合支援法の改正では、医療的ケア児に対する教育・医療・福祉の連携した支援体制の構築に力を注
ぎました。昨年3月には待機児童問題等対策特命チームの座長に就任。ここまで来られたのも、看護職の皆さまのご指導があってこそです。
これからも現場の最前線でいただいたご意見やご要望を政策に反映し、光の当たらぬところにあたたかな光を当てていく政治家でありたい
と思っています。
　最後になりましたが、京都三区（京都市伏見区、長岡京市、向日市、大山崎町）にご家族・親類・ご友人等がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介を
お願いいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。

衆議院議員

髙階 恵美子 先生
　初秋の候、岐阜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。
平素より、国民福祉の向上と看護政策の推進にご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。お陰様で、当選来一貫して社会保障制度改革の重要な
任にあたらせていただくとともに、一昨年秋より女性局長を務めさせていただいております。先の参院選を経て、党所属女性国会議員数は４
３名となり、地方議会においても女性議員数が４９３名となりました。女性版ふるさと対話集会の創設と全国展開、政治女子を育てる党政治塾
「プレミアム・ウィメンズクラブ」の創設・開講、女性の健康の包括的支援に関する法案成立への取り組み、女性医療職エンパワメント推進議連
の創設と、着実に政策提言を進めています。
これからも皆様と呼吸を合わせ、丁寧な仕事を心がけて参りますので、ひき続き、よろしくお願いいたします。

参議院議員

石田 昌宏 先生
　岐阜県看護連盟の皆さま、日頃よりお力添えを賜りありがとうございます。
　先般開催されました日本看護連盟通常総会において、組織内候補予定者としての決定をいただきました。看護政策推進の使命をいただいたも
のと、身の引き締まる思いでおります。
皆さまのお力で、参議院議員の重責をいただいてから四年が経過し、看護師免許保持者の届出制の新設、認知症ケア加算の新設、民間看護職紹
介会社の適正化など、看護の現場をよりよくするための活動を積み上げてまいりました。
これからも、職場環境の改善、基礎教育と卒後教育の連続的充実、看護の社会的地位の向上など力強く推進し、全ての看護職が「今日もよい看護
ができてよかった！」と実感できるよう全力を尽くします。
まずは、全国津々浦々を訪問させていただき、現場の声を国政に届けてまいります。皆様の職場に参りました折は、ぜひお声をお聞かせください。

参議院議員

国会議員だより
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第25回 参議院議員選挙組織内候補予定者

石田 昌宏 先生
ま さ ひ ろ

1967年 奈良県大和郡山市生まれ
　　　　  兵庫県・甲陽学院高等学校卒業
1990年 東京大学医学部保健学科卒業
 聖路加国際病院（内科）
 東京武蔵野病院（精神科）に勤務
 日本看護協会・政策企画室長（看護関連政策

の立案・調整に従事）
 2005年日本看護連盟幹事長に就任
2013年 比例区（全国区）にて参議院議員初当選

参議院 議院運営委員会（理事）
 財政金融委員会（委員）
 沖縄および北方問題に関する特別委員会

（委員）
自民党 看護問題小委員会（副委員長・事務局長）
 財務金融証券関係団体委員会（副委員長）
 性的指向・性自認に関する特委（事務局次長）
議　連 看護問題対策議員連盟（幹事）

主経歴 沖縄および北方問題に関する特別委員長
 自由民主党ネットメディア局次長
 自民党厚生労働部会副部会長

参議院議員・自由民主党

・ 医療・介護総合確保推進法成立で看護師の特定
  行為の研修制度に加え看護職免許保持者のナース
  センターへの届け出制の創設
・ 看護師通信制進学コースの必要就業年限と教育
  訓練給付制度の要件見直し
・ 一般病床での認知症へのかかわりに関する診療
  報酬上の要件見直し
・ 精神科アウトリーチに関する診療報酬上の評価
・ 東日本大震災被災地での医療職の確保
・ 危険ドラッグ対策の充実により若者らへの浸透を阻止
・ ３５歳以下の若者の成長の場である「わかしの会」の開催
・ 「介護報酬研究会」「診療報酬研究会」を実施

金魚・神社めぐり

石田まさひろ プロフィール
活動実績

趣味

石田昌宏 ３つの誓い

の実現などの政策課題に取り組んでいく決
意です。組織内候補予定者に決定したことを
受けて「与えられた使命をしっかりと果たす
ため、これからも政治活動に邁進してまいり
ます。」

「いい看護ができた」
という職場の実感実現のために

1 職場環境の改善
2 看護職の自立
3 社会的評価の底上げ

看護連盟マスコットキャラクター

カンタくん レンコちゃん

石田昌宏議員に
「現場の声を届ける会」 発足

皆さん意見を届けましょう
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平成29年度 日本看護連盟通常総会報告 平成29年6月15日㈭ 東京プリンスホテル

平成29年度 岐阜県看護連盟活動計画

　参加者は、1,946名であった。草間朋子日本看護連盟会長の挨拶で、国は少子超高齢社会に対応するため、2025年を
ターゲットとして医療・介護少子対策を中心とした社会保障制度の改革が急速に進められている。それらを進めていくうえで
看護職がチーム医療のキーパーソンとなり、その役割を果たすためにも、強い組織力で私達の代表を国会に送り出し、看護
政策を実現することは、看護連盟の大きな使命であると述べられた。来賓祝辞では、福井トシ子日本看護協会新会長より、
『2025年看護将来ビジョン』にむけて協会と連盟が、看護の課題と戦略を共有しながら、看護の飛躍の時を迎えましょうと述
べられた。また議事に入り、平成28年度5項目の報告事項および平成29年度の審議事項、名誉会員の推薦、スローガン、活

動計画、予算、選挙対策、役員選出の6議案が審議され原案どおり可決された。選挙対
策では、平成31年に予定されている第25回参議院議員選挙の組織内候補予定者と
して、『石田昌宏氏』を選任し1年前倒しで応援していくことが決定した。総会終了後に
は、髙階恵美子参議院議員、阿部俊子衆議院議員、木村弥生衆議院議員、石田昌宏参
議院議員より、日頃の活動を報告された。そのなかで、『現場の声』が看護を発展させ
るために重要であると、話されたことが強く印象にのこった。

郡上支部　支部長　森藤房枝

開催日時 平成29年6月17日（土）13:00～16:00

来賓の皆様

「ベッドサイドから政治を変える！」
～看護政策実現に向けて、自ら活動する力強い組織をつくる～

スローガン

岐阜県知事　古田 　肇様
参議院議員　渡辺 猛之様
岐阜県議会議員 自由民主党岐阜県支部連合会幹事長　猫田 孝様
公益社団法人岐阜県看護協会 会長　石山 光枝様
参議院議員　大野 泰正様 （代理）秘書 高井様
岐阜県議会議員 自由民主党岐阜県支部連合会女性局長　若井 敦子様
岐阜市議会議員　杉山 利夫様

場　　所 ホテルグランヴェール岐山

参加者 234名 委任状 4565名

平成29年度 岐阜県看護連盟活動計画

1）-1　岐阜県看護協会と看護政策について話し合いの機会を持つ
1）-1　日本看護連盟　→　県看護連盟　→　各支部　→　各施設
2）-1　ホットニュース発信する
3）-1　支部役員の役割を明文化する
　 -2　支部役員・リーダーの数を充実する
１）-１　機関紙「れんめい岐阜」発刊をする
    -2　青年部「ポリナビ通信」発刊をする
    -3　ホームページを刷新しアクセスしやすく
　　　 分かり易いホームページにする
　 -4　会員ハンドブックの有効活用をする
2）-1　県・支部の合同研修（地区別）に
　　　 非会員・賛助会員が参加出来る機会を持つ
　 -2　看護職議員の活動報告を発信する（ビデオメッセージを活用する）
3）-1　効果的・効率的な研修を実施する
　　　　　・県・支部合同研修
　　　　　・基礎研修（支部等で）
　　　　　・リーダー研修
　　　　　・新人研修

　　　　　・新支部長研修
　　　　　・看護管理者・教育者研修
　　　　　・全体研修

目　標 方　針 活　動
1）岐阜県看護協会と連携し情報の共有化
１）情報の共有化
2）迅速な情報発信
3）支部組織の活動推進

1）連盟活動のPR

2）活発な情報交換

3）自律した会員の育成

1. 看護連盟・看護協会との連携・協働
2. 支部との連携強化

3. 連盟活動の周知徹底

 

組
織
力
の
強
化
・
拡
大

平成29年度 岐阜県看護連盟通常総会報告　

岐阜県看護連盟 山口絢子会長 日本看護連盟幹事3年間の任お疲れさまでした

岐阜県知事 古田 肇様 あいさつ岐阜県看護連盟 会長
山口 絢子 あいさつ
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4）-1　役割の明文化（規定の検討）をする
1）-1　平成29年度増員目標を400以上とする　
　 -2　各支部の具体的目標の設定と管理をする
　 -3　施設訪問を実施をする
2）-1　青年部の活動などを通し「看護と政策」について議論する機会を持つ
　 -2　看護大学等の学生祭でアピールする機会を持つ
    -3　学生への情報提供をする
　 -4　ポリナビワークショップの参加を呼びかける
3）-1　現在入会のOB会員を中心に集会を開催する
4）-1　県内施設リストの作成・訪問計画と実施をする
5）-1　看護助手・介護職員・非常勤看護職・賛助会員OBへの働きかけをする
1）-1　施設・支部・県・本部の一連した組織活動をする
　　　　・定例会議を通して情報の共有・議論する
　　　　・支部活動を支援する
　　　　・青年部の活動を支援する
　　　　・協会との情報交換をする
　　　　・組織強化を図る為の体制・運営について検討する
2）-1　会員を適正に管理する
　 -2　財源を適正に管理する
 　-3　職員を適正に管理する
1）-1　情報の共有・諸事業への参加
　 -2　ブロック別看護管理者・教育者セミナーへの参加
2）-1　東海北陸ブロックポリナビワークショップへの参加
1）-1　役割を発揮できる適正な数のリーダーを育成する
2）-1　役員・支部役員の役割を詳細に明文化する（規約の見直し）
3）-1　国会議員にミニ研修会の実施
1）-1　青年部の位置づけ・役割を明確にし規約の見直しを検討
2）-1　国会議員・県議会議員の看護現場視察の継続
　 -2　岐阜県主催　ポリナビワークショップの継続
　 -3　ポリナビ通信の発刊の継続
3）-1　支部の役員会（連絡会議）に出席し、意見を述べる
1）-1　退職者の動向を知る
2）-1　研修の案内
　 -2　施設訪問
3）-1　地域活動に参加し、信頼関係を構築する
1）-1　交流の機会を持ち意見交換・情報の共有を図る
2）-1　同上
3）-1　同上
4）-1　同上
5）-1　同上
1）-1　各種研修会で出た意見を集約し、問題解決に向けて対応する

 　-2　課題を明確にし、検討する（小集団）
　 -3　研修の持ち方の検討をする

目　標 方　針 活　動

目　標 方　針 活　動

目　標 方　針 活　動

1）-1　要望書の作成は協会・連盟が綿密に協議し、共同して行政・議員に提出する
2）-1　岐阜県看護対策議員連盟に参加し、看護政策の実現につなげる
 　-2　看護の現状・課題等の説明をし、理解を深める
　 -3　県選出の国会議員・県議会議員による看護現場の視察及び意見交換をする
　 -4　現場の声を集約し要望書等につなげる
　 -5　4人の国会議員の名前および活動を周知する
1）-1　看護職議員の活動状況・知名度を周知する
　 -2　岡山県看護連盟、京都府看護連盟の支援をする（要請に対する協力）
2）-1　第24回参議院選挙の総括・意識調査の結果を
　　　 基に具体的活動の対策を立案・実施する
　 -2　候補予定者の「政策・人物・状況」を会員に周知徹底する
　 -3　第25回参議院議員選挙に向けた体制を整備する
1）-1　看護問題の理解を示す議員の支援を強化する
　 -2　議員連盟の勉強会を開催する
2）-1　地方議員主催の行事に参加する
　 -2　議員（国・県）による看護現場の
　　　 視察・現場看護師との意見交換をする（青年部）
3）-1　各選挙の投票行動を推進する
1）-1　地方議員主催の行事に参加する
　 -2　看護連盟活動を理解してもらい、行政に働きかけてもらう

1）-1　日本看護連盟、ブロック内外の対応に準ずる
　 -2　県内で発生時は規定に基づき対応する
1）-1　表彰者へのお祝い（叙勲等）する
　 -2　物故者への弔意等（供花・弔電・香典等）　 
1）-1　政治活動・選挙活動の違いを指導する
　 -2　選挙違反防止の為の教育と指導を徹底する
 　-3　問題発生時には本部と相談の上、速やかに対応する

4）施設連絡員・リーダーの自主性の促進
1）岐阜県看護協会員の50％以上の
　会員を確保する

2）若手会員・学生会員の入会の推進

3）退職者会員の入会推進
4）未入会施設への働きかけ
5）賛助会員の入会推進
１）組織の適正な運営管理

2）事務所の運営を適切に行う

1）東海北陸ブロックの連携を強化

2）若手会員の連携促進と意識強化
1）支部役員・リーダーの数を充実させる
2）役員・支部役員の役割の明確化と徹底
3）各支部会員のモチベーションの強化
1）青年部の位置づけ・役割を明確化
2）若手会員の主体的活動の支援

3）支部活動に積極的に参加
1）退職者会員の動向を把握・情報の提供
2）未加入施設への呼びかけ

3）他団体・地域住民との連携強化を推進する
１）医療関係団体との交流の促進
2）介護関係団体との交流の促進
3）その他の関係団体との交流の促進
4）支援団体との交流の促進
5）看護系教育機関との交流
１）研修後のグループワークでの検討課題・
　意見を集約し「現場の声活用委員会（本部）」
　へ速やかに報告する

1）看護政策実現に向けて看護協会との連携強化
2）県看護連盟の政治力をつける

１）4人の看護職国会議員の確保

2）第25回参議院選挙に向けて
　早期候補予定者の決定に対する支援

1）看護問題対策議員連盟の活動の促進

2）看護連盟の政治力の強化

3）各選挙に積極的に参加する
１）地方議員への活動支援

2）地方議員との情報交流

１）発生地への支援

１）規定に基づき対応

1）会員の活動の安全

4. 会員数の確保

5. 県看護連盟の効率的運営

6. ブロック活動の強化

7. 支部活動の強化・促進

8. 若手会員の育成

9. 看護連盟の理解者を増す

10. その他の組織との連携強化
   

11. 現場の課題への対応

1. 看護政策の実現

2. 看護職国会議員の擁立支援

3. 看護に理解ある議員（国・県）
　 連携強化と支援

4． 地方議会・地方行政への
　 影響力の強化

1. 災害への対応

2. 慶弔への対応

3. 諸問題への対応

 

組
織
力
の
強
化
・
拡
大

政
治
力
の
強
化

会
員
の
福
祉
の
充
実
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平成29年度 研修計画
研修会名 研修内容 講　　師

済◯

開催期日・場所

第８回岐阜県
ポリナビワークショップ

看護管理者・
教育者ワークショップ

5月13日（土）
グランヴェール岐山

・座談会
・特別講演

参議院議員石田昌宏政策秘書
　　　　　　　　五反分正彦

看護管理者政策
セミナー【ブロック主催】

済◯新支部長研修
8月18日（金）
グランヴェール岐山

・岐阜県看護連盟規約など ・岐阜県看護連盟役員

済◯

合同研修（県・支部）
　　　　　　in 岐阜市

合同研修（県・支部）
　　　　in 美濃加茂市

5月14日（日）午前
グランヴェール岐山

5月14日（日）午後
シティホテル美濃加茂

・国政報告「看護の未来と政治」 ・参議院議員 石田昌宏

リーダー研修
9月9日（土）
グランヴェール岐山

看護連盟活動とリーダーシップ
日本看護連盟 幹事長
　　　　　 榮木実枝

全体研修
11月18日（土）
グランヴェール岐山

・国政報告 参議院議員 髙階恵美子

10月5日（木）～6日（金）
静岡県浜松市

in 岐阜市 in 美濃加茂市

・参議院議員 石田昌宏 他

9月3日（日）
グランヴェール岐山

・国政報告から
 政策提言の必要性を学ぶ

・看護協会・看護連盟それぞれの役割
 を理解し、組織強化に協力できる。
・看護管理者・教育者の政治への
 関心を高める。

・参議院議員 石田昌宏

済◯新人研修
7月19日（水）
グランヴェール岐山

・看護連盟役割、活動
・青年部の活動紹介
・ＧＷ「入職後の4ヶ月を振り返る」

・岐阜県看護連盟会長 山口絢子
・岐阜県看護連盟青年部委員長　
 　　　　　　　　伊佐治哲也

次年度予定
平成30年度　日本看護連盟通常総会

平成30年度　岐阜県看護連盟通常総会

平成30年 6月  5日（火）　ザ・プリンスパークタワー東京

平成30年 6月24日（日）　ホテルグランヴェール岐山

トピックス ・・・ 研修参加報告（平成28年度分）

＜概要＞
　講演を始めるにあたり講師より、「日本にはどんな法律があるの？」の質問に、10名程度のGWにおいて思いつくままに列挙し
た。どのグループも30数個の法律名を上げる程度の状況であった。現在、日本には約2000の法律があり、看護職が看護業務を
行うに当たり一番身近な法律は、「医療法」や「保助看法」です。その法律に守られ又、その法律に従って業務するのも我々です。
「看護制度」とは、看護サービスを提供する制度全体を示し、中心にあるのが「保助看法」です。「看護政策」とは、看護制度を創設
したり改革していく政治過程である。「看護師等人材確保法」の法律は、清水嘉与子元議員の尽力により出来た法律である。法案
成立までのプロセスは、①法律案の原案作成②内閣法制局における審査③国会提出のための閣議決定④国会における審査⑤
法律の成立⑥法律の公布である。法案提出には内閣政府提出議案と議員提出議案の2種類があり、看護政策に関しては、看護職
選出の議員が必要である。看護協会の政策実現のために活動する協会員の集まりが看護連盟であり、看護連盟の強化が政策実
現への近道である。「社会保障制度や経済情勢に目をむけ、看護職の地位向上や職場環境改善を目指す必要がある」と締めくく
られた。看護連盟とともに現場の看護問題を声に出しやすい環境づくりを醸成していきましょう。

平成29年1月14日（土）　リーダー研修会
看護と政策  ～政策に反映できる現場の問題は何か？～  講師：看護総合アドバイザー 大島俊子先生
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平成29年度 岐阜県看護連盟 役員・支部役員

よろしくお願いいたします

坂本 幸子（再任）幹事　 後藤 美代子（再任）幹事

新支部長

　今年度から岐阜第３支部の支部長を担当させていただきます。
第３支部は、岩砂病院・岩砂マタニティ、山県グリーンポート、山県グリーンビレッジ、
岐阜南病院、近石病院の５施設で構成されています。これまでの、看護連盟会員と
いう立場から、所属支部の皆様方のまとめ役へと立場が変わり身の引き締まる思
いです。労働環境の改善や看護の質の向上のために、会員一人ひとりが看護連盟
の役割や活動を理解し、看護職の代表者を応援できるような体制づくりを目標に
取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

服部 良子岐阜第3支部

　この度岐阜第４支部支部長を担当することになりました。このような大役を務め
るのは初めてですのでご迷惑おかけすることもあるかと思いますがご指導ご鞭撻
いただきながら支部活動を進めていきたいと思います。少しでも多くの看護職員
が看護連盟の活動について理解を深め、連盟活動に参加していただきたいと思い
ます。皆さまご協力をよろしくお願いします。

粥川 誠至岐阜第4支部

　大垣支部は大垣市民病院、名和病院、大垣中央病院、西美濃厚生病院、博愛会
病院、大垣徳洲会病院からなる支部です。主な活動として、施設訪問を行ない施設
の管理者の理解と、協力をお願いしています。また各施設内で新人看護師に向け、
連盟の役割や活動について研修会も行っています。看護連盟の研修会等に施設内
で参加できるように声掛けし交代で参加することで連盟活動が身近になるように
取り組んでいきたいと思います。

亀井 幹子大垣支部

｠ 前期、幹事長を勤めさせて頂きましたので、その経験を活かして、次期参議院議
員選挙で石田まさひろ参議院議員の再選に向け活動して行きます。よろしくお願
いします。

森 直子伊奈波支部

　この度、関支部長の任をいただきました。関支部は医療・介護を提供する病院
や事業所で構成されています。次年度の診療・介護報酬の同時改定や超高齢化
社会に対応していく中で、ベッドサイドで働く看護職が活き活きと働き続けられ
る、環境を目指して支部活動を推進してまいりたいと思います。ご協力を宜しくお
願い致します。

亀山 博子関支部

　郡上市は、人口が年々減少しており高齢化率は34.9％となりました。また、医療
スタッフの慢性的な不足と高齢化が深刻な問題となっております。
社会環境が目まぐるしく変化する中で看護職の働く環境が少しでも改善されるよ
う、支部組織をさらに充実させ活動に取り組んでいきたいと思います。皆様のご理
解とご協力をお願い致します。

片桐 ふみ子郡上支部

　今回、支部長に新しく就きました山際です。
　「看護政策実現に向けて、自ら活動する力強い組織をつくる」をテーマに、飛騨地
区で各役員さんと共に会員を増やし、また看護の現場から要望を発信していける
ような活動を岐阜県看護連盟本部役員方々をはじめ、坂本幹事さんにご教授願い
ながら行っていきたいと思います。

山際 香奈枝飛騨支部

安田 ひとみ
岐阜第4支部

村瀬 由実
伊奈波支部

森田 文子
大垣支部

長屋 由美
関支部

森藤 房枝
郡上支部

若田 きみ子
飛騨支部

新支部幹事長

役　  員

会　　長

副 会 長

幹 事 長

財政部長

幹　　事

幹　　事

山口　絢子

森前　光子

小原　万千子

松井　和世

櫻井　育子

坂本　幸子

幹　　事

幹　　事

幹　　事

幹　　事

監　　事

監　　事

後藤　美代子

鷲見　花子

若山　紀子

伊川　順子

市原　鶴枝

早川　菅子

支 部 長

支部名 支部長

岐阜第１支部

岐阜第２支部

岐阜第３支部

岐阜第４支部

岐阜第５支部

岐阜第６支部

岐阜第７支部

伊奈波支部

羽島支部

大垣支部

可茂支部

中濃支部

関支部

郡上支部

多治見支部

恵那支部

飛騨支部

下呂支部

吉田　典子

服部　久代

服部　良子

粥川　誠至

折戸 朱美

山内　祐子

森前　光子

森　　直子

森崎　好美

亀井　幹子

遠山　香織

濱端　みゆき

亀山　博子

片桐　ふみ子

勝川　ゆかり

志津　恵美子

山際　香奈枝

河尻　節子

幹事長

西田　栄子

神谷　恵子

吉田　妙子

安田　ひとみ

栗田　祐子

中村　規子

鷲見　花子

村瀬　由実

五十川　将弘

森田　文子

杉山　久代

佐藤　弘枝

長屋　由美

森藤　房枝

小田中　優子

小南　明子

若田　きみ子

小林　英子
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平成29年度 看護連盟入会について

ホームページだより
研修会などの情報がすぐわかります！

あなたの入会があなたの問題を解決します。

よろこび、充実。皆様とともに…

等々、情報満載！

編集後記

広報委員／櫻井育子・後藤美代子・松井和世

　石田昌宏先生が第25回参議院議員選挙の組織内候補予定者として1年早く決定しました。看護職の代表を国会に
送り、「いい看護ができた」と思える職場を目指しましょう。今回は石田昌宏先生の紹介を特集しました。
また、今年度の研修の開催日程に関しては、会員の声を反映した計画といたしました。今後も皆様のご意見をいただき
ながら活動してまいります。よろしくお願いします。

東洋羽毛東海販売株式会社　岐阜営業所
〒500-8383 岐阜県岐阜市江添3-1-11

http://www.gkr.jp/ 岐阜県看護連盟

研修会

行事日程 組織図

入会のご案内

クリック

アクセス
　してみてね！

お問い合わせ 岐阜県看護連盟事務所

1,000円
年会費無料

・・・・・
・・・・・

正会員・特別会員
日本看護連盟会費
岐阜県看護連盟会費

賛 助 会 員
学 生 会 員

5,000円
2,500円
7,500円

・・・・・
・・・・・

計

年  会  費

東洋羽毛「睡眠セミナー」無料サービスのご案内 Sleeping seminar

●夜勤明け、体は疲労しているのになかなか眠れない。
●寝起きが苦手で起床時間ギリギリまで起きられない。
●睡眠時間は長いのに、眠りの質に満足できない。

◆こんなお悩みありませんか?
東洋羽毛では「睡眠健康指導士」の資格を有した講師
による充実したセミナーをご用意しています。
研修会や勉強会、学会でのコーヒーサービスもご提供しています。

◆睡眠セミナーを無料で開催しています

0120-14-2525フリーコール

～お気軽にお問い合わせください～

ベッドサイドの

問題を国政へ
ベッドサイドの

問題を国政へ
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