
看護の夢を実現しよう 看護の夢を実現しよう 

基礎研修基礎研修基礎研修基礎研修（（（（大阪版大阪版大阪版大阪版））））    基礎研修基礎研修基礎研修基礎研修（（（（大阪版大阪版大阪版大阪版））））    



看護連盟看護連盟のの役割役割とと活動活動   
ベッドサイドから政治を変える！ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        

                                                                                        大阪府大阪府大阪府大阪府看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟                

                                                                                                                                                            

 
ベッドサイドからベッドサイドから政治政治をを変変えるえる！！  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                

                                                                                                                                                                                大阪府大阪府大阪府大阪府大阪府大阪府大阪府大阪府看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



政治団体政治団体政治団体政治団体政治団体政治団体政治団体政治団体        

日本看護連盟設立日本看護連盟設立日本看護連盟設立日本看護連盟設立日本看護連盟設立日本看護連盟設立日本看護連盟設立日本看護連盟設立        

政治力政治力政治力政治力政治力政治力政治力政治力が必要 

   社団法人日本看護協会設立           社団法人日本看護協会設立社団法人日本看護協会設立      

 

19461946194619461946194619461946年年年年年年年年（（（（（（（（SSSSSSSS2121212121212121））））））））          
看護職看護職看護職看護職看護職看護職看護職看護職がががががががが抱抱抱抱抱抱抱抱えるえるえるえるえるえるえるえる様々様々様々様々様々様々様々様々なななななななな問題問題問題問題問題問題問題問題のののののののの中中中中中中中中にはにはにはにはにはにはにはには、、、、、、、、政治的手段政治的手段政治的手段政治的手段政治的手段政治的手段政治的手段政治的手段にににににににに                                

                                        よってしかよってしかよってしかよってしかよってしかよってしかよってしかよってしか、、、、、、、、解決解決解決解決解決解決解決解決できないできないできないできないできないできないできないできない問題問題問題問題問題問題問題問題がありますがありますがありますがありますがありますがありますがありますがあります。。。。。。。。        

 

 



                                        看護連盟誕生看護連盟誕生看護連盟誕生看護連盟誕生看護連盟誕生看護連盟誕生看護連盟誕生看護連盟誕生                                

19591959195919591959195919591959年年年年年年年年（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ３４３４３４３４３４３４３４３４））））））））1010101010101010月月月月月月月月        

        

                看護看護看護看護看護看護看護看護連盟連盟連盟連盟連盟連盟連盟連盟はははははははは        

        

                看護看護看護看護看護看護看護看護協会協会協会協会協会協会協会協会のののののののの目的目的目的目的目的目的目的目的をををををををを達成達成達成達成達成達成達成達成するするするするするするするする        

                ためのためのためのためのためのためのためのための政治政治政治政治政治政治政治政治団体団体団体団体団体団体団体団体ととととととととしてしてしてしてしてしてしてして誕生誕生誕生誕生誕生誕生誕生誕生        

                しましたしましたしましたしましたしましたしましたしましたしました。。。。。。。。        



                        日本看護連盟綱領日本看護連盟綱領日本看護連盟綱領日本看護連盟綱領日本看護連盟綱領日本看護連盟綱領日本看護連盟綱領日本看護連盟綱領                

 

１ 私たちは一人一人の知恵と力を結集し、 

  国民福祉のため強力なる活動を 

  推進いたします。 

        

２２２２２２２２        私私私私私私私私たちはたちはたちはたちはたちはたちはたちはたちは「「「「「「「「看護看護看護看護看護看護看護看護はははははははは一一一一一一一一つつつつつつつつ」」」」」」」」のののののののの旗旗旗旗旗旗旗旗のもとにのもとにのもとにのもとにのもとにのもとにのもとにのもとに、、、、、、、、        

                看護制度改革看護制度改革看護制度改革看護制度改革看護制度改革看護制度改革看護制度改革看護制度改革とととととととと労働条件労働条件労働条件労働条件労働条件労働条件労働条件労働条件のののののののの改善改善改善改善改善改善改善改善のためのためのためのためのためのためのためのため、、、、、、、、        

                強力強力強力強力強力強力強力強力なるなるなるなるなるなるなるなる政治活動政治活動政治活動政治活動政治活動政治活動政治活動政治活動をををををををを推進推進推進推進推進推進推進推進いたしますいたしますいたしますいたしますいたしますいたしますいたしますいたします。。。。。。。。        



看護者の倫理綱領 

        
第第第第第第第第1515151515151515条条条条条条条条                        看護者看護者看護者看護者看護者看護者看護者看護者はははははははは、、、、、、、、専門職組織専門職組織専門職組織専門職組織専門職組織専門職組織専門職組織専門職組織をををををををを通通通通通通通通じてじてじてじてじてじてじてじて、、、、、、、、看護看護看護看護看護看護看護看護のののののののの        

                                                                質質質質質質質質をををををををを高高高高高高高高めるためのめるためのめるためのめるためのめるためのめるためのめるためのめるための制度制度制度制度制度制度制度制度のののののののの確立確立確立確立確立確立確立確立にににににににに参画参画参画参画参画参画参画参画しししししししし、、、、、、、、        

                                                                よりよりよりよりよりよりよりより良良良良良良良良いいいいいいいい社会社会社会社会社会社会社会社会づくりにづくりにづくりにづくりにづくりにづくりにづくりにづくりに貢献貢献貢献貢献貢献貢献貢献貢献するするするするするするするする。。。。。。。。        

        
               看護専門職の質及び社会福祉条件を 

           向上させるために、専門職能団体などの 

           組織を通じて行動する。この使命を果たす 

           には、医療福祉・看護にかかわる制度に 

            関心を持つ。 



 

  

政策提言活動政策提言活動政策提言活動政策提言活動    政策提言活動政策提言活動政策提言活動政策提言活動    

看護協会看護協会看護協会看護協会    看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会        

１．．．．国国国国のののの保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉にににに関関関関するするするする検討会検討会検討会検討会にににに出席出席出席出席    

２２２２．．．．看護政策看護政策看護政策看護政策をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた要望書要望書要望書要望書をををを政府政府政府政府にににに提出提出提出提出    

１．．．．国国国国のののの保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉にににに関関関関するするするする検討会検討会検討会検討会にににに出席出席出席出席    

２２２２．．．．看護政策看護政策看護政策看護政策をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた要望書要望書要望書要望書をををを政府政府政府政府にににに提出提出提出提出    

   

政治活動政治活動政治活動政治活動    政治活動政治活動政治活動政治活動    

看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟    看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟        

１１１１．．．．政策実現政策実現政策実現政策実現のためにのためにのためにのために政策決定政策決定政策決定政策決定のののの場場場場にににに代表代表代表代表をおくるをおくるをおくるをおくる    

２２２２．．．．代表議員代表議員代表議員代表議員のののの支援支援支援支援    

１１１１．．．．政策実現政策実現政策実現政策実現のためにのためにのためにのために政策決定政策決定政策決定政策決定のののの場場場場にににに代表代表代表代表をおくるをおくるをおくるをおくる    

２２２２．．．．代表議員代表議員代表議員代表議員のののの支援支援支援支援    

看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会看護協会はははははははは        

看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟はははははははは        

看護協会と看護連盟との関係 



給料給料給料給料        
夜勤夜勤夜勤夜勤        
手当手当手当手当    

給料給料給料給料        
夜勤夜勤夜勤夜勤        
手当手当手当手当    

病床病床病床病床    

看護師看護師看護師看護師    

配置配置配置配置    

病床病床病床病床    

看護師看護師看護師看護師    

配置配置配置配置    

看護看護看護看護    

教育教育教育教育    

制度制度制度制度    

看護看護看護看護    

教育教育教育教育    

制度制度制度制度    

労働労働労働労働    

時間時間時間時間    

  

    
法法法法    律律律律        
国国国国    会会会会        
政政政政    治治治治    

                私私私私たちのたちのたちのたちの周辺周辺周辺周辺にはにはにはには    法律法律法律法律    がいっぱいがいっぱいがいっぱいがいっぱい                                    私私私私たちのたちのたちのたちの周辺周辺周辺周辺にはにはにはには    法律法律法律法律法律法律法律法律    がいっぱいがいっぱいがいっぱいがいっぱい    

看護看護看護看護    

業務業務業務業務    

看護看護看護看護    

記録記録記録記録    

看護看護看護看護    

記録記録記録記録    

労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法    

診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬    

医療法医療法医療法医療法    

診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬    

医療法医療法医療法医療法    

保助看法保助看法保助看法保助看法    

厚生省厚生省厚生省厚生省    

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    

人事院勧告人事院勧告人事院勧告人事院勧告    



看護問題看護問題看護問題看護問題をををを解決解決解決解決するするするする為為為為にできることはにできることはにできることはにできることは    看護問題看護問題看護問題看護問題をををを解決解決解決解決解決解決解決解決するするするするするするするする為為為為にできることはにできることはにできることはにできることは    

看護師看護師看護師看護師をををを守守守守るのはるのはるのはるのは、、、、看護看護看護看護のののの代表代表代表代表をををを国会国会国会国会にににに送送送送

ることることることること。。。。それがそれがそれがそれが「「「「看護看護看護看護のののの未来未来未来未来をををを切切切切りりりり開開開開くことくことくことくこと

につながるにつながるにつながるにつながる」」」」    

看護師看護師看護師看護師看護師看護師看護師看護師をををををををを守守守守守守守守るのはるのはるのはるのはるのはるのはるのはるのは、、、、、、、、看護看護看護看護看護看護看護看護のののののののの代表代表代表代表代表代表代表代表をををををををを国会国会国会国会国会国会国会国会にににににににに送送送送送送送送

ることることることることることることることること。。。。。。。。それがそれがそれがそれがそれがそれがそれがそれが「「「「「「「「看護看護看護看護看護看護看護看護のののののののの未来未来未来未来未来未来未来未来をををををををを切切切切切切切切りりりりりりりり開開開開開開開開くことくことくことくことくことくことくことくこと

につながるにつながるにつながるにつながるにつながるにつながるにつながるにつながる」」」」」」」」        

 

 



    国政国政国政国政にににに代表代表代表代表をををを送送送送ったったったった主主主主なななな結果結果結果結果                            

                石本 茂 1968年 ◇看護士の誕生 

  1973年 夜間看護手当の大幅アップ 

  1975年 育児休業法成立 

  1990年 「看護の日」制定 

  1992年 ◇看護師等人材確保法制定 

            清水嘉代子 1993年 ◇保健士の誕生 

  1995年 高齢社会対策基本法成立 

  1998年 介護保険法成立 

           南野知恵子 1998年 看護専修学校卒業者に大学編入への道 

  1999年 男女共同参画基本法成立 

  2000年 ◇看護職に守秘義務の規定 

  2000年 一般病床配置基準3：1引上げ 

       能勢和子 2001年 ＤＶ防止法成立 

  2001年 ◇看護職の名称「師」に統一 

  2003年 性同一性障害者の性別取扱い特別法 

                                2005 2003年 中医協に看護職専門委員 

       あべ俊子 2006年 診療報酬改定「７：１」創設 

  2006年 ◇資格取得の整合性、名称独占 

                    2007 2008年 訪問看護ＳＴ基本療養費ＵＰ 

                                 2009 2014年 雪害影響雪害影響雪害影響雪害影響のののの看護師国家試験救済看護師国家試験救済看護師国家試験救済看護師国家試験救済        

    高階恵美子2010    2010  保助看法改正保助看法改正保助看法改正保助看法改正        

          2013  医療医療医療医療・・・・介護総合確保推進法成立介護総合確保推進法成立介護総合確保推進法成立介護総合確保推進法成立        

    石田まさひろ  特定行為特定行為特定行為特定行為にににに係係係係わるわるわるわる看護師看護師看護師看護師のののの研修制度研修制度研修制度研修制度        

 木村弥生 2014年 ナースセンターへのナースセンターへのナースセンターへのナースセンターへの届届届届けけけけ出制度出制度出制度出制度        

 

 

 

 

 

 

 

 



    例例例例えばえばえばえば        夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当てててて                    例例例例例例例例えばえばえばえばえばえばえばえば                夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当夜間看護手当てててててててて                        

• S40.8~48.3 手当支給手当支給手当支給手当支給100円円円円→→→→200円円円円→→→→250円円円円→→→→300円円円円→→→→350円円円円/１１１１

回回回回    

      S45年年年年    石本議員自民党入党石本議員自民党入党石本議員自民党入党石本議員自民党入党    

• S48.4～～～～50.3     1,000円円円円    S50年年年年    1,400円円円円    S51年年年年    1,700円円円円         

• S52年年年年    1,900円円円円   夜勤看護師車送夜勤看護師車送夜勤看護師車送夜勤看護師車送りのりのりのりの予算化予算化予算化予算化    

• S53年年年年    2,000円円円円   S55年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,000円円円円    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 2 ,200円円円円    

      S58年年年年    石本議員石本議員石本議員石本議員    看護問題小委員会委員長就任看護問題小委員会委員長就任看護問題小委員会委員長就任看護問題小委員会委員長就任    

      S59年年年年    国務大臣環境庁長官就任国務大臣環境庁長官就任国務大臣環境庁長官就任国務大臣環境庁長官就任    

• S63年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,300円円円円    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 2,600円円円円    

     H元年元年元年元年    清水議員初当選清水議員初当選清水議員初当選清水議員初当選       H2年看護問題小委員会委員長年看護問題小委員会委員長年看護問題小委員会委員長年看護問題小委員会委員長    

                            「「「「看護婦確保看護婦確保看護婦確保看護婦確保のののの緊急提言緊急提言緊急提言緊急提言」「」「」「」「看護看護看護看護のののの日日日日」」」」制定制定制定制定    

• H  3年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,800円円円円    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 3,200円円円円    

      H  4年年年年    南野議員初当選南野議員初当選南野議員初当選南野議員初当選        「「「「看護師等人材確保法看護師等人材確保法看護師等人材確保法看護師等人材確保法」」」」制定制定制定制定    

• H  8年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,900円円円円（（（（4,399））））    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 3,300円円円円（（（（5,490））））青字青字青字青字HHHH23232323年年年年    

                            22：：：：00～～～～5：：：：00    全時間全時間全時間全時間 6,800円円円円     二交代制夜勤二交代制夜勤二交代制夜勤二交代制夜勤（（（（11,276））））             

• S40.8~48.3 手当支給手当支給手当支給手当支給100円円円円→→→→200円円円円→→→→250円円円円→→→→300円円円円→→→→350円円円円/１１１１

回回回回    

      S45年年年年    石本議員自民党入党石本議員自民党入党石本議員自民党入党石本議員自民党入党    

• S48.4～～～～50.3     1,000円円円円    S50年年年年    1,400円円円円    S51年年年年    1,700円円円円         

• S52年年年年    1,900円円円円   夜勤看護師車送夜勤看護師車送夜勤看護師車送夜勤看護師車送りのりのりのりの予算化予算化予算化予算化    

• S53年年年年    2,000円円円円   S55年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,000円円円円    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 2 ,200円円円円    

      S58年年年年    石本議員石本議員石本議員石本議員    看護問題小委員会委員長就任看護問題小委員会委員長就任看護問題小委員会委員長就任看護問題小委員会委員長就任    

      S59年年年年    国務大臣環境庁長官就任国務大臣環境庁長官就任国務大臣環境庁長官就任国務大臣環境庁長官就任    

• S63年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,300円円円円    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 2,600円円円円    

     H元年元年元年元年    清水議員初当選清水議員初当選清水議員初当選清水議員初当選       H2年看護問題小委員会委員長年看護問題小委員会委員長年看護問題小委員会委員長年看護問題小委員会委員長    

                            「「「「看護婦確保看護婦確保看護婦確保看護婦確保のののの緊急提言緊急提言緊急提言緊急提言」「」「」「」「看護看護看護看護のののの日日日日」」」」制定制定制定制定    

• H  3年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,800円円円円    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 3,200円円円円    

      H  4年年年年    南野議員初当選南野議員初当選南野議員初当選南野議員初当選        「「「「看護師等人材確保法看護師等人材確保法看護師等人材確保法看護師等人材確保法」」」」制定制定制定制定    

• H  8年年年年    準夜勤準夜勤準夜勤準夜勤 2,900円円円円（（（（4,399））））    深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤 3,300円円円円（（（（5,490））））青字青字青字青字HHHH23232323年年年年    

                            22：：：：00～～～～5：：：：00    全時間全時間全時間全時間 6,800円円円円     二交代制夜勤二交代制夜勤二交代制夜勤二交代制夜勤（（（（11,276））））             



 

 

 

 

 

 

１１１１．．．．看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟にににに入会入会入会入会    

７７７７．．．．いいいいいいいい看護看護看護看護ができるができるができるができる    

３３３３．．．．必必必必ずずずず選挙選挙選挙選挙にににに行行行行くくくく    

４４４４．．．．絶対絶対絶対絶対にににに代表代表代表代表をををを送送送送るるるる    

５５５５．．．．国政国政国政国政にににに参加参加参加参加するするするする    

６６６６．．．．看護看護看護看護のののの環境環境環境環境をををを変変変変るるるる    

 

２２２２．．．．研修会研修会研修会研修会にににに参加参加参加参加    

    

サイクルをサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを廻廻廻廻廻廻廻廻そうそうそうそうそうそうそうそう        



●絶対絶対絶対絶対にににに代表代表代表代表をををを送送送送るるるる    ●絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対にににににににに代表代表代表代表代表代表代表代表をををををををを送送送送送送送送るるるるるるるる        

    

            ・・・・地方議員地方議員地方議員地方議員とのとのとのとの連携連携連携連携    

    

            ・・・・大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟はははは青年部青年部青年部青年部をををを    

              立立立立ちちちち上上上上げげげげ 活動活動活動活動しているしているしているしている!    

 

        

                        ・・・・・・・・地方議員地方議員地方議員地方議員地方議員地方議員地方議員地方議員とのとのとのとのとのとのとのとの連携連携連携連携連携連携連携連携        

        

                        ・・・・・・・・大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟大阪府看護連盟はははははははは青年部青年部青年部青年部青年部青年部青年部青年部をををををををを        

                            立立立立立立立立ちちちちちちちち上上上上上上上上げげげげげげげげ  活動活動活動活動活動活動活動活動しているしているしているしているしているしているしているしている!!        

 



20～30歳の人の関心が薄い 20～30歳の人の関心が薄い 

 



 

選挙運動期間中選挙運動期間中選挙運動期間中選挙運動期間中選挙運動期間中選挙運動期間中選挙運動期間中選挙運動期間中にににににににに許許許許許許許許されていることされていることされていることされていることされていることされていることされていることされていること        

  

            

      ・・・・親戚親戚親戚親戚やややや知人等知人等知人等知人等にににに直接投票直接投票直接投票直接投票をををを依頼依頼依頼依頼するするするする                            

        ・・・・電話電話電話電話でででで投票投票投票投票をををを依頼依頼依頼依頼するするするする    

        ・・・・法定法定法定法定はがきをはがきをはがきをはがきを書書書書くくくく    

        ・・・・演説会演説会演説会演説会にににに参加参加参加参加するするするする    

        ・・・・法定法定法定法定のポスターをのポスターをのポスターをのポスターを自分自分自分自分のののの家家家家などになどになどになどに貼貼貼貼るるるる    

        ・・・・選挙事務所選挙事務所選挙事務所選挙事務所でボランティアをするでボランティアをするでボランティアをするでボランティアをする    

        ・・・・候補者候補者候補者候補者とととと一緒一緒一緒一緒にににに法定法定法定法定のチラシをのチラシをのチラシをのチラシを配配配配るるるる    

        ・・・・選挙選挙選挙選挙カーとカーとカーとカーと一緒一緒一緒一緒にににに遊説遊説遊説遊説するするするする    

 



たかがいたかがいたかがいたかがい恵美子恵美子恵美子恵美子    

   参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員    

楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、豊豊豊豊かにかにかにかに、、、、堂々堂々堂々堂々とととと暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる    

「「「「成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会・にほん・にほん・にほん・にほん」」」」となるためにはとなるためにはとなるためにはとなるためには、、、、人生人生人生人生

（（（（いのちいのちいのちいのち））））にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うううう看護看護看護看護のののの技技技技がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

私私私私たちのたちのたちのたちの知恵知恵知恵知恵とととと経験経験経験経験をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして社会社会社会社会のののの活活活活きききき

るるるる力力力力をををを高高高高めめめめ成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会をををを実現実現実現実現していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、豊豊豊豊かにかにかにかに、、、、堂々堂々堂々堂々とととと暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる    

「「「「成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会・にほん・にほん・にほん・にほん」」」」となるためにはとなるためにはとなるためにはとなるためには、、、、人生人生人生人生

（（（（いのちいのちいのちいのち））））にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うううう看護看護看護看護のののの技技技技がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

私私私私たちのたちのたちのたちの知恵知恵知恵知恵とととと経験経験経験経験をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして社会社会社会社会のののの活活活活きききき

るるるる力力力力をををを高高高高めめめめ成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会をををを実現実現実現実現していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

現在* 

httphttp////wwwwww..takagaitakagai--emikoemiko..netnet        
厚生労働大臣政務官厚生労働大臣政務官厚生労働大臣政務官厚生労働大臣政務官厚生労働大臣政務官厚生労働大臣政務官厚生労働大臣政務官厚生労働大臣政務官        

    
 



あべあべあべあべ俊子俊子俊子俊子    

衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員    

あべあべあべあべ俊子俊子俊子俊子    

衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員    

政治家政治家政治家政治家をををを志志志志したしたしたした原点原点原点原点はははは、、、、老人老人老人老人ホームホームホームホーム

でででで実習実習実習実習をしていたときにをしていたときにをしていたときにをしていたときに、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者がががが

質質質質のののの低低低低いケアをいケアをいケアをいケアを受受受受けているけているけているけている場面場面場面場面にににに

直面直面直面直面したことしたことしたことしたこと。。。。医療医療医療医療をををを変変変変えるにはえるにはえるにはえるには法法法法

律律律律やややや制度制度制度制度をををを改善改善改善改善しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

    

現在* 
農林水産副大臣農林水産副大臣農林水産副大臣農林水産副大臣    

岡山県第岡山県第岡山県第岡山県第３３３３選挙区選挙区選挙区選挙区    

農林水産副大臣農林水産副大臣農林水産副大臣農林水産副大臣    

岡山県第岡山県第岡山県第岡山県第３３３３選挙区選挙区選挙区選挙区    

    



平成25年7月参議院議員誕生 平成25年7月参議院議員誕生 

参議院予算委員会 厚生労働部会副部会長 

看護問題小委員会副委員長 

参議院予算委員会 厚生労働部会副部会長 

看護問題小委員会副委員長 



 

きむらきむらきむらきむら やよいやよいやよいやよい    

木村木村木村木村         弥生弥生弥生弥生 

 

衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員
 



・・・・特定特定特定特定のののの選挙選挙選挙選挙にににに    

    「「「「次次次次のののの参院選参院選参院選参院選でででで」「」「」「」「今度今度今度今度のののの選挙選挙選挙選挙に・・に・・に・・に・・」」」」    

・・・・特定特定特定特定のののの候補者候補者候補者候補者のののの    

    「「「「○○○○○○○○さんをさんをさんをさんを」「」「」「」「今度協会今度協会今度協会今度協会でででで決定決定決定決定したしたしたした人人人人を・・を・・を・・を・・」」」」    

・・・・投票投票投票投票をををを依頼依頼依頼依頼するするするする    

    「「「「おおおお願願願願いしますいしますいしますいします」「」「」「」「頼頼頼頼むねむねむねむね」「」「」「」「よろしくねよろしくねよろしくねよろしくね」」」」・・・・・・・・    

・・・・特定特定特定特定のののの選挙選挙選挙選挙にににに    

    「「「「次次次次のののの参院選参院選参院選参院選でででで」「」「」「」「今度今度今度今度のののの選挙選挙選挙選挙に・・に・・に・・に・・」」」」    

・・・・特定特定特定特定のののの候補者候補者候補者候補者のののの    

    「「「「○○○○○○○○さんをさんをさんをさんを」「」「」「」「今度協会今度協会今度協会今度協会でででで決定決定決定決定したしたしたした人人人人を・・を・・を・・を・・」」」」    

・・・・投票投票投票投票をををを依頼依頼依頼依頼するするするする    

    「「「「おおおお願願願願いしますいしますいしますいします」「」「」「」「頼頼頼頼むねむねむねむね」「」「」「」「よろしくねよろしくねよろしくねよろしくね」」」」・・・・・・・・    

反対反対反対反対にににに、、、、選挙運動期間中以外選挙運動期間中以外選挙運動期間中以外選挙運動期間中以外にはにはにはには、、、、    

このこのこのこの３３３３要素要素要素要素をををを同時同時同時同時にににに伝伝伝伝えてはならないえてはならないえてはならないえてはならない。 

反対反対反対反対にににに、、、、選挙運動期間中以外選挙運動期間中以外選挙運動期間中以外選挙運動期間中以外にはにはにはには、、、、    

このこのこのこの３３３３３３３３要素要素要素要素要素要素要素要素をををををををを同時同時同時同時同時同時同時同時にににににににに伝伝伝伝伝伝伝伝えてはならないえてはならないえてはならないえてはならないえてはならないえてはならないえてはならないえてはならない
。
。

 
 



看護の未来に向かって歩こう 看護看護のの未来未来にに向向かってかって歩歩こうこう  

一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命にににに考考考考えてえてえてえて、、、、    

生生生生きてきてきてきて皆皆皆皆のののの幸幸幸幸せもせもせもせも創創創創っていこうよっていこうよっていこうよっていこうよ！！！！    

私私私私たちがたちがたちがたちが頑張頑張頑張頑張ればればればれば、、、、    

世世世世のののの中中中中のののの人人人人たちもたちもたちもたちも    

きっときっときっときっと幸幸幸幸せになってくれるとせになってくれるとせになってくれるとせになってくれると思思思思うようようようよ。。。。    

看護看護看護看護・・・・介護介護介護介護のののの世界世界世界世界でででで仕事仕事仕事仕事するするするする皆皆皆皆がががが    

同同同同じじじじ未来未来未来未来にににに向向向向かっていこうよかっていこうよかっていこうよかっていこうよ！！！！    

一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命にににに考考考考えてえてえてえて、、、、    

生生生生きてきてきてきて皆皆皆皆のののの幸幸幸幸せもせもせもせも創創創創っていこうよっていこうよっていこうよっていこうよ！！！！    

私私私私たちがたちがたちがたちが頑張頑張頑張頑張ればればればれば、、、、    

世世世世のののの中中中中のののの人人人人たちもたちもたちもたちも    

きっときっときっときっと幸幸幸幸せになってくれるとせになってくれるとせになってくれるとせになってくれると思思思思うようようようよ。。。。    

看護看護看護看護・・・・介護介護介護介護のののの世界世界世界世界でででで仕事仕事仕事仕事するするするする皆皆皆皆がががが    

同同同同じじじじ未来未来未来未来にににに向向向向かっていこうよかっていこうよかっていこうよかっていこうよ！！！！    


