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　「ベッドサイドから政治を変える」をスローガンに、

連盟活動を活発に展開してまいりました。さらに加え

て、第23回参議院議員選挙の立候補予定者である

『石田まさひろさんを必ず国会に送る』、ことを固く誓い、

目下、全力で邁進しております。私たちのこの熱い思いと、みなぎる情熱を、周りの

人たちに浸透させ連盟活動の役割を、果たして行こうではありませんか。

　とにかく、きめ細やかな活動計画を立てて役員との連携を密にし、目標を達成させ

たいと願っています。

「石田まさひろ」政策研究会入会名簿につきましても8月末の集計では、

第1期・2期の合計5,721名(会員1,402名・会員以外4,319名)でした。

第3期から第5期(25年5月末)までに、一人でも多くの入会者を募っています。

「石田まさひろ」政策研究会名簿の目標数は、10,000人です。

　現在は、第23回参議院選挙対策のホップから始まっているスケジュールを、着実

に消化しております。私は、日増しに、大きなエネルギーが生まれていることを実感

しております。このエネルギーがさらに大きな輪になって、来年の選挙では、全国の

皆様とともに朗報を分かち合えたいと願っております。

　「ドラゴンフルーツ」の花言葉「燃える心」を情熱で伝え合い、会員相互が反射熱を

蓄えながら一丸となって頑張りましょう。

　また、前回の機関紙でもお伝えいたしましたが、今年度の連盟会員数の目標は、

9,000人です。ありがたいことに、9月現在の会員数は、7,560人です。

昨年の同時期より128名の増加ですが、さらに更新させて連盟活動が私たちにとって

どんなに大切かということを広報していきます。

そして、この文章のタイトルのごとく『会員一

人一人が熱い思いを伝える主役』に、なって

いただきたいのです。今後ともご協力と、

ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

　時節柄、会員皆様のご健康をお祈り申し

上げます。

会長ご挨拶

大阪府看護連盟会長　小  阪  佳  代

『会員一人ひとりが熱い思いを
　　　　 伝える主役になろう』
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石田まさひろ石田まさひろ
大阪府看護連盟：新体制で参議院選にGO!!役員メッセージ

支援メッセージ（役員・支部長・青年部）

副会長　橋 口 富 枝
　副会長として、2年目に入りました。今年新会長を迎え、今何ができるか
を考え、身を引き締めているところです。まずは、今年度の目標会員数
9,000名達成は必須です。その最大の活動に向けて、熱伝導で会員
の力を結集することです。これまで支部長・幹事役を経験し副
会長として組織の強化拡大に向けては支部にしっかり関わ
ることが必要と考えています。また、今年度から青年部に

も関わっています。第23回参議院議員選挙に向
けても青年部の活動は力強いもの

だと考えています。幹事
堀 内 淑 子
　迫りくる少子超高齢多死
社会『ピンピンコロリ』と気持ちよく
生き・楽しく病まずに死ぬためにと考え行動
する人々を支援し、看護力で元気な社会づくりを目指
す石田まさひろさんを政策決定の場に送り出そう。

幹事長
櫻 井

　　　能武子
看護界の希望の星♡

　石田まさひろさんを絶
対に国会へおくり

ます!

副会長　本 山 裕 子
　大阪府は、離職率が高く、職員採用に多くの費

用と労力を費やしています。労働環境
の改善と離職防止の政策を

期待して、応援し
ます。

現場の声を届
けて下さる石田さ

んを応援します！！
　

幹事　岩 下 由美子
　キャッチフレーズの通り、是非国

民の安全と安心を守る ! そしてそれら
を脅かす社会の仕組みは変える ! それらを

看護の視点を失わず政策をすすめていく人と
信じ応援します。

幹事
豊 田
　百合子
「石田まさひろさん当
選です」とにこやかに明る
い声が響く。こんな情景が見え
てきました。“冷静に議論
し、アクションを起こす
ことが大切です”信
じています石田さ
ん。進め！進
め！

幹事　宮 地　  緑
　元気・やる気・根気・呑気をモットーに、リレーで
ゴールを目指し努力しています。
　石田様の素晴らしい笑顔の勝利を確
信しています。選挙は体力！！元気
に乗切って下さい。
　看護の卒業生300
余名にアタック
中です。

幹事
高 浜 　
　真紀子
ファイトー発「石田まさ
ひろ」さん。待ちに待ってい
た理想の政治家、若さ、力強さ、
熱さ、が伝わってきます。皆の心が一つ
になって今こそ頑張らなければなりません。
熱い心で応援しています。

幹事　石 本 妙 子
会員の皆さんと共に、一人でも多く会員数を増

やし組織力の強化と団結力で必ず3人目
の代表として、石田まさひろさん

を国政に送り出せるよう今
後の活動に努力して

行きたいと思
います。

幹事
白 川 美保子

看護・介護の現場を知り尽くしている石
田さんが政策の場に出てくれる事は、とても頼も

しくまた看護界に取り、大いに活躍が期待できる人財(看護界の
財産)であると強く思っております。職員一丸となり当選の二文字を目標に応

援します。

幹事（府東支部長）　高 戸 サチヱ
今年の1月、来年の参議院議員の候補予定者として『石田まさひろさん』の名前が出てきました。以前から看護職の代表として

石田さんの名前は幾度か出ていましたが、ご本人が固辞されている事を耳にして、残念に思っていました。
平成24年度の看護連盟総会で、来年7月の参議院議員候補者に『石田まさひろさん』が決まり、やっと石田さんの名前が表に出て参りました。彼の
『政策通』は、診療報酬改定の度に印象を深めていましたが、看護職の代表として国政の場への送る人として、最も適任者と思っています。

『石田まさひろさん』を国政の場へ確実に送り込むのは、私たち看護職の『力』です。看護職の力の結集
を今こそ発揮しましょう!『ガンバレ石田さん!』

監事　南　  孝 美
看護は人の未来を明るく照らす力を持っています。代表として経験を生かし国政で

活躍できるように支援します。

幹事　長 田 みゆき
第23回参議院候補予定者「石田まさひろ」さんを私たちの力で絶対に当選できますように全

力で進めて行きましょう。そして看護の未来に大きな希望と勇気を育っていく環境が約
束されます。

（前列左から）　　　本山副会長　　　　　　小阪会長　　　　　 橋口副会長　　　　　　 豊田幹事
（後列左から）南監事　岩下幹事　高浜幹事　長田幹事　櫻井幹事長　白川幹事　宮地幹事　石本幹事　高戸幹事

堀内幹事
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30支部の絆  大阪7か条を守り、熱伝導で国政へ30支部の絆  大阪7か条を守り、熱伝導で国政へ
①  府北支部長  竹中  真理子
　支部活動の活性化が重点となる中で、お目にかかる度に叱咤激励さ
れてまいりました。本年よりは、全国の医療・福祉現場を訪問され、現場
の生の声を肌で感じる中での熱い想いを拝聴し、ぜひその活動が実現
できるよう応援活動を継続してまいります。
　ライフステージに応じた責任やプライドを持ち、生きがいを持って働き
続けられる職場やその人らしく生きられる社会の為に、現場の声が政
治に変化をもたらす事を期待しております。

②  府北西支部長  中川  益枝
　看護が豊に行われ、安心安全で幸せに暮らせる社会づくりのリーダ
ーとなる石田まさひろさんを応援します

③  府北東支部長  井澤  陽子
　石田まさひろさんの話を初めて聞いた時、巧みな話術に引き込まれ、
言葉一つ一つがわかりやすく、みなぎる情熱を感じ、看護の代表者はこ
の人しかいないと確信しました。今こそ、一人ひとりが手をつなぎ、全国
の看護師等に熱伝導していきましょう！ 応援しています。

⑤  市北支部長  古川  順子
　一人ひとりの力が積み重なり、大きな力を呼ぶと信じて知名度活動を
頑張ります。
　中小病院にも希望の光をお願いします。

⑥  市西支部長  長辻  玲子
　石田さんの熱い思い、熱伝導はしっかりと伝わっています。お話を聞
くと何度もうなづき共感できます。これからも、現場の看護師を大事に、
わかりやすい語り口調で活動をお願いします。

⑦  市東支部長  原  洋津子
　看護が豊かに行われる社会づくりをキャッチフレーズに中小規模病
院で働いている、看護師に大きな期待と希望を持たせて下さり、とてもう
れしいです。選挙応援活動頑張ります。

⑧  市南支部長  安井  寛子
　私達の代表、石田まさひろ氏は幅広い見聞と医療、福祉以外の知識
も豊富でこれからの看護界の変革を担う希望の星です。大きなエール
を送ると共に、絶対、私達の力で国会に送ります。

⑨  堺支部長  坂口  晴美
　看護のイシダ！！　看護のイシダ！！　看護のイシダ！！　私たちの夢や
希望が実現できるよう応援しています。

⑩  府南支部長  中島  陽子
　看護師の力が求められている社会において、患者のためにも、自分
たち看護師のためにもよりよい社会となるように、一緒に頑張りましょう。

⑪  泉南支部長  宮部  藤十郎
　医療の現場を知っている
石田さんに一言！　私が日頃
政治に関して思うこと…今の
政治家は対症療法のみ！ 残
念です。
　対症ではなく課題が達成
できる政治を目指し…現実の
ものとして下さい。ガンバレ・フ
ァイト！！

⑫－1  明治橋支部長  鍵本  由起子
　意志が強く行動力のある石田さんは当支部の若い会員に絶大な人
気があります。今の疲弊した看護の現場を一番理解し「なんとかした
い」と立ち上がって頂いた石田さんを私達支部会員全員で一丸となっ
て後方から支え共に頑張っていきます。

⑫－2  協和会支部長  小仲  雅代
　研修で石田先生の看護師の歴史について講義を聴講させていただ
きました。90分間、何も見ずに講義し受講生に語りかける姿に圧倒し、自
分も「がんばろう」と心動かされました。これから、具体的に活動されて
いくのを期待し応援していています。

⑫－3  船員保険支部長  前川  テル子
　石田まさひろさんの内面からほとばしるエネルギーは、きっと停滞して
いる健康・子育て・福祉・雇用に一石を投じ、私たちの期待に応えてくれ
る方だと思います。

⑫－4  大阪警察病院支部長  畑  知子
　石田さんの看護に対する思い、熱い気持ちを行動力と実行するカ
で、看護の未来がさらに明るくなるよう私達は応援しています。

⑫－5  東淀川支部長  今井  博美
　東淀川支部は派手なことはできませんが、地道に熱伝導を行い会員
数を増やし、石田まさひろ氏を応援します。

⑫－6  日生病院支部長  阿部  恭子
　看護の夢を叶えるために、石田まさひろさん、私たちの代表として、頑
張って下さい。応援しています。お身体には気をつけて。

⑫－7  多根支部長  木村  幸子
“看護の夢の実現に向けて”
　私たちは石田まさひろさんの熱伝導の輪を広げていきます。そして、
私たち看護職が安心してずっと働き続けられる環境の実現に向けて、
もっと政治に関心を寄せ、石田まさひろさんを応援していきます。

⑫－8  大道会支部長  柴田  まゆみ
　「看護の力が日本を元気にする」素敵な言葉です。看護に携わる私
達は誇りに思います。私達支部は、パワーあふれる若手会員も少しず
つ増えています。若い力を中心に活動を進めていきますので、看護の未
来のために頑張って下さい。

⑫－9  暁明館支部長  田村  洋子
　石田さん 今 看護師たちは笑顔と温かい心をもって患者様に元気の
エネルギーを提供したいと頑張っています。患者様を支える看護師たち
の支えになって下さい。ぶれない心と実行力のある石田さんを私たちは
信じて応援し続けます。明るい未来に向かって、宜しくお願い致します。

⑫－10  千船支部長  小室  寿子
　石田さんが、看護の代表として国政の場で活躍され、看護に関する
問題の改善をして頂くことを願っております。
　日々 、安心して私達が看護を提供していく為に、連盟会員一人ひとり
がその自覚を持ち活動をしていきます。看護連盟会員一同、応援して
います。

⑫－11  枚岡病院支部長  松本  益美
　看護連盟の幹事長として活躍して来られた石田さん、いっも笑顔で
どんな質問にも的確に答えてくれました。看護の将来を託すにはこの人
以外にはいません。そして男性です。これからの看護の世界のリーダー
として国会で活躍してください。応援します。

⑫－12  千里中央支部長  前田  千保子
　千里中央支部は石田まさひろさんを応援します。看護の未来、働き続
けられる職場作りへの実行者として共に頑張りたいと思います。エイ、
エイ  オーの勢いで頑張りましょう。

⑫－13  東大阪支部長  田中  二三子
　平成24年度の看護連盟通常総会で、第23回参議院議員選挙の候
補予定者「石田まさひろ氏」が承認されました。その後の決起大会で
は、会場内「石田まさひろ」を国政に送るぞという意気込みが充満し、よ
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し私もがんばるぞ!!と拳に力が入りました。
　石田さんから「慢性期の医療現場での改革が必要」という挨拶があ
り本当に心強く感じました。当東大阪支部は、小規模の施設支部です
が、会員一同結束し、「石田まさひろ氏」を国政に送ろうと活動していま
す。「慢性期の医療現場では教育、診療など課題山積ですが「石田ま
さひろ氏」はきっと良い方向に導いてくださると思います。しっかり応援し
たいと思います。

⑫－14  和泉府中支部長  並木  由美
　看護師がいつまでも長く働ける社会づくりを是非実現して下さい。看
護師一人一人の思いをいっぱい叶えて下さい。施設支部として全力で
応援します。

⑫－15  錦秀会支部長  時本  容子
　来年は、私たちの代表を国政に送る大きな仕事が
待っています。患者様により良い看護を提供するため、
看護の力で政治を変えよう！

⑫－16  八尾総合病院支部長  吉田  正美
　国民の健康を守り、サポートする看護職の代表として立ち上がった
石田さん！　ゴールのテープまで残すところ1年を切りました。一つでも
多く看護現場の声が、政策の場に届く道を獲得するために会員として
応援します。

⑫－17  盛和会支部長  山城  貴美子
　看護師不足で日々 の業務に追われ、疲労困憊で働く状態が続くと退

職者も増え看護職の確保が難しい現状にあります。看護職の確保対
策の推進と離職防止のための職場環境の向上、育児しながらでも働
ける環境を整えてもっと若い人たちが活躍できる様、私達の代表として
現場の声を届けて頂きたいと願っています。

⑫－18  池田病院支部長  佐藤  とみ子
　「看護の力が日本を元気にする」のメッセージは、現場で働く私たち
にも元気を与えてくれています。できるだけみんなの生の声を吸い上げ
て、末長く働き続けられる職場作りのため、私たち池田病院支部も「石
田まさひろさん」を全員で応援していきます。頑張って下さい。

⑫－19  堺ベル支部長  新林  文子
　看護の質向上を目指し、私たちの未来が明るくなっていくためにも、
『政治力の重要性を熱伝導で伝える』ことを一人でも多くの人に伝えて
いこうと思っています。ホップ・ステップ・ジャンプとしっかり応援していきた
いと思います。

青年部リーダー  末永  研
　石田さん達が立ち上げた青年
部の活動は全国で活発になって
います。大阪の地から私達青年
部も若手看護師を巻き込み応援
していきます！ 若手らしく「Face 
book」も利用して、皆さんの声を
直接届けていきましょう。

①  府北
②  府北西
③  府北東
④  府東
⑤  市北
⑥  市西
⑦  市東
⑧  市南
⑨  堺
⑩  府南
⑪  泉南

⑫－　1　  明治橋
⑫－　2　  協和会
⑫－　3　  船員保険
⑫－　4　  大阪警察病院
⑫－　5　  東淀川
⑫－　6　  日生病院支部
⑫－　7　  多根支部
⑫－　8　  大道会支部
⑫－　9　  暁明館支部
⑫－10  千船支部

⑫－11  枚岡病院支部
⑫－12  千里中央支部
⑫－13  東大阪支部
⑫－14  和泉府中支部
⑫－15  錦秀会支部
⑫－16  八尾総合病院支部
⑫－17  盛和会支部
⑫－18  池田病院支部
⑫－19  堺ベル支部
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◆ 大阪府看護連盟 今後の取り組み ◆

支部名 24年10月末会員数 確保 131人

要因①　
連盟活動内容が
知られていない

※9,000人－7,562人＝1,438人（目標会員数－現在数）

平成24年 10月 31日 現在

要因②　
連盟会費と看護協会
費の区別ができない

要因③　
看護協会に入会して
も政治活動ができな
いことを知らない

要因④
政治に関心が少ない

要因⑤
選挙に興味がない

要因⑥
選挙に行かない

目標

目標会員数9,000人に向かって
1438÷11≒131人確保

連
盟
に
入
会
者
数
９
０
０
０
人

府　北
府北西
府北東
府　東
　堺
府　南
泉　南
市　北
市　西
市　東
市　南
その他
合　計

23回選挙の目標は6000票

1,456
593
702
261
934
1,125
547
359
1,050
274
236
25

7,562

1,587
724
833
392
1,065
1,256
678
490
1,181
405
367
25

9,003

支部名 22回獲得票 23回目標票

※6,000票→大阪府の目標獲得数

〔小阪会長プレゼンテーション資料より抜粋〕

府　北
府北西
府北東
府　東
市　北
市　西
市　東
市　南
　堺
府　南
泉　南
合　計

484
643
653
566
320
190
269
263
536
432
420
4,776

596
755
765
678
432
302
381
375
648
544
532
6,008

連盟会員数と看護協会会員数

計画達成のための阻害要因

大阪必勝7か条 連盟会員数と看護協会会員数

計画達成のための阻害要因

大阪必勝7か条
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研修会
報　告

～看護管理者の意識改革を～
大阪府病院協会看護専門学校副学校長　石蔵  はつひ　

　研修会は、チーム医療の推進に掛る検討会から「看護師の能力認証の枠組みに関

して」、「特定の医行為を診療の補助として明確化された経緯と基本的な考え方」な

どについての講演で開始されました。グループワークは、看護業務検討ワーキンググ

ループによる「医行為分類検討シート（案・抜粋）を基に、行為名と行為の概要一覧に

基づき、評価された項目に対して、確認・見直し作業をしました。行為の侵襲性が相対的に高く、行為の難易度

が高い行為（B1）と、行為を実施するタイミングなどについて判断の難易度が高い行為（特定行為B2）に区分

されています。厳しい看護環境下でこれだけの業務内容の拡大が出来るか疑問があります。また、参加者から、

「この業務内容を盛り込むことは厳しすぎる」、という声がありました。臨床と基礎教育における教育体制の課

題も大きく、管理者の意識改革は言うまでも無いことです。さらに、診療報酬点数の見直しを含めて、安全管理

体制のあり方、教育に対する評価についてはこれまで以上に、政策的な看護連盟の働きかけが重要な時を迎え

ていることを痛感しました。

トップセミナー
〈テーマ〉

「看護新時代」
講師◆日本看護連盟

大島  敏子 副会長

～連盟活動から歴史的な流れと看護の政策を知る～
社会福祉法人四天王寺福祉事業団  四天王寺病院看護部長　東　摩美　

　日本看護連盟のホームページで大島敏子副会長の素敵な笑顔とこぶしにパワー

を感じ、研修参加を楽しみにしていましたが、思った通りとても活気のあるセミナーで

した。まず、講義で管理の実際やトップマネージャーの役割、看護職員数の動向等を

社会情勢に関連付けながら臨床現場の課題についてお話があり、卒後教育制度の

意義や今までとは違う研修責任者（研責さん）の組織内での位置づけなどの提案もされました。その後のグル

ープワークでは「次の時代に伝えたいこと」というテーマで、他院の看護管理者の方々と意見交換しました。各

グループの発表は、とても独創的で特徴があり、特に「新人さんへの手紙」を考え、伝えたいことを文章化し語り

かけることを表現されたグループの発表は印象的でした。又、各グループの中で共通

した意見として、自分たちは連盟の活動を理解し、歴史的な流れと看護の政策の変

化について説明する機会を増やしていかなくてはいけないと思いました。今後は、大

島副会長の「臨床の場と霞が関が直結している」というお言葉を励みに、連盟の活動

に参加していきたいと思います。
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編集後記
　総会号から石田まさひろコーナーを設けていますが、今回、特集号として、全役員・支部長・青年部
からの支援メッセージを掲載しました。ホップが終わりこれから残された期間にステップ・ジャンプ活動をカ
ー杯頑張ろうと言う心意気が伝わればと思います。
　山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受けられたことは、本当に嬉しい事でしたね、報道の中
で賞に繋がった要因の一つに「チームの力」が大きいと言われていたのが印象的でした。私たちも「看護
連盟」というチームカを強化し、思いを成功させたいものです。　　　　　　　　　　　　　　I・T

月・日 場　所 その他曜日 時間 テーマ・講師等対象者
１月26日

互礼会時

２月２日

２月21日

３月８日

土

土

木

金

17：00～18：00

午後 時間未定

14：00～16：00

オール

会員他

看護職者（若手）

卒業予定の看護学生

卒後1～2年目看護職者

国会見学

C・D・E

21日

レモン  F・G

青年部

1G

テーマ：看護が豊かに行われる社会づくり

講　師：石田まさひろ候補予定者

第3回  ポリナビワークショップ in おおさか

テーマ：10年後の看護を考えてみよう!

講　師：石田まさひろ候補予定者

見学

議員との懇談：高階・阿部議員

　　　　　　　大阪選出議員

ホテル
ニューオオタニ（18時から懇親会予定）

※ジャンプ（決起大会）：平成25年5月6日（月振休）ステップ3回目

前会長　前川マキコさまは、個人会員になられました。今回
配布致しました名簿の掲載には間に合いませんでしたので、
改めましてお知らせ致します。

お知らせ
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