
1

photo　小阪佳代 氏花言葉  「忍耐」 「独立」 「あでやかさ」　紅梅 「優美」 ・ 白梅 「気品」梅

おおさかおおさか
No.13-1（通-49）

大 阪 府 看 護 連 盟
〒536-0014
大阪市城東区鴫野西2丁目5番25号
　　　　　　ナーシングアート大阪
　電話　06－6964－5655
　FAX　06－6964－5665

小　阪　佳　代
平成25年1月5日
新 栄 印 刷

発行所：
　
　
　

　
発行人：
発行日：
印刷所：

祝



2

No.13－1（通－49）　2013年1月5日 お お さ か

～私たちの力を結集し、
実りのある年に～

大阪府看護連盟 会長  小坂佳代　
　明けましておめでとう
ございます。
　皆さまにはよいお年を
お迎えになられたことと
お慶び申し上げます。
　平素は、連盟活動に
ご尽力いただき心から
感謝申しあげます。

　さて、今年は第23回参議院議員選挙の年に
なりました。日本看護連盟は、私たちの代表であり
ます「石田まさひろ」さんを、是非、国政に送り出さ
なければなりません。
　大阪府看護連盟の今年度の会員
目標数は9,000人ですが、この目標も
絶対に達成させたいことです。この
9,000人は、大阪府看護協会会員数の
約20％に当たります。平成24年11月現在の
連盟会員数は7,562人です。会員を増やすため
の対策は、きめ細かい支部活動を展開させるべく、
役員が地道に各支部に入って支部活動の役割を、
支部役員とともに分かち合い、日々、努力をして
いただいています。この努力の結果は、必ず良い
方向に導いてくれることと確信いたしております。
　また、「石田まさひろ」政策研究会入会者名簿
につきましても平成25年5月末まで10,000人を目標
にしております。名簿を10,000人分達成できまして
も、最終目標は選挙行動に結びつけて勝利する
ことにあります。
　看護連盟活動の内容を一人でも多くの会員の
方 に々浸透させて、実りのある年になることを願って
おります。日頃の私たちの力を結集する年です。
　年頭に当たりまして「必勝」の旗印を
力強く掲げたいと思います。
　どうぞ一層のご支援、ご協力をよろ
しくお願いいたします。
　皆さまの益々のご健康とご多幸を心から
お祈り申し上げます。

新年のご挨拶
～楽しく・豊かに・堂々と働き続けられる

社会環境づくりを目指して～
参議院議員  髙階恵美子　
　大阪府看護連盟の皆様
に、謹んで新春のお慶び
を申しあげます。
　さて、新しい政権の誕生
とともに、いよいよ私たち
看護職の意思を徹すとき
を迎えました。これまでの
6年間の苦悩を乗り越え

て、来る夏には総力を結集し、国政の健全化を
実現すべく、ともに活動してまいりましょう。
　たかがい恵美子の参議院議員活動も、お陰様

で3年目に入りました。この間、絶えず力強
くお支えくださる皆さまのご厚情に深く
感謝しながら、また新たな課題の解決
に挑戦する勇気と知恵をいただきなが
ら、一歩一歩、歩みを進めてくることができ

ました。労苦をいとわずご尽力くださる同志の
皆様に対し、心より御礼を申し上げる次第です。
　近々に設置される社会保障制度改革国民会議
では、次代に相応しい新たな社会保障制度の
全体像を体系化するのみならず、それを実現する
行程や具体策が議論されることとなります。社会
保障を実現する最大規模のプロ集団として、また
その一員として、看護職がこれからの日本社会
これからの国際社会において果たす役割は、ます
ます大きく発展していくこととなります。
　看護職一人ひとりが、楽しく・豊かに・堂 と々働き
続けることのできる社会環境づくりを目指して、
皆様とともに知恵を出し合い、着々と地に足の
着いた活動を心がけて参ります。今後とも引き続き、

ご指導、ご支援を賜りますようお願い申し
上げます。
　本年が会員の皆様、ご家族の皆様
にとりまして、幸多き年となりますことを

お祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせて
いただきます。
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～飛躍の年・輝かしい年に～
看護を考える地方議員の会　　　　

会長  松村なお子　
新年明けましておめでとう
ございます。
皆様方におかれましては、
お健やかに新しい年を
お迎えのこととお慶び申し
上げます。
昨年は、激動の年でありま
した。

日本の未来が大きく左右する選挙となり、今後、自民
党の責任が問われ安定した政治、安定した国づくり
になることを願います。
私は、国民の皆様の幸せを願い、国民の皆様の
健康を守ることが大切だと思います。
そのためにも、健康であるために、より充実
した看護体制が求められます。離職率
の問題、医療、看護の現場での様々な
問題、子育てをしながらの職場環境な
ど、山積する課題を国政に届けなければな
りません。
私たち地方議員も、地域医療、地域の看護のお声を
届ける為に、勉強会なども開催させていただき、現場
の声を聞きながら身近に感じることができるよう取組
みを進めています。
しかし、地方だけでは限界があり、国政に声を届け
る為には、看護職の国会議員が必要です。来る7月
に行われます、参議院選挙にむけて看護職であり、
日本看護連盟で地道な下積みをされてこられた
石田まさひろさんに何としても国政の場でご活躍し
ていただいて、看護体制の更なる充実に是非とも
頑張っていただきたいと期待するところであります。
看護職の皆様のお力を結集していただいて豊かな
日本の国づくりに向けて石田まさひろさんの勝利を
心から願っております。
看護を考える地方議員の会のメンバーも増え、それ
ぞれの地域で活動しております。
私たち地方議員も精一杯頑張りますので今後とも
ご指導、ご鞭撻賜りますよう宜しく御願い申し上げます。
今年は皆様にとっても飛躍の年、輝かしい年になり
ますように心からご祈念申し上げます。
本年も宜しく御願い申し上げます。

～“日日是好日”置かれた
場所で花を咲かせる～

公益社団法人 大阪府看護協会 会長  伊藤ヒロコ　
　明けましておめでとう
ございます。2013年が始
まりました。
　昨年は、長引く不況に
よる格差社会の拡大、東
日本大震災などの影響を
受けて、国民ひとり一人が
政治・経済・社会の動きと

向き合う機会が増えました。そして、危機感が高まった
ところでの衆院解散・師走総選挙！私たちは、「日本
の明るい未来につながれ！」との期待を込めて1票
を投じました。
　さて、年のはじめに一番に目に飛び込んでくる

漢字といえば「新」です。“日々 是新”
　とりわけ新年は、凛として清 し々く活力
もみなぎっています。子どもの頃に、冬休
みの宿題で「希望」と書初めした時のこと

を思い出します。希望とは、空想ではなくて
未来の現実だと思っています。だから、希望を

実現するために一日一日を大切に生きてきました。
日日是好日　ふっても　てっても
日日是好日　泣いても　わらっても
きょうが一番いい日
私の一生の中の　大事な一日だから

　これは、書家で詩人の相田みつを氏の詩です。
長い人生の中には、楽しいこともあれば、辛いことも
あります。この詩に励まされ、勇気づけられた方は
多いのではないでしょうか。
　私が、公益社団法人大阪府看護協会の会長に
就任して半年が経ちました。毎日、何らかの決断を
しています。しかし、その決断は唯一無二の正しい
答えではなく、他にも様々な考え方があり得ます。
だからこそ、やわらかアタマとあったかハートで、付和
雷同や思考停止に陥らないよう心がけています。
そして、自分の置かれた場所で、自分の花を咲かせて
いきたいと思います。
　荒れると言われる巳年が平和な年でありますように、
国民が幸せに暮らせる「有言実行」の政治を期待
いたします。
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～国民のため、看護のために
精一杯の努力を～

第23回参議院議員選挙候補予定者  石田まさひろ　
　大阪府看護連盟の皆様、
新年明けましておめでとう
ございます。
　日頃より、あたたかなご
支援をいただき心より御礼
申し上げます。日々 、真剣に
看護する皆様の姿がパワ

ーの源となり、ますます元気に活動を続けています。
　昨年は、看護連盟をはじめとする多くの皆様の
お力添えで、各地の医療や福祉等の現場を訪れ、
活躍されている管理者やスタッフの皆様にお会い
することができました。皆様からは、ますます深刻化
する医療現場の状況から「仕事に追われ、看護して
いる実感が持てなくなってきた！」という声を多く
伺いました。私たちは、厳しい現場であっても頑張る
ことができるのは、自分たちの看護が患者さんに
役立っていることを実感しているからです。だから
こそ、実感のもてる看護の現場を維持し続けなけ
ればなりません。
　また、大都市、地方、過疎の村や離島といった
様々な地域にも訪問させていただきました。これだけ
多様性があるにもかかわらずひとつの制度で全体
をくくるのには限界があります。地域の実情に配慮
した法整備が必要です。
　候補予定者として本格的に活動をはじめて以降、
多くの皆様の支えを糧に今日を迎えることができ
ました。夏を迎える頃には何としても新たな場に
立ち、国民のため、看護のために精一杯努力させて
いただきたい。そのために、さら
にさらに強力な熱伝導を皆様に
お届けできるよう、全力で取り組
んで参ります。
　最後になりましたが、皆様の
今年一年の益々のご活躍とご
健康を祈念いたします。

  ～看護の代表を熱伝導で
国会へ～  

「石田まさひろ政策研究会」 会長  大島敏子　
　決戦の年の幕開けで
す。皆様はどのようにお迎
えでしょうか？
　昨年の衆議院選挙では、
日本中から注目された大阪
府です。皆様が着実に会
員数を増やし、堅固な結果

を求めて歩んで下さっていることに、心より感謝申し
上げます。
　さて、日本看護連盟では平成24年度総会で、
次期参議院議員候補予定者として「石田まさひろ
さん」を満場一致で推挙しました。彼は、臨床経験
だけでなく、議員秘書や日本看護協会政策企画室
室長を経て日本看護連盟幹事長として、看護政策
立案に一番近い場所にいた方です。私も看護部長
時代に、診療報酬の勉強会で知り合い、現場で手の
かかっている看護を診療報酬に反映させるために
は？と沢山の議論をしてきました。他国に類を見ない
速さで高齢社会に突き進んでいる我が国にとって、
社会保障と税の一体改革は最重要課題です。ここ
で、石田さんの看護職としての専門的知識や技術を
活かして貰いましょう。
彼が日ごろから語ってきた言葉です。『政治は、看護
の夢を叶える手段です。患者のために夢を追及す
るナースは、政治の大切さを知っています。政治に
参加するナースは、自分の足で立つかっこいいナース
です。そして、自分で自分を変えることが出来る賢い
ナースです。』女性集団の代表となる日本看護連盟

史上、初めての男性候補者です。
男女共同参画社会を決めた
日本国のお手本として、大阪府
の皆様の熱伝導で、熱く暑く
確実な支援の輪にして頂きます
よう願っております。
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～新年を迎え心新たに～
大阪府看護連盟  副会長　橋口富枝　

　皆様には、お健やか

に新年を迎えられたこと

とお慶び申し上げます。

　昨年は参議院議員候補

予定者の「石田まさひろ」

さんと「ホップ・ステ

ップ」の計画のもとに

各地区を訪問いたしました。今年は正念場に

なりました。さらに心を引き締めて目標に向

かって頑張る覚悟でおります。

　私が、ステップ１で感じましたことは各

支部の皆様が一丸となって支部活動を進めて

いました。その心意気に感動をしています。

また、今年度の活動方針であります連盟幹事

が担当地区に出向き支部長とともに支部活動

を支えております。この

活動が「石田まさひろ」さん

のモットーとされています

「人の命とくらしを守り、

未来に希望を与える」こと

につながっていくことと

確信しています。また、

青年部の活動も必須です。

青年部の若い力とともに連盟活動を広く大きく

躍進していきたいと考えています。

  ～看護の政策実現に向かって～
大阪府看護連盟  副会長　本山裕子　

　皆さま明けましておめ

でとうございます。昨年は

11月に突然衆議院の解散

がおこなわれ、年末には

選挙が実施されました。

近年は選挙のたびに多く

の政党が誕生し、有権者

は選択に大変です。しかし、どの政党が国政を

担っても、世界に前例のないスピードで進んでいる

高齢化に対する医療・福祉等への対策は大きな

課題です。看護職の使命は看護を通じて、人々の

健康な生活の実現に貢献することです。

　高齢社会が進めば、今以上に看護職に対

して、人々からの期待は大きくなっていく

ことでしょう。

　私たちは、看護を通じて

多くの対象者と関わっていま

す。将来を見据えて、人々の

健康な生活を支援するに

は、政治に無関心ではいられ

ません。

「看護職能団体」として、

国の政策に関心を持ち、

組織を拡大、強化し看護の視点を大切に国への

政策提言を行い、政策の実現に向かって、前進

しましょう。

　看護師個人の実力は専門看護師、認定看護師

が多く誕生して、人々にも周知されてきました。

今こそ、多くの看護職が団結し、「つながって」

社会の変化と人々のニーズに対応できる制度への

変革にむけた推進力を強化したいと思います。

　新年度の始まりに皆さんと一緒に頑張りたいと

思います。どうか、宜しくお願い申し上げます。
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石田まさひろ石田まさひろ
ステップ in 大阪　平成24年11月22日～23日

上田光夫市会議員（茨木市）
茨木神社にて、力強い支援を頂きました。

高槻市会議員の皆様と
伊集院春美議員（島本町）と清水貞治氏
島本町の多くの方々にご支援を頂きました。

豊田  稔 市会議員（吹田市の事務所訪問）
力強い支援を頂きました。

濱田剛史高槻市長と懇談
固い握手を交わしました。

北野妙子市会議員（淀川区）と
　　　　　　松村尚子市会議員（羽曳野市）

西川ひろじ市会議員（城東区）
区民ホールで、多くの市民の方に紹介頂きました！

川嶋広稔市会議員（東成区）
事務所前にて、  “お互いに頑張りましょう”

加藤仁子市会議員と市民の皆様（東住吉区）
“女性パワーで頑張って”

府北支部
高槻京都ホテルでの講演

協和会支部
多くの職員とのふれあい！！

府東支部、枚岡病院支部、東大阪支部
府立中央図書館会議室  “ガンバロウ コール”で結集力UP
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～研修を通して思うこと～　　　　　教育担当幹事　宮地　緑
　「看護連盟と看護協会はどこが違うの？」、「連盟に入ったらどんなメリットがある
の？」、「連盟は何をしてくれるの？」等々、よく耳にする言葉です。
　これらに対応して大阪府看護連盟は、連盟を正しく理解し活動を推進するため、
次のような研修を企画・実施しています。
　それは毎年、卒業予定の看護学生・卒業1～2年目の看護
職者研修、新役員・新支部長研修、トップセミナー、リーダー
セミナー、中堅看護職研修などです。

　本来、看護連盟と看護協会の関係性は、車の両輪のような意味あいをもっています。
私は平成21年から副会長、支部担当、教育担当幹事を歴任して思うことがあり
ます。それは各種研修は勿論ですが、看護のスタートラインでの教育が
大切なように思います。看護教育の専門分野の基礎看護学で
看護協会の設立や看護連盟について、しっかり教授される
ことを提言したいと思っています。

～今年の抱負～　　青年部リーダー　末永　研
新年明けましておめでとうございます。

青年部にとっての一年は、平成25年2月2日（土）のポリナビからスタートす
るといっても過言ではないと思います。他府県でも様々な趣向を凝らしたポリナ

ビが行われていますが、大阪でも今回で3回目のポリナビを企画しています。大阪府看護
連盟青年部は名前を「Take Action」と変更しましたが、これには「行動を起こす」「実行する」とい

う想いが込められています。参加者皆さんが看護と政治を学ぶだけでなく、若手らしく明日からでき
る事を語り合い、行動に移す。そんな意義のある1日にしたいと胸を熱くしています。

今年は石田まさひろ氏の応援を含め様々な所で活動していきたいと思っています。
2013年も変わらぬご支援と暖かいご声援をよろしくお願いいたします。

　
～投票行動を起こせるような活動を決意～　　　　　府中病院　小窪幸子
今回、選挙知識を深め、安全な実践能力を強化する目的でリーダーセミナーが開催され、そこに参加する
ことができました。
講義やDVD学習、またグループワークでは「選挙違反をしないために私たちにできること」をテーマに
話し合い、選挙知識を深めることができました。
研修に参加して、政党の違いは？選挙権はあるけど、いつどこに投票にいけばいいのかわからない？と
いう理由で投票にいっていない看護職員もいることがわかり、選挙への関心を高めるための基礎研修の
重要性を感じました。国政に看護の代表者を送り出すことは、質の高い看護を提供するために必要な
看護職教育に関する問題、労働（職場）環境に関する問題など、現場だけでは解決できない事を国政の力を借り、解決していく
ために重要なことです。看護職にこのことをしっかり伝え、共感してもらい投票行動が起こせるように私自身働きかけていきたい
と改めて決意することができました。

　
～人間関係を深めながら活動する事の大切さを学ぶ～　市立豊中病院　児玉洋子
　11月21日、リーダーセミナーに参加し、講義やDVDを通じて、看護連盟会員として安心して活動するた
めに必要な知識を学ぶことができました。政治活動と選挙運動の違いや、選挙違反など、知っているよう
で知らないことをわかりやすく教えていただきました。またグループワークでは「選挙違反をしないため
に私たちに出来ること」というテーマで設置主体や会員数の異なる様々な施設の方と話し合い、活動の
時間や場所、地位利用による勧誘に気をつけることなどを確認しました。
　選挙はやはり難しいと思っていた時、竹澤常任理事の「人のつながりや信頼関係の中で活動すること
が大切」という言葉で、気負っていた気持ちが楽になったように感じました。信頼関係が基本であり、注意

事項を守りながら日常の人間関係の中で、地道に粘り強く活動することで政治を身近に感じられるのではないかと思います。
　私は公立病院に勤務しているため活動は難しいと考えていましたが、正しい知識を持てば可能であり、専門職団体として政治
力をパワーアップし社会的役割を果たせるようにリーダーとして頑張りたいと思います。

研
修
会

報
　
告

G・W 発表 日本看護連盟  竹澤良子 常任理事 G・W 発表

リーダーセミナー　テーマ  “安心して活動するために”　　講師：日本看護連盟  竹 澤 良 子  常任理事
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編集後記

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：髙階・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）

ホ ッ プ：①4月11日（水）②6月20日（水）

　　　　　　政策推進集会：6月29日

ステップ：③平成25年5月6・7日（月振休・火）

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

　明けましておめでとうございます。
　昨年暮のあべ議員当選の朗報
は今年に向けての盛り上がりと
なりました。
　昨年は石田まさひろさんのホッ
プ・ステップ①②では多くの方々
から支援を頂きました。
　今回、その訪問先の写真を掲載
しましたので“熱伝導”の広がりを
感じていただけたらと思います。
　今年もステップ③・決起集会と
続きます。皆一丸となり大阪のパ
ワーを全開にして、目標達成でき
るよう頑張りましょう！！
　研修後のアンケートからのご意
見・感想など日頃のご協力に感謝
しております。　　　　　　　I.T

お知らせ
今後の研修予定

入会のご案内
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