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2022年度

大分県看護連盟会員数
◆連盟会員　３，０３７名

＊特別会員含む

◆賛助会員　　　　２８名
◆学生会員　　　　　２名
（2022年８月現在）

第26回参議院議員選挙 当選おめでとうございます！

～ とものう りお参議院議員が誕生しました ～

選挙当選ダルマに「目入れ」をし
決意新たな友納氏

石田昌宏参議院議員、日本看護
連盟役員、日本看護協会役員他
皆さまと一緒に喜びを分かち合
うことができました‼



公益社団法人
大分県看護協会

会長　大戸　朋子

　会員の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症が２年半以上も長期化する
なか、医療介護の最前線で、日々ご尽力されていますことに心からの感謝と敬意を表し
ます。
　第26回参議院議員選挙では、友納理緒氏が初当選され、おめでとうございました。
看護の明日をつくるため国政の場でご活躍いただけることは大変心強く、私たちは現場
の声を届けて、これからも応援し続けたいと思います。
　さて、７月24日の看護連盟・看護協会合同研修会では、大島敏子前会長に「看護管理
者にとって連盟活動とは」の演題で特別講演をしていただきました。看護連盟、看護協
会がそれぞれの役割を果たし連携していくための示唆と元気をいただきました。
　今年は、長年の課題でありました看護職給与の引き上げが、一定の役割を担う医療機
関の看護職に対して実施されました。今後は10月以降の診療報酬手当において３％の賃
金アップが実現することを期待しています。これからも皆様と共に、働き続けられる環
境づくりを目指して一緒に行動したいと思います。ご支援、ご協力をお願いいたします。

　日本看護連盟会長職の任期を終了しましたので、ご挨拶をさせて頂きます。
　３年間の日本看護連盟の活動成果を総括すると、１． COVID-19の慰労金支給、２． 
Zoom会議を導入・整備し、全国的に情報提供が可能になったこと、３．第49回衆議院
選挙に参議院から転戦した髙階恵美子議員の当選、４．第26回参議院選挙で新人の友納
理緒候補を174,335票で見事に当選させたこと、 ５．これは、看護協会との連携・協力
をぶれずに実現し、創立63年目を迎えた日本看護連盟が協会によって創立された時の合
言葉、 “看護は一つ”の原点回帰ができたこと、等々です。
　心残りは、１．連盟組織にフェイクが蔓延し、出来事を会員に説明ができていないこ
と、２．168万看護職のうち66万人しか処遇改善が実現しておらず、10月以降の支給を
確実にする組織支援ができないこと、３．組織代表の国会議員が、看護協会の看護政策
にどうかかわったのかの評価ができていないこと、４．後任会長を任期中に選出できな
かった等々です。
　看護をまもることは、命と生活を護ること、日本看護連盟は不滅です。バトンを渡し
ます。皆様、大変お世話になりました。
　余分ですがフェイクを見分ける力は、「だ・い・じ・か・な」で、「誰が発信」「いつ発信」「事
実の裏付けは」「関係性は（自分との）」「なぜ発信」の、論理的思考力を意識的に働かせ
て吟味することだそうです。 

日本看護連盟
前会長　大島　敏子

　2022年度通常総会において会長にご承認いただき、就任いたしました。どうぞ
宜しくお願いいたします。
　３年間に及ぶコロナウイルス感染は依然として猛威を振るっています。
　最前線で看護にあたられています看護職、医療従事者の皆様に敬意を表しますととも
に感謝申し上げます。
　さて、第26回参議院選挙では友納理緒参議院議員を誕生させることが出来ました。皆
様方のご支援ご協力を心より感謝申し上げます。看護協会と看護連盟が一体となり看護
職の組織力を高めることが出来た成果だと思います。
　また、コロナ対応の中で看護の力が認められ、評価され看護職の処遇改善が始まって
います。看護職の働く環境を整えることが、国民の生命と生活を守ることにつながりま
す。看護現場の声を政治の場に届けて、看護政策の実現に向けて、看護の代表議員が十
分な活動が出来るよう支援していかねばと思っています。
　今後も、看護協会とより連携を取りながら看護政策実現に向け努力してまいりたいと
思います。どうぞご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

ごあいさつごあいさつ

大分県看護連盟
会長　寺沢　操

　大分県看護連盟の皆様こんにちは、８月１日より日本看護連盟会長代行を務めさせて
頂いております、どうぞよろしくお願い致します。第26回参議院議員選挙で友納理緒さ
んが17万4335票を獲得し見事当選しました、おめでとうございます。大分県も非常に頑
張りました、皆様お疲れ様でした、ありがとうございました。
　友納さんも頑張りました、短期間で日本各地を回り「看護と法律、両方の専門知識を
持ったリーガルナースとして看護を守り、この国の安全を守っていきます」と静かな語
り口で訴え続け、内に秘めている情熱的な人柄は聴衆を魅了しました。
　今回の選挙は日本看護協会と日本看護連盟が一体となって戦った選挙です。両組織の
会員が精一杯頑張った証です。
　大変すばらしい結果を得てそれぞれの組織の自信と実績になりました。これからも看
護協会との連携を深めて看護政策実現（直近は処遇改善、いわゆる寝たきり給与表の改
善等）のために共に取り組んでいきたいと思います。
　今までも、これからも、日本看護連盟が会員と共に成長し続ける組織であるよう努力
していきましょう。

日本看護連盟
会長代行　冨田　きよ子
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参議院議員
石田　昌宏

　大分県看護連盟の皆様、日頃より多大なるご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
　多くの困難があるにも関わらず、医療の最前線に立ち続け、大分県民の健康を守るため
に力を尽くされている皆様に心より感謝と敬意を申し上げます。
　安倍晋三元総理が凶弾に倒れるという痛ましい事件が起きてしまいました。事件の映像が
報道されましたが、そこには「看護師さん」と呼ぶ声が記録されています。応急処置にあたっ
たのは看護師たちです。安倍元総理のご逝去は残念でなりませんが、危機的状況のなかで、
看護師がとっさに対応したことは大変誇らしく、改めて看護職の重要性を感じました。
　皆様の力の結集により、友納理緒さんという頼もしい同僚を得ることができました。皆
様が「今日も良い看護ができた」と実感できる環境づくりのために、友納さんと共に引き
続き尽力してまいります。
　大分県看護連盟益々のご発展と、会員の皆様のご健勝を心より祈念申し上げます。

衆議院議員
髙階　恵美子

　大分県看護連盟の皆さま、日頃よりご支援を賜りまして誠にありがとうございます。また、
緊張感の続くいのちの現場で、思いやり看護の尊い使命を尽くして下さっている皆様とご
家族の皆様に、心より感謝を申し上げます。
　猛暑が続いた参議院選挙におきまして、見事な成果を勝ち得ることができ安堵しており
ます。看護連盟の思いを遂げる新たな政治活動のスタートに期待を膨らませております。
７月８日には、難病を抱え満身創痍であっても国家国民のため全身全霊を投じた安倍晋三
元総理大臣がテロ事件の犠牲となり尊い生命を奪われました。ご生前のご功績を偲び衷心
からご冥福をお祈りいたします。政治における精神的支柱とも言うべき偉大な存在をなく
し、周囲がひときわ空虚な喪失状態に陥っています。どんなときでも踏みとどまることな
く前へ向かう在りし日の姿を胸に、思いやりと感謝の心で微力を投じてまいる所存です。
末筆ながら、大分県看護連盟の更なるご発展と会員各位のご健勝を祈念申し上げます。

　７月の第26回参議院選挙にて、とものうりおさんがご当選されました。誠におめでとう
ございます。看護師はもちろん、弁護士としても、より安全な看護の職場の実現にご尽力
いただけるものと存じます。とものうりおさんのご当選にご支援くださいました看護連盟
の皆さま方には、自民党国会議員としても御礼を申し上げます。
　コロナ禍では、現場の看護師不足が顕著になりました。これは、看護師の絶対数が少な
いというのではなく、医療制度の在り方、人員配置、地域医療への移行など、複数の要因
が絡まったものです。一つ一つを解きほぐし、より良い看護を提供するための現場に変え
ていかなければなりません。
　よい看護のために現場を変える、現場を変えるために制度を変える。その実現に向けて、
看護系議員として、とものうりおさんと一緒に努力してまいります。看護の基本は臨床に
あり、いつの時も政策立案の基本は現場の声です。皆さまのお声をお聞かせください。

衆議院議員
阿部　 俊子

参議院議員
友納　理緒

　この度、第26回参議院議員通常選挙にあたり、大分県看護連盟の皆さまから多大なるご
支援を賜り、心よりお礼申し上げます。いただきました「17万4335票」という大切な票の
１票１票の重みを日々実感しております。
　今回の選挙では、「看護の明日をつくる」「看護をまもることは、いのちと生活をまもる
こと」をスローガンにさまざまな政策の必要性を訴えてまいりました。看護にとってこれ
からの６年はとても重要な６年間となります。看護職の視点から気づいたことを、弁護士
の観点から分析し解決していくこと、これが立法府における私の役割です。訴えた政策を、
現場の課題を、皆さまと共有させていただきながら、法律や制度の見直しに義務感と責任
感を持って取り組んでいきます。
　看護連盟、看護協会の皆さまとともに歩む６年間とさせていただきたいと思います。
　どうぞ今後ともより一層のご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
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６月５日(日)開催の大分県看護連盟通常総会で、2022年度大分県看護連盟役員が決定
いたしました。どうぞよろしくお願いします！！
2022年度大分県看護連盟役員並びに支部役員

県役員 氏　　名
会 長 （新）寺沢　　操
第１副会長 姫嶋　洋子
第２副会長 糸永　和代
幹 事 長 松本　初美
幹 事 後藤　由貴子
幹 事 篠田　里美
幹 事 野上　陽子
幹 事 赤星　秀子
幹 事 芝尾　與志美
幹 事 北谷　玲子
監 事 東　　美幸
監 事 篠田　真金
（顧問）安東　和代

支　部　名 支部長名 幹事長名
国東・杵築・日出地区 髙井　伸子 河内　智子
別府地区 北條　眞理江 稲田　志信
大分北部地区 後藤　典希子 中西　美子
大分北部第２地区 （新）生野　秀子 後藤　聡子
大分南部地区 神取　美恵子 新名　利恵子
大分南部第２地区 安藤　絹枝 松本　初美
竹田・豊後大野地区 山本　博美 木部　眞里子
豊後高田・宇佐・中津地区 筒井　久美 安藤　るみ
玖珠・日田地区 長谷　あけみ 末廣　千恵美
臼津・佐伯地区 木許　ミチ 石川　光惠
由布地区 後藤　由貴子 佐藤　ますみ
OB会支部 佐藤　たみ子 河野　伸子

１年間、会長代行を務めさせていただきました

第１副会長
姫嶋　洋子

　会長代行としての１年間、新しい会長選任のための選考委員会の立ち上げ、創立60周
年の記念誌発行と記念式典、そして看護連盟の組織代表がなかなか決まらず、わずか半
年間での後援会活動、決起大会、街宣活動、期日前投票のお願い等、まったく初めての
経験の中での濃厚な１年間でした。多くの方々のご支援のおかげで、友納理緒氏の高得
票での当選、そして新しく会長を迎えることができ、安心して任を終えることができま
した。
　看護連盟そして看護協会の組織の力のありがたさを痛感した１年でもありました。今
後は副会長として、微力ながら看護連盟の活動を支えていきたいと思います。今後とも
連盟活動になお一層のご支援・ご協力をよろしくお願いします。

　私が看護連盟を身近に感じたきっかけは、故有田幸子
先生との出会いでした。若輩の私に看護師の社会的地位
向上と看護大学の創設など看護師育成によせる思いを真
摯に語ってくださいました。それから20年近くたった今、
支部長として連盟活動を行うことに不思議なめぐりあわ
せを感じています。諸先輩方の看護によせる熱い思いを
次世代の方々につなげていけるよう取組んでいきたいと
思っています。よろしくお願いいたします。

大分北部第２地区支部
支部長　生野　秀子

大分北部第２地区支部
前支部長　石橋　弥生

新旧役員あいさつ

　この度、病院退職に伴い、北部第２地区支部長を退
任致しました。ここ数年はコロナ禍で活動が制限され
ることもありましたが、医療の最前線で働く看護職の
声を政策に反映させ、労働環境・労働条件改善を実現
させていくためには、より多くの看護職が一丸となっ
て声を上げることが重要であることを改めて実感致し
ました。５年間の看護連盟活動を通して貴重な経験を
させていただき、連盟役員の方々や地区支部会員の皆
様のご支援に心より感謝申し上げます。

大分北部第２地区支部

 2022年度大分県看護連盟役員の紹介
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●日時　令和４年６月５日（日）　12：30～15：30　
　会場　大分県看護研修会館（３F大研修室・２F第１研修室）
　出席　役員22名、会員81名、委任状2,281名で総会成立

202２年度大分県看護連盟通常総会並びに大分県看護連盟創立60周年記念行事202２年度大分県看護連盟通常総会並びに大分県看護連盟創立60周年記念行事

　開会にあたって、黒田副知事、岩屋衆議院議員、阿部英仁県会議員、石田参議院議員よ
りご祝辞をいただいた。
　大分県看護連盟創立60周年記念行事はコロナ禍で規模縮小し、連盟活動に長年貢献され
た13名の方、代表古賀孝子氏に創立60周年感謝状と記念品を授与した。会員歴20年以上の
40名の方、代表小出好子氏に会員表彰を授与した。
　議長団に大分市医師会立アルメイダ病院　甲斐仁美氏、大分県立病院　坂井綾子氏が選
任された。2021年度報告事項はすべて承認、2022年度スローガン、事業計画、予算、選挙
対策、役員改選の案はすべて承認された。大分県看
護連盟会長に　寺沢　操氏の就任が決定した。

特別講演：「看護と看護連携のこれから」
　　講師：参議院議員　石田　昌宏　様

　看護連盟の歴史を改めて振り返ることができた。
看護の現実を受け止めて、これまでの価値観にとら
われることなく、改善していく工夫が必要であると
示唆されされた。

日時：2022年２月25日㈮
会場：ザ・プリンスパークタワー東京
出席：代議員573名、会場出席72名、委任状501名で総会成立。

  2021年度名誉会員、各委員会報告、スローガン、事業計画、予算等が報告され承認・可決された
　第26回参議院選挙の組織代表候補予定者として「とものう りお」氏を決定。総会に続き、「とものう りおを国政へ」の
決起集会が行われた。とものう りお氏のプロモーションビデオが放映され、組織代表としてのとものう りお氏の決意表明
があり、ガンバローコールで参加者の士気を高めた。

2021年度日本看護連盟通常総会及び決起大会

日時：2022年５月25日㈮
会場：ザ・プリンスパークタワー東京
　　　大分県看護研修会館第１研修室（ハイブリット）
出席：代議員554名、会場出席132名で総会成立。

2022年度名誉会員、各委員会報告、スローガン、事業計画、予算等が報告され承認・
可決された
　総会に続き、「とものう りお総決起大会」が行われた。岸田総理ビデオメッセージを
はじめ、来賓の方々の応援メッセージ、とものう りお氏の決意表明の後、青年部代表の
前田氏が音頭を取り、全国の会長と共にガンバローを三唱した。

2022年度日本看護連盟通常総会　とものう りお総決起大会

感謝状授与 来賓

議長団

石田まさひろ参議院議員とともに

会員表彰授与
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９位当選 ６位当選 ８位当選 15位当選 19位落選 20位落選 22位落選 27位落選

とものう  りお
（看護師）

自見 はなこ
（医師）

山田　宏
（歯科医師連盟推薦）

神谷　政幸
（薬剤師）

小川　克巳
（理学療法士）

木村　義雄
（介護・栄養士関係）

園田　修光
（介護福祉政治連盟）

吉岡 伸太郎
（全国保育推進連盟）

全国 174,335票 213,369票 175,871.715票127,188.459票181,222.945票113,925.825票 93,380票 55,804票
大分県 3,381票 3,604票 1,395票 1,785.405票 2,267.435票 1,458.855票 357票 352票

第26回参議院選挙　医療・介護・福祉関係者得票数（大分県） 

得票数 投票率
全　国 大分県 全 国 大分県

第26回　友納　理緒 174,335票 3,381票 52.1％ 53.0％
第25回　石田　昌宏 189,893票 2,668票 48.8％ 50.5％
第24回　髙階恵美子 177,810票 3,040票 54.7％ 58.4％
第23回　石田　昌宏 201,109票 3,508票 52.6％ 53.2％
第22回　髙階恵美子 210,443票 3,995票 57.9％ 63.0％

得票数と投票率
　第26回参議院選挙では、看護師・弁護士の友納理緒氏
が、初当選を果たすことができました。ご支援いただい
た皆様に深く感謝申し上げます。
　短期決戦であり知名度が低かったため厳しい選挙とな
りましたが、友納候補は自民党全国比例18名の中11位と
なりました。全国的に投票数が伸び悩む中、大分県は
3381票で、連盟会員数比率で110.1％とこれまでの最高
の得票数となりました。医療・介護・福祉関係では、自
見英子氏に及ぶことができませんでした。
　今後は、次回第27回参議院選挙で今回以上の得票を獲
得し、代表の国会議員が国政の場で看護職のために力を
発揮できるよう応援する必要があります。今後とも皆様
のご支援をよろしくお願いします。

第26回参議院議員選挙　結果＆まとめ

支　部 得　票　数 2021年度
連盟会員数 投票率市　町　村 支　部

国東･杵築･日出地区

杵築市 55 

240 225 106.7％国東市 119 
東国東郡姫島村 0 
速見郡日出町 66 

別府地区 別府市 226 226 190 118.9％
大分北部地区

大分市 1,164 1,164 887 131.2％大分北部第2地区
大分南部地区
大分南部第2地区

竹田･豊後大野地区 竹田市 92 192 255 75.3％豊後大野市 100 

豊後高田･宇佐･中津地区
中津市 81 

190 156 121.8％豊後高田市 48 
宇佐市 61 

玖珠･日田地区
日田市 393

452 218 207.3％玖珠郡九重町 21 
玖珠郡玖珠町 38 

臼津･佐伯地区
佐伯市 561 

754 600 125.7％臼杵市 115 
津久見市 78 

由布地区 由布市 163 163 478 34.1％
OB会 全域 - 61 

合　　計 3,381 3,070 110.1％

とものう りお参議院議員の支部別（市町村別）得票数と比率

都道府県 2021年度
連盟会員数

とものうりお
得票数 比　率

北 海 道 6,590 1,517 23.0％
青 森 県 702 1,249 177.9％
岩 手 県 2,075 1,917 92.4％
宮 城 県 1,731 1,603 92.6％
秋 田 県 2,498 3,010 120.5％
山 形 県 916 1,238 135.2％
福 島 県 6,534 6,294 96.3％
茨 城 県 4,926 4,967 100.8％
栃 木 県 7,610 6,026 79.2％
群 馬 県 3,552 4,042 113.8％
埼 玉 県 3,796 4,598 121.1％
千 葉 県 2,620 4,024 153.6％
神奈川県 4,293 4,982 116.0％
東 京 都 3,343 6,963 208.3％
新 潟 県 3,041 3,464 113.9％
山 梨 県 2,665 2,128 79.8％
長 野 県 4,937 4,724 95.7％
富 山 県 4,635 5,319 114.8％
石 川 県 5,316 2,182 41.0％
福 井 県 4,707 5,124 108.9％
岐 阜 県 5,103 4,155 81.4％
静 岡 県 5,834 7,993 137.0％
愛 知 県 8,555 8,293 96.9％
三 重 県 5,458 3,578 65.6％

都道府県 2021年度
連盟会員数

とものうりお
得票数 比　率

滋 賀 県 466 948 203.4％
京 都 府 1,809 1,062 58.7％
大 阪 府 5,902 4,311 73.0％
兵 庫 県 5,798 4,772 82.3％
奈 良 県 2,594 1,696 65.4％
和歌山県 1,335 1,236 92.6％
鳥 取 県 403 1,017 252.4％
島 根 県 2,416 2,149 88.9％
岡 山 県 9,144 5,404 59.1％
広 島 県 6,437 7,798 121.1％
山 口 県 4,189 2,450 58.5％
徳 島 県 825 1,765 213.9％
香 川 県 4,182 5,173 123.7％
愛 媛 県 5,284 4,880 92.4％
高 知 県 892 1,765 197.9％
福 岡 県 8,334 4,163 50.0％
佐 賀 県 1,440 1,111 77.2％
長 崎 県 5,849 5,293 90.5％
熊 本 県 7,212 6,951 96.4％
大 分 県 3,070 3,381 110.1％
宮 崎 県 1,969 1,808 91.8％
鹿児島県 2,782 3,817 137.2％
沖 縄 県 3,089 1,995 64.6％

186,858 174,335 93.3％

とものう りお参議院議員の都道府県得票数と比率

とものう りお参議院議員　当選おめでとうございます！

当選証書と議員バッジをいただきました。
大変身の引き締まる思いです。

ご支援下さった皆さまと今日の日を共有させていただきたい
と思います。本当に本当にありがとうございました！

とものうりおoffi  cialsiteより

※「特定枠」を除いた順位
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日時：2022年２月20日㈰10：30～13：30
｢とものうりおを囲む会｣ をZOOMで開催した。
３施設をZOOMで結び、友納理緒先生と意見交換等を行った。

・10：30～国東市民病院(出席者11名)
・11：30～新別府病院　(出席者15名)
・13：00～大分県立病院(出席者14名)

とものう りおを応援する会

現場の声を届け、活発な意見交
換ができた。法的根拠をもとに
した説明を受け、参加者は課題
解決に向けて示唆を得ることが
できた。

日　　時　　2022年５月15日㈰　10:00～11:30　　
会　　場　　レンブラントホテル大分　２階 ｢二豊の間」
参 加 者　　99名
　九州４県一連の総決起大会で、友納理緒氏は石田議員と共に、宮崎よ
り早朝に大分入りした。
企画運営を青年部が担当し、恒例の「応援あいうえお作文」で盛り上げ
士気が高まった。最後は、全員で、黄色いタオルを振りかざし、ガンバロー
コールで、エールを送った。

プログラム
挨拶
大分県看護連盟会長挨拶　　会長代行　姫嶋　洋子
大分県看護協会会長挨拶　　会　　長　大戸　朋子
来賓あいさつ
（国会議員）
・衆議院議員　岩屋　たけし
・衆議院議員　衛藤　征士郎（代理）
・参議院議員　衛藤　晟一（代理）
（地方議員）
・大分県議会議員　嶋　幸一
応援演説
参議院議員　石田　まさひろ
応援メッセージ　
・大分県看護連盟 名誉会員　髙橋　多佳子
組織内候補予定者の決意表明　とものう りお
選挙区候補予定者のスピーチ
・自由民主党大分県参議院選挙区第一支部長
　弁護士   古庄 はるとも氏
応援エール
・青年部　ガンバローコール　大分県看護連盟青年部　合田　健二

とものう りお総決起大会

青年部　大久保病院　馬場　夕耶莉　　
　今回初めて総決起大会に参加させてもらいました。とものうさんは現在、弁護士として活躍されていますが、以前医療の
現場で看護師としても働いていた経験があることを知りました。とものう りおさんは、看護職の理解と法制度を理解され
ている私たちにとって最強の代表だと思いました。私は現在、看護師になり三年目になります。青年部に入ってまだ１年弱
しかたっていませんが青年部に入るまでは政治についてあまり興味はありませんでした。実際に青年部の活動を行って中で
選挙の投票率の低さについて知りました。中でも若年層の選挙投票率が低く投票権があるのに投票に行っていない現状を知
りました。今回の選挙では看護師の賃金アップを目指すチャンスとなります。投票に行くことで、看護職をよくすること、
そのことにより国民がよくなるこ と に繋がることをしっかりとみんなに伝えていく必要があると感じました。

とものう りお個人演説会

とものう りお氏の熱意と決意が伝わって
きました！（日本看護協会地下2Fより）

とものう りお”うちわ”を手作りして応援
（大分県看護研修会館にて）

22日㈬公示「とものう りお出陣式」

23日㈭「とものうりお個人演説会」

日本看護連盟で出陣式が行われ、７月
10日の投開票日に向けた18日間の選挙
戦に入りました。

とものう りお氏の個人演説会が日本看
護協会地下２階で行われ、ライブ配信
されました。大分からも熱いエールを
送りました‼

応援あいうえお作文

日時：2022年６月23日㈭14：00～15：00

皆でガンバローコール!!
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2022年6月26日㈰「とものう りお」街宣車 が

26日（日）早朝、石田まさひろ参議院議員、日本看護協会鎌田久美子常任理事、「ともの
う りお」街宣車が、宮崎県より大分県佐伯市へ到着しました。佐伯駅前で ｢出発式｣ を挙
行し、イザ出発！！佐伯・津久見・臼杵・大分・別府までの施設等を11ヶ所まわりました。
日曜日にもかかわらず、たくさんの方が迎えてくださり、熱い
応援をいただきました。また、国会議員・県会議員・市会議員
の先生方にも、心のこもった応援演説をしていただきました。
　街宣車イエローカーは、「とものう りお」の熱い思いをでも
みなさまに届けながら、駆け抜けました！！
ご協力ありがとうございました。

②南海医療センター

衛藤征士郎衆議院議員増村秘書応援演説

⑧帰巖会臼杵病院
⑦臼杵市医師会コスモス病院

院長もスタッフとともに
お出迎え

看護の力を集結！

①佐伯駅

⑨大分県看護研修会館

イザ出発!!

中野哲朗日田市議
応援演説
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へ（佐伯・津久見・臼杵・大分・別府）大 分 県
東国東郡

速見郡

玖珠郡

大入島
おおにゅうじま

大分県
OOITA 石田昌宏参議院議員 日本看護協会　鎌田久美子常任理事

ご協力あり
がとうござ
いました。

③塩月内科小児科医院 ④長門記念病院

清田　哲也県議、
染矢　和陽市議応援演説

院長・副院長以下オールスタッフ集合

⑥津久見中央病院⑥津久見中央病院 ⑤西田病院

横断幕を用意してのお出迎え

⑩別府駅東口

⑪新別府病院

応援演説　岩屋毅衆議院議員、嶋幸一県議
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日　時　2022年２月20日（日）14:00～16:00
会　場　大分県看護研修会館（２F)「第１研修室」・ZOOM（ハイブリッド）
参加者　109名（会場31名  ZOOM78名）

　テーマ：｢コロナ禍におけるハラスメントの対応と予防について」
　講　師：日本看護協会　参与　友納　理緒 先生

ハラスメントについて正しく認識し、現状の課題や対策について考える機会となった。

＜アンケート結果より＞
〇感想：職場内の様々なハラスメントについて、実際にその影響を受けている人が多いことに驚きました。
〇職場の課題：ハラスメント事例について、相談後どのようにその問題を検討し、解決していけば良いのか明確になってい
ない。

〇今後の取り組み
・施設内でのハラスメントについての学習会・研修会を実施する。
・ハラスメントの定義に関する知識・認識の統一に取り組む。ハラスメントの方針を明確化し、見えるところに表示する。
・組織的に声を上げる仕組み、体制を明確にしていき、そのことを職場に伝えていく。
・院内の相談員（師長）教育の取り組み

2021年度年度会員研修会

～大分県看護連盟・看護協会合同研修会に参加して～

大分赤十字病院　生野　秀子
　第26回参議院選挙の興奮も冷めやらぬなか、日本看護連盟　大島敏子会長が来県しての特別講演で研修会場は華
やかな雰囲気に溢れていました。冒頭、大島会長から大分県での友納理緒氏への投票数が過去の連盟候補への投票
数の中で最高票だったことが報告されました。それは大分県看護協会と看護連盟が協働した成果であるとのお言葉
をいただきました。全国的には日本看護連盟の目標票数に届かず看護職の専門職組織への意識の低さを実感しまし
た。さらに研修では看護職の所得や役職が低い原因を、数々のデータから学ぶことができました。看護管理者は、
政治に関心を持ち、看護制度を考えることができる看護師の育成が不可欠だと思いました。大島会長は深刻な問題
もユーモアたっぷりに講演されるので、いつも元気と勇気をいただいております。看護連盟会長のご勇退はとても
残念ですが、大島会長の今後のご活躍とご多幸を祈念して感謝の意としたいと思います。

特 別 講 演

日　時　令和４年７月24日10:00～12:00
会　場　大分県看護研修会館（２F)「第１研修室」・ZOOM（ハイブリッド）
参加者　108名（会場41名　ZOOM67名）

　テーマ：｢看護管理者にとって連盟活動とは」
　講　師：日本看護連盟会長 大島　敏子　先生

2022年度大分県看護連盟・看護協会合同研修会

特 別 講 演

　大島敏子会長在任中最後の特別講演となり、今後の連盟活動どのようにしているべきか今からできることは何な
のか等をお話しいただいた。タイムリーかつ長期的展望に至った看護政策が望まれる中で、看護師の処遇改善を中
心に看護協会と看護連盟との連携の大切さ、自律した活動することの大切さを学ぶことができました。
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2022年８月６日㈭13：00～16：00
出席者：6名
Ⅰ　会長挨拶　Ⅱ　青年部担当幹事挨拶　Ⅲ　ブレイクアウトルーム　　　参議院選挙の振り返りをしました!!

～第１回ブロックミーティングに参加して～
大分県立病院　佐藤みなみ
　九州ブロック各県より参議院議員選挙に対する青年部の活動報告があり、情報共有ができた。その中で、推薦者の紹介の
動画作成と、商業施設で週末限定の投票所開設に関しての活動報告が印象に残りました。前者は、候補者が直接来県できる
とさらに盛り上がり実際に見てもらうことで印象に残ると思います。後者は、多方面での調整等が必要であるものの、人が
より集まる場所であれば投票率はアップにつながると思いました。
　コロナ禍もあり今回の選挙戦では、候補者本人の来県が叶わず、「とものう りお」という名前は聞いたことがある、
リーフレットで見たことがあると言った状況の人も多かったと思います。動画で実際に候補者が訴えたり自己紹介をするこ
とで、視覚的な印象を与えられると思うので周知という点でより効果的ではないかと思いました。

大分大学医学部附属病院　飯田裕也
　私は今年度、大分県看護連盟青年部の委員長として活動を行っている。今年は選挙の年ということもあり、大変な時に委
員長になってしまったと責任の重さを感じていた。
　ブロックミーティングでは、選挙や今後の連盟活動の発展のため、各県が行った活動に関して意見交換を行った。大分県
は決起大会での活動やSNS推進について発表をした。COVID-19感染症が今までにない流行を見せる中、各県、思うような
活動ができず苦慮していることを共有した。一方で、このような大変な医療や看護の現場をなんとか変えていきたい、その
ために看護師として、青年部として何ができるのだろうか、と考える機会にもなった。ZOOMでのミーティングではあった
が、他県の方々と顔を合わせ意見交換ができた。これからも青年部のネットワークを強化して、「今自分にできること」を
実践していければと思う。

第１回青年部ブロックミーティング（ZOOM）

日　時：2022年２月18日㈮　10：00～11：00
参加者：20名（学生17名、役員２名、青年部１名）

  2021度で閉校になる別府大学附属看護専門学校での
最後の出前講義となった。

～別大附属看護学校での出前ポリナビを終えて～
永冨脳神経外科病院　戸上　淳也
　今回はコロナ禍の中、別大附属看護学校で出前ポリナビをさせてもらいました。国家試験を終えて、学生の皆さんも少し
落ち着いていた様子でした。講義中は主に連盟の成り立ちや働き、看護協会との違いなどを軸に説明し現職の国会議員の方
や公認候補となったとものう　りお氏について、お話させてもらいました。
　コロナ禍においてなお、看護師を目指す学生の方々は真剣な眼差しで話を聞いてくれました。別大附属看護学校は今年度
をもって閉校すると聞き、卒業生としても看護連盟青年部としても非常に残念な気持ちでしたが、最後に出前ポリナビをす
ることが出来て良かったです。未来ある若手看護師の皆さんが少しでも働きやすい環境が出来る様、今後も微力ながら邁進
していこう、と思いました。

【アンケート結果】
・看護師として働く上で、多くの連盟や団体があり、たくさんの活動をしているのだと知った。
・看護師の働く環境・条件の改善になるなら入会したいと思った。
・看護連盟も看護協会と繋がっておりこれからの私たちにとても関りがあることが理解できました。※前回
  の投票もNSに関りがある方に入れました。今後もよろしくお願いします。 

出前ポリナビ（別府大学附属看護専門学校）　　

日　時：2022年３月27日㈰　11：00～12：00
会　場：大分県看護研修会館　２F「第１研修室」　
出席者：37名　

・石田議員より、参議院選挙について・看護職の処遇改善
　について講話
・青年部と支部からの現場の声に対するQ&A

石田まさひろオンライン意見交換会（ハイブリッド）

－青年部Nurse-ful委員会活動報告－
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羽毛布団・宝飾品・バッグなど良いものを安くを“モットー”に。
連絡頂ければお伺いいたします。

〒820-1111　福岡県飯塚市勢田2414-6
TEL.0949-66-4858　FAX.0949-66-4859

sales adviser
福田　勝己

    mobile 090-4510-9723

大分県看護連盟からのお知らせ

2022年度　連盟会員を募集しています！
日本看護協会の会員であれば、だれでも自由に連盟会
員になれます。

連盟会員　年会費　7,500円
(日本看護連盟5,000円＋大分県看護連盟2,500円）
特 典
・連盟主催の研修会はすべて無料で参加できます。
・日本看護連盟機関誌｢アンフィニ」等の配布
　(施設または個人）　
・看護職国会議員の情報配信等・・・
・賛助会員(会費1,000円）
・学生会員(会費無料）も募集しています。
☆☆　詳細はホームページをご覧ください　☆☆

大分県看護連盟が創立60周年を迎え、足跡を残すため
記念誌を発行することができました。
創立40年からの足跡を振り返っていただくため、ご一
読いただければ幸いです。会員施設にはすでに配布し
ておりますが、多少在庫がありますので、ご希望の方
は事務局までお問い合わせください。

　皆様のご支援のおかげで友納理緒氏が組織代表
として初当選することができ
ました。記念すべき本号の編
集をすることができ、うれし
く思います。今後も広報誌の
内容の充実に努めて参りたい
と思います。

編 集 後 記

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更される場合がありますのでご了承ください。

大分県看護連盟創立60周年記念誌
を発行しました！

◇広島県看護協会東広島・
竹原支部
◇神奈川県立汐見台病院
◇三重県立志摩病院
◇仙台厚生病院
◇土浦協同病院
◇国際親善総合病院
◇愛知県看護連盟総会
　その他多数

研修会 日　時 会　場 内　容

大 分 県 看 護 連 盟
リ ー ダ ー セ ミ ナ ー

2022年
10月16日(日)
10:00～15:30

（ハイブリッド）
大分県看護研修会館
3F「大研修室」＆

ZOOM

（対象）大分県看護連盟の新任リーダー
特別講演
　テーマ：「看護と看護政策」
　　　　　　～処遇改善を中心に～
　講　師：友納　理緒 参議院議員

ポ リ ナ ビ ワ ー ク
シ ョ ッ プinお お い た

2022年
12月４日(日)

未定 未定

（対象）大分県看護連盟の新任リーダー
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