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自民党比例代表医療系当選議員の獲得票数
候補者氏名 職種 全国票数 群馬県票数

１位 石田　昌宏 看 護 師 189,893票   3,978票

２位 本田　顕子 薬 剤 師 159,596票   1,787票

３位 衛藤　晟一 福祉推薦 154,578票   1,710票

４位 羽生田　俊 医　　師 152,807票 22,047票

25回参議院議員選挙
２期目の当選　おめでとうございます

石田まさひろ氏
医療系候補トップ!!
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会  長  挨  拶

　猛暑も終わり、秋めいて参りましたが、みなさまお変わりなくお過ごしでしょうか。
　この度の第25回参議院選挙で「石田まさひろ氏」が無事２期目の当選を果たすことがで
きました。そして、自民党公認比例代表で医療業界の中で議員としてトップ当選したことは、
看護職の組織代表議員として大変喜ばしい成果です。
　今回の選挙戦では、多くの皆様に多大なるご支援、ご尽力を賜りましたことを、心より感
謝しお礼申し上げます。有難うございました。
　石田まさひろ議員は、２期目の当選にあたり国会が始まり「看護職の現場環境改善と看護
の未来のために進んでいきます」と提言しております。
　今後も、「看護の明るい未来」に向けて、山積している看護の課題を政策実現させていく
ためには、政治の力が必要です。そのためには看護連盟と看護協会が連携した活動を強化す
ることが益々重要になってきます。
　施設代表者、看護管理者、会員の皆様には、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げ
ます。これからも看護連盟は「ベッドサイドから政治を変える！」をスローガンに活動を邁
進してまいります。

比例代表で石田まさひろ氏が
　　　　　医療業界の議員としてトップ当選!!

会長
島崎すえ子

第22回〜第25回
参議院選挙獲得票数（群馬県）

支部名
第22回
たかがい恵美子
獲得票数

第23回
石田まさひろ
獲得票数

第24回
たかがい恵美子
獲得票数

第25回
石田まさひろ
獲得票数

前　橋 1,213 1,000 922 875

高　崎 1,300 707 606 630

桐　生 508 313 279 338

太　田 451 467 353 456

伊勢崎 473 313 427 442

館　林 427 397 371 322

藤　岡 186 128 143 144

富　岡 677 212 189 133

安　中 163 63 72 95

渋　川 263 140 147 168

中之条 291 141 159 207

沼　田 187 155 140 168

合　計 6,141 4,036 3,808 3,978



3

日本看護連盟通常総会

群馬県看護連盟通常総会

開催日　令和元年６月14日（金）
会　場　ザ・プリンス　パークタワー東京

開催日　令和元年６月22日（土）
会　場　群馬県看護教育センター

� 群馬県看護連盟幹事　佐藤　富代
　今年度は、ザ・プリンス　パークタワー東京の会場にて
全国から集まった会員約1,500名の熱い熱気に埋め尽く
されました。総会では、今年度重点方針、選挙の勝利、力
強い組織の創生、成熟・自立した活動が承認され、草間朋
子会長から大島敏子会長へ、新たな連盟が始動しました。
その後、第25回参議院議員選挙に向け「石田まさひろ総
決起大会」となりました。多くの国会議員からの心強いメッ
セージ、歴代の元看護職議員からの応援、各県の応援セレ
モニー…等々。
　私も石田コールを、石田議員の２期目に思いを馳せなが
ら…熱い１日でした。

� 群馬県看護連盟幹事　滝川　房子
　日本看護連盟は令和元年、創設60周年を迎える事にな
りました。この間看護をとりまく環境は大きく変革し、そ
の源は多大なる先輩の皆さまの努力並びに会員一人ひとり
の力であることを再確認しました。草間朋子会長は本年度

重点方針として「選挙の勝利」「力強い組織の創成」「成熟・
自律した活動」を揚げました。このことから、山積みの課
題を政策実現に繋げ「看護の力で日本を元気にするために」
のキャッチフレーズで今後も看護連盟の活動を邁進してま
いります。

� 原町赤十字病院　金井　典子
　看護連盟の活動や役員会報告が行われた。看護と政治の
関係は、日頃の看護実践の中では意識しにくく、理解し伝
えることの大切さと難しさを感じていた。
　特別講演は、石田まさひろ政策秘書の五反分正彦先生の
『時代の流れをとらえた看護政策とは』であった。時代が変
われば政治が変わり、政治が変われば生活が変わる。看護
と看護政策は、ラフティングに例えると、看護は「船の中
の手当て」、政治は「船自体や川の流れを変える検討」と説
明があった。国会を職場とする看護師の必要性や地位向上、
看護職を「元気」にすると、看護・介護を受ける人やその
家族等へ波及効果が高い等わかりやすい講演であった。

特別講演

講師　参議院議員　石田まさひろ事務所
　　　　　政策秘書　五反分　正彦　先生
演題　「時代の流れを捉えた看護政策とは」 石田まさひろ応援エール

講演後、石田まさひろ議員のお面をつけて登場♪

参
加
者
と
共
に

ガ
ン
バ
ロ
ー
!!
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役員新任あいさつ
幹事長　小林きみ江
この度幹事長を拝命いたしました。ま
だ幹事として２年の活動経験しかあり
ませんが、連盟の役割の大切さを改め
て感じているところです。看護の現
場には政治的手段でしか解決できな
い問題があります。そのためには看護
の代表を国政に送り続ける必要があり
ます。法律が看護界に与えた影響も数
多く報告されています。私自身まだま
だ連盟に関しては勉強不足ですが、会
員の皆様に少しでも多くの情報を提供
できるよう頑張っていきたいと思いま
す。

前橋３区支部長　後閑　優美
今年度から前橋３区支部長をさせてい
ただきます善衆会病院の後閑です。簡
単に支部長を引き受けてしまいました
が、看護連盟の活動の重みを感じてい
ます。職場での看護問題や政治的に解
決しなければならないことを看護連盟
に届けられるよう、役員の皆様のご指
導をいただきながら、貢献できるよう
に努めていきたいと思います。

高崎４区支部長　渡部　藤枝
この度、高崎４区の支部役員を務めさ
せて頂きます渡部藤枝です。この様な
大役は自身初めてです。今までは、選
挙期間は投票に行ったりと参加する側
でした。しかし、この度の任務は推奨
する側ですので、やはり大役と感じて
おります。看護連盟の活動を一つ一つ
学び、また、沢山解らないことがある
と思いますが、先任の方々の御指導を
承りつつ務めさせて頂きます。宜しく
お願い致します。

高崎３区支部長　新井佳代子
今期より高崎３区の支部長を務めさせ
て頂く事になりました。看護師になり
管理職の立場になってから看護連盟の
事を知りました。初めて連盟のポリナ
ビに参加させて頂いた時、私達の仕事
を変える為には連盟の働きと政治の力
の必要性を強く感じたのを覚えていま
す。微力では有りますが連盟について
１人でも多くの方に知って頂く橋渡し
が出来ればと思っています。

富岡支部長　井田てる恵
2019年度より富岡支部の支部長にな
りました、公立富岡総合病院の井田で
す。看護連盟の役割や活動を把握し、
研修の参加や会員数の増加に向けて何
を行うべきか、富岡支部の方々と協力
し活動していきたいと思います。微力
ですが、ご指導を頂きながら頑張りた
いと思います。

藤岡支部長　武井　浩之
この度藤岡支部長に任命されました、
武井浩之と申します。所属は公立藤岡
総合病院で現在は介護老人保健施設
「しらさぎの里」に配属されておりま
す。連盟活動については、まだ「いろ
は」の「い」もわからない状態ですが、
皆様にご指導いただきながら努めてま
いりたいと思います。

安中支部長　高瀬美奈子
この度、安中支部長を仰せ付かりまし
た高瀬と申します。今まで連盟の仕事
や活動について正直、あまり考えた事
がありませんでした。しかし今の自分
の立場を振り返って見ると、身近にい
る様々な諸先輩方の努力のお陰で今の
看護師の職場環境が有ることが理解出
来ます。微力では有りますが、お役に
立てますよう努めて参りたいと思いま
す。

幹事　高橋　冷子
この度、幹事に任命されました髙橋冷
子です。現在の医療介護を取り巻く環
境の急激な変化の中で、笑顔で生き生
きと働ける看護職の明るい未来に向
かって、皆様のご指導をいただきなが
ら力を尽くしていきたいと思っていま
す。

幹事　鈴木まゆみ
今回は今まであまり興味がなかった看
護連盟の役員をおおせつかりました
が、これを期に連盟の組織・活動につ
いて勉強していきたいと思います。ま
た、新しい看護師さんにも連盟に興味
を持っていただけるような方法を考え
ていきたいと思います。

よろしくお願い致します
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令和元年度　群馬県看護連盟役員名簿

役員退任あいさつ

会　　長 島崎すえ子 幹　　事 岩崎　幸子 前橋１区支部長 水野眞由美 太田支部長 浅海　真澄
副 会 長 外丸冨美子 岡部　洋子 前橋２区支部長 小川　葉子 伊勢崎支部長 古郡三枝子

関　　妙子 髙橋　冷子 前橋３区支部長 後閑　優美 館林支部長 佐藤　富代
幹 事 長 小林きみ江 監　　事 小澤　初美 高崎１区支部長 中島加津子 藤岡支部長 武井　浩之

幹事（財政部長） 市川美代子 上田　礼子 高崎２区支部長 石田　素彦 富岡支部長 井田てる恵
幹　　事 鈴木まゆみ 顧　　問 荻原　京子 高崎３区支部長 新井佳代子 安中支部長 高瀬美奈子

佐藤　富代 悦永　昭子 高崎４区支部長 渡部　藤枝 渋川支部長 小林きみ江
菊池　善江 推薦委員 大島貴久枝 高崎５区支部長 坂本由美子 中之条支部長 干川喜久美
滝川　房子 土屋　祐子 桐生支部長 青木　貴子 沼田支部長 内山　　恵

高崎３区支部長　藤井　深雪
２期６年支部長をさせて頂きました。最初は何も解らず、
連盟とは？看護協会との関係は？から学び、沢山の事を経
験しました。特に東日本大震災の後の被災地訪問は、貴重
な体験となりました。看護の代表を国政に送ろうという目
的のために選挙の時は、かなり頑張りました。ですが、普
段から看護の代表が私たち看護職のために、どれだけの活
躍をして下さっているかを伝えていくことが重要だと痛感
しています。今後は今まで学んだこと、経験したことをしっ
かりと伝えていきたいと思います。

前橋３区支部長　久保田千鶴子
超少子高齢化の進行や医療技術の進歩により、看護師への
ニーズが高まり、看護師不足はますます深刻になっていま
す。山積する医療・看護の課題を乗り切るためには、高い
得票数で当選し、国会の場で活躍できる看護職の議員がど
うしても必要なことは言うまでもありません。今後も、看
護師として微力ながら活動を続けたいと考えております。

幹事　田村　美春
群馬県看護連盟での３年間は、研修会、国会見学、ポリナ
ビ等を通し、私自身の学びの場でした。会員数の伸び悩み、
選挙離れ等、更に取り組まなければならない課題も明らか
ですが、看護職自らの力で未来を作っていくために今後も
支援させていただきたいと思っています。

幹事長　加藤　潤子
在職中、特に病院訪問を積極的に行い、協会・連盟の政策
提言・政治活動の連携と重要性をお伝えしてきました。看
護管理者の皆様には、快く対応して頂き感謝申し上げます。
連盟組織運営を強化してまいりましたが、今回の参議院選
挙の結果を踏まえれば、スタッフまで、活動内容が浸透で
きたかは、残念ながら不十分であったと言わざるを得ませ
ん。しかし、役員の結束力は強く、顔の見える選挙ができ
たと自負しております。連盟の意味を看護職全体で共有し、
意識を高めることが重要と考えます。各支部長及び各施設
で連盟を考える機会を設けて頂き、活動を更に活性化し、
選挙に強い組織づくりをして頂きますようお願い申し上げ
ます。

富岡支部長　須藤　幸江
支部長として３年間の任期を終えることになりました。十
分な活動ができませんでしたが今後は一会員として協力さ
せていただきます。

青年部代表　神戸　宣輝
青年部立ち上げから10年間、看護連盟に携わらせていた
だきました。この10年間で「変化に適応する大切さ」「人
脈の大切さ」「行動力の大切さ」を学びました。今後益々
時代の変化と共に、看護師の働き方も多様化しなくてはな
りません。今後も学び、挑戦し、行動してゆきたいと思い
ます。

安中支部長　大橋奈津美
この度、支部長を退任することになりました。連盟活動に
参加した私がまず、驚いたのは、連盟役員の方のパワーで
す。看護師の誇りを持ち、看護業務の改善の為に、県議会
議員や国政に現場の声を届けようと頑張っています。連盟
会員の皆様。自署の連盟役員の方を応援していただければ
幸いです。

藤岡支部長　小田桐みどり
前回の石田議員の選挙直前から２回目の選挙まで６年４ケ
月支部長としてお世話になりました。活動して看護職の代
表を国政に送ることの意味、重要性を理解でき、看護連盟
の必要性を実感するとともに、伝え広めることの難しさを
ひしひしと感じました。活動を通じて多くの方とお知り合
いになれたことは大きな糧となりました。

高崎４区支部長　松澤　　希
このたび３年間の任期を終え、支部長を退任することとな
りました。お世話になった皆様方に心よりお礼申し上げま
す。今回連盟活動を行い、看護と政治の大切さ、看護職議
員を国政に送ることの大切さを学ぶことができました。今
後も看護の発展のために微力ながら尽力いたします。

退任役員の皆さま

大変お世話になりました。

ありがとうございました。
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� 西吾妻福祉病院　黒岩　慎平
　今回第10回ポリナビワークショップに参加して、行動
力について改めて考える場になりました。特にNLPの話
では学習には５段階のレベルがあり、知らないことを気づ
き行動する、その中で失敗を糧にしながら経験を積みスキ
ルアップをしていく。また、行動力のある人はたくさんの
失敗を体験する中で失敗を許容し修正を繰り返している。
これは自分が成長する上でとても大切になると感じまし
た。今回学んだ事を忘れず日々に活かしていきたいと思い
ます。

� 医療法人石井会石井病院　佐藤　亜美
　私は、政治に対して固いイメージがあ
り避けていました。基礎研修を受けて、
看護連盟には看護協会が提言する看護政
策実現のための役割があることを知りま
した。また看護師の働く環境を整えるには看護師一人ひと
りが政治に関心を持つことが重要であることもわかりまし
た。これからは、政治に目を向けて看護連盟の活動を理解
し、参加していかなくてはいけないと思いました。

開催日　令和元年５月 11 日（土）
会　場　ニューサンピア　高崎

群馬県看護連盟青年部

� 第10回ポリナビワークショップ

青年部　部員募集 !!

群馬県看護連盟青年部では、一緒に看護師コミュニティを作るメンバーを募集しています。内容は、県内各地よりメ
ンバーが集い、イベント企画・運営をしています。病院の枠を超えた人脈作りができる活動で、視野を広げられる良
い機会になります！

� 新青年部代表　挨拶　大塚　純也
　皆さんは、仕事に「夢」をお持ちですか。看護師を目
指した時の夢。看護学生の時に抱いた夢。看護師として
働いてから抱いた夢。
　政治は難しそうに感じますが、この一人一人が思う
「夢」を実現するための仕組みです。看護の代表をその

仕組みの場へ送り届け、私たち看護師が思い描く「夢」
が実現するように応援しましょう。

群馬県看護連盟
TEL：027-264-1081
E-mail：nkr-gunma@lily.ocn.ne.jp

私たち「ポリナビ群馬」と一緒に、

� 看護師コミュニティを作る活動をしてみませんか？
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開催日　令和元年８月 31 日（土）
会　場　群馬県看護教育センター

開催日　令和元年８月 31 日（土）
会　場　群馬県看護教育センター
講　師　厚生労働副大臣　参議院議員　たかがい恵美子　先生

看護学生向け夏期講習会

第１回

� 一般会員研修（リーダー研修）
� 済生会前橋病院　小林　香織
　ワールドカフェでは、看護連盟の現状と、問題点、解決
策について３回のメンバー交代により、様々な意見を聞く
ことができ、有意義な時間となりました。看護連盟の役割
を知らない人がまだまだ多く、周知して行くことが最優先
課題ではないかと感じました。特に若者に関心を持っても
らうために、イベントなど楽しい行事を考えて実践するこ
とや、看護学生の時から看護連盟について学んでもらえる
よう大学に働きかける必要もあることを知ることができま
した。まずは知ってもらうことが重要だと感じました。

� 前橋赤十字病院　小野久美子
　私たちは、たくさんの決まり事を実行しながら、よりよ
い看護の提供に尽力しています。今回、髙階議員の貴重な
活動のお話を聴き、政治の力で変えていける様々なことに
改めて気づきました。また、グループワークでは他施設の
現状や取り組みを共有し、一人では気づけなかった様々な
対策を持ち帰ることができました。看護環境を変えるには
多くの仲間の力が必要であり、この連盟の集まりがまさに
その力の集結する場なのだと実感しました。

SUBARU健康保険組合　太田高等看護学院　桜庭　　舞
　今回は学院に掲示されたチラシを見て参加させて頂きま
した。私は３年制の学校に通っているので今は実習ばかり
で長期休みくらいしか国家試験の勉強をする時間がありま
せん。そのため、今回の夏期講習では曖昧だった消化器の
ことやあまり勉強ができていない循環器を丁寧に教えてい
ただいたのでとても学びになりました！参加者が少なくす
ごく心細かったのですが、先生方がフレンドリーに接して
くださったので３時間楽しく授業を受けることができまし
た。また参加させてください！

� 後藤　剛也
　私は青年部に今年入ったばかりで正直何をしてもいいか
もわからない状態からスタートしました。先輩スタッフが
各分野の講義を学生にしているのを見ると自分自身に公衆
の面前で人に教えるほど知識と自信がまだ足りてないと感
じました。あらゆる面で自己研鑽をしていかなければいけ
ないと考えました。今回は予定よりも参加者は少なかった
ですが学生の講義に対する反応は良かったので少しほっと
しました。
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一般研修
（国会見学）

会員（無料）
非会員（一部負担）
10月：若手・新人対象

10月２日（水）
午前JNA
午後国会

JNAビル見学
（日本看護連盟）
国会・参議院会館

看護職・地元国会議員
日本看護連盟会長

県役員

看護職代表議員・地元国会議員
との交流会
国会議員の活動を知り連盟活動
を理解する

第１回　群馬県看護連盟
働き方改革コンテスト 県内の看護職 10月19日（土）

13:00〜16:00
群馬県看護教育センター
（大研修室） フリーナース　天田　美鈴 看護職の新しい働き方を考える

看護管理者セミナー
（協会・連盟合同研修）

看護管理者〜中堅看護師
（会員・非会員）

11月９日（土）
13:00〜16:00

群馬県看護教育センター
（大研修室）

第１部　群馬県看護協会
会長　荻原　京子

第２部　群馬県看護連盟
会長　島崎すえ子
グループワーク

第１部
�「看護協会の役割について」
第２部
�「看護連盟の役割について」
グループワーク
「看護政策の実現にむけて看護管
理者が果たすべき役割は何か」

第２回一般会員研修
（リーダー研修）

県役員・支部長
施設連絡員

次期役員を担う方

12月21日（土）
13:00〜16:00

群馬県看護教育センター
（大研修室）

参議院議員
石田まさひろ

ワールドカフェ形式研修
国政報告：
「石田まさひろ議員と語ろう」
テーマ：「連盟活動を負担なく、
気持ちよく活動するために！」

看護学生向け冬期講習会
（国家試験対策勉強会） 看護学生 群馬県看護教育センター

２階第３研修室

群馬県看護連盟
青年部
その他

看護学生間交流会
国家試験に向け学びたい分野を
アンケート募集しその分野に特
化した看護職を招き冬期講習会
を開催する

春 の叙勲受章
瑞宝単光章（看護業務功労）
元　群馬大学医学部附属病院　看護部長　荻原　京子　（現　群馬県看護協会会長）
元　原町赤十字病院　　　　　看護部長　矢嶋美恵子　（現　群馬県看護協会専務理事）

おめでとうございます（敬称略）

お 知 ら せ

令和元年10月1日発行　群馬県看護連盟　発行責任者��島崎すえ子

　看護連盟は看護の代表を国政に送るため、各支部に於いて研修を開催し、多くの会員の皆さまに
参加して頂きました。２年前より活動を始め、令和元年の参議院選挙では石田候補も皆様の応援に
より無事当選する事ができました。今後も看護職の未来のために、現場の声を届けていきましょう。

編 集 記
後

●お申し込み・お問い合わせは
TEL 027-264-1081　Fax 027-264-1082　E-mail : nkr-gunma@lily.ocn.ne.jp

新年度
看護連盟会員募集中

正会員	 内訳…本部5,000円＋県会員3,000円	 年会費	 8,000円

特別会員	 正会員の経験を有し未就業で看護協会員でない方	 年会費	 5,000円

賛助会員	 看護連盟の主旨に賛同いただける方	 年会費	 500円

学生会員	 看護連盟の主旨に賛同いただける看護学生	 年会費	 無料
入会は、あなたの問題を解決

する第一歩です。

☆年間研修プログラムが下記のように一部修正されました


