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「第26回　参議院議員選挙を終えて」

長い夏に終わりを告げ、澄み渡る青空に秋の気配を感じる今日この頃となりました。
会員の皆さまには、ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より看護連盟活動にご支援と

ご協力を賜り感謝申し上げます。
去る7月10日の参議院議員選挙に於いて看護職代表「とものう　りお」さんを国政の場に送り出すことが出来

ました。コロナ禍で施設訪問、研修会の人数制限、決起大会の縮小により、充分な活動が出来ず大変心を痛めま
したが、無事当選できました事に会員一同喜んでいます。今回の選挙は、看護協会の力強い支援と支部役員をは
じめ会員皆様、関係団体のご支援の賜だと感謝申し上げます。
「とものう　りお」さんは、2人の子育てをしながら厳しい選挙戦に挑戦されました。
看護職が生き生きと長く働き続けられる環境、そして看護職の力になりたいとの看護への情熱、人を思いやる
優しさが 、会員の心に響き、1,995票を獲得したものと思います。しかし、この獲得票は満足する数値ではありま
せん。沖縄県看護協会員10,000人余（連盟会員3,000）名余です。この結果を踏まえ、今後も看護連盟の活動と
役割を会員に啓蒙し、今後の課題にしたいと思います。歴史を振り返り、もう一度原点に立ちましょう。看護職の目
標は、看護協会が推進する看護政策の実現です。時代の流れと共に看護現場の状況も変わってきました。看護現
場には色々な問題が山積しています。
「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」このスローガンに向かって、看護職がこれからも、誇りをもって生き生
きと働き続けられる環境整備や処遇改善(賃金アップ)を看護職代表4人の先生方に届け、政治の力で解決してい
きたいと思います　
少子、高齢社会の医療、看護、福祉のより充実した住みよい社会、明るい看護の未来に向けて、先生方のご活
躍を期待します。

沖縄県看護連盟
福　原　美恵子会長

沖縄県看護協会
平　良　孝　美会長

日本看護連盟
冨　田　きよ子会長代行 あ　べ　俊　子衆議院議員

「祝　友納参議院議員誕生」

第26回参議院議員比例代表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。皆様ありがとうございました。

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共に戦った選挙です。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、静に看護を思う情熱的な語り口と人柄は聴衆を魅了しました。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。これからも連携を深めて看護政策実現（直近は処遇改善）のために共

に頑張っていきたいと思います。

沖縄県では早々に決起大会を開催しました「とものうりおを応援する会」会報5月に写真が載りました。レモンイ

エローのあざやかな色に身を包み「やるぞ」という気構えが全国の会員に届き大きな刺激を頂きました。ありがと

うございました。沖縄県は日本の有数な観光地（慰霊の地）でもあります、8月上旬から中旬にかけて多くの観光客

が押し寄せコロナに感染して病院に入院しました。その8割の方が観光客というニュースを観て、沖縄県看護職の

奮闘ぶりを思い描いておりました、看護職の皆様どうぞご自愛頂きますように願っております。友納参議院議員誕

生の御礼と今後の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に頑張りましょう。

「ごあいさつ」

2022年8月上旬、沖縄県の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は連日5,000人を
超え、医療機関や社会福祉施設等でも職員のコロナ関連欠勤が問題となっています。特に、

県下医療機関のコロナ病床使用率が全県で80%超えとなり、併せてその他一般の病床使用率も90%を超える状
況が続き医療崩壊が強く懸念されています。
そのような中、看護職はあらゆる場で、心身ともに疲労しながらも、それぞれの役割を果たすために頑張って活
動を続けています。皆様に心から感謝を申し上げます。
コロナ禍で人と会うことが制限される状況の中、昨年の12月以降30数か所の施設を沖縄県看護連盟の福原
会長らと共に訪問し、現場の管理者の皆様のお話を伺うとともに、沖縄県看護協会と看護連盟の活動についても
お伝えし、有意義な時間を過ごすことが出来ました。
県看護連盟の方々と活動を共にする中で、改めて看護職は資格から業務に至るまですべてにおいて様々な制
度の中で守られ、また規制されながら仕事をしているのだという考えを強くしました。現場の様々な課題の中でも
特に看護職の人材確保や賃金に関することは、政策課題として取り上げ根本的な解決を目指さなければならな
いと考えます。
看護職が働きやすく働き続けられる環境を整備し、質の高い人材を育成することで、人々がどのような健康状
態であってもその人らしく暮らしていける社会を実現するためには、看護政策を着実に推進することが重要です。
私たちは看護専門職の団体として社会に期待される役割を速やかに、効率的・効果的に果たすために戦略的

に取り組まねばなりません。これからも、看護政策実現へ向けて為すべきことは何かを熟慮して臨みたいと思いま
す。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

「ごあいさつ」

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。
現在、次の医療計画の議論が深まっております。コロナによってオンライン診療は大きく前進し、「DtoPwithN」

による診療が主流となってくるでしょう。災害時派遣の看護師確保など、医療だけでなく社会全体の安全を支える
役割が求められています。看護師に期待される役割が増えるなか、現場の看護職の業務内容も変化し、人材確保
や研修参加にご理解とご協力をお願いしなければなりません。大きな役割を担う看護職の処遇改善に、引き続き
取り組んでまいります。
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。結びになりますが、貴連盟の益々のご発展を祈念申し上げて、ご当選の
お祝いとさせていただきます。
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「ごあいさつ」

沖縄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、沖縄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。

たかがい　恵美子衆議院議員 友　納　理　緒参議院議員

石　田　まさひろ参議院議員

「ごあいさつ」

沖縄県看護連盟の皆様、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。
新型コロナ蔓延をはじめ、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、沖縄県

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。今夏も沖縄に何度も伺い、
各地を歩き、沖縄の現状や歴史を学びました。この中でさらに、自身の務めを果たすべく決意を強めています。
参議院選挙中、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。看護師で弁護士で二児の
母である友納さんが国政の場に立つこと、とても嬉しく、頼もしく思います。看護政策における即戦力として、皆様
の期待にしっかりと応えて頂けると思っています。
コロナ蔓延前の社会経済活動へ戻ろうと、感染類型の見直し等が検討されています。しかし、医療現場ではス
タッフの不足や、コロナ感染の影響により休まざるを得ないスタッフが有給消化での対応を迫られたりする等、厳
しい状況が続いています。社会が通常の活動を行うならば、医療も特別な対応ではなく通常の対応で済むよう
に、並行して抜本的に体制を変えるべきです。このことについて、厚生労働委員会閉会中審査にて質問を行い、対
応を求めました。政治は「現場」と共にあります。現場で起きていること、その声を引き続きお聞かせください。私も
国会という現場で日本の医療を守るため、看護職が「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、引き続き尽力してまいります。

「ごあいさつ」

新型コロナウィルスの感染の再拡大が続くなか,日々医療の最前線で尽力されている皆さま
に心から敬意を表しますとともに,深く感謝を申し上げます。

この度,第26回参議院議員通常選挙にあたり,沖縄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。人員配置や働き方,処遇,子育てとの両立など看護職の働く環境を整え
ることは,決して看護職だけの問題にとどまるものではなく,安全かつ充実した医療・看護の提供につながるもので
す。助産師外来や院内助産の推進,保健師の増員,訪問看護の充実など看護に関する制度を整えることは,すべて
の世代の皆さまが穏やかに社会で生活をするために欠かせないものです。
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。

日　時：2022年 5月 7日（土）15：00～ 16：30　　　場　所：ロワジールホテル那覇
参加者：155名　日本看護連盟会長、沖縄県看護協会長、国会議員4名、地方議員9名、一般参加者130名、
　　　　沖縄県看護連盟名誉会員4名、個人会員2名、看護連盟役員

「とものう　りお」本人からの組織内予定候補者として決意表明がありました。
参加した支援者からの熱い応援の中、盛大に「決起大会」が開催されました。

沖縄県看護連盟「とものう りお決起大会」

とものう りお氏のご挨拶 入場待ちの風景 決起大会

決起大会協力員・役員とともに参加者の皆様とともに

令和４年10月 第23号 （5）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（4） 第23号 沖縄県看護連盟だより



「ごあいさつ」

沖縄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、沖縄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。

たかがい　恵美子衆議院議員 友　納　理　緒参議院議員

石　田　まさひろ参議院議員

「ごあいさつ」

沖縄県看護連盟の皆様、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。
新型コロナ蔓延をはじめ、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、沖縄県

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。今夏も沖縄に何度も伺い、
各地を歩き、沖縄の現状や歴史を学びました。この中でさらに、自身の務めを果たすべく決意を強めています。
参議院選挙中、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。看護師で弁護士で二児の
母である友納さんが国政の場に立つこと、とても嬉しく、頼もしく思います。看護政策における即戦力として、皆様
の期待にしっかりと応えて頂けると思っています。
コロナ蔓延前の社会経済活動へ戻ろうと、感染類型の見直し等が検討されています。しかし、医療現場ではス
タッフの不足や、コロナ感染の影響により休まざるを得ないスタッフが有給消化での対応を迫られたりする等、厳
しい状況が続いています。社会が通常の活動を行うならば、医療も特別な対応ではなく通常の対応で済むよう
に、並行して抜本的に体制を変えるべきです。このことについて、厚生労働委員会閉会中審査にて質問を行い、対
応を求めました。政治は「現場」と共にあります。現場で起きていること、その声を引き続きお聞かせください。私も
国会という現場で日本の医療を守るため、看護職が「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、引き続き尽力してまいります。

「ごあいさつ」

新型コロナウィルスの感染の再拡大が続くなか,日々医療の最前線で尽力されている皆さま
に心から敬意を表しますとともに,深く感謝を申し上げます。

この度,第26回参議院議員通常選挙にあたり,沖縄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。人員配置や働き方,処遇,子育てとの両立など看護職の働く環境を整え
ることは,決して看護職だけの問題にとどまるものではなく,安全かつ充実した医療・看護の提供につながるもので
す。助産師外来や院内助産の推進,保健師の増員,訪問看護の充実など看護に関する制度を整えることは,すべて
の世代の皆さまが穏やかに社会で生活をするために欠かせないものです。
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。

日　時：2022年 5月 7日（土）15：00～ 16：30　　　場　所：ロワジールホテル那覇
参加者：155名　日本看護連盟会長、沖縄県看護協会長、国会議員4名、地方議員9名、一般参加者130名、
　　　　沖縄県看護連盟名誉会員4名、個人会員2名、看護連盟役員

「とものう　りお」本人からの組織内予定候補者として決意表明がありました。
参加した支援者からの熱い応援の中、盛大に「決起大会」が開催されました。

沖縄県看護連盟「とものう りお決起大会」

とものう りお氏のご挨拶 入場待ちの風景 決起大会

決起大会協力員・役員とともに参加者の皆様とともに

令和４年10月 第23号 （5）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（4） 第23号 沖縄県看護連盟だより



2022年度　「沖縄県看護連盟通常総会」

2022年度の通常総会は、新型コロナウィルス感染症防止の為、参加人数や内容を縮小して開催致しま
した。紙上報告を含め、報告事項及び協議事項のすべてに承認を得ました。会員の皆様、ありがとうござい
ました。

2022年5月7日にポリナビワークショップin沖縄
がロワジールホテル那覇において開催されました。
テーマは「特定行為・認定看護師の現状と課題」
で県内所属施設での特定看護師の活動と課題を
発表していただきました。また研修会には友納理
緒さんをお招きして、弁護士として法律の観点から
ご意見をいただきました。会場の参加者からも「特
定行為実践のために注意することがわかった」「特
定行為の制度の理解を深めるきっかけになった」
という意見が多くあがりました。

日　時：2022年7月9日（土）　　場　所：ロワジールホテル那覇
参加者：出席会員73名、県役員9名、委任状2,316名　/　合計2,398名

「2022年度 ポリナビワークショップin沖縄」

梶原理恵氏（手術室）
（術中麻酔管理領域特定行為）社会医療法人友愛会　友愛医療センター

玉城　判氏（病棟）
受付の様子 役員退任のあいさつ　おつかれさまでした

総会の様子

具志義貴氏　（在宅慢性期特定領域特定行為）
南部徳洲会訪問看護ステーションいこい

安里宏美氏（人工呼吸療法に係るもの関連特定行為）
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 ICU

青年部長外間順治氏による
看護連盟の役割

とものう　りお氏との意見交換

司会の青年部員島袋操氏

2022年度沖縄県看護連盟通常総会
～届けよう看護の声を！私たちの未来へ～

令和４年10月 第23号 （7）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（6） 第23号 沖縄県看護連盟だより



2022年度　「沖縄県看護連盟通常総会」

2022年度の通常総会は、新型コロナウィルス感染症防止の為、参加人数や内容を縮小して開催致しま
した。紙上報告を含め、報告事項及び協議事項のすべてに承認を得ました。会員の皆様、ありがとうござい
ました。

2022年5月7日にポリナビワークショップin沖縄
がロワジールホテル那覇において開催されました。
テーマは「特定行為・認定看護師の現状と課題」
で県内所属施設での特定看護師の活動と課題を
発表していただきました。また研修会には友納理
緒さんをお招きして、弁護士として法律の観点から
ご意見をいただきました。会場の参加者からも「特
定行為実践のために注意することがわかった」「特
定行為の制度の理解を深めるきっかけになった」
という意見が多くあがりました。

日　時：2022年7月9日（土）　　場　所：ロワジールホテル那覇
参加者：出席会員73名、県役員9名、委任状2,316名　/　合計2,398名

「2022年度 ポリナビワークショップin沖縄」

梶原理恵氏（手術室）
（術中麻酔管理領域特定行為）社会医療法人友愛会　友愛医療センター

玉城　判氏（病棟）
受付の様子 役員退任のあいさつ　おつかれさまでした

総会の様子

具志義貴氏　（在宅慢性期特定領域特定行為）
南部徳洲会訪問看護ステーションいこい

安里宏美氏（人工呼吸療法に係るもの関連特定行為）
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 ICU

青年部長外間順治氏による
看護連盟の役割

とものう　りお氏との意見交換

司会の青年部員島袋操氏

2022年度沖縄県看護連盟通常総会
～届けよう看護の声を！私たちの未来へ～

令和４年10月 第23号 （7）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（6） 第23号 沖縄県看護連盟だより



沖縄県看護連盟・沖縄県看護協会共催研修会

新役員・青年部研修会をしました！！

2022年度 沖縄県看護連盟役員

2022年度3月24日（木）沖縄県看護研修センターで15：00～16：10、友納理緒氏を講師に「看護政
策について（法律ができるまで）」の講演で、沖縄県看護協会との共催研修会が開催されました。コロ
ナ禍の中参加者を制限して（参 加者75名）の開催でしたが、受講者の満足度は高く高評価でした。

9月3日（土）14時から16時まで県看護連盟事務所で、集合とリモートを併用して新役員研修会をしま
した。
新役員：8名　　青年部：8名
研修内容：新役員、青年部に望むこと、連盟規約について、役割と活動について、年間計画、その他

新役員の皆さん、一緒に楽しく活動しましょう。宜しくお願い致します！！

第26回参議院選挙対策会議

役職名

会　長

副会長

副会長

幹事長

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

監　事

監　事

顧　問

顧　問

顧　問

氏　名

福原　美恵子

宮城　惠子

錦古里　光子

仲里　艶子

中村　洋子

與座　基子

翁長　多代子

中村　啓介

島袋　操

仲宗根　千代

外間　貴子

前田　よし子

村山　政代

喜友名　和子

支部名

北 部 支 部

中 部 北 支 部

なかがみ支部

中 部 南 支 部

ハートライフ支部

浦 添 支 部

浦添第二支部

那 覇 支 部

南 部 支 部

友 愛 会 支 部

宮 古 支 部

八 重 山 支 部

青 年 部 長

上地　佳代

下地　節子

平良　由利子

比嘉　直美

宮城　幸江

池宮　康雄

新里　麻由子

大田　米子

三浦　夕香

大城　正志

奥浜　杖子

田幸　香代

幹事長

四本　恵美子

津波　初枝

仲宗根　ゆかり

島袋　綾子

古波倉　美登利

亀谷　敏明

小禄　理絵

松元　由美子

小西　智恵

有銘　淳子

前里　直也

上盛　厚子

外間　順治

支部長

令和４年10月 第23号 （9）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（8） 第23号 沖縄県看護連盟だより



沖縄県看護連盟・沖縄県看護協会共催研修会

新役員・青年部研修会をしました！！

2022年度 沖縄県看護連盟役員

2022年度3月24日（木）沖縄県看護研修センターで15：00～16：10、友納理緒氏を講師に「看護政
策について（法律ができるまで）」の講演で、沖縄県看護協会との共催研修会が開催されました。コロ
ナ禍の中参加者を制限して（参 加者75名）の開催でしたが、受講者の満足度は高く高評価でした。

9月3日（土）14時から16時まで県看護連盟事務所で、集合とリモートを併用して新役員研修会をしま
した。
新役員：8名　　青年部：8名
研修内容：新役員、青年部に望むこと、連盟規約について、役割と活動について、年間計画、その他

新役員の皆さん、一緒に楽しく活動しましょう。宜しくお願い致します！！

第26回参議院選挙対策会議

役職名

会　長

副会長

副会長

幹事長

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

幹　事

監　事

監　事

顧　問

顧　問

顧　問

氏　名

福原　美恵子

宮城　惠子

錦古里　光子

仲里　艶子

中村　洋子

與座　基子

翁長　多代子

中村　啓介

島袋　操

仲宗根　千代

外間　貴子

前田　よし子

村山　政代

喜友名　和子

支部名

北 部 支 部

中 部 北 支 部

なかがみ支部

中 部 南 支 部

ハートライフ支部

浦 添 支 部

浦添第二支部

那 覇 支 部

南 部 支 部

友 愛 会 支 部

宮 古 支 部

八 重 山 支 部

青 年 部 長

上地　佳代

下地　節子

平良　由利子

比嘉　直美

宮城　幸江

池宮　康雄

新里　麻由子

大田　米子

三浦　夕香

大城　正志

奥浜　杖子

田幸　香代

幹事長

四本　恵美子

津波　初枝

仲宗根　ゆかり

島袋　綾子

古波倉　美登利

亀谷　敏明

小禄　理絵

松元　由美子

小西　智恵

有銘　淳子

前里　直也

上盛　厚子

外間　順治

支部長

令和４年10月 第23号 （9）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（8） 第23号 沖縄県看護連盟だより



「退任のご挨拶」

この度、2期6年間の任期を終え幹事を退任することになりました。
2016年にこの任務を引き受け、諸先輩方に導かれながら、青年部のエネルギッシュな活動

に刺激を受けながら、楽しく仕事をする事ができた事に感謝いたします。
この間、国会議員の先生方のお話を間近で聞かせて頂く機会を得られたり、多くの研修会に参加できた事など
学びの多い、貴重な6年間だったとおもいます。又、2019年3月に「第50回自由民主党沖縄県支部連合会」の大
会で看護連盟からの推薦で表彰を受け、2020年には「第87回自由民主党大会」において表彰を受けました。こ
れも連盟役員として活動していたからこその名誉であり、心から感謝いたします。
かつての上司が連盟活動に精力的に取り組んでおられる姿に感銘を受け、一会員として出来ることは協力しよ

う、という気持ちで長年連盟活動に関わってきました。ある時期、私が看護協会の理事をしていた頃、協会と連盟
の関係があまり思わしくなくこれでいいのか、と疑問を抱いたことがあります。しかし近年は、両組織は役割を分担
しながら、看護現場の問題解決に向けて共に歩んでいることをうれしく思います。
3月に永年努めた職場を退職しましたが、同院の連盟の会員数が年々減っていることに申し訳なく、指導力不足

を痛感しています。今後は個人会員として微力ながら協力していきたいと思います。
6年間ありがとうございました。

「新任のご挨拶」

新型コロナ感染症第7波で医療逼迫のなか、各施設での感染対策尽力にしている会員の
皆様、誠にお疲れ様です。このたび、私こと沖縄県看護連盟県幹事に就任致しました。つきま

しては、微力ながら看護連盟の活動に専心努力いたす所存です。何卒、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。
これまでは私は、青年部として活動してきました。そこで得られた事は、ポリナビの研修企画運営や県の青年部

との情報交換、また県外の研修にも参加させて頂き、各県の青年部との交流など、貴重な経験ができました。活動
を通して、看護協会の政策実現のため、実際に看護師の国会議員が現場の声を届け、実現したことを先生方とお
会いして話を聞き、体感することができました。
これからも、国政に私たちの声を届ける看護の代表が必要になります。国政でご活躍なされ、いろいろな改善を

して頂きたいと思います。看護連盟スローガン「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」を沖縄も発信し、今後の政
策に反映できるよう微力ながら頑張っていきたいと思います。

沖縄県看護連盟
塚　田　由美子前幹事

沖縄県看護連盟
島　袋　　　操県幹事

沖縄赤十字病院 南部医療センター・こども医療センター

知花クリニック 牧港中央病院

中部徳洲会病院 海邦病院

施設訪問へ行ってきました！！

令和４年10月 第23号 （11）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（10） 第23号 沖縄県看護連盟だより



「退任のご挨拶」

この度、2期6年間の任期を終え幹事を退任することになりました。
2016年にこの任務を引き受け、諸先輩方に導かれながら、青年部のエネルギッシュな活動

に刺激を受けながら、楽しく仕事をする事ができた事に感謝いたします。
この間、国会議員の先生方のお話を間近で聞かせて頂く機会を得られたり、多くの研修会に参加できた事など
学びの多い、貴重な6年間だったとおもいます。又、2019年3月に「第50回自由民主党沖縄県支部連合会」の大
会で看護連盟からの推薦で表彰を受け、2020年には「第87回自由民主党大会」において表彰を受けました。こ
れも連盟役員として活動していたからこその名誉であり、心から感謝いたします。
かつての上司が連盟活動に精力的に取り組んでおられる姿に感銘を受け、一会員として出来ることは協力しよ

う、という気持ちで長年連盟活動に関わってきました。ある時期、私が看護協会の理事をしていた頃、協会と連盟
の関係があまり思わしくなくこれでいいのか、と疑問を抱いたことがあります。しかし近年は、両組織は役割を分担
しながら、看護現場の問題解決に向けて共に歩んでいることをうれしく思います。
3月に永年努めた職場を退職しましたが、同院の連盟の会員数が年々減っていることに申し訳なく、指導力不足

を痛感しています。今後は個人会員として微力ながら協力していきたいと思います。
6年間ありがとうございました。

「新任のご挨拶」

新型コロナ感染症第7波で医療逼迫のなか、各施設での感染対策尽力にしている会員の
皆様、誠にお疲れ様です。このたび、私こと沖縄県看護連盟県幹事に就任致しました。つきま

しては、微力ながら看護連盟の活動に専心努力いたす所存です。何卒、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。
これまでは私は、青年部として活動してきました。そこで得られた事は、ポリナビの研修企画運営や県の青年部

との情報交換、また県外の研修にも参加させて頂き、各県の青年部との交流など、貴重な経験ができました。活動
を通して、看護協会の政策実現のため、実際に看護師の国会議員が現場の声を届け、実現したことを先生方とお
会いして話を聞き、体感することができました。
これからも、国政に私たちの声を届ける看護の代表が必要になります。国政でご活躍なされ、いろいろな改善を

して頂きたいと思います。看護連盟スローガン「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」を沖縄も発信し、今後の政
策に反映できるよう微力ながら頑張っていきたいと思います。

沖縄県看護連盟
塚　田　由美子前幹事

沖縄県看護連盟
島　袋　　　操県幹事

沖縄赤十字病院 南部医療センター・こども医療センター

知花クリニック 牧港中央病院

中部徳洲会病院 海邦病院

施設訪問へ行ってきました！！

令和４年10月 第23号 （11）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（10） 第23号 沖縄県看護連盟だより



おもと会看護専門学校 沖縄県看護協会

ハートライフ病院 沖縄メディカル病院

与那原中央病院 琉球大学付属病院

豊見城中央病院 友愛医療センター

沖縄第一病院 大浜第二病院

2022年度　沖縄県看護連盟事業計画

重点方針 ・みえる活動　　・行動する会員　　・確かな組織づくり

１）第26回参議院選挙における組織内候補者の高得票での当選
２）看護職国会議員の支援
３）公職選挙法の遵守

１．看護職国会議員の支援

１）沖縄県看護協会との連携強化１．看護協会との連携・協働のさらなる推進

１）会員に向けた広報活動の強化・充実
２）インターネットを活用した有効な情報発信
３）選挙活動に有効なインターネット広報ツールの活用

２．広報活動の強化・充実

１）日本看護連盟との情報の共有化
２）自律した会員の育成

３．看護連盟の活動の強化及び周知徹底

１）2022年度の会員目標数の設定と目標管理
２）看護連盟入会の促進・退会者の防止
３）賛助会員の入会促進
４）若者層、学生会員の確保
５）OB活動の検討

４．会員の確保対策

１）沖縄県看護連盟の規約等に基づいた効率的な運営
２）財政の健全化と適正化

５．沖縄県看護連盟の効率的な組織運営

１）支部組織の活動強化・支部役員・リーダーの意識の強化
２）各支部会員のモチベーションの強化

６．支部組織の活動の強化・促進

１）若手会員の活性化の促進７．若手会員の育成

１）災害発生地への支援１．災害への対応

１）日本看護連盟及び沖縄県看護連盟内規に基づく対応２．福利厚生への対応

１）会員の安全の保証３．諸問題への対応

１）看護協会以外の関係団体との交流の促進８．関係団体・組織との連携・強化

１）看護対策議員連盟の活動の促進
２）地方議員との情報交換と活動支援
３）地方議会、行政等との情報交流

４．地方議会、地方行政への影響力の強化

１）地方議員候補者の育成
２）地方議員との連携強化

５．地方議員の擁立と支援

１）沖縄県看護連盟の政策実現力の強化
２）現場の声の把握
３）新型コロナウィルス感染対策に関する政策推進

２．看護政策の実現

１）沖縄県選出の国会議員との連携強化３．看護を理解する国会議員の支援

目　　標 方　　針目的

政
治
力・政
策
実
現
力
の
強
化

組
織
力
の
強
化･

拡
大

会
員
の
福
祉
の
充
実

令和４年10月 第23号 （13）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（12） 第23号 沖縄県看護連盟だより



おもと会看護専門学校 沖縄県看護協会

ハートライフ病院 沖縄メディカル病院

与那原中央病院 琉球大学付属病院

豊見城中央病院 友愛医療センター

沖縄第一病院 大浜第二病院

2022年度　沖縄県看護連盟事業計画

重点方針 ・みえる活動　　・行動する会員　　・確かな組織づくり

１）第26回参議院選挙における組織内候補者の高得票での当選
２）看護職国会議員の支援
３）公職選挙法の遵守

１．看護職国会議員の支援

１）沖縄県看護協会との連携強化１．看護協会との連携・協働のさらなる推進

１）会員に向けた広報活動の強化・充実
２）インターネットを活用した有効な情報発信
３）選挙活動に有効なインターネット広報ツールの活用

２．広報活動の強化・充実

１）日本看護連盟との情報の共有化
２）自律した会員の育成

３．看護連盟の活動の強化及び周知徹底

１）2022年度の会員目標数の設定と目標管理
２）看護連盟入会の促進・退会者の防止
３）賛助会員の入会促進
４）若者層、学生会員の確保
５）OB活動の検討

４．会員の確保対策

１）沖縄県看護連盟の規約等に基づいた効率的な運営
２）財政の健全化と適正化

５．沖縄県看護連盟の効率的な組織運営

１）支部組織の活動強化・支部役員・リーダーの意識の強化
２）各支部会員のモチベーションの強化

６．支部組織の活動の強化・促進

１）若手会員の活性化の促進７．若手会員の育成

１）災害発生地への支援１．災害への対応

１）日本看護連盟及び沖縄県看護連盟内規に基づく対応２．福利厚生への対応

１）会員の安全の保証３．諸問題への対応

１）看護協会以外の関係団体との交流の促進８．関係団体・組織との連携・強化

１）看護対策議員連盟の活動の促進
２）地方議員との情報交換と活動支援
３）地方議会、行政等との情報交流

４．地方議会、地方行政への影響力の強化

１）地方議員候補者の育成
２）地方議員との連携強化

５．地方議員の擁立と支援

１）沖縄県看護連盟の政策実現力の強化
２）現場の声の把握
３）新型コロナウィルス感染対策に関する政策推進

２．看護政策の実現

１）沖縄県選出の国会議員との連携強化３．看護を理解する国会議員の支援

目　　標 方　　針目的
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研修会のお知らせ

2021年度・2022年度　沖縄県看護連盟　支部別　施設別会員数

沖縄県看護対策議員連盟会議を開催しました!!

2022年度5月21日（土）14：00～看護対策議員連盟
会議を開催して、県議会・市議会・町議会議員の皆様と
第26回参議院選挙対策について話し合いをしました。
看護連盟への協力と候補者への支援拡大を図る事が出
来ました。 広報委員／福原美恵子・與座基子・中村洋子

外間順治・仲里艶子・宮城惠子

2021年度が新型コロナウイルス拡大が続く中
で会員等のご協力のお陰で、事業を継続できたと
「うちなー」の編集を通して実感しました。2022
年度も皆さまの御協力を得て「政治活動」を継続
します。会員の皆様と看護職未来のために。

編 集 後 記

連盟会員大募集！
看護協会の目的達成に向けて一緒に活動しましょう!

日本看護連盟本部会費
沖縄県看護連盟会費

5,000円
3,000円

看護学生会員：無料

目 標
4000名

正会員 会費 8,000円

賛助会員 会費 1,000円

日　時／2022年11月26日（土）14時～16時
会　場／ロワジールホテル那覇　1階　あまいろ
演　題／見聞色の看護　～急変させない～
講　師／北原佑介先生

2022年度 ポリナビワークショップin沖縄1

日　時／2023年2月4日（土）13時～15時予定
会　場／沖縄ハーバービューホテル
演　題／届けよう看護の声を！職能活動
講　師／大島敏子先生（日本看護連盟前会長）

2022年度沖縄県
看護連盟リーダー研修会

2

2022年10月5日現在

令和４年10月 第23号 （15）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（14） 第23号 沖縄県看護連盟だより



研修会のお知らせ

2021年度・2022年度　沖縄県看護連盟　支部別　施設別会員数

沖縄県看護対策議員連盟会議を開催しました!!

2022年度5月21日（土）14：00～看護対策議員連盟
会議を開催して、県議会・市議会・町議会議員の皆様と
第26回参議院選挙対策について話し合いをしました。
看護連盟への協力と候補者への支援拡大を図る事が出
来ました。 広報委員／福原美恵子・與座基子・中村洋子

外間順治・仲里艶子・宮城惠子

2021年度が新型コロナウイルス拡大が続く中
で会員等のご協力のお陰で、事業を継続できたと
「うちなー」の編集を通して実感しました。2022
年度も皆さまの御協力を得て「政治活動」を継続
します。会員の皆様と看護職未来のために。

編 集 後 記

連盟会員大募集！
看護協会の目的達成に向けて一緒に活動しましょう!

日本看護連盟本部会費
沖縄県看護連盟会費

5,000円
3,000円

看護学生会員：無料

目 標
4000名

正会員 会費 8,000円

賛助会員 会費 1,000円

日　時／2022年11月26日（土）14時～16時
会　場／ロワジールホテル那覇　1階　あまいろ
演　題／見聞色の看護　～急変させない～
講　師／北原佑介先生

2022年度 ポリナビワークショップin沖縄1

日　時／2023年2月4日（土）13時～15時予定
会　場／沖縄ハーバービューホテル
演　題／届けよう看護の声を！職能活動
講　師／大島敏子先生（日本看護連盟前会長）

2022年度沖縄県
看護連盟リーダー研修会

2

2022年10月5日現在

令和４年10月 第23号 （15）沖縄県看護連盟だより令和４年10月（14） 第23号 沖縄県看護連盟だより
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沖縄県看護連盟会長挨拶
日本看護連盟会長代行挨拶
沖縄県看護協会会長挨拶
衆議院議員あべ俊子挨拶
衆議院議員たかがい恵美子挨拶
参議院議員石田まさひろ挨拶
参議院議員友納理緒挨拶
決起大会
ポリナビワークショップin沖縄
沖縄県看護連盟通常総会

代表取締役　 大　城　　　孝

E-mail:info@toyo-plan.co.jp  URL:https://toyo-plan.co.jp/
TEL.098-995-4444  FAX.098-995-4448
〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町 4-21-5

とものう りお議員 誕生！祝

当選
  おめでとう
    ございます
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