ロナウイルス感染症の終

でした。また、友の会会
員が減少するなかで健康
まつりの中止も相まって
地域活動も十分に取り組
むことができない年でし
た。
２０２１年は、新型コ

息の見通しが立たない
中、職員の感染防止への
取り組みを進めつつ、安
心して病院に受診してい
ただくための感染対策の
レベルアップを目指して

佐藤 純生

院内外の感染対策を強めて
﹁安心・安全﹂を広げたい
２０２０年は、 年後
の病院リニューアルに向
けた１年目となり、３階
病棟の介護療養型医療施
設を介護医療院に転換し
ました。しかし、コロナ
禍の影響もあり経営的に

古川民主病院 事務長

は十分結果が出せません

いつまでもこのまちで
健康に暮らせるように

問診療事業の拡大強化を
推進し、在宅訪問診療を
支えつつ、生協組合員や
地域的要求（県南地域は

いきたいと思います。さ
らに友の会活動では、感
染予防の意識が高まって
いるなか健康増進に向け
た地域活動に加えて感染
予防の啓蒙活動を進めて
いきたいと考えていま
す。経営的には、引き続
き地域に根差した病院と
して、医療・介護を提供
できる病院として、収益
を確保していきたいと考
えています。

生協会（リハ部門）から
の支援も受け、訪問看護

らはこれまで以上に緊張
感を持ち業務にあたって
います。 月以降は診療
圏以外の病院からも紹介
が続いています。地域に
求められていた事業と改
めて認識する一方で、家
族介護などの困難さ、貧
困の厳しい現状、地域の
状況などを認識する機会
となっています。
また、 月から宮城厚

南医療生協組合員さんな
ど 関 係 者 も 多 く、「 自 宅
で最期を迎えたい、迎え

件数含め今後更なる拡大
が必要ですが、事業収益
確保では既に予算超過に
至ります。今年度は年度
途中の開設で予算も控え
めですが、次年度は利益
確保も十分見通せる到達
を築きつつあります。
こ の 間、 紹 介 さ れ た
方々を見ると元々しばた
協同クリニックかかりつ
けの方や家族がみやぎ県
訪問看護事業所が比較的
少ない）に応えるなどを
目的に、 時間対応も含
め事業展開に至りました。
開設当初は「みなし指
定訪問看護事業」からの
継続のみでした。多くは
既に他事業所利用で利用
者確保も進みませんでし

のリハビリも提供できる
事業所として認知され始
め、特徴を持った事業所
として問い合せも増加し

させてあげたい」という

願いに応え、少しでも支
え寄り添うことができれ
ばと職員一同意思統一を

ます。今年もど
うぞ宜しくお願
い致します。

に発展していき
ました。
地域の人々の
悲願であり、協
力によって誕生
した松島医療生
協。わたしたち
は、医療・介護・
福祉の事業と運
動を通して「住
み慣れた地域で
誰もが安心して
暮らせるまちづ
くり」のさらな
る発展に努めて
参りたいと思い

松島医療生活協同組合

佐藤

良治

まつしまの郷全景

今年もよろしくお願い
いたします。

できるように準備を進め
ています。

も元気に新しい年を迎
え、いつでも活動が再開

健康で暮らしたい」これ
がみやぎ県南医療生活協
同組合の理念となってお
り、外来診療をはじめと
し、在宅診療、訪問看護、
デイサービスと順調に事
業を少しずつではありま
すが拡大してきました。
組合員も６０００人を超
え、活動も活発です。
残念ながら昨年は自粛
せざるを得ない状況でし
たが、職員も組合員さん

専務

創立 周年を迎えます

でつくろう」という運動

を受けて「無料血圧測定
会」を町内各地で実施。
「診療所を自分たちの手

新年あけましておめで
とうございます。
本年、創立 周年とい
う記念すべき節目の年を
迎えます。幾度もの苦難
や社会環境が目まぐるし
く変化するこの時代に半
世紀という長い歴史を歩
んでこられたのは、ひと
えに宮城民医連職員皆さ
んの温かいご支援とご厚
情の賜物です。ここに改
めまして心よりの感謝を
申し上げます。
松島医療生活協同組合
の創立一年前より、松島
海岸地域の方々が中心と
なり、坂総合病院の協力

50

ています。

24

新年あけましておめで
とうございます。
昨年は本当に大変な１
年となりました。
今年は早く終息するこ
とを切に願います。
昨年 月訪問看護ステ
ーション柚子（ゆず）が
開設し三か月が経過しま
した。二年前から在宅訪

10

50

しているところです。
「いつまでもこの町で

各院所 事業所から

現在、利用者確保は目
標の半分に留まり、訪問

12

11

2021年

10

茂樹
小山
専務
みやぎ県南医療生活協同組合

今年 の 抱負

たが、地域支援病院緩和
ケア病棟からの紹介を皮
切りに、往診専門クリニ
ック等との地域連携が一
気に加速し、 月から２
か月で７名の終末期の紹
介がありました。病態か
11
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Web視聴会

日時▶2月28日(日) 13:00〜15:00
3月 1日(月) 13:00〜15:30
問い合せ先／県連事務局

去る 月 日
～ 日の医療安
全推進週間。当
病院では医療安
全川柳を職員か
ら公募・掲示している。
例年、作品を見ていて
上手いなぁと感心して
いた。ＴＶ番組の「プ
レバト」を毎週欠かさ
ず観ている。出演者の
本気度が伝わり、俳句
の毒舌先生こと夏井い
つき先生の言い放つ言
葉は忖度がなく気持ち
が良い。俳句の添削も
勉強になる。今年は当
病院の安全週間に川柳

11

22

ニ以外では売っていな
かったが、先日某生協
で偶然「きなこ」を見
つけ、買い占めてしま
った。これを読んだあ
なた！だまされたと思
って飲んでみて！

こ」の在庫が増えてき
たのは、私をはじめ毎
日買い込むわが職場の
方々のおかげと勝手に
思い込んでいる。最近
までは売店と某コンビ

む私の姿が毎朝のルー
チンに加わった。近頃
売店の陳列棚に「きな

たからである。飲んで
みたら。なんという事
でしょう！見事に「ハ
マって」しまった。始
業前に「きなこ」を飲

わが職場の先輩方がお
いしそうに毎日飲んで
いるのを見て興味が出

た。自画自賛である。
▼当病院の売店にあ
る「きなこ」豆乳がマ
ジ美味いので書いてお
く。知ったきっかけは、

を提出した。私なりに
プレバトでの勉強の成
果が出た作品ができ

28

ウインターミーティング

19

私の好きな憲法は何条？

県連事務局
いただきました。坂総合
病院で初期研修を希望し
た理由、コメディカルの
方々とコミュニケーショ
ンをとる上で心掛けてい
る事、業務以外の勉強時
間、１日の中で好きに使
える時間はどれ位あるの
かなど、たくさんの質問
が挙がり盛り上がりまし

橋本さゆり

学生 も職員 も共 に学び を深めた
毎年恒例の宮城民医連
ウインターミーティング
が、 月 日に開催され
ました。今年度は、全国
各地から集まることが困
難なためオンラインでの

合うかという
事を考えまし

た。
参加者からは「精神的
な面、勉強面などで、生
活に困っている後輩のサ
ポートが必要だと思っ
た」、「医師になって現場
で貢献したい」、「他大学
の学生と話す機会が全く
なく、何か月も閉鎖的な
所で過ごしていたので
様々な状況を知れて良か
った」、「研修医の先生方
がどのような研修を行っ
ているのか聞くことがで
きて良かった」などの意
見が挙がりました。
オンラインでの短
時間かつ縮小した企
画にはなりました
が、学生・職員共に
学びを深め交流する
ことができたと思い

主催で、Ｚｏｏｍでのハ
ラスメントの学習会が坂
総合病院をメイン会場に
開催されました。石川民
医連・城北病院精神科医

月 日、宮城厚生協
会労働安全衛生委員会の

職員の視点からの
取り組みが重要
が主人公＝国民主権で、
憲法を変えることを決め
るのも、国民なんですよ
ね。将来の子供たちに大
切な憲法を伝えていける
よう行動をしていきたい
です。
帰ったら息子に「君は
日本の主人公になるんだ
よ」って伝えよう。

て伝えられてきたもの。
憲法改悪ってあんまり深
く考えず聞き流していた
けど、絶対させてはいけ
ないものなんだと気づか
されました。日本は国民

ます。ご協力いただ
いた職員のみなさ
ま、ありがとうござ
いました。

いいような法律をつくっ ベルで困ってしまいまし
て、国民が困るようなこ た。
とをしてはダメ！」と決
で も、「 第 章 最 高
めているルールのこと。 法規 第 条 この憲法
ですので、法律は「守り が日本国民に保障する基
なさい！」と言っている 本的人権は、人類の多年
のは、国民に対してです。 にわたる自由獲得の努力
憲法が「守りなさい！」 の成果であって、これら
と言っているのは、国に の権利は、過去幾多の試
対してなんです。これ、 練に堪え、現在及び将来
知ってましたか？
の国民に対し、侵すこと
前提を知った上で、条 のできない永久の権利と
文を読んで私の好き？な して信託されたものであ
憲法を探してみました。 る」
戦争の放棄、これはもち
これを読んで私って
ろん大事で貫き通してい 「権利！権利！」って言っ
くものだと思います。何 てばかりだけど、権利っ
度 か 読 ん で み て 第 １ 章 てものは当たり前に与え
天皇、第４章国会、第５

を設け、事前にアンケー
トで集めた質問に対し
て、医師から回答をして

られているものではな
く、何十年も前から国民

通法などいろんな法律が
泉病院 薬剤師
吉岡 文 あります。そして、この
法律をつくるのは、国会
「 お 母 さ ん！ 法 律 っ て 議員の仕事です。でも、
なに？」小学２年の息子 国会議員の人たちが、自
から突然疑問を投げかけ 分たちの好きなように法
られました。
律をつくることはできま
え？法律？法律の上が せん。なぜなら法律の上
憲法で、守らなくてはい に、法律より強いものが
けないもので…頭の中で あるからです。この法律
ぐるぐるしたあげく「そ の上にあって、法律より
のうち学校の社会で習う 強いものが「憲法」で、
から！」とダメな母は返 憲法とはどんなものかと
答しました。
い え ば、「 日 本 で 最 強 の
そんな折、この好きな 法律」のことです。法律
憲法の文章依頼があった は、私も含め日本国民に
ので良い機会です。日本 「 こ ん な こ と を し て は、
ダメ！」と決めているル
ールのこと。憲法は、「国

章内閣、第６章司法、も

た。
はじめに坂
総合病院の吉
田賢吾事務局
長から「コロ

学習企画の後は、医学
生から医師への質問時間

開催となりました。医学 ナ禍での坂総合病院の状
生は奨学生を中心に
況」と題して、コロナ禍
名、職員は医師 名、事 での坂総合病院の県内で
務５名の参加でした。
の役割、患者数や経営状
学習企画は「コロナと医 況の変化、コロナ禍で悪
療現場」をテーマとして、 化した労働環境や収入減
新型コロナウ 少による困難を抱えてい
ィルスが医療 る地域住民の事例、職員
現場にどのよ への影響などについて話
うな影響を与 していただきました。そ
えているのか の後のグループワークで
を知り、その は、「 新 型 コ ロ ナ に よ る
上で医学生と 自分の状況」、「医学生と
してどう向き してコロナとどう向き合
うか（今、何ができるか）」
を班ごとに議論しました。
11

の憲法（日本国憲法）と
法律について学んでみよ
うじゃありませんか。

ひとりひとりが考え守っ

ハラスメント学習会
17

師の松浦健伸氏による講
演 で、「 民 医 連 医 療・ 介
護分野のハラスメント対
策―ハラスメントから心
の健康を守るためにー」
と題して行われました。
職場のハラスメントの概
要の学習や具体的な事例
が紹介されました。働き

省略）

日号。

月

声

続けられる職場づくりの となりました。そんなな
ための、民医連の「健康 か、修学旅行だけは、無
職場５つの視点」や、職 事に行くことができまし
員目線での「ハラスメン た。今後、この修学旅行
トから自分たちのこころ の思い出が何より大切な
を守る５つの視点」が示 ものとなりますように。
長町病院 看護師
され職員の視点からの取
津田やよい
り組みが重要であり、自
分のことだけでなく仲間
インフルエンザの流行
を守ることが大事だと話
はなく、嬉しいのですが、
されました。
ハラスメントの理解を 新型コロナウイルスは猛
深めて予防し、働き続け 威を振るい、いつになっ
られる職場づくりを目指 た ら 安 心 で き る の か …。
しましょうと訴えました。 先が見えず感染しないよ
うにと願う毎日です。
坂総合クリニック
ケアマネジャー
佐藤美智子

こ

日号答え「インフルエンザ」
・応募総数

件。当選者＝渡部祐子／坂総合クリニック、

北村明子／厚生福祉会、三川孝子／乳銀杏保育園、田中順子／北部診療所、朝田俊典／みやぎ保健企画（敬称

発表３月

の欄に掲載させていただく場合があります。
応募資格＝臨時・パート含む県連職員。
締切３月２日当日消印有効。

正解者に抽選で５人に図書カードを進呈いたします。余白に日頃考えている事などを書き添えて下さい。「声」

クイズの解答は事業所名、氏名、職種を記し県連事務局に送って下さい。メールは不可。ファックスは可。

子どもは、小学校６年
生ですが、小学校最後と
なる行事がほとんど中止

コロナ対策で仕事の仕
方もいろいろと変わりま
した。毎日これでいいの
かと考えながら、仕事し
ています。

え

15

医学生の発表

はや好きとか超越したレ

15

10

12

19

や国を動かしている権力
者が、自分たちに都合が

12

97

オンラインでの開催

さて日本には、道路交

15
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