会場の長町病院リハ室の様子

で 演題の発表がありま
した。今年度は例年より
も演題数が少なめでした
が、その分質疑応答に時

長町病院

原田 理紗子

「 退 院 後、 在 宅 診 療 か ら
栄養指導の提案があれば
対応できるか」と問われ
「対応したい」という前
向きな回答があり、期待
の声が上がりました。
３つ目は、看護師によ
る『病棟の退院支援専任
看護師の退院支援に関す
る認識と退院調整看護師
への役割期待』です。長
町病院にも１年ほど前か
ら退院調整看護師が配置
されました。しかし、存
在の周知や役割の確立が
不十分とのことで、現状
の課題を明らかにし、よ
りよい退院支援に繋がる
具体策を検討したいと話
がありました。確かに退
院支援・調整看護師の存
在を知らない職員がお
り、再周知のいい機会に
なったと思いました。
これらの発表から、入

院から退院、そしてその
後まで多職種が連携しチ
ーム医療を行う事で、よ
り患者のＱＯＬを向上さ
せることができるのでは
と期待を持ちました。

かし、侵略を許さない世
論を高める先頭に立ち、
平和的外交努力を強める
ことです。

学運交では他部署の仕
事内容やがんばりを知る
ことができ、チーム医療
や地域での役割を再確認
することができました。
医療情勢が目まぐるしく

つばさ薬局は 店舗あ
り、困難事例についても
各薬局内で対応している
ため、他の店舗からはそ
の活動が見えにくくなっ
ています。今どのような
困難なことが起きている
のか、それにどのように
対応しているのか、この
報告会はそれを全店で共
有する重要な機会となっ
ています。
また、近年は県連や病
院のＳＷにも参加してい
ただき、他職種からの専
門的なアドバイスをもら

題だけではなく、家族と
の関係や行政の対応、介
護者も困難を抱えている
など解決につながる方法
がすぐには見つからない

因は一つではなく、複合
的なものがほとんどで
す。本人が抱えている問

やすい点は大きなメリッ
トと感じています。
今年度は８店舗から１
事例ずつ報告がありまし
た。困難となっている原

りまで仕事をしていても
職場のパソコンから参加
できるなどアクセスのし

２月 日、みやぎ保健 うなど、保健企画以外か
企画では毎年恒例となっ らの参加も増え、事業所
た１職場１事例報告会を の枠を超えた広がりが生
まれています。
開催しました。
昨年度からは新型コロ
店舗ごとに対応してい
る困難事例を報告し、対 ナの影響により、会場に
応策を学んだりアドバイ 集まるのではなく各職場
スを貰ったりする場とし からＺＯＯＭで参加する
て毎年１回行っています。 オンライン方式としてい
ます。やりにくい面もあ
りますが、自宅や遠方か
らでも参加でき、ぎりぎ
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臨床検査技師

ます。管理栄養士が病棟
専任になることで、他職
種の業務の円滑な運営に
貢献していることが示さ
れました。視聴したケア

宮城民医連の各事業所
でも、掲示物の貼り出し
やスタンディングアピー
ルなど、共同組織や地域
の人たちとも協力してさ
まざまな行動が行われて
います。私たちは微力で
あっても無力ではありま
せん。一人ひとりが、自
分 が で き る や り 方 で「 戦
争反対」の意思を示して
いきましょう。
今回の事態は、核抑止
力や軍事同盟の拡大は戦
争を防ぐ力にはなり得な
いことを示しました。日
本政府がするべきこと
は、今こそ憲法９条を生

明子
渡辺
事務

多職種で連携し︑
患者のＱＯＬを向上させよう
２月
日と
日、
『 Keep Changing
～アフ
タ ー コ ロ ナ を 見 据 え、
長町病院をアップデー
ト！』をテーマに第 回
長町病院院内学術運動交
流集会（以下学運交）が
開催されました。２日間
間を割り当てることがで
き、とても活発な学運交
となりました。
印象的だった演題をい
くつか紹介します。
１つ目は、作業療法士
による『行動変容を促せ
た症例～回復期リハ・訪
問 リ ハ へ の 課 題 ～』 で
す。患者が退院後リハビ
リ自主訓練を継続する事

の管理栄養士専任配置と
今後の課題～職員アンケ
ートを踏まえて～』です。
回復期リハ病棟に管理栄
養士を配置することで低
栄養の患者の栄養状態の
改善や、退院支援の一環

マネージャーの方から、

としての在宅を見据えた
栄養支援等が可能になり

ることで意識の変化が見
られ、行動変容を促せた
事例が発表されました。
２つ目は、管理栄養士

略をやめてウクライナか
ら撤退すべきです。
ロシアの軍事侵攻は、
他国に対する武力による

は難しく、自主訓練を定
着させるには患者の意識
が重要で、訪問リハスタ
ッフが根気強く患者にリ
ハビリの必要性を説明す

による『回復期リハ病棟

威嚇と武力行使を禁止
し、主権の平等と領土保
全を定めた国連憲章と国
際法に明らかに違反して
います。日本はもちろん、
ロシア国内を含めて世界
中の人が「戦争反対」の声
をあげています。その声
をさらに広げて、大国が
起こしたものであっても

こそが、戦争を止める大
きな力です。

侵略戦争を決して許さな
いという意思を示すこと

ロシアによるウクライ
ナへの軍事侵略から 日
が経ちました。国連機関
によると、６日時点でウ
クライナ市民の死者４０
６人、負傷者は８０１人。
国外に逃れた難民は約２
００万人にのぼるとみら
れています。国連は、「数
千万人のウクライナ人が
潜在的に死の危険にさら
されている」と警告して
います。
戦争は一瞬で多くの命
を奪う最悪の人権侵害で
す。いかなる理由があっ
ても戦争は許されませ

変わる日々ですが、学運
交を通して柔軟に対応し
つつも、変わらない品質
の医療を提供していける
長町病院にアップデート
することができました。

ような事例ばかりです。
今回コロナ禍そのものが
直接の原因となっている
事例はありませんでした
が、８事例中４事例が経
済的な理由が主となるも
のでした。
今回の報告の中から一
つ紹介します。

入院を勧められている
が長期で仕事を休むこと
ができない。ならば外来
での薬を増やして対応を
との医師の提案も薬代が

上がるため断っており思
うような治療ができな
い、というものでした。

無料低額診療の対象とな
る患者さんでしたが、薬
局は制度の対象外です。
報告した店舗も対応に苦
慮していました。この事

例は薬局が無料低額診療
の対象外であるために起
きたものです。無料低額

診療の薬局への適用が必
要であることを改めて実
感する報告でした。
今後もいのちと健康を
守る取り組みとして、こ

の報告会を継続していき
たいと思います。

「音楽でつな
がる仲間とフレ
イル予防」▼
歳の高校生のこ
ろギターを見様
見真似で弾きだした。
あのころはフォークが
盛んで「かぐや姫」と
いうグループの楽曲を
一生懸命練習してい
た。▼同級生とバンド
を結成し、ポップコー
ンというオーディショ
ンも受けたり、その歌
が採用され、岩手のラ
ジオ番組の今月の歌と
して一カ月流れていた
こともいい思い出であ

近、初心に戻り昔懐か
しいフォークを始めた
( ♪ 。) 聴 い て み た
いという方がいれば、
ユーチューブで配信も

音楽を聴く、唄う、演
奏する、頭も使えば、
指、身体も使う、仲間
とのコミュニケーショ
ンも深まる。それこそ
がフレイル予防！▼最

ライブハウスへの協力
基金など、多くの仲間
が賛同してくれた。▼

バンドを組んだり、地
域でのジャズバンドに
参加したりと知り合っ
た仲間は大勢いて、こ
のコロナ禍においても

いというのも親しみや
すい要素だと思う。▼
就職してからも院内で

の時からベースを弾い
ている。音楽というの
は小節、音符、コード
全てにおいて世界共通
であり、言葉は要らな

る。バンド結成の時に、
誰かがベースをやらな
いと、ということでそ
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可能なので声かけてく
だ さ い。（ ち な み に 私
は演奏のみｗｗ）

̂̂

いのちと健康を守る
一職場一事例報告会
16

24

48

ウクライナから撤退を

活発に行われた質疑応答

10

つばさ薬局玉川店
長町病院での緊急集会

17

ロシアはただちに

14

ん。ロシアはただちに侵

オンラインで参加
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さよなら原発宮城県民集会

Stop! 女川原発再稼働
日時▶３月26日(土)

14：00 集会Statt
14：30 アピール行進

会場▶仙台市勾当台公園市民広場
主催／さよなら原発みやぎ実行委員会

古川民主病院

管理栄養士

外でお酒を飲む頻度が減
ることで血糖が改善する
ケースもありました。食

横田

佑香

グストアに市場調査に行
くようになりました。今
後も患者さんの食べ物の
選択肢が増えるように、
情報収集に努めたいと思
います。
特別講演は「精神科疾
患を持つ患者さんの対応
に つ い て 」。 坂 総 合 病 院
メンタルヘルス科の石橋
義彦医師と坂総合クリニ
ックの池田航臨床心理士
からご講演をいただきま
した。外来で栄養指導を
していると、精神科疾患
を持っている患者さんと
遭遇することがありま
す。話が上手く噛み合わ
なかったり、その日によ
って気分のムラがあった
りするので苦労すること
が多々あります。今回の

講演は、精神科疾患の特
徴を理解し、対応方法な
どを具体的に知る機会に
なりました。
慢患合同交流集会に参
加し、モチベーションが

亜里

今年度のいいとこ探し
サーベイを、２月 日に
初のオンラインで行いま
した。

高まったように感じま
す。今回学んだことを早
速実践し、患者さんの血
糖改善の役に立てるよう
尽力していきたいと思い
ました。
これまでは、各事業所
に出向いて行っておりま
したが、コロナ禍により
Ｚｏｏｍを活用した新し
い形でのサーベイでし
た。今回の対象事業所は、
つばさ薬局長町店でした。
保健企画の法人医療安
全管理者の松浦邦明さん
より取り組みの紹介があ
り、医療安全管理指針や
業務手順書にもとづいて
様々な業務が遂行されて
いることがわかりまし
た。なかでも薬の服用歴
の管理として薬歴は患者
ごとに記録しています。
処方薬の内容によって病
態がどのように変化した
か、副作用が出た薬はな
いかなども分かる大切な
業務です。患者にとって

適切な調剤方法なのか、
家族構成や経済状況な
ど、効果的な治療のため
に幅広く記録されていま
した。１人１人の患者と
の窓口でのやりとりは短
時間であっても、薬歴に
つながる情報を得ている
ことが伺えました。在宅
訪問や地域での公開講座
の開催の他、学校薬剤師
という活動も。学校医と
は別に、生徒の健康管理
や学校環境衛生の維持向
上の役割があります。

つばさ薬局長町店の大
賀裕佳さんと泉店の清藤
広史さんより業務につい
て紹介がありました。調
剤においては自動化が進
んでおりヒューマンエラ
ーやリスクは減少してい
ます。しかし機器を扱う
のは人間のため、研修な
どを積み重ねて少しでも
医療事故を減らす努力を
しているという言葉が印
象的でした。 店あるつ
ばさ薬局では、医療安全
委員会で情報を共有し、
安全性向上のために全店
共通でハード、ソフトの
整備が行われています。
患者への交付事例報告
（医療事故報告）、プレア
ボイド報告を集計、分析

することで全店共通の事
故防止策を策定している
のもいい取り組みだと感
じました。
プレアボイドは、疑義
照会とは区別され、薬学

感想がありました。
コロナ禍で増えた自宅
への郵送対応、訪問渡薬
や電話相談の報告もあ
り、災害級の状況にも対

人に図書カードを進呈いたし

ァックスは可。正解者に抽選で

って下さい。メールは不可。フ

名、職種を記し県連事務局に送

クイズの解答は事業所名、氏

応していることが、伺え
ました。

ＢＯＸです

的患者ケアを実践して患
者の不利益を回避または

軽減した事例のこと言い
ます。これまで知らなか
った保険調剤薬局のバッ
ググラウンドや安全対策
に触れる機会となり、委
員からも「サーベイが自
分たちの学習機会になっ
た 」「 イ ン シ デ ン ト か ら
学ぶ姿勢はいい」などの

つばさ薬局長町店紹介

２年ぶりの宮城民医連慢患交流集会開催

私の好きな憲法は何条？

髙倉
県連医療介護安全委員 坂病院看護師

精神科疾患を持つ患者さんの対応を学んだ

２月 日、２年ぶりと
なる宮城民医連慢患合同
交流集会が、オンライン
で開催されました。コロ
ナウイルスが流行して２
年が経過し、まだ私たち

の日常は取り戻せないま
ま、現在も感染者数が減
らず感染対策を徹底する
毎日です。
血糖コントロール状況
報告では、どの病院や施
設でもコロナ禍での患者
さんの生活の変化があ
り、スタッフが変化に応
じて対応されていると感
じました。
コロナ禍での患者さん
の変化としては、外出頻
度や外でお酒を飲む機会
が減ったり、他県に住ん
でいる孫に会えなくなっ
たりなどがありました。
外出頻度の減少や孫に会
べることだけが楽しみと
いう患者さんには、食べ
る内容を違うものにした
り家の中でもできる運動
を勧めたりと、楽しみを
奪わないように提案の引
き出しを多くしていきた
いと思っています。その
ため、スーパーやドラッ

いいとこ探しサーベイ

と言いながら殺し殺され
る国に仕立てようと言う
のです。日本も今後、憲
法が改定され軍隊をもつ
ことになれば、いざ戦争
になったとき、ウクライ
ナのように一般市民も戦
争に巻き込まれる恐れが
あるということです。
武力による争いは、武
力による争いしか生まれ
ません。私たちはこの事
態をどう受け止めればい
いのでしょうか。ひとり
の日本人、
ひとりの人
間として。
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タテのカギ
１ 温泉付きの保養施設
２ 弘 前 城、 松 本 城、 丸 岡 城、
犬 山 城、 彦 根 城 な ど 城 に
現存しています
３ 「檸檬」って読めますか？

12

つばさ薬局の医療安全の
取り組みを共有
17

坂会場参加者

まさか日本でそんなこと
…と思われがちですが、
その日本でも戦争に巻き
込まれかねない事態が起
こっていることを皆さん
はご存知でしょうか。ロ
シアが核戦争を匂わす発
言がある中、日本の一部
の改憲勢力が「非核三原
則（核兵器を持たず・つ
くらず・持ち込ませず）
を見直すべき」と主張し
ました。後に日本被団協
らの抗議によりその提言
文書の一部は削除された
ものの、改憲発言は今に
始まったことではありま

医療安全管理指針について

天文学上は春分まで、です
東北の伝統工芸といえば
わずかです。……の間
苦手ではありませんよ
映 画「 オ ズ の 魔 法 使 い 」 の
劇中歌「……の彼方に」
週１回の発行です
物事の起源

23

えなくなることで、唯一
の楽しみが食べることに
なり、血糖が悪化するケ

ロシアによるウクライナ
への侵攻はとどまるとこ
ろを知りません。何の罪
もない多くの一般市民、
幼い子どもまでもが不条
理 な砲撃でいのちを落と
し、また生活や自由、財
産が奪われています。戦
争により殺し殺される、
奪い奪われるそんな現実
が今この 世紀で起きて
います。歴史上の話では
ありません。
想像してみてください。
突然、あなた（または家
族・友人など）はどんな
理由かもわからず理不尽

《解き方》イラストをヒントにして、二重ワクの５文字をうまく
並べてできる言葉は？
（作・モロズミ勝）

ースが多かった一方で、
県連事務局
遠藤 貴志
私の好きな憲法は第九
条【戦争の放棄、軍備及
び交戦権の否認】です。
本記事の原稿を掲載する
にあたり、まっさきに思
い浮かべたのは「ロシア
によるウクライナ侵攻」
についてでした。もちろ
ん好きな憲法であること
が前提ではありますが、
今の世界情勢において
「日本国憲法第九条」に
ついて語らずにはいられ
ない、そんな思いでこの

21

講師の石橋義彦医師
（左）
と座長の盛口雅美医師
（右）

原稿を作成しているとこ に殺されてしまいます。 せん。政権与党は九条を
ろです。
家を壊され今まで過ごし 改定し、日本を戦争でき
３月７日原稿作成現在、 ていた日常が奪われます。 る国にして、自国を守る

10

ヨコのカギ
１ 特徴はさびにくさ
５ バスケットです
７ 材 料 は 小 麦 粉。 強 力 粉 を 使
うと、仕上がりはふっくら
８ マ グ ロ や タ イ、 エ ビ、 イ カ
などが一つの皿に
……暁を覚えず

日当日消印有効。発表５月１

パート含む県連職員。締切４月

があります。応募資格＝臨時・

の欄に掲載させていただく場合

などを書き添えて下さい。
「声」

ます。余白に日頃考えている事

5

４
５

６
９

鍋や吸い物に入っています
土砂を運んで扇状地や三角
州をつくります
オタマジャクシが泳ぎます
肉付きの良い丸い体の力士
５人制のサッカー
救急車で運ばれます
異なった性質
大 規 模 …… へ の 備 え は で き
ていますか？
保守的な政治勢力
過ぎ去った時間です

日号。
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