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原水爆禁止2022年世界大会

被爆者とともに、
核兵器のない平和で公正な世界を

―人類と地球の未来のために
8月4日
（木） 世界大会開会総会
8月4日
（木）
・5日
（金） 国際会議
8月6日
（土） 世界大会ヒロシマデー集会
8月9日
（火） 世界大会ナガサキデー集会

宮城民医連 看護介護研究交流集会

半沢

淳子

日に県連医療・

難に対してスタッフ一人
ひとりが自分の役割を自
覚し、施設一丸となって
チャレンジ精神と常に課
題に前向きに取り組む風
土作りが大切であるとの
発表がありました。
グループワークでは、
講演やリレートークから
得た学びを共有し、民医
連の理念への理解を深め
ることの重要性を再確認
しました。また自分に何

ができるかを考え、リス
クばかりではなくどうす
ればできるのかを考えて
いくことが大切という感
想が聞かれました。なか
なか知ることができない
他事業所の取り組みが共
有できたことで、それぞ
れ頑張ってきた様子が分
かり大変励まされまし
た。学ぶことも多く大変
充実した交流集会となり
ました。

渡邉

宗法

ニュアルの活用につ
いて説明がありまし

た。
私の所属する病棟
は脳卒中、神経難病

経過、電子カルテによる
せん妄フローチャート、

全委員会の下にせん妄プ
ロジェクトを立ち上げた

せん妄は治療することに
よって症状改善が図られ
ると説明がありました。
せん妄ケアと認知症ケア
の視点について、共通点
と相違点を理解しその人
の心理的ニーズに合わせ
たケアを実践することが
必要であると話されまし
た。
本間まゆこ看護師から
は、坂総合病院の医療安

安を抱えているのか、苦

中で忘れがちな患者の気
持ちを考え、どの様な不

なくてはなりません。普
段の業務に追われている

認知症が同時に生じ
ているケースのお話
がありましたが、現
場ではその様なケースが
非常に多く、スタッフが
対応に追われて日常を過
ごしています。
患者の高齢化に加えて、
急性期の病変に対してせ
ん妄症状を生じる患者は、
今後、さらに増え続ける
ことが予想されます。私
達は患者の不安や意志を
尊重しつつ、倫理的配慮
を行いケアを行っていか

の患者を中心とする
病棟のため、認知症
をベースに持つ患者
が多いです。今回の
研修でせん妄症状と

評価ツール、ポケットマ

泉病院西病棟

せん妄について理解を深めた

県連医療・介護安全研修

対策を意識した取り組み
や工夫がありました。困

看護師

組みと課題」について講
演していただきました。
講演では、緊急時・困難
な時こそ民医連の理念・
真価が問われるという点

大内誠氏より「新型コロ
ナ禍の介護現場での取り

宮城厚生協会長町病院

困難な時こそ民医連の理念が
問われることを 実感
もに、他事業所との交流
を深め、看護・介護の質
向上を目指す」を目標に
事業所から参加された
みなさんと思いを共有す
ることができました。
交流集会では、宮城厚
生福祉会法人事務局長の

６月

介護安全研修会が開催さ
れ、ｗｅｂ参加を含め
カ所から 名が参加しま
した。
今 回 の 研 修 は、「 せ ん

妄について理解し、予防
的介入でインシデントを
減らす」というテーマで
した。患者層は高齢化し、
せん妄発症増加を背景と
した自己抜去、転倒事故
が発生しています。坂総
合病院では「せん妄対策
プロジェクト」を立ち上
げ、せん妄に対してのフ
ローチャート、マニュア
ルの充実を図り、電子カ
ルテのフローチャートに
沿ったせん妄に対応する
実践的な動きが始まって
おり、せん妄プロジェク
トメンバーから講義を受
けました。
阿部育実認知症看護認
定看護師からは、せん妄
とは意識障害がベースに
あること、認知症は脳が
質的に障害されているこ
とが区別の基準であり、

せん妄について話す阿部育実看護師

に 触 れ、「 民 医 連 な ら ば
こう考える」という組織
文化の醸成の必要性を事
例と共に伝えていただき
ました。
介護施設では、入居者
の方がその人らしく過ご
せるようスタッフが協力
して取り組む様子や、介
護施設は第２の家であり
生活の場であるという思
いでスタッフが自ら考え
行動している姿から、民
医連の組織文化が育まれ
ているからこそ人権を尊
重し個別性のある対応が
できるのだと感銘を受け
ました。さらに、高齢者
増加の時代に、生活や暮
らしを支える生産人口の
減少への対応、個別化ケ
アも求められていくた
め、地域に密着したケア
や地域連携の考えを広げ
ていくことが課題である
と再確認しました。
各事業所のリレートー
クでは、様々な状況下で
新型コロナ対策を実践し
てきた内容を発表してい
ただきました。どの事業
所も従来の施設内の機能
を維持するために、感染
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６月４日に宮城民医連
看護介護研究交流集会が
開催されました。昨年は
中止となり２年ぶりの開
催 と な り ま し た。「 新 型
コロナ禍での医療・介護
の取り組みや経験を報告
しあい学びを深めるとと

講演を聞く参加者

うに改善していきたいと
思います。

しまいがちなため、患者
の個別性に沿った、せん
妄予防の対応ができるよ

た。入院時にどうしても
加算をとることに目がい
ってしまい、評価表や看
護計画、記録等、テンプ
レートに近い物になって

病院でのリスク因子評価
や予防対策等、当院の評
価表よりも項目が細かく
網羅されていたので、今
後の対応の参考にさせて
いただきたいと思いまし

痛やニーズをくみ取って
看護を展開していかなく
てはいけないと再確認し
ました。
また当院でもせん妄ハ
イリスク患者ケア加算を
とっていますが、坂総合

発表を聞く参加者

講義を受ける参加者
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52
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最近、子どもが
接骨院にお世話
になり驚いたこ
とがあります。
接骨院の先生の
説明がわかりやすかっ
たのです。▼子どもは、
陸上部に入り足底を痛
めたため接骨院に行き
ました。そこでは、タ
ブレットの解剖アプリ
を使用し、筋肉、骨、
靭帯、神経など３Ｄで
立体的にどの角度から
もみてとれるようにな
っていて、痛い場所や
関連している筋肉につ
いて説明をしてくれま

した。▼視覚として情
報が入ることで理解を
深められ、自分の体に
向き合えると思いまし
た。診察も体の使い方

の癖や姿勢など、しっ
かり診察してもらいま
した。▼小学校から中

学校に上がり、部活を
始めて急に体を動かし
たため、足に負担がか

かったこともわかり、
体の使い方の癖を知り、
成長過程の体に負担を
少なくスポーツをして
もらうことの大切さを

感じました。▼扁平足
もあり、足に負担がか
かる原因だと言われ、

扁平足改善に青竹踏み
を勧められました。▼
早速、青竹踏みを購入
し、子どもは毎日歯磨
きの時に行っています。
先日、私も竹踏みをや

ってみました。かなり
痛かったです。▼頑張
って踏んだためか、足
はすごく軽くなったこ
とに驚き、子供と一緒
に青竹踏みを頑張って
みようと思いました。

章郎
菊池
事務
宮城野の里

働上限が１８６０時間と
なるなど、厳しい労働環
境が解消されそうにあり
ません。今回の相談を通
して、労働者のいのちと
健康を守る活動が一層求
められていることを実感
しました。
福祉ウェーブ実行委員
会は、宮城民医連を含む
７団体で構成され、２０
０９年より社会福祉全体
の制度改善を求める運動
に継続的に取り組んでい
ます。毎年 月には、福
祉ウェーブを開催し、福
祉の拡充を求める集会・
パレードと街頭宣伝・署
名活動を行って社会福祉
の拡充を訴えています。
昨年と一昨年は、コロナ
禍から街頭活動ではな
くｗｅｂ学習会を開催し、
みんなで学び考える活動
を行いました。
今年は、 月の福祉ウ
ェーブに繋がる学びの場
として、６月 日に学習
会を開催しました。約１
００名が参加した学習会
では、福祉に使われるお
金の流れを学習し、みん
なが幸福である福祉を作

るために、福祉現場で働
く私たちにできることを
考えました。
学習では、全国福祉保

育労働組合宮城支部加藤
望 書 記 長 よ り、「 福 祉 と
お金のはなし～もっと現
場がゆたかであるように
～」のテーマでお話しい

ただきました。加藤氏は、
憲法 条によって福祉に
関わる財源を確保する責
任は国にあること、社会
保障費は国の財源を圧迫
していると攻撃対象にな
っていること、日本の社
会保障は社会保険料での
負担を基本としつつ「公平
かつ安定した財源」の名
のもと消費税も使ってい
るが、負担できない人が
社会保障の枠からはじき
出されること、公立保育
所の民営化等の民間活力
の導入は国や自治体の責
任放棄であり、福祉を受
ける人と受けない人との
分断を利用して、社会保
障費を削減しようとして
いることを、話しました。
そして、福祉が敵視さ
れる情勢の中で私たちが
できることは、社会保障
の矛盾が一番見える現場
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仕事が人間らしい生活の
妨げになっている実態が見えた

６月 日に開催された
過労死１１０番全国ネッ
トワークの全国一斉電話
相談に参加しました。１
９８８年６月の開設（広
瀬医師の呼びかけで全国
７カ所開催）から数えて
宮城では第 回となる今
回は「過労死・ハラスメ

私の好きな憲法は何条？

の声を反映させるため
に、私たちの声を大きく
していく取り組みや運動
を広げること、私たちの
望む福祉を実現する政治
家を選ぶために、福祉に
重点を置いて選挙に行く
ことであると訴えました。
学習に続いて、グルー
プワークを行いました。
各参加者が「総理大臣に
なったらやること」を出
し合った上で、その中か
ら一つやることを決め、
実現のためには何が必要
かを話し合いました。各
グループからは、福祉施
設の充実や少子化対策、

教育の無償化、保育の人
員配置基準の見直しや処
遇改善、ホームレスゼロ
政策、消費税引下げ、等
の政策が出されました。

そして、その実現のため
には、財源として防衛費
を減らし、福祉や教育、

子育てにお金をまわすこ
と、自分たちの声を国に
伝えるために学習や運動

が必要であるという意見
が出ました。
コロナ禍であるため、
街頭での活動は制限され
ますが、学習会で学び考

日当日消印有効。発表９

ト含む県連職員。締切８月

す。応募資格＝臨時・パー

ていただく場合がありま

い。「 声 」 の 欄 に 掲 載 さ せ

事などを書き添えて下さ

す。余白に日頃考えている

図書カードを進呈いたしま

可。正解者に抽選で５人に

ールは不可。ファックスは

事務局に送って下さい。メ

名、氏名、職種を記し県連

クイズの解答は事業所

連載「 私の好
きな憲 法は何
条？」
への寄稿を
募集しています。
宮 城 民 医 連メー
ルアドレスまでお
寄せください。

え合う場を設けること
は、運動の輪を広げてい
くために重要な機会であ
ると思います。私たちは
今後も社会福祉制度改善
のための運動を広げてい
く取り組みを続けていき
ます。
これからも福祉ウェー
ブへの皆様のご協力をお
願いいたします。

オンラインで参加のみなさん

e-mail:
dai@miyagi-min.com
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認定実績が少なく周知も
不足しています。終わり
の見えないコロナ禍で、
本来は労災対象となる方
が見逃されることのない
よう私たち医療従事者も

6

改めて認識する必要があ
ります。
過労死をなくすため、
過労死等防止対策推進法、
働き方改革関連法、パワ
ハラ防止法など法整備は
古川民主病院ソーシャルワーカー 袴田 智子
進んでいますが、２０２
の精神障害による労災認 ４年から医師の時間外労
定は過去最多の６０８
件、原因はパワハラが最
多です。大企業では２０
１９年、中小企業は今年
４月からパワハラ防止法
が施行されましたが、実
効性がある取り組みがさ
れているかどうかを注視
していく必要があります。
職場クラスターでコロ
ナ感染し労災申請予定と
いう相談者は、隔離解除
後も体調不良が続き休職
中でした。後遺症は労災
で補償されますが、まだ

を推奨する陰で、働き盛
り世代の労働強化を生ん
でいます。
パワハラに関する相談
２件は精神的不調で通院

福祉とお金の話

10

ント・コロナ労災１１０ 準法第１条で定められた
番」として電話相談を受 「 労 働 条 件 は、 労 働 者 が
け付けました。弁護士３ 人たるに値する生活を営
名、働くもののいのちと むための必要を充たすべ
健康を守る宮城県センタ きもの」が守られておら
ー１名、宮城民医連から ず、仕事が人間らしい生
は仙台錦町診療所・産業 活の妨げになっている実
医学センターの広瀬俊雄 態が見えました。
医師、泉病院の室谷智子
ある相談者は、同僚が
医師、県連ＳＷ部会のソ 高齢者ばかりで本人に業
ーシャルワーカー５名が 務が集中し疲労のため体
参加しました。
調を崩してしまいまし
今回の相談件数は７件 た。少子高齢化による労
と、ここ数年で最も多い 働人口の減少に加え、年
件数となりました。医療、 金減額など可処分所得が
保育、運輸、建設、製造 減る一方の高齢者の労働
と多分野に渡る業種の労
働者からパワハラ、過重

中でした。２０２０年度

10

労働、残業手当・給与未
払い、コロナ労災など多
様な相談がありました。

夏希

法」と検索するところか
らスタートです。やはり
検索結果には小難しい漢
字が並ぶ中、目についた
のは「憲法なんて、いら
ねぇわ！」という強気な
タイトルでした。埼玉弁

7

べて憲法によって守られ すために、明日から輸入
ているものだと改めて考 品禁止！」という法がで
えさせられました。 分 きれば食卓は米と芋ばか
ほどの動画です。ぜひ、 りになっていくでしょう。
ご覧ください。
耐えられませんね…。
私が私らしく生きるた
憲法 条で定める個人
の尊厳とは日本国憲法の めに、食べたいものを食
三大原理「国民主権」
「基 べ、読みたい本を読み、
本 的 人 権 の 尊 重 」「 平 和 好きなものを好きだと言
主義」の根幹の理念とし う、そんな生活を送りた
て考えられています。私 いと願うこと。それさえ
たち個人は国という大き も憲法によって支えられ
な力に対してどうしても ているのだと思います。
弱い存在になってしまい
／ は投票日ですね。
ます。国にとって有意で 私も自分ための 票を投
あっても私たち個人にと じてこようと思います。
って不利益な法律があま （ 注： こ の 原 稿 は 月
りに乱立すれば、生活が 日にいただきました）
立ち行かなくなります。
例えば「国内消費を増や
13

相談内容からは、労働基
坂総合病院
清野

私が考えていきたい憲
法 は 第 条 で す。「 す べ
ての国民は、個人として
尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国
民の権利については、公
共の福祉に反しないが義
理、立法その他の国政の
上で、最大の尊重を必要
とする。」
原稿依頼を受け、憲法
について考える貴重な機
会をいただきました。恥
ず か しながら知識はほぼ

護 士 会 が Youtube
に投
稿している動画で、社会
のテスト勉強を疎ましく
思った高校生の前に六法
全書を持ったスーツの妖
精が現れ、憲法を消し去
ってしまうという内容で
す。好きなものを好きと
言えない、仕事を自由に
選べない、書いたものは
閲覧されるなど、これま
で生きる上で当たり前に
保障されてきた自由がす

件。当選者＝佐藤幸佑／

「デイキャンプ」
・応募総数

月１日号。６月１日号答え

19

センター（敬称省略）

芳賀明子／南光台地域包括

保 育 園、 萩 原 緑 ／ 泉 病 院、

ぜ、杉井知子／下馬みどり

ケアステーションしおか

坂総合病院、鈴木さとみ／

11

電話相談を受ける様子

なく、勉強不足を痛感し
ました。なんと、スマー
トフォンを手に取り「憲

13

社会福祉制度改善の
運動を広げよう

1

7

65

過労死
110番
18
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