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「2018年度宮城民医連
後期慢患合同交流集会」
日にち▶2019年3月16日（土）
場 所▶坂総合病院2階セミナー室
時 間▶14:30開演（14:00開場）

特別講演▶日清食品、高井雅昭先生（終了後、試食会あり）
主 催／宮城民医連 県連糖尿病関連懇談会
連絡先／県連TEL:022-265-2601

由紀子

要なのかという講演の中
で、協働の価値を共有、
各職種の役割と責任、職
場でのコミュニケーショ
ン、チームワークの大切

さ、アンラーニング（学
びなおし）の必要性等
を学ぶことが出来まし
た。
分散会では、この間
の宮城の「女川原発再
稼働の是非を決める県
民投票条例を求める署
名」の取り組みを紹介
し、全国の参加者から
大いに関心を持たれ、
質問攻めにあいました。
最後の全体集会で、
民医連社保活動の共有

今後は、この交流集
会で学んだことを実践

神馬

悟

われ基地にされた。いま
政府は違法な工事を行っ
てまで、米軍に基地を提
供しようとしている。し
かも数兆円もかけて。こ
んなことは絶対に許せな
い」と宜野座市の山口慶
一さん
（ 歳）
は話します。
９時 分機動隊がやっ
てきて強制排除をすると
約１００台の工事車両が
次々と砕石や資材を積ん
でゲートの中へ入りま
す。強制排除されてもな
お歩道から「土砂投入を
やめろ、美ら海を殺すな」
とコールは続きました。
２月 日の県民投票
は、国に基地建設を断念

事務局

辺野古新基地建設反対を叫ぶ

設を阻止しようと 人ほ
どが座り込みを行ってい

30
ました。
「かつて沖縄の土地は
銃剣とブルドーザーで奪

15

し、より良い職場づく
り、職員育成に努めた
いと思います。
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宮城民医連

やってきた活動そのもの
であると思うと共に、Ｓ

体的アプローチを考える
場面で当惑しましたが、
百戦錬磨のＳＷのアドバ

鈴木

ＤＨで分析することで、
問題点とアプローチを整
理できるものと感じまし
た。
事例検討では、社会資

作業療法士

けではなく、その活用
の方法を具体的、実践
的に学ぶことができま
した。
「社会的に健康に生
きるには、個人の頑張
りだけでは限界があ
り、いかに個人の健康
に影響を与える社会的
要因を追求し、環境を
改善するかが重要であ
る。そのための理解、
評価、アプローチの視
点がＳＤＨである。その
視点はアンテナを立て、
情報をキャッチする感度

源等の知識が足りず、具

坂総合病院

を磨かないと見えてこな
いものである」というの
が、印象的な言葉でした。
個人の因子とともに、
環境としての社会問題の

すべての戦争政策に反
対する民医連綱領の立場
から「基地のない平和な
沖縄、日本の実現」をめ
ざし、辺野古新基地建設
を断念させるため１月
日から２月２日まで沖縄
県民投票支援に入り、辺
野古でいま何が行われて
いるのかを目の当たりに
しました。
２月１日午前８時
分、辺野古キャンプシュ
ワブゲート前には、米軍
普天間飛行場移設に伴う
名護市辺野古の新基地建

解決を考える視点は、民

深め、日本国憲法の掲げ
る理念を学び身に付ける
こと、困難を乗り越える

職員一人一人が綱領を

その能力を発揮できる〝
人づくり〟が大変重要で
あると強く感じました。

ムとして目標に向かって
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医連職員としてこれまで

討議をしてみ
るという段階
付けられた内

動 の 二 つ の 柱（ ※ 注 ）」
学習講演会報告集を学ん
だ成果を交流する、ＳＤ
Ｈ（健康の社会的決定要
因）の視点で関わった事
例 の 実 践 報 告、 事 業 所・
部門の活動を交流するこ
とを目的に開催されまし
た。
ＳＤＨとは
なにかという
初歩的な解説
から始まり、

容で、知識だ
11

ＳＤＨの視点
で関わった実
践事例を聞
き、実際の症
例でグループ

１月 日から 日に大
阪市内で、 県連から２
２２名が集った、職場づ
くり・職場教育実践交流
集会に参加しました。
宮城からは、厚生協会
本部事務局の前谷津温子
さん、つばさ薬局の中山
千秋さん、私の３名が参
加しました。
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キャンプシュワブ工事の様子

気持ちがしました。
ＳＤＨに対するアンテ

介護の実践」第２の柱「安

みを軸とした総合的な医

全、倫理、共同のいとな

か う 無 差 別 平 等 の 医 療・

差、超高齢社会に立ち向

※注（第１の柱「貧困と格

ナが少し高くなったと思
える交流集会でした。

イスにより、症例を取り
巻く混沌とした世界が、
少しずつ秩序を取り戻し
ていく気配を感じること
が出来ました。
公的サービスだけでは
なく、ＮＰＯやボランテ
ィアなどのインフォーマ

療・介護の質の向上」
）

生活、生き方を実
現するために制度
を活用するのが大
事」という言葉に
やるべきことがは
っきり見えてきた

度を対象者に当て
はめるのではな
く、その人の望む

底力を改めて感じ
ました。
ＳＷ部会を代表
して袴田智子さん
の 講 評 か ら、「 制

ルサービスの話から、友
の会の班会の活用なども
意見があがり、民医連の

させる民意が示される日
になりますように。
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社会問題の解決を考える視点は
民医連の活動そのもの

１月 日ＴＫＰガーデ
ンシティ仙台ホールで、
医療・介護ＳＤＨ活動交
流集会が開催され、１１
８名が参加しました。
今回の活動交流集会
は、２０１８年２月に開
催された「医療・介護活

困難を乗り越え、
学び合い育ち合う職場に

29

１日目は、職員育成の
課題について、 回総会
方針で提起された「二つ
の柱」の６つ実践報告を
聴き、これからの職場づ
くり・職員育成に役立つ
経験や、教訓を学びあう
ための分散会討論を行い
ました。
その中で、民医連の事
業と運動を進めていくに
は、そのフィールドとな
る〝 職 場 づ く り 〟、 チ ー

様々な職種が参加

したい実践例として報
告されました。

10

機動隊に強制排除される市民

SW の意見を聞く

この症例に必要なことを考える

力や、学びあい育ち合え
る職場づくり・職員育成
につながると感じました。
分 散 会 の 中 で、「 い つ
でも元気」や、民医連新
聞を活用した職場学習等
を実践している県連もあ
りました。他県連の経験
に学び、自分の職場でも
すすめていきたいと思い
ます。
２日目は、全日本民医
連、山本一視副会長の講
演。医学医療の情勢、多
職種協働とは何か、実践
していくためには何が重
職場を良くするには

光
相澤
みやぎ保健企画 セントラルキッチン事業部

12

医療・介護
ＳＤＨ活動
交流集会
第43期 全日本民医連職場づくり・職場教育実践交流集会

２０１９年１
月 日から
日、全日本民医
連の沖縄辺野古
支援団に事務局
として同行しました。
辺野古新基地は、嘉手
納基地の移設先とされ
ていますが、実は空軍
機能としては嘉手納の
代わりにはならず、新
たに核を搭載できる大
型船を寄港できるよう
にする軍港としての全
く新しい機能であるこ
とが、わかりました。
▼また、辺野古の環境
を守る条件（環境アセ

26

ます。▼この状況は厚
労省のデータ改ざんも
含め現政治につながっ
ていると強く感じまし
た。まずは、住民の声
を聴く政治を変えない
といけないと強く思っ
た辺野古支援でした。

史、戦後米軍基地を住
民から奪い取った歴史
もそうであったことを
学習しました。国が住
民にうそとごまかしで
違法な工事を進めてい

りました。▼このうそ
とごまかしは沖縄戦で
住民を捨て石とした歴

承認の条件すらも「や
る」と言いながら全く
実行されず、見せしめ
的に違法な工事を強引
進めている状況が分か

さ れ て い る な ど、 前・
仲井真知事が強引に受
け入れた時の埋め立て

ンも守ると言いながら
すでにいなくなってい
る実態、珊瑚や環境を
守るために赤土を投入
しないとの条件も無視

ス）であった、珊瑚の
移植もじつは、切り取
って移すだけ、ジュゴ
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東北大星陵アンサンブルコンサート

友紀乃
瀬戸

楽しく素晴らしい音色で地域と交流
今回は、みやぎ東部健
康福祉友の会（以下、友
の会）と県連医学生委員
会の合同で行った、東北

器についての説明など盛
りだくさんの内容で、楽
しく素晴らしい音色に癒
さ れ ま し た。『 世 界 に 一
つだけの花』、『見上げて

きず、気持ちを理解でき
ず、正論ですが自分の思
いや考えだけで行動する
このワーカーをみて、担
当患者さん、利用者さん
に対して自身もこのよう
になっていないか？と振
り返るよい機会になりま
した。これからも常に自
問自答しつつ日々仕事を
していきたいと思いま
す。

だんは緊張感のある所で でも民医連や共同組織に
演奏することが多くて演 ついて知ってもらい、震
奏を楽しめないが、今回 災 に つ い て も 風 化 さ せ
は楽しく演奏することが ず、地域の方々がどんな
できた。」「皆さんが暖か 思いを抱えて生活してい
みやぎ東部健康福祉友の会 事務局 中川 恵介
い雰囲気で聞いてくださ るかを伝えていけるよう
大星陵アンサンブルコン なった、災害公営住宅で ごらん夜の星を』など聞 って、すごく良かった。」 な取り組みを続けていれ
サートについて報告しま の東北大の音楽サークル くだけでなく口ずさめる 「 こ う い っ た 所 で 演 奏 す ばと思います。
す。
である星陵アンサンブル ような選曲もしてくれ、 る機会がないので、今回
ここ数年の恒例行事と の演奏会。今年は、１月 良い雰囲気で和やかに進 はとても良い経験となっ
日、塩釜市にある清水 みました。中でもトーン た。参加者全体での交流
沢東公営住宅の集会所に チャイムによる演奏はな も あ り 楽 し か っ た。」 な
て開催しました。
かなか聞く機会のない音 どの感想をもらえ、自分
参加者は全体で 名。 色だったこともあり、『エ たちが意図した部分を少
内訳は、学生 名、入居 ーデルワイス』のアンコ しでも感じ取ってくれた
者６名、友の会役員７名、 ールが出るほど好評でし ようでした。
職員４名と入居者の方々 た。
今後もこういった活動
は想定よりは少なかった
今回の企画の準備につ を進めるとともに、少し
です。
いては、医学生担当の佐
しかし、１時間ほどの 藤悠耕さんと中心になっ
演奏会では、学生さんた て進めてきました。民医
ちの演奏はもちろんのこ 連だからこそ持っている
と、演奏曲のエピソード 地域の方々とのつながり
やそれぞれ持ち込んだ楽 を生かせる、この地域だ
からこそ抱えている困難
に対し少しでも目を向け
「健康で暮らしたい」
てもらえる内容にしよう
「だれもが安心してかか
と思っていました。
れる医療機関がほしい」。
参 加 学 生 か ら は、「 ふ
みやぎ県南医療生協は、

宜子

が担当した同居の姉を亡
くしてから求職活動をし
ない方に厳しい口調で求
職活動をするよう促しま
すが、その方は一向に行
動に移さないし移さない
理由も言わなかったた
め、生活保護の打ち切り
を宣告しました。
しかし別のワーカー
が、この方は生まれつき
文字を読んだり書いたり
することができないとい
う事に気付いたことで、
担当ワーカーは障害者手
帳の取得や就職先を見つ
けるために奔走し、就職
佐々木

リハビリテーションを提
供しているなぁと思いま
した。
そして思い浮かんだの
が去年の夏に放映された
テレビドラマ「健康で文
化的な最低限度の生活」
でした。このドラマは、
新人ケースワーカー達が
生活保護受給者の方々の
人生の困難に右往左往し
ながらも寄り添い成長し
ていく物語です。全てを
観た訳ではないですがと
りわけ印象深かったの
は、頭脳明晰で能力は高
いが愛想のない新人ケー
言語聴覚士
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今回、人生で初めて好
きな憲法について考える
機会をいただきました。
思い返してみると、好
き嫌いというより当協会
にリハビリテーション職
として入職して以来、民
医連学校等の研修のお陰
で「すべて国民は、健康
で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する」
「 国 は、 す べ て の 生 活 部
面について、社会福祉、
社会保障及び公衆衛生の

坂総合病院

10

が出来た、というお話で
した。
当事者の言葉を傾聴で

クリニックを支える
「縁の下の力持ち」
！

ヨコのカギ
１ おせちの一品。紅白が縁起
がいいですね
４ 外国の人との会話に使いた
い。スマホの……アプリ
節分に食べる人が最近多い
……金、……違い、……道

そんな思いを持った地域
のみなさまの思いと努力
が結実して創立されまし
た。以来、いつまでも安
心して暮らせるまちづく
りを実現するために、診
療所、通所介護、居宅介
護支援などの事業を展
開、地域活動にも力を入
れて取り組んでいます。
そんな県南医療生協に
仲間入りして早３年。患
者さんや利用者さんに寄
り添い、医療・福祉に尽
力する先輩職員の方々は
わたしの目標です。本当
なら１人１人ご紹介した
いところですが…今回は
わたしにとってより身近
で心強い存在である事務
部門の皆さんを紹介しま
す。
いつも優しく気さくに
声をかけてくれる佐藤陽
子さんは、事務部門のま
とめ役。職員はもちろん、
患者さんの小さな変化に
もすぐに気がつく観察力
の持ち主です。

冬の蔵王といえば
東京・神田が有名。……店
過ちという意味もあります
カ ナ ダ の 長 編 小 説「 赤 毛 の
……」
フェイク
昔はたき火で作りましたね

連載

私の好きな憲法は何条？

太田美紀さ
んは、受付窓
口のムードメ
ーカー。美紀
さんが窓口に
座っている

と、自然と患
者さんが集ま
ってきて、近
況報告をはじ
めます。どんなに忙しい
時でも、笑顔を絶やさず
話を聴いてくれる美紀さ
んに会うことを楽しみに
している患者さんも少な
くありません。
そして現在、事務部門
の黒一点、小熊好隆さん
は、真面目に効率よく業
務をこなす一方で、帰り
はお子さんのお迎えに奔
走するイクメンパパさん
です。
地域活動を担当する佐
久間智子さんは、県南医
療生協と組合員さんをつ
なぐ重要なパイプ役。ど
んな人とでも平等に接
し、その包容力で周りか

代表はリュウグウノツカイ
正数と負数の境目になる値
丑三つ時はコレも眠るとか

タテのカギ
１ きょうだいの一番下の子
２ 「拿捕」って読めますか

23 22 19
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スワーカーが主役の回で
す。
このワーカーは、自分

職場でキラリな人

７
９

日当日消印有効。発表４月１

パート含む県連職員。締切３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

んが、医療生協の「安心
して住み続けられるまち
づくり」のために陰なが
ら奮闘する姿は、まさに
縁の下の力持ち。なくて
はならない存在です。
こちらに異動してきて
１年。まだまだ至らない
点も多いと思いますが、
そんな素敵な先輩方の期
待に応えられるように頑
張ります。

ら絶大なる信頼を得てい
ます。
保険請求や情報管理、
地域活動のサポートな
ど、事務部門の業務は多
岐に渡ります。決して華
やかな職種ではありませ

右上から小熊さん、太田さん、瀬戸(筆者)
右下から佐藤さん、佐久間さん。

３
４
５
６
８

公共の秩序。……良俗
……は百代の過客にして〜
軽々しく引き受けること
当たるといいね
げじげじとか三日月とか
「 中 国 の シ リ コ ン バ レ ー」
と呼ばれる都市
精進料理で肉の代用として
考案されたとか
京都の台所です。……市場
あご下にひげがある家畜
放送……、郵便……
万病のもとです。寒い時期
は特に気をつけてください
……紙、……気、……白

イズなし。

日号。２０１９年１月１日号ク
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15 13 11 10

17 16

社会福祉士

みやぎ県南医療生活協同組合

《解き方》イラストをヒントにして、二重ワクの７文字を
うまく並べてできる言葉は？
（作・モロズミ勝）

友の会員と交流

向上及び増進に努めなけ
ればならない」という日
本国憲法第 条を念頭に
25

（第 978 号）（2）

2019年2月15日（金）

星陵アンサンブル

