特別講演
「慢性疾患におけるサルコペニア・フレイル
～運動と栄養の有用性～」

茉利菜
桃子、中江
佐々木
古川民主病院歯科 歯科衛生士

８月７日～９日まで原
水爆禁止２０１９年世界
大会（長崎）が開催され
ました。宮城民医連から
は 名が参加。
私たちは６日に長崎へ
向かい原爆資料館を見学
しました。そこでは原爆
によって被害を受けた
様々な展示品や当時の写
真などが展示してあり、
中には目を背けたくなる
ような物もあって、原爆
の恐ろしさを目の当たり
にすると同時に、これが
現実に起きたことである
と思うと胸が張り裂けそ
うになりました。

地域の人たちのため
にも選挙に行って、
問題に対処してくれ
る候補者を選びまし
ょう。
高齢者に優しく、
子どもたちを大事に

の身になって、声を
聞いてくれる候補者を選
びましょう。
選挙は、私達の意思を
反映できる機会です。

できます。事前に、場所
を確認し、一票を投じま
しょう。その一票が宮城
県をきっと変えます。
（記事：田中 千枝）

選挙の年、
自分の思いを選挙に活
かそう
皆さん、今年は、様々
な選挙があります。選
挙に行っていますか？
月には県議会選挙が
行われます。
宮城県では、女川原
発再稼働、水道の民営

乗車証の上限、東日本
大震災の被災者の復旧
復興もまだ完全ではあ
りません。生活も苦し
い人が増えています。

化、放射能廃棄物焼却、 して、暮らしを支え
認可保育園の不足、高 る宮城県にしましょ
い国保料、仙台市敬老 う。いつでも、県民
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問題が山積み。
選挙日の当日に行けな
自分や子ども、家族、 い場合は、期日前投票が
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かれ様々な体験を行いま
した。
私 た ち は「 映 像 の 広
場」に参加し、秋月辰一
郎さん（長崎で被爆した
医師）の著書をもとにし
たアニメーション映画や
平和行進の記録映画な
ど、合わせて５作品を鑑
賞し意見の交流を行いま
した。特にアニメーショ
ン映画（ＮＡＧＡＳＡＫ
Ｉ １９４５ アンゼラ
スの鐘）では、生き残っ
たはずの人々が原爆症で
次々に亡くなっていく様
を「死の同心円（爆心地
から同心円状に死が広が
っていく）」という言葉で
表現しており、原爆の恐
ろしさを感じました。
夜は民医連参加者交流

けたたましい
サイレンと回転
する赤いランプ
の光・光・光。
次々と大型はし
ご車、消防車、
給水車がやってくる。
物々しい雰囲気の中、
防火服に身を包んだ消
防隊員が出入りし、近
所の人や患者さん達が
何事かと集まってく
る。火の手が上がって
いないことがわかって
も、隊員たちは出入り
し、消防車の待機は長
時間に及んだ。▼幸い
坂病院のぼやは、放水
することなく沈静化し
たが、消防隊の真剣な
取り組みに意表をつか
れた。火の手が上がっ
ていたら３００人もの
患者さんをどうやって
避難させ得るのか。病
院火災がどれほどの被
害をもたらすか想像に
難くない。▼再稼働間
近といわれる女川原発
２号機。緊急事態を想
定した避難計画は、全
くの絵に描いた餅。
㎞圏内の医療機関は避
難誘導の手段を持てず
にいる。ほぼ一本道の
国道 号線は避難の車
が数珠つなぎで大渋
滞。事前配布されるべ
きヨウ素剤はほとんど
配布されておらず、備
蓄も不十分。災難は時
間を問わずやってくる。
▼二度と同じ轍を踏ま
ないために、早急な再
稼働阻止の取り組みが
必要だ。あなたの家族
を、あなたの患者さん
を、あなたの故郷を、
守るために今、動き出
そう。各人が自分の問
題として。まず選挙と
署名を今すぐにでも。
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７日は被爆者である三
田村シズ子さんから被爆
体験を聞き、平和公園を

田村さんは爆心地から４
㎞の自宅で（当時３歳）
被爆し、現在も病気と闘
いながらご自身の体験を
伝える活動を行っていま
す。中でも、「被爆者であ
ることを言わなければ気
づいてもらえない、目に
見えない 内
( 臓を壊され
ていく た
) めに認めても
らえない」という言葉が
印象に残っています。原
爆は、その瞬間だけでな
く一生闘わなくてはなら
ない傷を背負わせる恐ろ
しいものであると、心の
底から感じました。
その後開会総会に参加
し、日本だけでなく海外
代表の方の発言も聞くこ
とが出来ました。
８日は分科会ごとに分

世界大会長崎
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案内して頂きました。三

初めて参加した筆者 2 名

会に参加し、原水禁世界
大会に参加した感想や平
和への思いなど、様々な
交流を行いました。
９日は閉会総会に参加

平和の像

しました。日本や韓国の
被爆者の方々の被爆証言
や、核兵器のない世界を
めざす決意などについて
の発言がありました。
また、来年ニューヨー
クで開催する原水禁世界
大会に向け、参加者全員
で「わたしは○人分のヒ
バクシャ国際署名をニュ
ーヨークへ届けます！」
という紙を掲げ、原水禁
世界大会は閉会しました。
４日間を通して核兵器
のもたらした被害の大き
さや悲惨さを改めて学ぶ
ことが出来ました。核兵
器禁止条約に か国が批
准した今、１日でも早く
条約が発効され、核兵器
のない平和な世界になる
よう、私たちに出来るこ
とから取り組んでいけれ
ばと思います。
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大医師

藤原
坂総合病院 リハビリテーション科

（第 991 号）（1）

2019年9月1日（日）
2019年度

宮城民医連
前期慢患合同交流集会

日にち▶2019年9月21日
（土）
時 間▶14:30開演（14:00開場）
場 所▶坂総合病院2階セミナー室

原水爆禁止2019年世界大会

核兵器のない平和で公正な社会のために
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連載

私の好きな憲法は何条？

診療所の後継者養成

松島海岸診療所

事務長

啓介

ら開会の挨拶のあと、各
事業所報告を各所長が発
表しました。
テーマは「診療所の近
況と２０２５年の診療所
構想について」。２０２５
年には退職しているとお
っしゃる所長先生も多か
っ た の で す が、「 現 状 を
踏まえた上で、こうした
い、こうなればいいなど
の所長としての率直な思
い」を報告いただきまし
た。
後半は「診療所後継者
養成について」をテーマ
に、 県 連 の 医 師・ 看 護

高橋

県連全体の議題として 具体化が必要
診療所管理者会議が開催
されました。
当日は宮城民医連加盟

の、くりこまクリニック
中
･ 新田民主医院 松
･島
海岸診療所 北部診療所
･
仙
･ 台錦町診療所 若
･林
クリニック し
･ ばた協同
クリニックの７診療所か
ら所長をはじめ管理者が
集まり、さらに県連から
も医師部・看護部・事務
委員会と県連次長を交え
て、 名が参加しました。
開催目的として、
①県連各診療所活動の現
状と今後について交
流し深め合う。
②県連診療所の将来を担
う後継者養成につい
て意見交換する。
師・事務の各部門から診
③診療所管理者相互の交 療所の後継者養成の現状
流を深める。
と将来展望についてお話
の３つが挙げられました。 しいただきました。いず
県連の宮沼弘明会長か れも、診療所での研修を

行う仕組みづくりが必要
ということが語られまし
た。また、各法人の理事
長・専務から、後継者対
策についてコメントをい
ただきました。
最後に、医師・看護師・
事務に分かれてグループ
討論を行いました。事務
では、スタッフに経験さ
せるため、すぐにでも出
したい・受け入れたいと
いう思いがあるが、一方
で診療所では一人抜けた
だけでも大変になる。今
後法人を越えた人事異動
研
･ 修配置を行っていく
ために、県連事務研修の
早急な具体化が必要、と
いう意見で概ね一致しま
した。医師・看護師グル
ープでも活発な議論が交
わされたようです。
今回、各診療所の管理
者に加えて県連各部門の
方々を交えて議論ができ
たことで、今後の診療所
の後継者養成が県連全体
の課題として認識され、

その具体化に向けて各法
人・事業所が協力して進
めていくことが必要だと
思いました。

夕
平和七

８月６日、仙台七夕ま
つりの中、第 回目の平
和七夕が、街を彩りまし
た。平和七夕でレイを配

っていたみなさんや、レ
イを受けとった方々に話
を聞きました。

◇
◇
◇
「『平和を祈る七夕』市
民のつどい」代表の油谷
重雄さんは、
「宮城、福島
会津、東京、横浜などの高
校生から、多くの折り鶴
が送られてきました。た
くさんの広がりができて
います。若い人に変化が

きました。「広島の原爆
の日に、レイを配る体
験ができて、大切なこ
とだと思います。平和
のために行っている行

動をみんなに知ってほ
しいです。まだまだ勉
強不足ですが、戦争は

タテのカギ
１ 世界的に主要な穀物
２ 難 し く 言 う と、 野 山 に 自 生
する食用植物の採取です
３ 観光旅行
４ 米ニューヨークの金融地区
です。……街
長崎で討った……の敵

５

千枝）

日号答え①左端の

日当日消印有効。発表

日号。７月

６
９

件。

現場不在証明
積雲は……状の雲です
チルチルとミチルが主人公
撮影や録音をする場所
２０２１年に始まる大学入
学共通テストで取り扱いが
注目される受験科目
若い世代。最近はあまりこ
う言いませんね
へま。……を踏む
プラごみ汚染が問題に

ながまち。（敬称省略）

城店。吉野由美子／ケアステーション

古川民主病院。阿部成美／つばさ多賀

秋葉美奈恵／長町病院。本庄美也子／

当選者＝渡部祐子／坂総合クリニック。

の足・応募総数

枝にぶらさがるサルの尻尾⑦右端の人

⑤右から２番目の人のスカート⑥木の

の顔④ピースサインをしている子の髪

人のバッグ②キリンの口③左奥のサル

月

員。締切９月

応 募 資 格 ＝ 臨 時・ パ ー ト 含 む 県 連 職

掲載させていただく場合があります。

ど を 書 き 添 え て 下 さ い。「 声 」 の 欄 に

たします。余白に日頃考えている事な

者に抽選で５人に図書カードを進呈い

メールは不可。ファックスは可。正解

種を記し県連事務局に送って下さい。

クイズの解答は事業所名、氏名、職

（記事：田中

ら寄せられた折り鶴が、
市民の首飾りになってい
きました。
毎年、高校生が参加し
て、平和を学んでいく。
市民は平和を考える機会
になる貴重な活動です。

ついています。
核兵器はいらないとい
う祈りをこめて、全国か

おきています。戦争や原 してはいけない。平和を
爆は嫌だという思いが出 守るべき。広島や長崎に
てきている気がします。」 少しでも平和を思う気持
と話していました。
ちをつなげていきたい。」
平和七夕は、吹き流し
レイをもらった方は
が 万羽、高校生たちが 「 一 人 一 人 が、 平 和 と ノ
市民に配るレイが１万２ ーモアヒロシマ、ナガサ
０００本です。
キを思わなくちゃいけな
年以上、油谷さんと い。」「平和を願う気持ち
ともに活動をしている高 は一緒です。」「きれいな
校の先生は「全校で平和 レイをもらって感激。世
学習として行い、毎年、 界平和を祈っています。」
１万羽以上の鶴を折って 「きれいだね。すごいね。」
い ま す。」 と 話 さ れ ま し と喜んでいました。
た。
レイには、折り鶴の端
参加した 名の高校生 にノーモアヒロシマ、ノ
たちが、平和七夕の前 ーモアナガサキの短冊が
で、市民にレイを配っ

ていました。
高校１年生の男子
に、参加した感想を聞
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留守番をすること
空気中では秒速３４０ｍ
海が陸地に入り組んだ所
……悪、……道、……心
多くの人が口をそろえて同
じことを言います
収穫量１位は青森県です
華やかでなく控えめなこと

レイを配る高校生
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第41期
宮城民医連
診療所管理者
会議
７月 日、ＴＫＰ仙台
カンファレンスセンター
にて、第 期宮城民医連

坂総合病院

《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）

30

1

高校生が平和と
ノーモアヒロシマ、
ナガサキを訴える
11 10

ヨコのカギ
１ 区別しません
４ 腕 時 計 の よ う な …… ラ ブ ル
端末
７ ……鱗、……盤、……幕
８ 夏の徳島といえば
Ｊリーグのファンです
お金では買えません
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美咲

この憲法があることで
人々が守られていると感
じる場面は多くあると思
います。私は病院で働く
ことを通して、この憲法
の重要さ、大切さ、に気づ
かされ良い憲法であると
感じました。すべての命
の大切さ、人がもっとも
らしく生きるための礎、
個人が個人と尊重される
為の生活を続けられるよ
う、多くの人々がこの憲
法の重要さに気づき、人
と人との
つながり
を大切に
していっ
てほしい
と考えま
す。
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小山
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管理者会議の様子

りません。すべての国民 ます。
が医療を平等、公平に受
私は事務という立場で
けられる権利を持ちます。 多くの患者さんと触れ合
また、私が働く坂総合 います。受付をする時。会
病院は東日本大震災の経 計をする時。担当してい
験から経済的に生活が困 る病棟の仕事をする時。
難な人に衣服や食事を始 窓口で仕事をする際は病
め、医療費を無料又は低 院に来る患者さんが少し
額な料金とする無料低額 でも安心して診察を受け
診療という事業を行って られるよう、何か困って
います。この事業は病気 いることはないか、患者
を抱え不安にある患者さ さんに寄り添いながらコ
んの気持ちに寄り添い、 ミュニケーションを図る
社会的、経済的状況を最 ようにしています。会計
優先に考え、安心した医 の際は気持ちよく、安心
療を提供する為にありま して帰宅して頂けるよう
す。私は、このように患者 「お大事にして下さい。」
さんを 番に考え、無料 「 気 を つ け て お 帰 り く だ
低額診療という事業を、 さい。」という一言ですが
実践している病院で働い 言葉を大切にし、必ず伝
ていることを誇りに思い えるようにしています。

10

事務

私は、第 条の「すべ
て国民は、法の下に平等
であって、人種、信条、
性別、社会的身分又は門
地により、政治的、経済
的又は社会的関係におい
て、差別されない。」が好
きです。
この条文の重要さ、大
切さ、に気づくようにな
ったのは働くようになっ
てからです。
病院という場所は患者
さんの病気を少しでも快
方に向かわせる為にあり
ます。そこには、人種、
信条、性別、経済的又は
社会的関係などは関係あ
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