日にち▶2019年11月16日
（土）分科会
場 所▶TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口
日にち▶2019年11月17日
（日）全体会
場 所▶トークネット仙台大ホール

第

回 全日本民医連学術・運動交流集会

記念講演やポスターセッションで交流
志乃

れたため、多くのセッシ
ョンに参加できなかった
ことが悔やまれますが、
様々な活動に触れること
ができ、自分の実になっ
たと感じています。自分
の感じた印象としては多
職種連携（地域包括ケア）
や介護予防についての取
り組みの報告が多く、今
後の日本の課題であると
思いました。
今回の交流集会に参加
して学んだことを生か
し、これからも地域住民
や平和のため活動をして
いきたいと思いました。

た。本来利益の追求が目 向けてシュプレヒコール
的ではない社会福祉の分 をあげ、銀座のパレード
野が、福祉の市場化によ に出発しました。あいに
って労働環境の悪化や深 くの雨模様で肌寒い日で
刻な人材不足に陥ってい はありましたが、全国各
ること。格差の広がりは、 地の仲間との行動に元気
結果として人々のいのち をもらいました。
を脅かしているという実
月 日には宮城県議
情を知ることができまし

月 日投開
票の宮城県議選
の結果が出てい
るであろう。こ
の４年間は私た
ちの運動と野党共闘で
現実の政治が大きく動
いたと同時に、県民お
きざりを強行する県政
と市民と野党の共闘が
正面からぶつかる構造
がはっきりした。▼今
期の県議会は女川原発
再稼動をどうするの
か、水道の民営化をど
うするのかをはじめ、
県民にとってどれも譲
れない課題が並ぶ。県

会議員一般選挙がありま
した。たたかうためには
沢山の仲間が必要です。
院内の社保委員としても
投票に行くことを呼びか

めようとしても、事実
に対しては県当局も認
めざるを得ない。野党
も私たちの調査を基に
した学習会や、質問も

めたいと思います。

ていくだろう。 月議
会で行われるであろう
水道民営化の議論をス
トップさせること、困
難に寄り添うとともに
私たち自身が希望を持
てる社会実現への一歩
としていきたい。

に情勢を切り開いてい
る。▼次の４年間‐さ
らに県政を動かす上で
は、私たちが私たちの
力を自覚して行動して
いけば、確実に変わっ

会派で分担するなど共
闘を進めた。野党共闘
と私たちの運動は確実

宅訪問調査が、県政を
大きく動かした」とい
う。どんなに悪政を進

が正面からぶつかる。
▼県議選前に天下みゆ
き前事務局長（共産党
県 議 ） は、「 民 医 連 が
取り組んだ復興公営住

民の願い・想いを大切
にする政治と、企業利
益優先の県政の継続と

10

け、今日の経験を伝達学
習で広める等、まずは自
分ができることからはじ

27

赤松

すが、 ％の人々がアク
ションを起こせば社会に
変化を起こせるのです。
そのためにも地道な署名
活動や街宣活動を続けて
いくことが大切なのだと
改めて思いました。
記念講演のほか、ポス
ターセッションも行われ
ました。 時まで行うと
ころを 時までと短縮さ

きました。国
会議員挨拶で
は、日本共産
党の倉林明子
議員、田村智

た。
また、台風 号で被災
した地域の介護施設から

い運動が必要です。
その後、厚生労働省に

子議員、立憲
民主党の初鹿
明博議員が挨

は、希薄な夜勤体制の中
で利用者のいのちを守る
ために奮闘した職員の経
験が語られました。災害
救助隊が到着したとき泣

り上がり、各団体による
リレートークを行いまし

拶され、地方
創生どころかいのちの格
差をひろげ、災害が続く
昨今の状況を受けてもな
お兵器の「爆買」を続け

き崩れたという話を聞
き、職員自身が不安にか
られながらも「利用者を

や、「諦めない
ことが大事。
勝つまで続け

ている安倍政権に警鐘を
鳴らし、いのちを守るこ
とが最優先だと呼びかけ

れば勝ち」と
いった熱いメ
ッセージを頂

ました。
その後は全国保険医団
体連合会（保団連）の歯
科にまつわるクイズで盛

10

セントラルキッチン事業部 管理栄養士
では憲法９条の存在に基 「 ％ の 法 則 」 に 関 し て
づく）を制定している国 もお話しされました。こ
家は日本とコスタリカの れは社会の ％の人々が
２国のみですが、戦争の 一斉に目立つ行動を取れ
放棄を掲げた９条を支持 ば多くの人々が動いてい
する国や都市が多く存在 るように見え、社会の流
することをお話しされて れが変わっていくという
いました。
ものです。我々一人一人
スペインの最西端に位 の力は微力で、到底社会
置するグランカナリア島 を動かせるものではない
テルデ市には、９条の碑 と諦めがちになるもので
が街の広場に設置されて
います。これは当時の市
長が憲法９条の内容に感
動し、広場と碑の建設を
議会に提案したとのこと

れは、日本国憲法９条が
平和に関して大きな影響
力を与えている結果にほ
かなりません。
ま た、 社 会 を 変 え る

月 日、長野県長野
市ホクト文化ホールにお
い て、 全 日 本 民 医 連 学
術・運動交流集会が行わ
れました。本来は 月
日から 日と二日間にわ
たって行われる予定でし
たが、台風 号の影響に
より、 日開催は中止と
なり時間を繰り上げての
開催でした。
記念講演では、伊藤千
尋氏が「憲法が生きる社
会を目指して～これから
の私たちが輝けるために
～」というタイトルで講
11
でした（広場の名前はヒ
ロシマ・ナガサキ広場と
命 名 さ れ て い ま す ）。 こ

10

演しました。伊藤氏は国
際ジャーナリストであ

19

例えば平和憲法（日本

月 日、東京日比谷
公園野外音楽堂で「憲法・
いのち・社会保障まもる
・ 国民集会」が開催
され、全国から約２５０
０名、宮城からは 名が
参加しました。台風 号

で甚大な被害を受けた被
災地からも多くの人が参
加され、この集会や社保

不安にさせまい。助けな
きゃ」と無我夢中で支援
にあたったのだろうと感
じました。いざという時
に十分な対応がとれない
現場の職員体制は、現場
の責任だけではありませ

ん。国の責任を問い、社
会保障の切り捨てや自己
責任の押しつけを許さな

19

15

仲間を増やし、
いのちや暮らしを守ろう

15

運動への意気込みを感じ
ました。
作家の室井佑月氏のト
ークショーでは「儲ける
ことのみが大事はおかし
い。国が介護・医療にお

訴える医療者

14
11

12

12

27

11

17

19

章子
三原
社会福祉士
長町病院

15

憲法・いのち・社会保障まもる10.17国民集会

18

15

17

17

10

り、数々の国で取材を行
ってきた経験から非常に
豊富な「平和」や「憲法」
についての国際的な世論
の目を知る方です。

ポスターセッション

カナリア諸島にある憲法 9 条の記念碑（伊藤千尋氏の講演より）

銀座をアピール

10

10

金を出すべき」との訴え

室井佑月さん

受付13:30～16:30
時間：13:00

（第 995 号）（1）

2019年11月1日（金）

第64回はたらく女性の
中央集会in宮城

時間：9:30 受付10:00～13:00
参加費：1日1000円、2日2000円
主催／第64回はたらく女性の中央集会実行委員会・宮城実行委員会
TEL:022-211-7002

10

連載

私の好きな憲法は何条？

歯科クリニック

相澤

正樹

れましたが、低く抑えら
れた技術料から来る長時
間労働と低賃金に対する

成のきっかけの一つであ
ったと記憶しています。
この時も宮城で歯科医
師、歯科技工士、歯科衛
生士と一般市民が参加し
たジンポジウムが開催さ

事務長

ほ てつ

歯科技工士の不満が強く
語られ、そもそもが小さ
なパイ（診療報酬）を歯
科医師と技工士で取り合
うかの様な議論が一部あ
り、市民を巻き込んだ運
動に繋がることは期待薄
だと感じていました。そ
れが今回、宮城県歯科技
工士会が賛同団体として
加わっていただき更に、
多くの市民の方が賛同者

となってこの会を結成で
きた事は大きな一歩を踏
み出せたのではないかと

わくわく超音波部会
は、宮城民医連検査部会
内の分野別組織として、
超音波検査を担当してい
る検査技師・放射線技師
を中心として年間４〜５

回の学習会を行っていま
す。
今回は、「心エコーにお

思っています。
宮城の会とその活動を
広く認知してもらえるよ

ないまま現在に至ってお
りました。
今年４月にみやぎ心エ
コー研究会企画の「いろ
いろなＭＲ」テーマで定
量評価が標準化しつつあ
ることを学び、その時、
症例提示されていた若月
氏にご講義をお願いしま

うに、地道に活動を継続
して行く責任を感じる総
会となりました。

11

由紀

奥山
臨床検査技師
坂総合病院

古川民主病院
合、宮城県歯科技工士会
も加わり、結成大会時に
は の賛同団体と多くの
個人の方からも賛同を得
る事ができました。
今後は宮城保険医協
会、宮城民医連、みやぎ
生 協 を 事 務 局 に、「 保 険
で良い歯科医療を」全国
連絡会に加盟し活動して
いく事になります。
思い起こせば 数年
前にＮＨＫで放送され
た「入れ歯のハナシ」が
反響を呼び、歯科材料の
安全性と歯科医師、歯科
20

技工士の適正な技術料評
価による良質な歯科補綴
物の確保の要望へと繋が
り、これが「保険で良い
入れ歯を」全国連絡会結

わくわく超音波部会企画

「保険でより良い歯科医療を」
宮城の会結成総会を開催
「保険でより良い歯科
医療を」宮城の会結成総
会が 月５日、フォレス
ト仙台で開催されまし
た。お金の心配をする事
無く安心して歯科医療が
受けられるように、窓口

負担の軽減と保険診療の
範囲の拡大を求めていく
と共に、食や口から見え
てくる社会問題を歯科医
療を受ける側と提供する
側が集う場として結成さ
れました。
この間全国でも
京都、山梨、三重
と相次いで結成さ
れ宮城での結成も
熱望されており、
昨年６月の学習会
を皮切りに宮城保
険医協会、宮城民
医連が中心に準備
を進めてきまし
た。その後「いい
歯デー市民の集
い」の繋がりから
みやぎ生活協働組

ける僧房弁弁膜症評価に
ついて～僧房弁逆流（以
下ＭＲ）の定量評価を中
心に～」というテーマで、
仙台市立病院・臨床検査
技師の若月悠氏をお招き
しました。参加人数は検
査技師が 人、循環器医
師２名でした。
心エコー検査における
ＭＲの評価には定性法、
定量法があります。定量
法はさらにＰＩＳＡ法と
Ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ法
というのがあります。現
坂総合病院循環器科科長
の渡部潔医師が内地留学
から帰院された当時、Ｐ
ＩＳＡ法について心エコ
ー担当者に教えていただ
いた経過がありました
が、なかなか実用化でき

した。
若月氏からＭＲの概
要、実際の症例提示、定
量評価のメリッド・デメ
リットの詳しい説明と、
さらに当院の心エコー装
置を使って実際の患者様
でＭＲ定量法の手順のレ
クチャーをして頂きまし
た。定量法を少しやって
みたことがある技師にと
っては疑問点を整理する
ことができ、未経験の技
師にとっては大きなはじ
めの一歩となったのでは
ないかと思います。今回
参加して頂いた循環器科
の望田幸医師と心エコー
検査の標準化に向けた取
り組みをしていきたいと

思います。

県連職員紹介

県連に郷家淳さんが、

着任しましたので紹介し
ます。次の質問に答えて
いただきました。①氏名
②入職年③前職場④担当

⑤出身地⑥居住地⑦趣
味・特技⑧県連職員に一
言

①郷家淳（ごうけ じ
ゅん）②入職年：２０１
３年③前職場：坂総合ク
リニック診療サービス課
④担当：医学生担当⑤出
身 地： 利 府 町 ⑥ 居 住 地：
仙台市⑦趣味・特技：野
球、レザークラフト⑧現
場のみなさんのがんばり
や魅力を学生に伝えてい
けるようにがんばります。

【お詫び】
／ 号一面の反核
医師のつどいの写真説
明 に 誤 り が あ り ま し た。
「原爆投下予定地図」で
はなく、地震について説
明 し て い る 写 真 で し た。
訂正してお詫びいたし
ます。

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。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 」 の 欄 に 掲 載 さ せ て

日

30

日号。９月

月

いただく場合があります。応募資格＝臨

月

時・パート含む県連職員。締切

11

日号答え①左端のテントの入り口②手

15

義晴

15

当日消印有効。発表年

12

森

窒素を約８割含む気体

タテのカギ
１ 田舎という意味です
２ 料理店のテーブルの必需品
３ 鼻の病気を治す……科医院
４ 女声の低音域
５ 駅弁の代表格……めし

25

学習会報告

世代として今も心の底に
くすぶっています。
「 す べ て 国 民 は、 個 人
として尊重される」とい
う文章は、考え方も生き
方も違う人たちが互いに
個性を認め合い、一人一
人がかけがえのない存在
として尊重される社会を
目指そう、そしてその土
台となる包括的な人権規
定として、生命、自由と
幸福を追求する権利を挙
げ、「 最 大 の 尊 重 」 を 求
めたのがこの条文。 年
前に獲得した〈個人の尊
厳〉を守らなければなら
ないと思います。

心エコーのレクチャーをうける

哺 乳 類 で す が、 漢 字 で は 魚
編が付きます
将来徳するためには必要だ
ともいわれます
「もののふ」とも言います
上下に対して水平の方向
何かが起こる前ぶれ
積もった怒りのこと

６

件。当選者＝菊地仁美／坂総

ボーっと生きていると叱ら
れます
イタリアの作曲家ビバル
ディの代表的協奏曲
ソロです
鳥類の祖先の一種とか
テニスではゼロのこと
ナチュラル
仕事での微妙な要領
……域、……港、……造
一年のうちで降水量の多い
時期。梅雨や秋雨の頃

総合病院。（敬称省略）

アステーションながまち。滝浦美穂／坂

大野真理恵／坂総合病院。中島康子／ケ

合病院。菊地秀子／長町病院。

応募総数

ップの取っ手⑦右奥のテントの入り口・

目の子が座っているもの⑥右奥にあるコ

キャンプファイアの薪の数⑤右から２人

前・一番左の子の靴下③炎の上の部分④

15

宮城民医連
事務

現に後退させています。
ほんの僅かな文字を変え
るだけでこれだけ大きく
変わる仕組みです。為政
者に都合良い文言に、自
民党の本質が現れていま
す。
ひるがえって、秩序や
制約するものが多々あり
ませんか？。法律だった
り、規則いわゆる決まり
ごとです。身近には校則、
マナー、エチケットなど
…なんか変だったり、い
き過ぎだったり人権とい
う視点で見直す必要があ
ると思いませんか。制限
するものは変更できま
す。 条があるから、高
校時代制
服自由化
を勝ち取
ってきた

《解き方》イラストをヒントにして、二重ワクの６文字をうまく
並べてできる言葉は？
（作・モロズミ勝）

心エコー検査の
MRの定量評価を学ぶ
73

10

15

10

23 22 20 18 15 13 11

第十三条
すべて国民は、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限
り、立法その他の国政の
上で、最大の尊重を必要
とする。

13

14

ち、思想及び良心の自由、
学問の自由、奴隷的拘束
からの自由など、さまざ
まな人権を定めている最
も大切な条文です。
ところが、この改憲草
案では、「個人」が「人」
に変えられています。大
差がないように見えます
が、多様性を大切にする
個人主義より、国家や国
益を重視する考え方に、
現行憲法は個人主義を助
長しているからよくない
という視点があります。
「公共の福祉」を「公益
及び公の秩序」に変えて
います。社会の秩序を守
るという名目で、国家が
人権を制限できる余地を
残しました。また、「最大
の尊重」を「最大限に尊
重」に変えたのも、弱い表

13

来賓のあいさつをする全日本民医連副会長の岩下明夫氏

自民党が野党時代につ
くった改憲草案がなけれ
ば、
「守ろう、生かそう〇
〇」の標語がよく似合う
なあぐらいで条文にはあ
まり関心がなく深く考え
ていませんでした。
わたしの好きな 条は
国家権力から個人の権利
を守るという理念に立

12 11

ヨコのカギ
１ ……雲は高積雲の別名
４ 勝浦、輪島、呼子が有名
７ 取りあえずジッョキでグイ
８ 過ぎてしまった時
９ ……頃、……月、……端
生産量世界一はチリ
話す時は御社、書く時は？

14

16

24 21 19 17
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