公益社団法人

た。

年 頭 の あ い さ つ

自分で考えて

京都保健会

三浦次郎

公益社団法人
理事長

立した後も、なお運動が広がっているというこ

さらに今までの運動と異なるのは、法案が成

秘密保護法成立・

とです。秘密保護法成立後の最初の日曜日、

行動する人間になろう
生活保護法改悪等を受けて

あけましておめでとうございます。

月８日に四条河原町に行きました。そうすると、
円山公園から、秘密保護法廃止を求めるパレー
ドがやってきました。賑やかに太鼓を鳴らしな
がら、ラップにあわせて、数百人の人が参加し
だまだ変われる、良い国にする力があると、心

ていました。その多くが若者でした。日本はま

密保護法が成立しました。その陰で、目立ちま

が躍りました。

分が意図しなくても、知らない間に政府が指定

ましたが、その中でも、
「何が秘密かが秘密」
「自

秘密保護法案に対しては、審議は限られてい

立っていると思います。

的人権などを発展させる国になるのか、岐路に

憲法に謳われている国民主権・戦争放棄・基本

く戦争をする国になるのか、それとも、日本国

今、日本は、闇に閉ざされ、普通の国と同じ

した秘密を知ろうとしただけで罰せられる」な

法の改悪が成立しました。

せんでしたが、わずか数時間の審議で生活保護

昨年 月、強行に強行を重ね、ごり押しで秘

12

と思います。この国

「自分で考え、行動する人」＝「主権者」だ
国民の反対が広がっていきました。今まで政治

の主権を持つ者とし

どの問題が明らかになるに伴い、日ごとに各界・
に関心の無かった市民が国会周辺や各地の集会

動しようではありま

て、自分で考え、行
20

に集まり、手製のプラカードを持って反対の声
を上げ、あるいはパレードをする姿は、この

せんか。

尾崎 京都民医連会長知事選に

尾崎望会長（かどの三条こども診療所前

所長）は、４月の知事選挙に立候補を決意

されました。それは、診療のなかで子ども

の貧困を目の当たりにすることが増え「貧

困の再生産を断ち切るために地方自治体に

できることは少なくない」との思いでした。

多忙の中、府内を駆け回り、①「貧困の

再生産」を許さず、どの子も健やかに育つ

条件作り、子どもの医療費の負担軽減、②

国の社会保障改悪に絶対反対、高齢者の医

療と介護の費用軽減、③大企業優先でなく

循環型経済の確立、中小企業振興基

本条例の制定など京都経済を支えて

きた中小企業、伝統産業を支援、④

府がリーダーシップを発揮し、各地

の地域再生の取り組みを全力で応

援、⑤原発と共存は不可能、原発ゼ

ロ、憲法守り戦争への道を許さない、

丹後半島Ｘバンドレーダーは許さな

い、
“ひと・いのちが輝く京都府へ”

と訴え、
「ここに生まれ育ち、年を

重ねたいと思える京都」を取り戻す

ため力を合わせましょうと呼びかけ

られています。

詳しくは、http://kyoto-yonaoshi.jp/

12

～ 年見たことのない光景で、感動を覚えまし
30
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憲一郎

正確、短時間な骨密度検査
桜本

京都民医連中央病院の
事務長

万件を超

％の方は１年以内に亡

くなっています。骨折の影響で

え、約

骨・頸椎骨折は年間

いると推定されています。大腿

日本では、約１３００万人が骨粗鬆症にかかって

Ａ（デキサ）法による骨密度検査を開始しました。

京都民医連太子道診療所は、２０１３年６月からＤＥＸ

京都民医連太子道診療所

ＤＥＸＡ法のお勧め
智

日から

藤﨑

検査室開設
微生物（細菌）
京都民医連中央病院検査技術課長

京都民医連中央病院では２０１４年２月
細菌検査室を開設します。
２０１２年５月から準備を始め、現在は皆様の協
力で部屋も完成し細菌検査に必要な機材も搬入され
ました。
細菌検査室がなぜ、必要なのかを簡単に説明させ
て頂きます。
患者様に発熱や腫れなどの感染症を疑う症状が現

寝たきりになったり、慢性腰痛

ができます。また脊椎は、骨粗鬆症によって骨折が起

こりやすい個所です。

健康サポートセンターで行う、骨密度検査ＤＥＸＡ法の

みの価格は３千円ですが、人間ドックや特定健診など基本健

診と併せて骨密度検査ＤＥＸＡ法を受けていただきますと、

骨密度の検査料金が２千円となり、大変お勧めです。興味を

」の、

お持ちの方は太子道診療所までお問い合わせください。

京都保健会としてエコアクション
認証、
登録へ

当会は、環境マネジメント「エコアクション

日にそのセミナーを開催しました。

２０１４年度上期中の審査、認証、登録を目指し、 月

21

21

となる菌やその菌に有効な薬を調べるのに、早くても

細菌検査を外部の検査所に委託していると、原因

す。骨代謝が盛んな海綿骨の情

て最も変化が現れやすい個所で

腰椎は、閉経後の女性にとっ

理と削減の取り組み、組織と役割分担、方針づくり等

き、その上で、廃棄物、水使用、化学物質の排出量管

二酸化炭素排出量削減の取り組みを評価していただ

プリ環境マネジメントについて聴講しました。当会の

地域事務局京都から講師に来て頂き、２時間半タッ

５日はかかります。院内で検査をすれば、早ければ３

を他の医療機関の例も紹介してもらい、説明を受けま

の運用は、ＩＳＯを取得している事

業所は、その仕組みが活用でき、また、取得していない

エコアクション

ることができました。

説明を受け、通常は数日を要する内容を圧縮して終え

した。また、後半では、必要帳票の作成方法について

報を多く含んでいるので、骨量

す。また、研修医の教育にも発育したコロニーを観察
することや、特徴的な臭いを嗅ぐなど細菌検査室がな
いと経験できない重要な役割を担います。
私ども検査技術課スタッフは患者様の症状が１日

事業所は、管理運営方法を整理する機会にもなります。

年度は準備段階

また、ＩＳＯと異なる点は、目標値を設け、環境への行

動を取り組むことができることです。

審査、認証に向け、環境への取り組みを進めていきます。

として、仕組みの理解と基礎的なデータ整理等を行い、

13

でも早く快復できるように、迅速で正確な検査結果を
報告できるように、日々研鑽に努めて参ります。
＊１）培養・同定検査：原因となる菌を増殖させて菌種を決める検査
＊２）薬剤感受性検査：原因菌にどの抗菌薬が有効か調べる検査

21

がわかり、適切な抗菌薬投与がより早く可能になりま

の変化をはっきりとらえること

どの問題も発生しています。

れた場合、医師は早期に適切な抗菌薬を投与すること に悩まされたり、背中が曲がっ
が必要です。そのため血液や尿・喀痰などを採取して、 たりして生活に支障をきたすな
培養・同定検査 （＊１）や薬剤感受性検査 （＊２）を依頼

12

12

日で菌や薬を見つけることができて、感染症の原因菌

します。

18

10

16
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介護事業部の取り組み
阿部

未知

とエール交換もして熱く大いに燃えていました。

新任管理者の報告に大きな共感
月 日、介護事業所責任者会議を行いました。塩

見財務部長から介護事業の経営状況について報告を受

名でスタートし、現在

名まで伸ばしてきた。認

新規事業の複合型サービスれんげそうからは、利用

け、各事業所からの報告と意見交換を行いました。
者

の上に立ち、介護の現場から想いを込めて街ゆく人や車

伝を行いました。７人がマラソンスピーチで、宣伝カー

負担軽減にもつながっているとの声が寄せられ、職員

そうを利用するようになって状態が安定し、介護者の

知症の進行で在宅か施設かと葛藤していたが、れんげ

15

介護事業部長

“介護制度をよくしよう”とマラソンスピーチ

14

も励みになっている。
「３６５日切れ目のないサービス

月８日、四条河原町にて京都社保協介護部会で宣

12
10

に訴えました。全体で 名の宣伝隊は、元気に声も出し

12
集まらない四条河原町ですが、８人が署名板を持ち 筆

てビラを配り、署名をよびかけました。なかなか署名が

の決意も含め発言されました。

運営は、困難はあるが解決できないことではない」と

30

や宣伝が複数の団体で形を変えて行われ、私たちの宣伝

を集めることができました。秘密保護法反対のパレード

からは、個人ワークになりがちなところをお互いにカ

今年度に管理者が交代した ヵ所の居宅支援事業所

40

つながりがある街づくりのために地域に貢献

住み慣れた地域で、今まで以上に人と人との

経営的には厳しさが続く介護事業所ですが、

た。

心がけたいとの発言に大きな共感をよびまし

めに、目標を持ってもらうような働きかけを

いがスタッフに行き渡る職場づくりをするた

識する場面となりました。また、管理者の思

は、経験ある管理者も大きくうなずき、再認

間と労力がかかることに気づいたとの報告に

れを一度断ると、回復するために倍以上の時

者から、居宅の事業所まわりをして、受け入

のために知恵を絞っていますが、新任の管理

介護事業所ではどのサービスでも利用者確保

れました。

全体で確認し、改善に向けて努力されていると報告さ

バーしあいながら、受けたものは断らない方針を職場

4

できる事業所

づくりをしよ

うと決意を新

たにしまし
た。

（4）

していた家族の立場から「介護家族から、医療・
介護に従事する皆さんにお伝えしたいこと」と
題しお話をしていただきました。学習会はすべ
て公開講座とし、当院とつながりのある事業所
にも呼びかけ、８ヵ所、延べ 人の方に参加い
今、現場では認知症の方と接することが日常

ただきました。

副看護部長

認知症の人も安心して
住み続けられるまちづ
くり、それを支える高
齢者に強い病院づくり
をめざして
京都協立病院

化しています。しかし、診断が下されると、そ

福林

常任幹事

山田美野里

さん

す。疾患の理解とともに、その方の背景や置か

重鎮です。電話の声は、いつ

中・右京健康友の会

山田 美 野 里さんは、友の

会常任幹事で、昼間は友の

会事務局を担っていただいて

います。中央病院地元の朱

認知症の学習会に取り組んでいます。病院全体

れている現状にも重きを置き、ありのままを受

八学区 在 住で、地域のこと

では、綾部市の地域支援事業：認知症サポーター

までも若く、また豪 快な笑

病名がかすむようなケアがしたいという思いを

い声 も健 在で、友の会にな

に深く関わり、友の会でも

養成事業を利用し包括支援センターからキャラ

け入れ、ひとりの人間として尊厳をもって接し

（職員の半分）の認知症サポーターが誕生しま
した。

くてはならない存在です。

方、ケアの方法に

の紹介やかかわり

の実際」で、事例

せ た 看 護・ 介 護

知症の病態に合わ

師を迎え「認知症を生きる高齢者への理解・認

第２回は、中央病院の長谷川老人看護専門看護

知症の理解とその症状、予防など基礎的内容で。

シリーズで企画。門院長を講師に第１回は、認

い社会です。そういう社会を一緒に作っていき

安心して暮らせる社会は、だれにとっても優し

なりません。門院長の講義で、
「認知症の方が

充実させていく働きかけも強めていかなければ

す。そして、十分とは言えない公的サービスを

グラムにも積極的に協力していくことが大切で

ナを上げ、認知症患者・家族が参加できるプロ

を知らせながら、自治体での取り組みにアンテ

患者、家族の会といった病院以外での交流の場

提供も大切で、幅広い知識が必要だということ。

要職も

ことだったそうです。病院の臨時職員として関わり、友の会の

友の会に入ったきっかけは、

ついて。第３回は、

ましょう」という言葉は、参加者全員の心に響

年を数える大ベテランです。病院で働いた時の繋が

に、故熊木副会長（当時）に売店を軌道に乗せてと頼まれた

たまたま病 院に出かけた際

認知症の人と家族

（中・右京健康友の会 深田真司）

の会との 年の歩みをもっと生かせたら、友の会のお母ちゃ

と比べたら減った。時代の厳しさかね」と語られました。友

今の友の会活動についてたずねると「楽しい活動が、以前

の親睦委員会の委員、サークル委員会と忙しい毎日です。

田さんです。現在は、カラオケサークルのまとめ役、旅行など

りや地域の繋がり、そして友の会の繋がりと幅広い顔を持つ山

23

23

んとして、自責も込めて。



いきたいと思います。

今後もバージョンアップしながら、企画して

くものでした。
に、実際に介護を

部の荒牧敦子理事

の 会： 京 都 府 支

強くしました。同時に社会資源の活用や情報の

山田さんは後列左

86

看護部教育委員会では、認知症学習会を３回

できました。そして、参加者は、認知症という

ていくことの大切さをこの学習会で学ぶことが

その人そのものが見られない場面が多くありま

の人の個性より病名が独り歩きし、残念ながら、

則子

23

バンメイトの支援を受けた学習会を開き、 名

今年度は「高齢者に強い病院」をめざして、

NURSE NEWs

