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㈶宮城厚生協会

歩を踏み出しました︒

の経営改善に繋がる大事な一
を出すことが決定的に重要で

予算計画を着実に執行し結果

ますので︑各病院・事業所が

割や特徴を生かしながら患者

すすめ︑各病院・事業所の役

成功させ︑経営体質の改善を

ためにも︑事業構造の転換を

であり責任であると肝に銘じ

各病院・事業所管理部の役割

実させることが︑理事会及び

の厚生協会の事業の発展に結

０１０年度の経営改善と今後

の事業経営の在りよう︑さら

ん︒今後の 年間の厚生協会

るだけの問題ではありませ

ための経理的基礎条件を整え

組みは︑単に審査を通過する

同時に︑新法人取得の取り

人事賃金制度の見直し︒を２

③泉病院の医療構想作成︒④

策化︒②公益法人認定取得︒

協会の中長期的経営戦略の政

その具体化として︑①厚生

医療・介護事業を前進させる設備投資のため

協 会 債・基 金 へ の 協 力 を お 願 い し ま す

この制度改定によって与え
す︒

ています︒
に将来の厚生協会に向けて私

０１０年度の課題として検

られた新たな経営条件を︑２

民医連医療を守り厚生協会
たち職員が︑今何を残すかが

討・具体化をはじめます︒
◇

※申込書は各事業所の友の会事務所または総務にあります。

増を追及していくことが求め

の事業継続を確実にするため
問われている課題でもありま

◇

・通常
一口1000円から
・積立方式（職員のみ）
一口1000円から

られています︒

に︑全国的な状況を踏まえ公
す︒

◇

益法人取得申請を１年前倒す

友の会や地域住民のみなさん

さらに︑たたかいを強め︑

厚生協会の将来への展望を

と一緒に︑﹁後期高齢者医療

◇

確実に切り開くために︑２０

制度﹂の即廃止︑安心して必

◇

す︒そのためには︑２０１０

１０年度の厚生協会事業計画

要な医療・介護︑社会保障が

◇

年度の経営活動の結果が﹁経

で提起している通り︑たたか

受けられる国づくりを目指し

る必要があると判断していま

理的基礎﹂の判断材料になり

いと対応を基本に︑健全経営

ます︒
運動を広範に進める先頭に
立って新理事会は役割を果た
す決意です︒

金

基

が必要です︒
基本課題は︑公益認定申請
に必要な課題に取り組み︑医
療活動の長期展開を支える経
営基盤の確立です︒
また︑病院・事業所で﹁無
料低額診療制度﹂に取り組
み︑生活困難な地域の方々の
受療権を守ることです︒その

0.4％
0.8％

・１年債 0.35％
・２年債
・３年債
0.6％
・５年債
・積立方式（職員のみ）

協会債（利率）
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と将来展望を作り出す政策化
坂 病 院 医 局 朝 会
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第８回地域開放型研修会︑泉病院で初開催

講師の安藤共和さん
（右奥）
がわかりやすく報告しました

萩

原

綾

子

ですね︒
また︑オムツ装着中は皮膚
障害が起こりやすく一度起こ
すと治りにくいとのこと︒た
だし︑便で汚染したからとい
ってそのたびに洗浄するのは
健康な皮膚への影響から好ま
しくないなど一つ一つが﹁へ
ぇー﹂という事ばかりでし
た︒患者様の皮膚の状態をア
セスメントして予防する事の
重要性がよくわかりました︒
排尿・排便日誌などを用い
て排泄についても観察し︑
適切
なオムツの使 用 につな げてい
けることも理解できました︒
未来のケアとしてこれまで
より短期間で治癒する陰圧閉
鎖療法も紹介され興味がひか
れました︒
◇
◇
◇
参加者はうなずきながら熱
心に聴き入り︑入院中の患者
様のケアについていくつも質

泉病院看護部長

講義は︑皮膚の解剖生理や
機能︑基本的な創傷管理︑創
傷や失禁ケアへの応用につい
て話されました︒印象に残っ
ているのは泡の活用です︒こ
れまでの知識では洗浄が大事
と思っていましたので︑泡立
て効果について感心しまし
た︒毎日使用するなら皮膚の
PHに近い弱酸性洗浄剤とい
うことで︑テレビCMの﹁弱
酸性ビ○○﹂は正しかったの

一つ一つが
﹁へぇー﹂
という事ばかり

晴の中︑青葉ロイヤルケア・
仙台ロイヤルケア・東北整形
外科・翔裕園などから７名︑
長町病院６名︑泉病院８名︑
長命が丘ヘルパーステーショ
ン１名と 名近くの参加があ
り学術ホールが一杯になりま
した︒
30

師 安藤 共和 皮膚排泄ケア看護認定看護師 ︵坂総合病院︶

テーマ ﹁創傷管理の過去・現在・未来﹂
講
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６月 日︵土︶泉病院で︑
第 ８回地域開放型研修会を
﹁創傷管理の過去・現在・未
来〜根拠に基づいた方法を理
解しケアに活用しよう〜﹂と
いうテーマで︑皮膚排泄ケア
看護認定看護師の安藤共和さ
ん︵坂総合病院︶を講師に迎
え開催しました︒泉病院では
初の開催です︒
当日は︑梅雨らしからぬ快

問があり︑これからのケアに
すぐに役立ちそうでした︒
今後も他医療機関からの要
望もうかがいながら地域開放
型研修会の機会をいただけた
らと思います︒
講師の安藤さん︑運営して
いただいた認定看護師会の皆
様ありがとうございました︒

＊認知症看護認定看護師の及
川史子さん︵長町病院︶よ
り感想や今後の研修会の事
など寄稿いただきましたの
でご紹介します︒

﹁認定看護師を
リソースとして
活用してください﹂

今年度 １回目の開催でし
た︒昨年までは認定看護師の
在籍する坂総合病院︑長町病
院だけでしたが︑今年度から
は協会内４病院で行う事とな
り︑まずは泉病院での開催と
なりました︒
皮膚の解剖・機能の基本的

な事から︑最新のケア方法ま
で非常に興味深く︑明日から
でも実践できる内容でした︒
オムツやケア用品のサンプ

ルも多数あり︑参加者は手に
取り興味津々で眺め質問をし
ていました︒日ごろケア方法
で頭を悩ませる事の多い創傷
ケアだけに︑質問も多数あり︑
いつまでも 安 藤 さ んの周 りを
参加者が囲んでいました︒
◇
◇
◇
地域開放型研修会の今後の
予定は︑古川民主病院︑長町
病院︑坂総合病院の順番で開
催予定です︒開催日が近くな
りましたらお知らせをします
ので︑多数の参加をお待ちし
ています︒ぜひより良い看護
提供の為に︑認定看護師をリ
ソースとして活用して頂きた
いと思います︒

熱心に聴講する参加者のみなさん
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伸

愛さん

通じた報告はニューヨークで
のパレードや署名活動の熱気
が伝わってくるもので︑暑い
中がんばってきた4人の姿
に︑﹁日本でもがんばらなけ
れば﹂という思いを強くしま
した︒

⁝成澤

てみて︑決して過去のもので
はなく今も世界には多くの核
兵器があり︑なくすために声
をあげ広げていくことが大事
だと感じた︒﹄など感想を話
してくれました︒

二

︵宮城厚生協会事務局事務部長︶

囲されましたが︑その現場に
立ち会い︑﹃心の底からのシ
ュプレヒコールをあげた︒﹄
と話していました︒そして︑
﹃みなさんにぜひ実際に沖縄
の現状を目にしてほしい︒﹄
と呼びかけました︒

⁝安達英博さん

辺野古新基地建設反対全国支援連帯行動

安達英博さんから︑辺野古
新基地建設反対全国支援連帯
行動参加の報告がありまし
た︒折しも5月 日︑鳩山首
相︵当時︶が辺野古への押し
付けを﹁理解﹂してもらうた
めに沖縄を訪れた日で︑県庁
は﹁怒り﹂のプラカードで包

参加者からは﹃写真が多
く︑しかもきれいな写真で︑
街の様子が伝わってきまし
た︒元気でがんばってきた代
表の方々の姿がとても印象的
でした︒外国での署名活動︑
すごいと思います︒﹄﹃民医
連学校でも聞いたが︑改めて

⁝講師

高田乃梨子さん

していくか制度上の問題など
含め︑医療相談室の高田乃梨
子さんに分かりやすく話して
いただきました︒

聞いてみて勉強になることが
多かった︒﹄という感想が寄
せられました︒また︑﹃もう
ちょっと意見交換をする時間
があったほうがよかったので
は︒﹄という意見も寄せられ
ましたので︑次回以降工夫し
ていきたいと思います︒

参加者の感想・意見

学習企画は﹁皆のためにな
る社会保障﹂と題して︑お金
のない方が来院した時にどの
ように対応して受療権を保障

学習企画﹁皆のためになる社会保障﹂
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﹁ 第 １ 回 ド リ ー ム カ レ ッ ジ ﹂開 催

尾

〝多彩 な活動 の交流 と学習 で︑夢 の広 がる活動 を〟
平

16

県連青年委員会委員長

﹁多彩な活動の交流と学習で︑夢の広がる活動
を﹂︱そんな願いを込めて名付けた〝ドリームカレ
ッジ〟︒第1回目が坂病院セミナー室で6月 日開
催され︑青年職員を中心に 数名が参加しました︒
30

NPT ︵核不拡散条約︶再検討会議
ニューヨーク行動
⁝佐藤栄三郎医師
5月にニューヨークで
﹁NPT︵核不拡散条約︶再
検討会議﹂が開催されまし
た︒宮城民医連からも4名の
代表が参加しましたが︑その
一人︑佐藤栄三郎医師より報
告がありました︒スライドを

３・１ビキニデー
次に︑3月に静岡で開催の
﹁３・１ビキニデー﹂に参加
した医療相談室の成澤愛さん
が報告しました︒当初ビキニ
デーの意味がわからなかった
という成澤さんは︑﹃参加し

ニューヨーク行動の報告をする佐藤栄三郎医師
（右奥）
ドリームカレッジ参加のみなさん
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最新型64列マルチスライス

ＣＴ導入
坂総合病院放射線室室長

本

舘

広

樹

坂総合病院では、この度64列マルチスライ
スCT装置（GE製 LightSpeed VCT VISION）
を導入し７月２日(金)より稼動開始いたしま
した。
《装置の主な特徴》

◆これまでよりも大幅に撮影時間の短縮
を実現

これまで当院では、6列マルチスライスCT
を使用していましたが、今回、64列マルチス
ライスCT（以下「64列ＣＴ」）となったこと
で、例えば胸部ではこれまで15秒程度の息止
めが必要でしたが新ＣＴは２秒程度の息止め
で全肺の検査が可能となります。
このことにより検査中の息止めの回数や時間
を極端に短縮することが可能であり、ほとん
どの検査において10秒以下の息止め1回のみ
で検査が可能となります。

◆乳児や高齢者、救急患者にも高精度の
検査が可能

息止めの難しい乳児・高齢者・意識低下な
どの、呼吸停止が困難な患者様でも高速撮影
により、呼吸や・蠕動運動などの動きによる
画像への影響を抑制し高画質画像を撮影する
ことが可能となり、救急医療での診断にも活
躍が期待されます。

◆心臓検査に威力を発揮

64列CTの大きな特徴は循環器領域（冠動
脈）検査を行うことが可能ということで
す。これまでは心臓疾患が疑われると動脈
を切開して管(カテーテル)を心臓の血管ま

で送り込んで診断する心臓カテーテル検査
が主な検査となっていましたが、これから
は特に冠状動脈狭窄が疑われる患者様に対
して陰性／陽性を判断する検査として身体
への負担の少ないＣＴ検査で、より短時間
かつ安全に冠状動脈の観察を行うことが可
能となります。

◆全身の血管を３次元で瞬時に観察可能

64列CTの導入により、さまざまな角度から
任意の断層画像や、3次元画像を瞬時に観察す
ることができます。さらに、造影CT検査にお
いては冠動脈以外の全身領域の血管画像など
を立体的に把握することも可能になります。

◆被ばく量を大幅に減らしての検査が可能

64列CTは被ばく線量の低減に対しても今ま
でのCTにおいて使用されていた方式とは、ま
ったく異なる方式を用いることで、従来方式
に比べ撮影時のX線量を最大で50％減らすこ
とが可能となるため、当院でのCT検査におけ
る放射線被ばくを大幅に低減することが可能
になります。下の画像（写真）がその参考と
なる画像ですが、左右は同じ線量で撮影した
画像です。以上、ご説明しましたように今回
導入される新ＣＴは画像診断レベルを従来よ
りもさらに向上させ地域医療の中核を担う坂
病院の資質を大いに高めるものと思います。
現場といたしましても、このＣＴの機能を最
大限に活用するための技術構築をベースと
し、地域に貢献していきたいと思います。
今後とも皆様のご理解とご支援をよろしくお
願いいたします。

従来画像作成方法

最新画像再構成方法

さわやか

11

30

節に合わせた釣りを豊かな宮
城の海で楽しむことにしてい

10

戸部先生を１㎝ 差でかわして
ゲットできた︒

その翌週から平年並の気温
になり︑海水温も急回復︒共
済会釣り大会も︑日程が１週
間後であれば釣果も優に倍以
上になっただろう︒まさに海
釣りは︑〝水もの〟である︒

アジ釣りに︑
結果や︑如何に …

45

る︒
◇
◇
◇
プロ野球では︑打率３割・
ホームラン 本・ 盗塁が一
流選手の証だそうだ︒自分な
りの釣り名人の一応の目標
は︑カレイ１００枚・イカ１
００杯・サバ 本・アジ 本
としているが︑２年前にイカ
１００杯を達成した以外は未
達成である︒

この駄文をお読みいただく
頃は︑今年最初のアジ釣りに
行ってる頃である︒今シーズ
ンのアジ釣りは︑６月からい
きなりの本番モード︒情報で
は︑６月 日出船の竿頭︵さ
おがしら その船で一番釣っ
た人をこう呼ぶ︶で 本︑し
かも最大は ㎝ ︑サバより大
きいアジである︒さすがの
﹁なまけもの﹂も︑アジ 本
目標クリアの皮算用を期待し
て出かけるのである︒結果
や︑如何に ︒
…
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１㎝差でかわし
﹁大物賞﹂ゲット！
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エッセ

『みやぎの船釣りは、
カレイに始まり…。』

功
倉
神
坂総合病院事務部長
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今年は︑海も冷たい︒例年
であれば︑雪解け水も終わる
４月末には海水温も ℃を越
えて︑５月連休にはカレイ１
００枚の声が聞こえ始める︒
今年は５月下旬でも海水温は
℃以下︑おかげでカレイは
活性化せず︑５月連休の出船
ではカレイ 枚台どころか一
ケタの人も多かったようだ︒
５月 日の共済会の釣り大
会も低水温のため︑カレイの
活性が悪く 枚台の争いとな
った︒大漁賞はセントラルキ
ッチンの小野さんに２枚及ば
ず逃したものの︑大物賞は水
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38cmのカレイ
をゲット 「大物
賞」
（共済会釣り大 し
会5/29）

船釣り︒当時は︑塩釜沖１時
間のいわゆる〝大型魚礁〟は
あまり釣れなかった時代で︑
石巻の渡波港から出航して１
時間ほどの網地島︑田代島周
辺に︑少ないときで月に１
回︑毎週出かけることも度々
だった︒このあたりは︑手の
平大のいわゆる〝木っ端〟カ
レイは少なく︑ ㎝ 台の良型
が主流だが︑数は 枚前後で
あった︒
その後︑釣果の回復にあわ
せて塩釜沖の大型魚礁に宗旨
替えし︑カレイ釣りに加え
て︑秋のサバのドッカン釣
り︑仙台湾でのアナゴの夜釣
り︑４年前からは初夏のイカ
の夜釣り︑そして昨年からは
アジ釣りと４月から 月は季
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﹁船釣りをする﹂という
と︑﹁見かけに寄らず︑アク
ティブですね︒﹂と言われ
る︒しかし︑渓流釣り︑磯釣
り︑などと比べると︑当方の
船釣りはかなり﹁なまけも
の﹂であると思う︒なんせ︑
プロの釣船に船賃を払って︑
釣れるところまで乗せていっ
てもらい︑釣り糸を垂れるの
である︒基本︑これで釣れな
い訳がない︒とは言え︑そう
は問屋が卸さないのが︑自然
相手の面白いところである︒

豊かな
宮城の海で楽しむ
誘われるままに船釣りを始
めて 年︒最初は︑この地域
でもっとも一般的なカレイの
20
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