府職労・市労組合同

医 療

地方自治研究集会 分野別集会

把握し︑患者さんの治療と
拡散防止対策を行います︒

同一菌種による集団発生

その際︑遺伝子調査を行い

府立の病院が果たす役割と
える場となりました︒

うに補っていくかなどを考

公衛研では︑検査だけでな

調査するのが公衛研です︒

か︑別菌種によるものかを
・竹内さんは︑住吉市民病
二次医療︑地域医療の連携

名が参加しました︒①日常

が発見されると早急に調査

の向上が重要であり︑結核

者支援︑④地域の結核対策

に神戸市で高校生の感染が

な対応をしています︒５月

研両所が全所を挙げて迅速

エンザ﹂は︑保健所・公衛

応 と し て︑
﹁新型インフル

また︑健康危機対策の対

ています︒

源を特定する技術を確立し

の遺伝子特定まで行い発生

究も常時行われており︑菌

く迅速な検査方法等への研

院の廃止︑急性期・総合医
の不十分さ︑それをどのよ

の具体的業務︑②健康危機

11月30日
（土） 13:30〜16:30

の 研 究 活 動 は 重 要 で す︒

・９％︵前年

・８％︶

という状況について︑学校

積み重ねと国や関係機関で

から寄せられた声を中心に

は公衛研で膨大な検体に対

今︑公衛研の独立行政法人

報 告 が あ り ま し た︒ そ の

の信頼性の高さなどがある

化が狙われていますが︑参

して新型ウィルスを確定す

加者からは﹁独法化は健康

後︑大阪府子ども家庭セン

査の実施が可能であるの

保健所と公衛研の連携は欠

こうした住民の健康危機

管理体制の維持・充実には︑ 危機管理体制の基盤を壊す

ターと大阪市こども相談セ

は︑①日々の保健所と公衛

かせません︒その支えとな

と家族を取り巻く貧困の状

名が参加しました︒子ども

診断された児童のうち受診

科治療調査﹂から要受診と

施した小学校での﹁学校歯

会の和田武さんは︑今年実

また︑大阪府歯科保険医協

ついて問題提起しました︒

て虐待であるという視点に

以上であれば子どもにとっ

待﹂ととらえ︑貧困は一定

示す概念として﹁社会的虐

ムが機能していない状態を

ことができず︑社会システ

出されました︒

が重要であるなどの意見も

ど多面的な視野に立つこと

側の体制や専門性の強化な

課題︑そして支援していく

困や労働問題など社会的な

でなく︑その背景にある貧

族︶の問題をとらえるだけ

︵問題を抱える子どもと家

し た︒ ま た︑ ケ ー ス 自 体

ることの問題提起もありま

望をもって生活できなくな

を持てず﹁どうせ〜﹂と展

が続くと子どもが自尊感情

会場からは︑貧困や虐待

た︒

況について報告がありまし

見えてくる貧困と虐待の状

る職場から︑仕事を通じて

ものであり︑決して許せる

からです︒

◆電車・バス：
「道の駅・愛彩ランド」行き
○南海本線 ｢岸和田駅｣ 10:10発又はJR阪和線 ｢下松駅｣ 10:25発

ンターと保健センター︑学

（土） 11:00〜14:00
とき 12月７日

ものではない﹂との意見や

研の連携︑②保健所の地域

る公衛研の検査技術と日々

した早期発見・確定する検

〜何ができるか身近なところから考えよう!!〜

童保育︑保育所など関係す

に根差した活動︑③公衛研

児童福祉

きた台風の水害などの歴史

況と各現場での現状につい

先に目にした施設や説明を

また︑有田執行委員長︑

民の安全やくらしを守るた

や教訓を学ぶとともに︑住

いることを再認識すること

中森青年部長からは︑河川

て報告があり︑そこから児

日に開催され︑

管理に携わるそれぞれの立

めに私たち自治体職員の仕

月

場からスーパー堤防やアー

基調報告では︑佛教大学

童虐待防止について意見交

備するのに約４００億円も

非常勤講師の北川拓さんか

事の重要性をあらためて感

かかることや︑未整備地域

ら﹁子どもの貧困と児童虐

チ型水門について説明があ

の施工や予算の課題などが

待﹂について︑個人の努力

流しました︒

指摘され︑災害時に向けた

う最低限の生活を維持する

には限界があり︑それを補

じることができました︒

思い出しながら︑過去に起

大阪の食と農を考える

ができている児童が全体の

市中央卸売市場前で下船
なぜ 児童虐待は
後︑阿波座にある津波・高
潮ステーションへ移動し︑
増え続けるのか

の高度な検査技術と研究の

主催：大阪自治研男女平等政策部会／大阪府職労・大阪市労組合同自治研
連絡先：大阪自治労連婦人部 06-6354-7201

感想も寄せられました︒

る体制を整えました︒そう

報道されましたが︑翌日に

06-6311-3255)

（大阪府大阪市北区菅原町10-25

療センター への統合問題
で︑住民の願いをもとに７

公衆衛生

っ ている現状を訴えまし

対策の２点から保健所と公

受けました︒自治体職員の
仕事が住民の安全を守るう

〜各現場からの報告、数字と実態から〜
り︑スーパー堤防を１㎞整

ができました︒

えで重要な役割を果たして

維新行政で男女平等はどうなった？
対策が急務であることがわ
かりました︒

大阪府関係職員労働組合・大阪市役所労働組合

主催

万筆を超える署名を集めた

た︒参加した住民のみなさ

!?

を行い︑感染状況を調査・

とりくみを報告しました︒
感染症の危機から
フロアからは︑府立の病
住民を守れるか
院で働く看護師が発言し︑
過酷な現場で働き続けられ

んからは﹁医療職場の大変

衆衛生研究所の役割につい

日に開催され︑

さがわかっ た﹂
﹁チャイル

て︑みんなで検証し意見交

月

ドケモ・ハウスが公的援助
流しました︒

ない状況や不採算医療を担

なく独自でとりくんでいる

所と公衆衛生研究所︵公衛

57

自 治 体病院の役割と
府民の健康・医療
シンポジスト
◆眞鍋 穰さん︵医師︑阪南医療生協診療所所長︶
◆橋本絵美子さん
︵公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金理事︶

◆羽間久子さん
︵臨床検査技師︑市職労和泉市民病院支部︶
◆松本安弘さん・竹内智子さん

全国一罹患率の高い﹁結

いま︑自治体病院が統廃

研︶の果たす役割の報告が

核﹂への対策として︑保健

さんは︑患者不在のまま十
合され︑在宅患者で医療が

あ り ま し た︒ 結 核 対 策 に

︵住吉市民病院を充実させる市民の会︶
のはすごい﹂などの感想が

日︑エルおおさか
分な説明もなく︑指定管理

必要な場合の受け皿がなく

は︑①感染拡大を防ぐ︑②

出されました︒

名が参加しま
者が徳洲会に決定し︑混乱

なっている現実とのギャッ

月

した︒①阪南医療生協医師
している状況を報告しまし

早期発見・早期治療︑③患

で開催し︑

の眞鍋さんは地域医療の現

プも明らかになりました︒

災

た︒④医療生協の松本さん

防

状について﹁ありふれた病
気なのに近くで最初から最
後まで診てもらえる病院が
ない﹂
﹁小児の広域救急セ

ンターは確立しているが入
見て学ぶ！川から見た
院することになった場合遠
方になる﹂など︑具体事例
﹁おおさかの防災﹂
と問題の背景を交えて話さ
やＵＳＪ横を経由︑安治川
を上り市中央卸売市場前ま

名の参加で

開催されました︒なんば湊

での約１時間半︑普段あま

月９日︑

ケモハウス基金理事の橋本

町リバープレイスから船に

れました︒②チャイルド・

さんは︑小児がんの子ども

実際に行われている河川の

者からは︑各施設の設置の

自治研究集会

工法や経緯︑そして防災上

防災対策について説明を受

出港後︑護

の役目や課題などの説明を

となりまし

岸や水門など

け︑国土交通省労組の参加

を見ながら︑

※参加費 1,250円
（昼食ビュッフェバイキング実費）
・子ども別料金

49

※現地集合（10:50）
「愛彩ランド内」ビュッフェ前

47

分 野 別 集 会

!?

10

第１研修室

いきいきエイジングセンター

ところ

11

た︒

を見ながらの

り目にしない川からの風景

がん専門施設設立の経緯を
話され﹁がんになっても笑
顔で育つ﹂ をスローガン
に︑治療を続けながら家族
で過ごせる場をつくってい
くとりくみを紹介しまし
た︒③和泉市民病院の羽間

51

50

とき

!?

27

乗り︑尻無川を下り天保山

30

10

10

と家族を支えるための小児

11

11

専門性を発揮し︑
住民とともに仕事を考える
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