兵庫⺠医連第４６回学術運動交流集会

演題募集要項
メインテーマ

『 コロナ禍 2 年 離れていても思いでつながる民医連 』
～誰ひとり置き去りにしない医療・介護・まちづくりをめざして～

第４６回学術運動交流集会 開催概要

《日時》２０２２年 ３月１３日（日）10:00〜12:00
《会場》オンライン（Zoom）開催
《主

催》 兵庫民医連 第４６回学術運動交流集会実行委員会

《規

模》 1,000 人（法人ごとの参加者数の目安は別途）

《対

象》 民医連職員および共同組織、医療・介護系学生の方々

《企画概要》 ① 事前にパワーポイント動画を YouTube 視聴
② 全国の仲間からレポート
福島民医連 福島医療生協 松崎 聡氏
仮）
「避難指示解除後の福島の現状」
沖縄民医連 沖縄医療生協 なご支部支部長 豊島 晃司氏
仮）
「辺野古新基地建設の状況とこれからのたたかい」
③ 座長賞・優秀賞発表
④ 受賞者対談

第４６回 学術運動交流集会の演題募集にあたって
兵庫民医連第 46 回学術運動交流集会実行委員会
実行委員長

瀧本 和雄

昨年度の学運交は新型コロナウイルス感染症の影響により、阪神・淡路大震災以来 25 年ぶりに開催が見送られ、ま
だ収束の兆しが見えないこともあり、今年度は学運交初のオンラインで開催することにしました。
実行委員会では、今までのやり方に捉われない新しい感覚で議論を重ね、コロナ禍で多くのことが制限される中、
離れていても思いでつながることにこだわり、
「誰ひとり置き去りにしない医療・介護・まちづくり」をテーマとし、
全国の仲間からオンラインで現地のレポートを行っていただくことが決まりました。
演題発表もパワーポイント動画を事前に YouTube で視聴するスタイルに変更して行うことになりました。みなさん
の積極的な応募と協力をお願いします。

演題募集要項
演題受付は、兵庫民医連のホームページの「第 46 回学術運動交流集会」からの WEB 登録となります。

１．受付期間
① 演題・抄録の登録
２０２１年 １０月 １日（金）開始 ～ １１月 ７日（日）締切
※登録した演題・抄録は、締め切り日まで変更できます。

② パワーポイント動画の登録・締め切り
２０２２年 １月３１日 (月) 12:00（締切）
２. 応募にあたっての留意点
演題応募者は、法人・事業所管理者の了解を得て、兵庫民医連のホームページの第 46 回学術運動交流集会のペー
ジからの登録・エントリーをおこなって下さい。学術運動交流集会登録システムへのログインＩＤは、法人担当者・
実行委員からお知らせします。
＜法人の役割＞
法人では担当者・実行委員が、情報の流失、外部からの不正アクセスなどに注意し、登録システムへのログインＩ
Ｄを職場等に伝達してください。
また、法人担当者・実行委員は、登録された演題内容の必要なチェック(演題テーマ、所属、内容が募集要項を満
たしているか)をおこない、法人として演題の確認をしてください。
応募・確認は、全てｗｅｂ上からの作業とします。
※なお、法人ごとの募集演題数の目安をあらかじめ提案させていただきます。法人としての目標を
決めて演題応募をお願いします。

３．演題の審査
１１月の実行委員会で審査し、募集要項を満たしていない場合は再提出を求めます。

４．演題・抄録・パワーポイント動画の登録
① 兵庫民医連のホームページのバナーボタンがありますので、そこからログインします。
② システムに入ると、パスワード（ＩＤ）を求められます。パスワード（ＩＤ）は法人担当者・実行委員もしくは
県連事務局までおたずねください。
③ パワーポイント動画による発表をご準備ください。スライドや OHP の発表は受付けません。

５．抄録作成にあたっての注意
① 抄録は公開されることを前提にして、個人情報に留意してください。
② 演題の審査は、原則として抄録原稿のみでおこないます。ポイントを簡潔にまとめ、わかりやすい表現でまとめ
るようにしてください。
③ 演題を発表する場合は、抄録にもとづき発表用としてまとめ直していただくことになります。
（抄録を読み上げ
ることは避けてください。
）

抄録作成 5 つのポイント
抄録を書く上での注意点を確認しておきましょう。
① 演題名のつけ方は、何が新しい視点でありポイントなのか、わかりやすいものが好評です。また演題名は、抄
録のなかでは繰り返さないようにしましょう。
② 抄録の構成は、学術的内容の場合は【目的】
【方法・対象】
【結果】
【考察・まとめ】の 4 点が明瞭となるよう
に記載しましょう。
【背景・動機】についても記入があるとより丁寧です。
運動的内容の場合は【課題】
【運動・とりくみ】
【結果】
【教訓】
【考察または提言】が明瞭になるようにしまし
ょう。整理しにくい場合は、まず文章を書いてみて、分割することをおすすめします。
③ できるだけデータや具体的事例を入れましょう。参加者が抄録を読んで、その分科会に参加したくなるには、
内容をイメージできることが大切です。
④ 適切な「分類項目」を選びましょう。
⑤ 略語、略称は、はじめにでてくるところで（ ）で説明を加えましょう。
⑥「倫理的配慮」に関しては、必ず記載して６つのポイントを押さえてください。各実行委員は必ず演題の最終確
認をお願いします。

倫理的配慮 ６つのポイント
① 研究対象者へは研究内容および研究結果の公表などについて説明をし、対象者の自由意志で諾否が決定され、承
諾が得られたのかを明記してください。対象者の判断能力が低下していると考えられる場合（たとえば重度の認
知症、急性期の状態にある精神障害者、重度の意識障害者など）は、本人に代わる重要他者から承諾が得られた
旨を明記してください。倫理委員会等組織的な確認を得てください。
② 研究対象者へのプライバシーの配慮として、抄録の記述内容で研 究対象者が特定できないようにしてください。
固有名詞（当院・当病棟も含む）
、写真などを掲載する場合は、研究結果を示すの にどうしても必要な場合のみ
にし、掲載することで研究対象者が 特定できないよう十分配慮し、掲載の承諾を得られた旨を明記して下さい。
③ 研究への参加によって対象への不利益や負担が生じないように配慮し、その旨を明記してください。
④ 個人情報の取り扱いは、個人情報保護法、
「医療・介護関係事業 者における個人情報の適切な取り扱いのための
ガイドライン」
（厚生労働省、2004 年）
、
「看護者の倫理綱領」
（日本看護協会、2003 年）および所属施設の規定
に従ってください。
⑤ 文献から図・表や本文を引用する場合は、著作権に配慮し出典を 明記してください。
⑥ 既存の尺度を使用する場合は尺度の作成者から承諾を得ていること、あるいは出典を明記してください。

６．パワーポイントの作成について
今回はＷＥＢでの開催となります。パワーポイント等で作成いただいたスライドに音声を付加して動画に変換した
のち実行委員会事務局に送っていただきます。動画は約１ヶ月間 YouTube で視聴できるようにします。
動画作成手順につきましては、学術運動交流集会登録システム内にマニュアルがありますので、ご参照下さい。

演題応募数のめやす
県連内すべての医科・歯科事業所、保険調剤薬局、介護事業所、共同組織、本部事務局などで目標をもって取り組
んでください。
尼崎医療生協・神戸健康共和会・神戸医療生協・姫路医療生協

各 20 題以上

宝塚医療生協・たじま医療生協

各 5 題以上

薬局法人

各 1 題以上

社会福祉法人

各 5 題以上

共同組織（各共同組織で積極的に）

各 １題以上

なお、応募演題の採否審査は実行委員会で決定いたします。

第４６回学術運動交流集会に関するお問い合わせは、各法⼈の実⾏委員にお願いします。
法人名

担当者

所属事業所

1 尼崎医療生活協同組合

石川 隆之

生協事務局

2 尼崎医療生活協同組合

沖本 光

尼崎医療生協病院

3 社会福祉法人 虹の会

片寄 由美

特別養護老人ホームあまの里

4 社会福祉法人 虹の会

龍 直子

特別養護老人ホーム立花あまの里

5 神戸健康共和会

島田 尚哉

東神戸病院

6 神戸健康共和会

乾 涼香

本部

7 神戸医療生活協同組合

宮本 実

神戸協同病院

8 神戸医療生活協同組合

野口 亘

本部・健康まちづくり部

9 クリエイト兵庫

森 悠基

企画情報部

10 社会福祉法人 駒どり

藤沢 優

ｼｮｰﾄｽﾃｲやまもも

11 社会福祉法人 駒どり

宮本 英元

特別養護老人ホーム駒どりの郷

12 姫路医療生活協同組合

森 啓子

共立病院

13 姫路医療生活協同組合

加藤 雅也

生協本部ITシステム課

14 宝塚医療生活協同組合

前田 秀輔

高松診療所

15 宝塚医療生活協同組合

宮田 康祐

良元診療所

16 たじま医療生活協同組合

春木 圭介

本部

17 たじま医療生活協同組合

福井 和佳

本部

18 兵庫民医連事務局

福岡 幸子

県連事務局

19 兵庫民医連事務局

森 貞夫

県連事務局

20 兵庫民医連事務局

大林 克実

県連事務局

演題募集テーマの分類項⽬ （全⽇本⺠医連学運交の項⽬を準⽤）
分類

分類テーマ

１

医療のとりくみ・質の向上・医療安全・倫理
・原爆被ばく者医療、福祉、健診の取り組み
・原発事故・被ばく者医療・福祉、健診の取り組み
・⼀般診療における精神医療
・⼩児医療の取り組み
・産婦⼈科診療の取り組み
・困難事例や課題に対する潜在的ニーズの把握、多職種協働によるアウトリーチの取り組み
・中断患者や⼿遅れ事例を⽣まない⽇常的な取り組み
・医療・介護へのアクセス困難事例へのアプローチ
・医療・介護の安全
・医療・介護の質の向上の取り組み
・医療・介護現場の倫理問題、職業倫理、倫理委員会の取り組み
・チーム医療・⺠主的集団医療
・医療・介護現場での感染予防、感染対策の取り組み
・コロナ禍における終末期の対応に関する倫理的課題や⾯会制限に対する取り組み
・各診療科・⾃主研究会の取り組み
・チーム医療とその実践
・がん医療と緩和ケア
・救急・急性期の医療
・慢性期医療と在宅ケア

２

介護のとりくみ・質の向上・安全・倫理
・困難事例や課題に対する潜在的ニーズの把握、多職種協働によるアウトリーチの取り組み
・医療・介護へのアクセス困難事例へのアプローチ
・医療・介護の安全
・医療・介護の質の向上の取り組み
・医療・介護現場の倫理問題、職業倫理、倫理委員会の取り組み
・チーム医療・⺠主的集団医療
・医療・介護現場での感染予防、感染対策の取り組み
・コロナ禍における終末期の対応に関する倫理的課題や⾯会制限に対する取り組み
・各診療科・⾃主研究会の取り組み

３

職場づくり・職員育成・職員の健康を守るとりくみ
・⺠医連綱領学習の取り組み
・育ちあいの職場づくり・職場教育の取り組み
・職員の確保と育成
・幹部・管理者の養成の取り組み
・制度教育の取り組み
・教育委員会の取り組み
・憲法を学び・守る取り組み（学ぶ取り組みを中⼼に）

・⻘年ＪＢ・⻘年育成の取り組み
・健康で働き続けられる職場づくり
・⺠医連の理念を学ぶ取り組み
・スペシャリストの養成
・メンタルヘルス（⼀般）
・メンタルヘルス（新型コロナウイルス関連）
・虐待といじめの問題
・医療・介護スタッフのための経済的⽀援ツールの活⽤やソーシャルワーク機能の強化に向けた取り組み
・⺠医連を強くする取り組み（職員の確保と養成、事業所利⽤、資⾦協⼒など）
・医療・介護現場での職員のヘルスケアの取り組み
・
「⺠医連の介護・福祉の理念」を深める取り組み
・誇りややりがい事例集づくり
・介護職員・ケアマネジャーの確保に向けた、様々な⼯夫と実践
・職員の確保、養成と定着の取り組み、育ち合う職場づくり
・職場運営、介護職部会などの組織づくり・県連介護職部会の活動
・介護ウェーブの取り組み

４

⻭科医療
・中断患者や⼿遅れ事例を⽣まない⽇常的な取り組み
・医療・介護へのアクセス困難事例へのアプローチ
・⻭科酷書と貧困・格差問題
・医療・介護の安全
・医療・介護の質の向上の取り組み
・医療・介護現場の倫理問題、職業倫理、倫理委員会の取り組み
・チーム医療・⺠主的集団医療
・医療・介護現場での感染予防、感染対策の取り組み
・各診療科・⾃主研究会の取り組み
・チーム医療とその実践

５

無差別平等の地域包括ケア
・⾼齢者、障がい児者などの医療・介護福祉の実践
・患者・利⽤者の⼈権を守る地域包括ケアの取り組み
・患者・利⽤者に寄り添った医療・介護ケアの技術・知識の構築
・急性期後の在宅復帰、在宅⽣活〜看取りケアを⽀える医療・介護の取り組み
・医科・⻭科・介護・薬局など⺠医連内外との連携、⾏政や⾃治会などとの連携
・コロナ禍で様々な困難を抱える利⽤者・⾼齢者に寄り添い⽣活を⽀える取り組み
・感染症・⾃然災害などの緊急時に地域を⽀える介護・福祉・医療のネットワークづくり

６

医師の集団づくり・事業所活動・経営
・コロナ禍での経営改善とたたかいの課題
・全職員参加の経営と弱点克服に向けた取り組み
・地協・県連経営委員会の取り組み（強化・改善など）
・県連内⺠医連法⼈の連携
・医師研修（初期・後期）の充実（コロナ禍で取り組んだ医師研修と養成）
・臨床研修病院の整備
・新専⾨医制度への対応とトランジショナルイヤー研修・後期研修の整備

・2 つに柱を実践する医師養成と医師研修
・⺠医連の事業所で実践している総合医養成・専⾨医養成
・医学⽣対策（コロナ禍における医学対の 2 つの任務の実践）
・医学部卒前教育と⼤学医学部との関係構築、医学⽣との協⼒共同の取り組み
・地域包括ケアと医師養成
・SDH を意識したと職員養成の取り組み
・医学対担当者・研修担当者の育成
・200-500 ロードマップ
・オール⺠医連・オール地協の取り組み
・研修の外部評価
・医師労働・ワークライフバランス・働き⽅改⾰
・
「⼤切⽂書」をてこにした医局づくり
・常勤医師確保対策と医師後継者対策
・県連・事業所における医師政策の取り組み
・まちづくりを推進する法⼈や事業所づくり
・２つの柱を実践する医師養成
・オール⺠医連・オール地協の取り組み

７

平和・社会保障・憲法・⼈権
・憲法学習を⼒に総がかりでたたかった９条改憲ＮＯ！の取り組み
・⼤軍拡・⾃衛隊強化、⽶軍再編・強化、
「訓練移転」に反対し、基地撤去を実現する取り組み
・地域や事業所での平和をめざす取り組み
・⻘年の平和運動や⻘年平和ゼミナール、平和学校、平和アクションプランなど
・沖縄の平和を守る取り組みへの参加
・受療権・療養権を守る取り組み
・国保改善の取り組み
・住⺠本位の地域医療構想を実現する取り組み
・⾃治体との交渉・共同の取り組み
・職場・地域での憲法学習を広げる取り組み
・障がい児者の⼈権擁護・社会参加の取り組み
・⽣活保護制度をめぐる取り組み
・消費税増税を中⽌させる取り組み
・地域で⼈権を守る架け橋の取り組み
・ノーモアヒバクシャ訴訟⽀援の取り組み
・原⽔爆禁⽌世界⼤会など⻘年職員や研修医の参加による積極的な取り組み
・
「⽇本政府に核兵器禁⽌条約への署名・批准を求める署名」の取り組み
・地球環境を守る取り組み
・持続可能な社会をつくる取り組み
・原発事故・被ばく対策委員会の取り組み
・原発をなくす全国各地の取り組み
・原発・核燃サイクル施設問題への取り組み
・環境・公害・薬害などから健康を守る取り組みと被害救済を⽀援する取り組み
・在留外国⼈の⼈権、受療権を守る取り組み
・LGBT・ジェンダー平等に対する取り組み
・ＳＤＨの視点で、医療・介護現場の事例から出発する社保の取り組み
・格差是正、反貧困にむけた取り組み（⼦どもの貧困含む）

・無料低額診療事業の取り組み
・餓死、孤独死を防⽌するネットワーク
・LGBT、ジェンダー平等、外国⼈に対する差別解消、社会的包摂に向けた取り組み

８

まちづくり・共同組織・災害⽀援・防災
・災害⽀援の取り組み
・災害訓練、研修、組織づくり等の取り組み
・災害時の他医療機関・団体や⾃治体との連携の取り組み
・災害・震災時における⼼のケア
・被災地復興への政策要求の取り組み
・BCP（事業継続計画）の取り組み
・精神障がい者を地域で⽀える取り組み
・地域住⺠への健康増進、啓発活動の取り組み
・市⺠と野党の共同を広げる取り組み
・まちづくり〜ＨＰＨと結んで（地域訪問､居場所づくり、助け合い､なんでも相談会､⼦ども⾷堂や⼦育て・働く世代への取り
組み､災害対策など）
・健康づくり〜ＳＤＨを意識して（⻘空健康チェック、会員・組合員健診、健康講演会、健康まつりなど）
・⾃治体への働きかけ、地域で連携を広げる取り組み
・共同組織を⽀え、発展させる（班や⽀部活動、サークル活動、保健⼤学、社保学校、会員・組合員増やし、
『いつでも元気』
の読者増やし、担い⼿づくりなど）
・コロナを教訓に、共同組織構成員同⼠の結びつき・繋がり・絆の⼯夫。SNS、インターネットなどの「つながる」ツール・ア
イデア募集
・安⼼して住みつづけられるために地域の要望を把握する取り組み、アウトリーチ
・認知症になっても住み続けられるまちづくり
・⾃然災害に対する BCP ⾒直しや作成の取り組み

９

新型コロナウイルス等感染対策
・感染症に対する BCP ⾒直しや作成の取り組み
・医療・介護現場でのコロナ感染予防、感染対策の取り組み

