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学術・運動交流集会
第回 全日本民医連

70年の歴史を礎に、ケアの倫理が貫かれる無差別平等の医療・介護・福祉

の実現と、人権・ジェンダー平等・気候正義・平和が護られる公正な社会

の実現をめざし、みんなで集い語り合おう

開催日時●2023年10月13日（金） 9：00開場 9：30開始

～14日（土）12：00 予定

開催会場●金沢市文化ホール

〒920-0864 石川県金沢市高岡町15番１号

■主 催：第16回全日本民医連学術・運動交流集会実行委員会

■規 模：1，000人（県連ごとの参加者数の目安は改めて提案します）

■対 象：民医連職員および共同組織、医療・福祉系学生

■企画概要：［第１日目］①全体会 ②記念講演 ③ポスターセッション

［第２日目］④テーマ別セッション

■採用演題予定数：600演題（ポスターセッションのみ）予定

問い合わせ先 全日本民医連

東京都文京区湯島2-4-4

平和と労働センター７階

TEL．03-5842-6451

FAX．03-5842-6460

e-mail:min-gakuunkou@min-iren．gr．jp

担当事務局：福峯直明（主幹）

荻生雄毅 堀越 聡

中村こころ 小林晶洋

－第16回全日本民医連学術・運動交流集会の開催にあたって－

全国の民医連職員・共同組織の皆さん、いよいよ第16回学術運動

交流集会の演題募集が始まります。

４年目を迎えた新型コロナパンデミックは、第８波のまっただ中

です。各地の救急医療は破綻し、医療現場の最前線で奮闘する職員

の皆さんは大変な苦労の中、地域の医療を支え、そこに住むすべて

の人の命と生活を守るために全力でとり組んでいることでしょう。

また介護施設での感染拡大も深刻です。施設内で感染し症状が悪化

しても容易には医療機関を受診できない状況が全国で起こっていま

す。医療機関を受診できたとしても、年齢や認知症などの合併症に

より、本人や家族の意向に沿った医療が受けられるとは限らないと

いった、一人ひとりの尊厳がないがしろにされるような事態が起こ

っています。

45回総会の開催される前日の2022年２月24日に、ロシアのウクラ

イナ侵攻が始まりました。ロシアの侵略から１年が経とうとしてい

ますが、いまだ和平への道筋は見えません。そんな中開催された45

回総会で採択された運動方針は、人権を守り公正でいのちとケアが

大切にされる社会の実現をめざし、個人の尊厳とジェンダー平等を

基本に据えることを基調としています。感染症のパンデミックも戦

争も、常に社会の中で困難を抱え弱い立場の人びとが、より多くの

影響と最大の被害を受けます。

今年、全日本民医連は設立70周年を迎えます。民医連が設立され

た1953年とはどのような時代だったのでしょうか。第二次世界大戦

終結からわずか８年、1961年に始まる国民皆保険制度もいまだ実施

されていませんでした。1956年の『厚生白書』には「1，000万人近

くの低所得者層が復興の背後に取り残されている」と記されていま

す。この頃は、国民のおよそ３分の１にあたる約3，000万人が公的

医療保険に未加入で、「国民皆保険」の達成は日本の社会保障の大

きな課題でした。必要な医療を受けることができずに亡くなる人が

多くいたその時代に、貧しい庶民を中心とした民衆と、医師や看護

師などの医療者がわずかなお金と知恵と力を持ち寄り、戦後復興の

背後に取り残された低所得者も含めた、誰もが安心してかかれる病

院や診療所が作られ、そういった地域の医療機関が集まり設立され

たのが全日本民医連です。その後70年にわたり、私たち民医連はい

つでも誰でも安心してかかれる「無差別・平等な医療と福祉の実

現」をめざして「必要な人に必要な医療と介護」を届けることに全

力でとり組んできました。「健康は平和の礎」（若月俊一）であり、

平和は健康で幸福な生活の前提です。

第16回学術運動交流集会は、今年10月に第１回の学運交が開催さ

れた金沢で集合形式での開催を目指しています。この２年間、地域

の人びとの命の尊厳を守る最前線での実践と平和と憲法を守るたた

かいの成果を持ち寄り、70年にわたる民医連の先人たちのあゆみを

礎に、安心して住み続けられるまちづくりを進める新たな一歩とな

るような学術運動交流集会となることを期待しています。

第16回全日本民医連学術・運動交流集会実行委員会

実行委員長 伊藤 真弘

演題募集要項 演題受付はすべてインターネットからです。あらかじめＥメールアドレスをご準備下さい。

社会学者・東京大学名誉教授・認定ＮＰＯ法人ウィメ
ンズアクションネットワーク（ＷＡＮ）理事長

京都大学大学院社会学博士課程修了。社会学博士。専
門は女性学、ジェンダー研究。高齢者の介護とケアも研
究テーマとしている。『おひとりさまの老後』『ケアの社
会学』など著書多数。近刊に『女の子はどう生きるか、
教えて！上野先生』『在宅ひとり死のススメ』。
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テーマ「介護の社会化」

記念講演

※今年の学術・運動交流集会では、演題発表はすべてポスターセッションとします。

１．受付期間

２０２３年２月１３日（月） ９：００ ～ ３月３１日（金）１２：００（締切）

※登録した抄録は、締め切り日まで修正できます。早めに登録を試し

てみてください。（締め切り日直前は、アクセスに時間がかかるこ

とがあります）

２．応募にあたっての留意点

応募はすべてインターネットからです。演題応募者は、全日本民医

連のホームページから学術・運動交流集会の演題登録ページに入っ

て、必要事項を入力してください。

全日本民医連の演題審査は県連で応募を確認したものが対象です。

《応募の流れ》

①県連ごとに事前に選考して（県連の学術・運動交流集会など）か

ら、応募される場合

県連は、専用のホームページから推薦した演題の登録を確認し、

抄録の内容を確認したら、「県確認欄」にチェックをいれます。

②県連の推薦を事前に受けず、応募者が登録する場合（この場合も県

連の確認が必要になります）

県連は、専用のホームページから演題の応募状況と抄録の内容を

閲覧（印刷）し、内容を確認したら「県確認欄」にチェックをいれ

ます。
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＜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ください。

（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。

＜発表演題に関する利益相反（ＣＯＩ）開示について＞

発表者、共同研究者全員について、演題登録時から遡って過去

３年以内において、当該研究・発表演題と利害のある企業または

団体との利益相反について記載してください。

【利益相反（ＣＯＩ）開示項目】

（１）企業・団体における役職（顧問・相談役を含む）、報酬・

給与・賞与のすべて

（２）企業・団体の株式の保有および資本関係（未公開株は時価

50万円以上、他はすべて）

（３）企業・団体からの研究費・寄付金（年間合計が50万円以上

の場合）

（４）企業・団体から上記３．以外の給付（謝礼、講師料、原稿

料、指導料、各種ロイヤルティー、融資、保証、飲食、旅

行、贈答などの年間合計額が30万円以上の場合）

（５）当該研究に関連して、企業・団体・研究参加者・その家族

がもつ知的財産権（特許権、実用新案権などのすべて）

◎申告すべき利益相反（ＣＯＩ）が無い（上記の開示項目に該当し

ない）場合

抄録に下記の文章を記載してください。

「発表演題に関連した、開示すべきＣＯＩはありません」

◎申告すべき利益相反（ＣＯＩ）が有る（上記の開示項目に該当す

る）場合

抄録に該当する項目について、企業・団体名、金額を記載してく

ださい。

例）「発表演題に関連した開示すべきＣＯＩは以下のとおりです。

（○○企業から研究費○○円）、（○○団体から講師料○○円）」

前回集会以降の２年間を反映した取り組み、困難な中での工夫な

ど、個性的な演題をお寄せください。注意点は以下の通りです。

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・取り組み】【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。

「利益相反（ＣＯＩ）の有無」、「倫理的配慮」については必ず記載し

てください。（詳しくは後述の⑥⑦を参照）

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するため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、略称は初めに出てくるところに（ ）で説明を加えましょう。

⑥利益相反（ＣＯＩ）の有無については、下記の＜発表演題に関する利

益相反（ＣＯＩ）開示について＞を参照し、必ず記載してください。

＊利益相反とは教育や研究によって特定の企業の活動に深く関与し、

研究者個人が得る利益と公正な教育・研究における責任とが衝突・相

反する状態のことです。

⑦「倫理的配慮」に関しては下記の＜倫理的配慮６つのポイント＞を

押さえて記載してください。なお「倫理的配慮」がなされていない演

題は採用致しません。県連は必ず演題の最終確認をお願いします。

※法人や事業所で一括登録される場合も、インターネットの登録手順

は同じです。

※インターネット環境が整っていない事業所は法人および県連にご相

談ください。（法人・県連からのご援助をよろしくお願いします）

＜県連の役割＞

上記のように、全日本民医連の登録演題の審査は、事前に県連の確

認が必要になります。県連では担当者を決め、必要なチェック（演題

テーマ、分類項目、キーワードの記載もれなど）をしたうえで、医活

委員会などの当該部署で演題の確認をしてください。②の応募者も含

めて、県連での最終確認は、応募締切後の2023年４月14日（金）を期

限とします。

※なお、県連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（2023年１月下旬予定）。県連としての目標を決めて応募の

組織をあわせてお願いします。

３．演題の採否決定と通知

①採否の決定

・５～６月の実行委員会の審査で採否を決定します。

②採否の通知

・６月に県連にＥメールで通知します。各事業所には、県連から通

知をお願いします。

４．演題応募について

全日本民医連のホームページ（http://www.min-iren.gr.jp）から第16回学

術・運動交流集会のページに入ってください。演題登録のパスワード

は、「gk16」（半角小文字）です。

演題応募の画面に移動したら、画面の指示に基づき必要事項を入力

してください。登録方法は、４ページまたはホームページ上のマニュ

アルをご参照ください。

５．抄録作成について

①抄録は800字以内でまとめてください（空白は含まない）。表・グラ

フ・画像は、使用できません。

事前にワード文書、一太郎などで文章を作成してから、抄録画面に

貼り付けることもできます。特殊記号など使用できない文字は、記

入画面にある注意事項を参照してください。

②テーマ、主張、要点などがつかめるキーワードを３つ任意に記入し

てください。

６．ポスターセッションについて

ポスターセッションは、①展示期間中は自由に見ることができるた

め、例えば調査など数値の変化を扱った発表が聞きやすい、②ギャラ

リーがあらかじめ質問の準備を行うことや発表を聞いたあとでもじっ

くり見ることができる、③ギャラリーと発表者が少人数でやりとりが

できるので双方向の質疑応答がしやすい、などの利点があります。

○発表時間は１演題につき５分、討論は４分を目安に９分以内で発表

してください。

○ポスターの掲示方法

掲示用パネルの枠内に張り出せる範囲で、文章・写真・絵・グラフ

などを自由に作成してください。Ａ４用紙を並べての貼り出し、模

造紙（縦長掲示）を使用したポスターなど形式は自由です。※掲示

用パネルの大きさは見出しを除く本文のスペースが縦1800ｍｍ×横

900ｍｍ≒約畳１枚分です。演題番号、演題名、事業所名などの見

出しは実行委員会で準備します。

○発表者は、指定された時間帯に展示物の前で発表し、質疑・応答・

討論を行います。

○プレゼンテーション能力向上を目的に、座長は置かず質疑などの運

営全般を発表者が担います。タイムキーパーは配置します。

○タブレット端末などを使用して動画を流して頂けます。（バッテリ

ーも含め機材は発表者自身が準備して下さい）なお、タブレット端

末を使用しながら音を流す場合は、周囲に配慮する音量で流すよう

お願いします。
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ポスターセッション

（１）憲法９条・反核平和
①憲法を守り活かす取り組みと９条改憲ＮＯ！の取り組み

②大軍拡・自衛隊強化、米軍再編・強化に反対し、基地撤去を実現する取り組

み

③地域や事業所での平和をめざす取り組み

④青年の平和運動や平和ゼミナール、平和学校、平和アクションプランなど

⑤原水爆禁止世界大会など青年職員や研修医の参加による積極的な取り組み

⑥沖縄の平和を守る取り組みへの参加

⑦「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

（２）人権・社会保障
①受療権・療養権を守る取り組み

②国保改善の取り組み

③住民本位の地域医療構想を実現する取り組み

④自治体との交渉・共同の取り組み

⑤職場・地域での憲法学習を広げる取り組み

⑥障がい児者の人権擁護・社会参加の取り組み

⑦生活保護制度をめぐる取り組み

⑧消費税減税の取り組み

⑨地域で人権を守る連携の取り組み

（３）気候危機からの脱却、地球環境・被爆者医療
①原爆被ばく者医療、福祉、健診の取り組み

②ノーモアヒバクシャ訴訟支援の取り組み

③地球環境を守る取り組み

④気候変動、気候危機など持続可能な社会をつくる取り組み

（４）原発ゼロの運動と被害者支援の取り組み
①原発事故・被ばく対策委員会の取り組み

②原発事故・被ばく者医療・福祉、健診、避難者支援の取り組み

③原発の新規増設、再稼働を許さず原発をなくす全国各地の取り組み

④原発・核燃サイクル施設問題への取り組み

（５）経営の基礎的しくみの改善の課題
①予算管理テキストの学習と実践

②民医連統一会計基準、管理会計の整備

③経営管理力量の引き上げ、全職員参加のとりくみ

④地協・県連経営委員会のミニマム実践、強化のとりくみ

（６）情勢を踏まえたリポジショニングと中長期経営計画
①地域情勢の変化とリポジショニング（法人・県連）

②中長期の利益・資金計画

（７）オール地域、経営の視点での運動
①地域での医療介護活動と経営課題でのネットワークづくりや共同の前進

②医科法人、社会福祉法人、薬局法人との連携と事業再編・戦略検討

③物価高騰、処遇改善、コロナ補助金などへのたたかいのとりくみ

（８）職場づくり・職員の確保と育成・幹部養成
①全日本民医連職員育成指針2021年版、民医連綱領など民医連の理念を学ぶ取

り組み

②各職場を職員育成の拠点に～職場教育と職場づくり～

③多職種協働による育成と各職種のとりくみ

④全職員を対象にした制度教育

⑤地域との関わりのなかでの職員育成

⑥青年職員の育成

⑦トップ幹部の養成

⑧職員育成活動の推進体制

⑨健康で働き続けられる職場づくり

⑩コロナ禍におけるＩＣＴの工夫や新しい取り組み

（９）災害支援（コロナ禍での取り組み含む）と防災、
ＢＣＰの取り組み

①食材支援プロジェクトなどコロナ禍や災害での支援の取り組み

②災害訓練、研修、組織づくり等の取り組み

③災害時の他医療機関・団体や自治体との連携の取り組み

④災害・震災時における心のケア

⑤被災地復興への政策要求の取り組み

⑥ＢＣＰ（事業継続計画）の取り組み

（10）医師研修と養成・医学生対策・歯学生対策
①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）

②臨床研修病院の整備

③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

④２つに柱を実践する医師、歯科医師養成と医師、歯科医師研修

⑤民医連の事業所で実践している総合医養成・専門医養成

⑥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）

⑦医学部卒前教育と大学医学部等との関係構築、医学生、歯学生との協力共同

の取り組み

⑧地域包括ケアと医師、歯科医師養成

⑨ＳＤＨを意識したと職員養成の取り組み

⑩医学対担当者・研修担当者の育成

⑪500－200－100ロードマップ

⑫オール民医連・オール地協の取り組み

⑬研修の外部評価

（11）医師・歯科医師の集団つくり
①医師労働・ワークライフバランス・働き方改革

②「大切文書」をてこにした医局づくり

③常勤医師確保対策と医師後継者対策

④県連・事業所における医師政策の取り組み

⑤県連・事業所での歯科政策の取り組み

（12）こころの健康・女性の健康・子どもの健康
①メンタルヘルス（一般）

②メンタルヘルス（新型コロナウイルス関連）

③虐待といじめの問題

④一般診療における精神医療

⑤精神障がい者を地域で支える取り組み

⑥小児医療の取り組み

⑦産婦人科診療の取り組み

（13）社会的困難事例への対応、差別、貧困問題と解決の
ための社会的処方

①地域住民への健康増進、啓発活動の取り組み

②医科・歯科・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

③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

④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

⑤在留外国人の人権、受療権を守る取り組み

⑥ＬＧＢＴＱ・ジェンダー平等に対する取り組み

⑦ＳＤＨの視点で、医科・歯科・介護現場の事例から出発する社保の取り組み

⑧格差是正、反貧困にむけた取り組み（子どもの貧困含む）

⑨無料低額診療事業の取り組み

⑩餓死、孤独死を防止するネットワーク

⑪中断患者や手遅れ事例を生まない日常的な取り組み

⑫医科・歯科・介護へのアクセス困難事例へのアプローチ

⑬歯科酷書と貧困・格差問題・人権としての歯科医療の取り組み

（14）まちづくり・共同組織
①市民と野党の共同を広げる取り組み

②まちづくり～ＨＰＨと結んで（歯科口腔保健の取り組み、地域訪問、住まい

確保、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）

③健康づくり～ＳＤＨを意識して（青空健康チェック、会員・組合員健診、健

康講演会、健康まつりなど）

④自治体への働きかけ、地域で連携を広げる取り組み

⑤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）

⑥コロナ禍での教訓から、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

⑦民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）

⑧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

⑨認知症になっても住み続けられるまちづくり

⑩まちづくりを推進する法人や事業所づくり

（15）無差別平等の地域包括ケア
①高齢者、障がい児者などの医科・歯科・介護福祉の実践

②患者・利用者の人権を守る地域包括ケアの取り組み

③患者・利用者に寄り添った医療・歯科・介護ケアの技術・知識の構築

④急性期後の在宅復帰、在宅生活～看取りケアを支える医科・歯科・介護の取

り組み

⑤医科・歯科・介護・薬局など民医連内外との連携、行政や自治会などとの連

携

⑥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

⑦感染症・自然災害などの緊急時に地域を支える医科・歯科・介護・福祉のネ

ットワークづくり

（16）安全・倫理・ＱＩ・医療と介護の質の向上
①医科・歯科・介護の安全

②医科・歯科・介護の質の向上の取り組み

③医科・歯科・介護現場の倫理問題、職業倫理、倫理委員会の取り組み

④チーム医療・民主的集団医療

⑤医科・歯科・介護現場での感染予防、感染対策の取り組み

⑥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

⑦感染症・自然災害に対するＢＣＰ見直しや作成の取り組み

⑧医科・歯科・介護現場での職員のヘルスケアの取り組み

⑨医療ＤＸ

（17）介護職員の確保と養成・介護ウェーブ
①「民医連の介護・福祉の理念」を深める取り組み

②誇りややりがい事例集づくり

③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

④職員の確保、養成と定着の取り組み、育ち合う職場づくり

⑤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

⑥介護ウェーブの取り組み

（18）臨床研究・エビデンス
①各診療科・自主研究会、県連・法人レベルの研究センターの取り組み

②２つの柱を実践する医師養成

③オール民医連・オール地協の取り組み

④チーム医療とその実践

⑤がん医療と緩和ケア

⑥救急・急性期の医療

⑦慢性期医療と在宅ケア

⑧歯科デジタル化技術の活用
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