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毎朝益岡城までウォーキングをしています。 10月にはいると日の出が遅 くなり

丁度出たばかりの朝日がお城に当たりとても椅麗に見えるようになりました。
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巻 多夏

三浦義邦

会報作成委員長
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この度、かねてより念願の、新装成った「白石市医師会報」が創刊されることに

なった。白石市医師会報の歴史は、「白石市医師会百年史」によると、昭和 44年

10月に、包豊二会長のもと、「白石市医師会報」と題して創刊号が発刊されている。

実物を見ていないので正確には判らないが、2、3頁のものと思われる。毎月発行さ

れているし、報告 ・協議事項の他、理事会はじめ学術委員会などの委員会の活動状

況と、抄録だけ見ても内容はしっかりしている。しか し、それも昭和 50年でとぎ

れており、朝倉松雄会長に代った昭和 53年に一時復帰しかけたが、また休刊になっ

たようである。昭和 59年、銭谷喜四男会長になってからは、理事会記録として、 「定

例理事会」という名称で、現在の理事会だよりの前身とも言うべき形式で発刊され

た。平成元年からのその巻頭には、 銭谷会長が選んだ、と思われる古い歌人の俳句が

載っていて、会長挨拶文から始まっている。そして巻末には、聴診器のイラストと、

「私のこ と」と題して新入会員の自己紹介の文が5回程続いた。また会員寄稿として、

本多修二先生(現三事先生)が「聞きかじり 、読みかじり」のタイトルで、様々な

随想、を短文にまとめ、平成 5年 10月号迄 48回に亘り連載していた。平成 6年の加

藤大祐会長の時からは、俳句と会長挨拶は姿を消し、堤栄昭会長の時以降、形式・

内容は現在のものとほぼ同様となった。

医師会室保管の、宮城県内の幾つかの立派な医師会報を見るにつけ、当医師会も

理事会だよりとして毎月会員向けに発刊はしているものの、何とか冊子としての医

師会報を作ってみたいという思いに駆られていた。平成 16年に医師会長に就任し

た時、改めて「会報委員会jを立ち上げ、委員の先生も選定したが、中心となって

活動して下さる先生が居らず、気持ちだけが先走っていた。平成 22年4月に会長

を退任した途端、新たに会報作成委員長に任命された。そこで、以前より会報の作

成を手伝って欲しいとお願いしていた、この道に秀でている渡辺吉彦先生に副委員

長になってもらい、会報作成準備委員会を経て、 6月から会報作成委員会を原則毎

月第 1火曜日に開催し、有能な委員にも恵まれ、着々と創刊に向け活動を開始した。

約 1年位前から、医師会の種々の活動状況をデジカメに収めておいた。内容につい

ては、他の医師会報の目次を参考にはしたが、創刊号なので当医師会の組織や活動

を紹介すること、県医師会や郡市医師会との連携について、そして、全会員に短編

でも投稿を強くお願いした。

これからも従来の理事会だよりは毎月会員にお届けするが、第2号以降はなるべ

く内容が重複しないよう編集に努めていく積もりである。今後の発刊の参考にさせ

て頂くので、御高覧頂いて屈託の無い御意見を頂戴したい。

巻頭 言 5 
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医師会長挨拶

佐藤恒明

佐藤医院院長

乏戸コ
白石市医師会報の創刊にあた り一言御挨拶申し上げます。堤先生、 三浦先生の時

代から長年の懸案であり ました会報がとうとう実現の運びと なりました。ここに至

る事が出来ましたのは両先生の熱意と指導力、加えて渡辺吉彦先生の卓越した学識

と調整力、そして会員各位の御支援と御協力の賜物であると深く感謝申し上げる次

第でございます。「白石市医師会百年史」によりますと、本会は明治 15年に設立さ

れたとあり 、130年近い歴史を有する事になります。この問、 幾多の戦争と様々な法

律改正を乗り越えてなお健在である事を考える時「徒や疎かには出来ない」という

思いに至るのであります。本会は諸先輩の慎重かつ綴密な運営により大過なく発展

して きましたので喫緊の課題という べきものはありませんが、 当面の基本的姿勢に

ついて整理しておきたいと思います。ひとつは「公立刈田綜合病院の活性化」につ

いてであります。平成 14年5月に新築移転され順調にすべり出した病院は「新医師

臨床研修制度」が始った事などにより 医師不足が顕在化し、一時は地域の基幹病院

としての機能を充分発揮出来ない事態に陥ってしまいました。後に赴任された高林

院長の努力によ り好転の兆が見えてきましたが、まだ予断を許さない状態と言えま

す。当会としては可能な事から実行し、積極的に支援していきたいと考えております。

もうひとつの課題は 「平日夜間救急センター」設立構想についてであります。宮

城県が策定した「地域医療再生計画」において「仙南医療圏」は初期救急外来未整

備地域と認定されてお り、その対策として白石市、蔵王町、七ヶ宿町を含む二市七

町の何れかに「平日夜間診療所」を設置するというものであ ります。この事業の立

ち上げには未解決の問題が山積しているのですが、我々が最も心配しているのがこ

の事業において診療を担当する事を期待されている開業医が高齢者集団であるとい

う事実が忘れられている事であります。従って、計画の実施にあたっては、この点

について充分な配慮がなされる ように主張し続けていきたいと考えております。

平成 21年の総選挙で我々が長年支持し続けて来た 自民党政権が倒れ、その余波

で日 医執行部に大きな変化が起きま した。その結果、平成 22年の参院選では日 医

候補を一本化出来ずに手痛い敗北を喫してしまいました。我々は大いに落胆したわ

けですが、 一方で、は学ぶ事も大きかったのではないかと考えています。「選挙に振

り回される事なく、一党一派に偏する事もなく、 地域社会と力を合せて医師会本来

の理念を持った地域医療実現のために地道な努力を続けていくべき だ。」という 事

であり ます。

月例の「生涯教育講演会」 あるいは隔月開催の 「木曜会」を通じて会員相互の意

志の疎通と団結をはかり 、上を見過ぎず地に足をつけて会員一同力を合せて活動し

ていきたいと念願しております。

最後になり ましたが白石市医師会のますますの発展と会員の皆様の御健勝と本会

報が末永く版を重ね続けられるよ うに祈念して挨拶とさせていただきます。



白石窄医師会の

会報創刊ドあたっマ

風間康静

白石市長

d字コ
白石市医師会の会報創刊、誠におめでとうございます。

貴会におかれましては、これまで多年にわたり、 市民が健康で元気に暮らしてい

くために、市民の健康全般について深いご理解とご協力を賜っておりますことや会

員の皆様方におかれましては、崇高な医師の使命感、博愛に満ちた活動を進めて戴

いていることに対し、深く敬意と感謝を申し上げます。

特に、次世代を担う乳幼児から児童生徒の健康保全と体位向上、また、成人や高

齢者に対する衛生思想の普及等、幅広く市民に対する健康保持に寄与されておりま

すことに対し、重ねて感謝申し上げます。

また、 会員相互の連帯、医院経営の安定な ど21世紀少子高齢社会に対応できる

医師会の構築に努力されてきた功績は誠に顕著であり、歴代会長を初め、会員皆様

方のご尽力の賜であると心から敬意を表するものです。

本市におきましても 、「共汗、共学、共生jをキーワードとして、「心豊かなふる

さと白石」の実現を目指したまちづくりを進めており、具体的戦略として 14万人

都市復活大作戦」を積極的に推進しております。

これまで先人が経験したこ とのない少子高齢社会が急速に進展するなか、病気や

健康に対する新たなニーズが取り巻いておりますが、市民の一人ひとりが健康で安

心して生活していくためには、貴会の活動や協力なしには考え られません。

市民の一人ひとりが元気に健康で安心して生活していくためには、貴会と行政が

一体となり、市民の健康づくりと共に支え合う社会の実現に向け遁進していかなけ

ればならないものと考えております。

どうか貴会におかれましては、なお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

最後に、貴会の今後益々のご発展をご祈念申し上げ、会報の創刊号に寄せてのご

挨拶といたします。

祝辞 7
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白石布医師会報

創刊号ド寄ゼマ

伊 東潤造

宮城県医師会会長

ミマ弓コ
白石市医師会報の創刊号の発行を祝して一言ご挨拶を申し上げます。

今日まで、会報という形ではなくとも他の印刷物やファックス等の情報により白

石市医師会の執行部と会員諸先生の聞の情報伝達は、十分行われておられたであろ

うことはもちろんでありましょうが、会報という形で後々まで情報記録を残すとい

うことも誠に大切なことと存じられます。

白石市医師会からは、古くは菅原六夫先生をはじめとして近年は銭谷喜四男先生、

堤栄昭先生が、また現在は、三浦義邦先生が宮城県医師会役員として県医師会の会

務遂行にご協力をいただいており、貴会と県医師会との連携が十分はかられており

ましたことに改めて厚く御礼申し上げます。

白石市医師会は県南部地域医療の中で公立刈田綜合病院、 大泉記念病院を核とし

て一般医療の他、救急医療の担い手として先進的な地域であり、白石医療固という

独自の体制を構築されてこられたと存じます。隣接の柴田郡、角田市はもちろんの

こと福島県北地域からも期待される医療圏であったと推察いたしております。

一昨年から始まりました地域医療再生基金の活用にあたり、本県では、県当局、

東北大学と県医師会が中心となり地域医療再生計画を策定しております。この計画

では、仙南医療圏を中心とした地域を県南地域として位置づけ、その中で、今まで

仙南医療固になかった救命救急センターの設置が論議され、みやぎ県南中核病院に

併設することが決定されましたが、並行して公立刈田綜合病院の機能強化として二

次救急医療体制の充実強化や回復期リハビリテーション病棟の運営補助など種々の

機能を整備し、地域医療の再生に取り組むこととなっております。これらの諸施策

が行われるにしても白石市医師会の諸先生のご協力ご支援なしでは行い難いことと

存じているところであります。

いずれにいたしましでも会員諸先生と相互情報共有でき、また、後世に残る記録

を集積する会報の発行ということは、大変時宜を得たものと思っております。今日

までの貴会の活動に敬意と感謝を申し上げ、今後のますますのご発展をお願い申し

上げてお祝いの言葉といたします。



医師会室掲額の絵画

笛 豊二 (昭和 43 年 4 月 1 日 ~53 年 3 月 31 日 会長在任)

朝倉 松雄 (昭和 53 年 4 月 1 日 ~59 年 3 月 31 日 会長在任)

銭谷喜四男 (昭和 59年4月1日~平成 6年3月31日 会長在任)

医師会室掲額の絵画 9 



加藤 大祐 (平成 6 年 4 月 1 日 ~10 年 3 月 31 日 会長在任)

ト九 世!il先き

堤 栄昭 (平成 10 年 4 月 1 日 ~16 年 3 月 31 日会長在任)

寄 贈 三 浦 義 邦 光 心

三浦 義邦 (平成 16 年 4 月 1 日 ~22 年 3 月 31 日 会長在任)
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創刊号特集

創刊号発刊ドあたっマ



院長周辺雑記

塚本和彦
塚本内科消化器科院長

このたび白石市医師会報の創刊号が発刊される

にあたり、 2010年 9月7日に原稿依頼を受けて

ました。

特段に書くことが思いつかなかっ たので、延び

延びとしていたところ、締め切り日の 2010年 11

月30日が来たので、 当院のホームページに掲載

している上記を、コビペで原稿にしてみました。

続きは http://tsukamoto-naika.orgl(1白石市の内

科jまたは「白石市の良い内科Jで検索すると、

今の所 トップで出ます)で読んでみて下さい。

2010年 11月30日。文字数は 6，100余 りとなり

ました。画像も必要とのことで、説明文つけて添

付しました。

(10/11/6土曜分)

一日休診に して、一日中お勉強してきた。産業

医科大学主催の[産業医学実践研修] プログラム

VI、午前 9時 (仙台駅集合し、貸し切りパス乗車)

~午後5時半 (貸し切りパス降車し、仙台駅解散)

で、大衡村の 「みやぎ生協・ リサイクルセンタ ー」

(曇り 、13
0

C) に行 ってきた。(私は受講者番

号:304で、三班の 4番らしい。)後で主催者側

の一般参加者名簿をチラ見したら、 土曜日のため

か、休診にして来た開業医は私一人のみで、他の

方は土曜は休みの病院勤務の産業医先生達であっ

た。

プログラム VIは、 9: 50~ 12 : 00 1職場巡視の

実施J(実地1.5単位)=仙台錦町診療所・産業医

学センタ 一所長広瀬俊雄先生、東北大学環境・安

全推進センター労働安全教室助教色川俊也先生、

(株)ア ドパンテスト産業医柏田望先生、 東北大

学病院歯周病科助教井川資英先生、東北大学環境

保全センタ 一助手進藤拓先生、産業医実務研修セ

ンタ ー講師茅嶋廉太郎先生、産業医実務研修セン

ター助教立石清一郎先生(三斑の リーダー担当)

が担当、昼食 10分とりながら、12: 20~ 15 : 00 1職

場巡視のグループ検討、発表資料(パワーポイン

ト書類)作成J(実地 1.5単位)=向上が担当、
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15 : OO~ 16 : 00 1職場巡視の事後報告会と事後措

置J(実地 1単位)=向上が担当、で構成されて

いました。

参加者が産業医科大学のスタッフ(北九州市に

ある産業医科大学から仙台市に遁々 出張されてき

た)と一緒になって、約 30名が5斑に分かれて、

グループ研修を実施。

我が三班では、リーダー担当の立石清一郎先生

がデジカメ係をされて、産業医科大学:研修医の

女性スタッフと、私を含めた一般参加産業医師 3

名と一緒に、5名がグループ検討を行っ た。産業

医科大学ス タッフの女性がパワーポイ ント書類を

リアルタイムで作成した後、一般参加産業医師(宮

城県某病院外科系勤務の先生が当た った)がパ

ワーポイン トを見ながらグループ才食言す結果をプレ

ゼンテーションされた後、一般参加産業医師 (開

業医の私が当たってしま った)が、個人で仮に作

成していた「リサイクルセンター職場巡視報告書」

の報告(単に報告書をマイクで読み上げたら良し、

と思っていたら、なんと私の手書き報告書が、デ

ジカメイ寸きの OHPのよ うな機械で、液晶プロジェ

クタ ーを通じて大スクリーンに拡大表示されて、

び、っくりした。人に見 られるとは予期していな

かったので、急いで、いて手書きで書いた小学生の

ようなヘタクソ文字や、多くがひらがな書きだ、っ

たので、漢字・ 書字能力を疑われたような思いを

して、冷や汗・脂汗もので、マイクもなく、元来

小声の私の芦は、 声がとおらず、 少し震えていた

ようだ、った。でも私は、社会不安しょうがいやパ

ニック発作はないので、比較的平然としていられ

た。というか年のせいか。) を行い、 広瀬俊雄先

生の全体評価などを受けて終わった。

参加費 0円で、 大型パスの足代O円、弁当・ 茶

は実費 1，000円、 勉強内容はちょう充実しており、

コストパフォーマンスは最高の良い勉強でした。

8時間拘束されて、 単位数:生涯研修=実地 4単

位を頂きました。普通の相場では、 1時間 1単位

なんだけど一。移動 ・昼休みがあったけ ど実働 6



時間。 6単位は欲しかった。

(10/10/26火曜分)

午後は休診にして、第 42回仙南尚仁会(仙台市)

に出席してきた。仙南尚仁会とは、東北大学医学

部第三内科講座医局(現在では東北大学消化器内

科)に以前・現在籍をおいている先生方の同門会

である。

(10/10/23土曜分)

午後4時00分~午後7時30分まで、仙台市の

SS30ピル 20F供用会議室で、 {第4回 宮城産業

メンタルヘルス研究会]= r職場のメンタルヘルス

~職場復帰支援』が開催された。主催は宮城県精

神神経科診療所協会、共催は日本精神神経科診療

所協会/宮城産業保健推進センター/明治製菓

(株)/大塚製薬(株)。今回の第 4回が、私にとっ

ては最初だ。

開会の辞を、千葉クリニックの千葉健先生が述

べられた。『最近の抗うつ薬、抗精神病薬の話題』

として、明治製菓(株)学術部がノルアドレナリ

ン・セロトニン作動性抗うつ薬(ミルタザピン錠)

「リフレックス錠 15mgJ (添付文書)の、大塚製

薬(株)学術部がドパミン D2受容体パーシャル

アゴニスト作用によるドパミン ・システムスタピ

ライザーとしての抗精神病薬(アリピプラゾール

製剤)IエピリファイJ(添付文書)の製品説明を

行った。第1部として、古川駅前岡本クリニック

の岡本康太郎先生が座長となり、講師の東北大学

大学院医学系研究科精神神経学分野の鈴木淳平先

生(平成 12年、秋田大学医学部卒)が『ワーク・

ライフバランスの調査研究から.1 (宮城産業保健

推進センターの 21年度調査研究報告書から)を

講演された。第2部として、原クリニックの原敬

造先生が座長となり、うつ病の職場復帰支援を実

践されている第一人者である講師の医療法人雄仁

会メデイカルケア虎ノ門院長の五十嵐良雄先生

(昭和 51年、北海道大学医学部卒)が 『リワーク

プログラムの治療的意義』を講演された。先生が

主宰される「うつ病リワーク研究会」の紹介もあっ

た。閉会の辞を、木村病院の石井一先生が述べら

れた。

たまたま私の前の席に、こないだの木曜会・二

次会の当番幹事をされた仙南サナトリウムの精神

科渡辺吉彦先生がおられて、挨拶できて、心強かっ

た。まわりには存じ上げない精神科の先生ばかり

だ、ったので、なおさらだ。以前、竹駒神社 「参集

殿」で産業医学研修会の講師をされた、仙台錦町

診療所・産業医学センタ一所長広瀬俊雄先生も、

産業医の立場から出席されていて、講演者に質問

されていた。(以前出席した宮城県医師会会館で

行われた「職場のメンタルヘルス」産業医学研修

会で講師を務められた千葉クリニックの千葉健先

生が、今回は開会の辞を述べられたが、その先生

の顔も分かった)。参加費 1，000円で、日医生涯

教育講座 3単位 (CC:6心理社会的アプローチ・

10チーム医療・ 68精神科領域の救急・ 70気分の

しょうがい(うつ))を頂いて自宅に帰った。

(10/10/21木曜分)

夜は、 10月度の木曜会(白石市割烹大上)に

出席。10月の当番幹事は、仙南サナトリウムの

渡辺吉彦先生でした。泌尿器科の引地先生から、

奥さんの近い親戚が醸造元だという大吟醸

1. . . . . . Jを、特別に差し入れていただき

ました。日本酒下戸の私にも旨い良い酒だと感じ

させるものでした。お料理は凝っていて、〆は温

麺 (うーめん)ではなく、大上では異例の 「はら

こ飯」でした。当日のお品書きをもらうのは、わ

すれてきました。亭主が記録していたら、教えて

頂きましょう。

私は木曜会の二次会にでたことは、かつてな

かったのですが、当番幹事が渡辺吉彦先生(精神

科)なので、出させていただきました。大上の横

手で奥にある「小糸」でした。ハイボールをガン

ガンいただきました。二次会の帰りは、新幹線白

石蔵王駅に向かう渡辺吉彦先生が、タクシーに同

乗させて、途中よりみちまでして塚本内科消化器

科まで、送ってくれました。

なかなか良い酔い方ができた一日でした。

(10/10/17日曜分)

午前中には、 「ハイアットリージ、エンシー東京J

となりの 「東京都庁舎展望室」に行ってみた。日

本人は少なく、ほとんどがアジア人。入場料は、

0円である。日曜日もやっている。軽食カフェあっ

て、私はIceCo紅白(むかしの関西ではレーコ)

を飲んだ。東京都にあまり関係のない、グッズ屋

(物販庖)が 1フロアーに 3軒もある。私は 100

円玉(数年前の大阪の通天閣では、 500円玉大の
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豪華金属メダルに日付が刻印されて 500円=今も

財布に縁起物として入れてます)入れて、自販機

で楕円形のペラベラ曲がった銅製都庁展望室記念

薄板を入手した。円形でなく楕円形なのは、刻印

された通天閣より刻印された都庁の方が細長いの

で、当然かも。

午後には、地下鉄大江戸線で月島駅に出て、タ

クシーで「アーバンドックららぽーと豊洲Jに行っ

て、ちょっと懐かしい時代の築地を模した内装「豊

洲漁港寿し常市場内庖J= iSUSHITSUNEJの

寿司を、奥さんのお母さんと三人で、いただきま

した。それから、明日からの診療に備えて、白石

市に帰る。ゆったりした一日であった。

(10/10/16土曜分)

ホテルに隣接しているパシフイコ横浜国立大

ホールで開催されている ]DDWにて、朝 9時か

ら夕方 5時まで、お勉強。今回は、 ]DDW2010学

会(第 52回日本消化器病学会大会:会長=林紀

夫先生・第 80回日本消化器内視鏡学会総会:会

長=一瀬雅夫先生・ 第 48回日本消化器がん検診

学会大会 :会長=樋渡信夫先生・第 41回日本消

化吸収学会総会:会長=宮坂京子先生)参加と、

教育講演受講が目的だ。

8時30分に参加費 15，000円で受付にて参加登

録。コングレスパックとネームカードもらって、

所属・氏名を記入。別の受付で、ネームカード下

部についている引換券と「第 52回大会 日本消

化器病学会専門医更新単位登録票 (23単位)Jと

引き換え。登録票に必要事項を記入後、また別の

受付(登録票回収所)で登録を完了する。教育講

演では、それぞれ午前・午後の部の受講終了後に

配布される「教育講演参加証J(午前:No.1563・

午後:No.2957)を登録票引換所でワDDW教育

講演 日本消化器病学会専門医更新単位登録票(8

単位)Jと引き換え、登録票に必要事項を記入後、

また朝とは別の受付(登録票回収所)で登録を完

了する。なかなか複雑な手順ではあるが、消化器

病学会が登録票で各個人の取得単位データを管理

してくれるので、専門医更新時に合計取得単位数

を申告する必要がなくなる優れ物の良いシステム

なのだ。このシステムは内科学会でも採用してい

る。

総会共催 >9:00~16: 30 

教育講演 1=食道がん(司会:原津茂先生・講

師:虎の門病院・消化器外科宇田川晴司先生=

昭和 54年東京大学卒)

教育講演 2=胃がん (司会:渡辺守先生・講師:

がん研有明病院・消化器センター佐野武先生=

昭和 55年東京大学卒)

教育講演 3=緩和医療(司会:上西紀夫先生・

講師 :筑波大大学院 ・消化器内科学兵頭一之介

先生=昭和 56年岡山大学卒)

教育講演 4=大腸がん(司会 :山口明夫先生・

講師:北里大・外科渡謹昌彦先生=昭和 54年慶

応大学卒)

教育講演 5=肝がん (司会:名越澄子先生・講

師 :近畿大・消化器内科工藤正俊先生=昭和 53

年京都大学卒)

教育講演 6=胆道がん・ 醇がん(司会 :滝J11ー

先生・講師:名古屋大学・腫蕩外科学榔野正人

先生=昭和 54年名古屋大学卒)

教育講演おわって、奥さん(横浜美術館(記録

用 pdf画像)のドガ展(記録用画像)と横浜赤レ

ンガ倉庫と山下公固などを観てきたそうだ)と合

流、 ]R利用して中央線にて新宿へ移動。夜は、

新宿西の都庁近くの 「ハイアットリージ、エンシー

東京」に宿泊となる。国際医療センター(血液内

科・感染症科)勤務で忙しいなかの次男(都営地

下鉄大江戸線で、「都庁前」から 3駅の「若松河田」

付近に住んでいるらしい)と、事前に都合をつけ

てもらっていて、夕食をともにす。時聞がなく、

いつ国際医療センターから呼び出しがかかっても

良いように、夕食はホテル内の日本料理 [佳香(か

こう )Jで、摂った。私と次男くんは会席 「東雲 (し

ののめ)Jを、奥さんは和風ステーキコース「花

兆(かちょう) =~厳選した和牛 (200 g) を存分

に味わえるお膳です~J をたのんだ。いつもはお

肉50gぐらいしか食せない奥さんが、がんばっ

て3/4も食べたのには、び、っ くりした。ひさしぶ

りの息子の前で、よほど食が進んだのだろう 。の

こりの 50gは、 25gずつ私と次男くんに別けて

くれた。いくつになっても母親なのだ。

(もちろん、宿泊費・食事費・交通費は、法人

ではなく、個人もちだ。)

教育講演(JDDW)r消化器がんの治療戦略一 (10/10/15金曜分)

海外との比較も含めて -.] <第 28回日本医学会 診察受付は、通常金曜日の午前の 12時30分ま
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でにして、午後は休診。11月からの APECに備

えた警備厳重な横浜市みなとみらいで聞かれてい

る[JDDW2010-YOKOHAMA] (第 18回日本消

化器関連学会週間)に向けて、白石蔵王駅から

14時 59分の東北新幹線 MAXやまびこ 2階で出

発した。学会出張の場合、開業医院長(個人事業

主)や医療法人理事長はグリーン車の旅費がでて

あたりまえなのだが、ふだんの生活質素(発泡酒・

自宅飲み・コンビニ弁当・生協総菜・一日ー食・

出不精・外食まれで少量・ゴルフ好き 目・・でない-

etc) な院長は、自由席の 3号車に乗る。いつも

当院の内視鏡室です。忙しく時間がなく、本当に午

後 7時 12分の撮影です。

内視鏡医の皆様、毎日力ラ パーだして、モニター
の色彩調整していますかっ。

なお、後の CRTモニタ の上に載っているのは、

BMW Z3口 ドスターと、 BMWZ4ロードスター

の 1ハ8ミニ力です。

斜視鏡の OLYMPUS GIF TYPE KH260 

と同じく、学会出張は奥さんと一緒だ。ただし、

奥さんの旅費・宿泊費・飲食費等は出ないので自

前だ。横浜の会場(国立大ホール)隣のホテル 「ヨ

コハマグランドインターコンチネンタルホテ

ル」の部屋には 18時 02分に到着。

夜のお食事は、少し賛沢して、ホテル 9階の部

屋の海側の窓から偶然眼下に見えた、「海鮮ピス

トロピア 21Jのディナーコースメニュー〈マリン〉

をたのんだ。海の上に浮かんだフローテイングレ

ストランだけあって、奥さんと一緒にゆっくりと

浅く揺れていた。

2010年 11月 17日より、斜視鏡の OLYMPUSGIF 

TYPE KH260 に加えて、 EVISLUCERA上部消化管

汎用ビデオス コープで、前方視鏡のオリンパス最高

峰モデル OLYMPUS GIF TYPE H260Zを導入しま
した。これは、ハイビジョン対応 CCDと光学85倍

ズーム機能により、クリアで高精細な拡大観察画像

を実現。さらに EVISLUCERA SPECTRUMと組み

合わせることで、 NBI機能を最大限に活用できるハ

イスペックの機種です。 -.e_この画像を見てしまう

と、もう後には戻れません。
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医療機関一覧

会員名簿



医療機関一覧
医療機関名 院 長 郵便番号 住 所

1 朝倉医院 馬場英行 989-0275 白石市本町89

2 浅野眼科医院 浅野俊弘 989-0242 白石市字柳町 72-4

3 内方医院 佐藤秀一 989-0701 蔵王町宮字町32

4 海上内科医院 海上 寛 989-0274 白石市字長町 56-1

5 梅津内科医院 梅津佳英 989-0229 白石市字銚子ヶ森 10-13

6 大泉記念病院 松本 来世 989-0731 白石市福岡深谷字一本松 5-1

7 おおぬまクリニック 大沼秀行 989-0267 白石市字延命寺北 1-6

8 大手町おおはし眼科 大橋利史 989-0255 白石市城北町 4-41

9 おおはし整形外科 大橋 隆 989-0248 白石市南町 1丁目 3-33

10 柿崎小児科 柿崎六郎 989-0277 白石市沢端町 1-37

11 加藤整形外科小児科医院 加藤大祐 989-0276 白石市大手町3-13

12 加藤小児科 加藤和子 989-0276 白石市大手町3-13

13 公立刈田綜合病院 高林俊文 989-0231 白石市福岡蔵本字下原沖 36

14 こまつタ同ヰ内科クリニック 小松 和久 989-0245 白石市城南2丁目 2-6

15 粛藤産婦人科医院 粛藤 昌治 989-0207 白石市字堂場前 73-1

16 蔵王町国民健康保険蔵王病院 酒井 謙次 989-0821 蔵王町大字円田字和田 130

17 さたけ整形外科 佐竹成夫 989-0821 蔵王町大字円凹字西浦 3-2

18 佐藤医院 佐藤恒明 989-0701 蔵王町宮字町36

19 七ヶ宿町国民健康保険診療所 長島 高宏 989-0512 七ヶ宿町字関 183

20 柴原医院 柴原勝平 989-0271 白石市字不澄ヶ池 22

21 白石今野医院 今野英繁 989-0203 白石市郡山字虎子沢山 1-3

22 しろがね産科婦人科クリニック 佐々木隆之 989-0218 白石市鷹巣東3丁目 8-3

23 介護老人保健施設 清風 氏家 重紀 989-0276 白石市大手町2-1

24 仙南サナトリウム 渡辺吉彦 989-0213 白石市大鷹沢三沢字中山 74-10

25 たかはし内科ク リニ ック 高橋 昌宏 989-0255 白石市城北町4-11

26 塚本内科消化器科 塚本和彦 989-0245 白石市城南 1丁目 2-29

27 つつみ内科外科こどもクリニック 堤 栄克 989-0272 白石市字清水小路6番地3

28 橋本整形外科医院 橋本 昌美 989-0223 白石市旭町2丁目 9-17

29 引地泌尿器科・内科クリニック 引地功侃 989-0223 白石市旭町4-1-6

30 広瀬医院 広瀬清夫 989-0252 白石市西益岡町 10-1

31 コ浦内科 ・胃腸科クリニック =浦 義邦 989-0253 白石市東小路 112

32 水野内科クリニック 水野圭司 989-0277 白石市沢端町3-43

33 やまきクリニ ック 八巻 重雄 989-0228 白石市兎作 40-1

34 介護老人保健施設リラの郷 渡辺和=郎 989-0916 蔵王町遠刈田温泉字八山 4-18

35 E理内科胃腸科医院 亘理健一 989-0255 白石市城北町 1-18
L._ 
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白石市医師会会員名簿 平成 22年 12月現在

No. 氏名 医療機関 No 氏名 医療機関

1 馬場英 行 朝倉医院(内) 41 高橋昌宏 たかはし内科クリニック(内・消・循・呼)

2 浅野 俊弘 浅野眼科医院(眼) 42 塚本和彦 塚本内科消化器科(内・心内・呼・消)

3 佐藤 秀一 内方医院 (内・消・循・小) 43 堤 栄克 つつみ内科タ同ヰこどもクリニック (内)

4 海上 寛 海上内科医院 (内) 44 堤 栄昭 1/ (外)

5 梅津佳英 梅津内科医院 (内・消〉 45 堤 和泉 1/ (小)

6 大沼 秀行 おおぬまクリニック (耳鼻咽・気食) 46 橋本昌美 橋本整形外科医院(整外・リハビリ ーリウマチ)

7 高橋 孝 大泉記念病院(内・外) 47 引地功侃 引地泌尿器科・内科クリニック (泌・内)

8 松本 主主 // (外) 48 広瀬清夫 広瀬医院(内)

9 八巻孝 史 // (外) 49 三浦義邦 三浦内科・青腸科クリニック(内・育)

10 小関 t持 // (外) 50 水野圭司 水野内科クリニック(内・呼・消)

11 j賓崎貴慶 // (整外・内・消) 51 八巻重雄 やまきクリニック(循・内・外)

12 佐藤和彦 // (内・麻) 52 渡辺和三郎 介護老人保健施設 リラの郷 (外)

13 中尾泰右 // (内) 53 E理健一 亘理内科胃腸科医院(内・胃)

14 小岩喜郎 // (循) 54 高林俊文 公立刈田綜合病院 (産婦)

15 中村雅夫 // (呼) 55 大橋洋一 // (外)

16 大橋利史 大手町おおはし眼科(眼) 56 大高徹也 // (内)

17 大橋 隆 おおはし整形外科(整ヲトリハビリ) 57 渡辺 正 // (内)

18 柿崎六郎 柿崎小児科 (小) 58 長谷川淳一 // (麻)

19 加藤大祐 加藤整形外科小児科医院(整外) 59 宮崎未来 // (麻)

20 土井順 子 // (内) 60 佐藤 匡 // (消)

21 加藤 和子 加藤小児科 (小) 61 海東恵美子 // (消)

22 相原 彰子 // (内 ・小) 62 佐藤信行 // (神内)

23 小松和久 こまつタ桝内科クリニック(外・小外.n.皮) 63 佐藤 馨 // (外)

24 粛藤昌 治 粛藤産婦人科医院(産婦) 64 員羽義浩 // (外)

25 酒井 謙次 蔵王町国民健康保険蔵王病院(外) 65 佐藤博子 // (外)

26 重住 節子 ク (内・呼 ・消 ・胃・循・小) 66 棲井 直 // (外)

27 佐竹成夫 きたけ整形外科(整外) 67 阿部立也 // (外)

28 佐藤恒明 佐藤医院 (消・内・ 呼 ・循・小) 68 高橋 幸正 // (整)

29 佐藤 幸子 // (皮) 69 鈴木喜久男 // (小)

30 長島両 宏 七ケ宿町国民健康保険診療所(内 ・小-外) 70 奥平 長子 // (小)

31 柴 原 勝平 柴原医院(耳鼻咽) 71 奥村正幸 // (産婦)

32 今野 英繁 白石今野医院(精・心内・内) 72 園谷 隆 // (産婦)

33 佐々木隆之 しろがね産科婦人科クリニック(産婦・内・州 73 菅野裕幸 // (循)

34 氏 家 重紀 介護老人保健施設清風 (内) 74 田j畢 耳念 // (放射線)

35 本多二皐 仙南サナトリウム (精・神) 75 洞口正之 // (放射線)

36 渡 辺 吉彦 // (精・神) 76 今泉 茂樹 // (脳外)

37 菅野正浩 // (精 ・神) 77 多田麻子 // (眼)

38 本多 修 // (精 ・神) 78 山口正明 // (病理)

39 西 焼 香織 // (精・内) 79 引地芳子 自宅会員

40 松代 隆 仙南サナトリウム(外・内)
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4ぇ・叙数・表彰・哀悼

(手成 22年度)

[ご長寿祝]

堤 栄昭 喜寿 第 63固定時総会 (5月 27日)で披露

[叙勲]

平成 22年度は該当者無し

[表彰]

=浦 義 邦 協議会長表彰 宮城県地域医療功労 (3月3日)

加藤大祐 厚生労働大臣表彰救急医療功労 (9月 9日)

渡 辺 吉 彦 厚生労働大臣表彰 精神保健福祉事業功労 (10月 29日)

二浦義邦 文化の日表彰 宮城県保健衛生功労 (11月 1日)
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医師会ほ動

紹介おからゼ



1. 医師会内

経う 医師会役員

(平成 22年 4月1日~平成 24年 3月31日)

顧問 加藤大祐 堤 栄昭 -浦義邦

参与 粛藤昌治

会 長 佐藤恒明

副会長 高林俊文 松本 京世

理 事 梅津佳英 大沼秀行 大橋 利史 大橋洋一

小松和久 佐藤和彦 佐藤秀一 高橋昌宏

橋本昌美 本多 。多 水野圭司

監事 佐竹成夫 塚本和彦

議長 渡辺吉彦

副議長 今野英繁

医師会活動紹介お知らせ 67 



の 生涯教育委員会 斡

1. 学術講演会 2. 市民公開講座

日本医師会の方針に従い、会員の生涯教育のた 毎年 10月に、一般市民を対象にした講演会を

めの学術講演会を毎月開催しています。全科に渡 企画し、市民公開講座を開催しています。本年は、

る広範囲な演題の講演会を開くことを目標にして HPVワクチンを中心にした子宮頚癌の講演会で

いますが、実際には、共催する製薬メ ーカーに依 した。

存しているのが現実です。本年は哨息、高血圧、 3. 健康一口メモ

CKD、乳癌、脳梗塞、抗生物質、過活動腸脱、 白石市の広報に、歯科医師会、薬剤師会ととも

痔痛などで した。 に、健康一口メ モを投稿しています。医師会は年

9回ですが、 主に新会員の先生に専門の分野につ

いての題名で、一般市民にわかり易く解説してい

ただいてます。

(梅津佳英)

新生涯教育委員会

め 産業保健 :産業医 曾

当医師会には、現在、以下の 31名の日本医師 1. 白石市内外の 49の事業所の産業医を担当

会認定産業医がおります。 しております。

海上寛、梅津佳英、高橋孝、松本純、佐 2. 従業員 50名以下の小規模事業所の健康診

藤和彦、小岩 喜郎、中村雅夫、 氏家 重紀、 断の事後指導や健康相談には交代で担当しても

加藤大祐、 加藤和子、土井順子、相原彰 らっており ます。

子、菅野裕幸、小松和久、今野 英繁、小関 御多忙とは思いますが、産業保健に御協力をお

栴、佐竹成夫、佐藤恒明、長島 高宏、渡辺 願いいたします。

吉彦、本多三皐、西候香織、松代隆、本多 (梅津佳英)

修、塚本和彦、堤栄昭、引地功侃、広瀬

清夫、三浦 義邦、水野圭司、亘理健一

(敬称略)

68 



@ 仙南地域医療対策委員会白石刈田支部委員会

俗に「地対JI地対」とやや軽々しく 呼ばれて

いますが、正式には 「仙南地域医療対策委員会白

石刈田支部委員会jであります。その上部組織と

して「白石市、角田市、刈田郡、柴田郡及び伊具

郡の関係諸団体の連携により、仙南地域における

保健・医療・福祉体制の確立及び事業の推進を図

る事を目的とする」という規約を持つ「仙南地域

医療対策委員会」があり、本会はその三つある支

部の一つであります。

「白石市医師会百年史」によりますと、本会は

昭和 45年に設置され、平成 11年に当時の堤会長

によって規約の大幅な改訂がなされてほぼ現在の

体制が出来上がったと云われています。

当委員会には 7つの部会(平成 23年度より 8

部会となる予定)があり、それぞれ活発に活動し

ています。すでに事業報告が承認された平成 21

年度の事業の主なものは以下の通りです。、

医療部会 新型インフルエンザ講演会

平成 21年 8月8日 (土)

演題 「新型インフルエンザについて」

宮城県保健福祉部 高橋達也氏他

高齢者成人病部会研修会

平成21年 11月5日 (木)

演題「家族が認知症になった時の対応」

仙南サナトリウム 本多修氏他

児童母子部会研修会

平成 22年 11月26日 (木)

演題「小児の新型インフルエンザについて~予

防対策と治療」

公立刈田綜合病院 鈴木喜久男氏

救急災害部会研修会

平成 22年 2月22日

演題「災害における自衛隊衛生の役割と医療

チームとの関わりについてj

陸上自衛隊第六師団 井上真行衛生班長

歯科部会研修会

平成 22年 3月5日(金)

演題「医療・介護・福祉における地域歯科の役

割」

千木良デンタルクリニ ック 千木良あき子氏

(佐藤恒明)

め 訪問看護ステーション め

開設とその後の経緯 現在の状況について

平成 23年 3月、白石市医師会報が発行される

こと になりました。

創刊号発刊にあたり各理事は受け持ち部署の仕

事の内容等について簡潔に説明をするようにと

の、会報作成委員会委員長、三浦義邦先生より依

頼(命令)がありました。

私はたまたま平成 20年 4月より、白石市医師

会訪問看護ステーションの運営委員長を仰せっ

かつておりますので、訪問看護ステーションの開

設時期やその後の経緯、業務、業績等につきまし

て簡単に説明させていただきます。

白石市医師会訪問看護ステーションは、平成

10年 7月、時の白石市医師会会長、堤 栄昭先

生と海上 寛先生、渡辺吉彦先生が中心となり、

開設にこぎつけたと聞いております。初代の運営

委員長は海上 寛先生でございました。

立ち上げから軌道に乗るまでは、大変ご苦労を

されたと聞いております。その後、渡辺吉彦先生

が運営委員長を引き継がれ、 平成 20年 4月より

私が運営委員長ということになりました。

運営副委員長は本多 修先生 (仙南サナトリウ

ム副院長) にお願いしております。

現在運営委員には、現白石市医師会会長佐藤

恒明先生をトップとして、三浦義邦 白石市医師

会顧問 (前白石市医師会会長)、高林俊文 白石

市医師会副会長(公立刈田綜合病院院長)、松本

純 白石市医師会副会長(大泉記念病院院長)、

小松和久庶務理事、大沼秀行会計理事、橋本昌美

学校医担当理事の各先生方にお願いしておりまし

て、本多修理事と私を加え総勢 9名で運営致し

ております。

訪問看護ステーションのスタッフでございます

が、初代訪問看護ステーションの所長は、菅野綾

医師会活動紹介お知らせ 69 



白石市医師会

訪問看護ステーション
介議保険 ・医療保険 どちらでも対応します

社団法人白石市医師会
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訪問看護サービス開始までの流れ
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ご利用いただく方が、安らぎと幸せを

感じられるように、心をこめてお手伝い

します。

.ijM;;':T 
通常月織田から金綾田までとします。

ただし、閤毘の祝日に関する法律に現定する休日、及び8月15日から8月16目、

12月30日から 1!l3日までを除吉ます。

@国由
8晴30分から17時30分

社関法人白石市隠郎会
白石市医師会訪問看護スチ}ション

指定訪問看護事業者
勝屯サーとス準決者 {訪問看慈・介護予妨訪問者鐙)

腐宅介護支援事業者{ケアプラン作成事業者)
守閣9-0276 白石術大手町i番l培{自宅，'"俊康センター3階〉
電話 0224叩 24-2267
FAX  0224-24-2335 

平成10年 7月158関投



訪問看護ステーションの働き

Il'鐙の鈴rJlt!.i'でな〈語翻畿の防相も可能です。

.介瞳揮措で{主主通費も保険で吏払われます
ιP 

自白俗、介緩保険の給

おいては、交通授を

いただきます.

-居宅サービス計画ぞ定期的訪問をしていでも亀に窮状悪北や不曽

が生じた帯合は、 E師の輔別指示に基タ邑詰状が落ち着く 14司闇 A

以内であ托ま医療揮閣で毎日訪問看護を利用で毒まず。

-個々の又テ】ションの特長を利用して、必要な場合は他のステーンヨ Jや匡龍機聞

の訪問看謹の併用もできます。

子さんが務められ、二代目は鈴木すいさんが所長

をされました。

その後深田いずみさんが所長を引き継がれ、平

成 19年4月から訪問看護ステーションの所長は

奥山実智子さん、指定居宅介護支援事業所、いわ

ゆるケアマネージャー業務部門の所長を鈴木啓子

さんというダブルトップの形になりました。松野

奈緒子さんが両部門兼務の副所長ということでし

た。

平成 22年4月より辺見浩美さんが五代目の訪

問看護ステーションの所長に就任し、長山佐智子

さんが副所長となっております。所長、副所長以

外のスタッフとしては、現在は鈴木啓子さん、奥

山実智子さん、高野敏子さん、柏 由起子さん、

高橋えりさんの看護師 5名と事務スタッフ田切よ

し子さんの計8名で訪問看護事業を展開しており

ます。

次に訪問看護ステーション事業の業績につきま

してご報告致します。

訪問件数は年平均 1，050件。月にしますと約 87

件平均となります。居宅介護支援事業、つまりケ

訪問看護サービス内容

ザ 訪韓革審議毒事例(!X保健腕よ革審議喜請が、ご書記磁を主主総Lてそ3ぎのぷうヨ
W 主主療経iきのお世縁者百診療の務効奉行い昔るす。

務士容態の観察 際栄養指導械附助・管理

宮市基サ二?にさぶての 修」

区身体清潔の介助

品
臨一3

野指示による診療の補助業務

11'1'. ~糊の方のお醐

r 織品

-訪問響畿ステーション1.老人保檀 ・瞳康保険・介護保健由すべての分野の訪問審謹を
担当し、在宅療聾を支えます。

アマネージャーによるケアプラン作成業務は、年

平均 140件前後、訪問回数は年平均約 4，200回、

月平均約 350回程度となっております。保険請求

額は年平均約 35，000，000円となっております。ま

た訪問看護の指示書は月平均 18医療機関より提

出されております。訪問看護ステーションをご利

用いただいております先生方には心より御礼を申

し上げます。

このように、訪問看護ステーション事業は順調

に推移致しております。これからも訪問看護ス

テーションに対する患者さんのニーズは高まるば

かりと考えられ、今後も順調に発展するものと期

待しております。

今後共白石市医師会会員の先生方には、訪問看

護ステーションの事業に対し益々のご協力をお願

いする次第でございます。

なお、白石市医師会訪問看護ステーションのご

あんない(パンフレット)を添イ寸しておりますの

で、ご面倒で、もご一読いただければと思います。

(水野圭司)
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腕 医療行政懇談会 筋

前会長三浦義邦先生の記録によれば平成 4年2 ついて有意義な成果が次々生まれるように大事に

月13日に発足した 「市長が医師・歯科医師に感 育てていきたいと考えています。

謝する会」が始まりと言われています。文字通り (佐藤恒明)

自治体の長が我々の日常活動に感謝する慰労会的

色彩が強いものでした。その後年々参加者も増加

し、盛大かつ華々しく執り行われていましたが、

平成 11年度の会を最後に世相の変化に応じて休

止の止むなきに至りました。しかし平成 16年8

月に医師会と市政の責任者との意志の疎通の必要

性が再認識され、組織と運営を一新して再発足す

ることになりました。医師会の執行部と市長を含

む市の幹部職員がメンバーです。会費制で運営し、

特にテーマを設定しないで自由に討論するスタイ

ルをとっており、ここで培われた相互の信頼感が

世知辛い医師会と市役所との交渉に大いに貢献し

ています。 この会から地域の保健 ・医療・福祉に
平成 22年3月 16日(火) パレスホテル
医療行政懇談会

傍 休日当番

一市二町と在宅当番医制事業の委託契約を締結 いる。

し、地区住民の休日の一次医療の確保と住民に対 会員の方々のご理解、ご協力を得て体制が確立

する救急医療知識の普及啓蒙を図ることを目的と され現在に至っている。

している。

日曜、祝祭日、年始等の休日に内科系及び外科

系の各 1機関が診療にあたり、午前 8時30分か

ら午後 5時までの診療。

休日 当番実施機関

現在は内科の 12機関、外科の 8機関が順番で

当番に当たっているが、刈田病院は第1、第2日

曜日、大泉記念病院は第 4日曜日を受け持つてい

る。

年始の 1月1、2、3日は特別な順番で、内 1回

は刈田病院が当番となっている。

当番終了後は実績報告書にて新患、再来の患者

数及び転送があった際には、転送先の病院名等も

あわせて報告書を本会に提出。

開業医の年間の当番に当たる回数は約 5~7 回。

平成 21年度の休日在宅診療の患者数は、5，075

名。病院群輪香制の刈田病院の取扱患者数は4，117

名で、うち夜間 2，574名、休日1，543名と なって
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内 科

たかはし内科クリニック

亘理内科胃腸科医院

三浦内科 ・胃腸科クリニ ック

海上内科医院

水野内科クリニック

梅津内科医院

引地泌尿器科・内科ク リニック

塚本内科消化器科

やま きクリニック

佐藤医院

内方医院

令官崎小児科

外 科

公立刈田綜合病院

大泉記念病院

おおはし整形外科

加藤整形外科小児科医院

つつみ内科外科こどもクリニック

橋本整形外科医院

さたけ整形外科

こまつ外科内科クリニック



平成 22年度白石市医師会休日当番表(前期)

月 日 内科 外科 月 日 内 科 外科

平成 22年
海上内科 刈田病院 7月4日 佐藤医院 刈田病院

4月4日

11 梅津内科 刈田病院 11 内方医院 刈田病院

18 引地泌尿器科 おおは し整形 18 柿崎小児科 堤医院

25 塚本内科 大泉記念病院 19 たかはし内科 橋本整形

29 やまきクリニック 加藤整形 25 亘理内科 大泉記念病院

5月2日 佐藤医院 刈田病院 8月 1日 コj甫クリニ ック 刈田病院

3 内方医院 堤医院 8 海上内科 刈田病院

4 柿崎小児科 橋本整形 15 水野内科 さたけ整形

5 たかはし内科 さたけ整形 22 梅津内科 こまつク リニック

9 亘理内科 刈田病院 29 引地泌尿器科 大泉記念病院

16 二浦クリニック こまつクリニ ック 9月5日 塚本内科 刈田病院

23 海上内科 大泉記念病院 12 やまきクリニック 刈田病院

30 水野内科 おおはし整形 19 佐藤医院 さたけ整形

6月6日 梅津内科 刈田病院 20 内方医院 加藤整形

13 引地泌尿器科 刈田病院 23 柿崎小児科 堤医院

20 塚本内科 加藤整形 26 たかはし内科 大泉記念病院

27 やま きク リニック 大泉記念病院

注:内科系 たかはし内科、亘理内科、 三浦ク リニ ック、海上内科、水野内科、梅津内科、 引

地泌尿器科、塚本内科、やまきクリニック、佐藤医院、内方医院、柿崎小児科

外科系 おおはし整形、加藤整形、堤医院、橋本整形、さたけ整形、こまつクリ ニック、

刈田病院、大泉記念病院 (刈田病院は第 1・第 2日曜日、 大泉記念病院は第4日

曜日)
1月 1・2・3日は特別な順番になります。(内 1回は刈田病院)

医師会活動 紹介 お知らせ 73 



平成 22年度白石市医師会休日当番表(後期)

月 日 内科 外科 月 日 内科 外科

平成 22年
亘理内科 刈田病院

平成 23年
水野内科 こまつクリニック

10月3日 1月 1日

10 二浦クリニック 刈田病院 2 梅津内科 刈田病院

11 海上内科 橋本整形 3 海上内科 おおはし整形

17 水野内科 おおはし整形 9 引地泌尿器科 刈田病院

24 梅津内科 大泉記念病院 10 塚本内科 こまつクリニック

31 引地泌尿器科 こまつクリニック 16 やまきクリニック おおはし整形

11月3日 塚本内科 おおはし整形 23 佐藤医院 大泉記念病院

7 たかはし内科 刈田病院 30 内方医院 加藤整形

14 佐藤医院 刈田病院 2月6日 柿崎小児科 刈田病院

21 内方医院 加藤整形 11 たかはし内科 堤医院

23 柿崎小児科 堤医院 13 亘理内科 刈田病院

28 やまきクリニック 大泉記念病院 20 三浦クリニック 橋本整形

12月5日 互理内科 刈田病院 27 海上内科 大泉記念病院

12 =j甫クリニック 刈田病院 3月6日 水野内科 刈田病院

19 海上内科 橋本整形 13 梅津内科 刈田病院

23 水野内科 さたけ整形 20 引地泌尿器科 さたけ整形

26 梅津内科 大泉記念病院 21 塚本内科 こまつクリニック

27 やまきクリニック 大泉記念病院

学校 医

白石市、蔵王町、七ヶ宿町の各教育委員会の求

めに応じ、白石刈田地区の公立小学校、中学校の

すべてに白石市医師会の会員より、 主に内科系、

眼科、耳鼻科の医師を推薦し学校医の職務執行に

当たっています。一部の地域では生徒数500人に

対し校医一人となっている場合がありますが、当

地区では内科系は児童生徒数に応じ、 一人ないし

三人を配置し、様々な状況に柔軟に対応出来るよ

うにしています。

また、学校医は学校保健安全法に従い、白石刈

団地区に於いて現在は主に春の健康診断に従事す
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ることと、学校保健委員会に参加し、学校保健計

画/学校安全計画の立案/感染症の予防に関し必要

な指導及び、助言を行って来ております。当地域で

は耳鼻科、眼科医師の絶対数が少ない為、 一人で

何十校と受け持つことになり充分な対応ができな

い面も御座います。各学校の学校保健委員会の求

めにて産婦人科医師による婦人科的疾患や性的な

問題につき適宜講話をお願いしております。外に

も、児童生徒の心の健康問題、それに係る薬物乱

用、性の逸脱行為、肥満や生活習慣病、いじめや

登校拒否などの問題等、学校医には外になさなけ



ればならない職務が多々ございます。三科以外の

整形外科、皮膚科、産婦人科、精神科が学校保健

に参加していただき諸問題に対応していかなけれ

ばならない時代となりましたが、対応はまだまだ

不十分で今後の課題であると思われます。その職

務執行にあたり学校医は常に研鐘を積み対応しな

ければいけません。さらに学校医の活動を円滑に

は非常勤職員となっていると思いますが、その学

校医の報酬は年額で支給され予算の範囲内で各教

育委員会が定めることとなっています。宮城県で

は以前より各学校への予算は一定でありながら北

高南低で、好余曲折あり交渉を重ねてはいるもの

の未だ十分ではなく、今後さらなる交渉をし、改

善していかなければいけない問題だと思っていま

するため保健担当の教員や PTA、校長、保健主 F す。

事、養護教諭、また学校歯科医、薬剤師との連携 (佐藤秀一)

が必要であると思われます。地区の学校医の身分

@ 理事会・移動理事会

理事会は毎月第 2水曜日の午後 12時30分より おり、平成 22年度は白石市の「えびすJと蔵王

医師会室で開催。 町の「竹泉荘」で開催された。

会の出席者は、会長、顧問、参与、副会長、理

事の現在 18名。

庶務担当理事の司会にて進められ、各担当理事

が出席してきた会合の内容についての報告、その

他報告、各協議内容について検討し審議がなされ

る。

また互いの情報交換の場ともなっている。

理事会終了後には、報告事項及び決定内容等を

本会会員に FAXにてお知らせしている。

移動理事会は夜間理事会として年に 2回開催。

会場は 7月が白石市、 11月が蔵王町となって 夜間移動理事会

8 蔵王町医談会 @ 

蔵王町医談会という会が有ることをご存じの先

生方も多いと思いますが、今年で会創立 40周年

に当たることから、会の成り立ちから今日までの

ことを、僅かに残っている資料を基に簡単に記し

てみたいと思います。

会発足までの詳しい経緯は判りませんが、昭和

45年 11月 13日に、発会式を行なっています。

設立時のメンバーは、大泉病院の創設者で初代院

長だ、った大泉浩先生、現白石市医師会会長佐藤恒

明先生のお父様雄三先生、内方医院院長佐藤秀一

先生のお父様で平成 21年2月に亡くなられた寿

先生など、 8名の先生方でした。

初代の会長は大泉浩先生が務められ、その後佐

藤雄三先生、佐藤寿先生、佐藤恒明先生と続き、

現在は五代目の会長として佐藤秀一先生が平成

22年4月に就任しています。

会発足時の規則には、会の目的を達成するため

に技術研究、法令研究の事業を行なうこと、会員

相互の親睦を図ること、その他の事業を行なうこ

ととなっています。会の運営のための経費として

一人毎月千円ずつ集めていました。会計を担当し

ていた、今は亡き武田英子先生のご苦労が、今も

残された会計ノートから感じ取られます。現在は、

蔵王町と 白石市医師会から毎年助成金が交付され

ており、会費の徴収は必要なくなっています。

当初は、新年会や忘年会など隔月毎に会を催し

ており、時にはボーリング大会まで行なっていた

と記録に残っています。
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現在、会は蔵王町内で開業している医師と国保

蔵王病院の医師計 6名と、歯科開業の先生方 4名

の計 10名で構成されています。発会当時からの

関係で大泉記念病院の松本院長、佐藤副院長にも

顧問といった形で加わっていただいており ます。

蔵王町の医療、介護、福祉等が円滑に運営され

ることを目的に年2回、 新春懇談会と町の保健事

業打ち合せ会が開催されており、蔵王町長を始め

議会議長、教育長そ して白石市医師会長、白石歯

科医師会長、保健福祉課の方々など毎回、関係す

る多くの方々に出席 していただき有意義な会合と

なっています。

蔵王町も、 他の市町村同様に年々急速に少子高

齢化が進行しています。そんな中、蔵王町医談会

の果たすべき役割は今後ますます増えてくるもの

と予想されます。

(佐竹成夫)

明 白石刈田学校保健会

記録によると、 当保健会の初代会長は引地忠男

先生、2代会長が大泉 浩先生が就任されており

ます。当時、昭和 40年頃から一人 1校全員校医

の原則で、就学児童の総合健康診断の実施が行わ

れており ます。

3 代目会長は銭谷喜四男先生(昭和 53 年~62

年度)が就任。先生は、これまで輪香制で行われ

ていた事務局・会報誌の発行業務を 1校に集約、

そのお陰もあり昭和 55年度第 13号会報から は、

すべて事務局である第一小学校に保管されてお り

ます。又同会の財政面でも 白石市、蔵王町、七ヶ

宿、三師会 (医師会・歯科医師会 ・薬剤師会)に

働きかけ助成金交付を受けるに至り、 保健会の資

金面での基礎も作られました。

4代目会長、柿崎六郎先生 (昭和 63年~平成

16年度)は会長就任当初から、各学校に学校保

健委員会の必要性を唱えて、平成 5年第一小学校、

白石中学校に初めて白石刈田地区で発足。その後

たに白石刈田学校保健会が独自に設立した賞で

す。この賞は健康な子供達だけでなく、障害や病

気を持った子供達であっても明る く元気に努力し

ていることにも目を向けて評価しようという賞で

す。

今年も小学校 17校、中学校 10校の中から計

32名の子供達の表彰を予定しております。

尚、柿崎先生は平成 21年第 59回全国学校保健

安全研究会において、「文部科学大臣表彰」をお

受けになられました。

平成 17年度からは現会長佐藤秀一先生が就任。

平成 19年には第 59回宮城県学校保健研究大会の

実行委員会委員長と して大会運営にご尽力されま

した。

今後も子供達を取り巻く生活環境は、急速に変

化して行くと予想されます。我々がこれらの問題

にどう対応し、子供達の心と身体の健康づくりを

推進して行くのか、これからの学校保健会の課題

は各学校にも設置が進み今日に至っております。 だと考えております。

「心身健やか児童・生徒賞」 これは平成 6年 「健

康優良児童生徒表彰」が廃止されたのを機に、新
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@ 定時総会・臨時総会・新年会 的

{定時総会] る。

毎年 1回5月に会長がこれを招集し、 玉幸にて 新年会には一市二町の首長及び市教育長、市健

開催される。 康推進課長、三師会会長をお招きしている。

司会者の庶務担当理事が開会を宣言し、会長挨

拶、議長挨拶後に議事に入る。

議事項目は

・本会及び訪問看護ステーション事業報告、収支

決算報告、監査報告

-本会会費の賦課徴収

-本会及び訪問看護ステーション収支予算案

.その↑也

議長が上記を上程し、このことについて審議決

定される。

喜寿、米寿の会員には、ご長寿のお祝いとして

金一封贈呈。

[臨時総会]

理事会の決議を経て毎年 1回 1月に会長がこれ

を招集し玉幸にて開催される。

司会者庶務担当理事が開会を宣言し、会長挨拶、

議長挨拶後に議事に入る。

議事項 目は

・本会事業計画案と収支予算案について

-訪問看護ステーション事業報告について

.そのf也

議長が上記を上程し、こ のことについて審議決

定される。

役員改選及び、宮城県医師会代議員並びに予備

代議員の選出は、臨時総会において選出される。

喜寿、米寿の会員には、ご長寿のお祝いとして

金一封贈呈。

[新年会]

臨時総会終了後に同会場にて新年会が開催され

嘱託医(平成 22年度) 曾

下記の先生方にご協力いただいでおります。

[福祉事務所関係]

老人ホーム入所判定員 水野圭司

菅 野 正 浩

所

ん

務

せ

ゆ

事

う

荘

じ

祉

こ

宮

ん

福

ひ

八

え

三浦義邦

加藤和子

相原彰子

水野圭司
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菅野正浩 斎藤孝恵

白石あけぼの園 佐藤秀一 永野幼稚園 佐藤恒明

不忘園 粛藤昌治 斎藤孝恵

菅野裕幸 宮幼稚園 佐藤幸子

ベビーホームひまわり 加 藤 和子 斎藤孝恵

寿光園 菅 野 正浩 遠刈田幼稚園 佐藤幸子

陽光園 西保香織 斎藤孝恵

ゆりの里七ヶ宿 今 野 英繁
f 

[保育園・保育所]

{その他] 東保育園 柿崎六郎

警察医 柿崎六郎 西保育園 加藤和子

南保育園 柿崎六郎

[幼稚園] 北保育園 鈴木喜久男

白石第一幼稚園 加藤和子 越河保育園 加藤和子

大橋手IJ史 深谷保育園 相原彰子

白石第二幼稚園 鈴木喜久男 白川保育園 堤 和泉

大橋利史 大鷹沢保育園 奥平長子

平沢幼稚園 佐藤秀一 関保育所 長島高宏

斎藤孝恵 湯原保育所 長島高宏

円田幼干住園 佐藤秀一

乳幼児・就学時健診

[乳幼児健康診査]

本会と一市二町は協定書を交わし、業務の円滑

な推進に協力している。

健康診査を実施することにより、視覚、聴覚、

運動機能、精神発達等の心身障害、その他疾患及

び異常を早期に発見し適切な指導を行い心身障害

の進行を未然に防止するとともに、発育、栄養、

育児に関する指導を行い、乳児、幼児の健康の保

持、増進を図るため、平成 22年は下記の先生方

にご協力いただいております。

4ヶ月検診
l歳 6ヶ月 3歳 6ヶ月

検診 検診

白石市 鈴木喜久男 柿崎六郎 相原 彰 子

蔵王町 柿崎六郎 鈴木喜久男 奥平長子 |

七ヶ宿町 鈴木喜久男 鈴木喜久男 鈴木喜久男 l
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[就学時健康診断]

教育委員会からの依頼により、就学予定者に対し

て行っている健康診断。

就学予定者の心身の状況を把握し、治療の勧告そ

の他保健上適正な助言を行うとともに、適正な就

学についての指導を行い義務教育の円滑な実施に

資することを目的に平成 22年は下記の先生方に

ご協力をいただいております。

内科 眼科 耳鼻科

柿 崎 六 郎 浅野俊弘 柴原勝平

相 原 彰 子 大 橋 利 史 大 沼 秀行
白石市

鈴木喜久男 多田麻子

奥平長子

佐藤恒明 大 橋 利 史 柴原勝平
蔵王町

佐藤秀一

七ヶ宿町 長島高宏



みやぎ蔵王高原マラソン大会

観光地百選山岳の部日本一の蔵王連峰のふもと には無料ドリンク券や競技後に身体を癒す小原、

南蔵王野営場をスタート地点として毎年 9月に開 鎌先等の地元温泉の無料入浴券も配布される。

催されているマラソン大会で、第 1回は昭和 62 主催は白石市、市体育協会、市観光協会、市商

年 9 月 6 日に開催され、 2 回~16 回は 9 月 15 日 工会議所で、本会は医師の派遣及び協賛により大

の敬老の日に開催、 17回以降は 9月の第 3日曜 ， 会に協力、大会当日は、医師 1名が会場で待機、

日に開催している(実行委員会は白石市教育委員 刈田病院、大泉記念病院の看護師数名からなる医

会社会教育課内)。 務員と協力して参加者の怪我、事故等に備えてい

大会の参加資格は小学生から一般で、3，5、10、 る。

20km、親子で走る種目もあり、例年 80歳を超 第 24固となった今年も全国から約 1，500人の

えるランナーや関東、関西からの参加者もみられ、 ランナーが参加して大いに盛り上がりをみせ来年

ランナ一同士の交流の輪が広がっている。参加者 の再会を誓っていた。

II 県医師会 l 

宮城県医師会理事会
(平成 22 .3.1~平成 24.2.29)

理事会は、伊東潤造会長以下副会長3名、常任

理事 11名、理事 8名、監事2名、顧問 3名、参

与 1名で構成されている。

原則として毎月第 1、第 3水曜日に常任理事会、

第2、第 4水曜日に全理事会が、県医師会館 2階

会議室で、 16時から 18時迄開催される。司会は

佐藤和宏常任理事か橋本省常任理事が行い、進行

は伊東会長が務める。報告事項と協議事項とがあ

り、それぞれの担当理事が報告・説明し、協議の

上全員の了承を得るという形式。その中で特に重

要な案件については、直ちに郡市医師会に伝達さ

れる。理事会の内容は、県医師会報に掲載される。

白石市医師会から県医師会役員に就任した会員

は、県医師会史によると、水野純一先生が副会長

と監事、金山達也先生が監事、菅原六夫先生が理

事、銭谷喜四男先生が監事、堤栄昭先生が理事、

そして三浦義邦が現在監事を務めている。

(三浦義邦)

宮城県医師会代議員会・総会

定時代議員会と臨時代議員会とがあり、毎年主

に3月と 6月に開催される。平成 22年6月23日

現在の総代議員数は 95名である。各郡市医師会

からの代議員数は、会員数に準じて決まる。

会議の議長は本郷道夫先生で、伊東会長の挨拶

に続いて議事として、まず庶務及び会計報告が行

われる。次に議事はその年によって異なることも

あるが、主に事業計画、収支予算、会費賦課徴収、

会費減免申請、役員退職慰労金特別加算などに関

する件が審議される。総会も定時総会と臨時総会

とが行われるが、内容は代議員会と同じなので、

詳しい説明は無く、拍手で承認をもらうという形

式である。その年によって、役員の補欠選挙が行

われることもある。また、 2年毎に役員選挙が行

われ、これ迄長い間、定数と立候補者数が同じだ、っ

たので、無投票で当選していたが、平成 22年2

月の選挙は、定数を超える立候補者があり、その

結果 1票差で伊東会長が当選し、逆に日本医師会

代議員には対立候補に破れ、伊東会長が落選する

という、波j闘ずくしの選挙となった。
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当医師会の代議員は、佐藤恒明、高林俊文、大 24.1.31)。

沼秀行、予備代議員はそれぞれ、梅津佳英、松本

純、水野圭司の各先生である(平成 22.2 . 1~平成

(三浦義邦)

@ 宮城県医師協同組合 合

それ迄は宮城県医師会が様々な会員福祉施策を

行ってきたが、収益事業とみられている保険等の

取扱いについて、厳格な運営が求められるように

なった。そこで協議の結果、協同組合の理念が社

団法人としての一般会務の性格と合致する事か

ら、宮城県医師協同組合を設立する事になった。

そして、当時の宮城県医師会長であった安田恒人

先生が発起人代表となって、組合員の募集を行い、

出資金額は一口 10，000円からとした。そうして、

平成 16年 1月 14日の第 l回発起人会を経て、同

年3月 14日に創立総会が開催された。そこで安

田先生が理事長に就任し、運営が開始された。当

時の組合員数は 668名、出資口数 1，376口、総代

数は 61名であった。事業内容は多岐にわたり、

保険代理事業、医学書籍購売、医協セミナ一等で

ある。平成 17年5月25日には第 1回通常総代会

が開催され、平成 18年 5月の第2回通常総代会

において、理事長に伊東潤造先生が選出され、役

員の交代も行われた。通常総代会は毎年 5月に開

催されている。平成 22年5月現在の総組合員数

は702名で、総代数は 74名である。

白石支部の組合員数は 25名で、賛助会員は 1

名である。総代は、創立時から平成 20年迄、 三

浦義邦、佐藤恒明、大沼秀行先生が務め、平成

20年 5月からは、 三浦が理事に就任した事、組

合員数に応じて按分され、粛藤昌治、橋本昌美先

生が総代に加わり 4名とな った。平成 22年 5月

からは、総代が佐藤恒明、橋本昌美、小松和久、

大沼秀行先生に改選され、 三浦は理事を退任し監

事となった。

(三浦義邦)

め 宮城県医師連盟 合

医師連盟は医師会の政治団体で、宮城県医師会

会員相互の連絡協調の下に、宮城県医師会の目的

を達成するに必要な政治活動を行うことを目的と

している。

日本医師連盟 (委員長 原中勝征日本医師会会

長)、宮城県医師連盟 (委員長伊東潤造宮城県

医師会会長)のもと、執行委員会を開催し、これ

迄長年にわたり自由民主党候補者を推薦し、西島

英利、武見敬三、西村明宏、市川一朗氏等を国会

に送り出してきた。

会費は一人年額 36，000円だが、平成 17年から、

医師会費と連盟会費を明確に区別する必要ありと

の指導により、連盟会費が経費として認められな

くなった事から、退会者が続出した。

白石市医師会からの宮城県医師連盟執行委員会

委員は、副委員長佐藤恒明、常任執行委員小

松和久、執行委員水野圭司、執行委員 大沼秀

行、会計監督者 三浦義邦の各先生方である。

80 

一宮城県医師会各種委員会委員 一

医事紛争検討委員会 松本 系自

母体保護法指定医師等審査委員会 高林俊文

互助会監事 三浦義邦

健康センター委員会 梅津佳 英

子宮がん検診精度管理委員会 粛藤昌治

一 会外各種推せん委員一

宮城県精神医療審査会 渡辺吉彦

一宮城県医師会関連団体役員一

宮城県地域医療情報センター 二浦義邦

佐藤恒明

高林俊文

宮城県医師国民健康保険組合 水野圭司

日本産婦人科医会宮城支部役員 粛藤昌治

高林俊文



各種審査委員会委員 一

宮城県社会保険診療報酬審査委員会 高 林 俊文

担当理事連絡協議会委員

生涯教育(梅津佳英)

介護保険(海上 寛)

社会保険(佐藤恒明、佐藤秀一)

111. そのイ也

産業保健(梅津佳英、本多 修)

学校保険(佐藤秀一)

救急災害医療(松本 純)

広報(渡辺吉彦、佐藤和彦)

情報システム(佐藤和彦)

(三浦義邦)

め 仙南医学会 的

仙南医学会のルーツは、明治 31年 1月 15日創

立「仙南医談会」に棚り、当時は仙南の開業医が

月1回、各医院を順に回って、勉強もさることな

がら、酒と肴を持ち寄り、親睦を旨としていたと

記録にある。時は巡りその会も形を変え、戦後間

もなく、欧米の近代医学をいち早く吸収する為に、

「仙南医学会」として新生し、その第 1回が昭和

24年4月に白石町片倉製糸講堂で開催された。

その後の会の詳細については、記録が見つから

ないので不明で、ある。この会は、仙南地区の白石

市、柴田郡、角田市、亘理郡、名取郡の五市郡医

師会が輪番制で担当し開催していた。飛んで第

22回は、昭和 45年 6月に名取郡医師会担当で、

宮城県医師会館を会場に開催された。第 23固ま

で県医師会館を使用していたが、第 24固からは、

担当郡市医師会にある施設で開催するようになっ

た。当時は日曜日の午前から始まり、一般演題発

表もあり、臨床討議会、 診療討議会、特別講演等

午後まで勉強会がなされていた。現在との違いの

ひとつは、それらの勉強会の後に総会を行ってい

た事である。名称も「仙南医学大会JI仙南医師

大会JI日医医学講座仙南医学会」と様々であった。

会を運営する為に、現在の理事会に相当する 「仙

南 (五市郡)医師会連合会理事会」 を年に 1~2

回聞いていた。また、昭和 48年の第 25回からは、

一般演題の発表は無くなった。そして、昭和 44

年から、仙南医学会とは別に「日医医学講座・救

急医療医師研修会」が、時期をずらして開催され

ることになった。昭和 61年には名取郡医師会か

ら名取 ・岩沼医師会と名称変更したが、 担当に変

わりは無い。

爾来毎年同様にこの会が開催されてきたが、い

つしか「仙南医学会」とか 「仙南五市郡医師会連

合会」という名称は使われなくなり、前期は「仙

南五市郡医師会総会並びに講演会(宮城県医師会

医師研修講習会)Jに、後期は「日医生涯教育講座・

救急医療医師研修会 (日本医師会生涯教育講座)J

となった。以前は、特に前期の講演会の講演内容

に制限は無く 、各医師会の独断で、医学とは無関

摘。 1回拙南五市郡医師会総会並ひ!こ明叩司

宮城県麗理会平自白修講認会 民
二 ;竹内明鞠鞠姻 2療

と
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係の内容の講演(例えば、青葉神社宮司、片倉重

信氏の片倉小十郎の子孫と生まれて等)を企画し

てきたが、生涯教育講座という観点からか、日医

に単位を申請する必要性からか、最近は医学的な

ものに限定された。年2回、その年の担当医師会

が、理事会を召集し、総会、予算、講演内容につ

平成 22年から、これ迄の名取・岩沼医師会が

分割され、それぞれの医師会として独立した事を

受け、この会の名称も「仙南六郡市医師会」に変

更された。

この会は平成 22年で第 62回を迎え、先人の思

いを受け継ぎながら、この歴史ある会をこれから

いて協議している。主に前期の講演会後懇親会が も発展させて行きたいと願っている。

あり交流を深め てい る。 (三 浦義 邦)

木 曜 会

白石市医師会木曜会、略して「木曜会」は、開

業医の懇親の会である。通常は、 2か月に 1回の

ベースで第三木曜日の夜 6時半ごろから、白石市

内の飲食できるところに集まり、情報交換や親睦

をはかりながら、楽しく飲んだり食べたりしてい

る。そして、夫人が集まる 「白石市医師会木曜会

夫人の集いJもあり、こちらも 2か月に 1回のペー

2011年 2月 17日(木)の木曜会の幹事となり、

前者はホテルメトロポリタン仙台で、後者は白石

市内の「ルガノ」で開催された。

いっしょにゴルフをすることがあれば別だが、

ふだん同じ医師会の中でも他の先生と話をする機

会はあまりない。木曜会が定期的に聞かれている

おかげで、情報交換や親睦をはかることができ、

スで聞かれている。夫人の会は、最近、 白石市内 大変有意義な会であると思う。

に限らず、蔵王町や仙台市のお食事処に集まって、

いっしょに昼食をとって親睦を深めている。年 1

回の大きなイベントが、 12月の土曜日に聞かれ

る木曜会忘年会である。これは、なるべく夫婦そ

ろって出席するようにしている会で、最近はほと

んど仙台市内のホテルを会場にしている。出席者

全員で記念写真をとったり、演奏やマジックなど

を楽しみ、いろいろな話をしなカ宝ら、おいしいキヰ

理を食べる。

木曜会、夫人の集い、忘年会は、それぞれのロー

テーションにより幹事が決まる。今回、たまたま

私が、 2010年 12月 11日(土)の忘年会と、

(浅野俊弘)

H22.4.15木曜会 Dr高橋新招待

白石市三師会

現在 白石市三師会(医師会、歯科医師会、薬

剤師会)活動としては三師会講演会とゴルフ大会

の大きな二つの活動があります。この三師会活動

の原点は約 30年前の医師会のゴルフコンペに遡

ると聞いております。

昭和 57年、当時の医師会長であった故朝倉松

雄先生が、加藤大祐先生、粛藤昌治先生、三浦義

邦先生達と医師及び歯科医師の医師歯科医師のゴ

ルフ同好会としてゴルフ大会を始めたのが始まり
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と聞いております。ちなみに第 1回の優勝は蔚藤

昌治先生、第2回の優勝は歯科の村上幸子先生で

した。その後ほぼ年 2回の割合で開催されるよう

になり、そのうち医師会、歯科医師会の対抗コン

ペとなったようです。更に平成 12年の第 30回大

会からは薬剤師会の先生たちにも参加していただ

き、ここで三師会ゴルフコンペが始まりました。

驚藤昌治先生を会長に歯科の真壁秀幸先生を幹事

として体制が図られ、現在までいたっており、平



成 22年 11月に行われた第 50固までの優勝者は

延べで医師会 29名、歯科医師会 17名、薬剤師会

4名であります。コンペの後には参加者による懇

親会が聞かれ、ゴルフの話だけではなく、医療問

題についても議論されており医師会員には大事な

交流の場であると感じております。

これからも医療分野にはますます厳しい社会状

況が続くものと思われます。白石ではこのような

三師会活動を行う事により常に協力し合える体制

を作りあげこれからの困難に立ち向かうことが大

切であると思われます。

(資料をお貸しいただいた三浦義邦先生、歯科

平成 3年に当時の医師会長であった故銭谷喜四 真壁秀幸先生、お話を聞かせていただいた薪藤昌

男先生はゴルフでの交流も良いが三師会での学術 F 治先生に深謝いたします。)

面での交流も必要で、あると考えられ三師会講演会

を提唱され、平成 3年8月に 「三首長との医療問

題懇話会」を開催されました。翌年に も医師会主

催での平井二郎保健所長による「仙南地区の地域

医療活動」の講演がおこなわれ、その後は歯科医

師会、薬剤師会とのもちまわりにより講演会が開

催されております。在宅医療、医薬分業、刈田病

院移転問題、介護保険、新型インフルエンザなど

時宜に即応した話題についての講演があり、今年

は医師会の主催により「ウィルス性肝炎の診療と

地域連携」という興味深い問題を宮城社会保険病

院院長の石井元康先生に講演をいただき多数の会

(小松和久)

員が参加されました。 三師会役員会

白石市医師会ゴルフコンぺ 約

今まで白石市医師会独自のゴルフコンべはな

く、ゴルフの好きなドクターは白石市三師会ゴル

フコンペに参加してゴルフを楽しんでおりまし

た。しかし昨年頃から医師会独自のコンペもあっ

たほうが良いのではないかとの声が出て、三浦先

生、浅野先生、八巻先生を中心として今年の 4月

から年 2回程度の白石市医師会ゴルフコンペを始

めることになりました。

第 1回

記念すべき第 1回白石市医師会ゴ、ルフコンペは

浅野先生と小松が幹事と なり、まだ肌寒い平成

22年 4月4日に表蔵王国際ゴルフクラブで開催

され、 15名の先生が参加をされました。

結果はシーズン始めだ、ったため、皆さんショッ

トの調子がいまいちだ、ったようですが、和気あい

あいとゴルフを楽しみ、その中で刈田病院の長谷

川先生がグロス96、ネッ ト72で、栄えある第 1

第 2回
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回の優勝に輝きました。第 2位に佐藤秀一先生、

第3位に梅津先生が入賞されました。

続いて第 2回医師会コンペが 9月26日に梅津

先生、佐藤秀一先生が幹事となり、泉国際ゴルフ

倶楽部で 12名の参加で開催されました。猛暑が

一段落した後のむしろ涼しすぎる天候の中で行わ

ました。続く第 2位に八巻先生、第 3位に刈田病

院 長谷川先生が入賞されました。

来年は八巻先生の幹事で 4月に行われる予定で

す。これからも年2回開催で行われる予定で、医

師会の先生の多くの参加が望まれます。また刈田

病院勢が2連覇しており、小生を含めた木曜会メ

れた第2回の優勝は刈田病院の高林院長がグロス ンパーのさらなる奮起を期待します。

100、ネ ット73.6で、メIj田病院勢の 2連覇となり (小松和久)
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編集後 記

伊達藩片倉氏の城下町であった白石には、当時、御殿医や町医者が多 く、 医道は盛んでした。明治初

期、片倉家は新天地を北海道に求め移住。そう いう混沌としていった白石の医療情勢の中、白石市医師

会は、明治 15年 (1882)刈田郡開業医組合(初代会長・亘理晋)結成が塙矢。その後、明治 26年 (1893)

刈田郡医師会設立。大正 9年 (1920)新医師会令により刈田郡医師会設立の認可。昭和 22年 (1947)

新生刈田郡医師会誕生。白石市制施行に伴い、昭和 30年4月1日 (1955)刈田郡医師会を白石市医師

会と改称。爾来、今日、平成 23年 (2011)まで、約 130年の永い歴史の年輪が刻まれています。この

ことは、地区住民の医療に寄与され、 ここまで築き上げられて戴いた諸先輩の先生方の、献身的なご尽

力・ご功績の賜と会員一問、思っております。

ここに、新装なった「白石市医師会報」が創刊されました。22年4月7日、現会長・佐藤先生をオ

ブザーパーに、元会長・堤先生、前会長 ・三浦先生、 小生の準備委員 3人とで、会報作成準備委員会を

立ち上げ、 6月からは、正式に、会報作成委員会として下記の先生方で発足。委員会は、定期的に毎月

l回、開催。その問、会員の皆様には、依頼原稿、 写真や資料の提供を頂き、この度の「白石市医師会報j

刊行の運びとなりました。

これも偏に、会員の皆様の全面的なご協力の賜と感謝申し上げます。

最後に、会報作成にあたり、会報作成委員会に毎回ご出席されご助言された、白石市医師会長・佐藤

先生をはじめ、会計・大沼先生、事務長・村上真由美さん、更に、専門の立場から、素晴らしいアドバ

イスをされ、委員会に参加された笹気出版印刷株式会社・川又進さん、会報作成委員の皆様に感謝して

編集後記と致します。

会報作成委員長

会報作成副委員長

会報作成委員

オブザーパー

三浦義邦

渡辺吉彦

平成 23年睦月

堤 栄昭、粛藤昌治、 松本純、 小松平日久、佐藤和彦、大橋利史

佐藤恒明、大沼秀行

白石市医師会会報作成委員会

渡辺吉彦

編集後記 85 



白石市医師会報
創刊号

平成 23年 3月31日発行

編集者 白石市医師会会報作成委員会

発行者 (社)白石市医師会

干 989-0292 白石市大手町 1-1

白石市健康セン ター内

TEL 0224 (25) 0882 FAX 0224-24-5359 

印刷 笹気出版印刷株式会社

〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-45



SM，4 
SHIROISHI 

， 今

通止 '1 ' 


