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題字・舛医師会長

！

東日本大震災特集号

戸司

二

両

｢診療所は大丈夫だった？」
鈴木明宏（写真の撮影は宮崎弘之）
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表紙のことば
僕の診療所は北上川のすぐそばということもあり、地震後5分で戸締まりをして患者、職員を
退去させました。その後、帰る事もできず、情報も入らなく、診療所の安否は、友人が撮った3
月13日のこの写真を見て確認できました。もっとも僕自身の安否は会員には全く伝わってなかっ
たらしく、 4月に入ってからもしばらく行方不明と噂されていたようでした。
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巻頭言

｢第133回(社)石巻市医師会定時総会」
会長挨拶（平成23年6月28日）
舛

一

反ﾆニヨ

眞−

皆さん、お晩でございます。お忙しい中、本日

の早期再開に向けて御努力頂きましたことにここ

の総会にご出席頂き、誠にありがとうございます。

ろより感謝申し上げます。医師会の職員も、新妻

3月11日に発生しました東日本大震災の影響で、3

局長をはじめとして、それぞれの家族の安否も確

月29日に予定しておりました総会を開催すること

認できない中で、震災直後から会員の安否確認や

ができませんでした。そのため、本日の総会では、

救護活動の依頼などに走り回ってくれました。そ

平成23年度予算案と平成22年度決算案両方のご審

して現在、震災から早、3カ月が過ぎましたが、

議とご承認を頂く予定であります。

残念ながら9件の会員の医療機関が廃院あるいは

さて、今回の大地震とそれに続く大津波のため

長期休院となりました。また、石巻市立病院は仮

に、石巻市は、犠牲者と行方不明者合わせて5,000

設診療所での診療となり、夜間急患センターは全

人を上回る甚大な被害を受けました。そして、今

く機能しておりません。一方、その他のほとんど

なお5,000人以上の市民が避難所での生活を余儀な

の医療機関は診療を再開しております。准看護学

くされております。石巻市医師会も大きな被害を

校は4月に42名の新入生を迎えることができまし

受けました。会員お二人が亡くなられ、また会員

た。検診・検査センターおよび訪問看護ステー

の医療機関の実に8割以上が全壊や半壊となり、

ションも業務を再開しておりますが、まだまだ震

道路の寸断や電気、水道などのライフラインの断

災前の状況には至っていないのが現状です。今後

絶と相俟って、多くの病院や診療所が診療不能の

とも、医師会員および職員が一丸となって、石巻

状況に陥りました。医師会館も液状化のため周囲

市の地域医療の復興に向かって努力して参りたい

の地盤が陥没し、また検診・検査センターのマン

と存じます。

モグラフィー装置も使用不能となりました。さら

本日は、第1号議案から第6号議案まで盛りだく

には、ライフラインの断絶のため、健診・検査事

さんの議案がございます。予算、決算に関するも

業もできなくなりました。訪問看護ステーション
も津波のため車9台中6台が使用不能となり、また

ののほかに、一般社団法人への移行に関する大事
な議案もあります。どうぞ、各担当理事の説明を

事務所も壊滅的打撃を受けました。そのような混

お聞きの上、ご審議、ご承認賜わりますようお願

乱の中、多くの会員の皆様には、避難所での救護

い申し上げます。

活動などにご活躍いただき、また、病院や診療所

〔4〕
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3月1 1日東日本大震災・大津波による
当会所属医療機関の被害状況について

損損壊

損
部

全半一

︑︑
１︑２
３

43医療機関
13医療機関
30医療機関

へ

※3月11日時点での86医療機関(老健施設2件含む)を調査したもの
である

へ
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東日本大震災の記録

翌日、自宅に戻ると、駐車場はヘドロや流れて

東日本大震災について
会長舛
へ

きた残骸で覆われ、診療所内も冠水して泥まみれ
眞−

今回の大震災では、会員がお二人亡くなられ、
また、会員の医療機関の被害も甚大なものがあり

の状況でした（写真1)。その後、道路に車や船が
折り重なっている中、医師会館に向かいました。

着いてみると、会館周囲は水で囲まれ（写真2)、

ました。その点は、医師会職員も同じであります。

職員の犠牲者はありませんでしたが、ご家族が亡
くなったり、自宅に大きな被害を受けた職員がか
なりおられます。また、准看談学校の生徒が一人

犠牲になりました。亡くなられた皆さんのご冥福
を心よりお祈りいたします。また、救護活動その
他で、いろいろとご協力頂いた会員および職員の
皆様に感謝申し上げます。

震災直後からの医師会の動きについて、小生の
関与した範囲でご報告します。
震災当日は、小生の携帯無線で会館と連絡が取

へ

れ、会館内にいる職員の安否確認はできました。

(写真2）

小生は、家族と共に車で海門寺公園の方に避難し

正面からの入館は不可能でした。携帯無線で連絡

ました。日和山の方から来た知人と遭いましたが、

したところ、会館裏の川原田会員宅の塀を乗り越

日和山から、南浜町が津波で大きな被害を受けた

えて入ってくれとのことでした（その後数日は、

惨状をまざまざと見たそうです。結局その日は、

小生も職員も利用させていただきました。川原田

車の中で一夜を過ごしましたが、ほとんど眠れま
せんでした。夜中、日和山の方が赤く染まり、煙

先生には申し訳ありませんでした)。新妻事務局

も上がっているのが見えました。

らは、避難してきた数名の市民と共に一夜を過ご

長はじめ10人近くの職員が迎えてくれました。彼
したそうです。会館自体には浸水は有りませんで
したが、中庭の一部まで浸水していました。また
陥没のために、会館裏の入り口は階段が一つ新た
にできたかのようでした。入ってみると、 1階の

事務局内は、地震のために棚力譲れたりして雑然
としておりました。早速その日から、会員の安否
確認と救護活動のための協力要請を職員に命じて
開始しました。しかし、電話などはまったく通じ
ないので、人海戦術でやるしかありませんでした。

道路は冠水し、自動車、船、家具、家の残骸など
が溢れ、歩くことも危険かつ困難な状況でした。
(写真1）

自分たちの家族の安否確認もできない状況で、職

〔6〕
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員の皆さんはよくやってくれました。その後、自
宅に帰れない職員は、当直を兼ねて玄関ホールで
しばらく寝泊まりしました。数人の市民も避難所

災害医療コーディネーターである石巻赤十字病院

代わりにしばらくの間いました。また、会館2階

会の方々などと話し合い、避難所での救護活動は

及び3階の和室は、各地からの医療チームの宿泊

石巻赤十字病院の石井コーディネーターが担当し、

所としても利用されるようになりました。その頃

医師会は医療機関の早期再開に努め、かかりつけ

の石井先生、石巻市担当職員、石巻市立病院院長
の伊勢先生および副院長の松川先生、石巻薬剤師

はまだ寒く、暖房が必要でしたが、玄関ホールと

医機能を担うことになりました。そのため、医師

事務局には石油ストーブが1台ずつ有るだけで寒

会としての救護活動は徐々に縮小しました。ただ、

い思いをしていました。

一部の先生方はその後も独自にしばらく活動され

3日目、周囲の浸水のため陸の孤島と化してい
た市役所に、高台の方から会議用テーブルを橋の

は、避難所や救護チームの状況などについて、ま

ました。救護チームのリーダーである石井先生と

ように繋げて入館できるようになり、早速、局長
と共に市役所に行きました。健康部の阿部部長さ
んや健康推進課の庄司課長さんと面談し、災害協

互いに連絡を取り合っています。

定に基づいての救護活動の相談をしました。また、

22日に再開できました。電気は通じてましたが、

石巻市の災害対策会議にも出席し、各部署からの

水道はまだ通じず、そのため床のヘドロも十分に

報告を聞き、被害の甚大さをあらためて知った次

は取れず、エアコンは故障して患者さんに寒い思

第です。津波の難を免れた薬問屋さんに必要な薬

いをさせながらの診療でした。

た、小生から開業会員の再開状況などについてお

小生の診療所は、当院職員の協力もあり、3月

品を注文し、たまたま市役所に避難していた薬剤

3月30日、臨時理事会（役員会も兼ねる）開催。

師さん3人のご協力もいただき、5 6チーム用に仕
分けし翌日からの救護活動に備えました。その後

それまでの報告と今後の対応などについて協議し、

の市側との連絡や、救誰チームとの連絡には、県

また、平成23年度石巻市医師会予算案は、6月の
総会において承認を受けることとし、それまでは

医師会の斡旋で有志の会員が職入した挑帯無線が
大いに役立ちました（市役所に当会の簡易無線子

暫定的に執行することの了承を得ました。

機を1台置いてきました。写真3)。その後の救誰

会議を4回ほど開催し、避難所での救護活動や保

活動の内容などについては、実際に活動していた

健衛生の問題点などについての懇談を行ないまし

だいた先生方にお譲りいたします。我々が始める

た。

これまで、石巻保健所主催の石巻地区地域医療

前に、すでに、自前の薬品を持参し、避難所での

なお、しばらく中断していました休日当番医制

救護活動を行なっている会員が少なからずおられ

を、まだ十分な形ではありませんが、石巻市立病
院院長の伊勢先生および職員の方々のご協力と石

ました。

巻赤十字病院の全面的なバックアップの下、5月3

命

日の連休から再開しました。当番医を担当頂いた

I

先生方に感謝申し上げます。
またその間、石巻市立病院の仮設病院および仮

設休日・夜間急患センター建設について、日本赤
十字社からの提案があり、石巻市、石巻市医師会、
石巻赤十字病院の代表者で話し会い、国際赤十
字・赤新月社連盟からの支援を頂くよう申請する
ことになりました。その件に関しては、積極的に

I

推進したい旨を4月の定例理事会で報告し、了解

その後、他県からの救護チームと避難所でかち

を得ました。その申請結果については、その後、
承認されたとの報告を石巻市の方から頂きました

(写真3）

合うことが多くなりました｡3月19日に、宮城県

＝

が、しかしながら、この問題はその後あまり進展

へ
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しておりません。早期の結果を求められる問題で

この度の大震災で、残念ながら、石巻市医師会

ンターについては、宮城県医師会から話のあった

に属する医療機関の内、9医療機関が廃院や長期

トレーラーハウスの利用を、市の方に提案しまし

休院となりました。その他のほとんどの医療機関

た。

はすでに再開しておりますが、まだ再開していな

5月24日、第1回宮城県地域医療復興検討会議石

い医療機関もあと数件ある状況です。この大震災

巻地域部会が開催され、石巻市立病院や夜間急患

で崩壊した石巻市の地域医療の再構築には、今後

センターについても協議を開始しております。今

長い年月が必要であります。また、石巻市医師会
自体も、大きな被害を受けた訪問看護ステーショ
ンを再建し、各種健診事業を再開し軌道に乗せる

定です。

石巻赤十字病院は、 5年前に現在地に新築移転

ためには、多大な努力が必要とされます。そして、

しましたが、石巻地区災害拠点病院として、飯沼

かなりの苦難が待ち受けていると認識しておりま

院長先生を始めとする石巻赤十字病院のスタッフ

す。目標達成のためには、言うまでもなく会員お
よび職員のご協力が必要であります。どうぞお力

の方々の今回の大震災で果たした役割は非常に大
きなものがありました。スタッフの方々のご活躍
はもちろんのことですが、免震構造の建物で、ま

へ

おけるモデルケースになるものと確信します。

すので、残念でなりません。そこで、夜間急患セ

後も、そのほかの問題も含めて、検討していく予

へ

(7)

をお貸しください。

最後になりますが、避難所の救護活動にご尽力

た現在地が震災の影響が少なかった地域であり、

いただいた各地の医師会・赤十字病院および都道

さらには三陸自動車道に近接した立地と地理的な

府県などからの救護チームのスタッフの方々、そ

条件にも恵まれ、全国からの救護チームの受け入
れもスムーズに行えました。石巻赤十字病院の今
回の災害拠点病院としての活動は、今後の震災に

して、さまざまな援助物資、乗用車、そして義援
金などを頂きました各地の医師会様・各種団体様
に対しにこころより感謝申し上げる次第です。

〔8〕
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大災害からの教訓
石巻赤十字病院

飯沼一宇

2011年3月11日に石巻沖を震源とする巨大地震

あるいは職員が被災）ため、救護班がこれらの要
求を集約する以外に方法がなかった。

このような状況下で石巻圏の住民の生活を守り、

巻地方にも甚大な被害をもたらした。石巻赤十字

健康を守っていくため、 「石巻圏合同医療チーム」
を立ち上げ、統一した活動を開始した。チームの
活動については、当院の石井が記述することと思

病院は石巻圏の病院で唯一無傷であったため、救

う。

とそれに伴う大津波が東日本沿岸部を襲った。石

護の中心として活動した。活動記録を紹介し、今
後の大災害に生かす道を探りたい。
発災7分後に院内に災害対策本部を設置し、救

当院を中心とした活動を通して、災害における
医療機関あるいはその連携のあり方について若干
の考察を述べる。

護活動を開始した。直ちに患者と職員の安全を確
認した。病院自体の損壊は無く、電気、水道は自

安全・危機管理のインフラ整備

家供給可能で、病院機能はほぼ正常であった。し

石巻赤十字病院は建屋の損傷がなく、無傷です
ぐに業務再開ができた。石巻市では当院と消防署

かし、通信が途絶しており、被害の様相や規模な
ど全く分からなかった。数日は、人がもたらす点

のみが免震構造である。今後の建築として大規模

の情報のみであった。

医療機関に関しては免震構造は欠かせないと実感

院内にトリアージエリアを設置し、医師をそれ
ぞれ配置し、来院する避難者の救護活動に当たっ

した。

療、予約診療を停止した。避難者も次々と押し寄

どの医療機関でも災害時のマニュアルが存在す
るし、災害（防火）訓練などを行っているであろ
う。 しかし、私の今までの経験などを通しても、

せ、帰るところがなく病院が一時的に避難所化し

マニュアルは通り一遍のことしか書かれていない

た。

ことが多い。また訓練も当日の当直者が義務で参

た。また、病院機能を災害モードにし、通常の診

発災12時間を過ぎて、各地からDMATをはじ
めとする救護班が続々と到着した。今回の災害で
は、地震に引き続いて襲った大津波による被害が

大きく、多くの方が一瞬にして津波で流され、助
かった方は軽症であった。 13日には1,200人以上の
救急患者が来院したが、そのうち1,000人以上が軽
症であった。以後患者数は減少し、 1週後には約
300人が来院した。

加するようなことが多かったのではないかと思う。
私が当院に着任して感じたのは、赤十字が災害医
療などに積極的に関与していることもあるが、他
の医療機関よりも災害に関して危機意識が高いと
いうことであった。たとえば、2008年7月の岩手
北部沿岸地震のときにも、午前0時過ぎの発災で

あったが、そのときに病院に自主的に参集した非
番の職員は200名以上であった。

これらの救護班をどの避難所に何チーム派遣す

また、当院が中心となって2010年1月に立ち上

るかなどの統制が必要であるが、情報が途絶して

げた「石巻地域災害医療実務者ネットワーク協議

いるため、コントロールがうまく機能しなかった。

会」は来るべき大災害を意識して顔の見える連携

そのため、発災7日目から300数か所ある石巻医療

を目指したものであり、今回の震災対応に大いに

圏の全避難所を3日間で回り、アセスメントシー

寄与した。平常時からこのようなインフラを整備

トを収集した。その後は前日または朝のミーティ

しておくことが後に結成した「石巻圏合同救護チ

ングで、チームの行き先を決め、重点的かつ効率

ーム」の機能的活動につながったといえよう。

的に派遣することが可能となった。

医療班は医師、看護師、薬剤師あるいはME，

事務職などから構成され、避難所に赴くが、住民
からは、暖房、食料、水、 トイレなどの改善要求
も多い。これらは、本来行政の仕事であるが、行
政が十分に機能しない（市役所、役場そのもの、

へ

情報の整備

発災直後に最も苦労したのは、情報の欠如であ

った。自家発電で電力は回復し、TVを通して沿
岸部の津波被害などの情報は入るが、石巻地域の
詳細な情報は全く入らず、通常の有線電話、携帯

円
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へ
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電話などは全く使えず、インターネット、E‑メー

れば、折角のエネルギーが無駄になってしまう。

ルなども全く機能しなかった。わずかに、災害無

実際支援団体の重複やバッティングがあった被災

線(市町村間の連絡)、MCA無線(医師会の連絡)、
衛星携帯電話(NTT)が使えるのみで、 これらも

地域の話も聞く。

さまざまな理由で制限されていた。正確な情報は

班をどのように派遣するかの参謀役であるロジス

被災地のニーズを把握し、それに対して、救護

人が直接もたらすものだけといっても過言ではな

ティクス(logistics:本来は軍隊用語である兵姑

かった。これはまるで江戸時代の飛脚である。発

学)の機能がきわめて重要である。これについて、

災直後はシステミックな情報は入らず、点の情報

県から委嘱された災害医療コーディネーターの当

のみで、 「あの地点でSOS｣、

「別の地点で老人が

院の石井を中心とし、各地区からのロジスティク

助けを求めている」というような個々の情報に振

スに長けた有能な応援を得て、本部機能を確立さ

り回される状況であった。

せた。この本部のもとに、石巻圏に集合した医師

大規模災害でも有効な情報システムをどう構築

会、東北大学他各大学医療チーム、病院医療チー

するかが今後の大きな課題であろう。どのような

ム、自衛隊医療班など各種団体で構成する「石巻

システムがいかなる災害にも支障なく使えるかは

圏合同医療チーム」を立ち上げ、地域のニーズに

私には及びもつかないが、現在のITやエレクトロ

応える医療活動を行った。これは今後の災害医療

ニクスの発展を考えれば、現状よりよいものの開

活動のモデルとなるであろうと考えられる。

発は可能であろう。

統制のとれた、かつ十分な協力体制が効率的活
動を可能にする。今後の石巻圏の医療の復興に関

へ

統率・協力

しても統率と、協力が欠かせないものと思う。さ

今回は全国から多くの支援団体が当地に駆けつ
けてくれた。当院での活動だけでも多いときは70
チーム、 500名以上が参集し、延べ3,000チームが
支援してくれた。これだけの多数の団体がどこで、
何をするかを決めて効率的活動をしてもらわなけ

らに適切な目標設定が重要であることはいうまで
もない。医師会長をはじめ、識者の方々のご協力
を切に望んで、明日への期待を込めて拙文を終わ
る。

[10)
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えられた。夜に入り、中里が水没し石巻好文館高

東日本大震災に対する災害救護活動

校が孤立しており医療救援が必要との要請があっ

石巻赤十字病院

たため、院内で急迩救護班を編成して向かわせた。

宮城県災害医療コーディネーター

このチームは果敢にも自衛隊の先導でカヌーでこ

石巻圏合同救護チーム統括

の高校に近づこうとしたもののあえなく転覆した

石井

正

僕は肝臓腫瘍切除術の術中であった。すでに腫
瘍を摘出しており、止血確認をしていた。

「腹減

ったな」などと考えていた。と、その時、地震が

ため、近くの避難所で暖を取ったのち撤収した。

深夜、森野先生(東日本DMAT)に助けてメール
を送ってみたが、なしのつぶて。発災翌日より救

が手術台から落ちないよう抑えていたことを今で

護チーム(日赤救護班13チーム、DMAT4チーム）
が当院に参集した(図l)。来院救急患者数は翌日
より増え続け、3日目には1,251名に上った(図2)。
3日目には、救急車も他地域からの応援があった

も覚えている。数分続いただろうか。

のか搬送数は94回と増え、ヘリは64回、自衛隊車

起きた。ひどい横揺れの次に縦揺れが来て一瞬停
電したものの数秒後に自家発電に切り替わり患者
「こりやレ

ベル3の災害だ」と直感した。レベル3の災害とは、

両による搬送も39回に上った(図3)。発災48時間

院内災害対策マニュアルでは直下型の地震など病

までの救急患者のうち赤エリア診療患者(重症患

院の通常業務をすべて取りやめ、災害対策本部を

者)数は115名で、そのうち低体温及び溺水のよう

立ち上げ、

トリアージエリアなどを新設する体制

な津波関連傷病はそれぞれ30名(26.1%)と5名

のことである。院内災害対策マニュアル上、僕は

(4.3％)で合わせて30.4％と多い反面、阪神大震災

この新設部門の責任者であるジェネラルマネージ

時には74％見られたクラッシュ症候群は7名

ャーであったので、

「すぐ行かなくては」ととっ

さに判断し、大原に後を頼んだが、

「ドレーンは

入れてください」というのでしぶしぶドレーンを

腹腔内に留置し、バトンタッチした。その瞬間か
ら3か月間、僕は外科を離れることになる。が、

その時はそんなことは夢にも思わなかった。急い
で事務室に向かった。事務室にはすでに金田先生

(6.1%)と少数であった(図4)。発災後1週間で計
3,938名の救急患者が来院した(図2)。院外救護活

動は、当初、情報不足から散発的に近くの避難所
や孤立した地域へ救護チームを自衛隊などの要請
により派遣していた。3/13には雄勝町が壊滅、東
松島市や石巻南浜も大打撃を、 3/15には北上町、
牡鹿町が壊滅していることが分かった。特に3/13

はじめ幹部が集結しており、災害対策本部が立ち

には市立病院皮膚科の菅原先生が、自力で市立病

上がっていた。訓練通り、院内の職員や患者の安

院を離脱し5時間かけて瓦礫の山の中を徒歩で当

全確認、ライフライン確認、被災状況確認を行っ

院に助けを求めてきた時には、驚かされたととも

た。約1時間で院内のトリアージエリア設置を完

に、そのぼろぼろになって金属棒を杖にした姿を

了した。地域で唯一の災害拠点病院として来るべ

見た時には、被害の甚大さが推し量られ言葉を失

き救急患者に備えた。夕方のTVニュースで、津

った。幸い、市立病院の職員と入院患者は、 3/14

波が名取に押し寄せている映像を見たがそれ以外

にDMATにより全員が救出されたという。3/16

の情報は、電話、ネットすべて発災1時間くらい

になり水没していた市役所周囲の水が引いたため、

で落ちたため、全く分からなかった。誰かに石巻
り、市内は市役所を含めて水没したと聞いたため、

日赤医療センターの林先生が市役所に偵察に行っ
たところ、壁に避難所リストが貼られているのを
発見し、コピーをもらってきてくれた。それによ

多数の救急患者の搬送/受診を覚悟した。ところ

ると避難所がおよそ300か所あることがわかった

が意外なことに、来院救急患者数はあまり増加し

あった。救急隊3隊のうち2隊がつぶれ、救急車17

が、避難所名と避難者数のみのリストであり、食
料事情やライフライン状況の記載はなく、どの避
難所がより切迫しているのか全く不明であった。

台中12台が流されたらしいとの伝聞情報があり、

3/16にDMATは撤収してしまい、手持ちの戦力

このため救急患者を搬送するすべがないためと考

は17チームのみ(図l)。この限られた医療資源を

にも津波が押し寄せ、数千人規模の死者が出てお

なかった。パトカーや自力でぽつぽつ来る程度で

角

へ
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どの避難所に投入すべきかさっぱりわからない。

ごとに救護チームを必要に応じたチーム数を割り

くという手もあったが(東北大・神経内科教授・

振り配属し、その中から幹事チームを決めてエリ

森先生の意見)、当院から離れているとの理由だ

アごとにいわば「活動の自治」を行ってもらうこ

けで助かる命も助からないとしたら寝覚めが悪い。

とにした(図7)。但し毎日本部でミーティングを

腹を決めて、この避難所すべてをアセスメントす

行い、エリアやチームごとの要望や意見を集約し、

ることにした。それまで使用していたアセスメン

その都度なるべく迅速に対応し、方針を決めた。

トシート(調査用紙)は、項目だけのもので集計し

発災後100日(6/18)を経過した時点で、全体とし

づらく、見にくいし、傾向を評価するのが難しい

の主観で結構です」とミーティングで告知した。

て多くの地域で復旧は進んでいる。2011.6.27時点
で合同救護チームが巡回している避難所数は46か
所、総避難者数は3,399名である。発災直後に比べ
ると避難所数は7分の1となり(発災直後313か所)、
総避難者数は10分のl(発災直後41,990名)まで減少

精度よりスピードを優先した。3/17よりアセスメ

した。一方、復旧の遅れた地域(旧北上川以東地

らうように改造した(図5)。チームの調査に対す
る士気低下を恐れ、評価基準は設けず「各チーム

ントをスタートし、3日間で終了した。並行して、

域、大街道以南地域）は依然として残っており、

さまざまな組織由来の救護チームの救護活動が個

医療機関の存在しない「無医村地域」 （旧北上町、

別におこなわれると非効率的であると考え、 3/18

旧雄勝町)も認められる。また、石巻赤十字病院

より宮城県・石巻市・東松島市・女川町・医師

での救急患者の受診は依然として平時の2倍程度

会・歯科医師会・東北大学・薬剤師会などの関係

で推移している。その理由として、当初、劣悪な

各機関とじかにお会いして調整し、3/20に日赤救

避難所環境が原因と考えられたが、現在、避難所

護班、各大学病院、県立病院、医師会、歯科医師

避難者の救護チームへの受診者数は激減しており、

会、DMATチームなどのすべての救護チームを

医療ニーズは確実に減少していること、急患の疾

一元的に統括する「石巻圏合同救護チーム」を立

病傾向が、発災後多かった呼吸器疾患が減少し、

ち上げた。この合同救護チームに全国から集まっ

震災前の傾向にほぼ戻った(救急センター長談)こ

た救護チームが参加するようになった。そのおか

とより、現時点では避難所環境云々が急患数増加

げで合同救護チームとして活動した救護チームは

の主たる原因ではないと考える。むしろ、石巻医
療圏における救急体制が再構築されていない(石
巻市立病院と夜間急患センターが被災のため機能
停止している)ために、当院に急患が集中してい

1日最大72チーム(医師数114名) (3/26)まで増え、
発災後100日(6/18)を経過した時点で、のべ3,299
へ

+東松島市十女川町を14のエリアに分け、エリア

近場の避難所からちびちび回って勢力を広げてい

と判断し、各項目を。．○・△・×で評価しても
へ
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チームに上る(図6)。この時点までに当院に来院
した急患数は18,381名である。全国の赤十字病院
からの院内医療支援は、5/30までに延べ2.663名
(医師382名、看護師/助産師1,754名、薬剤師409名、
臨床工学技士118名)で、合同救護チーム本部事務
支援も、本社をはじめ各支部や赤十字病院より延
べ888名に上った。

これだけの大規模な災害救護活動は過去に例を
見ない。発災後初期の時期は、毎日各チームの翌
日の活動エリアや巡回避難所を個別に決めていた

が、それには膨大な時間を要し、ほぼ毎晩徹夜で
あった。これでは体力が持たない。そこで、避難
所の分布や、重点避難所の数などをもとに石巻市

るものと思われる。

医療過疎地域や救急医療の再構築など石巻圏の
医療体制の整備が急がれると思う。
ご承知のように、今回の大震災は未曽有ともい
える大災害である。現在でも、交通手段不足、仮
設住宅のあり方、下水道被災による依然劣悪な衛

生環境、仮設住宅入居後の要介護者ケアのあり方
など、問題は山積している。これからも、石巻の
ために少しでもお役にたてるよう医師会の皆様と
協働しつつ、微力ながらお手伝いをしていくつも
りです。

今後ともよろしくご指導をお願い申し上げます。

〔12〕
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あの日

へ

トンネルの中も渋滞でした。

トンネルを抜

けて、内海橋にまわるか大橋にするか迷いました

石巻港湾病院石田秀−

が、いくらでも津波から離れたほうがいいと思い

その日は午前中からどんより曇った泣き出しそ

大橋を選択しました。大橋から何気なく下をみた

うな空だったことをおぼえています。私は当病院

ら北上川の水がひいているではありませんか。石

にきてから5年にならんとしていましたが、その

巻赤十字病院の元副院長の加藤先生の話を思い出

日初めて往診に出かけました。2人の患者さんが

しました。チリ地震津波の時北上川の水が引いて

寝たきりとなり通院できなくなったためです。総

川底がみえ、魚が飛び跳ねていてそれを捕まえる

務課長の運転で看護部長と3人で出発しました。

ために、人が降りていたと。今まさに其の時と同

当初渡波経由女川でしたが看護部長の判断でなぜ

じではないか、 まもなく津波が押し寄せてくるに

か女川経由渡波と逆になっていました。これが後

違いないと覚悟しました。大橋を抜けてからは、

で明暗をわけることになります。女川のEさん宅
を訪問してから、渡波松原町のAさん宅にお邪魔

港湾病院は北上川のほとりにありますから、津波
に向かって走る車はなく、早く病院の裏につきま

しました。石油ストーブ2個に湯気をたててやか

した。病院は入院患者さんの避難の真最中でした。

んがかけてありました。Aさんは奥の部屋でベッ

気がついたら乗っていた車は往診かばんをつれて

ドに寝たきりとなっていました。奥さんと相談し
て病院に入院させる話をしている矢先のことでし

津波に流されてありませんでした。寒くて暗い長

た。

われたことを知りました。

3月11日午後2時46分(これは後で知ったこと)地
震が始まりました。Aさんには申し訳ないけどか
なり古い家でこれはつぶれると思いました。目の
前の火を消し、やかんを下ろし、ガラス戸棚が倒
れないように押さえていました。揺れは5分くら
い続いたのでしょうか。奥さんに入院は後でと伝
えて外にでました。そのとき防災無線がけたたま
しく鳴って、大津波警報と叫んでいました。とに
かく先ほどの揺れでは病院がどうなっているかわ
かりません。早くもどらなければと思い3人で車
へ

たが、

[13)

い夜のはじまりでした。後でAさんは津波にさら
橋の上でもう駄目かなと覚悟はしました。白衣
姿だったので死装束にはいいかと考えたりしまし
たが運がよかったのでしょう。看護部長の判断に
助けられました。予定通りのコースだったら駄目
だったと思います。

人の生死をわけるのはちょっとしたきっかけ、

偶然だろうと思います。右に行くところを左にい
ったために助かったとか今度の震災でもあった話
です。人は年を取れば取るほど感性をみがいてお
かねばならないと思いました。当院も3名の看護

に飛び乗り国道まで出ました。舗装がぽこぽこと

師とその娘さんをなくしました。これから悲しみ

盛り上がり、避難する車で一杯でした。みぞれが

がでてくるでしょう。物の震災は終わりが来るで

降るなか、ほんだ産婦人科の前にきたら赤ちゃん
たちを抱えた職員や妊婦さんが避難するために車
にのるところでした。あの赤ちゃんは無事だった

しょうが、心の震災は永遠ではないでしょうか。
医療人たるもの、今まで何の志をもって医療に
たずさわってきたか、問われる時がきてるのだろ

のでしょうか。ようやく牧山トンネルにつきまし

うと思います。

[14]
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東日本大震災時の石巻市立病院の対応

られているのではないか、 という疑心暗鬼に陥

るものが少なからずいたことは事実である。

石巻市立病院伊勢秀雄

浸水した1階にはCT，MRI、心臓用そして

2011年3月11日午後2時46分の地震時には、石

腹部用のアンギオ装置、放射線治療装置などの

巻市役所6階の市議会委員会室にいた。震度6強
たため土煙が舞い上がっている中、すぐに病院

大型放射線機器や内視鏡システムなどの医療機
器のほかに、ボイラー室、空調設備、非常用自
家発電機などの重要機器が集中していた。また、

の揺れを初めて経験した。天井の一部が崩落し
に戻ることにした。門脇の県道では反対方向は

電子カルテやPACS、手術支援システムなどのサ

数珠つなぎの渋滞の列であった。車窓からは家

ーバーも1階に置いていた。さらに、非常食を1

屋の倒壊はなく、瓦の落下をみとめるのみであ

った。混まない道路を選んだので15分ほどで帰

階の調理室内に備蓄しており、これらも水没し
た。当日の夜になり5階に備蓄しておいた500ml

院した。病院1階には患者さんの姿はなく、職員

のペットボトルの水を経口摂取可能な患者にの

による上層階への避難誘導がなされていた。ま

み1本ずつ配布した。なお、食栂は調達できず配
給できなかった。雪が降る寒い夜を床に段ボー
ルなどを敷いて過ごした。なお、看護部長へは
各病室に看護師を配置するとともに、交代で休
める体制にするように指示した。

た、 1階ではトリアージゾーンの形成や処置車の

準備などがなされ、負傷者の受け入れ準備が整
っていた。職員の冷静な行動でパニックは起こ

らなかった。このような冷静そして迅速な対応
は月1回の定期的な災害訓練の成果が形となって

3月12日になっても通信は断絶状態であった。

表れたと感じた。2階へ上がり、患者および職員

1階はがれきの山で奥には進めなかった。大津波

そして病院設備について被害はないとの報告を

警報が継続のままであり、見張りを立てながら

受けた。その直後に津波が襲ってきた。病院1階

病院の外に出てやっとのことで1階調理室に壊れ

に侵入してきた濁流はどんどん嵩を増し、 1階は

た窓より入り込み、備蓄食粗保管場所にやっと

完全に水没した状態となった。濁流のみならず、
車や製紙工場からの紙の大きな束や丸太などが

たどり着き、水につかっても食べられる缶詰な
どを運び出し、わずかの量ではあったが院内に
いる人たちに軽食を配給した。なお、食料管理
は一括して管理栄養士にゆだねた。このような
状態では空腹感やのどの渇きはあまり感じない

襲い掛かり、院内の机などの備品類などがそれ

らの侵入者と一緒になり、

ドアや窓などを破壊

しながら1階を突き抜けていった。病院の外は燃

えながら流れている家屋などが浮かぶ一面の海
と化し、現実とは思えない光景の連続であった。
津波来襲で1階が水没した時点で、院内のインフ
ラは壊滅した（停電、断水、寒さ、飢えが続く

ものであった。

13日朝になり、内山外科部長と鷲見事務次長
を伝令として市役所の災害対策委員会に出した。

能性も考え、3階の入院患者を医療スタッフの人

病院の状況を声高に訴えた後に、石巻赤十字病
院と地震時に手術を中断したままの患者の胃手
術の完遂のため段取りをつけて帰院してきた。

力で4階に上げた。なお、この時点で院内には入

昼ころにこの手術患者搬送のために派遣されて

院患者150人をはじめ外来患者、避難者、職員な

きたDMATの矢野医師は病院機能が廃絶してい
る状態をみて、入院患者全員のヘリコプターに
よる病院からの移送を提言してきた。 ドクター

こととなる） 。津波がますますおおきくなる可

ど総勢約500名がいた。

外部との連絡を災害無線、MCA無線、携帯電
話などで試みるも連絡途絶の状況となった。こ
のような大規模災害で唯一連絡が可能なのは衛
星電話であるが、残念ながら本院では持ってい

なかった。このことは致命的な問題であった。
連絡途絶により、外界から取り残されたという
気持ちが、時間経過とともに自分たちは見捨て

P，

ヘリによる患者移送を承諾、むしろお願いした。
重症者は花巻経由で羽田空港へ域外搬送とした。
残る患者さんについては仙台の霞目飛行場への
域内搬送とした。 13日は重症者9名の搬送となり、
14日は搬送予定者の患者110名に加え、避難者
100名も対象としたため日中では終わらず、自衛

へ
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隊に出動を依頼した。職員などの従業員240人弱

など）そして電子カルテなどのサーバーは1階に

を除いて午後10時40分に院外に脱出させ、我々

置くべきではないだろう。

職員たちは5日目に自衛隊のヘリコプターによる
脱出組と徒歩組で7時半には病院を撤収した。

へ

第四は電子カルテのバックアップサーバーの

遠隔地との持ち合いであろう。災害を想定して

津波により院内に閉じ込められた経験そして

今年2月より山形県の病院と電子カルテのサーバ

対応について述べたが、今回感じた第一は病院

ーの持ち合いを始めたばかりであった。前日分

の建物は堅牢であった、 ということである。そ

を専用回線にて午前2時に送信する事で毎日バッ

のため少ない人的被害ですんだと考える。しか

クアップをしていた。このバックアップを利用

し、何故に新しい病院をこのような海岸間近の、

して割と早い電子カルテの復旧が可能となり、

そして狭陵な地に造ったのか極めて疑問である。

後日の患者紹介などの業務がスムーズに推進で

病院は水害も含めて災害時に活動できるような

きた。

立地条件のところに造るべきものであろう。

第五はヒトの温かさ感じたことであろう。各

第二は通信手段が確保できなかったことであ

地から届く多量の援助物資、多くのボランティ

ろう。病院の状況を外部へ一切出すことが出来

アによる積極的活動、避難者同士の互助の精神

ず、津波の危険性が残るなか最後は伝令と言う

など、

形で職員を派遣しなければならなかった。衛星

ると感じている。

電話は必須であろう。
第三は非常用の物（食料、水、自家発電機な

ど)、重くないもので高価なもの（内視鏡セット

へ

[15]

なさけ"がまだまだ日本には根ざしてい

被災直後の石巻市立病院の状況を報告した。

多くの犠牲者の方々のご冥福をお祈り申し上
げます。

[16]
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東日本大震災でおきたこと

た。ところが一￨聯にして水かさが急上昇し、あた

遠藤文朗

り一面どす黒い海に変貌し、多数の車が波に翻弄
されていた。二階が破られる気配に、母を背負っ

その日激しい揺れが収まってから、医師会と連

て梯子からロフトに登った。すると下で人声がす

絡用のトランシーバーをオンにしておいた。職員

る。救援隊？二階のガラス戸から入ってきた二人

が医師会の交信を聞いたようで、 10mの津波が来

の男女で、それぞれ車でだいぶ流されてから、玄

るので日和山に逃げるという内容だったらしい。

関ポーチの屋根に引っかかって脱出してきたのだ

あまり深刻にはとらず、それでも医院の前の国道

った。

が渋滞していたので、簡単な片付けの後、徒歩で

その後も押し寄せる波と瓦礫がぎしぎしと不気

牧山に逃げるように職員に指示した。外に出ると

味な音をたて、近所の空を火事の炎が赤く染め、

建物の周囲に水が噴き出し、液状化のため駐車場

生きた心地がしないまま朝を迎えた。幸い津波は

の車が30度くらい傾いていた。近くの工事現場の

二階の床直下で止まり、水の引くのを待って二人

屋上で、作業員たちが北上川の方を指さしながら

は自宅を目指して行った。

何か叫んでいる。まさか津波が見えている？外に

震災二日後、瓦礫を登り墓石の間を縫って、避

迷い出た柴犬をつかまえて、二階の自宅に上がっ

難所の湊小学校へたどり着いた。途中遺体があっ

た。隣の母屋から妻が足の悪い母をやっとのこと

ても誰も気に留める余裕もない。泥だらけの廊下

で連れてきた。間もなく道路向かいの倉庫の横か

にすし詰めの教室。既に重症者はヘリで運ばれて

ら突進してくる水が見えた。でもせいぜい膝の高

おり、一部の患者を診たものの、何も治療手段も

さくらい？浸水はしても何とかなるだろうと思っ

ない。瓦礫をかき分けて家に現れた検診の木村主

へ

一
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任に元気の一部を分けてもらい、電池切れのトラ
ンシーバーを交換してもらった。

うだめだと思ったが、友人の手助けでヘドロと瓦

礫出し作業をやっているうちに、気持ちが前向き

が佐藤薬局からかき集めてきた薬を合わせて、薬

になってきた。しかし全てのライフラインが途絶

効別に仕分け作業をやり、富山の薬売りのように

えたまま、瓦礫の壁に囲まれて暮らし、満潮時の

箱を持って彼と教室回りを始めた。しかし我も我

冠水で川になった道路を眺めていると、気持ちが

もと希望者が殺到したため、二部屋を終わったと

萎えてくるのは避けられない。せめて早めに瓦礫

ころで日が落ちてしまった。帰り道は釘がむき出

を除去して欲しいと市役所に足を運んだが、何も

しの瓦礫に加えて、蓋のない水没マンホールがあ

変わらず時は過ぎて行った。

結局、瓦礫が撤去されてクリニック前面が姿を

次の日は希望者を前もってピックアップし、診

現したのは、震災から82日目だった。掘り出され

察する場所に出向いてもらう方式に改めた。経過

た車は4台で、幸い遺体は出なかった。津波で壊

をフォローし、薬の重複を避けるにはカルテは必

滅した周辺の地域は、震災復興計画の網に入って

須である。医師会から届いたA4コピー用紙に、

先が見通せない。日本中がんばろうの大合唱の中、

手伝いのボランティアが情報を聞き書きしてから

私は廃業の結論を出した。この地を離れ、医師と

診察することにしたので、流れがスムーズになっ

して別な道を進む決心をした。命拾いした患者さ

た。それでも長蛇の列で血圧を測る余裕もなく、

んには本当に申し訳なく、会った人に「先生、何

マンパワー不足は何ともならない。後日佐久間実

時あけんのつしや？」と聞かれるのが辛く悲しい。

香先生や妻を引き込んでチームらしくなり、不思

元みなとの内科クリニックの患者が受診した時は、

議な連帯感が生まれた。そのうち千葉大や日赤の

特に優しく診て下さいねと、会員諸兄にはお願い

医療チームが来るようになり、私は撤収した。

したい。フェードアウト．．………･…。

クリニックは天井が落ち、壁に穴があき、器械

へ

は全て水没し、惨循たる状況だった。一見しても

翌日避難所に医師会から届いた薬と、佐藤さん

るので、非常に危険である。
へ
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南三陸町はほぼ壊滅」

大震災を経験して

「若林区の海岸に数百人の

遺体」などと言う、耳を疑うようなニュースが

大場

明

2011年3月ll日、午後の診療を始めてしばらく
した頃、子供の聴診をしていると椅子に座ってい

次々に報じられ、どうやらとんでもない事が起こ
ったらしいという事が次第にわかってきた。
翌日になっても家の周りの水は引いておらず、

られないほどの激しい揺れがはじまった。子供は

電気、水道も無いので3月13日の救急当番は無理

診察台の下にもぐり込み、母親はデスクにしがみ

と思い、水をかき分けて日赤の小児科の伊藤先生

ついていた。事務室のカルテ棚がカルテごと勢い

にこの件について話に行くと、 日赤の玄関前とロ

よく倒れて、事務員の椅子がつぶれ、身長より大

ビーは、搬送された救急患者とトリアージのスタ

きくて重い薬品保冷庫が倒れかかってきた。職員

ッフで野戦病院の様なありさまだった。

と二人で必死に保冷庫が倒れるのを支えていたが、

13日、首都圏と関東に住んでいる長男と次男が

揺れはなかなか収まらず、 とても長く感じられた。

現地で合流し原発が爆発した福島を避け、新潟と

長い揺れが収まった時思ったのは、

「これが、以

山形を通って、水と食料を車に積んで、安否を確

前からそろそろ来ると言われていた宮城県沖地震

認のためやってきた。知人の安否を確かめると言

だろう。これで地震は終わった。建物も無事だし、

う彼らと一緒に大街道、中浦方面に向かうと、ま

この程度の被害なら良かった」と言うことだった。

だ広い範囲が水没し、家の残骸や、流された車が

迂閼なことに津波の事には全く思い至らなかった。

至る所に散乱しており、あまりに変わり果てた街

すぐ停電になり、残っていた患者さんの診察を済

の様子に呆然としてしまった。幸い私の診療所と

ませ、手書きで処方菱を書いてわたすと診療所を

自宅は床上浸水を免れ、冷暖房の室外機、自家用

閉めて職員を帰宅させた。

車、看板照明などが浸水して壊れただけで済んだ。

隣接する自宅に戻ると台所は割れた食器で足の

15日ようやく車で動けるようになり医師会に行

踏み場も無い。そこへ、車で外出していた家内が

ってみると、 1階は浸水の被害を受けながらも、

血相を変えて戻ってきた。カーラジオによると大

会長はじめ職員の方々、動ける医師の方々が市内

津波欝報が出たとの事だ。診療所の前の道路の方

の避難所への医療支援に動き始めていた。私も初

を見ると、工業港方面から、蛇田方面へ避難しよ

日青葉中、翌日渡波小へ同行し、それ以後、隣の

うとする車で大混雑していた。私の家のあたりは

薬局から薬剤を提供してもらって単独で私が校医

海岸から何キロも離れているので、まさかこのあ

をしている大街道小と釜小の救護室へ毎日通った。

たりまで津波が来ることは無いだろうとのんびり

3月20日頃からはこれらの避難所にも全国から

かまえていると、見る間に道路が水没し、つい先

の医療支援チーム、DMAT、 JMATなどが来る

ほどまで走っていた車も消えていた。一台の車が

ようになったので、 21日頃から自院の再開に向け

水をかき分けるように走ってきたが、家の前の道

スタッフを招集し、院内のかたづけなどをはじめ

路で力尽きるように止まってしまった。中から出

た。この当時ガソリンがとても手に入りにくい状

てきた人が何とかうちの車でけん引して駐車場の

態だったので、職員達はほとんど全員が古い自転
車を探し出して遠くから自転車で通勤してくる事
になった。電気は3月22日に復旧したが、水道が
出ないので、診療再開当初は、給水所で汲んだ水
をバケツに貯めておいて、 トイレの水洗に使うと
いう状態だった。当院が診療を再開したのは、 3
月24日だった。その後、今回の津波で、以前うち
の診療所に来ていたお子さんの多くが亡くなった
り行方が分からなくなっている事がわかった。

方へ車を引き上げてくれと頼んできた。駐車場の
方が道路より数十センチ高くなっているので、こ

の時点では半分ほど水没を免れていた。その車を
ロープでけん引して引き上げているうちに水位は
さらに上昇し、駐車場も水没、自宅物置と床下ま
で浸水した。車の人は帰れなくなりその夜、点滴
室に泊まって行った。夜になって電気も水道も無

い中、ラジオで情報を聞いていると、

「女川町、

角

へ
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3．11大震災
亀田内科皮膚科クリニック亀田智統
3月ll日、2時46分、大地震がきた。数日前の少
し大きな地震のあと余震が時々あり、おかしいな
とは思っていたが、ガタガタ大きく揺れ始めた時、

へ

晩二階の自宅に泊めた。貯水槽のようになった一
階部分は余震がくる度にザバーン、ザバーンと音
がしていた。この出来事が夢であって欲しいと願
い、娘の無事を祈りながら寝た。
翌朝、まだ水は腰ぐらいまであったが、とにか

く娘を迎えにいこうと家をでた。あたり一面水没

宮城県沖地震がとうとう来たと思った。一旦揺れ

し、海のようになっていた。黒い泥水は冷たく、

が収まったかと思った瞬間また増強し、立ってい

ガチガチ震えながら水の中を歩いた。通りには車

られないほどで、椅子と机につかまりながらかろ

が数珠のように並び重なっていた。大通りに出て

うじて体を支えていた。待合室はキャーッという

200メートルぐらい歩き、ようやく水から出てヘ

叫び声があがり、看護婦たちと患者が体を寄せ合

ドロだけになった。幼稚園は日和山にあり津波の

っていた。長いと思った。幸い患者にけがはなく、

形跡はなく道は乾いていた。幼稚園の園庭に入る

帰っていった。玄関を閉めようとしたところ、ガ

と、先生が私達の姿を見つけ「りさちや−ん」と

ラスで手を切ったという患者が入ってきた。処置

娘の名を呼んだ。その瞬間、娘は無事なんだとわ

室・診察室は器具や器材などが散乱していたため、

かりほっとした。昨夜は園児40人ぐらいが、バス

待合室で縫合した。停電でテレビが見れず、車の

の中で一夜を過ごしたらしい。バスの運転手さん

ラジオを聞きに行ってみたが、 うまく情報は得ら

には、気丈なお子さんですね、頑張ってましたよ

れなかった。津波審報はまだなかったと思う。ス

と言われた。娘と手をつなぎ歩いた。途中、製薬

タッフをとにかく早く家に帰そうと思い、 もう渋

会社の方に出会い、避難していた東邦薬品さんに

滞が始まっていたので遠方以外は徒歩で帰るよう

よらせてもらった。バッテリーを利用したテレビ

に指示した。昔買った発電機を回そうとしてみた

がついていて、津波で破壊された街、炎に包まれ

が動かなかった。院内をかたづける気にはならず

ている街、ビルの屋上からヘリで救助される人々

二階にあがった。3時半頃だろうか、何気なく外

の映像が映っていた。なんだ、これ？…ようやく

を見ると医院前の道路に水がちょろちょろ流れて

事の重大さがわかってきた。東日本大震災、 とん

きた。津波？と思い見ているとどんどん水の勢い

でもないことが起こったと思った。

が増し、そのうち車が次々と玉突きのように流れ

へ

[19)

医院の水がひくのに3日かかった。 13日になり、

てきた。今考えると、まだ水が入らないうちに大

院外薬局の社長、専務、医院の会計士さんがリュ

事なものを二階に運んでおけばよかったと思うの

ックを背負い様子をみに来てくれた。水、食料を

だが、なんかただ荘然と見ていた。水はどんどん

届け、自分の被災状況を伝え、最後に皆、 とにか

かさを増していった。あの時間にスタッフを帰ら

く命が無事でよかったですよ−と言った。ライフ

せてまずかったかと思った。

ラインはすべて途絶しており、職員とはまだ誰と

日が暮れても水はいっこうに引かず、結局当院

も連絡がつかなかった。幸い自宅部分が二階にあ

は床上1m50cmぐらい浸水し、医療機器やレセコ

ったので避難所に行かなくてすんだ。日の出とと

ン、カルテほか医院部分のすべてと自家用車2台

もに起き、毎朝1〜2時間ぐらい街の様子を見に歩

が水没した(そのうち一台は買って1カ月もたって

いた。門脇・南浜町一帯の有り様を見たときは涙

いない新車だった)。雪がちらつく寒い日だった。

が出た。情報はラジオから得ていたが、途中から

5歳の娘は幼稚園で連絡はつかず、地震があった

日和山の新聞店で新聞を無料で配っているのを知

時間は送迎時刻の前だからおそらく園にとどまっ

って毎朝通うのが日課になった。戻ってきてから

ているはずだと自分に言い聞かせた。夜、窓をあ

朝食を三人で食べた。新聞は隅々まで読んだ。日

けると真っ暗闇で、遠くのほうからかすかに人の

中は3〜4時頃まで片づけをし、 日が暮れる前に夕

叫び声や助けを求めるような声が聞こえた。当院

飯の準備をし、夜は懐中電灯とろうそくで過ごし

の駐車場では車が一台とり残されており、車の屋

た。暖房器具はなかったので家の中でも厚い靴下

根の上で助けを求めていた女性2人を救出し、一

をはき、セーター、ダウンを着ていた。食事は冷

〔20〕

石巻市医師会報2011.7,9No.247〜8

蔵庫の中のものを順番に食べた。カセットガスコ

クリニックは4月18日に診療時間短縮で再開し

ンロをひっぱりだし、鍋でお米を炊いたり、缶詰、

た。最初は浄化槽が被害を受け外来トイレが使え

インスタント食品、お菓子も大事な食料であった。

なかったが、部品もはいらないため修理は7月に

娘が少しでも楽しいようにと"おうちキャンプと

なってからであった。皮膚科優先で診療再開した

いっていた。仙台から製薬会社の人も何人か救援

ためまだレントゲン等の内科医療機器は入ってい

物資を届けてくれた。中には奥さんのお料理をタ

ない。診療を再開した当初は患者の7〜8割ぐらい

ッパにたくさんつめて持参してくれたMRもいて

は被災者で、家族を亡くし涙を流す人、避難所か

ありがたいと思った。数日たつと少しずつ職員が

ら通院してくれる人、失職し途方に暮れている人

歩いて様子をみにきてくれて、徐々に安否確認が

もいた。

できた。婦長は、病院からの帰り道で津波に遭い、

石巻は震災後数日間は情報も入らないし､発信

道路に車を乗り捨てコンビニヘ逃げ込み、水には

も難しい状況であった｡以前勤務していた石巻市

浸かったが、お店の棚にのっかっていたところを

立病院がある南浜町は壊滅し､まるで空襲か原爆

夜中に自衛隊に救助されたらしい。数日後、伊原

でも落ちたような焼野原の状態である｡石巻赤十

津から1時間半かけて、御主人と自転車で来てく

字病院は野戦病院と化し､開業医の先生も避難所

れた。自宅一階部分は津波で流されたそうだ。向

で尽力された方も多いと思う｡私達にも医師会か

こうでは何人も死体が浮いていて、金品を死体の

ら打診があったが､その時はとてもその余裕がなく、

ポケットから盗んいる人もいて、地獄のようだ、

そういう医療活動はせず申し訳ない気持ちであっ

こっちはましなほうですよと言った(大街道沿い

た｡その後､宮城県保険医協会副理事が視察に訪れ、

の、コンビニ、スーパーなどは入口が壊され、品

地域医療復興のためにまず自分の医院の再開にが

物が持ち出され治安は悪くなっていた)。婦長は

んぱるようにと助言いただきありがたかった。

泣きながら抱き着いて私たちが無事でよかったと

先日行われた川開きに家族3人で行ってみた。

言った。岩手の一関在住の義父は、震災5日目に

だいぶきれいになっていたが被災の傷跡がまだ

石巻に来たようだが、駅はまだ冠水しており通行

生々しく残る街並みの中に大勢の人出があり、若

禁止で、そのありさまをみて私達は死んだかもし

い人たちの楽しそうな笑顔を見て石巻の力強さを

れないと覚悟したと言っていた。

感じた。必ずや復興してくれると信じている。最

10日目、職員を招集し本格的にかたづけ始めた。
職員12人は全員無事だったが、車が健在だったの
は、 2名だけで皆自転車か徒歩通勤だったので、

後に見た花火を忘れることはないだろう。
被災はしたが、あせらずゆっくりやっていこう

と思う。心配し、メールや電話、お見舞くださっ

週3回予定を決めて集合した。女川在住の看護婦

た方々に心から感謝し、この場をかりて御礼申し

は、帰宅途中うまく日和山に逃げ、車、命は無事

上げます。

だったが、家は流され避難所の女川体育館から通

勤してくれている。事務員の1人は波にのまれた

また、震災でお亡くなりになられた方々のご冥
福をお祈り申しあげます。

が、歩道橋の手すりにしがみつきながら冷たい水
に8時間浸かり、自衛隊に救助され低体温症で仙

津波で色とりどりの立派な金魚が8匹、大きい

石病院に入院し助かった。震災3日目に｢車は見つ

桶ごと流されてきて、我が家に棲みついた。震災

かったが娘がまだ家に戻ってこない｣と家族が心

3週間目に自宅駐車場周りの泥かきをしていてた

配して探しに来たときは難しいかなと思ったが、

またま見つけたのだが、3週間餌を与えられずに、

無事を確認できてほっとした。電気は2週間後、

寒い外に放置されていたにもかかわらず、わずか

水道、ガスは4月初め頃復旧した(4月7日の大きな

の水たまりの中で元気に泳いでいたのである。さ

余震で再び2〜3日止まった)。駐車場は一面の泥

っそく金魚の飼い方を調べ、水槽を買ってきて自

と、がれきが散乱していたのでさすがに業者に清

宅で飼い始めた。今は、金魚に癒されている。

掃をたのんだ。植木は塩害で死に、老木のように
なった。

角

がんばろう石巻！被災地の復興、未来を祈念し

ています。これからもよろしくお願いいたします。

へ

石巻市医師会報2011.7,9No.247〜8

(21]

乗り越え玄関から室内に入り、地震で物が散乱し

震災体験記

た家の中で、コートを見つけて羽織り、財布など
岸

幹夫

の貴重品とデジカメをつかんで再び避難のため外

初めに、この度の大震災で被害に遭われた方に

に出ました。その頃には大街道方面で習い事をし

は、心よりお見舞い申し上げます。そして、この

ていた妻が車で帰宅し、避難の準備を済ませると、

場をお借りして、今回の被災に際し、有形無形の

妻と長女、それに義母の四人で日和山に向かう事

ご支援を賜りました全ての方に感謝の意を表させ

を決めました。駐車場には3台の自家用車があり、

ていただきます。

1台は電動シャッターに閉じ込められ乗り出すこ

とは無理、残りの2台はすぐにでも乗り出すこと
2011年3月11日金曜日、いつものように電子カ
へ

ルテのユーザー仲間と仮想医局のようなチャット

駐車場の前の県道は内海橋方面に向かって大渋

をしながら、午後の診療を開始していました。突

滞でしたが、 日和山方面はほとんど走っている車

然、荒海を航海する船にでも乗ったかのような激

も無く、車での避難も十分可能と考えられました。

しい揺れに見舞われました。机上の30インチのデ

しかし、家族の中に車での避難は危険なのでやめ

ィスプレイが倒れそうになり、慌てて両手で押さ

ようというものが居て、結局徒歩で石高の長男を

えながら収まるのを待ちましたが、いっこうに止

迎えがてら山に登ることになりました。足の遅い

まる気配はありませんでした。小康状態になった

義母の歩く速度で、 日和山に向かいました。

頃合いをみはかり、職員ともどもクリニックの正

旧市役所横の坂を鹿島御児神社方向に向かって

面玄関から上履きのまま外の駐車場に避難しまし

上がりました。日和山の頂上付近の道路は片側が

た。幸いにも、患者さんは少なく、受付にたまた

車の数珠つなぎ状態で多くの車が津波を恐れて避

まやって来た方を、事務員が機転を利かせて急い

難しているようでした。その頃には下界には津波

で帰していました。駐車場に出てからも地面は揺

が到達していたのかも知れませんが、今回のいろ

れ動き、地鳴りと共に、まわりの電信柱や電線が

いろな方の震災体験記に津波のものすごい音がし

波打つようにうねっていました。

たなどと書かれているような物音は耳に届かず、

隣家の蔵の屋根瓦と、そのまわりの石塀が崩れ

へ

ができる状態にはなっていました。

また津波その物を眼にすることも無く、小雪がち

落ち、自宅駐車場にがれきの山が出来ていました。

らつき始める中を、高校に着き長男を引き取ると、

駐車場はゴルフ練習場として使っていたため車は

さて次はどうしたものかと思いましたが、たまた

無く、たまたま人の出入りも無かったため人的被

ま長男の友人(K先生の御子息）が一緒に居て、

害は免れました。

身元を一緒に引受け、 日和山在住のK先生宅に一

揺れがやっと収まり、いつの間にかやって来た

義母が近くの旧北上川を見て、川の水位が下がっ
ているので津波が来ると言い出しました。職員に

時避難させて頂く事となりました。
停電し、携帯電話も使えず、ラジオもなく不安
な時間が過ぎました。

指定避難先の石巻中学校に行くように指示しまし

あたりが薄暗くなると南浜町方面の空が薄赤く照

た。私自身も、七分袖の白衣という着の身着のま

らし出され、黒煙が棚引いているのがわかりまし

まで飛び出していましたので、自宅に戻って防寒

た。

対策をしてから避難しようと考えましたが、自宅

命からがら山にあがったため生活用具はおろか、

は電気錠のため停電で外から開けることが出来ず

診療道具も持ち合わせず、救助活動に思いを致す

途方に暮れかけていました。しかし、幸運なこと

ような状況ではありませんでした。

もあるもので、たまたま当日は長女が学校が休み

翌3月12日、鹿島御児神社近くの高台から下界

で屋内に居て、何度か大声で外から名前を叫び続

を一望、多くの家が流失しているのを目の当たり

けましたら、やっとの事で玄関から出てきました。

にし、夢か幻で有って欲しいと祈るような気持ち

隣家から崩れ落ちた大きな岩の固まりなどが玄関

になりました。気を取り直し、持ち出したデジカ

前に堆積し小山を作っていましたがおそるおそる

メで我が家方向を撮影、画面を拡大、細部を観察
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すると、かろうじて自宅とクリニックは残ってい

的な参加をするという気持ちになれませんでした

るのが判りました。

が、徐々に気を取り直し、避難先から一番近い石

K先生宅から長靴を借り、探検をすべく、山を

巻高校での救援医療活動に参加することにしまし

下りました。石巻小学校まで来ると、そこここに

た。当院に通院していた患者さんも多く受診し、

横転したり、歩道に乗り上げている車が何台かあ

再会に安堵しました。

るのが見えました。その辺りから道路一面に黒い

着の身着のままで命からがら避難した方も多く、

ヘドロが堆積し始め、道路には車や瓦礫が山のよ

中には自宅1階にいて津波が天井まで30cmの所ま

うに積もり普段通っていた道を普通に歩けるよう

で押し寄せ、頭ひとつ出て助かったなどという方

な状態では有りませんでした。人跡未踏のジャン

も居て本当に生きるか死ぬかは紙一重という実感

グルか、難関の登山路を行くような状況で何とか

を持ちました。

自宅までたどりつきましたが、川側の窓一面が瓦

震災一週間後、やっと携帯電話が通じるように

礫混じりの津波でぶち破られ、玄関の大きなドア

なり、仙台の中学に通学し、震災後音信不通で行

も吹き飛ばされていました。

方不明だった次男が、数奇な経過をたどり大崎市

1階はヘドロと瓦礫が堆積し、2階におそるおそ

る上がると、床上まで浸水した跡があり、 しばし
莊然自失状態となりました。

隣のクリニックに向かおうとすると、これまた
ヨットや漁船、

ドラム缶、流出家屋などの残骸の

山で、たどり着くのも大変な状況でした。

二重の正面玄関が津波の衝撃で吹き飛び1階全
体に瓦礫とヘドロカ錐積していました。
エコー、内視鏡、パソコンなど全ての医療用器
械や、電子カルテと併用していた紙カルテの山が

重油のようなにおいのヘドロに埋もれていました。

古川の見ず知らずの方の家に保護されていること

が判り、安堵しました。
仙石線で通学しており、ちょうど下校時刻に地
震に遭遇していると思われ、 もし電車に乗ってい
れば、津波にもろに遭遇し脱線転覆した仙石線の

乗客の一員だったかも知れず、家族ともども、不
安な一週間を過ごしていました。しかし、自家用
車は全部流され迎えに行くこともままならず、や
っと知人から車を借りて迎えに行けたのはその一
週間後でした。

それにしても、今回の大災害で、津波災害最前線

クリニックの2階は自宅と違い、わずか舐mほど

で、家族が生き死にを分けたのは、普段の心がけも

のところで床上浸水を免れていました。15年前に

さることながら、ちょっとした幸運が重なったかど

当地に赴任した際に、過去にチリ津波などの浸水

うかというのが印象です。たまたま長女が学校が休

被害に遭っていることを聞かされていたため、代

みで、自宅に居たために電気が止まって屋外からカ

替えの不可能な電子カルテ、CR、エコー、心電図、

ギが開かなくても中からドアが開けてもらえ避難の

電子的文書などのデータは2階サーバールームに保

準備が出来たこと、長男を迎えに行ったら日和山在

存するシステムを構築していました。おそるおそ

住の知人宅に避難できたこと、次男がいつも乗る電

るサーバールームにしている院長室のドアを開け

車の発車時刻より前の地震であったため、間一髪難

るとサーバーパソコンは机の端から落ちかかって

を逃れることが出来、たまたま親切な人に遭遇した

とどまり、医療用データ保管の為のNASは何とか

ため、一週間無事に過ごせたことなど…

机に乗って居るのが見えました。しかし、大型の

最後に、私の在住する地区は復興計画の真っ只

ワインセラー1台が倒れかかってドアが外れかかっ

中にありますが、8月中旬現在、5ヶ月が過ぎよう

ていて行く手を阻みうっかり動かすと中のボトル

としているのに、何の公式の計画の発表もなく、

が全部外に飛び出しそうになりそうで手が付けら

被災した施設・設備の復旧に手が出せず、本当に

れず、そのまま引き下がらずを得ませんでした。

国や、県、石巻市の対応の遅さにあきれざるを得

避難時に持ち出した簡易防災無線で医師会や医

へ

ない状況です。頼りになる国のリーダーが不在で、

師会長と交信、情報交換をしました。最初はグラ

政治の混迷と無策が日本をこれ以上悲劇的状況に

ウンドゼロとも言うべき被災地最前線で、自宅や

陥れないように、一介の開業医としても、ただた

クリニックが壊滅的打撃を受け、救援活動に積極

だ祈るばかりです。

へ
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透析センターでの東日本大震災
石巻赤十字病院木下康通

2011年3月11日(金)、午後2時46分、大地震が

のまま透析のベッドで宿泊した。スタッフも多
くが帰宅できず、病院に泊まった。

石巻医療圏では地震に備えて圏内の透析施設4
施設(石巻赤十字病院、宏人会石巻クリニック、

襲ってきた時、石巻赤十字病院透析センターで

仙石病院、真壁病院)と周囲の2施設(南三陸志津

は13人の患者さんが透析治療を受けていた。医

川クリニック、登米市のやすらぎの里サンクリ

局にいた私は激しい地震の揺れの中をよろけな

ニック）で石巻圏透析施設災害時ネットワーク

がら透析室に走った。透析室ではスタッフが散

(IHD)を設け、災害時の協力体制を構築、MCA

開し患者さんのベッドサイドに寄り添い、患者

無線を用いた災害時の通信訓練などを行ってい

さん方は騒いでいる様子もなく治療を続けてい

た。震災直後、石巻圏内の3施設には連絡がつき、

た。災害時のマニュアル通りで、たいしたもの

いずれの施設も停電・断水などのために地震直

だと思った。5年前に新築された赤十字病院は免

後に透析を中断、透析が行えない状況であるこ

震構造でがたがたといった揺れ方はせず、ゆ−

とが分かった。圏外の施設には連絡がつかなか

らゆら、グーラグラといった感じの揺れかたを

った。明日以降、他院の多くの患者の透析を当

する。その威力であろう、病院はこの地震でも

院で行わなければいけないであろうことが予測

建物自体に大きな被害はなく、透析室も輸液ポ

された。また、震災の直後から固定電話、携帯

ンプが一台破損した程度で、モニター転倒、血

電話いずれも不通となり、患者さん達との連絡

液回路の離断、機器の故障といったトラブルは

手段はなく、明日自院の患者さんがいつ何人位

なかった。地震と共に停電、断水、ガス供給停

来院できるのかも不明であった。とにかく朝か

止となったが、自家発電がすぐに作動し、 また、

ら来院した患者さんを順番に透析を行う予定に

透析液用の水は貯水槽から供給されていたので

し、翌日に備えた。

透析に支障はなかった。透析の中止．継続の判

3月12日(土)、前日来のテレビの情報などで大

断は20分後と指示し、地震および病院の被害状

地震の様子は幾分わかったが、この時点では被

況等の情報収集を行った。病院の被害が大した

害の大きかった石巻にはマスコミが入っておら

ことがないことはすぐにわかった。停電がなく

ず、石巻自体の状況はよくわからなかった。し

テレビから情報が入ったので大地震であること

かし、石巻医療圏で透析が可能なのは当院だけ

もわかった。病院では直ちに災害対策本部が設

だということはわかった。従来、地震では3日間

置され、外来診療等は中止、院内には救急患者

を切り抜ければ何とかなるといわれていたので

の来院を予想してトリアージエリアが設置され

スタッフ自体も被災を受けていたが、 とにかく

職員が配置された。このような災害が起きた場

今日、明日は頑張りましょうということになっ

合、通常は余震等でのトラブルを避けるために

た。

透析治療を中断することが多いが、今回は大災

自院の透析予定の患者さんだけでなく、他院

害であることが予想され、明日以降の透析治療

の金曜日透析のできなかった患者さん、土曜日

の可．不可が予測できなかったため、できる透

が予定の患者さん達が透析を受けようと次々と

析は本日やってしまったほうがよいと考え透析

訪れた。志津川からは救助された透析患者14名

を継続した。午後の透析の患者さんで透析の開

がヘリコプターで搬送され、透析施設は津波で

始を待っていた方達の治療も新たに開始した。

流されたことがわかった。石巻赤十字病院の透

この日は朝にたまたま機器の故障があり、通常

析施設は30台の透析ベッドがあり、通常1人の患

の透析の予定が2時間弱遅れ、また、地震のため

者さんの透析治療時間は4時間が多く、準備の時
間なども入れると1日1ベッドを2回転させて計60
名の患者さんの透析治療ができる。石巻医療圏
は透析ベッドが不足していて、当院ではもとも
と1日60名前後の患者さんの透析治療を行ってお

遅れて来院した患者さんもいたため、透析は23

時45分までかかったが、特にトラブルはなく終
了した。帰宅できない患者さんが多数病院に泊
まった。一部高齢の患者さんは透析終了後、そ

へ

へ
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り、通常の治療を行ったのでは新たな受け入れ

あるが可であった。仙台の宏人会病院に連絡が

の余裕はなかった。そのため午前9時から開始し、

つき、透析を待っている石巻クリニックの患者

すべての患者さんの透析時間を3時間に短縮、可

さん44名を仙台で透析してもらうこととなった。

能な限りの人数の透析を行うこととした。午後

地震3日目の混乱の中で仙台までの交通手段の確

には120名以上の患者さんが来院、来院患者さん

保は行政に依頼しても困難であったが、透析患

全員を透析できないことが判明、一部日曜日に

者さんの縁を頼ってなんとかバスを2台チャータ

予定してもらった。結局、翌日の午前3時までか

ーし、仙台に患者さんを送り出し破綻をまぬが

かって、自院の患者41名、他院の患者79名、5ク

れた。その日は結局夜の12時まで自院の患者17

ール、計120名の患者の透析を施行した。透析の

名、他院の患者85名、4クール、 102名の患者さ

治療には他院のスタッフも多く加わり、協力し

んの透析を行い終了した。

て治療を行った。
へ

3月14日(月)、地震は3日間乗り切れば大丈夫

石巻医療圏にはこの時点で総数540名前後の透

という透析施設の言い伝え？は外れて、混乱は

析患者がいた。 12日(土)と13日(日)で透析をし

まだ続いていた。石巻クリニックの患者さん240

なければいけない患者は、 11日に透析をできな

名を何とか仙台での透析でお願いし、残った300

かった患者と12日透析予定の患者の計約300名で、

名前後の患者さんの透析を施行するために、透

12日に透析をできた患者数は120名、計算上13日

析時間1名3時間、 1日4クール、週2回で行うこと

(日)に透析必要な患者は全員来院したとすると

とした。石巻クリニックの患者さんは石巻赤十

約180名となり、当院で1日で透析可能な患者数

字病院をベースにして、 1日100人弱が2台のバス

を超えていた。

に分乗し1台は2往復で仙台へ通うこととなった。

3月13日(日)、災害時のマニュアルに従い病院

これにより石巻医療圏の患者さん方に透析を提

の災害対策本部とは別に透析室の災害対策本部

供できる体制ができた。この日も深夜1時までか

を透析室内に設置した。メンバーにはIHDの参

かったが114名の患者さんの透析を施行した。

加施設のスタッフも加わった。石巻医療圏の他、

へ
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3月15日(火)、前日、東北大学病院血液浄化療

仙台医療圏など宮城県内の透析施設の地震情報

法部より日本透析医会を通じて透析患者さんを

を収集し、石巻医療圏の透析患者の透析ベッド

被災地から後方搬送したらどうかという提案が

の確保が必要であった。また、患者さんと電話

あり、避難所で不便な思いをしていた志津川か

連絡ができない状況で適切な透析のベッドコン

らの患者さん17名をわずか1日の準備期間で山形

トロールを行うためには、各施設毎の患者さん

へ送りだした。この日以降は透析回数を週2回に

のコントロールが必要であった。

減らしていることもあり、 100人以下の患者さん

朝から金曜日、土曜日に透析ができなかった

を3‑4クールで透析を行い、その日のうちには透

各施設の患者さんが来院した。透析室の周辺の
フロアは避難している透析患者さんと新たに来

析を終了することができた。

院した透析患者で混乱し、患者さんも必死であ

北大学や仙台赤十字病院への入院・転入院、透

ったが対応したスタッフも血眼であった。午前

析患者さんの避難所の確保・集約化、患者さん

中には透析の必要な患者さんは100名あまりに達

の避難所、自宅からの交通手段の確保など多々
問題はあったが、3月21日より仙石病院透析再開、
3月24日、真壁病院透析再開。当院は3月28日

し、赤十字病院だけでは当日中に透析しきれな
いことがはっきりしてきた。固定電話、携帯電

その後も透析材料の確保、透析患者さんの東

話、MCA無線では圏外施設との連絡は不可であ

(月)から通常の透析体制に復帰することができ

ったが、この頃から病院で準備した衛星携帯電

た。その後も石巻クリニックの患者さんはバス

話で他施設の状況がわかるようになってきた。

で仙台や大崎、そして仙石病院などの代替施設

仙台社会保険病院、仙台の宏人会木町病院、宏

に通わなければいけなかったが、4月19日には施

人会中央病院、大崎市立病院などは透析可、大

設が復旧し、石巻医療圏内の透析施設は震災前

崎の永人会病院、仙台赤十字病院などは制限は

の体制となった。
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震災直後、石巻医療圏での透析医療の提供は

助、そして、石巻市、自衛隊、東北大学、透析

かなり困難であったが、何とか最低限の医療は

医会、救護班の方々などの支援によるものと思

提供できたように思う。自らも被災を受けなが

う。

ら働き続けた各施設のスタッフの尽力、石巻医
療圏の透析施設間の協力、仙台の透析施設の援

一

一〜

最後に地震で亡くなられた当医療圏透析患者
さん27名の御冥福をお祈りいたします。

ノ

｡

0■■■■

〃
＝

■■

■

○
へ

①2011年3月13日､仙台赤十字病院透析室。
透析業務を共に行っている､赤十字病院､仙石病院､石巻
ｸﾘﾆｯｸ､真壁病院､南三陸志津川ｸﾘﾆｯｸのスタッフ

②2011年3月15日､仙台赤十字病院透析室。
朝の対策会議に参加した､赤‑1‑字病院､仙石病院､石巻
ｸﾘﾆｯｸ､真壁病院､やすらぎの里サンｸﾘﾆｯｸ､南三陸
志津川ｸﾘﾆｯｸのスタッフ

へ
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201 1031 1

久門俊勝
午後の診療が始まった。いつも通りの金曜の午

共に薬も水没したとの事）
自院の床上30cmまで上がった海水が3日目には
引いたが、建物の周囲は未だ海原状態で、フロア
には約lcmの厚さのヘドロが残った。足を踏み入

人は待っていた。突然診察室がガタガタと横に揺

れると、ヌルリとしていてゴム長を履いても滑っ

れた。地震だ。

「いつもより大きい」と感じた直

て危ない。外部とは連絡が取れず、家の外にも出

後であった。鉄筋コンクリートの建物が、バキバ

られない。それならばと、早期の診療開始を目指

キ音を立てて激しく大きく揺れ、電気が消えた

して妻と二人でただひたすらヘドロ排出作業の数

（写真：タイムレコーダーの時計の針が、2時47

日を送った。最後は近所の人6名がボランティア

「鉄筋のこの建物がこれだ

で手伝ってくれたおかげもあり、3月22日、電気

け揺れるのは、半端じゃないですよ」と誰かが言

も水も未開通ではあったが、聴診器と血圧計だけ

った。2階に上がって院長室のドアを開けると、

の診療再開に何とか漕ぎ着けることができた。し

本やら雑誌やら印刷物やら何やらが散乱していて

かし、周辺道路の冠水のために、診療の開始時刻

足を踏み入れることができない有様であった。外

の遅れや終了時刻の切り上げなどの影響がこの後

では甲高いサイレンが鳴り響き、防災無線は大津

しばらく続くとは、思ってもみなかった。

波警報を叫んでいる。

「大津波」がどの程度の規

模なのか認識できぬまま、診察室に戻り、待って
いる患者とスタッフにすぐ帰宅するよう指示した。

すると「○○さんと△△さんが､今白飲む薬もな
いのでどうしても薬を出してもらわないと困る、
と言ってます」と看護師が言う。この緊急時に、
と思いながらも処方菱を2枚書いた。このどさく

さでスタッフの退去が5分遅れたが、これが幸い
にも全員の命を救う結果となったのだった。通信
手段が途絶した中で、スタッフの最後の一人の身
の安全力雅認できたのは、震災後8日目の3月18日
であった。
へ

宅に着いた途端に薬は車ごと流され、 1人は家と

後である。4〜5人は診察しただろうか。まだ2〜3

分で止まっている)。
へ

[27]

（後日談：2人の患者のうち、 1人は自

〔28〕
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東日本大震災を体験して
坂井武昭
突然襲来した東日本大震災から4ヶ月経った。

5日目の朝、診療所2階に避難していた6名が帰っ
ていった。職員の家族も消防署勤務の夫・消防団
員の父が行方不明、住居流出者が2人おり、その

まま避難所生活となった。あまりにも大きな被害

石巻市は津波の直撃を受けた地区、地震火災津波

の前に只呆然と立ちつくし、なす術を知らなかっ

に見舞われた地区、 日和山に守られ津波の直撃は

た。3人の職員が出勤してきたがその日は何も手

なかったが浸水し湖状態になった地区、津波の後

を付けられず帰宅させた。

も地盤沈下で冠水し苦しむ地区、比較的被害が少

翌日から床に散らばっているカルテなど書類・

なかった地区と地理的条件により被害状況は一様

血液入りの試験管などを片付けてから、ヘドロ掃

ではない。

除の開始である。ヘドロは女性職員の手に負える

私の住む中里地区は強い地震のあと、地域一帯

津波の海水が引かなかった。あたり一帯の水没は
4日間も続いた。診療所も自宅も1階は床上1.3mも

ものではなかった。義兄達の手を借りて外に出し
ていった。

へ

掃除をしていると避難所から、薬・インスリ

水に潰り、レントケン装置をはじめ、すべての医

ン・咳止め・下痢止め・便秘薬を求め大勢の人々

療機器・電話機・レセプトコンピューター・カル

がやって来た。来院する人々の求めに応える必要

テ・薬剤などが水没した。自宅に帰れなくなった

に迫られ、一人一人面談して薬を出し続けた。極

職員・患者併せて6人が診療所の2階で5日間孤立、

寒の中での作業で両手が蝉れてくる。

私達も自宅2階に幼児3人を含む家族7人が1階の水

助けられたのは息子の友人達からである。石油

にとじ込められた。雪の降る中、水道・電気・ガ

ストーブ・灯油・ランプ・軽自動車・おにぎりの

スが断たれ、食料も少なく寒く不安な数日を送っ

差し入れは有難かった。

たが、幸いなことに妻が水・カセットガスコン

5日後には、医師会事務局から阿部さんが安否

ロ・懐中電灯を用意していたので、これで数日は

確認に来てくれた。多くの医師会員・医師会職員

凌げる。一番の心配は6ヶ月の孫のミルク、幼児

やその家族が被災し犠牲者も出ていたのを知った。

達の食事を最優先に、大人は少ししか食べずに水

この時点で会員達はどうしていたのだろう。私が

も節約した。すると排尿は1日2回で量も極く僅か、

知り得たことを記してみたい。まず御近所の田中

数日我慢すれば乗り切れると思ったが自宅2階で

典和先生をお訪ねした。

の不自由な生活はその後3ヶ月間続いた。
翌朝2階から外を見ると、あたり一帯は水の中

である。向かいのデイケアセンターも孤立し職員
が屋上に出て手を振り助けを求めている。やがて
「SOS高齢者が15人おります」と書かれたシー

「地震当日、小児科健診

中で市役所に避難し、そのまま4日間そこで医療
活動をしてきました」とお元気なのに鷲かされた。

御子息の中山先生も避難所の中里小学校体育館に
宮城先生と共に巡回診療をされていた。来院した

巻については何も伝えていない。3日目の朝、救

市の保健婦さんから、震災翌日から佐藤清涛先
生・遠藤先生が共に自院が全壊したにも拘らず避
難所を回っていることを知らされた。また青果市
場・市体育館・西高体育館などが死体安置所と化
し、警察医の佐藤保生先生はじめ警察協力医や各
地からの法医学者・歯科医達が辛い作業を行って
いたことを検死を手伝った歯科医の長男から聞い
た。被災者である当会の会員達は、それぞれが独
自の判断で職責を果たしていたのである。

急隊のゴムボートが来た。 1階の屋根に出てミル

被災後約2週間経ったある日、私は自転車で市

ツが下げられた。数時間して、自衛隊・岡山県・
広島県のヘリコプターが次々やって来ては高齢者
を釣り上げて飛び去った。まるで映画のシーンの

ようである。

不安だったのは石巻についての情報が全くなか
ったことである。通信網が破壊され、ラジオをつ
けても大船渡、陸前高田や仙台の報道はあるが石

クとパンを手渡してくれた。隊員に「他の地域は

内を走って見た。中里から水没した畳や荷物が道

どうですか…」と問うと「ここが一番程度がいい、

端に山積みの駅前北通りを抜け、白幡外科.よし
ろう内科に行ったが、人影はなかった。ついで山

他所は大変な状況です」という答が返って来た。

へ
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へ

内皮膚科・齋藤産婦人科・二宮外科と回った。齋

大規模な地震の後の津波で、東北地方太平洋沿岸

藤先生の自宅の石垣は無残に倒れ、自宅廊下のガ

は壊滅したこと。それによる犠牲者も多く地域の

ラス戸は破れていた。 1階全滅の二宮外科は2階で

産業も破壊され、人口の減少が認められた。石巻

診療していた。内海橋を渡り瓦礫の山に囲まれた

地域は完全に打ちのめされた。親の代からこの地

鈴木皮膚科、冠水している上瓦礫で入口にも近寄

域で医療活動をし、引き継いだ全財産を失い、廃

れないみなとの内科の有様を見てから、佐久間眼

業して石巻を去る仲間もいる。一方で全国各地か

科小児科に行った。自宅の庭には流れて来た車が

ら自衛隊・瞥察・消防・自治体のボランティアな

仰向けになっていた。そこから鹿妻方面には進め

どの救援活動が迅速に行われ力強かった。私が目

ず内海橋を引き返し、熊井皮膚科・岸内科・川原

にしたのは北海道北見の救急車・新潟県新発田や

田内科を見て回った。どこも泥だらけで何も手が
付けられていない。港湾病院に向かったが、瓦礫
の山で通れない。迂回して裏口から入り、石田秀

三条の消防車・自衛隊や熊本の給水車・ガス復旧

一・佐藤満生両先生が無事なのを確認した。お二
人共間一髪だったと言う。帰りは北上川岸を河口

一員として、私の診療所には兵庫県医師会理事が
訪れ、待合室で「阪神大震災の時の御恩が忘れら

は大阪ガス・パトロールは兵庫県警など。医療面
では息子の友人が札幌からプライマリケア学会の

に進み、跡形もなく流出した佐藤内科医院を通り

れず、御恩をお返ししにやって来ました。どんな

石巻市立病院に向かった。市立病院への道は陥没

ことでもやらせて戴きたい。お願いします」と患

していて海水に洗われていた。玄関前の柱には倒

者に向かって挨拶された。次いで仙台市医師会も
永井会長はじめ役員10数名が視察と援助目的で来

壊の危険ありと紙が貼られていた。佐藤内科クリ
ニックは1階が鉄骨むき出しだった。周辺は焼け

院された。国中に連帯感が生れていた。

野原で爆撃の跡のよう。その中を日本製紙工場に

東日本大震災後、自己本位ではなく社会に貢献

進んだ。その日は天気が良いのに向かい風が強く

する振る舞いが町のあちこちで見られるようにな

ペダルは重く感じた。

った。

診療は震災10日後から午前中のみ開始した。診
療といっても、話を聞いて、薬の見本を示し、薬
を出す作業である。来院する患者の大部分が家・
家族・車・船・仕事を失っている。家族と安心し
て住める土地で、心穏やかな生活が出来るという
へ

[29]

最近診療中に神社の神主の患者から聞いた話で
「震災後、神社の階段を掃除している人が
いました。声を掛けるとボランティアで石巻に来
ある。

たが牧師が本業だと言うのです。牧師が神社の清
掃をするのかと言って声をあげて共に笑い合った

幸せが一瞬にして奪われたのである。生命を失っ
た人は溺死・圧迫死・低体温死・焼死が多い。高
齢者にも厳しかった。当会訪問看護ステーション
によると約100名いた対象者が45名となり、その

…」続けて言った。 「ボランティアの人達は、い
ままでの日本人とは人種が違うのです…」
私は社会の一員として、他人のために汗を流す

多くの人が死亡されたという。
今回の震災の特徴は百年から千年に1度という

いることに希望を持った。この国はきっと復活す

ことに生き甲斐を見い出す日本人達が生れてきて
る。
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東日本大震災の経験
ささき整形外科医院佐々木仁行

署へ行って搬送をお願いしましたが、水で車が行

けないということで酸素ボンベ(0.52)を持たされ
て帰ってきました。

3月11日午後2時46分、私は膝の患者さんの診察

4日目に水が膝下になったので患者さんを車いす

をしていました。始めは横揺れの地震だったので
大丈夫と言って患者さんを診察台に座らせていま

に乗せて石巻赤十字病院に連れて行くことにしま
した。移動中に自衛隊の車に会い、応援をお願い

したが、すぐ縦揺れの地震になり周りの薬品棚や

したところこころよく車に乗せて連れて行ってく

パソコンのテレビなどが倒れ大丈夫でなくなりま

れました。本当に一安心でした。ライフラインは

したが、患者さんが私の手をつかんで離さなかっ

全部だめなので石巻市医師会の災害医療対策委員
会の決まりに従って、5日目から診療所の薬と処置

たので逃げることが出来ず、診療所は壊れないで

くれと祈る気持ちでした。地震がおさまった後、

セットを担いで消防署・小学校・中学校・高等学

まず患者さんには支払いはしないですぐ帰っても

らいました。さらに戸締りをして職員を帰そうと

校の避難所を回って診察や処置を行いました。避
難所めぐりは疲れましたが体力的には問題なかっ

考えたのですが、ラジオで津波警報が出ているの

たのですが、階段の上り下りが効いたのか帰って

を知り、まず職員に目の前にある開北小学校に避

くると内出血していた左足関節がひどく腫れて靴

難するよう指示しました。私は戸締りをして妻と

を脱ぐのも困難な状態でした。痛みに対しては鎮

犬を連れて学校に向かおうとしていた時、近所の

されたので面倒をみることにしました。患者さん

痛剤を飲むより、夜に買い置きしていたビールを
外で冷やして飲むことで癒していました。捻じっ
た時から足関節の弾力包帯固定はしておりました。
DMATやJMATが石巻市に入ってきたので、

を誘導している時、私は左足関節を捻ってしまい

自分は診療所を片づけて3月22日より診療を開始

ました。一瞬の痛みはきつかったのですが場合が
場合だったので骨折などは頭になく我慢できまし

しましたが、電気・水道・ガスが復帰していない
ため灯油のストーブ1台では診察室は寒くて、ポ

た。そうこうしているうちに職員が小学校は混乱

ケットにホッカイロを入れて仕事をしましたがカ

してて中に入れなかったので戻ってきました。ど

ルテに字をかくのが大変でした。

慢性閉塞性肺疾患で酸素を使用している一人暮ら
しの女性をケアマネージャーが連れて来てお願い

の程度の津波が来るか見当はつかなかったのです
すぐに水を二階の風呂の中とバケツに汲ませまし

3月29日にやっと電気と水道が復帰したので、

まず自分の足関節をレントケン撮影してみました。
腓骨遠位端の骨折がありましたが3週間も経過し

一冊

が、以前病室だった二階に避難することにして、

タヨ

た。さらに以前から準備をしていた飲み水・挑帯

ているのでギプスもないだろうと思い弾力包帯固

ガスコンロ・米・灯油のコンロなどを二階に移動

定を続けて様子を見

しました。

ることにしました。

いつの間にか調剤薬局の家族と職員、隣の夫婦
と犬1匹、通院している夫婦、うちの職員で19人

強い余震が続いてい

と2匹の犬の避難所となってしまいました。

があり痛みに耐えら

へ

たのでいつも緊張感

すが、道路は人の胸位の高さまでの水が来ました

折は3ヵ月半かかっ
患者さんには生活は

ましたが、人数が多かったので大変でした。一番
困ったのは、酸素をしている患者さんの酸素の予

房も復帰したので午
前・午後の診察が可

備がなかったので、男性職員に水の中近くの消防

能となりました。

I

■ ■ ■ ■ ■ １ １ ！

﹃■■■■■■●

■ロロｒ

︺

』

ｒａｌ

ます。4月からは暖

麺麹砺１群

定と免荷歩行を勧め

冷凍室にあった魚や肉を少しずつ出して食べさせ

仲剥靴

大変ですがギプス固

にはでれなかったので、炊き出しの温かいご飯と

何

ド

下堂

入りませんでした。4日間道路は冠水していて外

ｌｒ

て骨癒合しましたが、

くなっていたので津波の水は玄関を越えて中には

﹄

が、診療所と自宅は道路からゆるやかな傾斜で高

７

れたのでしょう。骨

■ＦｒＬ

地震から1時間位経過してからだったと思いま

⑨

左
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私と東日本大震災

嬉しい驚き

佐藤隆俊

大震災で多くのものを失いました。しかし貴
重な体験もしました。まず、多くの方々よりと

震災の時

当院は、北上川より約80mの場所に立地して

ても温かく有難いお心遣いを頂き、深く感謝し

いる4階建ての有床診療所です。3月ll日の大震

ております。昨今、 とかく我欲に奔りがちな日

災の時には、約4mの高さの津波が押し寄せてき

本人が多いのですが、我々国民も決して捨てた

ました。瓦礫と汚泥は1階の天井まで流入し、待

ものではなく、世界に誇れるものをもっている

合室には2台の車が流れ込み、

レントゲン、

CR、エコー、CT、MRI、PACS、遠隔画像診断

へ

[31]

と思います。又、非常に驚いたこともあります。
4ヶ月近く休院して再開した時に、患者さんから

装置、 レセコン、骨密度計測器、4台のウォータ

「再開してもらい、本当に有難うございます。」

ーベッド、その他数多くの医療機器が破壊され
てしまいました。その際MRI棟も傾いてしまい

というお言葉を数多く頂いたことです。なかに
は涙を流して心から喜んで下さる方もいらっし

ましたので、その後撤去せざるを得なくなりま

ゃいます。近所で便利だから、 とかそういう自

した。

分の都合のために喜んでいる方ばかりではない

当時、入院患者が19名おり、外来患者、従業

のです。当院の周辺では亡くなられた先生もお

員等合計56名程が屋上に避難しました。なかに

られますし、

は重症な患者もいて、建物の周囲の水が少なく
なって、車が通れるようになった3日後に石巻赤

況のなかでも、何とか頑張って同じ地域で再開

十字病院に救急車で搬送しました｡56名分の水
も食料も日に日に残り少なくなってきましたの

また廃院したところもあります。

とにかく私が生きていたこと、そして大変な状
したことを、医師と患者という関係ではなく、

人間同士がもつ自然な感情から、皆が素直に喜

で、帰宅可能な方はギプスをした状態でも極力

んでくれたのです。震災前は少しでも長く待た

帰宅してもらい、避難所に移られる方はそのよ

せたり、あるいは救急車を引き受けたりして、

うにお願いして、2週間以内に全員無事退所しま

診察の順番が違ったりすると、スタッフへのク

した。

レームは非常に強いものがありました。なかに

はそのせいで心傷つき職場を去って行った者も
有床から無床へ

以前は19床の有床診療所でしたが、 7月1日よ
へ

りの再開後は無床となりました。4階建ての建物
は1階は診療部門となり、 2階にある風呂場は避
難所にいる方やボランティアの方に開放してい
ます。しかし他の場所はあまり有効利用されて

いました。しかし、今はそういうことはほとん

どありません。以前と比べて極めて平穏な気持

ちで仕事をしております。私は再開する前には、
私のような一介の開業医が、患者さんからまさ

かそのような言葉をかけてもらうなどとは、夢
にも思ってもいませんでしたので、いたく感激

いるとはいえません。私は20数年間、有床診療

しました。被災により、物質的なものはほとん

所を経営しておりましたので、無床の診療所で
はどのような患者を受け入れ、 また、どのよう
な治療まで可能なのか、戸惑いました。以前は、

ど消失してしまいましたし、再開後の患者数は
以前と比べかなり少ない状態です。しかしとて

度々救急車を引き受けていましたが、今は診断

も奇妙なことではありますが、自分が医師とな
ってから34年間のなかで、現在が一番平和な気

後のことを考えると、初めから救急車の受け入
れの多くを断らざるを得ない状態です。質、量
ともに守備範囲が減ってしまい、そういう面で
も一抹の寂しさもあります。 しかし、 これも時

持ちで仕事をしているのでは、 と感じておりま

代の流れ、 自然の流れと思います。有床医療機
関を祖父の時代より約95年間程続けてきました
が、今年でその役目も終わりとなりました。

ます。

す。同時に患者さんの信頼に極力こたえていく

ためにも、 自分自身も今後さらに勉強していき、
真蟄に診療にあたらねばならないと思っており

今後に向けて

〔32〕
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信頼に値する医療を行うには、極力正確な診

は、交通事故がらみの方が入院した場合、入院

断をすることが大事なことと思います。検査が

中の管理は楽ですが、医療以外の問題で面倒な

必要な時は、その設備がある所に依頼するか、

ことに巻き込まれたりすることもありえます。

または自分自身が検査機器を用意して施行する

そういう意味では入院施設がなくても未練はあ

か、いずれかが要求されます。7月1日の再開時

りません。しかし、以前あったMRIは何とか整

には、レントゲン、CR、エコーを再度新しく購

備したいなと思っています。そうしないと自分

入して再開しました。そして、8月9日には4列の

自身に対しても、この街に対しても「頑張れば

マルチスライスCTを設置し、再びPACS、遠隔

何とか以前のように復興することが可能なん

画像診断も始めています。現在当院は、建築制

だ」と自信をもつことができないからです。当

限区域内にあり、先行きが不透明ですが、いず

院は、北上川から少ししか離れておらず、地盤

れまた、MRI棟を造りMRI診断をしていきたい

沈下もみられます。大潮の時は、水が道路に上

と思います。当院は、火災保険に入る時に担当

がります。又、周りを歩いている人はまばらで

者から地震保険に入っても、津波や洪水には適

す。夢みたいな話であり、人からは放漫経営と

用にならないと説明を受けていた為、加入して

言われるかもしれませんが、それでも私は、自

いませんでした。経済的にみれば、かなり寂し

分が納得できる診療をしたいのです。

へ

いものがありますが、 17年程そのスタイルで診

療していたため、それらの検査設備がないと、
とても心許無い感じがするのです。

「信頼」を悪用する悪徳建設業者
現在「絆」

「思いやり」

「心をひとつに」

「信頼」という言葉をよく耳にします。そして
街のこと
当院の周辺の建物は、ボロボロに破壊され、

実際、現在でも当地石巻には多数のボランティ
アの方がいらして貴重な汗を流して下さってお

惨惜たる光景です。以前は夜にはネオンが多く

ります。このように日本中が心を通い合わせ、

輝いている所でした。しかし、今は夜になると

助け合っているこの時期に極めて残念なことで

真っ暗になり、 とても寂しい所になってしまい

すが、

「信頼」言葉を悪用する悪質な建設業者

ました。何人かの方から、ここにはもう誰も住

が実在しております。被災された国民が再び甚

んでいる人がいないのだから、 もっと内陸で仕

大な損害を被る恐れがありますので、私が実際

事を再開したらとか、どこかで勤務医になった

経験したことをお知らせします。私は20年前に

らとか、 60才だし定年で仕事を辞めている人も
いるので、この際廃業するのも…とのアドバイ

東証一部上場のN建設という中堅ゼネコン会社（
以下ゼネコンN社)に建築を依頼して鉄筋4階建て

スもうけました。経済的なことを考えると、確

の診療所を建てました。被災後、そのゼネコン

かにその道が一番楽な選択と思います。しかし

N社が訪ねてくれました。

私は、当地石巻で育ち長年住んでいたため、や

い、安心して任せてください」とのことでした。

「心配しないで下さ

はり石巻、それも北上川沿いのこの地に思い入

この建物のことならすべてよくわかっているだ

れがあります。自分の力なぞ極めて微微たるも

ろうし、 まるで地獄で仏に出会ったように思わ

ので、思い上がりと言われるかもしれませんが、

れたので、今回の復旧工事をお願いしようと、

もし私も廃業することになれば、廃虚ともいえ

調べてもらいました。すると、エレベーターは

るこの街の寂しさが、 さらに加速されてしまう

ドアが壊れているのだけをみて、別のエレベー

のではないかと思い、あえてここで再開するこ

ター会社のものにそっくり交換するように。受

とにしました。医院でも、お店でも、企業でも

水槽も全く調べることもなく、即、全部交換と

再開することは街にとって、非常によいことだ

のことでした。しかし知人を介して別の会社に

と思います。しかし質、内容が前と同等か、で

みてもらったら、いずれも一部の部品交換のみ

きればそれ以上であってほしいし、 自分自身も

で使用可能であることが判明しました。実際、

そうしたいと思っています。入院設備に関して

その後少しの修理をしただけで順調に機能して

へ
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おります。見積り額はゼネコンN社は約'億円、

へ

必要性のない工事まで勧めたり、価格をつり上

別の会社は約5,500万円でした。下請業者が一部

げるなど、人の弱みにつけこんだ、モラルに反

共通しているのにも関わらず、元請け業者によ

する業者が実在することはとても悲しいことで

って金額が実に2倍近くも違うのです。私は見積

す。被災地の方は現在、相見積りをしたりして、

り額が低い方に依頼しました。しかしたとえ安

客観的な判断や選択をすることが事実上できな

くても、出来上がりは以前の新築時よりも、は

い弱い立場にあります。その方々にすれば、再

るかに縞麗で素晴らしいとの評価をうけていま

び多大の労力を要することになり大変なことと

す。被災地では建設する人手が少ないため業者、

は思いますが、是非できる限りの注意と調査、

特に以前に自宅の新築に手を貸してくれた業者

情報収集をして、後悔することのない再建の道

をとにかく 「信頼」して、すべてをお願いする

を歩んで頂きたいと願います。

しかない状態です。人手がないと言いながら、
へ

(33]
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佐藤三吉

平成23年3月11日午後2時46分午後の診察開
始は3時昼休みを終え診察の準備をしていた。
最初の揺れはめまいかと思った。食器棚が倒れ、

物が散乱したが壁に手をついて体を支えた。幸
い診察前で待合室にはスタッフだけだった。診
察室の医療器具・カルテが散乱していた。スタ
ッフは全員外に避難した。みんな家族が心配と
いうことで、何かあったら医院に戻ってくるよ
うにと伝え帰宅させた。
十三浜方面のスタッフを帰宅させることに跨

跨したが、食べ物飲料水を持たせ、必ず連絡す
るようにと言って帰宅させた。車を持たず家族

朝が来る度、水が引いていることを祈ったが2
日・3日たっても水が引かず4日目に食料もなく

なり胸まで水に浸かりながらJAビルを脱出した。

と連絡がつかないスタッフを妻の車に避難させ、
妻と二人で医院の散乱を今後2人でどうしようか

救援が期待できないと判断した、JAスタッフの

と考えていた。医院前の道路のマンホールから

提案だった。凍える様に冷たい水だった。泥水

水がわき出てきた。水道管でも破裂したのかと

のため足下は確認できず、瓦礫を拾って杖にし

思い様子をみていた。このときは医院まで浸水

た。倒れても転んでも助けてくれる人はいなか

するとは夢にも思わず、道路の水を呆然と見て

った。皆自分のことで精一杯だった。

いた。その後の悲惨な体験に、このときの呆然

自宅付近の土手にたどり着くと大勢の人が家

とした時間がどれくらいなのかわからないが。

族をさがしていた。幸い自宅マンションは、浸

道路の水が数十cmになった所で避難したほうが

水は免れていた。9階の自宅はガラスや壁のレン

よいと思い、私の車と妻の車に食べ物・水・毛
布・懐中電気・充電式ラジオなど積み込んだ。

ガ．壊れた電化製品.割れた食器．壊れたダンス

医院裏手の中里小学校に避雌しようと準備し
た。帰宅したスタッフに医院に不在の時は中里
小学校に避難していると伝えてあったからだ。

など散乱していた。自宅を少しずつ片付け寝る
場所を確保して家族3人ほっとしたが、車も無く
どうすることも出来ず絶望的だった。

5日目に腰まで水に浸かりながら医院に行った。

しかし中里小学校が避難者であふれ住吉中学校

津波後初めて医院に入った。泥水・悪臭で医療

に誘導されたため、医院にとどまった。

器具．倒れたカルテが泥まみれだった。床上1メ

水の勢いが増し道路を横断することが出来な

ートルの浸水だった。為す術がなかった。そこ

くなった。車を少し高い駐車場に避難させたが

から家族と被害が軽微だったスタッフとともに

最終的には3台とも浸水して廃車となった。

少しずつ、少しずつ掃除をはじめ綺麗にしてい

最後まで妻と娘と医院に残ったが、道路の水

き泥まみれの機器類を全部運び出し、カルテも

が1メートルを超えた所で水流が勢いを増したの

一枚一枚洗って気の遠くなるような作業をした

で危険を感じて隣の石巻JAに避雌した。この時

(カルテ洗浄は5月までかかり毎日夜中の12時ま

はなぜ中里に水が流れてくるのか理解できなか

で作業した)｡電気・水・ガスは無かったが何と

った。

か3月31日には、投薬のみの診療が出来るように

車に積んだ食べ物．ラジオは浸水して取りに

なり、4月2日頃にやっと代替の処置用のユニッ

行けず、体一つで避難した為、何もなく4日間

ト・レセプトコンピューターを借りる事が出来、

JAビルに孤立していた。救援もなくJA職員がわ

少しずつ他の機器類も入れ替え普通の診察が

ずかのお菓子と水を避難者に配給してくれた。

徐々に出来るまでとなった。スタッフや家族の

ビルの窓から浸水する医院を呆然と見ていた
（写真)。

毎巳

力を借りて無我夢中でやってきたが、現在通常
の診察をしていると夢だったのかと思う時もあ

へ
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る。掃除や修繕をしても未だ残る泥水跡・悪臭に

た妻を案じながら、未曾有の大震災を教訓に今

家が流失のスタッフ2名・全壊2名・家族が未
だ行方不明のスタッフ1名と3月11日以降人生が

後の生き方を見つめ直していきたい。

犬は死んだろうなと思い、涙が出てくる。子供た
ちの教育が済んでいてよかったなとも思った。勝

佐藤満生

手口の戸は開くので、寒いのでときどき中に入っ

あの日、ほんのちょっとした理由で、逃げおく

た。外でずっと立っていたので、中では倒れてい

れて、閉じ込められてしまった。

連れていた二匹の犬を道端にいた近所の人にお

へ

激変してしまった。震災で足の具合を悪化させ

津波の恐ろしさを痛感している。

あのとき

へ
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た洗濯機に坐って過ごしたりした。近所から若い
女の子と思える泣き声が聞こえてくる。しかしど

願いして、自分の家に走っていたときに、今まで

うしようもない。腕時計の夜光があるおかげで、

聞いたこともない物凄い音がした。その直後に二

何時なのか分かるので助かった。寒い。とにかく

階よりも高い高さで層をなして、すごい速さで、

寒い。発泡スチロールの箱を胸に押し付けるとち

津波が襲ってくるのを真正面に見た。慌てて自分

ょっと暖かく感じた。余震が何回も来た。中にい

の家へ駆け上がった。二階の勝手口には買い物品

ると恐いので、その度にまた戸の外に出る、寒い

を入れる発泡スチロールの箱が二三個あり、それ

のでまた中に入る、 というのを繰り返した。冷蔵

にのって窓の桟に上がったが、あっという間に首

庫の牛乳を少しずつ飲んでカロリーと水分を補給

の高さまで水が来た。幸い、第二波は第一波より

した。向かい側はいぜんとして燃え盛っている。

小さく来たので、助かった。当初、津波は繰り返

近くのショッピングストアも燃えている。4時過

しやってきた。家屋がフワッと浮くのも見た。屋

ぎ、風が止んだ。煙がただよって、 目とのどに謬

根の上に人が居て、引き波で流されていくのをみ

みて痛かった。朝5時半ごろ、辺りは白じんでき

た。あのひとは助からないだろうなと思いながら、

た。決行しよう。こうもり傘と発泡スチロールの

見ていた(そのひとは乗っていた家屋がビルにあ

箱を持ってそろりそろりと外に出た。道路に出る

たったとき、乗り移り助かったことを、後日知っ

と、 まだ膝よりも高く水があった。泥水なので見

た)。辺りはおそらく3メートル程度の水がたまり、

えないが、路面にはいろいろのものがあるらしく、

しかも流れがあるようなので、そこからは動けな

歩きにくい。傘で探りながら歩いて、道路の幅を

くなった。向こうの小高いところに、妻が手を振

横断した。道路の向こう側は燃え残った瓦礫の山

っているのを見た。そばにあった発泡スチロール

である。まだくすぶっている上を歩いた。瓦礫は

の箱を持って、振って答えた。雪がどんどん降っ

暖かかった。だが足場は不安定で、二三度転んだ。

てきて寒い。だんだん暗くなってきて、不安な気

そこを過ぎて、燃え残っている住宅の辺りを歩い

持ちになってくる。家屋が流れていく、火災がど

て、崖まで到着した。救助に使われたのか、救助

ことなく発生してくる、流れていく家屋が衝突し

用のはしごが崖にかかっていた。そのはしごを上

てやがて火が出てくる、そういう状況を見ていた。

って、遂に安全な場所に立った。胸の中に、大き

隣のコンビニの建物はとうに無い。家の前の道路

く大きく込み上げてきた。

の向かい側に連なっている家々に火が移っていく。

ないで生きていこう」と思った。自分の姿を見て、

ガスボンベでも爆発するのか、 きのこ雲も見た。

変な顔をする通りすがりのひともいた。濡れてい

「もう何も文句を言わ

すっかり夜になって、辺りは全く真っ暗である。

るし、汚れているし、何ともみすぼらしい格好だ

火災の辺りが明るく見える。じっとそこに居るし

ったのだろう。親戚の家へ歩いた。妻と会った。

かない。大丈夫だろうかと不安がよぎる。二匹の

足元には二匹がしっぽを振っていた。
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一警察医からみた津波
佐藤保生

泣きました。母も無事でした。後顧の憂いから

解放され検死も軌道に乗り出しました。兄も警察
医でしたので、手分けして検死を行いました。東

私は昨年在宅医療専門の診療所を開設しました。
その後警察医にもなりました。その結果、今回の

京方面から応援の医師も来てくれました。応援医

津波により私は診療所の立て直しに加えて検案業

ーつとしていますが、明日はしっかりやれます」

務という重い課題を負うことになりました。その

などと張り切っていました。私より年上と思われ

師の士気は高く、 「昨日は2時間しか寝てなくてボ

ことにより少し違った視点をもつことができたよ

る医師が、ここでテントを張ってもいいですかと

うに思われます。もとよりごく狭い領域の経験で

おっしゃっていたのには驚きました。 1週間ほど

すが、そこから普段は見えなかったものが垣間見

して体育館では手狭になり検死の場は旧青果市場

えたような気がします。皆様にそのへんをお伝え

に移りました。警視庁からの応援部隊や大学から

できればと筆をとりました。

の応援医師が入り、大規模になってきました。私

私の診療所は海から2kmほどのところにありま
した。安全地帯のはずでしたが、黒い水が押し寄

は災害死の検死を離れ、一般検死を担当すること

せ、大慌てで隣のマンションに逃げました。 「南
浜町が燃えてる」という話を聞いても、隣接した
地域にある自分の実家まで燃えているとは思いま
せんでした。翌日診療所を見ると床上80cm程水が

ました。津波の影響で一般検死も増えました。自

入りヘドロに覆われ本や家具が散乱し、入る気に
もなれない状況でした。その足で母と兄夫婦を探
しに山の避難所に行きました。最初に行った避難

になりました。ご遺族の家や警察署で検死を行い
殺も多くなりました。
警察の人たちの奮闘は驚嘆に値しました。 lか
月以上警察署に泊まり込んでいました。髭ぼうぼ
うでした。多かれ少なかれ皆被災していました。
家族を亡くした人もいると聞きました。

体育館で検死をしている時、昼食にパンが2個

所は急遼遺体安置所に変わっていました。警察の

でました。

人に「先生良<来てくれました。検案お願いしま

ていた警官もいました。食パンの時もありました。

す」と言われました。

「まず肉親の安否確認に行
って来ます。夕方来ます」と言って他の避難所に
向かいました。途中で知り合いから兄の家が斜め

付けるものが何もないので、皆でブルドッグのと

になり兄が助けを求めていたと言われました。4

蓄は結構あるのに小出しにしているところをみる

か所避難所を回りましたが、母も兄夫婦も見つか

と、幹部は長期戦を覚悟しているようだ」と一人

「かみさんに1個持っていく」と言っ

んかつソースをかけました。不思議なことにカツ
サンドの味がしたように思いました。

「食糧の備

らず、名簿にも載っていませんでした。メッセー

の警官が言っていました。3月の下旬には長男と

ジもなく、避難所に来た形跡はありませんでした。

次男が診療所の復旧のために駆け付けました。何

助からなかったと暗謄たる思いで遺体安置所に向
かいました。遺体安置所である市の総合体育館に

が必要かと聞かれたので「ビールで宴会しよう」

はすでに10体ほどの遺体がありました。新たな遺

お菓子を買ってきてほしい」と話しました。夜長

体が到着すると、警察の人たちがエネルギッシュ

男と二人でカステラを届けました。ごくささやか

に検案にとりかかりました。私は家族が運ばれて

な差し入れでしたが、当時の私にはこの程度のこ

と言いました。

「それから警察に届けたいので、

きたらどうしようと思いながら遺体を診たり検案

としかできませんでした。部屋に入ると「おばん

書を書いたりしていました。体育館は寒く、震え

です」

ながら書きました。警察官がカイロをくれました。

長男はすごい緊張感だと感じ入っていました。

原発のニュースが皆の心を暗くしていました。ヘ

角

「こんばんは」と一斉に声がかかりました。

途中から私は一般検死に回ったと書きましたが、

ドロに覆われた真っ暗なメインストリートを歩い

時々は災害死と思われる遺体もみました。内臓が

て帰ると「死の町だ」と思いました。翌々日の3

無くなっている遺体もみました。

月13日には妻に安否確認を依頼し検死業務を行い

れたんですよ。ここにカモメの糞がついています。

ました。その夜避難所に兄夫婦が訪ねてきました。

やつらはやわらかいところが好きなんですよ」 1

「カモメに食わ

へ
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か月たつと遺体の傷みも激しくなってきました。

頭のない遺体も診ました。2か月過ぎた今も遺体

へ

被災はつらいことですが、いいことも多くあり
ました。親族や友人が懸命に私たちの消息を調べ

の捜索と同定は毎日行われています。顔では分か

たことを後で知り恐縮しました。40年前の学生時

らないので、歯の治療歴やDNA鑑定で決めてい

代に付き合いのあった方からお見舞金とともに感

るそうです。5月18日に私の診療所に来た若い警

動的なお手紙をいただきました。私が友人に書い

官に、私が友人に書いた手紙を見せました。その

た手紙を読んだのでと書いてありました。臨海鉄

中に警察の人々の頑張りを述べた部分があったか

道で働いている方です。

らです。その警官は突然泣き出しました。帰る時

向けて石油を満載にした貨物列車が毎日発車して

にこう言っていきました。 「先生がこのような気

ゆきます。少しでも被災地の皆様の支えになれば

持ちでおられるのでしたら、私たちも頑張ります」

と、現場に立っています」この一節には涙がでま

「今、私の鉄道から北に

彼らがいかに辛い仕事をしているのかが分かり、

した。私はこの手紙のコピーを蕃察にも届け、こ

私も身のひきしまる思いでした。

んなに石巻の復興を願っている人がいます、多く

警察の人たちのすごいところは手を抜かないこ

の人たちに読んでほしいと話しました。

とです。非常時でこれだけの数をこなさなければ

在宅医療は患者さんのお宅で行なわれるのが特

ならないのですから、少しぐらい省いてもいいの

徴です。診療所がヘドロで汚れていても、車さえ

ではと私なら思いますが、彼らはきちんと決めら

手に入れば往診はできます。私は避難先に4晩泊

れた通りにやります。医師が髄液を採らなければ

まりましたが、その間にも往復2時間半歩いてホ

ならない場合があります。時には採るのが非常に

ンダまで車の購入に行きました。二日行きました

困難なケースがあります。採取不能としても仕方

が、 ともに店は開いていませんでした。その後注

ないと思うのですが、

「先生頑張って」とあきら

文した車がくるまで、代車を貸してくれることに

めません。問題のあるケースは、あの多忙の中で

なりました。一方3月20日には廃車寸前の車を借

も大学に送り司法解剖をしてもらっていました。

りることができました。翌日には「在宅医療に使

医学的にほぼ説明できるような場合でも、 きちん

ってください」と知人の息子さんが名古屋から持

と答えをだそうと司法解剖を厭いませんでした。

ってきたガソリンを20L分けてくださいました。

どうして、これだけのエネルギーを使って遺体

へ

(37)

これに力を得て翌日3月22日初往診を行いました。

捜索をし、きちんと人物を同定し遺族に引き渡す

3月28日に施設に往診したところ、往診車を満タ

のだろうと考えさせられました。結局は人を大切

ンにしてくれました。

にすることだと愚考しました。その意味で医療と

がいると、 とても助かります」ガソリンが手に入

根は同じだと思います。対象とする人間が生きて

らない時期でしたので、こんな嬉しいことはあり

いるか、死んでいるかの違いがあるだけです。

自衛隊の活躍はマスコミでかなり報道されてい
ます。当地で私が見聞した印象は、優しさでした｡

「私たち、先生のような人

ませんでした。私たちの医療を支持してくださる
人たちを、このような形で知ることができようと
は被災するまで考えてもみませんでした。

給水車に水をもらいに行くと｢何杯でもいですよ」

ボランティアの活躍もめざましいものがありま

とにこやかでした。私が担当していた患者さんの

した。瓦礫を片付けるには、 とにかく頭数が大事

ベッドを家から出せなくて家族が頼みに行ったら、

です。あちこちにボランティアの集団が認められ

数人でやってきて簡単にだしてくれたそうです。

ました。次第に道路もきれいになっていきました。

石巻市の大川小学校では多くの生徒が亡くなりま

私は検死と在宅医療に時間をとられ診療所の片付

した。生き残った同校の女児から「日本をたすけ

けが思うように進まないため応援を依頼しました。

てください。いつもおうえんしています。じえい

ボランティアが6人やってきて、黙々と診療所前

たいさんありがとう」等と書かれた一枚の便葵が

の駐車場のヘドロを片付けてくれました。後でお

届けられたそうです。この手紙のコピーを隊員は

礼状を送りたいので名前を教えてくださいと言っ

胸のポケットに入れて働いているそうです。小さ

ても名乗らずに帰ったそうです。診療所の前にオ

な女児の手紙は隊員を揺さぶったようです。

ープンスペースがあるため、毎日のように炊き出

〔38〕
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しが行われました。

「どちらからいらしたのです

か」と尋ねると「東京です」

「新潟です」

県です」それだけで自然と頭が下がります。

「香川

レベルです。医師の意識改革が必要でしょう。平
時の発想を捨て、死にもの狂いにならなければな

「ご

りません。被災を通して、誰が日本を守るのかが

ちそうさまでした」と深々と頭をさげていった男

見えてきました。戦後の焼野原から復興を勝ち取

性がいました。石原軍団も1週間炊き出しをして

った主力部隊は団塊の世代の親たちでした。私た

くれました。

ち団塊の世代に同様のエネルギーがあるか不明で

石巻では医療崩壊のきざしは、震災前からあり

すが、今こそ立ち上がらなければなりません。今

ました。私は今年の年賀状に開業のテーマは守り

回うれしかったことは若い世代が健全に育ってい

だと書きました。医療崩壊から地域を守る、中国

るのを知ったことでした。各世代が協力し英知を

の侵略から我が国を守る、この2点を胸に秘めて

しぼれば、ふたたび日本は蘇ることと思います。

診療をしていると書きました。多少の自信はあり

津波のため警察の恒例の人事異動は延期されま

ました。しかし予想もしない大波がやってきまし

した。2か月経て、一番苦しいところを乗り切っ

た。医療崩壊は必至です。石巻市立病院は壊滅状

た上で異動が実施されました。石巻を守ったあの

態です。開業医の先生方も多数被災し、体力を奪

勇士たちも少なからず去りました。守ることの価

われています。在宅医療のニーズは高まるのに、

値を人々に示して． ． ． ． ． ．

円

担い手は減ります。弥縫策ではどうにもならない

へ
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山形で大震災発生を知る
東海林建一

地震が発生した3月ll日の午後、私は山形市内

で車を運転していた。その日の夕方に山形で所用
があり、山形市の南東部の丘陵にある温泉宿ホテ
ル･ヒルズサンピアに一泊して、翌朝の診療開始
時刻まで帰ってくる予定だった。遅い昼食に山形

で蕎麦を食べようと、妻を伴い石巻を午後0時30
分に出発した。

山形市に着いて間もなく、カーナビのテレビに
へ

「東北地方に大地震発生｣という赤い文字の警報
が出た。 10秒位の後、凍てついた厳冬のアスファ
ルト路面でスリップしたような感覚が、ハンドル
を握る両手に伝わった。同時に、道路に面したビ
ルから一斉に人々が出てきた。電信柱が揺れ、交
差点の信号が消えた。交通渋滞が始まり、やっと
のことで近くにあった山形大学医学部附属病院の
駐車場に滑り込んだ。
山形市は全域停電になったが、大学病院は自家

発電をしていたので、外来の待合室でテレビを観
ることができた。大きな波が市街地を飲み込む様
を見て、重大事が起こっているのは分かったが、
電話が不通になったため、石巻の様子を知ること
ができなかった。

予約していたホテルに停電を理由に宿泊を断ら
れたため、大学病院で二昼夜過ごした。テレビを
観続けて石巻の画像を探した。近隣の住民も多く
集い、家や車が流される場面では、驚樗と悲鳴が
へ

入り混じった響めきがあがった。

2日目の夕方、 日和山から廃嘘と化した南浜町
を見おろした映像の後、蛇田中学校の校長先生が
出てきて、 「学校から5㈹mのところまで水が来ま
した。その向こうは大変なことになっています｣と
コメントしていた。続いて気仙沼の大火災、志津
川、女川の惨状を目の当たりにすると、我が家も
甚大な被害を蒙っていると思わざるを得なかった。
2日間、仮眠をとりながらテレビを観続けた。こ
れ程テレビに釘付けになったのは、 日本赤軍の浅
間山荘事件以来だ。

3日目になり、山形市内の停電が復旧し、ホテ
ル・ヒルズサンピアに移った。まだ福島の原発事

故についての報道はなかったと思うが、ホテルに
は福島市からの避難民が少数ながら投宿していた。

[39)

廃屋になっているであろう自宅からの預金通帳
の盗難を危倶して、東京にある金融機関の連絡先に
電話をしてすべての口座を凍結した。宮城県には電
話が通じなかったが、東京には通話可能であった。
温泉に入り、 まともな食事を摂り、一息ついて
から今後の生活をいかにすべきか考えた。昨年か
ら日本医師会の年金を貰っているし、診療所も大
破していれば、開業医を辞める潮時だ。仙台に住
み、海外旅行や読書三昧の生活を送るのも悪くは
ない。諦めていたスペイン再訪を果たし、グラナ
ダのアルバイシンから夕映えのアルハンブラ宮殿
を眺めてみたい。楽しいはずの将来の生活を思い
描いて幸せな気分に浸っていた。
5日目に宮城県内の4号線は全線通行可能らしい
ことを知った。仙台まで行けば何とか石巻に辿り
着けると思ったが、私の車にはガソリンがなく、
入手も困難だった。
人の善さそうなタクシー運転手に頼み、山形→
仙台→大和町→鹿島台→石巻のルートで可能な所
まで行ってもらうことにした。スーパーで食料を
買い集め、震災7日目に石巻に向けて山形を出発
した。ガソリン不足で車はあまり見掛けず、大和
町まで全く支障なく来た。途中、自転車屋とガソ
リンスタンドに長蛇の列ができていた。大和町か
ら鹿島台に至る道路で所々に小規模な陥没が認め
られた。赤井では水田が冠水しているところがあ
ったが、予測していたような苛酷な被災状況は見
られず、無事自宅に到着した。予想に反して、自
宅も診療所もほとんど無傷であった。
自宅や診療所の全壊をほぼ確信し、後の楽隠居
を期待さえしていたので、安堵と落胆を共に味わ
い、割り切れない気分になった。
職員によると、津波の濁流は駐車場を右から左へ
流れていっただけで、床下にも入らなかったという。
職員が4〜5人ずつ泊り込んで、入院・外来の患
者に対応していた。一度帰宅すると出勤する足が
ないので、交替で2〜3日ごとに泊っていた。災害
のために備蓄していた食品をプロパンガスで調理
して、何とか給食を出していた。

3月下旬から通常の診療を始めた。家屋が流出し
たり、家族が死亡した患者が大勢いたが、気持ち
が高揚し一見元気そうに見える人が多かった。家
族の死を極普通の日常の出来事のように、坦々と
話す。このような事態では、哀傷の感情を押し止
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めるような精神的なメカニズムが働くのだろうか。
避難所での支援物資の食品で血糖のコントロー
ルを乱したり、毎夜の喘息発作に苦しんだりして
入院を希望する患者が多く、許可病床以上に入院
させた。支払基金にその旨を連絡したところ、自
宅に収容しても入院扱いにしてよいという。
テレビのテロップでは各医療機関の情報が流れ
ていたが、 「薬の処方のみ対応可｣というものが多
かった。これは保険診療規則違反のはずで、個別
指導の際に露見したら、重罪人のごとく扱われる。
何でも大目に見られる、正しく、非常時であった。
3月末に、厚労省から窓口負担免除についての文
書が届いた。 「住家の全半壊、全半焼又はこれに準
ずる被災をした方｣は窓口負担を免除するという内
容だった。全壊はいいとしても、半壊又はこれに
準ずる被災とは具体的にどのような状態を指すの
であろうか。厚労省に電話して担当者に質問して
みた。担当者は自ら名乗った上で、 「具体例は示さ
れておりませんが、患者さんの話から先生が判断
して下さい｣との事。私｢床上浸水はどう思います
か｣担当者｢あくまで私見ですが、半壊でいいんじ
ゃないですか」私｢では床下浸水は」担当者「それ
は半壊とまで言わないと思います｣｡以上のような
遣り取りの結果、床上浸水以上の方を窓口負担免
除とした。市や県のレベルでは、このような率直
な意見を聞くことができなかったであろう。
ある日の夕方、診療を終えて職員と雑談をして
いたら、裏口の方から「東海林さん、居る?｣とい
う名古屋弁の叫び声がする。大学で一年後輩の伊
藤君だった。40年ぶりなのに声を聞いただけです
ぐ解った。愛知県医師会の理事をしていて、役目
柄、被災地の視察に来たという。 「理事なんかし
ていて飯が食えるのか？」という不裟な先輩の問
いに、 「自分でも開業しているんだけど、患者が
減って開店休業状態に近いんで、保健所長をやっ
ている母ちゃんに食わせてもらってんだわ」 「羨
ましいなあ。お前さあ、学生の頃から抜け目なか
ったよな」「ワッハッハッハ｣｡挨拶がわりに40年
ぶりの馬鹿話を終えると、明日舛会長に面会でき
るよう取り計らってくれるように頼まれた。多忙
に違いない舛先生に無理を言って、20分位時間を
取ってもらうことにした。

4月になると、新聞社やテレビ局から取材の依
頼が来た。彼らは一様にドラマチックなエピソー

ドを求めてやって来る。それ程の話題もなかった
のですべて断った。

4月も半ばを過ぎようとしている頃、舛先生か

ら電話があった。 「ゴールデンウイークに当番医
をしてもらえないか｣｡私は4年前に大病を患って
から当番医を辞退させてもらっていた。その事情
を十分に知っていても私に頼まざるを得ないのだ。
彼の声には断るのを蹄踏させる迫力があった。職
員の都合が気掛かりだったが、何とかなるだろう
と了承した。

舛先生とは、開業以来四半世紀の付合いになる。
私が開業して間もない頃、 「私の妻は看護婦です
が、先生の奥さんも看護婦と聞いて来ました。同
じ境遇の誼みで、開業について参考になる話をお
伺いしたい」といって訪れてきた。それ程珍しく
もない共通点を縁にして会いに来る太々しさに呆
れもし、感心もした。その時の強い印象がなかっ
たら、長年の友人関係もなかったであろう。

角

5月になり、青葉中学校の長野赤十字病院の医

療チームが帰ることになり、挨拶に来たc l日30
名位の患者を診ていたらしい。マンネリに陥り飽
き始めていた日常診療を中断し、石巻での被災地
医療に携わったことは、彼らにとってストレス解
消の効があったようだ。

何れかの集まりに出席した時、私が当番医を引
き受けたことが、模範的で誉められるべき行為と
いうニュアンスの発言があった。医師会員が様々
な程度で困倣しているこの時期に、当番医をすれ
ば立派、拒否するのは非難されるべき行為という
稚拙な正義感に辞易し、二度とこのような会合に
は出るまいと決めた。

日本製紙は工場の被害は大きかったものの、重要
な機器は多くが無事であり、十分な水の入手と物資
の運搬に便利な石巻ほどの広い場所が他にないため、
復旧することになった。しかし、他の企業は石巻工
場の規模を縮小する力撤退している。人口は確実に
減るだろうが、どれ位になるのか、現時点では想像
もつかない。数年経ってからでなければ、当地の真
の姿は顕にならないだろう。それに伴って医療機関
の有り様も変わらざるを得ない。

今回の被災を免れたことが、私にとって、禍福の
何れかは判らない。常識的には福とすべきだろうが、
臨終の床で､｢あの時､医者を辞めていればよかった｣と
後悔するのではないかという、漢とした予感がある。

へ
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大震災で体験した老健施設の5ヶ月
白幡一夫

3月ll日午後2時46分頃、勤務先の老健施設の自

幸いなことに、体調を崩したり精神的に不安定
になった者はいなかった。

飲料、洗濯、 トイレなどに必要な水であった。こ

室で読書をしていたとき、急激な揺れがきた。窓

れは、各地からの給水車の派遣や自衛隊からの給

を開けてみると、窓のすぐ前に停めてある車が、

水、物資の配給などで助けられた。

ボンボンと跳びはねるように上下していた。これ

震災発生以後7月31日までに亡くなった入所者

は凄い地震だと思い、外に出て事務室をのぞいて

は3名であった。いずれも90歳以上で胃瘻の方を

見ると、事務職員は皆冷静であった。

含めて看取りの対象になっていた人達であり、震

デイケアに来ていた人達や入所者、スタッフ達

災の直接の影響はなかった。

の無事を確認しているところに、息子から「こち
らは無事だけとそっちは？

津波に注意だね」と

○福島第1原発の被災の報で感じたこと

「こちらも大丈夫

福島原発が被災し、水素爆発を起こしたという

だ」と折り返しメールを送った。津波のことは頭
になかったので、確かめようとしたが、もう携帯
はつながらなかった。妻の安否も気になったので

報道を見聞きして、メルトダウンが起きるのでは

いうメールがきた。すぐさま、

自宅に電話したが、やはりつながらなかった。

ほどなく、入所者やスタッフの無事も確認され、

へ

○入所者のその後の健康のこと

入所者の健康に関することで一番困ったのは、

○息子からメールが届いたこと

‐
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ないかと不安になった。えてしてこういう時には
悪い想像をするもので、何かのきっかけで放射線
を浴び、草も木も死んだ荒野を鎗眼としてさまよ
っている自分を想像してしまった。

建物の被害もほとんど無い事が分った。人々から

私がまだ開業医をしていた1997年、米国のスリ

「怖い」という声は聞かれたが、パニックになっ

ーマイル島で原子炉事故が発生した。その頃女川

たりした者はいなかった。

から来ていた中年の女性と事故の話しをしたとこ

外部への連絡と情報収集のため、職員がでかけ
て行ったが、時間が経つにつれて、家屋の倒壊、

ろ、

火災、道路の冠水などの情報が次々と入ってきた。
私は、施設としては地域社会に対する責任を果
たすべく、なすべきことをすると心に決めた。職

洗脳されているとも思った。

員の誰もがそうであったと思う。

行われた「緊急被ばく医療初級講座」のテキスト

やがて夜となり、自室でラジオを聞きながら、

暗くて寒い不安な時を過ごした。

「アメリカだから起きたので、 日本では起き

っこない」と自信たっぷりの物言いに唖然とした。
石巻は福島原発から直線距離で100kmほどかな
どと思いながら、2009年9月に石巻赤十字病院で
を持ちだして読み耽った。

それで得た知識が実践に結びつくような事態に
ならないことを祈っている。

○一夜明けての建物、入所者、職員の被災状況の
こと

○非常事態を理解しない人達のこと

地によって様々であり、それだけでひとつの物語

震災による物資の不足もなんのその、食事の内
容に不満を言い募る人達がいたのには少なからず
購いた･年齢的にも戦中・戦後の食料不足を体験
した筈の人達と思ったのは自分の認識の浅さであ

りができるほどであった。

った。

その後の再点検により、建物全体の被害はほと
んどないことが分った。入所者の怪我や病状の悪

化もなかった。職員と家族の人的物的被害は居住

休日深夜に転倒して、大腿骨頚部骨折の疑いが
○生活環境の復旧のこと

あると思った人がいたが、開放骨折でもなく、一

日に復旧した。給食は3月12日から13日までが1日

般状態も良好なので、夜が明けてからの受診の手
配で良いのではないかと思った。しかも紹介でき

2食、3月14日から1日3食となった。

る病院が戦場のような忙しさと報道されていたの

私達の施設では、電気は3月17日、水道が3月30
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で、その旨を話したところ、すぐにでも最良の医

のか、原因はいずれ検証されるだろうと思う。

療を受けたいとのたっての要望なので、救急車を
手配し、無理を承知で診療を依頼した。結果は、
他市の病院、それから他県の病院に紹介され手術
をしたと聞いた。

○個人的な被災生活のこと

3月11日以後、勤務先の厚意で衣・食・住の世
話を施設の中で受けることになった。

「症状が緊急性があるか否かを決めるのは患者

数日して津波の水が引けた後、我が家に行って

本人とその家族だ」という勢いのある意見には抗

みた。途中でがれきを踏みしめながら家に辿りつ

すべ〈もない。また急変することもあると思われ

いてみると、家の前に3台の車が流れついており、

たので、実のところホッとした。

未曾有の震災であろうと事情がどうであろうと、
個人の思いを優先させるのが現代の風潮であろう。

その隙間から、どうにか家の中に入ってみたが、

家具は倒れ、ヘドロの海であった。とても住める
状態ではないと観念した。

私はこれらのことが理不尽だと思っているので

3月28日から5月29日までアパート住まいを余儀

はない。日本人とはそういう面を持った人種にな

なくされた。アパートでは、いつも必需品をつめ

ったと理解した方が窮屈でなさそうだと思うだけ
である。

たリュックサックを枕元に置いて眠った。津波警
報で高台に避難したことが2回あった。

○元アスリートの避難体験のこと

○ボランティアとの交流のこと

本筋から少しずれるが、変った体験だと思うの
で記しておきたい。

我が家の片づけにはアルバイトを雇ったが、ヘ

に帰ってきた。このタイミングでの帰国が良かっ

ドロの除去には5月9日にボランティア(14人うち
女性6人)に入ってもらった。彼等は佐賀、石川、
御殿場、東京、埼玉などから来た人達だった。年
配のご夫婦が熱心に働き、若い女性達は旅行を兼

たのかどうかは、今になってみれば良かったとも

ねていたようで、あまり身体を動かさなかった。

言えるが、時間がずれていればどうなったか分ら

後程、全員の方に感謝の気持ちを込めて心ばかり
の品を送った。幾人かの方から、落ち着いたら遊

3月10日夜、私の妻はがん末期の外国の友人を
見舞いにカナダのバンクーバを訪れて、 10日ぶり

ない。

後で聞いた話しだが、地震直後は家の中で揺れ
と格闘し、揺れが収まっても暫く家にいたところ、
「水が流れて来た！」という声を聞いたので、急

びに行くとか遊びに来ないかと書かれた手紙をも
らった。とてもうれしく、いつか訪ねてみたいと
思っている。

いで防寒衣をまとい、必要な物をかき集めて家を
とび出たのだという。

ヒタヒタと迫ってくる水の流れ（この時点での

へ

○ラングスドルフ大佐の真似に失敗したこと

千石町地区では、凄い勢いの波が押し寄せて来た

震災発生以来家に帰れず、洗面、洗髪、髭剃り
もままならなかったので、無精髭が生えてきた。

のではなく、ごく浅い這うような水の流れだった

初めはまばらでみすぼらしかったが、生え揃うと

とのこと）に追いかけられながら、税務署前、鋳
銭場前、市役所前などを水流と平行に走り、穀町

なんとなく恰好がついてきたような気がした。

で全力ダッシュして5m<らい先で水流を横切り、
不案内な細道を走り、坂道を一気にかけ登って、
石巻中学校に行き着いたとのことであった。また、
咄嵯の判断で指定避難場所の住中でなく高台の石
中にしたとも聞いた。彼女が中．高校時代短距離
の選手であったことが、避難時のこのような行動
になったのかも知れない。

なぜ、低いゆっくりとした波が押し寄せて来た

へ

高校生の頃、映画「戦艦シュペー号の最後」を
見た。艦長であるドイツ海軍のラングスドルフ大
佐の髭と衆に魅了された。
そんな気持ちで伸ばし続けたが、周囲には不評
であった。それでも家の修理や解体工事が終るま
でと思ったが、いつ終るか分からないので7月31
日に剃り落してしまった。
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○「勇気をもらった、元気をもらった」という
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が、やはり気になる。

言葉が毎日のように聞かれること
勇気づけられたとか元気づけられたとかの意味

○最後に思うこと

であろうと思う。言葉が時代と共に変遷すること

今回の震災では、個人的にも多くの方々から有

に異を唱えるつもりはないが、あまりに頻繁に聞

形無形のご厚意をいただいて、本当に助けられた

かされると、

という気持ちでいっぱいで、心から感謝している。

「勘弁してよ」と言いたくなる。い

ずれ流行語大賞にノミネートされるかも知れない

へ

診療所は無事でした
鈴木皮膚科医院鈴木明宏

はすぐ割れる）で床下を造らずコンクリートべた
基礎とした。建物は断熱性も考えもちろん密閉構
造とした。診療に適した柔らかな光を取り入れる

ほとんどの家が全壊した八幡町、不動町、湊地

ため北向きに建物を建てたため、結果として隣の

区のなかで、無傷といっていいほどきれいに僕の

家に密着した。倒れる危険性のある看板は建てな

診療所の建物は残りました。診療所の外が150cm

かった。地盤調査を厳密に実行しそのうえに軽い

の高さで冠水する中で、建物の中はそのlO分の

建物を載せた。ローコストではあるが、来るべき

1、 10cmのほどしか浸水がありませんでした。ラ

地震を考え、構造設計士に強度を計算してもらっ

イフラインがなかなか復旧しないため診療所の再

た。こういったことが効を奏したようです。電子

開まで時間がかかりましたが、二人の職員と片付

カルテのバックアップのハードディスクが無事だ

けに要した期間は実際は3日ほどでした。

ったのみならず、看護師が作業していたガーゼも
一枚も落ちずに残ってました。

建物が残った理由を考えました。道路側に庭を
へ

造りコンクリートの塀で覆ったため車やがれきな

もちろん、 もう少し海に近ければ津波の圧力に

どが侵入しなかった。さらに内側にサンルームを

耐えられなかったはずですが、周囲の建物と比べ

つくりその内側を診療所として、入り口は道路か

ると奇跡的に室内もきれいで、患者さんに津波は

らかなり内側に入った所につくった。気密性、故

ここに来なかったのですかと、必ず不思議そうに

障、メンテナンスコストを考え、自動ドアを使用

聞かれます。今後、診療所をつくる方の何かの参

しなかった。窓はすべて防犯ガラス（強化ガラス

考になればと思い書きました。
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高橋邦広

格が救いだった)。その後もラジオと人伝いに部

小生は地震男なのか、宮城県沖地震、阪神淡路

分的な情報は入るも、何がどうなっているのかさ

大震災、宮城県北部地震の3つを経験しており、

っぱり把握できず、市長も居るのか居ないのかわ

今回の東日本大震災に遭遇。しかし、津波を経験

からなかった(震災後の市長の行動には、 、 、 ）。

したのは今回が初めてで、ハッキリ言って、津波

汚泥の中を栃復いながら、自宅と診療所を往復し
た。診療所には帰宅できない職員が寝泊まりして

というモノを甘くみていた。

震災時は診察中で全員屋外へ避難したが、余震

いた。患者さんはポツリポツリと来院し、出せる

が激しく身動きがとれなかった。そうこうしてい

薬は処方した。働ける職員で、可能な範囲で診療

るうちに、シャーつと水が流れる音がして、津波

所の修復、掃除を始めた。そうこうしているうち

がやってきた。職員と共に慌てて診療所の2階へ

に、医師会からボランティアの呼びかけがあり、

避難し、道路を流れる黒い水流を荘然と見ていた。

石巻専修大や渡波小学校へと診療に赴いたが、混

家内と子供達は大丈夫か心配だが、

乱状態での診療であった。医師会長より再開可能

ドコモ携帯は

繋がらず、災害時優先電話の診療所の電話も不通

な診療所は早く診療して欲しいとの意見あり、

であった。どうする事もできず、ただただ、流れ

3/23より診療するも、電気、ガス、水道もなく可

る津波を見ていた。そのうち津波がひいていった

能な範囲で詰め駆けた患者さんに対応した(紙カ

ので、水浸しの車を置いて徒歩で自宅を目指すも

ルテってやっぱり貴重)。やがて、ライフライン

いつもの道は全く違う光景になっており、そのう

も徐々に復旧した。初めて家の電気が復旧したと

ち津波第二波が襲い、ペアーレに避難し、再び町

きの嬉しさは忘れられない。これから以前の状態

を流れる黒い水流を荘然と見ていた。しばらくし

になるまで、どれだけの期間が費やされるのか全

て波がひいてから、歩ける部分を探して日和山経

くわからない。福島原発の問題も時と共に悪化す

由で自宅へ戻った。幸い、家族は無事であった。

るばかりだ。大人達は未来の日本を背負う子供達

そして、それから始まる震災の日々の最初の夜を

を最優先で守らなければならない。そして家族

迎えた。電気、ガス、水道はなく、蝋燭とラジオ

共々生きている事に感謝しつつ、これから自分の

が頼りであった。3人の息子達はキャンプ感覚の

やれる事をするしかない。亡くなられた方々に合

ようであったが、早朝の水汲みには長男と二男は

掌。

へ

協力していた（悲惨な状況でも子供達の明るい性

へ
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東日本大震災による被害と高齢者のケア
立木

偕

3月には大震災以後20日間でそれが20名にも及ん

だ。電気や水道の断絶と寒さ、食事の劣化は予想

察庁のまとめたところでは、死者、行方不明者合

以上に老人を弱らせる。最悪の褥瘡が数名に発生

私どもの施設や関連施設の従業員にも亡くなっ

した。震災以前には皆無であった。停電のためエ
アマットの使用が中止されたことと、栄養の悪化

た方が少なからずおられる。ここに心からの哀悼

によると思われる。4月も5月も同様のレベルで入

の意を表したい。親しい人をあるいは住むところ

院やむなきに至った方が多くおられた。6月にな

を失った方も数多い。恵仁ホームに勤務する私も

ってやっと元に復したとの感がある。ライフライ

数日間そこに閉じ込められたが、災害の直後電気

ン断絶が高齢者の健康を直撃し、支援の手も後回

も水も食料さえない中で、自ら被災した職員らが

しになっていると報道されたこともある。これか

ひたすら高齢者の介護にあたる姿が印象的であっ

らはそんなことがないように復旧に当たってはま

た。

ず老人施設を優先的に考えるべきことを主張した

大震災から三か月以上経た今最も重要と思われ

い。避難所をあらかじめ準備することは人類とし

る点を一つ挙げるならば、高齢者は災害に極端に

て賢いことかもしれない。しかし、たとえ津波が

弱い、 ということである。今回の大震災による死

来るから高台に逃げよ、といってもお年寄りは自

亡者で年齢のわかったところでは過半数が高齢者

分で逃げることができない。それゆえ老人施設に

で70歳代がもっとも多く、津波からの逃げ遅れと

は特別の配慮が必要で、ライフラインの断絶を可

考えられている。

及的短くするためのなんらかの方策を考えること

また、災害関連死のような死にいたるほどの重
い病気を発病するケースが老人では予想以上に多

へ

いのではないか。常時、当老人保健施設からは体

調を崩して入院される方は月に数名おられるが、

このたびの東日本大震災では、約一か月後に警
わせて宮城県だけで一万六千人を超えた。

へ
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が必要であり、あらかじめ行政的手段などでこと

にあたっていくことが望ましいと考える。
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したり、破壊したりする力は無くなっていたが、

「3月11日のたてだ医院」
舘田

打ち水が地面に広がるような感じで、押し寄せ、
治

やがて水位も2m迄上昇、周りの塀も門柱も水没し

東日本大震災で被災してから、約5ヶ月たとうと

てしまい、約48時間、家の中に閉じ込められ、外

している。私は今、規模を縮小しての終日診療は

部と隔絶され、またその後の約3ヵ月半はここでの

可能になり、また7月からは自宅に戻り、普通の家

避難生活となってしまった。避難場所の2階までは

庭生活にかなり近づいている。しかし私がいる大
街道地区は、今回の地震・津波の大きな被害を受
けた地域の一つで、国道398号(大街道)より南へ300

浸水はなかったが、 1階は1m以上の冠水、腰から
胸まで水につかり自宅に残った食材を探しに行っ

m行くと立っている家屋はほとんど無く、その残

水･電気などのライフラインが止まり、真暗闇の

骸が海岸線まで連なっており、またここで私の所

夜で、ベランダから家内の実家のある門脇方面に

に通院していた患者さんを含め、多くの人達が犠

上がる火の手を眺め、義父義母の安否を思い、地

牲になってしまった。そしてこの地区は、現在も
復興の兆しは全く見られていない。この中にあり、

震直後に両親を心配して電話をくれ、会話途中で

たりした。

診療所・自宅とも大規模半壊で、医療機器はほと

連絡が途絶えてしまった4人の子供達も、さぞ心配
してることだろうと思い、それに答えてやれない

んど失ったが、家族・近親者で死亡した者が無く、

当地の状況で、恐怖・不安・焦燥の一夜を過ごす

いつも一緒に仕事をしている従業員も全員無事だ

ことになった。
3月12日、起床し外を見ると、天気は回復し、外

ったことは、いろいろな意味で運が良く、恵まれ
た状況にあったと思っている。
3月11日のその時は、顔なじみの患者さんに理学

を歩く人は全く無かったが、昨日見えなかった門
柱・塀が見えて、水位も大分下がっていた。やっ

療法を指示し、カルテを記載している時であった。
その地震の揺れは今まで経験したことのない激

と終わったのだと思った。

しいもので、私の右手の台上にあった小型オート

させられ現在に至っている。ライフラインが回復

クレーブが滑って下に落ちそうになり、咄嵯に右

し、情報も入ってくるようになり、徐々に診療も

手でそれを支え、左手で対側の柱につかまり、両

できる状態になり、6月末には自宅の修復も済み7

脚をふんばった状態で身動きが出来なくなってし

その後、復旧に向けては、いろいろな事を体験

レセプトコンピューター等も台より落ち、診療室

月からは自宅で生活できるようになっている。
この間、医師会、友人、その他各方面よりお励
ましと多大な支援をいただき、困難な状況をどう

の医療機器も、かき回されたり転倒したりで散乱

にか乗りきることができ、有り難く、心より感謝

した状態となった。

している。ただ石巻では3,000人を超える大勢の

まった。眼前で受付のカルテ棚・薬品棚も倒れ、

受付にいた家内、従業員も、患者さんも身を守

人々が犠牲になり、当医師会においても二人のベ

る体勢を取り、ジッと耐える以外なかったようだ。

テラン先生が被災され、お亡くなりになられたこ
とは残念でならない。最後になりましたが、両先

長いそして桁はずれの強い揺れが終わると、全

員外(駐車場)に飛び出し、安全を確認し、患者さ

生のご冥福を祈り、終わらせていただきます。
一

一

んは走って帰宅、従業員は協議の結果、帰宅する

一

募鼻

ことにした。空や周囲の情景も乳白色のドンヨリ

‐L̲

ﾏｺ

した感じとなり、防災無線で10mの大津波がくる
と放送された。我が家は家内と私の二人であるが、
近所に住んでいる娘一家4人も一緒に避難すること

一

一

■

になり、診療所2階の旧病室に逃げ込み、地震の揺
れから考えて、かなりの津波はくるだろうと覚悟
を失い、助けてくれということで、合計7名での避
難となった。午後4時頃、津波襲来、家屋などを流

唖8

亭〆協
雪

を決めた。また通りすがりの高齢の男性が逃げ場

へ

へ
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術を始めていた。幸いけが人はいないようだった。

私の石巻市立病院震災日誌

その後、病棟に上がってみる。各病室が面会者

富永

現

3月11日（金）

「あつ〜」

「えっ、 うそ〜」

「だめだつ〜」

「車流されていくよ〜、人が乗ったままだよ〜」

三里

[47]

や家族の声でざわついていた。

「すごい揺れでし

たね。大丈夫？怪我はないですか？」スタッフと
手分けし患者に声をかけていく。幸いこちらもけ
が人は出ていないようだ。「このあと津波が来て

まるでCGでも見ているような信じがたい光景が

も上にいれば安心ですから、部屋から出ないでい

展開されていく。汲みっぱなしで溢れ出た湯のよ

て下さい。」

うに、河岸を乗り越えた水はみるみる地を這って
広がり止まる気配もない。あっという間に勢いを

スマトラ沖クラスの津波がきても3階より上は
心配ないと言われていたため、そのときはまだ微

増し黒い濁流と化してしまった。駐車場の車も次

塵も不安を感じなかった（後日、志津川病院の惨

から次へと浮かんでは流されていく。 「あつ〜、
オレの車もダメだ−」「もうガッツガッだね」「さ

状などを見るに至ると、たまたま運がよかっただ

っき様子見てたおじいさん、ダメかな？」そうし

けかもしれない)。
その後、外来患者や職員も念のためということ

た職員の声をよそに周りは瞬時に海と化してしま

で2階より上に避難した。

った。

しばらく東の窓から川岸を見守っていたが、特
に潮位の変化は見られなかった。警報も杷憂に過
ぎなかったかなと思い始めた3時20分頃、携帯の
地デジで釜石方面にものすごい津波が押し寄せて

塁
＝

一一一

写

二

一字

ー

一

ヨ

ー

いるとの一報が入る。まずい本当にやって来る。
実際に津波が到達したのはたぶん3時30分過ぎ
4口

…
一一‑−−一一
一

だったと思う。最初は穏やかにしかし次第に速度

ー

写真1：第2波襲来時の南浜町一帯。ほとんど
の家屋が2階まで水に浸かり屋根だけしか見えな
いo

を増して海はあっという間に周囲一帯を飲み込ん
でしまった。

津波襲来後すぐ"さま職員総出で患者・避難者を
3．4階へと移動させる。動けない患者はシーツに
くるんで暗い階段を皆で引き上げた。幸い2階ま

で浸水することはなかったが、さらに大きな第2
波・3波が来るとのことでさらに全員を上層階へ
と移動させた。

（なんとザールでは地震発生時、胃切除術の最中

午後2時46分、その日内視鏡室で体験した揺れ

であった。非常用電源が機能している間に胃を摘
出するが、吻合前に津波の影響で照明がdown･

はこれまで記憶がないほど大きく、しかも長かっ

懐中電灯下になんとか閉腹を行い急ぎ患者を病棟

た。観測史上4番目の規模と言われる地震のこの

に搬送した。）
作業を終え、窓から外を見ると土台から切り離
された家が引き潮でどんどん流されてくる。車の
ガソリンでもかぶったのであろうか？引火した家
があたかも灯繩流しのように病院の脇を通り過ぎ

異様な長さが、このあと大惨事を招いた大津波を
発生させる途方もないエネルギーを産み出したら
しい。

地震発生後、院内はすぐさま非常用電源に切り

替わる。揺れが治まり、すべての検査の中止を決
断、病棟より降りてきていた患者をすべて戻した。
検査室より外来へ出てみると、内科の森安先生
がスタッフに声をかけ、すでに救急対応に備え準

ていく。 「ぶつかって引火したらもう終わりだな
･」外はいつのまにか雪が降り始め寒々しさを増
していった。
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写真2：引き潮に流され、引火したまま病院わ
きを通過する家屋。
その後とりあえず自宅へ携帯メールを送ってみ

写真3：3月11日夜の風景、水没した町の向こう
ｈ

に火の手があがる。
3月12日(土）

る。「無事。津波で周囲浸水のため帰れない｣。そ

朝6時にミーティング。院長より院内状況が伝

の後妻より返信がきてなんとか家族の安否は確認

えられる。院内には約450名生存者が確認(うち入

できた。ここからは水が引くまでの持久戦と覚悟

院患者は150名。向かいのショートステイホーム

を決める。

からも10数名避難してきているらしい)。防災用
無線はバッテリーの調子が悪くかろうじて受信は
可能だが、送信がうまくできず関係機関との連絡

午後5時を過ぎるとあたりはどんどん暗くなっ
ていく。最初は繋がっていたメールもこのころに
なると通信が途絶えてしまった。やがて暗がりの
中、西側に遠く赤々とした火の手が上がり始める。

門脇小学校が燃えている。門小ばかりでなく南浜

は取れなくなっているとのこと。昨日の術患の搬
送と再治療が急がれるとのことで何とかしなけれ

町に残された数少ない建物があちこちで火の手を

ばならなかった。携帯で市役所と連絡が取れ5時
半に自衛隊のヘリが向かうとの情報も流れた。し

上げている。まるでこの世の終わりを見ているよ

かし時間を過ぎてもヘリはいっこうに現れなかっ

うな気分だった。

た。

夜もふけ避難者たちは食堂やデイルームにマッ

肝心の食料はすべて1階の給食室に備蓄されて

トや新聞紙・段ボールを敷き詰め雑魚寝する。事

おりほぼ壊滅状態。院内に残っているのはわずか

務職員らも空いた病室に新聞紙を敷き詰め交代で
仮眠をとった。看護師たちは各病室前にひとりず

薬品在庫も約5日分のみ。水も院内に残った水・

な非常食のみで2日ともたない状況であった。医

つ張り付き交代で寝ずの番を勤めた。ナースステ

自販機の清涼飲料水を掻き集めてもわずかしかな

ーションで病棟スタッフらとAMラジオのニュー

い状態で、水分の徹底した摂取制限と体力の消耗

スに耳を傾ける。ラジオからは「三陸の各地で大

を極力さけるようにとの周知がされた。

津波が押し寄せ、気仙沼では火災が起きている模

ミーティング終了後、病棟にもどり今後の打ち
合わせ。電子カルテは稼働せず、データやオーダ

様｡」「いまのところ宮城県では4名の方の死亡が
確認されています｡｣といった調子。 「え〜、んな

ーは引き出せない。すべては担当医の記憶と判断

わけねえだろう。こんな大惨事だぞ」みんながあ

に委ねられた。

きれた声を出す。しかしこの夜いくら待っても石
巻の情報が流れてくることはなかった。こんな情
報手段の発達した時代になぜ？みんな不安を抱え

とりあえず普段使わない紙カルテの用紙を引っ
ぱり出し臨時の指示簿や注射菱を作成、全員で運
用をチェックする。その後看護師たちは一斉に持

ながら夜が明けるのを必死に待った。

ち場に移動。声を掛け合いながらみんなテキパキ

一
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と動き出す。こいつらこんなにレスポンスよかっ

たつけ？苦しい状況の中、このときばかりはみん

では浸水せずに無事であったが、雪の降る寒い中、
懐中電灯を頼りに一晩過ごしたとのこと。さきほ

な力噸もし<見えた。

ど病院職員が巡回にきてくれ、救出されたらしい。

8時に病棟回診。病室の輸液ポンプはバッテリ
ーが切れ、点滴はすべて手動に切替わっていた。

やっと仲間に会えて緊張の糸がほぐれたせいか涙

終末期を迎えたがん患者のモルヒネも目分量での
細かいチェックが必要な状況。しかし幸いにも大
きく体調を崩した者はいなかった。
その後震災後初めて2階の医局へ降りたが、室

へ
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が頬を伝っていた。出迎えた周囲の同僚も生死の

境を乗り越えた再会にみな感極まり涙していた。
なかなか救援がくる気配はなかったが、午後2
時ころであろうか？上空にヘリのプロペラ音が近
づいてくる。職員が3階のベランダに飛び出し必

内は図書が床に散乱した状態であった。窓から外
を眺めると急患センターとの間に、流された車と

死で手を振る。海上自衛隊のヘリが上空を旋回し

がれきが一体となり大きな山をなしているのが見

りベランダに降下してきた。院長が院内の状況を

えた。やはり夢ではないと実感する。
外が明るくなると周囲の水も引きだしてきた様
だった。職員有志らがゴム長を履いて1階へ様子

伝え、患者搬送と食糧の援助を要請する。しかし
患者を機内に吊上げることができないのを確認す

ており職員の姿を確認。隊員1名がロープを伝わ

ると、ヘリは隊員を回収し去ってしまった。しか

を見に降りてみる。フロア全体、長椅子が積み重

し救援要請が伝わればすぐに救助に来てくれるだ

なり外部からの漂流物とヘドロで溢れており足を
踏みいれるのも困難な状況だった。玄関には横転

ろうと期待した。

した自家用車がつっこんでおり、隙間に身元不明
の遺体が確認された。

午前10時過ぎ、被災後初の食料が配られる。い
なり寿司大のご飯に申し訳程度に缶詰のブレーク
１

がついていた。すぐさま胃袋に放り込む。飲める

水は1度に紙コップl/3程度。服薬の多い患者さん

一一 一＝ヘム金一一ゞ一一釦空

へ

１

は辛いだろうなと思いながら喉を潤す。

写真5：病院上空に現れた海上自衛隊のヘリ、
イージス艦「しきしま」より派遣されたらしい。
隊員がロープ伝いに降下してくる。

しかしこのあと日没近くになっても救援がくる

気配はない。 「心配ないですからもう少し辛抱し
て下さい」と根拠のないまま患者ひとりずつに声
写真4：3月12日、水が引いたあとの南浜町一帯。

を掛けていく。病室の患者は意外と元気だ。しか
し避難してデイルームに雑魚寝している人たちの

ほとんど家屋は残されていなかった。黒煙が上が

中にはぐったりしているものも出てきた。病棟ス

りまるで空襲の跡のよう。

タッフも次第に疲労の色が濃くなってきているよ

うだ。院内からも事務職員を1名市役所に向け派
その後病棟業務をしていると、ジャージ姿のK

遣したらしいが、その後まったく戻ってこない。

(看護師)がひょっこり姿を現わす。昨日看護師寮

市や県の災害対策本部は本当に動いてくれている

で被災しひとり逃げ遅れたらしい。幸い3階自室ま

のだろうか？余震がくるたびドキッとはするが、

[50]
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回数を重ねるうちに疲労のせいか、あるいは虚脱

とを想定し、全員分の紹介状の準備作業を開始す

感のためか感情が鈍麻しあまり恐怖を感じなくな

る。記憶だけが頼りで経過の長い患者さんの記載

ってしまっていた。

暗くなり病棟でラジオを聞きながら番をしてい
ると突然ボンッという爆発音が聞こえた。どうや

に苦労する。手のあいた職員有志は泥だらけの1

階に降り、売店や食糧倉庫を探索し、わずかに残
された食料品を回収した。

ら近くのアパートのガスボンベが引火し爆発した

やがて市役所からも炊き出しのご飯を携えた支

ららしい。日中煉っていた火がまた勢いを増して

援部隊も歩いてやってきた。ありがたい、なんと

きたらしい。東の造船所の方でも再び火の手が上

か明日へつながった。

がっている。隣接している重油タンクに引火の危

11時頃になると待ちに待ったドクターヘリがや

険性ありとの情報が流れ、暗い中、懐中電灯の灯

ってくる。ヘリは文化センターの駐車場に着陸を

りを頼りに東病棟患者の部屋移動を始めた。ラジ

し、DMATの隊員が降りてきた。彼らは手術患

オは各地の深刻な被害状況を伝え始めていたが、

者搬送のミッッションで訪れたが、病院の孤立し

相変わらず石巻地区の情報はなかった。福島第一

た状況を見て'際然とする。病院全体の救出が必要
とミッションの変更の必要性を感じとったチーム

原発で水素爆発が起きたとの報が流され話題はそ

ちらへと向けられていく。いったい救援はいつ来
るのだろうか？この国はどうなってしまったのだ

ろうか？
12時過ぎ医局に降り椅子に腰掛け毛布にくるま

須匡

リーダーの矢野医師が衛星電話を使って本部とひ
っきりなしに連絡をとり始める。結局、患者全員
を搬送するためのミッションへの組み直しとなっ

る。しかし寒さと緊張からか全く睡眠出来なかっ

た。院内ではすぐさま入院患者らのトリアージ作
業が開始された。 トリアージされた中からとにか

た。

く重傷者を優先して搬送が始まることとなった。

3月13日（日）
朝のミーティングで今後の方針について話し合

で手術患者と内山医師を中心とした外科スタッフ

結局ドクターヘリがもう一台やってきて、 2台

いがされる。救援が来ない以上、積極的に外に出
て救援を求めるべしとの意見が多くを占める。ジ
リ貧で行き場のない状況を早く打開したいという
ピリピリとした雰囲気が伝わってくる。

を日赤病院へ搬送する(このあと内山医師が日赤
病院で再手術を行った。無事終了し患者さんは順
調に回復された)。

会議の傍ら、ボーッとした頭で自分のことを考
える。3日くらい食べなくても大丈夫かな？最後
は家まで歩いていけるかな？救いのない状況に

へ

「ニューヨーク炭坑の悲劇」の歌詞が頭をかすめ
ていく。
ミーティングでの協議の結果、外科の内山医師
と事務次長が救援を求め市役所に向かうこととな

った。このあと彼らは川沿いのがれきの山を通り
抜け市役所に向かった。到着した市役所も1階は
完全に水没しており、そこ自体が孤立状態であっ

写真6：文化センター駐車場に着陸したDMAT

た。彼らはボートを捕まえ何とか内に入り、災害

のドクターヘリ

対策本部で病院の孤立と食撒の枯渇状況を伝えた。
さらに赤十字病院に直接無線で連絡をとり術後患
者搬送の救急ヘリの派遣要請を行い任務を遂行。

その後ヘリがピストンで霞目や花巻飛行場を往
復し、日が暮れる前に重傷患者6名と妊婦1名を搬

その後無事病院へ戻ってきた。
一方病院内部では入院患者の搬送や脱出後のこ

出した(花巻に送られた患者さんはそこから羽田
へ空輸され東京・横浜圏の病院に搬送された)。
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往復するヘリコプターにより食糧や水も院内に搬

写真7：患者の搬送風景。暗い階段を先頭が懐

入されるようになる。袋詰めの食糧を目の前にし

中電灯で照らし全員で声を掛けあいながら降りて

て救われた気がした。脱出への希望が見えてきた。

いく。

その日は夜間飛行が出来ないため、暗くなる前
にDMATは一旦撤収となった。

11時頃であろうか津波の反射波がやってくると

夜になってまたラジオに耳を傾ける。FMコミ

ュニティー放送では、ようやく市内各地の避難状

の情報がラジオで入り、突然津波警報が出される。
搬送が一旦中断され待機された。病院に残る全員

況が流され始めるとともに、行方不明の家族・親

が戦々恐々となり海岸線を見つめる。もう一度大

戚への安否確認の呼びかけが流され続けていた。

津波が来たら心が折れそうだった。搬送待ちの患
者たちも脱出出来ないのではないかとイライラし

てくる。幸い2時間以上待っても津波は来なかっ

3月14日（月）
この日は快晴。入院患者の本格的な脱出作戦が

一

開始される。自力で脱出可能な患者さんには紹介

た。

警報が解除され午後より搬送が再開される。ド

状を手渡し、病院から避雌所に向け送り出した。

クターヘリ6台が交代で順繰りに訪れ患者を次々

付き添い家族や他の避難者も三々五々病院を出発

搬送する。明日からは天気も下り坂で悪条件にな

する。

るとのことで何とか本日中に目途をつけたかった。

やがてドクターヘリが再来、昨日確認した手順

しかし予定は大きく遅れる。ドクターヘリは夜間

で患者搬送を開始する。ヘリに乗せるため病棟か
らマットに乗せた患者を、大勢で神輿のように担

装備がないため日没後の搬送が出来ない。本日中
に患者全員搬送することが不可能な状況となって

ぎ1階まで下ろして行く。階段は明かり窓一つな

きた。やがて日が暮れる。みんながあきらめかけ

く真っ暗。懐中電灯で足下を照らしながらゆっく

た時、自衛隊のヘリが向かっているとの報告が入

りゆっくり降りていく。

った。夜9時前、自衛隊の中型ヘリが2機到着。闇

上の病棟では順番待ちの患者がストレッチャー

の中、搬送が再開した。職員力瓶寒の中、ありっ

で廊下に行列を作って待機◎男性スタッフ全員が

たけの懐中電灯を並べ、着陸地点を照らした。10

患者を降ろしては再び̲上がり、次の合図を待って

時頃であろうか最後の患者を乗せたヘリが飛び立

患者を降ろすことの繰り返し。やってる途中で腰

った。闇の中で、だれかが「万歳」と手を挙げた。

が悲鳴を上げそうになった。

歓声と拍手が沸いた。

全

k

3月15日（火）

朝6時起床。脱出の準備を始める。個々人が手
荷物をまとめる。準備が終わり脱出開始までの時
間、病棟でスタッフが集まり最後の時間を過ごす。

全員疲れてはいるが、大きなミッションを終了し
いよいよ自分の番とのことで、表情には安堵がみ

a
亨

なぎっている。病棟に残った食料品もなるべく無

駄にしないよう口に入れたり個々に分配したりし
た。自分も脱出後のことを考え、おにぎり2個と
ペットボトル1本を鞄に詰め込む。このあとお互

いの健闘をたたえ、解散後の再会を期し全員で記
念撮影を行った。脱出は歩行組とヘリ搬送組に別

〃
P

れた。7時には全員1階に降り玄関先でヘリ待ち待
機となる。
まず最初に昨晩病院に泊まり込んだ矢野医師を

〔52〕
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始めとするDMAT隊員らが迎えにきたドクター
ヘリに乗り込む。彼らにはもう次のミッションが
待っていた。

最後に
未曾有の大震災が訪れ、もう5ヶ月が経過した。
市内もがれきが整理され徐々にではあるが復興の

「ありがとう！」全員がめいっぱい手を振って
心からの感謝の意を示し、彼らを送り出した。

兆しが見え始めている。少しずつ薄れゆくイメー
ジの中で、いまだにあれは夢ではなかったのかと

その後院長が全職員を集め、慰労の言葉と再集

の思いに捉われることもある。しかし南浜の現地

合の日時を述べられ解散となる。この惨状では、

に立ち周囲の殺伐とした風景や大潮の度に冠水し

もしかしたらこれきりとなるかもしれないと思う

近づけなくなる病院の姿を見るとやはり夢ではな

となんとも言えない気持ちであった。やがて救援

く現実であったことを思い知らされる。

の自衛隊ヘリが一台ずつ文化センターに着陸して

この情報手段の発達した文明社会の真只中で、

くる。職員はお互いの今後の健闘を祈る言葉を口

突然、外界と完全に遮断され孤立してしまったこ

にしながらひとりひとりヘリに乗り込んでいく。

とは全くの想定外であった。今回の震災を機会に

順番を待つ職員を20人ずつ乗せヘリは次から次と

これまでどこか他人事と感じていた自然災害の恐

飛び立っていった。

ろしさを改めて実感するとともに、

トラブル時に

自分の番が巡りようやくヘリに乗り込む。機内

おける沈着冷静な判断と実行力、絶望の中でも折

は天井が低く意外と窮屈であった。最後に出発す

れない心、それを支えていく力、いざと言う時の

る歩行組の人たちに見送られへりが飛び立った。

こころを一つにしたチームワークの重要性を切に

上空で身を屈めながら窓より市街地を眺める。中

感じた。未曾有の国難ではあったが、個人的には

里一帯はまるで黒い水田のようだった。あらため

これからのあり方を捉え直す何らかの意義ある出

てとんでもないことがこの世に起きたことを実感、

来事と捉え前への一歩を踏み出してみたいと思う。

震災5日目にようやく病院をあとにした。

今回の震災では残念ながら3名の病院職員が津
波の犠牲となられ尊い命を落とされた。最後に心

L

へ

からご冥福を祈りつつこの稿を終えたいと思う。

へ

両匿
︑

、

騨、3噂
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写真8：ヘリから眺めた対岸の川口町方面
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私の3.11

大震災
二宮健次

3月ll日午後2時46分、足元から体幹につき上げ

るような地鳴りに続き、今まで経験したことのな
いような大きな揺れがあり即停電。これこそが宮

城県沖地震だと直感しました。棚の本や薬品等が
散乱した診察室に、家屋が倒潰し頭を切った人等
数人が運ばれてきました。懐中電灯の明かりで数
人を縫合しているうちに、津波の第1波が始まり
ました。急ぎ患者さんを3階に誘導し、処置を続
へ

けました。病院前の道路は人が乗ったまま沢山の

車が流されて行きます。車から脱出し電柱につか
まる人もいますが、ほとんどの車は、そのまま津
波にのみ込まれ、流されて行きました。当院の3
階から北上川が見えます。第2波、第3波と津波が
さらに大きくなり、燃え盛った家屋や大きな船が
内海橋に激突し橋桁から大きく拉げました。その
最中、肋骨骨折の人や津波に流されて激しく咳き
込む人、下肢に挫創を負った人等含め約20名が避
難してきました。これは現実かと何度もくり返し
思いましたが、正に現実でした。

震災当日15名の入院患者が居りました。多くは
高齢で寝たきりの方で中心静脈栄養や胃瘻での栄
養管理を必要としておりました。夕方になると、
雪が激しく降り始め病室はかなり冷え込みました。
寝たきりの方や津波でずぶ濡れになった方は、カ
セットコンロで湯を沸かしペットボトルに入れ湯
タンポにしました。

水が引いた翌々日、荘然自失、失意の中、復旧の
為とにかくアクションを起こそうと、兄の号令で従
業員全員で1階にたまった、大還のヘドロの掃除を
始めました。先の見えない気の遠くなるような作業
でしたが、皆、夢中でヘドロと格闘しました。
数日後、避難所の住吉小学校と住吉中学校の様
子を見に行くと、他県からのボランティアの医師
が忙しく働いており、 「なるべく早く医院を再開
してほしい」との依頼があったことと、又その足

で医師会に出向いたところ、舛会長から「できれ
ば投薬だけでも開始せよ」との指示があり、早期
の自院の再開が地域医療に少しでも貢献できれば
と思い、毎日清掃に励み、地震発生から13日後の
3月24日より2階の病室で、投薬や創処置を開始し
ました。レントゲンが必要な方は医師会にお願い
しました。医院再開当日より、ガレキの中を当院

[53)

を頼りにしてくれる色々な疾病の方が来院されま

した。治療し症状が良くなり喜んでくれる患者さ
んを見ていると、診療に勤しむことができる有難
さをしみじみ感じました。

当院1階は大津波の為約15m浸水し、医療器械は
すべて失われ壊滅的な状態となりましたが、内装
工事を急ぎ、器械も新しく揃え、流されたカルテ
も拾い集め約半数は何とか判読できる状態になり
ました。5月23日より1階に戻り診察を始めており
ます。復旧には、それなりの費用がかかり、今後、
頭が痛くなることも多いと思いますが、焦らず、
ゆっくり、少しずつ前進しようと思っております。
最後に震災当時の家族の状況について、思い出
したことを記述し拙稿を終えます。
地震発生時、ちょうど里帰りしていた長女と孫、
家内、二女は買物に外出中でした。メールで連絡
が入り、 「無事車で帰宅途中だが道路は渋滞し急
激に水位が上昇してきた」との事。すぐに車を降
りて高い建物に避難するようメールを送り返しま
したが、その後全く連絡がとれなくなり、その上

夕方になると雪が激しく降り始め、気温は氷点下
となりました。この寒さと津波とでは、生後1l"
月の孫にとって、かなり厳しい状態であることは
間違いありませんでした。水が引き始めた3月13
日、所々水に浸かりながら堤防沿いに歩き、何と
か避難所の住吉中学校にたどり着きました。体育
館と1階教室は浸水しており、約2,000人の避難者
が2階、 3階、4階の教室からあふれ、廊下までい
っぱいでした。4階の一番最後の教室で娘と孫を
発見した時は、思わず大声で叫び孫をしっかりと
抱きしめました。津波でずぶ濡れになり、3日間

水や食料がほとんどない状態でしたが、同室の
方々に毛布を頂いたり、食料を分けてもらったり、
お菓子屋さんからの差し入れもあり、何とか母乳
も出続けたとの事でした。空気を理解したのか、
空腹や寒さをじっと我慢して、おとなしく、おり
こうさんにしていたようです。孫の顔は震災前よ
り、明らかに小さくなっておりました。
当家には、3匹の犬と1匹の猫がおりますが、試

験休みで家にいた高校3年生のラグビー部の三男
が3匹の犬をかかえて高校に避難しました。 1週間
後家族と動物が皆合流し、喜び合いました。どこ
を探してもみつからなかった猫も、間もなく家族
を確かめるような視線を向けながら、静かに、ゆ
っくりと、慎重な足どりで現れました。
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今回の震災についてはあまり思い出したくないと

る方がいました。只振り返って思うのは、今回の特
殊な状況下では、非常に無力だったという事を改め

思うのが正直な感想です。今でも朝目覚めると夢だ
ったのではないかとたまに思います。只どうしても

準備することが大事なのだと痛感しました。非常に

といわれ筆を取りました。

難しいですが！ ！しかし本当に貴重な経験をしたと

3月ll日の地震の後の津波に関しては、想像も及
ばず、病院に入院中の妊婦さん、新生児、看護婦、

思っています。

本多廣行

て感じました。普段からのあらゆる災害を想定して

只個人的には病院は全壊し、続けられなくなり、

その他と逃げ出すので精一杯でした。幸い全員無事

止むなく閉院となりました。非常に残念です。平成

でしたが、その後避難先の法山寺幼稚園にて約2週

7年に開業し、約16年間に渡って続けて来ましたが、

間の避難生活を送りました。その間は一緒に避難し

これ迄医師会の先生方、特に二宮先生、石巻日赤、

た赤ちゃんのミルク、水、食料の調達、避難所にい

市立病院の先生方には大変お世話になり、何とかや

た高血圧、糖尿病、心疾患の患者、外傷、感冒、感

って来れたと思っております。今迄大変ありがとう

染性胃腸炎等の患者の薬を手に入れるのに、当院の

ございました。

前の薬局も大変な状態で、泥とガレキに埋没した薬

今現在私は青森で勤務しておりますが、石巻に残

等を掘り起こしに他の避難所の人達と数日間にわた

った先生方は大変御苦労と思いますが、これ迄以上

って片付けたりと今迄にない経験をしました。又、

に頑張って頂きたいと切に思います(勝手ですが)。

鹿妻小学校からも応援要請を受け、車もなく、往診

長い間本当にありがとうございました。

に行きました。鹿妻小学校も大変な状態で陣痛発来

へ

乱筆、乱文申し訳ありません。

の妊婦さん、妊娠中の患者さんその他ありとあらゆ

へ
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東日本大震災を体験して
宮城秀晃
I、クリニック2階での3泊4日の自らの避難生活
大地震のあった3月ll日、当院も津波の直接的

へ
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Ⅲ、自院の復興と精神科往診

3月20日(夕)自宅に電気が来た。初めてテレビ
を見て当地の沿岸部の壊滅的状況を知った。渡波、
湊、南浜町、門脇、大街道、大曲等沿岸部一帯は
まるで爆撃を受けたような状態。家々が土台から

被害はなかったが、貞山運河からあふれた水で、

根こそぎ流され、がれきの山が連なっていた。清

1階は約1mの浸水となった。外来の患者さんと近

癖先生方の所は、満生先生の所は、遠藤先生の所

隣から助けを求め集まった住民ら20人とともにサ

はどうなっているんだろうと急に恐怖感を憶える

バイバル生活となった。道路を一本はさんだだけ

と同時に、診療がまったく出来ない先生方が多数

の自宅にも戻れず、クリニック2階からロープを

居ることを知った。このままでは石巻の医療がス

渡し、妻からゴミ袋一杯にコンロやボンベ、水、

トップし、医療難民が大勢発生すると感じた。自

食料、衣類、懐中電灯、ろうそく等を毎日配送し

院の再開は1ヶ月以上先になると当初考えたのは

てもらい、雪の降る寒い3日間を過ごした。4日目

間違いと気付いた。

の午前、なんとか冠水状況も膝の高さくらいに引

翌朝、3月21日(春分の日)スタッフに招集をか

いて来た。救助のゴムボートが窓から見えたので、

けた◎全員が被災者であったがみんな集まってく

20人の避難者を安全な所、さらには自宅の方へ誘

れた。

導してもらうことが出来た。

「明日からクリニックを再開したい。 1日

で1階のがれき、水浸しの中から、薬とカルテと

診療に必要なものを全部2階に移してもらえない
Ⅱ、避難所(中里小学校)における救護活動
4日目(3月14日)の午後、自院の1階の状況を見

えてくれた。うれしくて涙が止まらなかった。3

て、 「これは1ヶ月以上再開は無理｣と判断し、ず

月22日から自院2階で診療を開始した。午前中の

ぶ濡れになった中から使える薬や点滴セットを探

みの診療とし、午後は中里小、向陽小、蛇田小、

し出し、避難所となっている中里小学校へ向かっ

蛇田中、住吉中と避難所を回り、車が手に入った

た。中里小にはl,"O人を超える避難者が待ってい

の教室にいた避難者のトリアージをしてもらった。

2週間目から(仙台と横浜の先生が2台の車を貸し
てくれた)渡波中、湊中、青葉中、万石浦中、万
生園等に往診に行った。土曜、 日曜は東浜小、荻
浜小、荻浜中、石巻支援学校等(学校医をしてい
ることもあり)へ物資を持って訪問支援に向かっ
た。避難所訪問をしながら、ひとつの思いつきが

ケアホームからの老人も多く、2階3階の教室に点

生まれた。

た。校長先生に保健室を救護診療室に使わせても
らうことを了承してもらった。看護経験のあるボ
ランティアを避難者の中から募ると4名の看護師
が手をあげてくれた。さらに学校の先生方にも24
へ

か」と頼んだ。全員が「やりましょう先生」と答

滴して歩いた。歩行可能な方は保健室まで来ても
らい毎日60〜70人の診療を続けた。子供の避難者

も多数居たため、途中、阿部淳一郎先生、中山孝

Ⅳ、東海セットの思いつき

避難所にいる人たちから、 「煮炊きが出来れば2

之先生にも4〜5日助っ人に来てもらった。この間、

階で生活し、 1階のガレキ撤去や家の再建が出来

住吉中学校、青葉中学校、好文館高校、遊楽館に

るのだが、電気も水もガスもダメで帰りたくとも

も市の保健師の要請で往診して回った。風邪薬や

帰れない」という話をあちこちから聞かされた。

胃腸薬等はすぐに底をついたので、毎日、医師会

「よし、家で過ごせるための最低の生活必需品の

や市役所に自転車で(自院の車3台は水没し機能し

セットを作ろう」という思いで次のセットを考え

なかったので)取りに来た。石巻市医師会には日

た。

本医師会から救急医薬品として、山のように薬は

①カセットコンロとボンベ

きていたが保管するスペースがなく半分は市役所

②懐中電灯と電池、ろうそく
③やかんとなく
④3人で3〜4日分のごはんとレトルト食品

3階の一室に薬剤師会の協力のもと薬の集配所と

なり機能していた。
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⑤ブルーシートとタオル

なに喜んでもらえ、ボランティアチームも充実感

以上のものをひとまとめにし送ってくれるよう

で一杯だったようだ。赤十字病院の病診連携室の

大学の同級生のメーリングリストに掲示してもら

千田康徳さん本当にありがとうございました。

った。3月30日のことだった。4月1日ごろより

続々と宅急便が届くようになった。カセットボン
ベは宅配に入れられないとのことがあとで分かり

Ⅵ、 日精診(日本精神神経科診療所協会)との
アウトリーチ(訪問支援)活動

ボンベは大学からのDMATチームや精神科の医

全国で石巻市の被災が一番大きいということで

局の先輩が300本、400本という単位で別送してく

日精診の医療ボランティアチームが4月初めより

れた。同級生のメーリングリストなので、はじめ

当院を拠点に訪問支援活動をすることになった。

は40〜50個届けばいい方かなと思っていたが最終

現在、毎日2〜3名の医師と看護師、臨床心理士、

的には全国から500個近いセットを送ってもらえ

ケースワーカーが来て、活動を展開している。大

た。それを高校の同級生や当院のスタッフ、娘た

きくは次の活動である。

ちや親戚のボランティアチームを通じて、必要な
人へ配って回った。渡波に50個、湊に30個、立町
に40個、大街道に30個、女川に40個、牡鹿半島方

面へ30個というふうに。もちろん、それだけで足
りるわけがなかった。
V、宮城クリニックボランティアチームとの活動

当地の被災状況を心配した東京に居る娘や姪達

ストアップされたケースの訪問支援活動

③イベントや炊き出しに合わせ、移動診療室
を設置し、健康相談活動
④最近は仮設住宅に移った人たちの個別相談
や集会所での講演活動。ハローワークでの
個別相談

がボランティアチームを作り友人たちと4月から5

現在までに、のべ800人以上のドクターやコワ

月にかけて4回来てくれた。彼らの協力で石巻赤

ーカーが参加してくれており、当面12月まで土、

十字病院や専修大学のボランティアセンターに届

日も休まず活動継続の予定である。雄勝地区、北

けられた救援物資を毎週、計10回以上もらいに行

上地区、牡鹿地区、女川地区にはそれぞれ3〜4回

った。ワゴン車4台分の米、オムツ、 ミルク、衣

自ら足を運んだが、復興というにはまだまだほど

類、ボンベ、ブルーシート等をそのつどもらって

遠い状況である。震災後5ケ月たった今も石巻の

は、イベントや炊き出しに合わせ青空市場を開き、
渡波、中央、中里、南中里、大街道など計8回

医療機関を受診したくても、移動手段もまだない
状況があちこちに存在する。早く安心して十分な
医療が受けられる環境になって欲しいと願いそれ

の宮クリ市場を開催した。仕分けするのは1日が

までは自分の出来ることを出来る範囲で続けて行

かりだが、配るのは30分足らずだった。でもみん

こうと思う今日このごろである。

配って歩いた。

へ

①避難所を回り健康相談や心のケアーの活動
②市の保健師や日赤の心のケアチームからリ
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再開になった。

東北大震災

往診の中で感じたのは、避難所がはっきりして
森

秀行

地震が起きたとき、昼休み中であった。昼休みが、
3時半受付と長いため、患者さんも三名しかいなか
った。院長室でギターを弾いていたとき地震が始ま

へ

いず、行政側に連絡の電話はほとんど話し中で、
ようやくつながっても、有益な情報は得られなか

った。往診に行く前に連絡が取れないことが多く、
代表者も暖昧で、初めの頃は終日避難所にいたか

った。初めは大した揺れでもないと思い、木の格子

ら良かったが、日が経つにつれ、日中は片付けに

の入ったガラス扉の付いた本箱が危険だと思い、そ

出ている人が多く、突撃往診になり、極めて効率

れを押さえ、ゆっくり数を数えた。釦以上続くこと

が悪かったことがあげられる。これだけ災害の規

はあるまい、と思っていたが、揺れは次第に強くな

模が大きければ、把握しなければならない情報も

り収まる気配がなく、卯まで数えたところでガラス

膨大であり、そのための人手は絶対的不足に陥る

力鞁れ本箱が倒れてきた。頭が少し切れ手で触った

だろう。このような災害時にでも使える連絡網を

ら少量の血が付いた。簡単に片付け院内を少し回っ
たところで、津波が来る、 という警報があった。経

構築しておくことはきわめて重要である。市役所、
医師会、警察、消防、自衛隊、各市庁舎、学校、

営している、石井間門付近の喫茶店｢自分の木｣の従

公民館などには、このような設備が必須だろう。

業員が女性一人で、住まいが南浜町だったので、い

往診では、数団体力独自に行動するため、重複す

くら何でもチリ地震津波よりほんの少し大きい程度

る部分があり、眼科医会が統括するシステムがあれ

だろうが、念のため帰らない方が良いのでは、と言

ば、能率的だろう。それでも、 日赤を中心に、かな

いに行くため、店に向かった。普通10分程度で行け

りのことができたと思う。コンタクトレンズの需要

る所なのに、すでに渋滞で、釦分位かかった。貞山

が予想を越え、アレルギー性結膜炎が多く、最初の

堀が黒くとぐろを巻いて、非常に不気味であった。

3週間ほどは供給が追いつかなかったが、眼科医会

仙石線の踏切を越えたところで道路は冠水しており、

を始め多くの協力が得られ、充分量力瀧保できた。

強引に車を進めようとしたが、車が浮きそうになり、

眼鏡は、少し対応が遅れ、反省させられた。

そのまま鹿又の自宅まで引き返した。私が見た津波

避難所では、私が行った中では、大曲小学校が

はこの程度で、事実上全く遭遇せずにすんだ。医院

特に沈痛であったように思う。また、浜の避難所
の方が、お互いに顔見知りのせいか雰囲気が柔ら

に連絡するも、すでに携帯もメールも通じなかった。
どんなに大きくてもチリ地震津波に毛の生えた程度

へ
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かいように感じた。

だろうから、医院までもしかすると水は来るかもし

歴史教育でもっと、災害史に力を入れるべきで

れないが、建物内に入ることはあるまい、 と思って

ある。チリ地震津波以上の津波は来ない、 と思っ

いた。

ていたのは、単に私が無知なだけだったことを、

翌朝医院に行こうとしたが、仙石線の踏切の先

今回の大震災後に知った。日本を見回すと、300

が冠水していて通ることができなかった。いくら

〜400年に1回は、大津波が来ている。貞観の津波

何でも明日になれば水は引いているだろう、 と思

も、仙台に｢浪分け神社｣があり、後世に伝えよう

ったが、中浦橋から先には行けず、お昼に長靴を

としていた。継承されなかっただけである。今回

持って、やっと医院までたどり着いた。もしかす

の大震災が、学校で継続的に歴史の教訓として、

ると機械は…という希望は無残にも打ち砕かれた。
地震の時は大丈夫だった本箱、驚いたことに壁に
固定していたものまで倒れており、津波の破壊力

重きをなすような取り上げ方をして欲しいと思う。
このような無知ぶりを棚に上げて、専門家に聞け
ば常識的なことを、想定外を繰り返し、大手のマ

に呆然としてしまった。

スコミもほとんど自分たちで調べもせず、発表を

ここでの開業継続は止めよう、 と思ったが、各
地に往診に行き、職員が泥まみれになって片付け
作業を続け、各方面からの有形無形の協力があり、
復旧作業が予想を越えるスピードで進み、莊然自
失のなか、現実感のないまま、いつの間にか医院

そのまま報道する姿勢に、大きな危倶を感じる。
田中先生を初め、多くの亡くなられた方々のご
冥福をお祈りするとともに、医師会を始め、今回
の震災で様々の援助をなさってくださった各方面
の方々にお礼を申し上げます。
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名、元職員と家族4名、避難民5名、 リハスタッ

震災三ヶ月のまとめ。

フ・補助看さん・給食のおばちゃんなど6名、調

矢崎重彦
「反省ばかりの震災」

剤薬局のスタッフ4名． ．以上62名だった…たぶん
．このく、らいだったはず。

震災当日の出来事は、今なお複雑な感情を加え

■両

[59]

幸い院内の職員にけが人はいなかった･･午前で

て思い起こされる。何気ない光景に涙があふれ、

帰宅したスタッフには死者が出た初日は、重症

動悸がする。決して他人には分かってもらえない

の患者に集中、水没前に近所の患者さんからろう

この感情。それは、妻や息子といった家族、職員

そくの差し入れ、津波の認識のない状態での買い

や患者さんにもそれぞれのドラマがあり共有でき

出しなどで、何とか過ごした。問題になったのは

るようで共有できないものなのだと思う。津波や

水だった。同時に人数分の食事も大変だった。さ

火災、物的・人的被害の報告は、多くの先生から
なされると思うので、それ以外の事を中心に記載

らに電源喪失。カルテのデータが電子化されてい
るが、バックアップできない。水没に備え、机の

したい。

上に端末などを上げるも、玄関と物療室は水没。

震災当日、午前中から9日の地震の津波被害が
話題だった。そこに午後の本震。ブロックや関注
が二回りし、外来には50数名の患者。電気が消え、
すぐに帰宅するよう促した。防災無線が鳴ってい

結果、たまたま助かっただけである。

この時点では、①すべての情報不足②水食糧不
足③カルテデータの保護不能。という問題が大き
かった。レセプトも整形外科の画像も、診療内容

ることだけは聞こえたので、日和山に上るように

もすべて電子化していたのでその保護という面で

声をかけた。律儀にお会計しようとする患者もい

マニュアル化されていなかったのはつらかった。

色々な震災後の状況を聞くにつれ、とくに当院

たが、後回しと声をかけ閉院。
停電と同時に情報が無くなる｡30分後塩釜の自

でつらかったのは入院患者を搬出できなかったこ

宅の妻と連絡が取れ、避難中とのこと。その後の

とだろう。水没した状況で最初は救急電話回線が

連絡で高校に息子を迎えに行くとのこと。情報が

残っていたが、震災当日の19時には通じなくなっ

枯渇して、津波のことなど何も分からない。のん

た。重症患者については「先生のところで頑張っ

きに市役所の津波第一波の写真まで撮影していた。

て下さい」という、消防の一言が耳に残る。ヘリ
も来ず、水没した当院は入院患者も出せない。血

■一

圧の下がった重症患者を抱えたのもつらかった。
幸い、人的資源がもっとも豊富な金曜日だったの

F露署

一

で、何とか頑張りあえたし、カセットコンロ3本
で「えさ」も確保できたが、2日目からは防火用

戸

や
p

j
一

吾
蘂

水のバケツの水で米を炊いた。結論から言うと外
注で給食を出していなかったのが幸いした。また、

8年前に私が帰ってから、食養を2階に移したこと
で、食料の備蓄が保たれたことが幸いした。水以
外の食料が何とかなったり、備蓄用の缶詰が残っ

そんな中けが人や切断などの外傷患者が運び込ま

たことで患者を餓死させずにすんだ…日赤の報道

れる。危機一髪で津波をかぶりながらやってきた

のように、食事内容に文句を言う入院患者が存在

元職員や帰宅不能で戻った患者などで当院は人だ

したのには、十分がっかりさせられたが･ ･ 。

らけ。そこからのことは、当院ホームページの｢震

災日記｣を参照されたい(oogle石巻診療所検索)。

まさに、センター化なんてナンセンスなのだ。

雇用を守り、非常時の食糧を確保する。自校給

で、下腿切断などの重症患者を抱えながら、水

食･･じゃなくて、自院給食が我々を救った。非常

没孤立した当院は、入院患者24名十患者・家族4

時の拠点として食漣を維持できるだけの、入院点

名、職員医師3名十所長の妻(私の母)、看護婦11

数を補償することが望まれる。でなければ、支援

〔60〕
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の行き届かない診療所レベルでの入院医療は崩壊
するだろう。

られない現在、少しでもそれを阻止するために一

日も早い石巻の復興は不可欠です。医療も同じ…
繰り返しますが、子育てや安全性、患者穫得に不

「恐れていた、石巻の医療崩壊」

安がある街に、医療の後継者が出てくるでしょう

一応曲がりなりにも整形外科医なので、開業し

か。医療の継続と安全性が保たれるためには、石

てからも震災前は週l.5日手術日だった。石巻に帰

巻が魅力ある街で、住んですばらしい街でなけれ

るにあたり、整形外科が地域で不足していること

ばなりません。現在の医師会のメンバーの2世以

は間違いないという認識だったし、自分が一番若

上に多く寄りかかる可能性が高い以上、帰って来

いことも認識していた。いずれは週5日外来診療

たくなる街でなくてはなりません。

をするにしても、そこまで地域に浸っていなかっ

震災を通じて、市役所の皆さん、自衛隊の隊員

た。また、地域の先輩Dr.は親というには若く、

さん、県警や支援の警察官・消防救急の皆さん、

兄というには年上だった。帰った当初、父である

多くのボランティア、連絡をくれた友人たちに、

所長は72才、引退目前。自分が60歳の時、それぞ

お礼を言い忘れた皆さんに本当に感謝します。私

れのDr.はその72才を超える。後継者が出ないと、

が育ち、育てられた街は無残な姿になりました。

石巻の整形外科医療を1人では支えきれないのは

今なお悲惨な状態で、正直逃げ出したいという感

明白である。弟が担当する内科も同様の状況。そ

情があることは事実です。後に引けないからやっ

う多くは変わらない。団塊の世代の引退で患者激

ているだけなのかもしれません。これから大変だ

増は間違いなし。JRの知り合いは、仙台に通勤す

と思いますが、市役所をはじめとしたスタッフの

る客が高齢化し、いずれ退職すれば乗客が減少す

皆さんには、石巻を救うために頑張っていただき

ることを心配していた。

たいと思います。八つ当たりされやすい公務員の

そしてこの震災である。僕は、自分の子供に石

へ

皆さん、外野は色々うるさいですが、めげずに頑

巻で医療をしろと言いかねている。原発、津波、

張って下さい。逃げ出したい気分を押さえて、私

地盤沈下、地域から離れる人々…身の安全が保証

も頑張ってみたいと思います。

されず、産業として成り立たないところで頑張れ
と言えない…子供の教育や自分の身の安全すら保

証されない街。後継者不足が現実のものになって
きた。10年後に心配する予定だったことが、早く

も今年やってきただけなのだ。
入院もしかり、ただですら採算の合わない医療

「医療従事者として、なんて偉そうには言えない
が･ ･」
たまたま医師だっただけで、自然災害には手も足

も出ないのに、何となく頑張らせてもらいました。
医師会長の「出来るだけ早く復旧、通常診療を」と

点数である。受け皿がないため閉鎖できないだけ。

いう呼びかけで、背中を押されたものです。未だに、

やめた方が楽なのも分かっている。診療所レベル

悪い夢を見たような気がしているのですが、現実逃

は入院など置かない方が良いのだ。震災で激減し

避だけではやっていけないようで、現実から目をそ

たベッド。これからどうしていく？逃げるが勝

らせない場面も数多くあります。そんな中、日々の

ち？か…自治体には、地域医療の方向性をよく検

外来は忙しく、心も病んだ人がたくさん来ます。無

討してもらいたい。

力感を感じることも多くあります。でも、 とりあえ

ずやめるわけにはいかないので頑張っています。前
「希望を持てる街に、医療も同じ」

石巻は人口減少、過疎化、貧困化が進むだろう。

向きでない、引いた文章で申し訳ありません。明る
く笑って、後継者に帰ってきてもらえる街になって

原発の安全性が問われ、危険と引き替えに豊かさ

もらいたいし、力を合わせてそのようにしたいと思

を得てきた女川も同様の道をたどるだろう。自衛

っています。微力ですが、頑張りたいと思います。

隊の庇護があった矢本、東松島もそう変わらない

オレの生まれ育った街が、高校生の時に走り回っ

状態でしょう。10年前、北海道で研修中に人口の

た雲雀野が…こんなになってしまった。いつかぼや

札幌集中をみてきた。宮城の仙台一極集中は避け

きと涙が笑顔で語れる様になると良いのですが。

へ
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りませんでした。その為、外で大被害が起こって

「あの日、あの時、私達は・ ・ ・」
事務局長

新妻

いることなど全く知る由もありませんでしたが…。

博

医師会館に残った准看護学校の青木、検診部の木

3月11日(金)その時、私は准看護学校の教務室

村(政)、菊地(寛)、三國、佐々木(純)、検査部の

にて、確か平成23年度の予算について雑談してい

國府田、集配部の大友、鈴木、事務局久保と私の

たと記憶しております。

10名の職員は会館内の被害の調査と確認をしまし

突然激しい揺れが起き、立っていられない状況
で、私は机にしがみついて、教務職員達に、

「机

の下に早くもぐれ！」と大声で叫びました。
何秒でしょうか、何分でしょうか、激しい揺れ
が収まり、すぐ生徒の安否確認と1階中庭の駐車
へ

た。それから、事務局の阿部副主任には舛会長の
自宅へ行き、医師会館内のことのありさまを知ら

せるよう指示しました。が、途中大津波に遭遇し、
自力で日和山公園へ避難したことが翌日判明致し、
舛会長宅には行けませんでした。

場に集合するよう指示し、エレベーターが停止し

私達10名は、 まず検診車に積んであった発電機

ていましたので、階段で降りて行き、事務局に辿

を使って明かりを燈し、また各自の携帯電話を充
電しました。次に、寒さ対策として1階床の上に
ブルーシートを敷き、その上に座布団や准看護学

りついたら、書庫関係が倒れ書類はメチャメチャ

に散乱していました。幸いにも事務局職員4人怪

我もなく無事で、その後検診部や検査部の各主任
を呼び、職員達の安全確認と中庭の駐車場へ避難

校校内実習用の毛布類で暖を取りました。あとは、
食料です。各部には冷蔵庫がありましたので、そ

の中から水や、毎日3時に食べるおやつ用のお菓

するよう指示しました。
私は、大きな地震の後には、必ず津波が来るも

子と飴など食べられる物全てを集めました。発電

のと考え、すぐさま住吉公園(医師会館から走っ

機でラジオが聴けるようになり、この展災は未曾
有の大震災と知らされました。その為、今回の大
震災は長丁場になると判断し、食べ物や水は皆で
少しずつ食べることにしました。誰かが「門脇方

て約5分程の距離です)へ行き、北上川の水の引く
状況などを確認しましたが、水はそんなに強く引

いておりませんでした。しかし、近くにいた住吉
町住民が、 「新妻さん、大津波来るから早く逃げ
ないと！ ！」と大声で叫んでいました。 「何メー
トルの津波が来るの」と聞いたところ、

「3ml,､

面で火事が起きている」と言いました。数人で屋
上に行くと、門脇方面から赤々と炎と煙が数ケ所
から立ち込めていました(翌日も燃えていました)。

私は昭和35年(当時小学校5年生でした)のチリ

3月12日(土)外は雪景色、真っ白でした。舛会
長が朝早く医師会館に到着しました。早速、医師

地震大津波を体験しておりますが、その時の北上

会館内の被害状況と現在での職員の安否について

川の水は約3分の2程川底が見え水の引きかたは、
それから見ると、今回は比較にもならない程の

報告し、その後、各会員の先生方の安否確認と各
医療機関の被災状況の情報収集及び今後の行動な
どについて指示を受けました。宮城県医師会へ無

緩やかな引きかただったので、少々あまくみてい

線で連絡しましたが、全然通じません。勿論、私

た感じはするのですが、それでも大津波が来るの

個人で登録していた宮城県医師会職員の災害用携

だと察知して、すぐ医師会館へ戻りました。

帯電話も通じませんでした。

"5m位の大津波との情報だよ」とのことでした。
へ

[61]

異状な光景でした。

個人に選択させましたが、津波が押し寄せる湊地

女性職員に、ホワイトポードに各職員1人1人の
安否確認を書かせました。外の災害状況は全く把
握出来ないので、男性職員に市内の様子を見に行

区や門脇地区に自宅がある職員には絶対帰宅する

かせました。

ことを許可しませんでした。

とんでもない大惨状との報告がありました。車
の上に車が重なり、家々の瓦礫が道路に散らばっ
ていたり、船が陸上に上がっていて、商店の中や

職員と生徒合わせて70人程に対して、帰宅する
も良し、医師会館に残るも良し、いずれかを個人

何時間経ったでしょうか…。医師会館の玄関

にも水が押し寄せて来ましたが、幸いにも正面玄
関の最上階段のところで止まり、床上浸水には到

医療機関の玄関前にあったりなどなど。私は、医

〔62〕
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師会館に残った10名に対し、自宅や家族のことが

者は6名でした（詳細は別頁に掲赦)。

心配であれば午後から一旦帰宅と、そして翌13日

【

上幽1

と14日は医師会に出勤させ後片付けを指示しまし
たが、道路が寸断され、道が瓦礫の山で通れず、

̲剤I

路上にはヘドロが一杯で、長靴でなければ行けな
いことが判り、結果的には職員たちは家に帰るこ

とも出来ませんでした。私は幸いにも中庭の隣の、
かわらだ内科冑大腸クリニックの塀を登り(何度

も登り降りし申し訳ありませんでした)、立町を
通り、昔ありました東宝映画館の中央3丁目を通
り、住吉町にある自宅に辿りついたのは、夕方の
4時頃で、辺りはすっかり暗くなっていました。

事務局、事務室内
一

自宅は北上川の近くにありましたので、半ば諦め

ておりましたが、妻と長男夫婦と孫(男の子)が2
階にいて無事力稚認出来、安堵しました。
翌日3月13日(日)午後8時30分に出勤すると、舛
会長が来ておりました。
午前10時頃だったと思いますが、石巻市役所健

康部健康推進課の職員2名が来館され、

「これか

ル

ら災害対策会議をしますので、ご同行願います」
とのことで、舛会長と一緒に、これまた川原田先

生の塀を登り、穀町を通り、石巻市役所南側は完

検診部マンモグラフィー破損

全に水没しておりましたので、机を並べた急栫え
の通路を辿り、市役所の2階から入ることが出来
ました。その時に簡易無線1台を持参し、健康推

進課の庄司課長へ渡し、当会との今後の連絡はそ
の無線で連絡を取ることにしました。
昨年の10月1日石巻市と当会の間で、災害医療
に関する協定書を締結しておりました。この度の

へ

東日本大震災は未曾有の大震災となり、当時死

者・行方不明者数千人、避難民は数万人との報道
がありました。3月14日から災害医療を開始する

こととなり、多くの先生方にご協力、ご支援をい

正面玄関より東側通路

ただきました。
この災害医療活動は、3月14日から始まり、一
応3月21日で一旦終了しましたが、一部の先生方

は5月1日迄従事されました。自院の全壊や半壊、
更には自宅をも流出してしまった先生方には、献
身的に奉仕されましたことについて頭が下がる思
いがしました。
なお、当会の職員の被害・被災状況は、当時在

職者中、自宅全壊(流出含む)が14名、半壊(1階床
上30cm以上浸水含む)8名、家族の死亡や行方不明

当会館屋上より当会館付近
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また、舛会長の指示のもと、毎日、出勤する者
や当直する者を割り振り、震災対応を3月27日（日）

ここ

迄続けました。その間、被害のなかった職員達に
毎日おにぎり、味噌汁、漬物、パンや飲料水など

生活支援物資を運んで貰い、大変助かりました。

最後に･ ･ ･、私は長女(かおり34才)と孫(かおり
の次女陽菜2歳6ケ月)の2人を津波で失いました。

医師会での業務が多忙を極めたため、一度も2人
の捜索に行けませんでした。職務とはいえ、非常
に残念で悔しくてたまりません。

大震災発生以来、毎日出勤し、事務局室に災対
本部を置き、先生方や職員の安否確認、舛会長不
在時には、各県医師会や各団体、そしてマスコミ
などの対応、災害医療班編成の為の医師会近隣の
先生方へ訪問し災害医療班への協力のお願いなど
で忙殺されたため、家族のことは二の次となりま
した。長女は、3月26日(土)北上町橘浦地区で遺
体で発見されましたが、孫が見つかる迄、3月26
日以来、毎日午前5時に起床して自宅近くの住吉

へ

神社へお参りしました。その甲斐があったのか、
」
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5月6日(金)長女が発見された場所から約500m"
れた田んぼの中に埋まっていたのを発見され遺体
を引き取ることが出来ました。5月21日(土)火葬、
翌22日(日)には長女と孫一緒に埋葬することが出
来たのは、せめてもの償いと思っております。
まだまだ若い2人を大津波によって失うことは、
大変辛いことです。代われるものであれば代わっ
てやりたいという気持ちもありますが、これも人
生というものなのでしょう。そろそろ新盆が来ま
すので、迎え火を焚き供養したいと思います。
3月11日という日は一生忘れられない日となり
ました。
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東日本大震災を体験して

宅の窓を叩きながら助けを求めており、救助した
とのこと。その女性の知人らしき人が車を貸して

准看護学校青木千絵

下さり、押し寄せてくる水を背に車を走らせて来

その日3月ll日は、2年生は基礎看護実習の2/3

たとのことだった。自分達の身の安全も保障でき

を終え、通常の登校日であり副校長による講義を

ない中、よくそのような行動が出来たと褒めたと

受けていた。その他の教務は、教務室で各自仕事

同時にあなた達の命も大切なんだと話した。生徒

に就いていた。 14時46分、円を描くような揺れを

と共にその女性を車から降ろし、 1階の事務局前

感じた私はなぜか｢直ぐに揺れは収まるだろう｣と

のフロアーに避難させた頃、正面玄関前の道路を

安易に考えた。生徒の様子を見に教室に向かおう

70から80cmの高さの水が東から西に向けて一気に

と思ったが、徐々に揺れが増し、今度は縦に突き

押し寄せてきた。間もなく、両足を水に浸かりな

上げられる揺れが加わり、立っていることがやっ

がら数名の一般住民が、医師会館に避難してきた。

とで、机にしがみ付いていた。教務室のロッカー

局長より避難所としての体制を整える様指示があ

全てが壁から離れ、一部は倒れており、机の上の

り、それぞれの部署から、食料、水、毛布、タオ

物は散乱、あれほど重い金庫までが定位置からず

ル類、反射式ストーブ等を1階フロアー前に揃え

れる状態で、今まで経験したことがない大きな地

た。ライフラインは全て寸断され情報が入りにく

震なのだと初めて認識した。廊下伝いに、生徒達

い状態だった為、市役所ならば情報が入りやすい

の悲鳴と泣き声が聞こえ、揺れが収まってから教

と思い、3名の生徒達とお年寄りの女性を水がひ

室に駆け付けた。副校長の指示の下、生徒達は机

けたと同時に市役所へ避難させた。市役所にはも

の下にもぐり身の安全を確保していた。生徒の一

うすでに数百名の人々が避難してきており、市職

部が携帯電話のワンセグからの情報を教務に伝え

員がその対応に哲闘していた。ちょうどその時、

てくれ、大地震で津波の恐れがあることを把握し

テレビ中継で名取の津波の映像が映し出され、避

た。泣きながら帰宅したいと訴える生徒がいたが

難者達は悲鳴と思われる大声を発した。土砂や家

余震が続いており、4階の教室から1階まで避難さ

屋が混ざった黒い水が、次々と平野部に押し寄せ

せる指示をなかなか決めかねていた。地震発生か

てくる様子。私は一瞬、立ち尽くしてしまった。

ら数十分経った頃、局長や検診部主任の指示で中

稲井中学校にいるはずの次女の安否が気になり、

庭駐車場まで避難した。その後、局長から帰るも
よし、医師会館に残るもよし個人個人の判断に任

市職員の方に稲井の情報が入っていないか尋ねた
が、 「稲井の情報は掴めていません｣との返事。自

せると言われ、生徒達は自宅や所属病院に向かう

宅は津波に流され、 もうないと思った。 「中学校

ことになった。生徒が帰った後、教務も帰宅する

は3階建て、緊急避難所にもなっているからきっ

ことになった。

と大丈夫だ｣と思いこむようにして医師会館に戻

間もなく、主人から「そこを動くな！長女は、

った。その日は、局長を含む10名の職員と数名の

私が迎えに行く。その後にそちらに寄る」とのメ

避難者と共に眠れぬ夜を過ごした。ラジオから荒

ールが入った。普段、家族で大地震が発生した時

浜地区で200から3㈹名程の死体が上がったとの報

どう避難するか何気なく打ち合わせをしていたこ

道、 日本列島に連動した地震が発生しているとの

ともあり、私は医師会館に残ることにした。この

情報が流れ、市役所で見たあの映像が重なり不安

時、 「町の中心部であるここまでは、津波は来な

が増した。何より不安だったのは、携帯電話が全

いだろう。間もなく私も帰宅出来るはず｣と思っ

く通じないため家族との連絡が取れないことであ

ていた。しかし、その後すぐに通話もメール機能

った。

も使用できなくなり、家族との連絡が取れなくな

翌12日午前に夫と長女に合流したものの、医師

ってしまった。そんな中、 「先生！水来る！逃げ

会館前は水のため歩くことができず中庭駐車場の

てきた！ 」と3名の生徒が、お年寄りの女性を車に

塀を乗り越えて、立町通りから内海橋を通り稲井

乗せ戻ってきた。事情を聞くと、自分達の車を取

へ向けて帰宅することに決めた。途中、放心状態

りに千石町付近の駐車場に向かう途中で女性が自

で歩く人々を何人も見かけた。内海橋近くの電柱

へ

角
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は曲がり電線が私の顔の位置まで垂れ下がり、大

を観察していた時、 「看護婦さん、私ね、自宅の2

きな船が橋を遮るように乗り上げていた。その船

階に逃げたの。津波でよその家が沢山流されて来

のデッキ部分を通り、橋の入り口まで出た。やっ

て、助けてって言う人の声を何度も聞いた。窓か

との思いで、瓦礫の山となった内海橋を越えた。

ら顔を出したら、屋根の上に乗った若い女の人が

太ももまで水に浸かりながら、なんとか自宅に戻

流されてきた。私に気付くと『おばあさん！助け

ることが出来た。自宅が無事だったのは本当に奇

て−！」と叫んだ。やっとの思いでその人の手を

跡だった。今、思い返すと恐怖のせいかこの帰路

掴んだ。流れが激しくて手を離しそうになったら、

での光景の記憶は断片的で、無意識のうちに必要

すがる様な眼で｢離さないで…。」とお願いされた。

な情報だけを取り入れようとしていたと思われる。

でもね、手がちぎれそうになって離してしまった。

3月13日に秋田に住む両親が丸一日かけて、車

看謹婦さん、あの女の人、どごさいったんだる…。

一杯の物資を乗せ自宅にやって来た。娘家族と連
へ

へ
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なして私、手離したんだろ…」と泣きながら訴え

絡が取れないことでいてもたってもいられずとの

られた。

ことだった。両親の顔を見るなり、ふっと力が抜

けてもらっているはず、心配しないで｣と何の保

「頑張ったんですね。きっと、誰かに助

け涙が出そうになった。父親が私達夫婦に、 「そ

証もない安易な言葉しか返せなかった。自分は無

れぞれの職場での役割があるはず。子供達のこと

力だと感じた。

は全面的に引き受けるから行って来い｣と話した。

この数日間の救護活動の中、人々を不安にさせ

3月14日から、石巻線の線路上を自転車で往復し、

ている要因としては家を失くしたことや怪我を負

それぞれの職場に通う事にした。途中、水明町付

ったこと、家族を失ったことも大きいが、通信機

近で、津波で流されて来たと思われる腹這いにな

能が途絶えて家族や知人の安否が判らないという

った状態の遺体を目にした。仕事上、亡くなられ

精神的不安が最も大きいのだと感じた。正確な情

た人を何度も見ることはあったが、この様な状況

報を得られないということは、心身共に疲弊して

で亡くなられた人を見ることは初めてで信じられ

しまうことに繋がると思った。

なかった。この日から私は職場に着くなり医師会

嬉しいこともあった。生徒達が、所属病院で救

長の指示の下、石巻中学校や石巻高校の救護活動

護活動を一生懸命おこなっている姿や、避難所で

に従事した。医師会の先生方や石巻市立病院の先

救護のボランティアとして活動している姿を見ら

生方がチームを組み、また他県からも医療チーム

れたことだ。看護師のたまご達が自分達の使命感

が駆け付けて救護活動を展開していた。震災当初、

のもと活動している。普段、生徒達に何を伝える

避難者である看護師が救護活動を始めたことを聞

ことが出来ているのか手ごたえをなかなかつかめ

いたり、また石巻市立病院の看護師長さんとその

ない私にとって、この職に就いて良かったと思え

子供が救護先に訪れ、自らも被災し大変な状況の

た時だった。

中、救護活動に全力を尽くす姿を見て感動した。

震災を通して、緊急時には臨機応変に対応し、

体育館に入りきれないほどの避難者で、暖房設備

医療従事者や市職員、ボランティアの方々と連携

がないまま1枚の毛布を数名で分け合っていたが、

して救護活動に取り組む必要性があることを身を

皆寒さに震えていた。食料は、一人バナナが一日

もって体験することが出来た。私が、この救護活

1／3本とのこと。悲惨な状況だった。津波の土砂

動に挽われたことは自分だけの力によるものでは

によって大怪我を負った人、海水を被っており医

ない。夫や娘達の協力、そしてなにより両親によ

師の診察後も低体温の状態が続き容態が悪化した

る後方支援があったからこそである。家族の有り

人も数えきれないほどいた。避難所で亡くなられ

難さ、看護師としての使命感を改めて考えさせら

た人もいた。診察を終えた70代後半の女性の容態

れた。
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震災を振り返って
訪問看議ステーション

ヨークベニマル大街道店近くで、事務員の柴田
とすれ違う。車越しにステーション内には備品が

散乱している事と、5名の看護師が訪問中で戻っ

3月ll日の震災で、沿岸部にあった訪問看護ス

ていないと報告を受ける。自宅に帰るよう話し、

テーションの事務所は、大きな被害を受けました。

渋滞の中15分後にステーション事務所へ到着する。

天井近くまで浸水し、波の勢いがあったため、内
壁や窓、全ての備品が破損しました。訪問看護ス

事務所周辺では、ブロック塀の倒壊がみられてい
たが、事務所の建物に目立った被害はなかった。

テーションには普段から、災害マニュアルがあり、

中に入ると、パソコンや電化製品、備品が床に散

災害時に避難所になる事も想定して備蓄している

乱し破損しており、電話線の断裂も見られた。状

物もありました。また、災害時の連絡方法や対処

況報告のため、携帯電話で医師会や担当理事、ス

についても年に数回見直しを行っていました。2

タッフへ数十回連絡を試みるが不通であった。人

日前にも震度5の地震があり、対応を話したばか

工呼吸器装着者が3名いたため、訪問しようと考

りのところでした。

え、準備していた非常時持出袋と紙オムッ、通帳

今回の震災では、地域全体が被災した事で、想

類を車に積む。事務所に、今後の対処と連絡方法

定した連絡手段が長く断たれてしまいました。備

について貼紙をしていると、近所の方からすぐに

蓄した物は流失し、自分達が避難する立場となり

逃げるよう促されたため、大街道方面へ向かう。

ました。混乱の中で、スタッフ全員の安否が確認

途中で、佐々木(美)とすれ違い、電話も通じた。

できるまで6日を要しました。しかし、お互いが

佐々木(美)から、蛇田地区の人工呼吸器装着者宅

つながる前に、利用者の安否確認やスタッフの確

に寄り、バッテリーが切れた後の対処を説明して

認、事務所の貴重品の確認等に各々が動いていま

きたとの報告を受ける。人工呼吸器装着者宅へ向

した。ご利用者については、人工呼吸器装着の方

かっていることを伝え、自宅待機するよう話す。

は、普段から緊急時に私達や救急隊がすぐに行け
ない事を想定した対処方法を指導しておりました。

道路はさらに渋滞し、ステーション事務所から

大街道に出たところで、流れが全くなくなる。そ

今後は、医療機器の有無に関わらず、ご利用者全

の間、携帯電話に登録してあるご利用者に連絡を

員に緊急時の判断、行動を的確に行えるような関

試みるが、不通であった。ふと上方を見ると、貨

わりを続けていきたいと思います。

物線の線路上で'0人ほど怒鳴っている姿が目に入

3月11日の震災発生から約1週間の状況を、 日記

る。窓を開けると｢大きな波がきたから早く上が

の形式ですが御報告致します。3月18日以降は重

れ｣と聞こえた。通ってきた道路を見ると、 ヨー

症者から訪問を再開し、徐々に通常の運営に戻り、

クベニマル脇の側溝から水が噴水のように吹き出

7月12日からは、補修の完了した大街道の事務所

し近づいていた。急いで車を降り、貨物線の土手

に戻って業務を行っております。心温まる激励や

へ登る。以前、訪問看護利用のご家族もいて、周

車両や備品などのご支援をいただいた事にこの場

囲の動けそうな方と一緒に高齢者達を土手に上げ

をお借りし感謝申し上げます。
スタッフの半数は、自宅をなくしておりますが、

助かった命を大切に、元のステーションの活気を
取り戻せるように努めていきたいと思います。

た。渋滞で、声に気付かない乗用車が西側から津
波にのまれていた。

波の勢いがあり、土手まで来るのではないかと

考え、約30人の方と好文館高校へ移動する。高校
の周囲も、すでに津波が到達し、5km程浸水して

阿部朋美

いたが、さらに増えると屋内に避難できなくなる

3月ll日

ため、高齢者を説得し、何とか校舎3階に避難す

息子の卒業式を終え自宅に戻っていた時に地震
があった。地震から6分後に、大街道南の自宅か
ら家族を大街道小学校に避難させ、自家用車で大

街道東のステーション事務所に向かう。

へ

る。夜間はその方たちと一緒に過ごす。
19時前後に三浦、武内と連絡が取れたが、携帯
電話のバッテリー切れのため詳細はわからず。

へ
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3月12日

腰までの水位ではあったが、5時半頃、好文館

ガソリンの確保ができるまで、利用者の安否確認
や医師会との連絡を日和が丘在住の佐々木(美)に

高校を出て大街道小学校へ移動し家族を確認する。

依頼する。

教師と避難していた4，5名の看護師とで救護室を

3月18日〜

設けたが、水没をまぬがれた備品はわずかしかな
かった。大街道南の水没地帯から避難する方が後
を絶たず、多くの高齢者や乳児が低体温の状態で

[67)

佐々木(美)、杉山が確認したスタッフやご利用
者の状況について報告を受ける。
緊急車両の指定についての説明を受ける。

あった。心肺停止の状況で家族が運んできた方も

いた。時間がたつ毎に、低体温に加え血糖降下薬

武内久美子

を服薬し、その後食事摂取できないため、低血糖

3月ll日

症状となる方や頭痛の訴えが多くなる。食料や水
へ

分はなく、周囲のガス漏れで炊き出しも危険なた

生。暖房の消火をして、ご利用者を落下物から防

め、父兄の有志が近隣のスーパーや浄水場へ徒歩

御する。建物に被害はなく、高台に住むご利用者

で調達にでかけたが、避難している児童達にお菓

は落ち着いていたため、創の処置を終わらせてか

子を数粒渡すのがやっとだった。

ら退室する。

夜、自衛隊員数名が徒歩で到着する。周囲の浸
水やがれきがひどく車両が入れないとの事だった。

新館の自宅に息子が1人でいたが、電話連絡がと
れないため安否確認のため戻る。小学生の娘は、

高齢者や陣痛をおこしている妊婦、体調の悪い方

災害時児童引き渡しの取り決めがある為、息子と

を翌朝から蛇田中学校に搬送することとなる。

小学校へ迎えに行く。渋滞がひどく大街道新橋か

3月13日

ら息子のみ走って青葉中へ避難させる。ステーショ

自宅に向かおうと思ったが、周囲の水位は頭以

ン事務所に戻るため、釜小学校で引き渡しをうけた

上で下がらなかったため断念する。大街道沿いは、

娘を再び担任へ依頼し、校舎の外へ出たところ、押

腰程度まで水位が下がったとの情報があり、子供

し寄せる津波が見えたため、校舎へ避難する。

達を実家に預けるため東松島市へ徒歩で移動する。
途中、親類を探している事務の柴田と出会う。連
絡するまで自宅待機しているよう話す。
3月14日

実家の車は被災しなかったが、ガソリンがなく
へ

創処置の為、泉町のご利用者を訪問中に地震発

使用できなかった。開店しているガソリンスタン
ドを探すがみつからず。余震後の津波警報のため、

1階が水没した学校には、近隣のデイサービス
の高齢者が多数避難しており、介護を手伝う。
夜中、避難している妊婦が破水したとのことで、

看護師が召集されたため出産を手伝う。
3月12日

朝、父兄の1人が水の中を救助要請のため、外
へ行き連絡をとる。学校は、 1階まで水没してお

東松島市の避難所で過ごす。連絡手段なし。

り身動きが取れないため、そのまま救護等手伝っ

3月16日

て過ごす。水分も食事もなし。夫が合流する。

女川町に住む夫の両親の無事と女川町も車両通

行可能と聞き、一日かけて夫が車を借りにいく。
3月17日

借りた車で、通行できる場所を探しながら石巻
市へ移動する。途中、数軒のご利用者宅へ寄る。

ステーション事務所へ徒歩で行ってみるが、車

やがれきがあまりに多く途中で断念する。その後、
医師会事務局へ行き局長からスタッフの安否を聞
く。武内も合流する。佐々木(美)宅へ行くと杉山
もいて、スタッフとご利用者の安否について報告

を受ける。2名のスタッフは安否が不明であった。

3月13日

水位が膝上になってきたので息子のいる青葉中
へ移動し再会する。

夕方、新館の自宅を確認に行くが、胸あたりま
で浸水しており近づけない状態であった。
3月14日

中学校で炊き出し等が開始されるため手伝う。

高齢者や病人が多く、看護師や介護士の召集があ
り手伝う。
自宅確認に行くが、全壊状態で戻れない。体育
館で避難生活する事になる(5月まで)。
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3月17日

近所の方が車で駅前に行くとのことで、同乗さ

を確認し、今後の予定を検討する。
3月19日

せてもらい、医師会へ行く。医師会にいた阿部と

佐々木(美)、杉山とステーション事務所へ行く。

合流し状況を聞く。夫に自転車で事務所の状況を

がれきで埋め尽くされたシャッターの隙間から

みてきてもらう。偶然、鈴木と会いお互いの確認

中に入り、貴重品を回収する。

と佐々木(佐)の確認ができた。
佐々木美和子
三浦光子
3月ll日

先週まで訪問していた湊地区のご利用者宅にお

3月ll日

訪問のため、蛇田保育所脇を移動中に地震発生。
道路脇に停車し、揺れが治まるのを待った。

焼香にうかがっていた時に地震があった。そのお

目の前の信号機が消えたので、停電になったこ

宅の家族と庭に出たところ、庭に地割れが走り、

とを知り、次の訪問予定のご利用者宅へ向かった。

普通の地震ではないと感じた。

余震の中、ご利用者の状況を確認する。停電の為、

数軒隣が自宅だったため要介護状態の母を確認

人工呼吸器は内部バッテリーで作動している状況

に戻ると、ヘルパーがついていてくれた。同時に

であった◎家族に内部バッテリーが切れたら、ア

夫も勤務先から戻り、津波がくるから母を連れて

ンビューバッグ使用の指示をし、その後の対応の

牧山に逃げろと促された。母を連れて牧山に逃げ

ためステーション事務所へ向かう。

た後、ステーション事務所に戻るため山を下りる。

15時40分頃、何とか事務所にたどり着き、中に

途中で、がれきと水で車はいけないと止められ車

誰もいないことを確認する。途中、阿部と電話が

内で2泊過ごす。

つながり、 '人工呼吸器のご利用者について報告す

3月13日

る。自宅待機の指示があったため、セブンイレブ

牧山で避難していた人に、母を石巻赤十字病院
に連れて行った方が良いと言われたため、病院に

ン双葉町店脇の坂より、石巻高校方面へ向かった。

石巻高校前の道路は渋滞で動かなかった。しばら

向かった。すでに病院は救助者であふれていたが、

くして、事務局阿部さんと会い、津波で南浜町方

待てば診察してもらえる状況の為病院に残った。

面は壊滅状態で山から降りていくのは不可能と知

3月14日

湊第二小学校にいるはずの息子を探しに、同じ
く湊の自宅へ行く。検診部木村主任の奥様と一緒
に徒歩で向かった。息子はすでに夫が連れて帰っ
ており、再び石巻赤十字病院へ戻る。

石巻赤十字病院にいる間に、人工呼吸器装着の

ご利用者達が病院に避難している事を確認した。
3月15日

二俣小学校へ移送される事になったが、小学校

らされる。車をおき徒歩で次女のいる石巻中学校

へ向かい引き取る。
長女は学校から無事とのメールがあった。市立

病院にいる夫の安否は不明のままだった。

夜中、火災による避難命令が出たため、次女と
石巻中学校へ避難し、一晩過ごす。
3月12日

4時30分ごろ、自宅に戻る。
7時に長女を探すため好文館高校に向かうが、

で母の体調が悪化したため、ビッグバンヘ移送さ

ヘドロと浸水にて行けず、昼頃に再度好文館高校

れる。

へ向かう。好文館高校周囲は浸水していたため、

3月17日

舟で学校へ移動する。

夫が探しあてて迎えに来る。自宅は全壊の状態
の為、知人の家で過ごすことになる。

医師会事務局に行き、他のスタッフの状況を教

午後、市立病院の情報を得るため、市役所と医

師会へ向かったが浸水のため行けず。
近所に住む杉山宅へ徒歩で行き、杉山の無事を

えてもらう。

確認する。

3月18日

3月13日

佐々木(美)の自宅に行く。他のスタッフの安否

へ

大街道のステーション事務所に向かうが、ヘド

へ
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ロと車、がれきで行くことができず断念する。
3月14日

ヨークベニマル大街道店駐車場で、佐藤と会い、
三浦、柴田が無事との情報を得る。

ステーション事務所までは相変わらずたどり着
けない。

日和山に市立病院の様子を見に行った時、急患

センター職員と会い、夫の無事を知る。
午後から医師会へ行く。訪問は休みとして、自

へ

[69]

すい部屋に車椅子で移し、退室した。
15時30分頃、車のラジオで、南三陸・気仙沼方
面の津波を知る。石巻の情報はないが、念のため
工業港と貞山堀沿いの道路は避けてステーション
へ戻ることにした。

穀町から泉町にのぼり、そこから大街道の事務
所に向かう。途中、市役所近くで浸水に気が付い

た。門脇中学校付近の坂を下ると、

「水があり、

下までいけない」と止められる。日和山全体が渋

宅のことをするようにとの指示がある。

滞しており、 17時頃そのまま日和が丘の自宅へ戻

3月15日

る。自宅は被害がなかった。

連絡の取れなかった夫が帰宅する。

日中、医師会に行く。
3月17日
医師会へ行く。

自宅へ戻り、杉山と打ち合わせをしていたとこ

ろ、阿部がきた。
これまでの状況とスタッフの安否情報を伝える。
3月18日

三浦、杉山と一緒に徒歩でステーション事務所
に行き、被害状況の確認をする。

がれきの中から貴重品類を探した。
3月19日〜

午前中は医師会へ行く。午後から杉山とご利用
者の安否確認をする。
22日に全体ミーティングをするためスタッフへ
連絡を取る。

徒歩でステーション事務所へ向かったものの双
葉町のセブンイレブン付近は、川のような状態と
なり警察が通行を規制していたため、断念する。

途中、石巻中学校で息子を引き取り帰宅する。
大橋地区で学童保育だった娘を迎えに行った父

が、低体温の状態で帰宅する。娘の安否は不明だ
った。

夜、火災の為、避難勧告がでて石巻中学校へ避
難する。
3月12日

午後、近所に住む佐々木(美)が自宅を訪ねてく
れる。

この日から連日、佐々木(美)と行き来し情報を
集めることにした。
3月13日

事務局の阿部さんと門脇中学校前で会い、震災
当日の状況などを教えていただく。

へ

杉山聡美
3月ll日

娘の安否は不明のままだった。
3月14日

14時30分から向陽町のご利用者宅を訪問してい

朝、 「娘が開北小に避難している」と先生が無事

た。留置カテーテルの交換途中で大きな揺れがあ

を伝えに来る。迎えに行く途中、立町で事務の佐

りすぐに停電となる。棚の上の物だけでなくガラ

藤と会い、状況を報告し合う。千石町まで車で移

ス戸もほとんど破損し家の中に散乱した。ベッド

動しその後は徒歩で移動した。

横のダンスの引き出しが飛び出したため、ご利用

娘の無事を確認し引き取る。帰路、事務局久保

者にあたらないよう必死に押さえていた。足場を

さん達に声をかけていただく。

確保するため娘さんとベッド周辺を片付ける。再

3月15日

び強い地震があった。

事務所へ電話をいれたが、通じなかった。外に
出ると防災無線で何か呼びかけてるが、聞き取れ

家の心配がひと段落したため、午前中に医師会
へ行く。自宅待機するよう話される。
3月17日

ず。余震がおさまった後、処置を続行した。ご利

昼頃ステーションの様子を見に行く(1人で怖い

用者宅は、沿岸部から遠い地区ではあったが、必

ため息子を連れて行く）。途中の道路は全く通れ

要時避難していただくよう家族へ説明し避難しや

ないため近所の方に通れそうな所を教えていただ
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き到着。建物のガラスは割れ、訪問車やスタッフ

偶然出会い、お互いの安否確認ができる。

の自家用車が周囲にバラバラに流されていた。自
分の車も窓がなく、事務所に突き刺さるように流

佐々木佐織

されていた。事務所内には入れそうになく、車の

3月ll日

中から大切にしていたものなどを持ち帰った。
3月18日

三浦、佐々木(美)と一緒に徒歩でステーション
事務所に行き、被害状況の確認をする。がれきの
中から貴重品類を探した。
3月19日〜

佐々木(美)と利用者の安否確認をする。

ステーション勤務を終え、渡波の自宅に帰宅直
後、地震発生。すぐおさまると思ったが、揺れが
ひどく庭へ避難する。近所の人達も外へ出てきた。

20分後、渡波の職場から家族が帰宅した。
防災無線で大津波警報が流れていたが、家まで
来ないだろうと思い避難せずに自宅にいた。落ち

たものを片付けていると"ザー"という大きな音が
外から聞こえ、津波が見えた。急いで家族と2階

鈴木真知子
3月ll日

万石浦のご利用者の訪問中、バイタルを測って
いる際に横揺れの大きな地震が発生。家族に避難

を促す。ご利用者が寝たきりだったこともあり、
対応を考えた。家族から、いざという時には2階

に避難するから大丈夫なので早く帰るよう諭され

ないのでそのまま一晩過ごす。
3月12日

早朝外を見ると水はすっかり引いていた。
また津波が押し寄せる不安があったので、近所
の人たちと近くの小学校へ避難した。
周囲は泥と流れてきた車とがれきで一面覆われ

る。事務所に向かい車を走らせたが、周囲の様子

ており、遺体も横たわっていた。

から津波が来ると感じ、海沿いの道路を避け、幾

3月14日

分内陸の道路を走る。

途中に実家があったため、覗くと両親はすでに
避難した様子で誰もいなかった。更に走ると、偶

然会った知人から避難する事をすすめられ、車か
ら降りて徒歩で鹿妻小学校へむかった。

学校に着いてまもなく、津波が車やトラックな

どを巻き込んで校庭に押し寄せてきた。
その後、小学校で過ごした。夫は気仙沼か女川
に行く予定だったため安否は不明だった。
3月14日

荷物をとりにアパートにいると、佐々木(佐)が

渡波地区で徒歩で行ける範囲のご利用者宅や友
人の様子を見に行った。

数名のご利用者宅が流失していることを確認し
たが、本人や家族は確認できなかった。
鈴木の家に寄ると、たまたま荷物をとりにきて
おり無事が確認できた。
3月21日

携帯電話の充電ができるようになり、やっと阿
部へ連絡を取ることができた。
以降、3月末まで小学校で役割分担をしながら
避難生活を送った。

訪ねてきてくれて安否の確認ができた。
女川の祖父母が古川へ避難する事になり、同行
する。
3月17日

午前中、ステーションへ夫と行ってみるが、ス
テーション前の道路は車などでふさがっていたた

勝又斐
3月11日

女川の自宅に家族4人でいた。地震直後、津波
警報が鳴ったので、女川総合体育館へ避難する。
地震から約25分で女川は津波が来て、家がなくな

め民家の塀などを歩きながらステーションへたど

ったことを知る。体育館で過ごす。

り着く。夫に窓から入って中を確認してもらう。

3月12日

室内に足跡などはなく、被災したまま、物色され
た様子はなかった。

その後、ステーションの確認にきた武内の夫と

へ

へ避難した。余震の中、浸水した1階の水が引か

町へはがれきと遺体で行けないという情報が流
れたので、体育館から移動できなかった。

へ
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らけで散乱しており、かなりショックを受ける。

3月13日

14時ごろ、私の両親が女川へ迎えに来てくれて、
河南地区の実家に子供と避難する。

3月16日

やっと水が引いたので自宅へ戻る。少しずつ携
帯電話がつながるようになったので佐々木(美)と

3月14日

祖母も実家に避難しており、体が弱っていたこ

連絡を取り合い自宅で待機することにした。

ともあり、介護を手伝う。
その後、体調が悪化したため、入院となる。
女川町の仮設住宅に入居するまで、河南地区の
実家で過ごす。

4月からステーションに入職予定で、2月後半か
へ

ら度々ステーションへ伺っていた。

ステーション事務所で一人で業務中に地震発生。
揺れがおさまり建物の外に立っていたところ近所
の方に、

「大津波が来るから早く逃げなさい」と

言われ、事務所の鍵を閉め、車で水痘の息子を預

6月に入職となった。

けていた実家(大曲浜)方面へ向かう。工業港へ向
かう車が渋滞で全く進まないので方向を変え、大

佐藤路代

街道へ戻る。大街道方面から帰宅しようと思った
が、こちらも渋滞がひどく、ヨークベニマルの脇

ステーションが復旧するまで家のことに専念し、

で止まる。事務所へ向かう阿部の車とすれ違い、

3月ll日

14時30分までの勤務を終え、運転中の末広町付

近で地震に遭う。揺れがおさまってから自宅へ急
ぎ駐車場へ出てきていた娘と、近所の住人二人を
車に乗せ、石巻中学校へ避難する。車で一晩過ご
す。

3月12日

朝、自宅へ戻ろうと車で移動するが、総合体育
館の前の交差点より下は浸水の為行けなかった。

へ

柴田舞
3月11日

3月17日〜

状況を報告する。
義姉と電話がつながり、 とりあえず義姉の職場
である、やまもと産婦人科まで向かい、病院の駐

車場に車を止めさせてもらい、義姉と2人で貞山
堀沿いを歩いて帰る。
須江の自宅には、 17時半ごろ帰宅した。両親と
祖父、子供達は、地震の直後に大曲の実家から須
江に避難していて無事だった。自宅は物が散乱し、
危ないので、避難袋や食料、毛布を持ち須江小学

総合体育館に駐車し、徒歩で自宅を目指すが、穀
町幼稚園のそばから水没していたためあきらめる。

校体育館へ避難する。

3月13日

3月12日

まだ水が胸囲まであり自宅へは戻れず。ゴムボ

朝は、近所の方の炊き出しで塩むすび1個いた

ートを貸してもらい、着替えと毛布をとりに自宅
へ1時間だけ戻る。夜は穀町会館で過ごす。

だく。その後、義姉と2人で自宅に戻り、家の片
づけをする。子供たちを避難所の体育館へ迎えに

3月14日

行き自宅に戻る。

一

ステーション事務所へ行ってみるが道がふさが

3月13日

状況を聞く。その後医師会へ行き安否情報を聞く。

自転車にて親類の安否確認に青葉中学校へ向か
う。その途中、阿部と偶然会い、連絡するまで自
宅待機するよういわれる。無事、弟家族に会い、

3月15日

帰宅する。

っていたため途中であきらめる。帰路、 ヨークベ
ニマルの駐車場で佐々木(美)と会い、スタッフの

再び大街道のステーション事務所へ徒歩で行っ

午後、南三陸町に仕事に行き不明だった夫が帰

てみる。建物周囲のがれきがひどく中には入れな

宅する。避難所にいた両親と祖父も我が家に避難

かった。

して生活することとなった。

窓から見える範囲には、書類やパソコンが泥だ
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3月11日の東日本大震災及び大津波による
職員の被災状況について
l、家族の死亡・行方不明

へ

務

局

新妻

検

査

部

國府田晶子・

･実母死亡

検

査

部

大場

綾・

･義父死亡

検

診

部

阿部美貴・

･実父死亡

訪問看護ｽテーション

三浦光子・

･義父死亡

集

大友智子．

･義父行方不明

配

部

2，家屋の全損・全壊

事

務

局

博・

･長女、孫死亡

事

‑14名
阿部弘樹、堺本よし子

准看護学校

渡辺真弓

検

診

部

木村政宏、三國秀洋、阿部美貴

検

査

部

國府田晶子、大場

訪問看護ｽテーション

綾、千葉喜久江

阿部朋美、武内久美子、三浦光子、
鈴木真知子、佐々木佐織

へ

3，家屋の大規模半壊・半壊−8名

事

務

局

新妻

博、久保悦子

准看護学校

小野寺里美

検

診

部

小山奈美

検

査

部

星

訪問看護ｽテーション

清子、板倉仁美、中川光枝

佐藤路代

4，一部損壊・一部流失−5名

准看護学校

本田真由美、青木千絵

検

佐々木純江、菅原エミ、阿部

診

部

愛

[73)
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−日本医師会今村常任理事来館一
日時：平成23年7月3日（日）午前9時30分より正午迄
場所：石巻市医師会館3階講義室にて

去る7月3日（日）日本医師会の今村常任理事ほか

日本医師会側
役

れ、舛会長が資料に沿って説明いたしました。

職

日本医師会常任理事
日医総研統括研究部長

資料一

−

日医総研主席研究員

1) 石巻市震災復興基本計画市民検討委員会

日医総研主任研究員
日医総研研究員

女川町の復興基本方針案

板橋区医師会長(東京都）
作家･(独)放医研Ai情報研究室長
Ai情報センター代表理事

２３

ｊｊ

①第1回〜③第3回
第1回宮城県地域医療復興検討会議石巻地域

ｊｊｊ
４５６

部会
医療機関再開リスト

｢海堂ﾗポ｣ｱｼｽﾀﾝﾄ(株式会社三桂所属）
(社)建設ｾｶﾝドｵピﾆｵﾝ医療樹驚理事長

石巻市医師会各医療機関の実施可能な検査・

(財)池田ｸﾘﾆｯｸ耳鼻咽喉科(小児科）

市へのお願い文書

[敬称略］

名聡一麺畦趣望聡一尊一塵編一難窪

1．

石しました。舛会長ほか6名と意見交換会が行わ

氏笠岬釦一超釦琳鐘畦納一瀞轤

10名が、石巻地区の被災及び復旧状況視察の為来

一出席者名簿一

ニ

処置
2．石巻市医師会側

7） 地域医療会議
8） 再開医療機関へのアンケート結果

役

9） 石巻赤十字病院の「宮城県北東部の地域医療

職

氏名

会長

復興グランドデザイン」
10)

[敬称略］

「東日本大震災復興基本法」

舛

眞一

副会長(准看談学校担当理事）

佐藤清壽

副会長(宮城県医師会理事）

久門俊勝

総務担当兼情報担当理事

岸

幹夫

紐鵬騨(碓柵馴識ﾝﾀｰ運舗門頚鐇員）

佐々木仁行

産業保健担当理事

千葉

存

事務局長

新妻

博

巳ﾛ■一

EE

一一

１８８炉

M
４

︑ｒⅡ

当会舛会長

日医今村常任理事

ｰ

日医総研天木様、日医総研畑仲様

へ
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[75]

一

意見交換会

Ai情報センター山本様、作家海堂様

日医総研江口様、日医総研吉田様

海堂ラボ駒村様、建設セカンドオピニオン磯村様

一

尋

ざ己

冨
幸蚤
一一

一一一−

q

1

‑W=
当会久門副会長、佐藤副会長

当会千葉理事佐々木理事岸理事
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−「葛飾区医師会｣より義援金届けられる一

この度の東日本大震災の当会及び所属医療機関

当日は、午後1時より約1時間に渡り、意見交換

の被害に対し、葛飾区医師会は、石巻市と葛飾区
が災害協定を締結したことを踏まえて、会員から

会を開催し、その後被災現場である女川町や石巻

義援金を募集し、持参して下さいました。

市門脇町・南浜町を視察されました。
なお、意見交換会の出席者は下記の通りです。

−出席者名簿一

今

1．葛飾区医師会側
役

職

2．石巻市医師会側

氏名

今云

長

Ｉ吉田

会長

[敬称略］

役

[敬称略］

職

氏名

石川

辰雄

会長

舛

清水

嘉門

副会長(宮城県医師会理事）

久門俊勝

経理担当理事

佐々木仁行

検診・検査担当理事

齋藤

眞一

副会長

安藤

副会長

猪口

副会長

遠藤啓一郎

産業保健担当理事

千葉

淳

総務部理事

亀山健三

事務局長

新妻

博

事務局長

石田

'一.'･・

進
正孝

潔

秀紀

‐..． ‑ U 1

唱

戸

等噸

へ

出席者全員

当会舛会長、葛飾区医師会石川会長
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B

8

■■

ーⅡ

毎

必

紳銅

■ 凸

蕪

I

ｰ

へ

飾区医師会清水副会長

葛飾区医師会亀山理事

葛飾区医師会猪口副会長

安藤副会長

葛飾区医師会猪口副会長奥様

石田事務局長
−

■

一

一函
▲

毒

■﹄

▽﹃幸司姪

雲引
御

、
一

、−

当会千葉理事齋藤理事佐々木理事久門副会長

遠藤副会長

＝

(77]
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多額のご寄付
〜亡き妻の思、 、 を〜

本田次郎様より
准看護学校校長佐藤清壽

当校の第58回生の故本田美
代子さんのご主人より、 500
万円のご寄付がありまし

学び、技術を身につけて、多くの人の役に立ちた
いとの思いからだと話しておりました。

た。本田美代子さんは今度
の震災の津波により、学業

毎日の学校生活は、年齢差を感じながらも持ち
前の頑張りで楽しんでいました。友人もでき、臨
地実習も頑張っていた矢先に、学校を欠席してい

半ばにして逝去されまし

て、渡波の自宅で津波に遭われました。

た。平成23年度の入学は応募

今回、本田さんのご主人の次郎さんから、 「震
災で被災しながら頑張っている学生のために役立
ててほしい。看護師を目指していた妻の希望を形
に表し、残したい」とのお言葉がありました。
いただいたご寄付は、本田美代子さんのご遺志
に沿えるように有効に活用します。

者数も多く大変な靴関でありました。そんな中、
社会人として、主婦業と家業の商店のお手伝いを
しながらの受験勉強はさぞ大変な努力を要したこ

とと思います。礼儀正しく、真面目で、正直な人
柄がしのばれ、好印象を受けました。

本田さんが准看謹師を目指されたのは、父親の
在宅看護体験からでした。もっと専門的な知識を

へ

本田美代子さんの冥福を祈り感謝といたしま
す。

『

q

L｡

し

幕
ー

本田次郎様

佐藤副会長

岸理事

へ
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[79]

−訪問看護ステーションに

『訪問看護車』の寄贈一
事務局長新妻

へ

博

3月11日(金)当日の午後2時46分頃の訪問看護

車の提供・寄贈の話があり、5月7日(土)には東

ステーションの各職員は、訪問看護車で患者宅

北広域震災NGOセンター日本イラク医療支援ネ

へ向かう途中であったり、患者宅で看護中であ

ットワーク様より1台、6月20日(月)には徳島県

ったりと各自勤務中でした。訪問車は、9台中5

医師会様より1台、さらに7月28日(木)に女優の

台が津波で流出し、残った4台のうち1台も海水

眞野あずさ様より1台、眞野あずさ後援会様より

で電気系統が故￨職して廃車にしたため、結果的

1台寄贈されました。

に6台を失うことになりました。

6台を補充しなければ今後の訪問看護業務がで
きないので、新車もしくは中古車を購入しなけ

また、同日、東京の田中貴金属グループ
TANAKAホールデイングス㈱代表取締役社長の

岡本英彌様より車イス3台の寄贈もありました。

ればなりません。しかし、車の供給が逼迫して

各団体や個人様より頂戦いたしました訪問看

入手不可能となり、訪問看護職員3名は、自宅待

護車や車イスは今後の訪問看護活動に大いに役
立たせていただきます。紙面をお借りして感謝

機となりました。
しかし、幸いにも各団体や個人から訪問看護

申し上げます。

藤

隅適醒

F

へ

恥､1

蝿

ｗ

５ −

＆

暁予Ｊ

一君負︺
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なお、女優の眞野あずさ様から車を寄贈される

別件といたしましては、公益社団法人日本医療

社会福祉協会東日本大震災対策本部医療ソーシャ

に至った経緯は次の通りです。

石巻の歯科開業医である古藤野寿広先生の

ルワーカー石巻災害対策委員長の草水美代子様が

友人である東京大田区の歯科医望田ご夫妻が、

6月3日(金)に当医師会来館の折、被災状況、訪問

石巻の惨状や当会の訪問看護車の流出を知り、

看護車6台の流出について説明したところ、翌4日

知人の眞野あずさ様とご相談された結果、訪

(土)草水様より早速電話があり、

問看護車を寄贈するという運びになりました。

郡富士川町にある社会福祉法人くにみ会の<にみ

「山梨県南巨摩

また、訪問看護車のデザインや石巻までの

園より4台貸出可能なので、6月中旬から下旬にか

運搬では、東京大田区の株式会社関東マツダ

けてお届けします」とのことでした。それから間

大田店の岸本恵三郎店長、矢野宏和営業課係

もない6月23日(木)に軽自動車2台と、普通乗用車

長並びに東京千代田区の株式会社ガリバーイ

1台、7月11日(月)に軽自動車1台が到着しました｡

ンターナショナル本社の鳥海健太郎東日本グ

訪問看護活動に多大な助けとなりました。ありが

ループブロックマネージャーの各位に大変お

とうございました。

へ

世話になりました。感謝申し上げます。

JIM‑NET様よりの寄贈車

徳島県医師会様よりの寄贈車

へ
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[81]

3月1旧(金)東日本大震災発生時以来今日迄(7月3旧現在）
医薬品、生活支援物資、災害医療チーム派遣及び
義援金などの援助を賜った各団体名
‑‑‑.㎡ 舎 一ﾛ ｰ・ ,

兵庫県医師会会長日本医師会理事川島龍一殿
いいづか眼科飯塚修三殿

姫路市医師会理事藤原克彦殿
鳥取県医師会事務局長谷中直樹殿

へ

‑ . ‑

些

,一

,

̲ 今二 ̲̲‐△̲̲華己二 砦……−−.….

※順不同

ﾛ−. ．̲ 一一一一̲̲ー一一一=一一一一・・一, .〃 ：

凸 ,ユ ニーー

大正富山医薬品株式会社北日本支店
仙台第2営業所主任平賀純殿
東京都医師会理事三鷹市医師会監事
角田外科消化器科医院院長角田徹殿

愛知県医師会理事伊藤宣夫殿

島根県医師会会長佐藤充男殿

兵庫県医師会常任理事豊田俊殿

諏訪中央病院名誉院長鎌田賞殿

兵庫県医師会常任理事田中良樹殿

大学病院医学系研究科環境遺伝医学総合研究センター

株式会社恒和薬品宮城病院営業部部長江幡孝一殿

エコチル調査ユニットセンター

株式会社恒和薬品石巻営業所所長西徹英殿

教授八重樫伸生殿

エーザイ株式会社社長内藤晴夫殿

教授仲井邦彦殿

教授有馬隆博殿

エーザイ・ジャパン東北エリア齋藤篤殿・吉野淳二殿

淡路市医師会会長明石義久殿

エーザイ株式会社増田宏一殿

徳島県医師会会長川島周殿

エーザイ株式会社泉徳治殿

徳島県医師会副会長大塚明廣殿

エーザイ株式会社クリステイーナ・アメージヤン殿

徳島県立中央病院救急科・救命救急センター三村誠二殿

エーザイ株式会社矢吹公俊殿

医療法人さくら診療所事務長福士廠二殿

エーザイ株式会社宮原諄二殿

兵庫県医師会理事渡辺志伸殿

エーザイ株式会社谷川紀彦殿

徳島県病院局総務課総合メディカルゾーン推進担当

日本医師会会長原中勝征殿

へ

.. 、

室長川村章二殿

日本医師会副会長中川俊男殿

新潟県長岡市医師会会長太田裕殿

日本医師会常任理事鈴木邦彦殿

東京都医師会会長野中博殿

杏林製薬株式会社仙台支店殿

北多摩医師会会長新田國夫殿

宮城県予防医学協会理事八巻正昭殿

調布市医師会会長岡本眞郎殿

富士フィルムメディカル株式会社殿

武蔵野市医師会会長瀧漂一樹殿

大日本住友製薬株式会社東日本地域本部南東北支店
宮城第2グループ大字根寛殿
日和山神社(鹿島御児神社）殿

多摩市医師会会長佐藤秀紀殿
三勝市医師会会長若林研司殿
三臓市医師会副会長高山俊政殿

新札幌パウロ病院理事長中山信殿

羽島市医師会会長不破洋殿

医療法人虹の丘クリニック理事長奥村秀定殿

葛飾区医師会会長石川辰雄殿

宮城県小児科医会会長永井幸夫殿

株式会社バイタルネット石巻支店支店長雫石豊年殿

宮城県医師会会長伊東潤造殿

東邦薬品株式会社宮城営業部石巻営業所長山内正信殿

東北厚生年金病院病院長田林晄一殿
香川県木田地区医師会会長木村正司殿

8月31日現在、残念なことに私的lO医療機関は地震に

香川県綾歌地区医師会会長瀧渕博司殿

より大被害、 また大津波により流失などで閉院いたし

株式会社ピー・エム・エル福田和太殿

ましたが、残る医療機関は全て復旧いたしました。

あおぞら診療所和田忠志殿
中外製薬株式会社仙台支店渡邊哲成殿
第一三共株式会社医薬営業本部東北支店
エリア統括第一部宮城第二営業所
大石哲也殿・鎌田紳太郎殿

今日迄、各方面よりご支援。ご協力賜りましたことに
ついて、紙面をお借りして感謝と御礼を申し上げます。
平成23年8月31日
事務局新妻
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3）宮城県医師育成機構設立総会について

蕊譲誰諜靭蕊

・平成22年度宮城県医師育成機構の取組み

定例理事会

・臨床研修医合同研修会「ウェルカムみや

H23.

2.

17

出席者

舛会長、佐藤・久門両副会長、岸・佐々

（案）について
ぎ」の開催について

PM6:30

木・森(秀) ・遠藤・熊井・佐藤(純） ・
池田・木下・齋藤(潔） ・佐藤(三） ・千葉

(淳） ・佐久間（実） ・富永・三浦（尚）
各理事、新妻事務局長、阿部副主任

4）医事紛争について
［報告：久門副会長］
＊第8回新公益法人制度改革検討委員会(1月28
日 （金））報告。
l)宮城県保健福祉部医療整備課訪問に関す
る報告

議事録署名人：佐藤（純）理事、池田理事

2）

「一般社団法人｣または「公益社団法人」

へ

への移行について

A報告事項

＊第5回石巻地域災害医療実務担当者ネットワ
ーク協議会(1月20日 （木))報告。
．宮城県沖地震発生直後〜48時間までの災害
医療活動をするにあたり、各機関の防災計
画やマニュアルで具体的に示されていない
事項や課題について検討した。
［報告：佐藤副会長］

＊准看護学校教育委員会(1月21日(金))報告。
l)平成23年度一般入学生の選考について
・99名受験し、36名を合格とした。第59
回生は推薦合格の8名と合わせて44名
となった。

・矢川公認会計士より、双方のメリット ・
デメリットについて説明があった。

［報告：佐々木理事］
＊子宮頚がん等ワクチン接種事業説明会(1月
31日 （月））報告。
1)対象者及び公費負担による接種期限につ
いて

2）接種回数について
3）保護者の同伴及び母子健康手帳への記帳
について

4）接種者数の報告及び委託料の請求につい
て

［報告：岸理事］

2）平成22年度卒業生について

、全員卒業で、今後宮城県と栃木県の資
格試験を受験する。

＊災害医療対策委員会（2月1日（火））報告。
l)当会の医療救護班の編成について

［報告：佐藤副会長］

・救護者の交通手段の遮断を想定し、班

＊石巻地区地域医療対策委員会平成22年度第2

編成は徒歩で移動できる範囲で地域割

回生活習慣病重症化予防専門委員会(1月25

りとし、一部の会員だけでなく全員を

日 （火））報告。

当てることになった。

・生活習慣病重症化予防のための「医療機関
と地域保健の連携システム」について、試
行運用の実施状況の報告と、平成23年度以
降の取り組みについて話し合った。

［報告：千葉（淳）理事］
＊検査部会議(1月26日 （水))報告。
［報告：齋藤（潔）理事］
＊宮城県医師会第22回、第23回理事会(1月26

日 （水）、2月9日 （水））報告。

・救護所の設置場所と設置数については、
石巻市に確認の上、次回委員会まで地

図を分けて事務局で素案を作成するこ
とになった。

2）災害発生時の当会職員（主任・副主任ク
ラス）の対応と行動範囲などについて
・今後職員の組織図を作成する。

3）医療救護班のための旗・腕章等について
・旗、腕章、ジャケット等を作成するこ

1)会員異動について

ととし、色や数については次回の委員

2）互助会加入状況について

会で詳しく検討する。

へ
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［報告：佐藤副会長］
＊

第4回石巻地区地域医療連携懇談会（2月2日
（水））報告。

＊石巻地区地域医療対策委員会主催「医療安全
研修会」

（2月15日 （火))報告。

・出席者も多く、講話と演習で大変有意義な

・医療機関等の医師、スタッフ等100人が参

研修であった。

［報告：舛会長］

加した。

［報告：佐藤副会長］
＊

石巻赤十字病院地域医療支援委員会並び登録

＊石巻市と平成23年度子宮がん検診実施による

打合せ会（2月16日 （水))報告。

医会（2月3日 （木））報告。

l)平成22年度子宮がん検診結果について

1）がん地域連携パスの運用計画について

2）平成22年度女性特有のがん検診推進事業
（子宮がん検診）について

・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がんの
地域連携パスの運用を平成23年4月か

3）平成23年度子宮がん検診実施計画につい

ら開始する準備を進めており、 19医療

へ

て

機関が参加予定である。
2）医療機関の機能分担について
・病院移転に伴う患者増加に伴い、予約

て

＊准看護学校の平成23年1月業務報告について

てきている。症状の安定している患者

＊臨床検査センターの平成23年1月分業務実績

行政や医師会の協力を依頼された。
［報告：舛会長］

学校保健委員会（2月4日 （金））報告。
・石巻市、東松島市、女川町立小・中学校等
の校医の配置・推薦依頼について話し合っ

について

＊検診部の平成22年4月から平成23年1月迄の業
務実績について

＊特定健診．特定保健指導平成23年1月の業務
実績について

＊訪問看護ステーションの平成23年1月分業務
実績について

た。

［報告：佐久間（実）理事］
＊

［報告：齋藤（潔）理事］
＊石巻地区小児夜間診療者数1月分実績につい

診療や紹介患者の受け入れが込み合っ
は、地域にかかりつけ医を持つよう、

＊

平成22年度女川町の保健事業に関する懇談会

＊平成23年1月分休日当番医の患者数について
＊会員の異動くなし＞
会員数

（2月8日 （火））報告。
2）女川町の保健衛生活動について

188名

平成23年2月16日現在

1）平成23年度保健関連事業について
へ

＊職員の異動くなし＞

［以上、岸理事］

［報告：舛会長］
＊

会報委員会（2月8日 （火））報告。
・3月号の校正と5月号の予定について

［報告：森（秀）理事］
＊

＊症例検討会について

・今年はll月15日 （火）に開催する予定であ
る。

［報告：池田理事］

宮城県医師会在宅医療推進事業委員会（2月9
日 （水））報告。

B協議事項

・今後の在宅医療推進事業について、在宅医

l)平成23年度の事業計画について

療に従事する若い医師の育成を検討したい。

※校正を行い承認される。

［報告：佐藤副会長］
＊

[83]

2）石巻市教育委員会より石巻市立学校及び幼

日本医師会医療情報システム協議会（2月12

稚園の学校医の推薦依頼について

日 （土)、 13日 （日))報告。

※提案通り承認される。

・2日間にわたり、5つのシンポジウムと特別

識寅等が行われた。詳細は会報に掲載する。
［報告：岸理事］

3）東松島市教育委員会より東松島市立小・中
学校眼科校医の推薦依頼について

※提案通り承認される。

〔84〕
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4）女川町教育委員会より女川町立小・中学校

の内科校医、眼科校医及び耳鼻科校医の推薦

14）訪問看護ステーションより

訪問看謹師パー

ト職員の採用許可願いについて

※採用について承認される。

依頼について

15)宮城県医師会より

※提案通り承認される。

5）宮城県石巻保健所より救急協力申出医療機
関の更新に係る意見について

宮城県産業医研修連絡協

議会委員の就任依頼について

※久門副会長へ直接就任依頼あり〜承認さ

※回答締切日が2月10日のため、事後承認さ

れる。

6）石巻地区地域医療対策委員会より生活習慣

16)石巻地区地域医療対策委員会より平成23年
度生活習慣病重症化予防のための「医療機関

病重症化予防のための保健医療従事者研修会

と地域保健の連携システム」の実施許可願い

における共催の依頼について

について

※承認される。

※承認される。

れる。

7）宮城県医師会より宮城県医師会報「地域の

角

17)石巻地区整形外科医会より

3月31日 （木）開

ページ」柵への執筆依頼について

催の「骨ケアフェスタ2011m石巻」の後援

※石巻市立病院の伊勢秀雄院長へ依頼〜承

依頼について

認される。

※承認される。

8）スワン国際協力の会より

「ハイチ大地震救

18)結核・肺がん検診要受診者の受け入れ先医療

護活動について」の講演会開催にあたり名義

機関について

後援の依頼について

※従来の受け入れ先医療機関に加え、新た

※承認される。

に石巻市立病院にもお願いする〜承認さ

9）宮城県東部保健福祉事務所より平成23年度
より石巻地区管内の「結核接触者健康診断及

れる。

19)宮城県医師会より

感染症発生動向調査事業

び結核登録者に対する管理検診」の委託の依

における定点医療機関の推薦依頼について

頼について

※各医療機関へ確認を取ることになった〜

※承認される。

10)検査部より

承認される。

「自動化学発光酵素免疫測定装

置」の購入許可願いについて

※再度価格交渉をし、その後3月の理事会
で再検討することになった。

1l)検査部より木村（薫)副主任平成23年3月
4日 （金） ・5日（土)平成22年度臨床検査精度

臨時理事会（役員会）
H23.

3．

30

PM1

:00

出席者

舛会長、佐藤・久門両副会長、岸・森

（秀） ・遠藤・池田・木下・佐藤（三） ・
千葉（淳） ・富永・三浦（尚)各理事、

管理調査報告会及び平成22年度日臨技・臨床

鈴木（廣）議長、舘田・山内両監事、新

検査精度管理調査総合報告会への出張・出席

妻事務局長、木村主任、阿部副主任

の許可願いについて

※承認される。

A報告事項

12）検査部より板倉検査技師宮城県臨床検査
技師会主催の「血液検査の基礎」研修会への
出張・出席の許可願いについて
※承認される。

13)宮城県医師会より

＊今回の大地震と津波による会員および医師会
の被害状況について(病院・診療所、事務局、
臨床検査センター（検診部、検査部)､准看護
学校、訪問看護ステーション）

2月23日 （水）郡市医師会

l)事務局について

長会議開催にあたり事務長の随行可能の為、

書類などが散乱したが職員は全員無事だった

新妻事務局長の出席の許可願いについて

ので、業務再開に向けがんばっていく。会館

※承認される。

全体の状況としては、地下の上水管・汚水管

へ
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がともに破損し、現在水道やトイレが使用不

の中に抗アレルギー薬や目薬がなかった

可能である。

ため、追加で支援をお願いし、追加分も

［報告：新妻事務局長］

それぞれ配分した。

［報告：舛会長］

2）臨床検査センターについて
検査部の機器が一部倒壊し、現在復旧中であ

＊

る。水が出ないため、検査できる範囲に限り

仮称「石巻地区大震災時医療対策会議」につ
いて

がある。集配車が1台流出した。検診部はマ

・名称が「地域医療会議」と変更された。保

ンモグラフィー機器が倒壊し使用不可能とな

健所や石巻赤十字病院、石巻市立病院、薬

った。5月に新しい機器が入る予定だったの

剤師会の先生方12名が参加し、第1回目は

で、それで対応する。現在、単純写真につい

3月19日 （土）に市役所にて開催された。

ては撮影可能である。

当会からは舛会長が出席した。今後、組織
［報告：木村主任］

図としては保健所の大久保所長をトップに

特に壊れたものはないが、温水器が漏水して

を務め、その下に市役所、薬剤師会、医師

へ

し、石巻赤十字病院の石井正先生が事務局

3）准看護学校について
いる。実習先病院の体制も整わないため、現

会などが入るという形をとって活動してい

在学生は自宅にて待機中である。4月入学の

くこととした。

第59回生は全員無事だが、第58回生は1名死

第2回目は3月23日 （水）に開催され、東松

亡、 1名行方不明との情報がある。

島市、女川町、歯科医師会、桃生郡医師会
の方々も新たに加わった。震災発生から日

［報告：新妻事務局長］

数が経過し、急性期を過ぎたことから、医

4）訪問看護ステーションについて

職員は全員無事だが、車は9台中6台が水没、

師会の会員は救護活動から自院の再開へと

3台は動ける状態である。多くの職員の自宅

徐々に移行して、かかりつけ医としての機

が、流出または水没しており、落ち着いた者

能を果たしてほしいとの要望があった。救

から出勤し、訪問を徐々に再開している。利

護活動は今後日赤や他県からの医療チーム

用者の中には、ケアマネージャーと連絡が取

が担当する。

れないため、安否確認ができていない方もい

第3回目の会議は3月31日 （木）に開催予定

る。

である。

［報告：舛会長］

［報告：三浦（尚）理事］
へ
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＊石巻市医師会としてのこれまでの対応につい

て（救護活動、 日本医師会からの救援物資・
医薬品他）

＊

現時点における会員医療機関の再開状況につ
いて

・3月22日 （火） より調査を始め、公的病院

l)石巻市との災害協定に基づき、市と連絡

等を除く70医療機関中35医療機関が本日ま

が取れるようになった3月14日から避難

でに再開している。震災の影響で3医療機

所へ医師を派過し、救護活動を行ってい

関が閉院した。

た。地震発生直後および現在も有志の先

［報告：舛会長］

生方が活動をしているが、徐々に集約化

・石巻市立病院は従来の場所での再開が難し

してきている。

いため、旧教育委員会の建物を仮診療所と

活動報酬や帯同看護師への報酬、使用し

して使用し、準備が出来次第診療を開始す

た薬剤等の費用は市が負担することにな

る予定。

［報告：富永理事］

っている。

2） 日本医師会からの支援医薬品は、総務担

・石巻赤十字病院も急性期を過ぎたため、救

当岸理事が指揮して、石巻市役所と再開

命救急センターと外来診療を徐々に通常通

した医療機関へ配分した。届いた医薬品

りに戻していく予定。
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［報告：木下理事］

阿部副主任

B協議事項
1）今後の石巻市医師会としての対策について

・医療（救護）活動について

会員それぞれが、医療機関再開に向けて準
備を進めたり、可能な範囲で救護活動を行

議事録署名人：佐々木理事、佐久間（実）理事
A報告事項

＊第2回検査部会議（2月18日 （金) )報告。
・検査技師からのレポート提出後の検証等に

い、地域医療を支えていく。

・各部局の対応について

ついて

・検体検査の業務改善の方針について
［報告：齋藤（潔）理事］

准看護学校は、医師会館の設備復旧の都合

から、授業再開や入学式の予定が立たない
状態であるが、早急に何らかの対策を考え

＊宮城県医師会産業保健委員会(2月18日(金)）
報告。
・日本医師会認定産業医新規について

る。

検診・検査センターは、石巻市や女川町の
住民検診の予定がまだ立てられないでいる。

今まで各地区で検診の際に使用していた建

［報告：千葉（淳）理事］
＊総務広報経理拡大委員会（2月21日 （月))報

物等が倒壊し、検診する場所がないという

告。

問題もある。4月に入ったら行政と打ち合

.

「平成20年会計基準」の勉強会を行った。

わせを行う予定。

［報告：佐々木理事］

訪問看護ステーションは動ける範囲で利用

＊宮城県医師会第24回、第25回、平成23年度第

者の安否確認や重症患者への訪問を行って

1回理事会（2月23日 （水）、3月9日 （水）、 4月
13日（水))報告。

いる。

事務局は会員の地震保険等の手続き、医療
機関の再開状況調査、情報のすばやい提供
を目指す。

1)

「日本の医療を守るための国民運動」の
展開について

2）互助会加入状況について

2）平成23年度石巻市医師会予算案について
※震災の影響で3月29日に予定していた総

3）医事紛争について
4）県立学校の学校医の報酬について

会が中止となった。各部の委員会にて承

5）平成22年度生涯教育助成費について

認は受けているため、改めて予算に関す

6）宮城県沿岸地域医療復興会議の立ち上げ

る総会は開催せず、本日の理事会での承
認をもって4月1日より執行したい。6月

の総会で正式な承認を受けたい〜提案通

3）次回理事会について
※通常通り4月の第3木曜日 （4月21日）に開
催する。時間は昼間または夕方の予定〜
承認される。

へ

について

7）各地域の災害対応（慢性期）における課
題・ニーズ、対応方針等について

り承認される。

［報告：久門副会長］

＊宮城県医師会各郡市医師会長会議（2月23日
（水））報告。

1)地域医療再生臨時特例交付金活用にかか
る宮城県医師会館耐震対策今後の方針に
ついて

定例理事会
H23

出席者

4.

21

へ

6名の先生方より申請があった。

PM4:30

2）地域産業保健事業（宮城県地域産業保健
センター）について

舛会長、佐藤・久門両副会長、岸・佐々

木・森（秀) ・熊井・木下・齋藤（潔） ・
佐藤（三） ・千葉（淳） ・佐久間（実） ・
富永・三浦（尚）各理事、新妻事務局長、

［報告：舛会長］
＊石巻市救急医療事業団理事会(2月25日(金)）
報告。

l)新公益法人への移行について
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2）平成22年度補正予算案について

3）平成23年度事業計画案及び予算案につい

［報告：岸理事］
＊生活習慣病重症化予防のための「保健医療従

事者研修会」

て

［報告：舛会長］

（3月8日 （火））報告。

1)情報提供

＊臨床検査センター運営委員会(2月錫日 （月））

「"石巻地区の健康課題"と

医療機関と地

域保健の連携システム"」について

報告。

1）平成22年度仮決算について

宮城県東部保健福祉事務所

2）平成23年度予算（案）について

成人・高齢班技術主査

3）委員会の名称変更について
［報告：齋藤（潔）理事］

庄司聡子氏

2）講演

＊訪問看護ステーション運営委員会(3月1日
へ

「慢性腎臓病(CKD)への対応

（火））報告。

〜医療従事者が気をつけること〜」

1）平成22年度仮決算について

講師石巻赤十字病院

2）平成23年度予算（案）について

副院長木下康通先生

［報告：三浦（尚）理事］
＊准看護学校

[87)

卒業式

（3月2日 （水））報告。

・第57回生38名全員が卒業した。

［報告：千葉（淳）理事］
＊宮城県民医療推進協議会役員会(3月9日(水)）
報告。

［報告：佐藤副会長］

［報告：久門副会長］

＊平成22年度宮城県産業医研修連絡協議会（3

＊平成22年度第2回宮城県医師会倫理高揚推進
委員会（3月9日 （水））報告。

月3日 （木））報告。
1）宮城県医師会からの連絡事項について
2）宮城労働局からの連絡事項について

l)宮城県医師会費未納会員への対応につい
て

［報告：久門副会長］

2） 日医シンポジウム「会員の倫理・資質向

＊各地域産業保健センター長会議(3月3日(木)）

上を目指して一患者の苦情情報に基づ
く倫理問題の検討一」について

報告。

［報告：舛会長］

・平成23年度宮城県地域産業保健事業につい

＊小児科休日当番医制度検討委員会（3月9日

て

事業仕分けの影響で予算が減額したが、そ

の範囲内で活動することになった。
［報告：舛会長］

＊准看護学校教育委員会（3月4日(金)）報告。
l)平成22年度決算案について

（水））報告。
1）平成22年度小児科休日当番医について
2）平成23年度の石巻市及び女川町の乳幼児
健診の担当について
3）平成23年度の休日当番について
［報告：佐久間（実）理事］

2）平成23年度予算案について
3）第58回生の進級について
［報告：佐藤副会長］

＊第9回新公益法人制度改革検討委員会（3月7

＊平成22年度第2回みやぎ21健康プラン推進協
議会石巻地区地域・職域連携推進部会（3月
9日 （水））報告。

日 （月））報告。

l)平成22年度事業実施結果報告について

．

2）部会ホームページによる健康づくり支援

「一般社団法人」むけ新定款（案）の見直

の情報提供

しについて

［報告：佐々木理事］
*総務広報経理小委員会（3月8日 （火））報告。
・一般会計の平成22年度仮決算（案） と平成

23年度予算（案）について協議した。

3）石巻保健所の関連事業
4）今後の進め方について
ホームベージを有効活用し、平成22年度
の活動を更に発展させていく。
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冬

［報告：千葉（淳）理事］
＊

冬

臨時役員会（理事会） （3月30日(水)）報告。

し人

世

こ

まつ

つれ

退職
ひろ

小松恒弘

の被害状況、震災直後からの救護活動や支

とう

錨

会員数

186名

［報告：舛会長］

平成23年4月20日現在
＊職員の異動
えん

退職

とう

自宅待機

検診部職貝

4）看護実習の受入れとカリキュラムについ

丹野こづえ
が

検診・検査センター会議（4月6日 （水））報

やを

冬と

み

23年4月1日付

さ

き

さ

おり〕

検診・検査部職員が交代で集配業務に当

佐々木佐織

たり、各医療機関を回って先生方の意見

訪問看護パート職員

等を聞きながら対応する。

2）今後の業務について

23年4月1日付
［以上、佐藤副会長］

＊その他

通常の検診・検査業務のほか、妊婦検診
を医師会館にて行う予定。

［報告：齋藤（潔）理事］
（4月20日 （水））報告。

・第59回生42名が入学した。

［報告：佐藤副会長］

1)再開した医療機関へのアンケート調査に
ついて

・4月6日より事務局職員が再開した医療
機関を訪問し、診療再開日、再開後の
患者数、現在の問題点、市や医師会に

対しての要望などについて聞き取り調

石巻地区小児夜間診療者数2月分実績につい

査を行っている。その結果について、

て

舛会長より報告があった。

准看護学校の平成23年2月・3月分業務報告に
ついて

2）石巻市立病院仮診療所の診療等について
・千葉淳理事より、診療体制や受入可能

臨床検査センターの平成23年2月・3月分業務

な範囲など、変更があった都度医師会

実績について

等を通して情報提供してほしいと要望

検診部の平成22年4月から平成23年3月迄の業
務実績について

＊

23年4月1日付

訪問看護パート職員
さ

＊

たか

杉山聡美

l)集配業務について

＊

よし

運転集配部職員
すぎ

＊

23年4月1日付

芳賀良孝

告。

准看護学校"入学式

があった。

・富永現理事より、現在はかかりつけだ

特定健診・特定保健指導平成23年2月の業務

った患者の一時的な対応や簡単な採血

実績について

検査のみが可能で、その他の検査等は

訪問看護ステーションの平成23年2月・3月分

出来ない状態であるとの報告があった。

＊＊

業務実績について
平成23年2月分休日当番医の患者数について
会員の異動

へ

の

は

＊

23年4月1日付

検診部職員

［報告：佐藤副会長］

＊

23年3月31日付

翁血篭旬

3）第59回生入学式について
て

＊

こ

訪問看護パート職員

たん

＊

か‑$･

遠藤和子

l)生徒の安否確認について
2）第57回生の資格試験の結果について

23年2月18日付

伊藤皮膚科クリニック現住所変更

医療機関の再開状況などの報告および平成

准看護学校臨時連絡会議（4月4日 （月））

退職

こ

伊藤牧子

異動

23年度の予算案について

報告。

23年3月31日付

石巻赤十字病院
い

＊

23年3月31日付

石巻市立病院

・今回の大地震と津波による会員及び医師会
援物資・医薬品等の内容、現時点での会員

ふ

佐々木慎司

退会

3）石巻赤十字病院の診療体制等について
・佐々木仁行理事より、石巻赤十字病院
の手術を要する患者の受け入れ状況に

へ
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ついて質問があった。

･木下康通理事より、5月9日から通常の
診療体制へ戻すことを目標に調整中で
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核診査部会委員の推薦依頼について
※小林龍夫会員、久保田恒会員を推薦〜承
認される。

あるとの報告があった。
定例理事会

B協議事項

H23.

1)6月定時総会の日程について

出席者

19

PM6:30

舛会長、佐藤・久門両副会長、岸・佐々

※6月28日（火）に開催〜承認される。

木・森（秀） ・遠藤・熊井・佐藤（純） ・

2）石巻市より平成23年度石巻市社会福祉事務

池田・木下・齋藤（潔） ・佐藤（三) ・千
葉（淳)・佐久間（実) ・富永・三浦（尚）
各理事、新妻事務局長、阿部副主任

所嘱託医の推薦依頼について

※上石恵一会員を推薦〜承認される。
へ

5.

3）臨床検査センター運営委員会の名称変更につ
議事録署名人：熊井理事、齋藤（潔）理事

いて

※

「検診・検査センター運営委員会」と変
更する〜承認される。

4）宮城県医師会より第63回「保健文化賞」推

A報告事項

＊石巻市立病院仮設病院の設置及び仮設休日・

夜間急患センターの建設に関する打合せ会

薦候補者の依頼について

（4月25日（月））報告。

※該当者なし〜承認される。

・旧石巻市役所第三分庁舎跡地に休日・夜間

5）女川町より平成23年度女川町地域ケア会議
（老人ホーム入所判定）委員の推薦依頼につ

急患センターを建設するという案が示され
た。早ければ10月あたりに診療を開始した
いとのことだった。

いて

※震災のため一時保留とする〜承認される。

6）宮城県石巻保健所より救急協力申出医療機

［報告：舛会長］
＊宮城県医師会「日本医師会認定産業医新規申

関の更新に係る意見について

請に伴う承認について」

※提出日が3月10日のため、事後承認され

告。

・日本医師会認定産業医新規について

る。

7）石巻市より石巻市老人ホーム入所判定委員

4名の先生方より申請があった。

［報告：千葉（淳）理事］

会委員の推薦依頼について
へ

※佐藤文彦会員と赤坂正会員を推薦〜承認
される。

8）石巻市より石巻市予防接種健康被害調査委
員会委員の推薦依頼について
※大場明会員と千葉淳理事を推薦〜承認さ

＊宮城県医師会第27回、第28回理事会（4月27

日 （水）、5月11日 （水))報告。
l)医療提供体制の再構築検討懇話会（仮
称）について

2）平成23年度特定健診等業務覚書締結郡市
医師会について

れる。

9）石巻市より

石巻市国民健康保険運営協議会

3）義援金や医薬品の配分について

委員の推薦依頼について
※齋藤潔理事、佐藤純理事、鈴木廣会員を
推薦〜承認される。

10)石巻市より

（4月25日 （月））報

（仮称）ねんりんビック宮城・

仙台2012石巻市実行委員会の委員の就任依頼
について

※舛会長を推薦〜承認される。

1l)宮城県石巻保健所より感染症診査協議会結

［報告：久門副会長］
＊宮城県医師会第147回定時代議員会(4月27日
（水））報告。
l)宮城県医師会館建築等検討委員会設置に
ついて

2）宮城県医師会及び各郡市医師会より東日
本大震災に関する報告

［報告：舛会長］
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l』ん

超

ひろ

ゆき

本多廣行

＊地域医療会議（5月13日（金))報告。

23年4月1日付

ほんだ産婦人科クリニック

1)医療救護活動の状況、今後の活動予定に

s

とう

みつ

佐藤満生

ついて

廃業

お

23年4月1日付

佐藤内科クリニック廃業・勤務先変更

2）現在の地域医療体制について
［報告：舛会長］

石巻港湾病院勤務

＊会報委員会（5月17日 （火))報告。

ユす

たか

舛

貴志

23年5月1日付

ます皮膚科医院

勤務先変更

l)3月・5月号を合併号とする件について
2） 7月号は東日本大震災特集号とする予定

し

石巻赤十字病院→ます皮膚科医院
とく

で、これから原稿を募集する

なが

たかし

徳永

太

23年5月9日付

齋藤病院

［報告：森（秀）理事］

勤務先変更
恵愛病院→齋藤病院

＊病診連携委員会（5月17日 （火))報告。

あら

・石巻市医師会、桃生郡医師会内で消化器系
疾患を診療している病院・診療所の先生方
20名に参加いただき、現状の報告と今後の
診療体制について、意見交換会を行った。
［報告：富永理事］

入会

ぃ

ひろ

し

荒井啓史

23年5月1日付

あらい脳神経外科クリニック
いい

べ'ま

もと

戸

開業

こ

飯山玄子

23年5月1日付

石巻港湾病院

会員数

勤務

186名
平成23年5月18日現在

＊准看護学校の平成23年4月分業務報告につい
＊職員の異動くなし＞

て

［以上、久門副会長］

1）第59回生の授業や行事について
2）第58回生の看護実習と行事について

＊その他

3）震災等により破損した設備の修繕につい

・診療所の再開を目指して動いてきたが、 1

日2回診療所が冠水したり、患者の多くが

て

［報告：佐藤副会長］
＊検診・検査センターの平成23年4月の業務実

亡くなったり周辺の家屋の建て替えができ
ないなど、明るい材料が見つからない。再

開を断念して廃業し、仙台に移住すること

繊について

・行政や学校での検診が行われなかったため、
検診部と検査部両方で収入が前年度より減

に決めた。理事の仕事を任期途中で離れる
ことをお詫びしたい。

［報告：遠藤理事］

少している。

［報告：齋藤（潔）理事］

・5月10日 （火）に石巻小児科医会を開催し

＊訪問看謹ステーションの平成23年4月分業務

た。東日本大震災の被害が大きく、2医療
機関が現在も再開の目途が立っていない。

実績について

l)収入に関しては、概算請求のため明確に

2）5月7日にJIM‑NET様より訪問看護車両を
［報告：三浦（尚）理事］
＊会員の異動
だ

なか

じん

仁

田中眼科
なか

ひろ

［報告：佐久間（実）理事］

23年3月ll日付
逝去

B協議事項

あき

田中宏明
恵愛病院

異動

ないので、仮設でも構わないので何らかの
対応をお願いしたい。

田中
た

に頼りきっている。多方面より、医師派遣

の協力申出はあるものの、診療する施設が

1台提供していただいた。

退会

以前から懸案となっていた休日当番や夜間
診療体制が崩壊しており、石巻赤十字病院

なっていない。

23年3月31日付
退職

かわら斑

fもる

川原田

衛

23年4月1日付

川原田内科医院

廃業

l)一般社団法人向けの新定款の内容の再確認に
ついて

2）平成22年度の事業報告について
※承認される。

へ
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3）平成23年度当会職員の夏季賞与（案）につい

＊宮城県医師会第29回、第30回理事会（5月
25日 （水）、 6月8日 （水））報告。

て

※震災の影響で勤務状態や収入が例年通り
ではないため、一部カットして支給する
〜承認される。

l)医事紛争について

2）東日本大震災におけるJMATの活動報告
について

4）石巻市より石巻市産業医及び石巻市教育委
員会産業医の推薦依頼について

3）東日本大震災に関する診療状況調査結果
について

※岸幹夫理事、千葉淳理事、川原田博章会
員を推薦〜承認される。
5）宮城県医師会より

［報告：久門副会長］
＊宮城県医師協同組合第7回通常総代会（5月25

日本医師会最高優功賞受

賞候補者の推薦依頼について
戸､

(91]

日 （水））報告。
l)平成22年度事業報告並びに財産目録、貸

※該当者なし〜承認される。

6）宮城県医師会より釦ll年度日本対がん協会
「奨学医」の推薦依頼について
※該当者なし〜承認される。

借対照表、損益計算書及び余剰金処分案
承認の件

2）平成23年度事業計画並びに収支予算決定
の件

7）石巻市教育委員会より平成23年度心身障害

3）借入金残高の最高限度額決定の件

児就学指導委員会委員の推薦依頼について

4）役員報酬決定の件

※岸幹夫理事と佐久間実香理事を推薦〜承

5）組合員への義援金送付について

［報告：舛会長］

認される。

8）宮城県医師会より平成理年度「日本医師会医

学賞」並びに「日本医師会医学研究奨励賞」
受賞候補者の推薦依頼について
※該当者なし〜承認される。

＊平成23年度第1回石巻市地域密着型サービス

運営委員会（5月25日 （水））報告。
l)東日本大震災による地域密着型サービス
事業所の被災状況について

2）地域密着型サービス事業所の指定につい
定例理事会
H23.

出席者

6.

16

［報告：佐藤（純）理事］

PM6:30

舛会長、佐藤・久門両副会長、岸・佐々

木・森（秀） ・熊井・佐藤（純） ・池田・
へ

て

＊検診・検査センター運営委員会(5月27日 （金））
報告。

齋藤（潔） ・千葉（淳） ・佐久間（実） ・

1)平成22年度収支計算書（案）について

富永・三浦（尚）各理事、新妻事務局長、

2）検査部門の現状と平成23年度の見通しに

阿部副主任

ついて

［報告：齋藤（潔）理事］

議事録署名人：久門副会長、佐藤（純）理事

＊新入会員へのオリエンテーション（5月30日

A報告事項

（火））報告。

＊第1回宮城県地域医療復興検討会議石巻地域

・荒井啓史会員と舛貴志会員に対して行った。

部会（5月24日 （火））報告。

［報告：岸理事］

l)被災地における医療の現状について
2）被災地における医療復興の方向性につい

＊訪問看護ステーション運営委員会（5月31日
（水））報告。

l)平成22年度収支計算書（案）について

て

・仮診療所の設置、石巻市夜間急患セン
ターと石巻市立病院の再建について検

2）建物補修と備品鱗入について
［報告：三浦（尚）理事］
＊准看護学校教育委員会（6月1日 （木））報告。

討した。

［報告：舛会長］

1）第57回生資格試験・進学・就職の状況に

〔92〕
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て

ついて

2）第58回生・第59回生の学習状況について

・平成22年度の国庫助成金が減額となった。
［報告：佐藤副会長］

3）平成24年度生徒募集について

＊検診．検査センターの平成23年5月の業務実

4）実習謝金について

5）第59回生基礎及び精神看護実習について
［報告：佐藤副会長］

績について

・検査部では、少し検体数が増加した。

［報告：齋藤（潔）理事］

＊総務広報経理小委員会、総務広報経理本委員

会（6月3日 （金）、6月9日 （木））報告。
1)平成22年度一般会計決算（案）について
2）平成22年度の各部決算（案）について

＊訪問看護ステーションの平成23年5月分業務
実績について
l)収入に関しては、概算請求のため明確に
なっていない。

3）会費減免等について

4）人事について

2）5月中旬以降、避難所から自宅等に戻り、

［報告：岸理事］
＊会計監査（6月7日 （火））報告。

ている。

［報告：岸理事］
＊平成23年度財団法人宮城県地域医療情報セン

［報告：三浦（尚）理事］
＊会員の異動
あき

ター評議員会（6月8日 （水））報告。

入会

くら

と』渇

朝倉

徹

23年5月20日付

l)役員・評議員の交替（案）について

石巻赤十字病院

2）平成22年度事業報告（案）について

臘鳴

3）平成22年度収支支出決算（案）について

石巻赤十字病院
はせがわ

きとし

4）平成23年度事業計画並びに収支予算(案）

長谷川

聡

23年5月20日付

石巻赤十字病院

勤務

について

‑ｹが

［報告：久門副会長］

退会

＊新公益法人制度改革検討委員会(6月lO日(金))

わら

篭

とよ

勤務

23年5月20日付
勤務

つく・

菅原豊次

23年3月11日付
逝去

く

豚た

ひgL

久保田

報告。

． 「一般社団法人」への移行に関する定時総

恒

23年3月31日付

石巻市立病院
あか

§か

［報告：佐々木理事］

退職
くに

赤坂

会での説明文などの確認について

邦

23年3月31日付

赤坂クリニック
き

＊平成23年度郡市医師会長会議（6月ll日 （土))

異動

むら

廃業

ひろし

木村

博

23年4月1日付

おながわ木村医院廃業・勤務先変更

報告。

1）東日本大震災に関するアンケート結果報

おながわ木村医院→やもと内科クリニック
な

告について

す

いち

ろう

那須一郎

23年4月1日付

2）宮城県地域医療復興検討会議について

あれは産婦人科クリニック
にの
みや
けん
じ

3) JMAT活動状況･JMAT宮城編成につい

二宮健次

廃業

23年5月1日付

二宮外科会員区分変更・理事長交代
にの
みや
より
よし

て

4）平成24年度の診療報酬・介護報酬同時改

二宮以義

23年5月1日付

二宮外科会員区分変更・理事長交代

定（要請）について

えん

［報告：舛会長］
＊宮城県麻薬防犯協会地区麻薬防犯協会会長会

どう

あみ

峠＞

廃業

つとむ

勤

23年5月23日付

齋藤病院

［報告：舛会長］
＊准看護学校の平成23年5月分業務報告につい

23年5月19日付

みなとの内科クリニック
木村

・平成22年度収支決算報告について

お

遠藤文朗
き

議（6月ll日 （土))報告。

へ

訪問看護を開始する利用者が増加してき

勤務先変更
恵愛病院→齋藤病院

会員数

186名

へ
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平成23年6月15日現在
＊職員の異動くなし＞

[93)

10）宮城県石巻保健所より救急医療功労者の厚
生労働大臣表彰候補者の推薦依頼について

［以上、岸理事］

※該当者なし〜承認される。

ll)職員の人事（案）について

＊その他

･PCATで活動中の先生より、石巻に在宅診

療所の設置と、今回の震災で閉院した会員
に院長になってほしいという提案があった。

［報告：舛会長］

※提案通り承認される。

12)石巻地区学校保健会より平成23年度石巻地
区学校保健会役員の推薦依頼について

※佐久間実香理事と佐藤三吉理事を推薦〜

B協議事項

承認される。

1)第133回定時総会資料（各部会計の平成23年

13)石巻市より石巻市介護保険運営審議会委員

度収支予算書（案）及び平成22年度収支計算

及び石巻市地域包括支援センター運営協議会

書（案） ）について

委員の推薦依頼について

へ

※平成22年度収支計算書（案）については
提案通り承認される。平成23年度収支予

2）

※佐藤純理事を推薦〜承認される。
14)石巻市より平成23年度石巻市いじめ生徒指

算書（案）については、後日臨時理事会

導問題対策委員会委員の推薦依頼について

兼役員会にて協議する。

※佐藤副会長を推薦〜承認される。

「一般社団法人」への移行及び定款の変更の
定例理事会

承認について

※後日臨時理事会兼役員会にて協議する。
3）第133回定時総会開催案内文書の確認につい

H23

7.

21

出席者

舛会長、久門副会長、岸・佐々木・森

PM6:30

（秀） ・熊井・佐藤（純) ・池田・木下・

て

※提案通り承認される。

4）平成22年度当会備品等除却明細表について
※今回は災害除却も含まれる〜提案通り承

齋藤（潔） ・佐藤（三） ・千葉（淳） ・佐
久間（実) ・富永・三浦（尚）各理事、
新妻事務局長、阿部副主任

認される。

5）東日本大震災による会員の会費減免（案）に

へ

議事録署名人：佐藤（三）理事、佐藤（純）理事

ついて

A報告事項

※

＊平成23年度第1回石巻市心身障害児就学指導

4月以降診療再開の会員について、保険
請求開始日を基準として一定期間免除す
る〜承認される。

6）宮城県医師会より学校医（眼科校医である
田中仁先生が、東日本大震災にてご逝去され

委員会（6月15日（水))報告。
l)今年度の就学指導の進め方について
2）役員（委員長・副委員長）の選出
3）年間予定について
［報告：佐久間（実）理事］

た後任について）の推薦依頼について

※佐久間健彦会員を推薦〜承認される。
7）石巻市教育委員会より石巻市学校給食セン
ター運営委員会委員の推薦依頼について

＊東日本大震災犠牲者石巻市慰霊祭（6月18日

（土)）報告。
･2,000人以上の参加者があった。

※佐藤三吉理事を推薦〜承認される。
8）宮城県知事より石巻地域メディカルコント

ロール協議会委員の推薦依頼について
※舛会長を推薦〜承認される。

9）石巻市より石巻市震災復興計画市民検討委
員会委員の推薦依頼について
※久門副会長を推薦〜承認される。

［報告：舛会長］
＊兵庫県医師会救護所における救護活動終了式
（6月19日 （日))報告。
・石巻中学校校長室にて閉所式を行った。
［報告：舛会長］
＊第2回、第3回、第5回石巻市震災復興基本計

画市民検討委員会（6月19日（日）、6月29日

〔94〕
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交換会（7月3日 （日））報告。

（水）、7月9日 （土)）報告。
・産業部会、生活部会に分かれ、生活再建や

・東日本大震災の報告や今後の課題などにつ

いて質疑応答を行った。

産業復興等、基本計画策定について話し合

［報告：舛会長］

い、住民の意見として市に提出する。
［報告：久門副会長］
＊第1回臨時理事会兼全体役員会(6月21日(火)）

＊第2回宮城県地域医療復興検討会議石巻地域
部会（7月12日 （火))報告。
l)ワーキンググループ・全体会議における

報告。

検討内容について

l)平成23年度予算（案）並び平成22年度決

2）石巻医療圏復興の方向性について

算（案）について

2）

「一般社団法人」への移行認可（案）に

［報告：舛会長］
＊会報委員会（7月12日 （火))報告。

ついて

［報告：佐々木理事］

・7月・9月合併号として発行し、漉災特集号

＊宮城県医師会第31回、第32回理事会(6月22

とする。いつもより増刷して支援をいただ

日 （水）、 7月13日 （水））報告。

いた団体等へ送りたい。原稿は引き続き募

l)会員異動について

集しているので、ご執筆をお願いしたい。

2）平成23年度第1回母体保護法指定医師等

［報告：森（秀）理事］
＊検査部会議（7月14日 （木））報告。

審査委員会について
3）県立学校の眼科校医の推薦について

1）検体検査の業務改善の方針について

4）平成23年度郡市医師会附属准看護学院

2）宮城県保健福祉部医療整備課より指摘さ

（校）並びに高等看護学院（校）連絡会

れた「臨床検査センター」という名称の

の開催日程について

再検討について

5）平成23年度第1回郡市医師会事務長会議

3）職員配置の変更等について

［報告：齋藤（潔）理事］

の開催日程について

＊宮城県医師会互助会役員会（7月20日 （水))

6）医事紛争について
7）互助会加入状況について

報告。

8）宮城県からの新たな地域医療再生計画(医

l)東日本大震災における災害見舞金の取扱

療復興充当分）について

いについて

［報告：久門副会長］

2）宮城県医師会互助会災害見舞金の支給に
関する確認事項について

＊宮城県医師会旧本医師会認定産業医新規申

請に伴う承認について」

（6月24日 （金））報

［報告：森（秀）理事］
＊准看護学校の平成23年6月分業務報告につい

告。

・日本医師会認定産業医新規について
2名の先生方より申請があった。

［報告：千葉（淳）理事］
＊第133回定時総会(6月28日 （火))報告。

て

1）生徒の学習内容について

2）備品の購入や震災での破損部分の修繕等
について

［報告：佐々木理事］

［代理報告：岸理事］

＊石巻警察署嘱託医・協力医打合せ会（7月1日

＊検診・検査センターの平成23年6月の業務実績

（金））報告。

について

・特定健診の開始時期が前年と異なるため、

・災害検視業務について
嘱託医・協力医が輪番制で検視業務を行う

前年比が低くなっている。

ことになった。

［報告：齋藤（潔）理事］
［報告：舛会長］

＊

へ

「日本医師会」と「石巻市医師会」との意見

＊訪問看護ステーションの平成23年6月分業務
実績について

へ
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l)訪問件数は徐々に増加している。

補助金申請について

2）事務所の復旧工事が概ね終了したため、
元の場所で業務を再開している。
会員の異動
（』ん

退会

だ

ひら

ゆ＆

にし

よし

23年6月30日付
県外異動

たl↑

大西義丈
べ"2

やす

あか

退職

※佐藤副会長を推薦〜承認される。

23年6月30日付
退職

さか

た耀し

赤坂

正

23年4月1日付

あけぼのクリニック
い

のり

熊井医院
の

23年6月1日付
廃業・会員区分変更

けい

23年6月24日付

石巻市立病院

退職・無所属

会員数

183名

＊職員の異動

健功労者表彰候補者の推薦依頼について
※該当者なし〜承認される。

11)義援金の配分方について
※提案通り承認される。
ついて

※提案通り承認される。
また

あや

勝又

斐

23年6月16日付

訪問看護パート職員
［以上、佐々木理事］
l)石巻市社会福祉協議会より石巻市社会福祉

協議会理事の推薦依頼について
※佐藤副会長を推薦〜承認される。

2）石巻市より石巻市災害弔慰金支給審査委員
会委員の推薦依頼について

※市へ詳しい内容を問い合わせた上で、再
度検討する。
3）石巻市教育委員会より平成23年度教育功労
者表彰及び文化の日表彰候補者の推薦依頼に
ついて

※平成23年度教育功労者表彰については佐
藤副会長を推薦し、文化の日表彰候補者
については該当者なしとする〜承認され
る。

4）宮城県医師会より

13)准看護学校より

カラーコピー機への機種変

更及び震災で破損した実習室の床の改修工事
の許可願いについて

※提案通り承認される。

B協議事項

へ

10)石巻地区学校保健会より平成23年度学校保

12)東日本大震災による会費減免（一般減免）に

平成23年7月20日現在
かつ

出張・出席の許可願いについて

いち

佐野敬−

採用

平成23年度第1回郡市医

師会事務長会議開催にあたり新妻事務局長の

加

熊井則夫
き

9）宮城県医師会より

※承認される。

施設開業・会員区分変更
<乱

「JMAT宮城」編成にか

かる担当者の選任について（お願い）

石巻市立病院

異動

8）宮城県医師会より

ひこ

神山泰彦
へ

※8月25日 （木）に開催〜承認される。

23年6月30日付

石巻港湾病院
かみ

※提案通り承認される。

7）8月定例理事会の日程等について

本多廣行
おお

※承認される。

6）総会用演台の購入許可願いについて

［報告：三浦（尚）理事］
＊

[95]

第10回「杉田玄白賞」受

賞候補者の推薦依頼について
※該当者なし〜承認される。
5）石巻医師納税貯蓄組合への会員胃がん検診の
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第133回(社)石巻市医師会定時総会
日時：平成23年6月28日（火）午後6時30分
場所：石巻市医師会館3階講義室
岸総務理事の、出席者23名、委任状提出者lll

会会員の状況や損害の程度が全く伝わってこな

名、計134名の出席があり、現在の会員は186名で

かった。防災無線も充電していなかったため、 5

あり、本会規約24条により、本会は成立するの開

日目から医師会と連絡が取れるようになった。情

会宣言により始まった。続いて舛会長の挨拶（今

報の連携についてもっと考えても良いのではない

月号に掲載）があり、久門副会長より諸報告がな

か。

された。議事録署名人に、佐藤保夫先生と鈴木明

今回の大震災で閉鎖する診療所がいくつかある

したり、支えようとする会が一度も開かれていな

続いて、北川先生、三浦先生、古山先生、鹿岡

先生、佐久間先生、田中先生、菅原先生へ黙祷が

い。

舛会長より、各先生と話をしたが、決意は固

捧げられ、鈴木廣議長が登壇し、 l〜4号議案が審

かった、との返答があった。

議された。議長が木村博先生に交代し、5，6号議

岸総務理事より閉会宣言がなされ、懇親会へ移

案が審議され、滞りなくすべての議案が承認され

動した。

た。

今回は、東日本大震災により、平成22年度決算

その他で、宮城先生より、質問があった。

案と、平成23年度予算案を同時に審議承認すると

ファックス、メールなどで、膨大な情報が来た
が、

へ

が、石巻市医師会で、全体で何とかそれを歯止め

宏先生が選任された。

目を通すのは、 1割ちょっと位であった。当

第133回

いう、異例の総会であった。

（社)石巻市医師会定時総会次第

０●﹄迅
口Ｉ歩み

時掛

平成塾3年6ノlZHm

術馨市医蝉会館

1 −

問

2．

会壁挟拶

3．

謡

(火）

午後6時910分

3則溺愚顎

会

雑

へ

併

会傍銀灼
4．

段

事

蕊1号謎案平成23年度事宴計画く糞）に間し水認を紫める件
第2号晶案

，限成塑年度石啓IIjⅨ師全会貸賦凍敵収に間‑I．ろ仲

踊3珊麟案

､ド醜Z3年度術巻UIi隣節会収支Yb範（裳）

鋪4号殿案

+【成23年度f口

j二闇し欣郷を求める件

（案）に計上のr個費魂川の専決処分に燗し喰

認を求める件

鋪5号殿案

・'2成22年度石憩jIj僅師傘収叉計算魯《糞）

Iこ閲し承鯉を坂める

件

（1）

ド成2z年度衡巻市医鯆金一舶金針収支計算禽

（饗）

（2）

〃

剛風准君議学校収支計廊香

〃

（3）

〃

附風臨床検迂センター収文計陣毎

ノ

（1）

〃

附属肋1吋衙錯ステーシ町ン収支計算書

〃

（5）

〃

連衡厩金特別金計収支計卿召

〃

（6）監壺概皆
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角靭

仁先生に棒くﾞ

お世話になりました。こころから感謝申し上げ
ます。
先生は温厚篤実で、だれからも愛されるご性
格でありました。こよなくお酒、特にかん酒を

世トーＩＩｒｌＩＩｉ隣︲１１卜旧ｎｌｉ︲ｌ川川川Ｉ

好まれました。飲むと陽気になり、時々は少し
羽目を外されることもありましたが、今は懐か

一

しく思い出されます。
3月11日の大震災の翌日、近所の方が、先生

が津波で亡くなられ、元の市役所前にご遺体が
運ばれていると教えてくれました。傍に付き添
っておられた従業員の方の御了解を頂き、ご遺

体を覆っていた毛布を少し持ち上げお顔を拝見
いたしました。穏やかなお顔でありました。こ
ころより先生のご冥福をお祈りいたします。ど
うぞ、安らかにお眠り下さい。
平成23年7月7日
石巻市医師会
会長舛

平成23年3月11日逝去享年75歳

眞一

宮城県出身（昭和11年9月13日生）
田中先生

￨

お別れの言葉
3月1l日の東日本大震災で犠牲になられまし

た故･田中仁先生をお送りするにあたり、石巻
市医師会･会長としてお別れの言葉を申し上げ

てしまいました。

ます。

いとは全く思いもかけないことです。

先生は昭和38年に岩手医科大学医学部をご卒

へ

日はめく．り、月はかわっても衝撃と悲しみは
薄れることはありません。とうとうこの日が来
こうしてお別れの言葉を述べなければならな
仁先生、そう呼ばせて戴いて35年、長いお付

業され、当時のインターン制度終了後すぐに岩
手医科大学眼科教室に入局されました。その後、

き合いも今日で終わりになるのでしょうか。

病院勤務を経て、昭和55年に田中眼科医院を継

らも動転した私の心の中に動かすことの出来な

承されました。石巻市医師会では、会報委員会

い現実が次第に重くのしかかり、荘然自失して

逝去の報を聞かされた時、まさかと思いなが

担当理事を2期ずつ計4期8年にわたり担当され

しまいました。自分の中の一部が欠け落ちてし

ました。その後も、会報委員として医師会報の

まったような淋しさの中にいます。

編集･発行にとって、なくてはならない方であ
りました。医師会のいろいろな会合が催されま

このような形で生涯を閉じようとは運命とし
て諦めることの出来ない悲しみを覚えます。神

すと、後日、先生の詳細な報告が会報に載りま

様の我侭の様な気がし、悔しいです。

すが、録音テープから起こしているとお聞きし、
大変な作業をなさっていると感服したことを思

けが残る思いであり、いざその時が来てみると

い出します。先生は、昭和53年から、石巻小学

抑えきれない口惜しさが胸に溢れてきます。

校はじめ多くの小学校、幼稚園そして中学校な

残念とか悲しいとか言葉で言っても空しさだ

今ここに先生とのお別れを告げるにあたり、

15年に石巻市長表彰、平成20年に宮城県教育文

しばらく目を閉じていますと次から次へと今ま
でのあまりに楽しい出来事がまなうらに浮かん

化功労表彰などを受賞されました。そのほか、
准看護学校では、眼科学の講義で長年にわたり

でまいります。
石巻市医師会報編集につきましては先生が理，

どの眼科校医を歴任し、その功績に対し、平成

｜菅］
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事をされていた時、特に200号までの総索引を、
又、ロータリーにつきましてはガバナー月信の

田中先生
岩手医科大学十二期会の仲間の一人としてお

編集担当幹事をされ、お手伝いをさせていただ
いた時、編集に関する基本と、そしてそうした

別れの言葉を申し上げます。

事柄に取り組む姿勢の厳しさといったことを学
びました。そして委員会終了後の某所での反省

先日まで奥様をまじえて楽しく酒をのみ大いに

貴方の唄ももう聞くことは出来ません。つい
唄いました。

貴方の歌う唄はいつも優しく心に染み入り心

会、それは又本当に楽しいものでした。
又、年に何度か花を、紅葉を、味処を求めて
ドライブを楽しみました。そして昨年、3泊4日
の京都、奈良への旅、これが最後となってしま
いましたが、すべて楽しく、生涯忘れ得ぬ思い
出を沢山作ることが出来ました。

そして、なんと言ってもお酒、カラオケでし

が癒されました。

思えば昭和銘年岩手医大十二期生として共に入
学し、学生生活を諺歌しました。インターンを終
え医師となってからは夫々眼科と内科に道は分か

れましたが、2年に一度の十二期会の例会では、
度々御一緒に楽しい時間を過ごしました。

ょう。十八番の数々、軍歌にいたってはもう独

石巻に戻って貴方はお父上の後をついで田中

壇場、気持ち良さそうに歌い、美酒をたしなん

眼科医院を開業され、門前市をなす御多忙の中、

でおられた姿が瞼に浮かびます。

医師会では理事として、また広報会報委員長と
して、医師会報の編集に尽力なさいました。と

こうして思い浮かんでくる先生と過ごしたいろ

いろな場面は、どれもが本当にこんなに楽しいこ
とがあっていいのかと思うばかりの素晴らしい時

くに貴方の愛したカメラでとった作品は何度も

間でした。再びいろいろと教えて戴き、お話をし

会報の表紙をかざりました。良い写真でした。
また岩手医大の同窓会である圭陵会石巻支部

たい、でもそれはもう叶わなくなりました。

長として皆のまとめ役としてお世話をして下さ

先生の温厚なお人柄が作り出す明るく楽しい
雰囲気は得がたいものであり、どこまでも謙虚
で飾らないお人柄は誰からも愛されていました。
あの温顔に再び接することが叶わないと思う

いました。

酒を愛し、いつも燗酒を好まれ、たとえ乾杯
といえども必ず日本酒でした。

いつか宴席で乾杯の時、隣にいた私が「ビー

と、道を歩いていたり、 ものを食べている時も
ふっと涙がこぼれ、アルコールは控えめの身な

ルじゃダメなの？」ときいたところ貴方はニッ

がらも先生を偲び酒を汲み、杯を重ねても悲し

われ私は妙に感心したことを憶えております。
此度の大震災は理不尽にも一瞬にして貴方を

みは錆せませんでした。
でも、さようならは言いません。

コリ笑って「うん、やっぱり酒なんだな」と云

遠くに連れていってしまいました。正に貴方は

先生の趣味の一つでありますカメラを肩に学
会へ参加、気ままな旅、自由な時間を楽しんで
いらっしゃると考えることにします。

忽然と私たちの前から姿を消してしまったので
す。

貴方は真喜子奥様とお子様方を深く愛しいた

いずれ私も河を渡ることでしょう。亦、逢え

たらその時ゆっくり語り、歌い、そして杯を重

わり、医師として夫として父として実に誠実な
一生を送られました。今日は七夕です。

ねましょう。場所は先生が決めておいて下さい。

今頃は天の川に寝そべって大好きな燗酒をの

そんな時が来ることを想い浮かべつつ、なお万

みながらナツメロでも唄ってることでしょう。

感胸に迫ってまいりますが、結びの言葉とさせ

これからは貴方の愛された奥様、お子様方を天

て戴きます。

上から見守り御加護下さるよう念じております。

それじゃあいずれ。

お別れです。安らかにお休み下さい。

長い間、本当に有難うございました。

平成23年7月7日

岩手医科大学十二期会

平成23年7月7日
山内

哲

角

高橋邦明

角
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故菅原豊次先生に棒くﾞ
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巻市長表彰、そして平成10年には宮城県教育
長表彰を授与されました。さらには、石巻市
医師会付属准看護学校では、お忙しい中、内
科学の講義をたびたびお引き受けいただきま
した。ありがとうございました。
先生は、内科開業医とは別に、SF小説の作
家という側面もお持ちでした。

「嬉野泉」と

いうペンネームで石巻市医師会.会報に長文の

小説をたびたび投稿され、また多くの単行本
の著作もございます。その奇想天外なストー
リーは、先生の軽妙酒脱なお人柄と相侯って

里匡

読む人を魅了したものと推察いたします。

先生はまた、石巻市医師会の趣味の会であ
る石巻医師団のボーリングクラブの会長も永
い間務められました。ボーリング大会の開催
以外にも、郷土史愛好会や焼き物同好会の会
平成23年3月11日逝去享年83歳

員の先生方とよく旅行を楽しまれました。小

宮城県出身（昭和4年2月26日生）

生も二度ほどご一緒しましたが、高速道路の

お別れの言葉
この度の東日本大震災で、奥様と共に津波

パーキングエリアで休憩する度にたばこを吸
っておられたお姿が懐かしく思い出されます。
かなりの愛煙家でいらっしゃいました。

の犠牲となられました故･菅原豊次先生をお送

この度の大震災では、津波のために、奥様

りするにあたり、石巻市医師会･会長としてお

とご一緒に亡くなられたとお聞きしておりま

別れの言葉を申し上げます。

す。先生と奥様のご冥福を心よりお祈りいた

先生は、昭和25年4月、東北大学付属医学専

します。どうぞ安らかにお眠りください。

門部をご卒業され、翌年5月に東北大学医学部
一

の第三内科教室に入局されました。昭和32年
には、医学博士の学位を授与されておられま
す。その後、岩手県立花巻厚生病院内科長、

宮城県雄勝町立病院内科長などの勤務医を経
て、昭和35年2月に菅原医院を開業されました。
石巻市医師会では、会報委員会･委員などを歴
任されましたが、特に、昭和58年から平成10
年まで選挙管理委員会･委員長として長きにわ
たりご活躍いただきました。先生の清廉潔白
なお人柄によるものであり、深く感謝申し上
げます。また、昭和35年から湊第二小学校と
湊中学校の副校医、そして、昭和40年から湊
中学校の校医に就任されました。長きにわた
きにわた
る学校医としてのご功績に対し、平成3年に石
戎3年に石

平成23年7月17日
石巻市医師会
会長舛

眞一
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石巻市夜間急患ｾﾝﾀｰ小児科医師割当表
3月分
火

水

木

1日

2日

3日

上杉皮膚科医院

大街道じゅんｸﾘﾆｯｸ

佐々木医院

月

千葉

上杉恭弘

淳

佐々木俊

7日

8日

9日

10日

石巻港湾捕院

中lllこどもｸﾘﾆｯｸ

佐藤内科医院

ものうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

大西善丈

中山孝之

佐藤清癖

河野秀信

角

平成23年3月〜6月分休日急患担当医表
暇日

担当病医院名

内科

小児科

外科

産婦人科

96−7700

92−7651

92−7707

かづま内科ｸﾘﾆｯｸ
鹿妻南一

佐久間眼科小児科医院

鈴木整形外科ｸﾘﾆｯｸ

ほんだ産蹄人科ｸﾘﾆｯｸ
鹿妻南一

八幡町一

鹿妻北一

96−2823

76−4024

23−2111

93−7000

東海林内科W脇科
I側l脇字二番谷地

ものうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
桃生町中津山

池田整形外科医院
蛇田字東道下

やまもと産蝸人科
大街適北一

土

6

日

体

94‑0303

97−4141

93−9693

22−3121

22−3322

4

体

久I側l医院
垂水町

おおば小児ｸﾘﾆｯｸ
門脇青葉西

ささき慾形外科医院
大橋二

あくｸﾘﾆｯｸ産科勘}人科
大街遊西二

92−7311

23−3200

83−2121

22−3717

5

体

いしづか内科ｸﾘﾆｯｸ
蛇Ⅲ字新大埣

石巻市立病院仮診療所
日和が丘

藤野整形外科
矢本字大溜

しらゆりクリニック
蛇ul新立野

22−5410

76−4024

8

日

宮城ｸﾘﾆｯｸ

ものうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

中里七

桃生町中津山

15

日

92−1092

23−3200

大街道じゅんｸﾘﾆｯｸ
大街道北三

石巻市立病院仮診療所

22−5522

95−4121

中山こどもｸﾘﾆｯｸ
中里三

へ

日和が丘

22

日

佐瀧神経内科医院
大手町
22−2602

23−0125

29

日

上澗内科ｸﾘﾆｯｸ
消水町一

石巻診療所

12

穀町

95−1621

93−9693

93−7000

日

商橘洲化器内科
千石町

おおば小児ｸﾘﾆｯｸ
門脇青葉西

やまもと産蜥}人科
大街道北一

21−5335

21−7220

92−7707

22−3322

日

かわらだ内科W大腸クリニック
鋳銭場

石巻赤十字病院
蛇田字西道下

鈴木整形外科ｸﾘﾆｯｸ

あくｸﾘﾆｯｸ産科蝿人科
大街道西二

96−3251

23−3200

93−7600

石巻市立病院仮診療所
日和が丘

川村産鋤人科医院
新僑

鹿斐北一

19

日

齋瀧描院
1l1下町一
23−3200

76−4024

22−3121

22−0707

26

日

石巻市立病院仮診蝦所
日和が丘

ものうファミリークリニック
桃生町中津山

さきき整形外科医院
大橋二

齋藤産婦人科医院
中央三
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平成23年7月〜8月分休日急患担当医表
暇日

内科

小児科

外科

産婦人科

21−6117

93−9693

84−2323

22‑3717

日

いしのまき矢吹ｸﾘﾆｯｸ
大橋三

おおば小児ｸﾘﾆｯｸ
門脇青菜西

わたなべ整形外科
赤井字南一

しらゆりクリニック
蛇田新立野

96‑7700

76−4024

22−3322

10

日

かづま内科ｸﾘﾆｯｸ
鹿妻南一

ものうﾌｧﾐﾘｰクリニック
桃生町中津111

あくｸﾘﾆｯｸ群+婦人科
大街道西二

22−3277

23‑3200

23−0125

93−7000

17

日

よしろう内科
住吉町一

石巻市立病院仮診療所

石巻診療所
穀町

やまもと産婦人科
大街道北一

18

へ

担当病医院名

24

31

14

21

28

21−7551

93‑7600

中浦内科医院

川村産婦人科医院
新橋

96−6372

95−4121

83−2121

22−0707

伊藤内科ｸﾘﾆｯｸ

藤野整形外科
矢本字大溜

齋藻産婦人科医院

中里二

中山こどもｸﾘﾆｯｸ
中里三

95−6118

76−4024

22−0202

22−3717

日

屯田内科皮潤科ｸﾘﾆｯｸ
大街道南五

ものうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
桃生町中津山

二宮外科医院
住吉町一

しらゆりｸﾘﾆｯｸ
蛇田新立野

22−5410

21−7551

95−1755

22−3322

日

宮城ｸﾘﾆｯｸ
中里七

中浦内科医院
中浦一

佐鯉整形外科医院
中央一

あくｸﾘﾆｯｸ産科婦人科

22−5522

93‑9693

22−3121

93‑7000

佐藤神経内科医院
大手町

おおば小児ｸﾘﾆｯｸ
門脇青葉西

ささき整形外科医院
大橋二

やまもと産婦人科
大街道北一

日

日

お盆

16

21−7551

中浦内科医院
中浦一

体

お盆

15

日和が丘

日

日

中浦一

中央三

大街道西二

21−7551

76−4024

23−2111

93−7600

中浦内科医院

ものうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
桃生町中津山

池田整形外科医院
蛇田字束道下

川村産婦人科医院

中浦一
22-2602

76−4024

22‑0707

上石内科ｸﾘﾆｯｸ
消水町一

ものうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
桃生町中津山

齋藤産婦人科医院
中央三

新橋

92−1092

23‑3200

92‑7707

22−3717

大街道じゆんｸﾘﾆｯｸ
大街道北三

石巻市立病院仮診撫所
日和が丘

鈴木雛形外科ｸﾘﾆｯｸ
鹿姿北一・

しらゆりｸﾘﾆｯｸ

蛇田新立野

23−3200

95−4121

23−0125

93‑7000

石巻市立摘院仮診療所

中山こどもｸﾘﾆｯｸ
中里三

石巻診擦所

やまもと産婦人科
大街道北一

日和が丘

穀町

へ

原稿募集
＊気軽に読める医学随想のほか、趣味に関す

ishinomaki‑med.orjp)で送っていただいても

る記事、詩、歌、俳句、文学、随想など、字

結構です。

数は適宜ですが、短いものでも歓迎します。

その際、文章はワードファイルまたはテキス

写真なども結構です。委員会報告、各サーク

トファイル、表はエクセルファイル、写真、

ルだより等、催し次第〆切に関係なく記事を

図などはJPEGでお願いします。

事務局宛にお送り下さい。原稿用紙は事務局

＊皆様方の経験された症例で、会員の興味を

に用意してありますので必要であればお申し

ひきそうなものがありましたら、ご報告下さ

出ください。

るようお願いいたします。

CD‑R、USBもしくはEメール(ishikaihou@

第249号は11月発行です。
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㈹伽陶㈲㈹㈱㈱
月日日日日日日日
３１２４７８９釦

★★石医日誌抄★★
7月

訪問看護ステーション運営委員会

1日㈲

准看護学校"卒業式

3日(日）

准看護学校教育委員会

協力警察医に関する打合せ会

「日本医師会｣と｢石巻市医師会｣との意見
交換会

第9回新公益法人制度改革検討委員会

12日㈹

第2回宮城県地域医療復興検討会議石巻

総務広報経理小委員会

地域部会

小児科休日当番医制度検討委員会

会報委員会

第1回臨時理事会兼全体役員会

21日嗣
24日旧）

定例理事会

「葛飾区医師会｣と｢石巻市医師会｣との
意見交換会

4月

准看護学校臨時連絡会議

燭㈹㈹
月日日日
８５９認

4日(月）

6日㈱ 検診・検査センター会議
20日㈱

准看護学校"入学式

21日附

定例理事会

角

石巻地区小児科医会

災害医療対策委員会
総務広報経理小委員会

5月

会報委員会

13日㈲

地域医療会議

17日㈹

病診連携委員会

25日嗣

定例理事会

会報委員会
24日㈹

第1回宮城県地域医療復興検討会議石巻

★★編集後記★★

地域部会
未曾有の東北大震災に見舞われ、前回はやむな

27日燭

検診・検査センター運営委員会

30日（月）

新入会員へのオリエンテーション

く合併号としたが、今回は、できるだけ多くの会

31日㈹

訪問看護ステーション運営委員会

員の方々に、今回のことを書き残して欲しい、と

伽鬮㈹㈱陶榊㈹㈹
月日日日日日日日日
６１３７９ｍ焔瓢錫

思い合併号とした。校正をしながら、外野席にい

た私と、9回裏ノーアウト満塁、一点取られれば
准看護学校教育委員会

負け、の差を感じた。やむなく閉院された先生、

総務広報経理小委員会

現時点でまだ再開できずにおられる先生には全員、

会計監査

と思っていたが、心残りである。この大震災を末

総務広報経理委員会

永く伝える記録の会報として、極めて貴重な号に

第10回新公益法人制度改革検討委員会

なった、 と思うが、会員の諸先生方の判断を仰ぎ

定例理事会

たい。改めて、田中、菅原両先生のご冥福ととも
に、一日も早い復興をお祈りする。

全体役員会
第133回定時総会

会報委員会
委員長

発行所

石巻市鋳銭場1番27号

石巻市医師会
佐藤
白幡
中川

俊夫一

森
秀行
池田理一郎
坂井武昭
東海林建一
高屋
りさ
矢崎春彦

隆一陽

副委員長
委
員

(H･M)

電話(0225)95−6238
FAX(0225)93‑0774
ホームページ:htm://www.idlinomaki‑med.or・jp
E‑mail:ishikaihou@ishinomaki‑med.or・jp(会報婆員会専用）
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リバスチグミン経皮吸収型製剤
劇薬､処方せん医鑿品性】

Rivastigminetransdermaipatch
注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

資料購求先
●効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等、
詳細は製品添付文書をご参照ください。

、禦簾顯驍慧雲会社

110701
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喘息･COPD治療配合剤
￨処方せん医薬品(注意一医師等の処方せんにより使用すること)

喘息治療配合剤
￨雇添室諏圃

￨処方せん医薬品(注意一医師等の処方せんにより使用すること)I 雨羅郵圃

アドエア．襄騨灘鶏罵アドエア．；職零瀧：
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原則禁忌を含む使用上の注意｣等については添付文書をご参照ください。
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国道壷売元僚料研求先》

大日本住友製薬株式会社
〒

1･皿5大阪市中央区速修町2.6‑8

＝底幸る函1合わせ先】

長時間作用型ARB
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処方せん医露晶(注康一塞鱒号の迅方せんにより使用すること》

'一宝玉＝ーI
TELO12￨○・034‑389

効能･効果､用法・用墨禁忌を含む使用上の
注意等については､添付文書をご参照ください。
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自粛・処方せん医露品:注璽医師蓉の処方せんにより使用すること

、蓋撫繍餓穆壼撫惑蹴
資料爾求先：
エーザイ株式会社お客橡ホットライン／ファイザー株式会社製品情報センター
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ｇｇｇ５錠錠錠リリリ

列わう刀
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日本薬局方ドネペジル塩酸塩細粒

〔藁価基準収磁〕

３ｓ加粒
錠錠錠細

日本薬局方ドネペジル塩酸塩錠

孵繊朕

フ︾フフ︾フ

アルツハイマー型認知症治療剤

〈ドネペジル塩酸塩製剤＞

●効能･効果､用法･用量及び禁忌を含む使用上の
注意等については添付文書をご参照ください。
ART1102MO3
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｢つながり｣をもつと大切に。
患者さんの"その人らしさ，'を守りたい。
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へ
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