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広島城北医会の思いで
金谷医院

新規開業(医院継承)および役員就任の御挨拶
土井内科神経内科クリニック

金谷雄生（９回生）

土井光(28 回生）

Ｈ２９年度をもって役員（総務）から退任させていただきます。

平成 29 年 4 月に、医療法人社団土井クリニックの院長・理事長に就任

城北医会はＨ７年に設立し２２年がたちます。（記憶が正しければ）

いたしました、28 回生の土井光と申します。当院は昭和 62 年に父であ

想いおこせば、Ｈ６年に前國木会長（２回生）から声を掛けていた

る土井一可が広島市中区紙屋町にて開業し、現在まで内科・神経内

だき、河瀬先生（３回生）、田中先生（６回生）、黒澤先生（８回生）、

科を中心に診療を続けてまいりました。この度、開業 30 周年を迎え、

生塩先生（８回生）、故江島先生(１２回生)と会則とか会費はどうす

継承することになりました。また、長井敏弘会長をはじめ、広島城北医

るとか何回も集まって話をした記憶があります。Ｈ２３年、会長が國

会役員の先生方のご厚意により、この度、役員(広報担当)に就任いた

木先生から現長井先生に代わられた時に私も退任しましたが、数

しました。

年後に故江島先生に依頼され総務として復帰したことが思い出さ

私は、平成 5 年に広島城北高校を、平成 11 年に関西医科大学を卒業

れます。城北高校同窓会にも城北医会から出させていただきまし

後、神戸市立中央市民病院では内科研修医として、天理よろず相談

た。

所病院では神経内科医員として研鑽を積んでまいりました。平成 17

現在副会長をしておりますが、Ｈ２９年度で同窓会役員も退任いた

年に九州大学神経内科に入局し、神経難病である多発性硬化症の研

します。

究や、慢性頭痛の診療ガイドライン委員として慢性頭痛の研究を行っ

城北歯科医会平岡先生（１７回生）とは同窓会でも同じ副会長とし

てまいりました。平成 23 年に広島赤十字・原爆病院神経内科に赴任

て仕事をしております。その中で、医会と歯科医会で協力して何か

し、18 年ぶりに広島の地での生活を過ごしております。平成 27 年 1 月

できないかと考え、合同の学術講演会、総会、懇親会をやろうとい

に当クリニックの副院長に就任し診療しておりました。

う話になり、前國木医会会長、前山村歯科医会会長と相談してＨ２

当院では、一般内科疾患のみならず、頭痛、パーキンソン病、認知

０年から（たぶん）合同で学術講演会、総会、懇親会を開いており

症、ボトックス療法を中心に診療を行っております。特に慢性頭痛(片

ます。城北高校同窓会総会懇親会、広報誌しろやま、奨学金チャ

頭痛、群発頭痛など)には力を入れており、難治例に対する新規治療

リチーゴルフコンペ、同窓会名簿等の協賛、学校健康診断での協

や、臨床治験も積極的に取り入れ診療しております。また、認知症は

力も一緒に行っております。今後も協力して城北高校、城北高校

社会問題でもあり、行政と連携する機会も多く、認知症専門医として

同窓会を盛り上げてください。

微力ながらも力になれればと思っております。

ある時、城北高校の一部の理事から城北医会は圧力団体かと

プライベートでは、学生時代に没頭した

言われたことがあります。お門違いの発言です。しかし、協力だけ

競技スキーを 18 年ぶりに再開したしもの

して物が言えない会であってはいけないと思います。これからも城

の、時間を確保する難しさに直面しており

北高校にも、城北高校同窓会にも発言できる城北医会で有ってく

ます。医師になってからはカイトサーフィ

ださい。

ンを時々楽しんでおりましたが、ここ数年

長い間、ありがとうございました。今後も一会員として城北医会
の活動に協力、応援させていただきます。感謝。

は年に 1 度、波に揉まれるぐらいとなっ
てしまいました。仕事と家庭、さらには趣
味の両立は難しい・・・と、痛感しておりま
す。まだまだ若輩者ですが、今後とも御
指導、御鞭撻のほど、よろしくお願い致し
ます。

平成 29 年度 広島城北医会 事業報告
1)

広島城北医会幹事会

平成 30 年度 広島城北医会 事業計画（案）
1)

平成 29 年 3 月 31 日

平成 30 年 3 月

議題：平成 28 年度事業予定の立案、その他
2)

議題：平成 30 年度事業予定の立案、その他

広島城北高校同窓会奨学金チャリティーゴルフコンペ参加・協賛

2)

日時：平成 29 年 5 月 21 日(日)

場所： 瀬野川カンツリー倶楽部

広島城北中・高等学校健康診断への協力

協賛金は 1 万円の予定

日時：平成 29 年 6 月 1 日、8 日
4)

3)

広島城北医会・歯科医会合同幹事会
4)

議題：広島城北医会・歯科医会総会、

議題：①広島城北医会・歯科医会総会、

広島城北医会学術講演会

合同学術講演会懇親会について

日時：平成 29 年 7 月 22 日

②広島城北高校同窓会広報誌しろやまへの総会報告・広告

場所：ホテルメルパルク広島
認知症疾患医療センター長

5)
岩崎庸子先生

場所、演者、演題：未定

広島城北医会幹事会

6)

日時：平成 29 年 8 月 26 日

議題：①広島城北医会・歯科医会総会開催について

②新規開業医会員、会費の納入状況

②新規開業医会員、会費の納入状況

③会報誌ドクター城北について

③会報誌ドクター城北について

広島城北医会・歯科医会総会、合同学術講演会・懇親会

7)

日時：平成 29 年 11 月 18 日

演題：馬場のぶえの“テレビ派”ここだけの話
8)

広島城北医会幹事会(平成 30 年度事業)

広島城北医会・歯科医会総会、合同学術講演会・懇親会
日時：平成 30 年 11 月

場所：広島アンデルセン紙屋町仮店舗
演者：馬場のぶえ様(広島テレビアナウンサー)

広島城北医会幹事会
平成 30 年 9 月予定

議題：①広島城北医会・歯科医会総会開催について

7)

広島城北医会学術講演会
平成 30 年 6～7 月予定

演題：「認知症と睡眠薬について」
6)

広島城北医会・広島城北歯科医会合同幹事会
平成 30 年 6 月予定

合同学術講演会懇親会および名簿作成について

演者：草津病院副院長

広島城北中・高等学校健康診断への協力
平成 30 年 6 月

日時：平成 29 年 6 月 29 日

5)

広島城北高校同窓会奨学金チャリティーゴルフコンペ参加・協賛
日時：平成 30 年 6 月 3 日(日)

場所：千代田 OGM ゴルフ倶楽部
3)

広島城北医会幹事会

場所、演者、演題：未定
8)

広島城北医会幹事会(平成 31 年度事業)
平成 31 年 3 月
議題：平成 31 年度事業予定の立案、その他

平成 30 年 3 月
議題：平成 30 年度事業予定の立案、その他

広島城北医会役員名簿

広島城北医会開業医会員
広島市中区
1 瀬分 裕 先生
2 國木 弘道 先生
10 小田 一成 先生
12 津田 雅敏 先生
13 津田 哲也 先生
14 貞岡 達也 先生
23 伊藤 欣朗 先生
23 河面 智之 先生
25 笹尾 昌悟 先生
25 金林 秀則 先生
25 日域 大輔 先生
28 土井 光 先生

医療法人社団瀬分内科医院
おおうち総合健診所くにき内科
小田耳鼻咽喉科
津田内科小児科医院
津田耳鼻咽喉科医院
貞岡耳鼻咽喉科クリニック
伊藤内科医院
河面内科内科
笹尾クリニック
金林耳鼻咽喉科
おおうち病院
土井内科・神経内科クリニック

広島市中区江波西2-8-12
広島市中区大手町3-6-12
広島市中区白島中町1-17
広島市中区昭和町11-26
広島市中区舟入本町12-7
広島市中区基町6-27-8F
広島市中区白島九軒町15-7
広島市中区富士見町５－６
広島市中区宝町4-7 笹尾ビル2F
広島市中区大手町4-2-3
広島市中区大手町3-7-11
広島市中区紙屋町1-1-17-1F

広島市安佐南区
3 冨士田 豊 先生
11 大中 稔文 先生
15 國本 優 先生
16 加藤 寿陽 先生
17 原田 昌彦 先生
21 向井 聖 先生
22 水入 康弘 先生
22 田代 亨 先生
23 前田 元朗 先生
27 辰上 雅名 先生
30 山崎 啓一郎 先生

冨士田循環器内科
大中内科医院
耳鼻咽喉科くにもと医院
医療法人社団マキツボ整形外科クリニック
医療法人社団三矢会原田医院
向井眼科
水入皮フ科クリニック
田代耳鼻咽喉科医院
前田皮ふ科医院
辰上内科医院
山崎整形外科内科クリニック

広島市安佐南区中筋3-27-16
広島市安佐南区沼田町阿戸2811-1
広島市安佐南区沼田町大字伴5769-7
広島市安佐南区緑井2-17-5
広島市安佐南区川内4-15-18
広島市安佐南区祇園２丁目４１－１
広島市安佐南区大町東2-8-1
広島市安佐南区安東2-14-19
広島市安佐南区上安2-4-39
広島市安佐南区緑井3-10-11
広島市安佐南区毘沙門台1丁目5-23

中西内科
医療法人社団飛翔会高陽整形外科
スポーツクリニック
西山整形外科胃腸科
医療法人仁医会 井口医院

広島市安佐北区亀山4-20-8

広島市安佐北区
3 中西 重清 先生
16 今田 岳男 先生
25 西山 賢治 先生
28 井口 雅之 先生

広島市安佐北区口田南8-14-13
広島市安佐北区白木町秋山2325-1
広島市安佐北区可部7-5-7

広島市佐伯区
2 林 和成
10 小田 薫
24 桧田 泰
25 今井 崇勝

先生
先生
先生
先生

林クリニック
小田医院
医療法人社団初仁会桧田病院
今井耳鼻咽喉科医院

広島市佐伯区湯来町下987
広島市佐伯区五日市町上河内498-1
広島市佐伯区五日市中央1-1-32
広島市佐伯区楽々園3-2-22

広島市東区
9 金谷 雄生
15 浜村 宣宏
21 上田 直之
21 小澤 敦
22 山村 基成
25 水入 寛純

先生
先生
先生
先生
先生
先生

金谷医院
浜村耳鼻咽喉科
上田耳鼻咽喉科
小沢医院
山村眼科
医療法人水入クリニック

広島市東区福田1-724-1
広島市東区曙1-8-9
広島市東区温品6-3-15
広島市東区温品6-3-13
広島市東区若草町２０－７－１
広島市東区牛田早稲田1-23-8

竹内クリニック（外・胃・内）
医療法人ハンス
三渓会 川堀病院
生塩眼科
東雲クリニック
和田耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科おおたクリニック
中谷外科医院
川崎産婦人科
かみつな内科医院
医療社団法人藤村医院

広島市南区出汐2-3-28
広島市南区皆実町1丁目13-27 第1Nビル４F
広島市南区松川町3-8
広島市南区出汐1-3-7
広島市南区上東雲町30-20
広島市南区宇品神田5-5-9
広島市南区宇品西5-12-45
広島市南区西霞町 13-27
広島市南区旭3-13-16-1
広島市南区宇品東2-2-12
広島市南区大州２丁目15-11

宮脇耳鼻咽喉科医院
藤浪医院
広島クリニック
川瀬内科・循環器科
医療法人ひばり 平岩内科
くすの木クリニック
井上内科胃腸科
草津病院
医療法人 蜂須賀整形外科

広島市西区横川町3-10-19
広島市西区草津南2-6-7
広島市西区東観音町20-16
広島市西区南観音2-5-14
広島市西区庚午中1-6-21
広島市西区楠木町4-16-14
広島市西区観音新町2-3-9
広島市西区草津梅が台10-1
広島市西区己斐本町2-12-27

広島市南区
4 竹内 仁志
6 長井 敏弘
8 川堀 勝史
8 生塩 元章
9 竹岡 秀生
10 和田 秀毅
17 太田 行紀
17 中谷 玉樹
24 川崎 雅也
26 上綱 雅一
28 藤村 憲崇

先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生

広島市西区
5 宮脇 修二 先生
5 藤浪 一宏 先生
9 天野 幹三 先生
12 川瀬 清 先生
13 平岩 健太郎 先生
21 信原 宏礼 先生
21 井上 寛己 先生
23 佐藤 悟朗 先生
34 蜂須賀 晋 先生

広島市安芸区
20 畑川 祐一郎 先生 畑川小児科医院
26 根石 泰徳 先生
医療法人社団泰山会根石医院

広島市安芸区船越南3-5-3
広島市安芸区船越6-3-19

上記の皆様より会費をいただいております。

尾道市
5 高亀 良治 先生
6 宮野 良隆 先生
8 西 俊雄 先生

医療法人社団樹良会高亀医院
（医）みやの耳鼻咽喉科
（医）西医院

尾道市久保2-24-17
尾道市高須町5737
尾道市手崎町7-16

因島市
12 藤井

医療法人社団藤井医院

因島市重井町6308

福山市
27 市川 勉 先生

内海町いちかわ診療所

福山市内海町口355-1

豊田郡
12 釈舎 龍三 先生
21 田村 淳 先生

医療法人妙好会ときや内科
田村医院

豊田郡大崎上島町沖浦1001
豊田郡大崎上島町明石2700

温 先生

庄原市
3林
充 先生
林医院
3 国原 玄一郎 先生国原医院
22 小山 晋一 先生 ふる里診療所
24 戸谷 誠二 先生 聖仁会戸谷医院

庄原市三日市町272
庄原市口和町永田402-4
庄原市高野町新市711
庄原市西本町2-15-31

三次市
2 小川
6 野村
15 岡崎
19 藤谷
23 箕岡
24 松尾

三次市南畑敷町77-1
三次市十日市中2-14-23
三次市十日市中2-14-33
三次市畠敷町941-1
三次市三次町1900-1
三次市十日市東4-5-7

竹原市
12 浅野

徹郎 先生 医療法人輝眸会 小川眼科
俊也 先生 医療法人野村内科医院
哲和 先生 医療法人社団岡崎医院
薫 先生 藤谷クリニック
康明 先生 箕岡内科医院
洋一郎 先生松尾整形外科リハビリクリニック

稔 先生

浅野内科医院

竹原市忠海中町2-10-10

呉市
8 黒沢 逸郎 先生
14 伊藤 克浩 先生
23 菅田 宗樹 先生

黒沢波多見診療所
医療法人社団伊藤医院
医療法人社団たつき会菅田医院

呉市音戸町波多見5-16-12
呉市豊浜町豊島4011-2
呉市川尻町東1-21-1

安芸郡
3 河瀬
7 平昭
22 坂下
22 梶梅
22 藤東

瀬戸ハイム内科
南海田病院
坂下外科医院泌尿器科
向洋こどもクリニック
産科・婦人科 藤東クリニック

安芸郡府中町瀬戸ハイム1-2-24
安芸郡海田町栄町2-42
安芸郡府中町鶴江1-25-23
安芸郡府中町青崎中24-26 4F
安芸郡府中町茂陰1-1-1

医療法人社団砂堀医院

江田島市能美町中町4930-5

徹 先生
浩司 先生
直 先生
輝之 先生
淳也 先生

江田島市
6 砂堀 亨 先生

廿日市市
3 清光 六郎 先生 せいこう胃腸科外科
17 宮河 真一郎 先生宮河小児科医院
27 鼻岡 新治 先生 鼻岡内科医院

廿日市市佐方562-2
廿日市市本町5-12
廿日市市宮内1-10-20

東広島市
15 埜田 和之 先生
17 山本 滋 先生
18 武島 裕爾 先生

東広島市西条中央3-5-6
東広島市西条町寺家3228-2
東広島市西条西本町25-29

のだ医院
山本内科医院
アソカの園 武島医院

安芸高田市
1 増田 幹雄 先生 医療法人社団 増田内科小児科医院安芸高田市甲田町高田原1355-1
2 中村 眞己 先生 中村医院
安芸高田市向原町戸島2846-5
3 香川 佳博
佐々木クリニック
安芸高田市吉田町山手585
9 佐々木 龍司 先生佐々木医院
安芸高田市向原町坂428-2

新規開業インタビュー
かみつな内科医院 院長 上綱雅一先生(26 回生)

―かみつな内科医院の特徴、診療スタイル―
お父様から継承されたのが二年前。かみつな内科医院では在宅で
呼吸に困っている方を見ていく等、地域医療を中心に、その中で呼吸
器に力をいれている。直接的に呼吸器に問題がなくとも、高齢の方の
場合は特に他の病気を原因として呼吸が苦しいケースは多く、いかに
呼吸を楽にするか、という問題は多くのケースに関係している。上綱先
生は呼吸器の中でも特に肺がんがご専門ではあるが、呼吸器を十五
年くらい様々な分野をまわってきているため、呼吸器全般の経験があ
るのでそれを活かしていきたいとのこと。

―趣味は飲み歩き－

―城北に通うのには便利

ご友人と一緒に飲んだり食べたり

－

といったことが現在の趣味。一緒

城北生時代もクリニックのあ

に飲んだり食べたりするご友人の

る宇品東に住んでいたが、その

職種等々はばらばらで、城北生

当時は今とは違い周囲に店など

時代のクラスメイトやご友人とも、

はなく、かなり不便だったそう。

よく飲んでいる。このインタビュー

ただ、１２号線のバスがすぐ近く

のつい数日前にも中学校時代の

を走っていたので、城北に通う

ご友人と飲まれたそう。

のにはとても便利だったとか。

―これからのかみつな内科医院－
元々は地域医療――その中でも在宅・緩和ケアを考えてはいたが継承したのが二年前、ということもあり、なかなか余裕がなく、どうして
も手が回らない部分もあったとのこと。二年経ち、ようやく慣れ、流れのようなものも分かってきた中で、地域の「かかりつけ医」として在宅
にも力を入れていこうと考えている。

