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―広島城北医会会報誌―
真珠湾攻撃はだましうち(sneak attack)だったのか？

学生時代の思い出の曲

伊藤内科医院 伊藤欣朗（23 回生）

かみつな内科医院 上綱雅一（26 回生）

昨年再注目された Queen の Freddie Mercury、今年で亡くなって 10 年

小学生の時に読んだ歴史の本に、アメリカは真珠湾攻撃を事前に察知していた

たつ Michael Jackson、学生時代には色々な曲を聴いていました。最

可能性があると書かれていました。 最近、フランクリン・デラノ・ルーズベルト

近知っているアーチストが多く亡くなって悲しい気持ちにもなりま

（ＦＤＲ）の政敵だったハミルトン・フィッシュが著した「ルーズベルトの開戦責任」

すが、それ以上に懐かしさと共に昔を思い出して今でも 80・90 年代

（2014 年草思社）を読みました。ちなみに、ＦＤＲと英国のチャーチルはいまだに

の洋楽を聴いています。

本国で最大のヒーローです。スターリンですら、本国では独裁者（世界トップクラ

洋楽を聴き始めた理由は高校時代に英語が少しでもできるようにな

スの大虐殺者）という評価とともに戦争指導者としてヒーローの面もあるようで

ればと思い気に入った曲を和訳したりもしていました。

す。

そ の 中 で 歌 詞 の 内 容 が 印 象 に 残 っ た 曲 と し て Wham! の 「 Last

書籍によるとＦＤＲは「戦争に参加しない」選挙公約で大統領になったものの、ヨ

Christmas」があります。

ーロッパ戦線に参戦したいがために真珠湾の兵を犠牲にし、自国民をだまして

Wham！は Vocal の George Michael と Guiter の Andrew Ridgeley の二

戦争に巻き込んだのだといいます。イラク戦争と似ています。「大量破壊兵器」

人組で、この曲は 12 月になると必ず耳に入り、Wham！を知らない人

を理由に自国民を欺き、イラクへ侵攻したが真の目的は石油や戦争そのものだ

でもどこかで聞いたことがあるかと思います。

ったといわれています。 戦争は関連企業が大変に儲かり、「戦争は最大の公

歌詞を要約すると、ある男性が『去年のクリスマス』に過ごした彼女

共事業」といわれる所以です。

に翌朝に振られたが、しかし今年はもう新しい人を見つけたよって強

ＦＤＲ自身がこのように述べたそうです（世界謀略白書 丸谷元人著より）。

がりを言ったかと思うと、去年振られた彼女に今キスをされたらまた

「世界的な事件は偶然に起こることは決してない。

僕は騙されるっていう、『去年のクリスマス』に振られた男性の哀愁

そうなるように前もって仕組まれていたのだ。

を歌った曲で、他にも奥深い解釈もあるようですが、曲調と歌詞との

私はあなたに賭けてもいい」

違いに驚いた一曲でした。

そのまんまですが・・・。

ちなみに George Michael を見かけないなと思い調べてみると 2016 年

いずれにせよ、追い詰められた日本は戦争を決断し、そして敗れました。勝者

12 月 25 日のクリスマスに 53 歳で亡くなっていました。

はプロパガンダにより自国の正当性を主張します。結果的にわが国は戦争の

今年も『Last Christmas』のかかる時期になりますが、懐かしい音楽

正義を奪われた状態が継続しているのではないでしょうか。人間は善悪や正義

でも聴いて気持ちは学生時代のように若く、これからも頑張っていこ

などの価値観から逃れられないため、自国の過去が「悪の大日本帝国」では心

うと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い板いま

理的に大変なマイナスだと思います。

す。

100 年後の世界の歴史家達は、宿命的なこの戦争をどのように評価するのでし

（最後に写真は高校 2 年生の時ですが、ダイエットする気持ちはある

ょうか？

のですが音楽を聴いて現実逃避中です。）
過去をコントロールするものは未来をコントロールし、現在をコントロールするも
のは過去をコントロールする
George Orwell

2019 年度広島城北医会事業経過報告
1) 広島城北医会幹事会

2020 年度広島城北医会事業計画(案)
1) 広島城北医会幹事会

2019 年 3 月 16 日(土)

2020 年 3 月予定

議題：2019 年度事業予定の立案、その他

議題：2020 年度事業予定の立案、その他

2) 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：2019 年 6 月 3 日(日)

2) 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：2020 年 5 月 31 日(日)

場所：瀬野川カンツリー倶楽部(チャリティ 2 万円)

場所：瀬野川カンツリー倶楽部

3) 広島城北中・高等学校健康診断への協力

3) 広島城北中・高等学校健康診断への協力

2019 年 6 月 6 日(木)、13 日(木)

2020 年 6 月予定

4) 広島城北医会学術講演会

4) 広島城北医会・広島城北歯科医会合同役員会

2019 年 6 月 15 日(土)

2020 年 6 月予定

場所：広島アンデルセン紙屋町仮店舗

議題：①広島城北医会・歯科医会総会、

演者：廣川裕先生(広島平和クリニック院長)

合同学術講演会懇親会について

演題：最新のがんの PET-CT 検査と高精度放射線治療
5) 広島城北医会幹事会

②役員紹介など
5) 広島城北医会学術講演会

2019 年 9 月 18 日(水)

2020 年 6～7 月予定

議題：①広島城北医会・歯科医会総会開催について

場所、演者、演題：未定

②新規開業医会員、会費の納入状況

6) 広島城北医会幹事会

③会報誌ドクター城北について

2020 年 9 月予定

6) 広島城北医会・歯科医会総会、合同学術講演会・懇親会
日時：2019 年 11 月 16 日(土)

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

場所：広島アンデルセン紙屋町仮店舗

③会報誌ドクター城北について

演者：佐々木茂喜氏

7) 広島城北医会・歯科医会総会、合同学術講演会・懇親会

（オタフクホールディングス株式会社代表取締役社長）
演題：「広島発・・世界へ」

日時：2020 年 11 月予定
場所、演者、演題：未定

～オタフクグループ及び創業家のガバナンス～

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
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
24 甲斐 広久 先生
25 笹尾 昌悟 先生
25 金林 秀則 先生
25 日域 大輔 先生
27 杉本 一郎 先生
28 土井 光 先生
30 新田 哲也 先生

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
甲斐内科・漢方内科クリニック
笹尾クリニック
金林耳鼻咽喉科
おおうち病院
杉本クリニック
土井内科・神経内科クリニック
新田小児科医院

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
26 松岡 龍雄
28 新本 卓也

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
広嶌第一病院
新本クリニック整形外科

先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生

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

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
佐々木外科整形外科医院
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
27 大上 泰典 先生
34 蜂須賀 晋 先生

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
医療法人社団更生会 草津病院
医療法人社団 博美医院
医療法人 蜂須賀整形外科

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 大江 健 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
おおえクリニック
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

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

先生
先生
先生
先生

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

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

因島市
12 藤井

医療法人社団藤井医院

温 先生

福山市
27 市川 勉 先生

内海町いちかわ診療所

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

庄原市
3林
3 国原
22 小山
24 戸谷

充 先生
玄一郎 先生
晋一 先生
誠二 先生

林医院
国原医院
ふる里診療所
聖仁会戸谷医院

三次市
2 小川
6 野村
15 岡崎
19 藤谷
23 箕岡
24 松尾

徹郎 先生
俊也 先生
哲和 先生
薫 先生
康明 先生
洋一郎 先生

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

竹原市
12 浅野

稔 先生

浅野内科医院

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

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

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

医療法人社団砂堀医院

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

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
2 中村 眞己 先生
3 香川 佳博
9 佐々木 龍司 先生

医療法人社団 増田内科小児科医院
中村医院
佐々木クリニック
佐々木医院

2018 年度広島城北医会総会
広島城北歯科医会との合同学術講演会・懇親会報告

2018 年度 広島城北医会・歯科医会合同講演会
日時：2018 年 11 月 17 日（土）
会場：広島アンデルセン紙屋町仮店舗
演者：佐々木宏先生(広島大学産学地域連携センター研究員)
演題：患者や医療スタッフとのコミュニケーションを活性化するコーチングとは
～「相手を動かす」から「相手が動く」コミュニケーションへの転換～
講演を聞いて：今回は歯科医師会主催で、講師は 17 回生でもある佐々木宏先生にコーチングについてご講演いただきました。コーチングとは人間をそれぞ
れ、「コントローラー(自己主張が強くて感情が出にくい)」、「プロモーター(自己主張が強くて感情が出やすい)」、「アナライザー(自己主張が弱くて感情が出にく
い)」、「サポーター(自己主張が弱くて感情が出やすい)」の 4 つのタイプに分類し、相手の個性を把握し、最良のコミュニケーション法を確立してビジネスの分
野で活用するというものですが、そもそもコーチングのコーチとは「馬車」を意味し、馬車を操作することが転じて指導するという意味合いになったようです。ち
なみに戦国武将に例えると、コントローラーは織田信長、プロモーターは豊臣秀吉、アナライザーは徳川家康 、サポーターは明智光秀とイメージするとわかり
やすいです。他にも「教える」と「育む」の違いについて、指導者が上の立場で既知の解や情報をインプットする「教える」と、支援者が対等な立場で新しい解や
知恵をアウトプットする「育む」というお話はとてもためになりました。我々医療従事者も組織の中で働く人間です。それぞれの個性を見出し医療現場でいかに
して最良の成果を上げるかという点でとても参考になりました。

2019 年度 広島城北医会学術講演会

日時：2019 年 6 月 15 日（土） 午後 7:00
会場：広島アンデルセン
演者：医療法人社団葵会 広島平和クリニック 院長
廣川裕先生
演題：最新のがんの PET-CT 検査と高精度放射線治療

2019 年度城北医会収支決算

2019 年度広島城北医会総会議事次第
2019 年度広島城北医会総会議事次第

18:45～司会：水入先生
開

会：広島城北医会会長 挨拶

報

告

１）2018 年度事業報告

（水入先生）

２）2019 年度事業経過報告

（水入先生）

議

事

第１号議案 2018 年度収支決算に関して承認を求める件

（梶梅先生）

第２号議案 2019 年度補正予算案に関して承認を求める件

（梶梅先生）

第３号議案 2020 年度事業計画（案）に関して承認を求める件（水入先生）
第４号議案 2020 年度収支予算（案）に関して承認を求める件（梶梅先生）
その他

閉

会：広島城北医会副会長 挨拶

19:00～

合同懇親会

新規開業インタビュー

おおえクリニック

大江 健 先生
―おおえクリニックの特徴―
主に糖尿病患者さんを診ることが多い
のですが、患者さんの話をよく傾聴し、
個々に合わせた治療を行っていくことが
特徴です。特に、こちらから話すよりも
「患者さんから話してもらう」ことを重
視し、それを受けてアドバイスしていく
ことを重視してします。

―予防医療について―

―趣味はジャズ・フュージョン―

医療費の問題もあり、これから

最近は行けていませんが、夏

は予防医療が重要になってきま

のジャズフェスティバルなどに

す。生活習慣病は症状がないこと

昔から参加していました。元々

が多いので、その意味でこれから

父がサックスをやっていたとい

は検診が重要になってくると思

うこともあってその影響で学生

います。

時代からジャスが趣味でした。

新規開業インタビュー

杉本クリニック

―杉本クリニックの特徴―

杉本 一郎 先生

―睡眠時無呼吸症候群―

耳鼻咽喉科のクリニックで

自覚症状がないため、実

すが、めまい検査、突発性難

は潜在的に睡眠時無呼吸症

聴、睡眠時無呼吸症候群に力

候群の方はたくさんいらっ

を入れています。睡眠時無呼

しゃると思います。車の助

吸症候群は自覚症状がないた

手席に乗るとすぐ寝てしま

ボーリングが趣味で、最近はたまにし

め、ご家族からのご指摘があ

う方、昼からの会議などで

か行けていませんが腕の方はそんなに

って来られる患者さんが多い

つい寝てしまう方は要注意

落ちていません。ちなみに、ベストスコ

ですね。

です。ぜひ検査を。

アはまぐれもありますが 240 です。

―最近行けてはいないけれど―

