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次回の卓話

2010年3月17日（水）例会休会

2010年3月24日（水）

「税務行政の歴史」

岸和田税務署署長

熊木 豊様

紹介:西村政和会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「春よ来い」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「活力あるロータリアン」

毛利髙二会員

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト

真実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか



2010年3月3日 第2731回

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
岸和田RC歌「両手を揚げて」
お客様の紹介
出席報告
誕生日・結婚記念日のお祝い
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱の紹介
卓話
「泉州医療事情と岸和田徳洲会病院」

高松正剛会員

岡本桂四郎会長

●会合報告

・3/2岸和田RAC例会に山形直道委員長、私が出席

しました。

●生活習慣病とくに飲酒者への生薬として柴胡湯の

紹介です。「大柴胡湯」は高血圧・胆のう炎・

肝炎・胃酸過多症に有効、「柴胡加龍骨牡蠣湯」

は動脈硬化症・高血圧・慢性腎炎・バセドウ病に

効果があり、また「小柴胡湯」は副反応の間質性

肺炎が有名になる以前は大変多く処方させて頂き

ましたが、感冒・熱性病・胆のう炎・胃炎・腎炎

・神経性疾患に応用がありお勧めです。

会員数４１名 出席義務会員数３６名

３月３日 出席会員２４名 66.67％

２月１７日 MUを加えて 83.33％

米山奨学生

朴 燦浩様

●例会臨時変更

岸和田東ＲＣ、りんくう泉佐野ＲＣから例会変更

の案内が届いております。

詳しくは事務所までお問い合わせ下さい

(左・岡本会長より感謝状授与)

カウンセラー 石本喜和男会員(右端)

岸和田RAC 

阪口 裕美様

3月会員誕生日

福岡敏文会員

3月結婚記念日

伊丹克介会員

(左・岡本会長より奨学金授与)

朴 燦浩米山奨学生



●雪本 栄会員

先週、ニコニコのお礼のFAXを忘れてしまいました。

●高松 正剛会員

本日、卓話を担当させていただきます。

徳田先生のキャッチフレーズ「小医は病を癒し、

中医は人を癒し、大医は国を癒す」には全面的には

賛成できない小生でして、医師はあくまで病気のプ

ロフェッショナルであるべしだと思うのですが、そ

れはともかく、現在におけるこの泉州の地と徳洲会

病院に関して考察しました。

徳洲会病院は「いつでもどこでも最善の医療が受

けられる、地域格差のない病院をめざして」徳田虎

雄氏が三十数年前に創立され、岸和田病院は最初に

できた病院のひとつであり、その開始に際しては我

が岸和田RCの会員の援助も仰ぎ、また当初より岸和

田医師会のメンバーであり地元との関係は良好であ

りました。そして、この徳洲会グループは今や66病

院・51診療所・25老人保健施設などを有し職員

21,571人（医師数1,825人）で日本最大の医療グル

ープであります。日本の総病床1,400,000床の１％

は徳洲会で、この１％のベッド数で日本全体の救急

の2.6％を診療し心臓手術の13,4％を担っています。

この心臓手術は我が岸和田徳洲会病院の東上院長が

つとに有名で、昨年の開胸手術はついに451例とな

り所属する心臓外科医数から勘案するとギネス記録

に相当すると思います。

また徳洲会は一般・救急医療だけではなく災害時

医療にも力を注ぎ国内・国外を問わず医療班を派遣

しますが、岸和田病院の橋爪形成外科部長はこの救

援隊のトップであり、先日のハイチ地震の際にも翌

日には現地をめざし飛行機に乗っておりました。そ

して国際的といえば海外での医療活動も開始されて

おり、近年ブルガリアのソフィアに徳田病院として

1016床の大病院を建設・運営し始めましたが、日本

の医療グループが海外で病院運営を行った第一例で

あります。さらに昨年はイギリスのあのケンブリッ

ジ大学と提携し、今後徳洲会病院を同大学内に建立

予定でして岸和田病院の看護師長も同大学に派遣さ

れ意見交換を行いました。

また、一般診療だけでなく「未来医療研究センタ

ー」がグループ内に存在し先端医療の研究も行って

おり、さらに医療以外では徳洲会体操クラブに所属

する選手が近年金メダルを獲得したのは記憶に新し

いことでありますが、この裏には日本体操協会にカ

ツを入れた徳田先生の功績が光っております。

さて、このように世界に羽ばたく徳洲会ですが、

岸和田で育ったのですから昔から、そして今も岸和

田～泉州の医療の多くを担っているのは皆様ご存知

でしょう。泉州を走る救急車の５台に１台は徳洲会

で受け入れておりますし、会員の皆様のなかにも徳

洲会を受診された方も多いと思います。
高松正剛会員

☆岸和田RAC会長代理 阪口裕美様

本年も5月3日の岸和田市民フェステイバルに

参加します。チャリテイーバザーへの協力を

お願いします。4月23日までにご連絡ください。

●新世代・人間尊重委員会 山形直道委員長

RAC会長代理 阪口裕美様から5月3日岸和田市民

フェステバルのチャリテイーバザールへの協力

依頼がありますのでご紹介します。

●社会奉仕委員会 皆見量政委員長

識字率向上運動協賛のため、「書き損じ葉書・未使

用切手・未使用テレフォンカード」を例会時にご持

参下さい。(地区ガバナー事務局提出締切り 3/31)

山形新世代・人間尊重委員長(右)

(左)RAC会員 阪口裕美様
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近隣クラブ卓話ご紹介

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ（初回）

石本喜和男会員・櫻井新嗣会員・山形直道会員

この点、平成二十一年11月に大阪府から府地域医療再

生計画として、大阪府内の８つの医療圏のうち、ここ

泉州医療圏（高石市以南）が特定されて計画が発表さ

れました。それによると泉州は人口あたりの医師数が

府下最低で、勤務医数にいたっては減少傾向が認めら

れ医療過疎化が進行しています。また150床以上の病

院が9病院ありますが、徳洲会と府中病院以外の7病院

は公的病院（市民病院と母子センター）で、医療に占

める公的病院の割合が府内一でありますが、ご存知の

ように公的病院の不良債務は膨大であり、この点地方

自治に関連して問題であります。もちろん医療は経済

性を追求するものではありませんが、岸和田徳洲会病

院は現在損益は黒字であり、医療経済的にも当地に貢

献しているものと思われます。小生は自院診療ととも

に岸和田徳洲会病院顧問として、同院で肝臓病～消化

器診療にも携わっております。引き続き会員の皆様の

当院への応援をお願い申しあげます。

櫻井新嗣会員(右)

岸和田東ＲＣ ３月１９日（金）「地球どんぶりを供して」

岸和田市国際親善協会理事･㈱ｱﾃﾞｨﾑﾗﾝﾄﾞ代表取締役 前田宏様

岸和田北ＲＣ ３月１６日（火）「古都の街並を訪ねて」近江荘介会員

岸和田南ＲＣ ３月１８日（木）「未定」田中俊三会員
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タリアン」毛利髙二
会員

ｸﾗﾌﾞ青少年交換委
員長会議

例会休会

(定款第6条)

RAC例会

ライラセミナー

春分の日

ライラセミナー

振替休日

ライラセミナー

例会「税務行政の
歴史」熊木豊様

紹介西村政和会員

振替休会 後期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃ
ｨﾝｸﾞ
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山形直道会員(右)


