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石田会長の時間
5 月 5 日世界保健機関（WHO）は、高熱を

とや、呼吸困難で死亡することもあるそうです。

伴い、手足にまひが残るポリオについて、シリアなど 10 カ国

治療については、現在、残念ながら特効薬などの確実な治

で感染が増えている状況を重視し、
「国際的に懸念される公衆

療法はありません。麻痺に対しては、残された機能を最大限

衛生上の緊急事態」と宣言しました。各国に警戒を呼び掛け

に活用するための対処療法やリハビリテーションが行われま

るとともに、感染国の保健当局が国外渡航者に予防ワクチン

す。予防としては、予防接種を受ける事。

接種を行うよう勧告しました。
国際ロータリーでも永年

主な感染経路は、口腔感染であるから流行している地域に

リオ撲滅に取り組んでまいりま

したが、未だに常在国であるアフガニスタン、ナイジェリア、

行く場合は、食前の手洗いを十分行い、うがいをし、口から
の感染予防する事です。

パキスタンの 3 国では対策が遅れているのが現状です。最近

RID2780 地区 第 2 グループでは 5 クラブの協同事業として

になってシリアやイラク、イスラエル、そしてアフリカのソ

5 月 17，18 日の両日、鎌倉市由比が浜海岸で開催される鎌倉

マリヤなどで感染者が新たに見つかり予断を許さない状況に

ビーチフェスタに於いて松井 AG が中心となり、END POLIO

あります。

WHO によると、昨年は世界で 417 人、今年は

4 月末までに 74 人が感染したと報告されています。
現在の日本では馴染みのない病気・POLIO ですが、日本は

ポリオ撲滅キャンペーンを行います。
WHO から POLIO の緊急事態宣言が発令されて、ポリオに
対する意識が高まっている時に POLIO 撲滅キャンペーンを

1961 年から予防接種が開始され、1981 年以降ポリオの発生

開催する事は、大変タイムリーでありロータリーの公共イメ

が見られず 2000 年に WHO に対しポリオの根絶を報告しま

ージ向上に大いに寄与するものです。今年度最後の奉仕事業

した。

になります。是非 17～18 日は由比が浜へ集合ください。

ウイルス感染症 POLIO ポリオ 小児麻痺・急性灰白髄炎
とは・・ポリオウイルスによって、急性の麻痺が起こる病気
です。腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に
手や足に弛緩性麻痺が現れ、その麻痺が一生残ってしまうこ

報告
・週報：京都紫野 RC。
・鎌倉大船 RC50 周年記念式典報告（藤吉会長ｴﾚｸﾄ）
・地区出向委員の報告：松井ガバナー補佐、岩瀬新世代副
委員長、三宅会員増強退会防止副委員長

エレンさん帯結びに挑戦！
今年 2 月に振袖デビューを果たした青少年交換学生
のエレン・テルジィンさん。
今度は自ら帯結びに挑戦。僅か 30 分程度で結び方を
ほぼマスター。その呑み込みの早さに教える方もビッ
クリ！

とてもクレバーなレディーです。

5 月 29 日の花火鑑賞親睦会では皆さんにエレン自身
が纒った素敵な着物姿をご披露できるかも？
ご期待下さい。

（宝子山泰久

記）

【プロフィール】

で、数年経つと何人かの医局員は自然と関連病院へ就

昭和 38 年 9 月 30 日東京都生まれ

職したり、独立して開業するのが一般的。

平成 3 年 3 月信州大学医学部卒業

自分は開業を選び、８年前に横須賀で「いまざわ皮膚

平成 3 年 6 月東京都立駒込病院勤務

科」を開業。形成外科を専攻した後に開業する場合は、

平成 8 年 6 月順天堂大学形成外科勤務

自由診療としての美容形成を行うか、保険診療として

平成 16 年 6 月横浜新緑総合病院勤務

の皮膚科を行うのが主だが、皮膚科を選択する。

いまざわ皮膚科開設

横須賀という町には全く縁もゆかりもなく、親類縁

平成 19 年 10 月医療法人きさらぎ六日堂

者には医者や、まして開業医というのもおらず、当地

平成 18 年 2 月

いまざわ皮膚科開設

＜大学時代はスキーとバレーボールを＞
東京の下町で生まれ、高校までは都内で。その後の

でやっていけるのか不安なスタートだったが、今まで
順調に続いている。

＜趣味は読書とゴルフ＞

大学は山あいの地方大学で６年間を過ごす。大学に通

朝が早く夜が遅い生活を送っているが、何とか時間

っていた当時はまだスキーの全盛期で、冬になれば友

を見つけ本を読むように心掛けている。好きな作家は

人と朝からナイターまでスキー三昧。大学のクラブは

阿刀田高や三浦しをん等。心に残る作品は藤沢周平の

スキー部ではなく、入学当初のオリエンテーションの

「蝉しぐれ」。外国作品では「パリは燃えているか」。

際に勧誘されるがままに、経験のなかったバレーボー

ゴルフ歴は２０年ほどだが、いまだに１００を切れば

ル部に入部し６年間続ける。

満足している程度。先日気心の知れた男女１０人程、

＜都立病院で研修後形成外科医としてスタート＞

富士山の麓で楽しいゴルフ。夜は友人の別荘で語らい。

大学卒業後は都内の研修病院で 5 年間勤務。その後

人との繋がりの大切さを改めて思う。

は順天堂大学の形成外科に入り先天異常のあるお子さ

私の病院の隣には４０坪ほどのテナントスペースが

んや交通外傷の方の手術を主に行う。形成外科は一般

あるが、なかなか入居者がいないため、いまは「自分

の人にはあまり知られていない、いわゆるマイナーな

の美術館」と称し展示スペースとして開放している。

診療科。内容は、唇裂や多合指症、早期頭蓋癒合症な

絵画などの芸術作品は永遠に受け継がれていくもので、

どの先天奇形や事故などで骨折した顔面骨の整復術な

そんな活動に少しでも携わることが出来ればと思って

どの手術を行う。

始めたが、芸術を理解してもらうのはなかなか大変な

＜８年前に横須賀で「いまざわ皮膚科開設」＞

ことだと痛感している
担当：宝子山泰久

大学病院は教授をトップとしたピラミッド社会なの

■ニコニコＢＯＸ

本日合計 ￥４３．０００

石田君…WHO よりポリオの緊急事態宣言が出ました。

累計￥ １.７６４．０００
ました。ものすごくお元気でした。

岡本君…親睦旅行・花火大会を楽しんで下さい。

宝子山君…新緑の季節となりました。

桐ケ谷君、山口君、船津君、湊屋君、三宅君、菊池君、岩瀬

今澤君…夏のおとずれですね。

君、藤吉君、山本由君、服部君、長野君、匂坂君…今澤さん、

村松君…五月晴れが続きます。連休は大変混雑。

スピーチよろしくお願いします。
葉山君、松田君…今澤さんスピーチ楽しみです。
松井君…今澤会員スピーチよろしく。かゆい所に手の届く話、
楽しみです。
山科君…今澤さん、頑張って下さい。
臼井君…地区の会合で休みが多くなります。
鈴木(安)君…いよいよ次年度に引継ぎですね。

矢部(光)君…ゴールデンウィーク、近場でつつじや藤を楽し
み、ゆっくり時をすごしました！
森澤君…初めてボートの釣りを楽しみました。
安藤君…久し振りにヨットに乗って三崎でマグロづくしの
料理を楽しんできました。
寺嶋君…GW は鎌倉のアルプスに登り、逗子駅前落語楽しみ
ました。

桐田君…親指の平を痛め、逗子整形石渡先生にお会いしてき

【出席報告】会員数 49 名（出席免除 6 名） 出席数 30 名：出席率 66.67% 前回修正出席率 63.83％

