福島県立医科大学理事長・学長

紺野美沙子さん 菊地臣一 氏
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よくわからない。このままでい

地震、津波、そして原発事故。いまだかつて
日本人が直面したことのない非常事態のなか、福島県立医科大学では
誰一人として災害医療の現場を離れることはなかった。
その陣頭指揮をとった理事長兼学長の菊地臣一先生に
震災からの教訓を語っていただいた。

る印象ですが、震災当日は先生

聞き手・女優

東北の
医療は
いま。
第7 回

震災時の福島県立医科大
学での患者受け入れの様子。
3月12日に第 1 原子力発電
所から 20 km圏内の 住 民
に避難命令が出され、約 6
万 2 千人が避難した。それ
と同時に、避難地域の医
療機関からの患者の受け
入れが始まり、病院内のス
ペースは病床で埋まった。
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と言われるよ

技術を担う次の世代の若者を福

食い止めるかが問題です。
要というわけですね。

そっちのほうが深刻なんです。

紺野 全国の医療関係者からの
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菊地 寄附講座というのを開設
リセットのいい機会として前向

仙台ビルディング駅前館６階

援する側への支援というものが
しました。薬の卸問屋さんらか

東北医療福祉事業協同組合

薄いですね。
らの資金提供を元に、あちこち

この誌面を借りて、医師であるあなたにお願いがあります。

紺野 いま健康調査の話がでま

東北以外のお医者さんにしか救えない。そう思うのです。

したが、福島の現状はどうなん
ございました。

東北エリアにおいて医療・介護などの豊富な経験をもとに経営環境向上のための運営支援、
また、人材確保や教育までトータルにサポートします。

きにとらえようと提案している

週に 2、3 日、一年にすれば 100 日程度でもいい。

から寄付を募って、それを人件

今、誰よりも求めている人々が東北にいます。

費にして全国からお医者さんに

そして、東北の医師が不足しているという現実は、

でしょう？

そのことを誰よりも知るあなたの力を、

来てもらっています。今十二人

いま、東北が直面しているのは、その現実です。

菊地 福島県の健康指標は日本

お医者さんがいなければ、そこは病院とは言えない。

で最下位になりました。心筋梗

Tel: 0800-800-5533（通話料無料）

東北医療福祉事業協同組合 仙台事務所
〒 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 1-1-17
URL http://www.sg-kumiai.or.jp/

受付時間

昭和55年、NHK 連続テ
レビ小説『虹を織る』で
ヒロインを演じる。
その後、
女優として活躍するかた
わら、国連開発計画親
善大使など国際協力の
分野でも活躍。平成 22
年から「 紺 野 美 沙 子 の
朗読座」
を主宰。平成 26
年 5 月～ 7 月、演劇『日
本の面影』を東京および
全国で上演予定。

人の幸せは、健康があってこそ生れるもの。

ぐらい。とりあえず大学の教授
Misako Konno

東北の力になっていただけないでしょうか。

なり准教授の肩書を与えますが、

いのちを愛する東北
検索キーワード

平日9 時～17時（土日祝日は除く）

E-mail: doctor@sg-kumiai.or.jp
■上記広告に関するお問い合わせは

紺野美沙子
あなたの時間を分けていただけないでしょうか。

大学にはいません。医療崩壊し

清潔なベッドがあっても、

塞、脳卒中、震災関連死。元気

くことが前提にできているので、 今起きている現象は、医師不足

たまたまその人が行政にいたり、 を失い、心の痛みのために動け

昭和 21年、福島県生ま
れ。46 年福島県立医科
大学卒業。附属病院整
形外科入局。52 年カナ
ダ・トロント大 学ウェー
ルズリィ病 院 留 学。55
年日本赤十字社医療セ
ンター整形外科副部長。
平成 16 年福島県立医科
大学医学部長、18 年副
理事長兼附属病院院長
を経て、20 年理事長兼
学長に就任。

たとえ病棟があっても、立派な医療設備があっても、

で動ける人は次の新しい生活を

提供：東北医療福祉事業協同組合

Shinichi Kikuchi

今、医師としてのあなたを
日本でいちばん求めているのは、
東北です。

て い る 地 域、 と く に 被 災 地 に

移り住んで来てほしいとは申しません。

菊地臣一
始めている。ところが、家を追
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われた高齢者は動かない。仕事

東北の
医療は
いま。

