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星医会 理事　 （７期生）
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　理事長

　鄭　義弘

　星医会の皆様、日々ご清祥のことと拝察申しあげます。本稿執筆準備中に突然衆議院選挙が行われま
したが、小選挙区制度の特性でしょうか、オセロゲームの大逆転のように自民党の圧勝で終りました。
結果の良し悪しはさておき、郵政選挙、政権交代選挙に続くこの雪崩を打ったような劇的な議席数の変
化を見ると、今後も起こるであろう「政界再編」を見据え選挙制度自体にも課題がありそうです。小泉
チルドレン、小沢ガールズに続いて今回は“近畿キッズ”達も多く誕生したようで、今度こそ揚げ足取
りの政局に終始しなでほしいと願うばかりですが、我々業界にとってはズバリ、税と社会保障の一体改
革の今後の行方、とりわけ消費税問題や診療報酬改定の行方が大いに気になるところです。
　ところで平成24年は国民衛生の動向にある変化が起こりました。それは死亡原因の第三位が、54年ぶ
りに脳血管疾患から肺炎に置き換わったことです。この意味するところは重要で、いよいよ未踏の超高
齢化社会に突入した証左であり、この事実をしっかりと受け止めながら今後の医療への取り組み方を考
えてゆく必要があります。そんな中、限られた財源の中でも皆保険制度を可能な限り堅持しつつ、公共
財である医療を維持してゆくためには、今のままの制度では医療提供体制が立ち行かなくなることは想
像に難くないと思います。今回の新政権はさすがに小泉政権時代のような極端なマイナス改定はしない
と信じたいものの、少なくともかつてのような総額プラスを望むことは難しい時代であることを覚悟し
たうえで、それでもどうすれば高齢化社会においても良質な医療提供体制を維持してゆけるかをみんな
で知恵を絞ってゆく、そのような視点が今後は大切であると考えます。
　このような時代背景のもと平成24年度の診療報酬改定は、団塊の世代にとって医療・介護需要が増し
て行く2025年を見据えた第一歩と位置づけられていることは皆様もご存知のことと思います。特に今後
約20数年にわたって増え続ける需要に対処してゆくために、冒頭の「政界再編」ならぬ病床の機能に応
じた「病床再編」、そして在宅医療の拡充と在宅に準じた高齢者居住施設の整備等が急ピッチで進めら
れてゆくと思われます。そこで今後予想される「病床再編」について簡単に触れておきたいと思います。
まず押えておきたいことは、少なくとも今後約20～25年は増え続ける医療、介護需要に対して現在の病
床や施設は絶対的に不足すること、かといっても箱ものを単純に増やせば医療費そのものが立ち行かな
く、いずれその需給バランスは逆転するため現在の医療資源をいかに効率よく運用してゆくかがカギと
なることです。そのために在院日数の短縮化をはじめとした政策誘導で、107万床といわれる一般急性
期病床を今後2025年までに、高度急性期18万床、一般急性期36万床、亜急性期26万床、慢性期・療養等
の病床に機能と区分にそって診療報酬体系が切り分けられてゆきます。加えて在宅での医療、療養、看
取り等も受け入れ態勢がさらに増してゆくと思われます。特にいわゆる“急性期”を自認する7:1看護
基準病床は現在38万床ありますが、確実に段階的に高度急性期として18万床まで減らされ、それ以外の
一般急性期病床は今後高度急性期ではミスマッチな部分の対応や後方支援的な役割を果たしてゆく方向
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に、これは望むと望まざるとに係わらず変わってゆくということです。したがって、いくら各自が自施
設でやりたい医療機能を担おうとしても、施設自体が国の定める医療機能を満たせなければ、それを担
える体制ではなくなってゆくということであり、各地域の特性に応じて個人や自施設の地域での役割を
確認し合わなくてはならない時代になってゆきます。私はこのような観点から、今後星医会として会員
諸氏の幸せの総和をより高めてゆくための妙案を探ってゆきたいと考えているところです。
　最後に、本稿で私が伝えたかったことの一部を Charles Robert Darwin氏に代弁して頂きます。『最
も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるでもない。唯一生き残るのは、変化できる者
である』。皆様の今後のご健康とご活躍を心から御祈念申しあげます。



卒業生が活躍する病院

－厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院－
永井　達司（16期生）

　16期生の永井です。この度自分が現在勤務している伊勢原協同病院についてご紹介する機会が与えら
れましたので、当院について述べさせていただきたいと思います。
　昭和43年4月に、伊勢原町立国保病院の移管を受け、伊勢原病院として開設し、同年7月に伊勢原協同
病院と改称。以来現在に至るまで、「一人は万人のために、万人は一人のために」という基本理念に基
づき、「患者さんに優しい病院」であることを掲げて地域医療の役割を担ってきた当院は、現在伊勢原
市桜台に位置する病床数413床の総合病院です。診療科目は内科・消化器内科・循環器内科・小児科・
外科・整形外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・精神
科・麻酔科・放射線科・臨床検査科・リハビリテーション科・病理診断科の診療を行っています。
　現在常勤医は57名（うち4名が臨床研修医）、そのうち東海大学医学部の卒業生は7名在籍しています。多
くの先生が各科の部長、副部長などの職に就き、日々の診療に従事しています。以下、卒業生を列記します。
　麻酔科部長として田島英雄（６期生）、眼科部長として横川昌彦（11期生）、整形外科副部長として永
井達司（16期生）、血液内科副部長として菊池我子（16期生）、腎透析内科副部長として鍵和田直子（17
期生）、循環器内科医員として神山宜也（26期生）、血液内科医員として武藤祥宏（30期生）。敬称略
　そんな伊勢原協同病院も開院より44年という期日を経て、建物の老朽化、付近の駐車場の不足などの
問題が生じてきていました。そこで、現在の医療環境を改善し、将来へ発展するために、新病院への移
転建築が着々と進められております。紆余曲折を経て決定した新病院の移転地は、なんと東海大学病院
と目と鼻の先となる伊勢原市役所東側です。平成24年6月23日に起工式を終え、現在建築中の新病院の
様子は、東海大学病院からまさに一望できる事と思います。
　新病院は地上７階建て鉄骨鉄筋コンクリート造で、病床数は350床、診療科目は消化器内科、循環器
内科、内科（呼吸器内科、内分泌・糖尿病内科、腎・透析内科、血液内科、神経内科、総合内科、高
齢内科）、小児科、外科、産婦人科、整形外科、リハビリテーション科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、
皮膚科、脳神経外科、精神科、心臓血管外科、麻酔科、 放射線科、臨床検査科、病理診断科の19診療科
にて、平成26年9月に開院を予定しています。
　今後ますます、当院と東海大学病院の連携は深まっていくと思われますが、我が整形外科においては、
平成26年度より、東海大学整形外科からの常勤医派遣の３名増員が決定しています。高畑武司病院長を
筆頭とした、慶応大学整形外科から派遣されている整形外科の先生方との連携強化を図り、今以上に患
者様に愛され、信頼される整形外科診療を行って行きたいと考えています。
　また、その他の診療科においても、両病院間の一層の連携強化が進んでいく事を期待しています。
　末筆ながら、星医会の皆様には、今後とも当院への暖かいご支援とご協力をお願いしますと共に、皆
様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

新病院　イメージ図



今年のホームカミングデーは面白かった
白石　光一（5期生）

　11月３日文化の日、今年も小田急線で伊勢原
を越えて田園風景（稲刈りあと）と大山、丹沢
山系を望みながら一路東海大学前駅へ。昔の大
根とは見かけは変わっても空気は同じでありま
した。早朝７時30分医学部デモンストレーショ
ン準備のため足早に湘南校舎へ向かうものの緩
やかな登りのあと、毎年いろんな意味で心拍数
の上がる30段の急階段が待っていました。まず、
上を見上げて息を整え「また来たね。落ちるな

よ」と微笑む階段を一歩一歩確実に登り周りのペースも気にして自分の心拍上昇と呼吸苦も気にしなが
ら上りきると日ごろの運動不足と齢を重ねた結果を実感したとき、来てよかったと思えるのは何でしょ
う。会場は湘南校舎北門から入ると左手に1号館、そのまままっすぐに池の脇の坂を下り欅の通りをひ
たすら体育館、コムスクエア目指して歩くのですが学生時代の体育授業で移動時間が少なく遅刻しそう
になった記憶が毎回思い出されるのです。会場に到着です。
　ホームカミングデー実行委員として秋山先生と学部デモンストレーション係りとなり準備委員会に出
て企画、運営に参加し、今井医学部長より医学部デモの任を託された星医会として今年も生活習慣病に
ついてのパネル展示、健康医療相談、血糖チェック、呼気アルコールチェックを行ないました。毎年ほ
ぼ同じ企画なのですが当分これでいけると安心はしているところですが医学部卒業生の参加が少ないの
が寂しいところです。今年は、東海大一筋の呼吸器外科21期生中川先生にも参加してもらい持ち前の明
るさと聡明な洞察力で活躍してもらいました。他にも2期生では金渕星医会会長、３期生櫻井先生、４
期生谷亀先生、５期生私、７期生鄭先生、秋山先生とベテラン医師の登場ではじめ慣れない手つきで血
糖チェックをはじめましたがすぐ慣れました。普段ほとんど行なわない業務を体験してしまいました。
午前10時から午後4時までに血糖チェック144人、医療相談10件と毎年多くなっています。来年の企画に
意見がありましたら星医会事務局へご一報を。
　この学部デモンストレーションは、全学部が１ヶ所に集い特徴
ある展示をしています。参加型展示も多く地域おこしの熊本経営
学部はワイン、ジュース、お菓子の試飲食、海洋学部はかまぼこ、
練り物の揚げもの試食、農学部はハム、焼酎試飲食、工学部はロ
ボットと遊ぶ、自分の DNA検出、電気・ソーラーカー他、法学
部は法律相談などゆっくりしても飽きない内容でした。私たちは
ひたすら血糖チェックと医療相談でパーティー会場にも行けない
状況でしたが湘南校舎の空気を吸って今年も面白いホームカミン
グデーでした。
　来年も仲間を増やすつもりです。私と廊下で目と目があって声
をかけられる先生、よろしくお願いします。

第12回ホームカミングデー報告



第19回星医会賞受賞者決定！！！

第19回星医会賞は、伊藤　聡 君（27期生）に決定いたしました。
次点となった鵜養　拓 君（28期生）には、「星医会奨励賞」が贈呈されます。応募
いただきました会員の皆様および選考委員の皆様に深謝いたします。どうもありがと
うございました。
なお、表彰は2013年３月10日（日）の星医会総会で行います。
伊藤　聡 君、鵜養　拓 君の晴れの舞台です。多くの方々の参加をお待ちいたして
おります。

受賞論文

   第19回星医会賞

〈 申 請 者 〉伊藤　聡 君（27期生）
〈タイトル〉Repair of articular cartilage defect with layered chondrocyte sheets and 

                        cultured synovial cells

〈 掲 載 誌 〉Biomaterials 33:5278-5286, 2012

   奨励賞 

〈 申 請 者 〉鵜養　拓 君（28期生）
〈タイトル〉MicroRNA-199a-3p, microRNA-193b, and microRNA-320c are correlated

                        to aging and regulate human cartilage metabolism

〈 掲 載 誌 〉Journal of Orthopaedic Research 30:1915-1922, 2012
以上



2011年度奨学生の決定について
今年度は奨学金応募者がありませんでした。

これまで多くの方々より「東海大学星医会奨学金」の趣旨にご賛同いただき、募金事業にご協力いた
だきましたことを厚く御礼申し上げます。

　□2010年度寄付者（2010.4.1～2011.3.31）   　                       

　　田中克巳（特）／渡辺勝美（特）／西海　昇（9） 他 計　850,000円

　□2011年度寄付者（2011.4.1～2012.1.31現在）
　　渡邉勝美（特） 他 計 1,050,000円

　□2012年度寄付者（2012.2.1～2012.3.31）
　　桂木啓和（15）他 計 2,000,000円

　1999年に星医会奨学金制度が設立され、本事業も健全な運用が図られております。しかし近年、奨学
金の返済に猶予や細分割を求めるケースが続いており、奨学金返済に関し困窮している奨学生が多いよ
うです。
　また、現在6年次での星医会入会金納付を進めており、未入会による除名の無いよう対処しており
ます。
皆様には引き続きこれまで同様後輩のためにご協力の程を宜しくお願い申し上げます。

寄付金の振込口座

三菱東京 UFJ銀行 本厚木支店（普）1640732
学校法人東海大学星医会募金口

所定の寄付申込用紙は星医会事務局へご請求下さい。

星 医 会 会 長　金渕　一雄
奨学金担当理事　五月女　昇

東海大学星医会奨学金について



弔辞
東海大学医学部外科学系形成外科　主任教授　宮坂　宗男（１期生）

　東海大学医学部形成外科学教室初代教授の長田光博名誉教
授が、平成24年７月16日に逝去されました。ここに謹んで哀
悼の意を表します（享年79歳）。
　長田先生は昭和８年に東京でお生まれになり、昭和26年に
慶應義塾大学医学部に入学、大学時代はボート部で活躍され
たそうです。昭和32年に卒業、国立東京第二病院（現 東京医
療センター）でインターンの後、慶應義塾大学医学部耳鼻咽
喉科学教室に大学院生として入局されました。昭和38年にフ
ランス政府給費留学生としてボルドー大学学部耳鼻咽喉科教
室へ留学され、その際にポルトマン教授から形成外科の将来
性について説かれ、帰国後、昭和40年に慶應義塾大学医学部

に新設された形成外科学教室に転科されました。昭和45年国立小児病院に出張、昭和50年東海大学に新
設された医学部に初形成外科教授として就任されました。
　先生はわが国の形成外科の創成期を支えられたお一人であり、日本形成外科学会理事、日本レーザー
医学会理事、日本美容外科学会理事、日本口蓋裂学会理事、日本口腔・咽頭学会評議員、日本頭蓋顎顔
面外科学会評議員・監事、日本音声言語医学会評議員、米国形成外科学会会員、米国口蓋裂学会会員、
厚生省薬事審査会委員など様々な要職を歴任され、幅広い分野で多大な貢献をされました。第１回日本
レーザー医学会大会長、第９回日本美容外科学会大会長、第11回国際形成美容外科学会学術委員長、第
38回日本形成外学会総会・学術集会大会長等も歴任され学会活動にも積極的に参加されました。
　昭和55 年には私も含めて４名の東海大学医学部一期生が形成外科に入局し、その後も先生を慕って
多くの医局員が形成外科に集まりました。先生は外観どおりの温厚なお人柄で、常に紳士であり、形成
外科手術を愛し、優しく時には厳しく私たちを指導してくださいました。よくお酒の席をご一緒いたし
ましたが、先生はお酒に呑まれることはなくいつもにこにこして、酔った私の愚痴を静かに聞いてくだ
さいました。私自身、叱られたことはありましたが怒られたことはありませんでした。初代教授として
新しい教室を盛り上げるためには、大変なご苦労をされたことと思います。私たちは、入局時より、医
局旅行や医局ゴルフコンペなど、和気藹々と楽しく過ごしました。また先生は、形成外科医には一般外
科の知識が必要であると言われ、２年間の形成外科研修後に更に２年間、外の病院で外科の研修を行う
ことを義務とされました。これは私にとって、他科から依頼された再建手術を行う際に非常に役立って
います。そして「一人前の形成外科医になるには最低10年かかる。したがって10年間は面倒をみる。そ
れまでに自分の得意な分野を作りなさい」と言われたことも懐かしく思い出されます。
　先生は唇裂・口蓋裂手術をライフワークとされていましたが、外来診療の際、お子さんのご両親に
対して必ず席を立ってご挨拶されるなど、学問以外にも教えられることが多くありました。先生は当
時スタンダードであった粘膜骨膜弁を用いた Pushback 法は、良な構音が得られる一方で顎発育への
影響が大きく、不整咬合を伴う深刻な上顎劣成長を生じやすいと考え、二期的口蓋閉鎖法を考案され
（長田法）ました。そして言語発達を損なうことなく良好な術後顎発育が得られることを立証されま
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した。
　先生は退任後、全ての学会の役職を退かれ、医局のことは谷野前教授に全て委ねられて医局ゴルフや
医局忘年会以外は医局にはお見えになりませんでしたが、これは先生が創られた東海大学医学部形成外
科の発展を外から優しく見守っていてくださったのではないかと思います。先生は退任後は特にゴルフ
を楽しまれていました。私には研修医当時より「110を切ったら我孫子ゴルフ倶楽部に連れて行ってや
る」とおっしゃていました。最近私はようやく110を切ることができるようになり、そろそろ我孫子で
先生と一緒にゴルフをと考えていたところでした。先生の訃報を聞いた２日後に、長田先生から手紙が
届きました。「先生とゴルフの予約をしながら、まだ実行をできません事を誠に申し訳なく思っていま
す。今年３月下旬より体調を悪くしゴルフを控えるように言われおとなしくしています。我孫子も今年
１年グリーン改造のためクローズです。何とか体調を回復しご一緒出来る日をと思っていますが、涼し
くなる頃には何とかラウンド出来ますようにと期待しております。気候不順の折一層御自愛下さいます
よう」とあり、最後まで紳士であったお人柄が偲ばれました。目を閉じると先生の温厚で柔和なお顔が
目に浮かびます。学問の師だけでなく、人生の師でもありました長田先生、本当にありがとうございま
した。天国ではお好きなお酒とゴルフを楽しんでください。
　心より感謝を申し上げますとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

長田先生の思い出
ピースハウス病院　草山　ほづえ（１期生）

　あの日東海大学からの連絡は長田先生ご逝去とのこと。想像もしていなかった悲しい知らせでした。
　葬儀では東海大時代の方々だけではなく、学生時代からのご友人など様々な方の弔辞を聞くことがで
きました。長田先生の業績や、趣味の範疇を超えた知識の豊富さはもちろんのこと、皆が人柄の素晴ら
しさに触れられていました。本当にその通りで、ライフワークである口蓋裂手術という大きな幹を作り
育てながら、様々な分野に枝葉を張り巡らせ、それぞれに花を咲かせていらっしゃいました。長田先生
ほど様々なことに興味を持ち、知識の豊富である方を知りません。ライフワークである口蓋裂手術では
従来からの言葉を重視した手術法ではなく、言葉だけでなく上顎の成長をも重視した独自の新しい手術
法を開発・施行され成果を上げていらっしゃいました。
　でも、長田先生と言えば最初に思い出すのはいつも混んでいた外来の待合室です。特に夏休みは受付
時間が過ぎても全く終わりの見えないほど患者さん・家族で込み合っていました。外来を閉鎖する時間
を過ぎてしまい、放射線科やフォトセンターに「よろしくお願いします。」と電話しなければならない
ほどでした。それなのに、どんなときでも額帯鏡を付け、いつも変わらぬ穏やかな顔で診察室にいらっ
しゃいました。一人ずつにゆっくり時間をかけて診察され、説明をし、最後にはイスから立ち上がって
丁寧に頭を下げてご挨拶をされていた姿は忘れられません。大学を離れて、患者さんを何より一番に考
えられている気持ちの素晴らしさがわかりました。不甲斐ない弟子で申し訳ありません。そして、そん
なことをもっとお話ししたかったと悔やんでいます。
　今、緩和の世界に身を置き、患者さんたちから病院で悲しい扱いをされてきたという訴えを聞くたび、
長田先生の温かい態度、お姿が目の前によみがえります。相手によって決して態度を変えることなく、
誰に対しても同じように接していらした先生を思い出します。教室には様々な人がいましたし、国内外
から多くの人が訪れていました。誰にでも全く変わらぬ言葉遣い、やさしさで接していらっしゃいまし
た。自分の体調がすぐれない時でも、人のことを気遣っていらした温かさを思い出します。
　大学を辞めた後は先生になかなかお会いするチャンスはありませんでしたが、お会いできたときは変



わらぬ笑顔でいつものように、言葉をかけていただきました。最後にお会いした２年前に言葉を交わし
たのが最後になりました。その時、もう形成外科をやめて緩和に移ってしまった、いわば裏切り者の私
に対して、とても優しい笑顔で「がんばりなさい」と励ましてくださいました。
　早すぎるお別れですが、いつかは皆そちらへまいります。その時はまた、笑顔で迎えてください。
　本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ゆっくりお休みください。

長田先生の思い出
東海大学医学部外科学系形成外科学　赤松　正（11期生）

　長田先生は私に口蓋裂児の治療に関するすべてを教えてくださった先生です。今、私のような者でも
東海大で口蓋裂治療に携わっていられるのは、すべて長田先生の教えのおかげです。
　今、手術室で、長田先生は「君、この部位からの出血を、電メスで焼こうなどと、ゆめゆめ思って
はいけないよ。」という懐かしい口調の記憶とともに、私の手術を導いて下さっています。当時のまま、
今も水曜の午前に行っている口蓋裂外来でも、診察が終わる度に、患者さん一人一人に立ち上がって
深々と頭を下げていた長田先生の記憶が、私を導いて下さっています。
　あの当時、毎週水曜日の口蓋裂外来の日の待合室はいつも患者さんであふれかえっていました。夏休
みや春休みは本当に大変なことになっていて、その完全にパンクしている外来でも、長田先生は患者さ
んの生育環境や家庭のこと、学校での生活やクラブ活動、受験勉強のことなどをいつも心配され、診察
時間をむしろそういうことに多く割いておられました。この東海大の形成外科で伝説となっている長田
教授の外来を間近で見させて頂いたことは、今の私にとって大きな誇りです。
　長田先生の患者さんの数は、顎模型を整理をした際に確認した人数だけで、25年間で900人を超えて
いました。何しろそれこそ北海道や東北からも患者さんがみえていたのです。その模型整理の際に、長
田先生には「赤松先生、この顎模型の山は宝の山なんだ。ここからは大切な研究データがいくらでも取
れるんだよ。」とおっしゃって頂いたのですが、怠け者の私は結局そのままにしてしまいました。いく
ら謝っても謝りきれません。それなのに自分の学位論文だけは、その顎模型の山から、本当に一部分だ
け、わずか 12症例をもとに書かせて頂きました。なので先生にはいくら感謝しても感謝しきれません。
　当時の私には、その頃口蓋裂治療の革新的方法であった長田法が果たして外部からの評判にあるよう
な突拍子もない方法なのか、あるいは顎発育と言語のバランスのとれた素晴らしい方法なのか、なにが
なんだか全然分かっていませんでした。最近になり、長田の二期法を改変した、それに近い方法が発表
されるようになり、長田先生は当時、時代に20年以上早すぎたのだと分かってきました。
　当時長田先生にご迷惑をお掛けするばかりだった私に、できるご恩返しは、長田法で先生が達成した
ような極めて良好な顎発育と、より改善された言語成績をもつ新たな術式を東海大学方式として開発す
ることだと、やっと最近になり気づいたのですが…。もはや、それも直接お目にかけることは出来なく
なってしまいました。
　過去から昨日までの私にとって、口蓋裂治療とは、あこがれ、希望、楽しさ、使命感、生き甲斐でし
た。今日からは、そこに悲しさと、寂しさと、孤独と、後悔が加わりました。この悲しみをかかえ、こ
れからも毎日毎日毎日、口蓋裂の子供達のために歩んでまいります。



訃報　『赤木家康先生を偲んで』
渡辺耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック　渡辺　修一（9期卒）

「癌 ! 癌 ! ロックンロール　涙のラスト講演」
　平成24年8月25日（土）16時00分より熱海後楽園ホテル
において第28回伊豆耳鼻科懇談会が開催されました。静
岡での難聴研究会と重なったにも拘らず遠方からの先生
も含め37名の参加を認めました。今回は特別講演が2題と
内容も更に充実した会となりました。小職が特別講演の
座長を務めさせて頂き医療法人社団永生会永生病院整形
外科副院長の赤木家康先生に「舌ガンから食道ガンまで、
8つのガンと戦って」という演題で、赤木家康先生ご自身
の闘病生活について、T-Eシャント（プロヴオックス）
からの発声、構音障害の克服、現在では Ipadを使っての
診察、指伝話、嚥下障害、開口障害について、自分が辿
った経験を克服しての息を飲む講演となりました。「決し
てあきらめない気持ち、癌と戦う気持ち、癌と付き合う
気持ち」が大事で人生の障害を8度乗り越えた様子をビデ
オを上映しながら講演して頂きました。（写真①②）こ
の模様は静岡新聞にも大きく取り上げられました。（写真

③）講演当日7つの肺転移が存在し直前に受けたド
セタキセルの影響で1週間以上起き上がれずWBC

が1000以下に下がり38.5℃の
熱発が続くなかでの来熱と
なり、前日「命がけでも行
きます」「土曜日這ってでも
行きますから」のメールを

頂きまして頭が下がる思いでいっぱいでした。
感謝です。「癌癌ロックンロール」（写真④）
という赤木先生著の本をお読み頂ければ詳細
が更に分かると思います。どうぞご一読下さい。またこの模様を生前に赤木
家康先生ご自身も YouTubeにアップしてくれました。小職のクリニックの
ホームページからもご覧頂けます。

赤木家康先生　write
この講演は私は抗ガン剤治療中、倒れそうになりながら命がけで行って参りました。会場の熱海後楽
園ホテルの玄関に、係の方が車いすでお迎へに来て頂いたくらいです。講演も急遽、座位で行わせて
頂きました。講演後、見事に起き上がれなくなりました（笑）YouTube にアップいたしましたので、
よろしければご高覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=gllx5g60PjE

し直前に受けたド
起き上がれずWBC

して頭が下がる思いでいっぱいでした。
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　赤木先生とは大学時代は殆ど御縁がなく、Facebookを
通して最近仲良くさせて頂きました。そんな中、我々が
同窓生の萩野仁志先生（6期生・町田ではぎの耳鼻咽喉科
開業）と熱海で年に１回 JAZZコンサートを開催させて
頂いていますがそのコンサートにも飛び入りで参加して
いただきました。（写真⑤）

下記が Facebookやメールでの生前のやり取りです。

平成24年6月30日はどうぞよろしくお願いいたします。
リハーサル開始時間16時に間に合うように新幹線で熱海に行き、タクシーでお店に行きます。ヘタな
ギターでもうし訳ありませんが頑張ります。楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。 

赤木家康
渡辺修一　write
萩野先生は赤木家康先生の Facebook から熱海でのコンサートに飛び入り参加して頂くというメッ
セージを非常に喜んでおります。萩野先生と赤木先生が出演なされるのでしたらもっと大きな会場の
方がよかったですね。熱海のカフェリディアン  Café Lydian は35人くらいがリミットです。狭く
てすいません。

赤木家康先生　write
先日の熱海のライブでは楽しませて頂き、どうもありがとうございました。
お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。あれから右手の筋皮神経麻痺や疼痛と戦っておりました。
私は4期で入学、6期で卒業です（笑）伊豆耳鼻科懇談会の件承知いたしました。予定に入れておき
ます。耳鼻科の先生方にお話し出来る機会を与えてくださり感謝します。ネタは山のようにあります
ので、もしお時間を頂けるなら30分でも60分でも大丈夫です。器械が喋ってくれますから。ただ私
は重複ガンが立て続けに出ているので、もしまたその時に当たってしまったらその時はお許しくださ
い。そうでない限り全力であたらせて頂きます。

渡辺修一　write
北海道での学会、（癌治？）講演の時もかなりの方（500人以上）が
聴講なされたとのこと。静岡がんセンターの頭頸部外科鬼塚部長も赤木先生を御存知で「癌体質でよ
く癌ができる、可哀そうでならない」とおっしゃっていました。また、静岡の耳鼻咽喉科の先生方も
赤木先生のことを皆様よく御存知です。闘病生活の凄まじさ、癌と戦う姿には感銘を受けます。

赤木家康先生　write
実は私の叔母、従姉妹が熱海在住で従姉妹は薬剤師で、薬剤師会にも今回の懇談会の案内が来たよ
うです。 従姉妹はもちろん参加してくれますが、私は叔母にも私の話をぜひ聞かせたいのです。叔
母は一般人ですが、私の講演だけ聴かせたいのですが いかがでしょうか？ 久しく会ってないので、
情報交換会にも参加出来れば幸いに存じます。

赤木家康先生　write
皆様の前で講演出来る事を光栄に思っています。チャンスを与えてくださった先生に感謝しています。
ちょっと facebook はお休みしますが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

渡辺修一先生
お陰様で私の叔母と従姉妹に講演を聴かせることが出来て熱海に錦を飾れて嬉 しかったです。拙著

⑤



も28冊も売れ、ビックリしました。またまたお買い上げありがとうございました。また最高のご接
遇を頂き心からかんしゃいたします。
花火の後は講演の気が抜けて起き上がれなくなりました（涙）家内と11： 30分頃熱海を発ちました
が1時には自宅に着きました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。またお目にかかります。

御存命の頃の投函の抜粋

Facebookへの投函
赤木 家康さんの投稿 :	「何回でも戦います !! 皆さんが応援してくださいますから」
赤木 家康さんの投稿 :	「お昼で一度抜いてもらいました。シャワーを浴びて、前腕に刺し直してもら
いました。点滴しながら、経鼻栄養では快適とは言えませんが、さっきよりマシです	」

渡辺　修一先生
ご連絡ありがとうございます。
私は抗ガン剤の副作用が抜けてきて、何とか歩けるようになってきました。
丁度改善した頃、9月3日にまた抗ガン剤です（涙）
ではまたおめにかかります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

赤木家康
渡辺修一先生
いつもお世話になっております。
拝啓　爽やかな9月になり、皆様にはますますご清祥のこととお慶び	申し上げます。私は9月2日に
ちょっと早い敬老の日のコンサートを行いました。右手が充分に動かず、お恥ずかしい演奏でしたが、
皆に助けられて何とか乗りきりました。翌3日は抗ガン剤、ドセタキセルの2回目の注射でした。さ
らに4日は上部消化管の内視鏡検査と大忙しで5日は寝込んでしまいました。
ドセタキセルの効果もあまり顕著では無く、次の治療も考えなくてはならないと思っています。1日
でも1週間でも1月でも健康で長生きしなくてはなりません。抗ガン剤も何が効果があるかも分から
ない時代ですから、いろいろな方法を試して見たいと思います。先生もお体にはくれぐれもお気をつ
けください。またお元気でお目にかかりたいと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

赤木家康

　これが最後のメッセージ、メールでした。
　平成24年10月22日 月曜日 数々の癌と戦われましたが残念なことに他界なされました。というより良
くここまで生き延びられたの方が実感でしょうか？
　凄い生命力です。私達本当なら一つ癌に罹っただけでへこたれてしまうのに。
　この追悼の文章を書くのが非常に辛かったです。色々少ない時間でしたが良き思い出が走馬灯の様に
駆け巡り、目頭が熱くなり瞼を閉じると、そこに生前の赤木家康先生がいるかのようで。色々振り回し
て死期を早めてしまったのは私でしょうか？ ごめんなさい。すいませんです。どうか天国でも愛車の
ベンツでドライブし、レッドツェッペリンの天国への階段を大好きなギターで演奏なさり、天空の整形
外科の外来に立ち OPEもして下さい。患者さん達の足が丈夫でないと三途の河は渡れませんから。貴
殿の生き様は後世に末永く語り継がれることでしょう。どうぞ安らかにお眠り下さい。本当にありがと
うございました。謹んでご冥福をお祈りいたします。合掌！ ロンックンロール・ドクター！



後藤慶暁先生を偲んで
東海大学医学部付属八王子病院　病院長　北川　泰久

後藤慶暁先生は平成24年、11月28日、八王子市内の自宅で急逝されました。あまりにも突然のご逝去
に我々はただ呆然とするばかりで、前日まで神経内科の医師として我々のチームの中で元気に一緒に働
いていた先生が天国にいかれてしまったこと、今でも信じられなく、深い悲しみの気持ちでいっぱいで
す。告別式は大雪の降る中、生まれ故郷の山形県の新庄で行われ、東海大学からは伊勢原神経内科の滝
澤俊也先生、同窓会長の金淵一雄先生、同級生の先生、伊勢原神経内科病棟の看護師さんも参列され、
東海関連からの多くの献花に囲まれしめやかに行われました。
慶暁先生は県立山形東高校から東海大学医学部に入学され、平成18年に卒業され、東海大学の前期研

修医、後期研修医を経て、今年の4月に付属八王子病院に助教として赴任しました。
先生の仕事ぶりは謹厳実直で、外来では患者さんに対して、とても丁寧で冷静沈着な対応をし、また

病棟では上司、同輩、後輩の医師から、看護師さんから、コメディカルから、的確なオーダー指示と時
間をきちんと守る、とても信頼される医師として活躍していました。毎週の回診でも、患者さんの状態
をわかりやすく十分な情報を的確にプレセンテーションし、その仕事ぶりは後輩の研修医のお手本とな
る医師でした。先生が昨年医師として参加した望星丸の海外研修航海では、体調を崩した学生を寄港先
の病院に緊急入院する手続きを素早く、的確に行い、先生は望星丸に乗っていた全員から頼りになる医
師として高く評価されました。
慶暁先生は今まで多くの神経疾患の診療に携わり、その中でも特に、興味があったのはパーキンソン

病の臨床研究でした。パーキンソン病の病気の重症度と治療薬との関係について、昨年、ヨーロッパで
行われた国際学会で研究成果を発表し、さらにパーキンソン病の診断に使うアイソトープを用いた放射
線診断についての研究成果を日本神経学会総会で発表しました。先生の将来の希望は東海大学だけにと
どまらず、国内外に留学し、幅広い知識を吸収するとともに、国際学会で業績を常に発表することでし
た。このような前途洋々で将来を語る先生が志し半ばで夢が途絶えてしまったこと、無念な気持ちでい
っぱいであったかと思います。先生の診療、研究に診療に対する姿勢は、東海大学神経内科の若手医師
の心の中にそのお手本として伝承されること間違いありません。
後藤暁慶先生、東海大学病院で6年間という短い勤務ではありましたが、先生の残された功績は深く

東海大学および神経内科の医局にこれからも末永く刻まれることと思います。心からご冥福をお祈りし
ます。



後藤慶暁先生の思い出
第42回海外研修航海研修団　団長　松尾　俊彦（東海大学海洋学部教授）

東海大学は、大学が所有する調査研修船「望星丸」（2,177
総トン）を使って、毎年海外研修航海を実施している。研
修に参加する学生は、東海大学の全キャンパスの学生で、
短期大学の学生も含めて98名程度となる。それを指導する
教員団は、近年は医師も含めて14名程度である。
後藤慶暁先生は、2011年２月15日から始まった第42回海
外研修航海（41日間）の前半の医師として参加された。医
師と言っても、一つの班（７人）の責任者であり、何らかの行事担当を任され、そして船全体の医師も
務めるという、大変ご苦労の多い役目であった。
さて、私が後藤先生に最初にお会いしたのは研修が始まる半年前の夏で、望星丸の体験乗船を含む２
泊３日の事前研修会であった。最初の印象は「若い。」「大丈夫か？」というものであった。
研修航海では閉鎖的な船上生活が続くため、毎年学生が体調を崩し、過去には途中で下船・帰国させ

ることもあった。しかし、せっかく選抜されて参加した学生達であることから、私は出港式で全員を清
水港に連れて帰ることを宣誓するつもりであった。そのため、医師に期待する部分が非常に大きかった
ため、その若さに不安を抱くことになった。しかし、この不安は研修航海が始まってすぐに払拭され、
大いに後藤先生を見直すことになった。
最初の寄港地はパラオ共和国であったが、その航海途上で紫斑が出ている女子学生が見つかった。聞
けば、清水港を出港してから腕や腹部に見られるようになり、少しずつ広がっているとのことであった。
血友病ではないとしても、研修団にとっては大きな不安材料となった。しかし、パラオ共和国には国立
病院があることが分かり、学生を受診させることになった。その段取りを、後藤先生にお願いした。パ
ラオへの入国手続きもそこそこに、後藤先生は学生と共に病院に向かわれた。午後に後藤先生から「血
液検査も行ったが、特に異常は見当たらなかった。」との報告を受け、一安心するとともに、若い医師
の行動力に脱帽した。それ以降は、団役員からも一層信頼を得て、医師としての責務を果たされた。
一方、学生を取り纏める役目としては、赤道を通過する際の赤道祭で、スカート姿で学生と AKBの
踊りを披露された。普段は口数の少ない先生ではあったが、その恥ずかしさ以上の笑顔を学生に見せて
頂き、学生達の気持ちが和むきっかけとなった。さらには、ニューカレドニア大学との交流が計画され
ていたが、そこで披露する「よさこい踊り」の練習に毎日参加され、団役員の中ではもちろんのこと、
学生達の中でも上手な踊り手として期待され、見事に演じられた。医師という立場だけでなく、学生を
まとめ導く立場もわきまえられた立派な先生であった。
東日本大震災が発生した３月11日、望星丸はニューカレドニアを出航したが、その前に後半の医師と
交代するために後藤先生は望星丸を下船された。学生達は望星丸の上から、岸壁の後藤先生に涙を流し、
見えなくなるまで手を降り続けたが、後藤先生は学生以上に大粒の涙を流されていたのが印象的であっ
た。こんなに泣かれるのかと驚くとともに、海外研修航海に対して、大きな思い入れがあったのかと大
変感謝した。
学生達が後藤先生と分かれる前に渡した黄色い Tシャツには「静かな瞳に秘めた断固たる正義感、
私達は後藤先生を忘れない。」と記されていた。
後藤慶暁先生、社会の荒波の中で航海を続ける学生達をお導き下さい。
ご冥福をお祈り申し上げます。



開業医のページ

今、思う「勤務医から開業医生活」
小川耳鼻咽喉科クリニック　小川　裕（２期生）

時間経つのは早いもので、東海大学医学部を卒業してから30年以上も経過している。
現在、耳鼻咽喉科の開業医として生活している。東海大学医学部で学び、卒業後耳鼻咽喉科の医局で

教育を受けて、医師として一人立ちが出来るように育てていただいた。このためにリストラの心配や定
年退職はなく、安心して生活が出来ていることに対して、東海大学に深く感謝している。私は学生の時
に、「押し込み・圧迫教育」と感じて、東海大学の教育に失望した時があった。今、思うに「この教育
で君もなんとか医師になれただろう」と言葉が返ってくるような気がする。在学中に仲間と相談し、ハ
ンドボール部を創設した。そのハンドボール部の部長が私の恩師である耳鼻咽喉科教授の故三宅浩郷先
生であった。そのために卒業後耳鼻咽喉科に入局し、研修医生活が始まった。「研修医は、雑巾のよう
に擦り切れるまで、扱き使われるのだ」と聞かされ、労働基準条件は無視され、生活が出来ない賃金で
働かされた。当時、他の医局研修医も同じ状況であり、自分一人では何もできないのだから仕方がない
と思い、特に違和感はなかった。入局３年目に他の病院に出向し、手術をやらせてもらい、勤務は俗に
言う９～５時で、給料もよく満足していた。３年後、大学の医局に戻ったが、出向病院の楽な生活の反
動で、診療や雑用などで忙しくて、体がなれるまで半年を要した。時間に追われる毎日だったが、一番
充実していた日々であった。この医局生活の３年半後、「喧嘩をしたらすぐに帰ってこい」との条件で
出向しろと命じられた。この出向病院の院長が元産婦人科教授の小林一夫先生であった。院長と気楽に
話が出来て、精神的に余裕が持てたことが幸いであった。私と後輩の二人で、我々の出来る範囲で最善
を尽くし、診療を行った。あっという間に７年間が過ぎた頃、心に期する所が生じ、退職して平成９年
に開業した。診療所兼自宅を建築したために、借金を抱え多少の不安を感じたが、可もなく不可もない
状況で約16年が経過した。
話は変わるが、現在（平成24年12月）日本は不況であり、誰もが恐れているのは職を失うことである。

政治家は自分を中心に考え、生き残るために必死で、国や国民に目を向ける余裕がない。官僚は復興税
を火事場の泥棒のごとく、被災者や地域に直接関係がないところに予算を使ってしまった。こんな事が
許されていいのか、怒りが頂点に達している。私も老いたのか、後輩に「医学知識の向上や医療技術の
上達に絶えず努力をしなければいけないが、一番重要なのは患者さんとの信頼関係であり、学問に王道
なしと同じで医療も王道はない、自分の出来る範囲で最善を尽くして、コツコツやることが必要であ
る。」と偉そうに話す自分がいる。いろいろと意見があると思うが、老人の戯言としてお許しいただき
たい。



小児科医として充実、そして趣味も楽しんでいます。
ちどりこどもクリニック　久保田　千鳥（２期生）

　平成16年１月に、厚木市妻田の地で開業し８年が経つ。
　厚木医師会には、東海大の同窓生が会員として多く在
籍しており、すでに30名以上に及ぶ。内科、小児科、整
形外科、眼科、耳鼻科、泌尿器科、神経内科、外科等す
べての科を網羅しており、また近隣の病院には、同窓生
が院長として活躍され、同窓生間での病診連携、診療連
携も申し分ない。東海大学病院と、同窓生という心強い
バックアップ体制のもと、この厚木の地で開業でき本当に良かったと感じる毎日である。
　開業当初は、看護師４名、受付事務４名と私の９名であったが、現在は13期生の厚見恵先生、大学小
児科からは週１回平井康太先生の応援、そして受付事務、看護師、栄養士、検査技師、保育士などコメ
ディカルスタッフ、総勢20名以上のスタッフと共に小児科医としてのやりがいを感じる日々である。小
児科クリニックは、多職種のスタッフとの協働、連携により、より良い医療を提供できるものと信じて
疑わない。開院当初より、苦楽を伴にし、クリニックを創りあげてきたスタッフは、私にとって、家族
のようにかけがえのない存在である。
　今年度よりスタッフの一員として、保育士が加わった。予防接種、健診の時間帯に絵本の読み聞かせ
や紙芝居をおこなっている。待合室で、子ども達が楽しい時間を過ごせるように、また幼稚園や保育園
に通園するような感覚で来院してもらえればと思っての雇用であったが、保護者や子ども達になかなか
好評である。
　その他当院の特色としては、日曜診療であろう。これは、就労女性が増加し、地域のニーズに応えよ
うと、開院当初の予防接種外来を拡充し始めたが、すでに８年になる。日曜診療を継続できるのは、多
くのスタッフの理解、協力の賜物と感謝している。
　現在、県医師会の保育園医部会の幹事、厚木医師会では、休日夜間急患診療所の理事、公衆衛生委員
会委員学校医医部会委員、校医１校、園医４園を担当し、微力ではあるが、私なりに一生懸命に任務を
全うしようとしている。
当然のことながら、多くの諸先輩たちの指導を仰ぎながらの日々である。
　楽天的でポジティブ思考、時として暴走熟女 ?の私であるが、多忙のためやはり時おりストレスを感
じることもある。そんな時にいつも私を癒してくれるもの、それはやはり音楽である。ライブやコン
サートを聴きに行くのは、とても楽しい。しかし、もっと身近に自分で演奏できる楽器があれば更に楽
しいのではと思い、２年前からピアノのレッスンを再開した。幼稚園の年長時から母の勧めでピアノを
始めたが、なぜかその頃は、お稽古事といえば、まずピアノ、周囲のお友達も皆ピアノ教室にかよって
いた。そんな時代であった。しかし、正直言って、その当時、私はピアノのレッスンが苦痛であった。
さりとて辞めたいと言う勇気もなく、５年ほどレッスンは続いていた。今回、約半世紀振りにピアノを
再開したが、音の世界に浸れることは実に楽しい。もちろん、テクニックも音感も拙劣で人様の前で披
露できるような代物ではないが、それでも、ピアノは私のストレス解消に一役も二役も買ってくれてい
る。今では、母に感謝している。
　取り留めもなく、書き綴ったが、東海大学を卒業したことを誇りに思い、末永く地域医療に貢献でき
れば幸いである。



選ばれる診療所を目指して
武田耳鼻咽喉科クリニック　武田　啓介（２期生）

平成２年12月１日に神奈川の西、足柄上郡大井町に開業して早いもので22年がたちました。この地に
開業を決めたのは秋田育ちの私にとってまずは冬ほとんど雪が降らなくて住みやすいことと家内の実家
が近く土地勘があったこと、また天気さえよければいつでも自宅と併設した診療所から富士山を見るこ
とができること、さらには母校が比較的近いということが大きな理由でした。
また診療所開設に当たり次の３点を考慮して新規に建設してもらいました。①原則木造建築であるこ

と②車いすでも診療所内にスムーズにはいれること（トイレも車いす対応）③待合室に畳のスペースを
作ることでした。
理由は周囲の景観を損なわない様にしたかったことと、今では当たり前のようになっていますが開業

当時の平成２年頃は車いすの患者さんがスムーズに入れる診療所や病院が意外と少なかったので、出来
る限り段差などのないバリアフリーにしました。また待合室に畳の部分を作ることでお年寄りや乳幼児
連れの母親にもリラックスして待ってもらえるよう配慮しました。このコンセプトは22年たった今でも
よかったと思っています。また施設装備を充実させることもさることながら、さらにもっと大切なこと
は医師である私をはじめ従業員のモチベイションやレベルを維持しながら徐々に高めていくことが極め
て大切なことだと考え、それには言葉で指導するよりは、私自身が勉強会や講演会などに参加しながら、
進化していく姿を態度で示して従業員自らも進化しなければならないと自覚してもらうことがベストだ
と思い実行してきました。それによりマニュアルにないトラブルが起きても各自がそれぞれ適切に判断
し対応が可能になると思っています。近年悩ましいのは80歳以上の超高齢者の単身受診が増えてきてい
ることです。さすがに80歳を超えるとほとんどの患者さんは高血圧や糖尿病など基礎疾患を持っている
ことが多いのですが、受信時にはお薬手帳や実薬を持参してくる人は少なく丁寧に説明しても、どこま
で理解してくれまた処方した薬を正しく服用してくれるのか疑問に思うことがしばしばあります。そん
な時に助かっているのが10年程前からチューターとして協力させてもらっている医学部３年生の生理学
実習の PBLです。この PBLは基礎医学をある程度学んだ中で実際の症例を調べながら学生さんと一緒
に考えながら解決していくのですが、耳鼻咽喉科単科で開業している私にとっては他科領域の疾患に関
して系統だって学べるため大変勉強になっています。特にチューターを対象とした症例検討会では初歩
的で基本的な質問にも丁寧に答えてくれ、また日常診療でもアドバイスしてもらっています。つい診療
で忙しいと耳・鼻・咽も全身の一部であることを忘れてしまい、局所ばかりを見てしまいがちになりま
す。今一度基本を忘れずに地域で必要とされ、また患者さん頼りになり選ばれる診療所を目指したいと
思っています。



「思い出を語るにはまだ早すぎる」
美和クリニック　三神　美和（２期生）

いまだやみくもに迷走を続けている。齢58歳、還暦はまさに目睫の間に迫る。世の中に何か貢献で
きたとは思えないし残された時間も決して長いとは言えぬ。 思い出を語るのにはまだ早すぎるのだが、
せっかく金渕君から与えられた機会、しばし追憶に浸ってみるとする。
昭和30年に生まれて、高度経済成長の大波の中で育った。東京オリンピックも記憶にある。ビートル
ズやサイモン＆ガーファンクルを聴き、愛の力で平和は達成できるものと漠然と思っていた。浅間山荘
事件も、安田講堂陥落もテレビで見たが、どこか遠い世界の話の様に感じた。アポロ14号の月着陸の場
面では胸が躍り、大阪千里丘陵で開催された日本万博に行き、テクノロジーの進歩に限りは無く、科学
技術で全てが解決でき、人類の未来は開放系にあると無垢にも信じた。
1975年春、２期生として入学。直後の４月30日、長く続いたベトナム戦争がサイゴン陥落で終結。ア

メリカ大使館から軍用ヘリで脱出する緊迫したニュース画像を鮮明に覚えている。医学の勉強は全てが
新鮮で、基礎系科目も含めとても楽しかったし、東海大に入学した事は今ではよかったと思える。当時
あのように（と言っても当時を知る人以外知る由も無いが）情熱的な教員達による新しい医学教育が行
われたのは、国立私立問わず日本中で唯一東海大だけだった。入学と同時に伊勢原望星台にそびえる白
亜の東海大学病院が開院、全てが白く輝いているかに感じた。６年間は本当によく勉強したし、まあ大
して優秀な医者にはなれなかったが「良医」にはなれたと思う。これで充分だろう。最初の友人は弘瀬
哲君で、彼とは後に同じ第１内科に入局する事になる。今思えば東海大では当時既に「スーパーロー
テート方式」の研修システムで、優に25年は時代を先行していた。前期研修最初の配属先が第一内科で、
その時の教授は五島雄一郎先生。オーベンは本間康彦先生だった。ものすごく優秀な先生で、その後の
自分の医者としてのスタンスはこの先生のもとで形成されたと思っている。 かけがえの無い恩師だ。 

家族性高脂血症に対する血漿交換療法、研究、数多くの学会発表をさせてもらい目をかけてもらったの
だが、この面では期待に添える能力を欠いており今でもまことに相済まない想いだ。後期研修は開院し
たばかりの大磯病院で始まった。福田宏明先生、津金隆一先生、荒木五郎先生、久保田光博先生、本間
先生の薫陶を受けた。麻酔医がいなかった為、週５日午後はオペ室でひたすら麻酔をかけ続けるという
希有な経験をした。大磯での３年間の仕事に対して津金先生の推薦で振興会賞をいただいた。この時の
外科系受賞者は麻酔の鈴木利保君だった。
平成４年に静岡赤十字病院出向を命じられた。昼夜を分たぬ研修医に戻ったかの様に多忙な７年間の
勤務で IVUS、DCAなども含めた当時最新のカテーテルインターベンション治療を習得できたことは幸
いだった。その後平成10年に開業、さらに平成20年に現在の場所で再開業して現在に至る。この間池田
正見支部長とともに10年あまり星医会静岡支部運営に努め軌道に乗せることができた。悔恨すべきは、
患者や仕事第一で、あまりに女房子供をないがしろにし、特に子供達とまっすぐに向き合ってこなかっ
た事だ。これだけはやり直したいが遅きに失した。これを読んだ方で、まだ間に合う方は軌道修正を切
にお勧めする次第。
そして現在の私はここにいます。Googleで「美和クリニック」と入れるとすぐに出てきます。のど
かな田舎にいます。ぜひご覧下さい。

http://www.miwa-clinic.com



継承することの喜び
岩瀬外科内科医院　岩瀬　弘忠（12期生）

月日が経つのは早いもので東海大学消火器外科学教室を退職し、本年３月で
10年になります。星医会・医局の諸先生方には大変お世話になりました。
研修医時代のつらかったこと・楽しかったことは昨日の事のように思い出さ
れます。
さて近況報告ですが、現在東京都狛江市（こまえってどこにあるの ?とよく
言われます。小田急線の成城学園前の２つ隣の駅です。）に父が昭和39年に開業（本年で49年目）した
医院を平成15年に継承し、医院名も当初の岩瀬外科医院から岩瀬外科内科医院と名称変更いたしました。
継承前は外科のみで「父は風邪は内科だから内科に行きなさい！」とよく言っておりましたが、それで
は先細りする一方と考え、内科の諸先生方には叱られるかもしれませんが内科も標榜することとしまし
た。継承した当初は、「もしかしてつぶれないよな？」「本当に継いでよかったのかなあ？」「もっと内
科もまじめに勉強しておけばよかったなあ！」などと不安や反省の日々の連続でした。診察室には医局
を退職した際記念に頂いた盾を大切に飾ってあります。それには「まず努力、明日と言わずに今日中
に」と書かれておりこれを毎日努力目標にしておりますが、なぜか「まず努力、今日は無理なら明日で
もいいかな？」と甘えてしまう自分を日々反省しています。また実際開業してみますと診療以外の苦労
がけっこうあるものです。職員の退職問題・機器備品の老朽化・税金対策・困った患者さんへの対応な
どなどです。いざ誰かに相談しようと思っても相談できる人って意外に身近にいないものです。（自分
の交友関係の狭さか？）「開業医って孤独なんだな～」とつくづく思います。でもつらいこともある反
面、開業医をして良かったなあ～ !と思う時もあります。それは患者さんに「先生の所に昨日きたら休
診日だったんだよ。でも他の先生に診てもらいたくないから今日来たんだ。」と言われ自分を頼って来
られる患者さんが一人二人ではなく、以外にもたくさんいらっしゃる事は本当に開業医をしていて良か
ったと実感します。
また昨年４月には長女が某医大医学部へ現役で入学する事ができ三代目の医者の卵が誕生しました。

当初は私としては同じ道を歩む事はあまり考えてはおりませんでしたが、本人の医師になりたいという
強い気持ちに押され応援することにしました。自分も父の後姿をみて医師になりたいといつのまにか思
うようになったのですが、娘が何をきっかけに医師をめざしたのかは未だに謎です。しかし自分も親バ
カなのか ?いざ同じ道を進み始めた娘の姿を見ていると幸せに感じてしまうのです。本当に不思議なも
のです。

最後になりましたが、大変まとまりの無い文章で申し訳ありま
せんでした。皆様、もしお近くにお越し頂く事がございましたら
ぜひお立ち寄りください。今後も星医会の益々の御発展をお祈り
いたしますと共に御指導のほどよろしくお願い申し上げます。



予防医学の実践をめざして
北島医院　北島　敦（12期生）

1991年卒の北島です。大学を卒業後、信州大学第一内科学教室に入局しました。循環器内科を専攻し
心電図、病理（心筋生検）、ブルガダ症候群１）の研究の仕事に従事して大学院修了後、2000年10月に松
本市で内科、循環器科の医院として開業致しました。開業と同時に医師会に入会させて頂きました。早
いもので、開業して13年目になります。開業当初は、右も左も分らないままで来院患者も１日10人足ら
ずで少なく、これでやっていけるのかと不安な日々を送っていましたが、医師会の諸先生、いつも笑顔
で一生懸命働いてくれるスタッフ、来院される患者、沢山の方々に支えられて何とか今日に至っており
ます。
開業してみて改めて予防や早期発見の大切さ、生活習慣病の管理の重要性を認識するようになりまし
た。心臓、血管系の病気はある程度重症になるまで自覚症状がないことが少なくないので、早期発見、
早期治療で重症になる前に予防していくことが大切だと実感しています。病気にならないようにするこ
と、予防医学の実践を重視していきたいと考えています。
医師会活動は、広報委員を２期終え、現在看護学校委員を担当しています。２期目になります。幸い
東海大卒の先輩が松本市医師会の副会長、理事などの役職に就いているので、大変心強く診療、活動に
あたっています。
開業医になってから、外来ばかりの単調な生活で椅子に座っている時間が長くなったためか、ウエス
トは85cmスレスレです。学生時代に比べてウエストだけはご立派になってしまいました。ウィークエ
ンドはメタボ対策に乗馬をしています。もともと運動神経は良い方ではないので競技などはしませんが、
自然や動物と触れ合う時間を大切に過ごしています。残念なことに±１cmをさまよっており、効果は
いまだ出てないようです…。
大学で学んだ「名医より良医」をいつまでも忘れずに、インフォームド・コンセントに基づいた医療

を実践して地域医療に貢献していきたいと思います。
星医会の益々のご発展を祈念致します。

１）北島　敦・他：成人検診70,524例のコンピューター診断例と16,153例の専門医判定例における心電
図異常所見の比較検討－不整脈、伝導障害、Brugada症候群を中心として－ .Therapeutic Research 

20 ：1165-1168,1999



開業医は孤独
とぐらクリニック　髙澤　尚能（12期生）

平成３年に卒業後、脳神経外科医を目指して東海大学病院で研修をさせていただき、前期終了後東海
大学脳神経外科に入局しました。結婚を機にお互いの故郷である長野県に戻ることに決め、当時の佐藤
修教授の御好意もあって、信州大学脳神経外科に所属することとなりました。信州大学に移る時には下
田先生（現八王子病院脳神経外科教授）から、「信州は学術的に結果を残さないと大変だぞ」と言われ
たことが今でも忘れられません。信州大学在籍中は長野県内各地の病院に勤務して貴重な経験を積ませ
ていただき、主術者として一般的な顕微鏡下手術はできるようになりました。
平成18年に長野県千曲市で妻の父親の診療所を継承する形で新築し「とぐらクリニック」を開業しま

した。市内での開業とはいえ、最近合併してできた市で元は戸倉町（戸倉上山田温泉があります）とい
う田舎（レセプトの約４割は後期高齢者です）、近くには盛業されている診療所もいくつかあり不安も
ありましたが、脳神経外科を標榜する診療所が近隣にはなく、CTではなくあえてMRIを導入し、予約
なしで当日にMRIを行って説明もするというスタイルにこだわりました。専門医の特徴を生かして頭
痛患者さん、認知症患者さんなど県内遠方からも来院して頂いております。頭痛は講演を行って啓発活
動をしたり、認知症は行政やケアマネージャーと医療との連携を図る会を立ち上げて患者さんや家族に
安心してもらう活動をしております。歩いて来院するくも膜下出血や脳梗塞など緊急手術や緊急入院を
要する患者さんが来院した時には、救急車で15分程のところに救急科のある信州大学の関連病院があり
快く受け入れていただいております。専門以外の領域に関しては、卒後２年間の東海大学病院での研修
が今でも役に立っており、当時のオーベンの先生方の顔が浮かんできます。
長野県内には東海大学 OB・ OGが大勢いらっしゃり、年に１回行われる星医会長野県支部会は楽
しみにしています。また、２ヶ月に１回のペースで北野敬造先生を幹事とする長野市周辺に在住する
OB・ OGが北信支部会として集まっていて、気楽に色々相談できたり、今更聞けないことも聞けて非
常に心強く感じております。皆さんと話をすると安心できますし、明日への活力になります。
勤務医時代は、患者さんについて困ったり不安になったら仲間に話をして自分の決断に納得、安心で

きていましたが、開業医は孤独で自分との戦いです。しかし、本当の孤独は職員、特に看護師の確保や
待遇に関すること、機器や薬品の納入、機器のメンテナンス、融資の返済など経営に関することで、悩
みは尽きません。会計事務所がついてはいますが決めるのは自分です。開業前にはわかっていましたが
思ったよりも奥が深く正解がありません。でも自分のスタイルを貫くことができて、結果はすべて自分
の決断によるものですからきっと辞めるまで楽しみながら悩んでいくのでしょう。

http://www.togura-clinic.jp/



卒後22年を振り返って
藤田小児科医院　藤田　優子（12期生）

同窓の皆様、星医会の皆様、大変ご無沙汰いたしております。私は平成３年に卒業いたしました12期
生の藤田（旧姓三浦）優子と申します。学生時代は剣道部、音楽部、アメリカンフットボール部に所属
し、自分のやりたいことを勝手気ままに……という生活で諸先輩方、同級生の皆様にはいろいろとご迷
惑をおかけしたことと思います。
今回会報の原稿依頼が届き、突然のことなぜ私が ?と驚き、丁重にお断りしようかと思いましたが卒
後を振り返る良い機会であるので、こうして筆をとりました。
私は大学卒業後、順天堂大学小児科に入局しました。順天堂では新生児センターも含め様々な経験を
し、たくさんの子供たちとの出会いを通してとても充実した日々を過ごすことが出来ました。その中で、
悪性腫瘍の子どもたちと関わる機会があり、小児科においても身体の治療だけでなく、心のケアの必要
性を痛感したのが卒業してから10年頃でしょうか。しかし、そのために何をどうしたらいいのかわから
ず、散々迷った結果たどりつたところが東海大学児童精神科学教室の山崎晃資前教授でした。不躾なお
願いにもかかわらず、外来の陪席を快く承諾して頂いたのです。
その頃すでに同じ小児科医の夫と結婚して、千葉県市川市に住居を構えておりましたので、市川から
伊勢原へ週１回通うこととなりました。
児童精神科は、対象が子供であること以外は小児科と全く異なり、戸惑う部分もありましたが知れば
知るほどその奥深さにはまっていき、結局松本英夫教授の陪席を経て、週１回外来を担当させて頂くこ
とが出来ました。このような機会を与えて下さった松本教授には深く感謝しております。また、医局員
の先生方にも、ご迷惑をおかけしているにも関わらず多方面でフォローして頂き、この場をお借りして
お礼を申し上げます。
平成16年に主人が順天堂の医局を離れ、市川で小児科を開業することになり私もその手伝いをするこ

とになりましたが、伊勢原通いは続けることとしました。しかしどっちつかずの中途半端な状況で、責
任を持って取り組めていないのではないか ?もっと児童精神科に絞り込んでやるべきではないか？ と
悩んだこともありました。悶々とした日々の中、小児科の外来でも身体症状を通して、発達に困難さを
抱えている子供や大人以上にストレスの多い生活の中で傷ついている子供たちと出会うことが度々あり、
２つの科の橋渡しのような役割が出来ればいいのではと思うようになりました。もちろんそのためには、
まだまだ研鑽をつまなければいけないと思っております。と堅苦しい文章になってしまいましたが、こ
のような経過で現在、子供の体と心のケアのために奮闘中です。自宅のクリニックで感染症のお子さん
と、不登校のお子さんを同時に診察することは難しいのですが、いつか実現できればと思っています。
卒後母校を離れてしまったので、なかなか同期や先輩後輩、恩師に会う機会がなくさびしく思ってお

りますが、お会いできる日を楽しみにしています。
末筆になりましたが皆様の更なるご発展とご活躍を心よりお祈り申し上げます。



会員のページ

医師会会長を拝命して
静岡県島田市医師会会長　藤本　嘉彦（３期生　第２外科出身）

昨年４月より島田市医師会長を拝命いたしました。島田市に開業して今年で21年
目になりますが、開業５年目より10年間の間理事になり３年間副会長を務めた後一
度役を降りたかったのですが、願いもむなしく会長にされてしまいました。拝命さ
れたからには精一杯頑張ろうと思います。
静岡県島田市は静岡県のほぼ中央に位置します。現在日本で最も危険とされる中

部電力浜岡原子力発電所から30km圏内にすっぽりと入るところでです。現在島田
市は医師数の減少、超高齢化の進行、市内唯一の基幹病院である市民病院の医師数
減少による診療科の相次ぐ閉鎖、在宅医療、往診対応できる医師の減少（医師の高
齢化）、原発事故に対する対応など問題山積です。とくに島田市民病院の医師数の

減少は先の小泉内閣における医療改正以来、地元の医科大学や市民病院をローテートする医師の供給先の大学病院で
も人がいなくなり、耳鼻咽喉科、産婦人科、精神科、眼科、神経内科、など診療科閉鎖が相次ぎ我々開業医も紹介先
病院の確保に四苦八苦しております。この紹介先のお願いも会長の仕事でほんとうに大変です。また島田市は人口が
約11万人ですが、往診をしてくれる医師は現在たったの７人しかおりません。超高齢化の進行とともに在宅、往診の
要請は大変多くなっておりますが、日々日中の診療に加え、診療後夜間に往診をこなし家に帰れるのは10時過ぎとい
う生活が続いています。看取りも国の方針でできるだけ在宅でとのことですが、往診対応されている（自分も含め）
医師会員も披露困憊し今後どうなるのか大変憂慮される事態となっております。開業医の仕事は、診療、学校医、予
防接種、介護保険認定審査会、夜間救急当番、休日診療所当番、会長はこれに加え諸会議への出席（週３回）、市民
講座など行政の依頼講演、等勤務医の先生方にはない仕事が多々あります。勤務医の先生方は開業医なんて楽だよな
ぁと思っていると思いますが、小生にとっては第２外科もきつかったですが、正直今が一番きついかなと感じており
ます。会長になって一番大変なのは決断しなければならないことです。また結果についても自分で責任を負うという
ことです。大きな組織の中にいるときはあまり感じませんが、日々決断を求められるようになると重責ばかり感じる
ようになり、己の精神コントロールも大変です。現在私が最も力を入れているのが、浜岡原子力発電所有事の際の対
策です。島田市は先にも述べたように原発より20km－30km内に存在します。私の診療所は原発よりちょうど20km

のところにあります。周りは日本一のお茶どころでとてもいい環境にあるのですが福島の事故から状況が一変しまし
た。子供も多く有事の際子供たちに配布する安定ヨウ素剤について、行政、薬剤師会に呼びかけ自宅配布、学校備蓄
を進めています。法律の問題もありますが、国は後ろ向きな発言ばかりですが、放射能がもれる24時間前から事故後
７時間の間に服用しなければ全く効果がありません。避難も含め事故が起こってからではヨウ素剤を配布している
暇などありません。自宅にあってまた学校にもおいておけばタイムリーに服用できるわけです。なんとか実現にむけ
日々奮闘中です。また医師確保についても頑張っておりますがなかなか厳しい状況が続いております。現在超高齢化
時代に突入したわが町島田市で、お年寄りが安心して自宅で看取れる体制を築こうと日々奮闘しております。今回星
医会会長の金渕一雄会長より星医会会報に寄稿をとのお言葉を頂戴いたしました。金渕先生には第２外科時代に大変
お世話になりました。また幸いなことに星医会副会長の池田正巳先生も医師会長になられます。同じ県医師会でいつ
も顔をあわせますので、大きな心の支えになってくれます。現在の私があるのも第２外科時代にいろいろなことを経
験させてくれた東海大学医学部の諸先輩達のおかげと思っております。今後ますますの星医会の発展を祈願するとと
もに、星医会の皆様には色々とお世話になりますが何卒宜しくお願い致します。



支部便り

北海道支部からのご挨拶
北海道支部長　吉田　尊彦（４期生）

今冬の北海道はいつになく寒く積雪も多く、交通機関の乱れなど市民生活にも影響が大きくなってい
ます。
星医会北海道支部では定例会合として２月に札幌で開催される東海大学同窓会の北海道ブロック総会
に参加し、引き続き二次会（学科別）として星医会北海道支部の総会を開いています。2012年の北海道
ブロック総会は、２月25日に札幌ガーデンパレスホテルで行われ、恩師として生越喬二先生、星医会本
部からは正副会長の金淵一雄先生、池田正見先生をお迎えしました。道内在住星医会員９名の参加でし
た。また、10月13日に元医学部長の玉置憲一先生を旭川にお迎えして10名集まり、東海大学医学部の状
況をお聞きするとともに伊勢原での昔話を楽しみ良い懇親の時を過ごすことができました。
現在、北海道には60名ほどの星医会員が在住していると思われますが、研修医として短期間だけおら

2012年10月13日 星医会北海道　玉置先生を囲む会

2012年２月25日 東海大学同窓会北海道ブロック総会



れる方もあるなど、全ての方々を把握できていないのが現状です。また、会合への参加者も固定化して
おり､ 新しい方がなかなか増えないという悩みを抱えています。こうした中で、2012年には同窓会本部
から北海道ブロック総会の案内が札幌近郊に在住する卒業生に送られ、連絡が実家に届いた25期生の小
林和夏先生が参加されたことは大きな喜びでした。大学全体の同窓会においても星医会員への配慮をし
てくださっており、健康を預かる者として期待されていることを強く感じています。
北海道では全国に比して医師不足の深刻の度合いが強くなっています。４期生の鈴木英雄先生のよう

に北海道を気に入ってくださり、北海道に於いて仕事をしてくださる方が増えることを期待しておりま
す。皆様も温泉などの癒しの資源が多く、アウトドアスポーツの場ともなる自然に恵まれ、食も豊かな
北海道で生活してみませんか。学会等で北海道を訪れる機会も多いと思います。同期生やクラブ関係の
会員を通してご連絡いただき都合のつく現地星医会員が集まり事も時折あります。お寄りの際には、是
非とも声をおかけください。

史上最小の支部会
北東北支部 支部長　金子　雅（２期生）

毎年、同じ時期に行っている北東北支部会を、23年９月の第２週の土曜日に、今年は弘前津軽地区が
当番幹事となって、弘前市で開催した。
前もって開催日を連絡し、出欠の往復ハガキを発送したが、皆さん、都合が悪いようで、返信はすべ

て欠席…という結果になった。開催自体をどうするか、相談する相手もなく、当日に参加する人も出る
かもしれないし、会場もおさえておいたので、そのまま開催することにした。
東海大学から弘前大学病理学の教授に就任し、毎年参加して頂いている鬼島先生と、金渕会長の甥っ

子で、弘前大学医学部５年生の金渕龍一君とわたしの三人に、金渕会長の計四人（正式な支部会員は私
一人）という、文字通り“史上最小の支部会”の開催となった。
遠路はるばるお越し頂いた会長には、寂しい支部会の姿をお見せすることになり、大変心苦しく、ま
た申し訳なく思った。当日、その状況に“地道にやっていれば、いつかは参加者も増えてきますよ”と
疲れも見せず、逆に励まして頂いた。なんとも不甲斐ない支部会であった。
私自身も、支部長として牽引力の無さを反省しなければならないと思っている。いかに支部会を盛り

立て、モチベーションを上げていくか…
何か名案があったら、妙案、奇案でも良いので、ご教示頂けないだろうか！！

第14回星医会静岡支部総会報告
静岡支部 支部長　宮沢　正行（８期生）

平成24年６月23日（土曜日）、第14回星医会静岡支部総会
ならびに講演会を開催いたしました。例年通り総会、講演会、
懇親会の３部構成で18名の参加がありました。
総会では事業報告、会計報告に続き金渕会長からご挨拶と
大学の状況等、お話しいただきました。毎年遠く静岡まで足



を運んでくださる金渕先生にはとても感謝しております。
講演会では星医会副会長の谷亀光則先生（４期生）に「患者家族からの苦情とその対応」についてお
話をいただきました。
谷亀先生は大学病院で長い間、医療安全、医療事故の対応に従事してこられました。所謂ヒヤリ、ハ
ットの報告からモンスターペイシェントまで全ての臨床医が多少の経験があり年々深刻化する問題です
が、大病院ならではの豊富（？）な経験から非常に興味深く有益なお話をしていただきました。医療事
故が起きてしまった場合の基本は｛にげるな｝｛隠すな｝｛嘘つくな｝の３点だそうです。医療に限らず
全ての業界で、昨今、だいぶ改善されてきているものと思いますが、いざ当事者となったとき守れるか
疑問です。
懇親会では例年通り全員が近況報告をし、お互いの健康を確認しました。
第15回静岡支部総会は平成25年６月22日（土曜日）を予定しております。多くの方のご参加をお願い
いたします。

第一回県央会／第13回東海県央医学会開催
岡本　裕一（１期生）

第一回県央会／第13回東海県央医学会（相模原市・
大和市・座間市・綾瀬市・海老名市・高座郡・藤沢市
の一部の範囲で東海大学医学部卒業生の開業医・勤務
医を対象としている勉強会）を平成24年11月17日土曜
日に相模大野駅のホテルで開催しました。
今回は、防衛医科大学校　内科学講座２（感染症・
呼吸器）教授　川名明彦先生（５期生）に特別講演会
をお願いしました。川名教授には当会では２回目の講演で「インフルエンザの最新診療」のテーマで講
演頂きました。前回は、新型インフルエンザの大流行期にたまたま講演が、重なり当時の現状のお話し
に終始し目先の対応について実践的な話になってしまいました。今回は、落ち着いた ?現在の診療・治
療そして今後の予防について、わかりやすいクリヤな話で勉強になりました。
当日、講師の人気で20名を超える参加があり、その中には地域を越えた参加者もあり、主催の私とし

ては、感謝感激でした。



タイトルが、第一回県央会／第13回東海県央医学会と２つ書きました、「第一回県央会」が、正式な
会名となっています。近年の情勢で製薬メーカーの協賛が、非常にお願いしにくくなり開催も難しい状
態になっしまいました。そのため会則の一部変更、役員増員、誰でも参加出来環境整備等の調整をへて
協賛頂ける開催になりました。これから他の地域でもいろいろと条件が付くようになると思われます。
来年以降の当会の開催形式は、現在の勉強会方式か、会費制の忘年会式か未定ですが、可能であれば
10月～11月の開催を予定しています。
この会に興味のある方は、世話人まで連絡ください。また、興味あるテーマがありましたら是非、連

絡ください。
県央会／東海県央医学会連絡担当世話人　岡本裕一

FAX 0467－70－3994　eメール yrj-okmt@ped-okamoto.jp

星医会　湘南支部親睦会報告
大熊　正彦（14期生）



平成24年７月28日（土）18時から藤沢市のグランドホテル湘南で、親睦会ならびに講演会を開催いたし
ました。約30名の先生方にご出席いただき、星医会会長の金渕一雄先生にもご参加いただきました。この
会は親睦会に先立ち、講演会を行っております。演者は幹事と同期の先生をお招きしており、今回は、外
科学系整形外科准教授、内山善康先生に「運動器のメカニカルストレス（骨折治療における低出力超音波
パルス）」の演題でご講演いただきました。また、金渕先生からは医学部、ブロック会の活動報告を写真
を交えながらご報告いただきました。親睦会は、仕事を離れて同窓の先生方との面識を深めることができ、
また参加者全員から近況報告をお話いただくなど、とて
も有意義な機会となりました。当会は毎年７月の第４土
曜日に開催しております。湘南ブロックでまだ参加され
たことがない方、他のブロックの方でも遠慮なくご参加
ください。お待ちしております。

平成24年星医会千葉支部総会
千葉支部事務局長　田中　彰（４期生）

10月27日千葉駅前の東天紅で開催。
参加者は８名。毎年参加してくれる会員も今年は学会、職員旅行などと重なり出席いただけず、例年
よりやや少ない人数での開催となった。しかし、先輩会員の誘いで初めて参加された会員もおり、これ
に懲りず今後も参加してくれることを期待したい。
東海大学医学部同窓会会報を見ると、いずれの支部でも参加会員の高齢化、固定化がみられるようで
ある。千葉支部においてもその傾向にあり、今後最上級生がだんだんいなくなってくればこの会も自然
に消滅してくるのではないかとの意見も冗談ながらあがった。
千葉県支部会の幹事は現在４期生が中心となっているが、今後はもっと若い世代（10期生あたり）に
任せ、今後の会の更なる継続、発展を図ってはという意見もあった。
今回の支部会には星医会会長の金渕先生がわざわざおいでくださり、また例年どおり本部から五月女
先生も出席してくださった。
金渕会長からは、新しい星医会理事について、東日本大震災で被災された先生のその後、現在の学生
について、卒業生の子弟の東海大学医学部への入学状況、授業料の変更、国家試験合格状況などたくさ
んのスライドで説明いただいた。特に子供を持つ会員には注目する内容だった。
また、金渕会長が全国の支部会に出向かれた時のスライドもご披露いただき、その中に知っている同
期生や会員を見つけると、そのたびに風貌が変わった驚き、学生時代の思い出など話題が多いに盛り上
がり非常に楽しかった。いつか機会があればまた彼らと会いたいと思ったのは私だけではないだろう。
今までにも総会への出席、同期会や仲間からの誘いなど機会はあったのだが、忙しさなどを言い訳に参
加しなかったことにやや後悔を感じ、今後の自分の積極性を考えるいいお話であった。
それにしても金渕会長にはお忙しい中、空いている限り全国の支部会に参加され、会員に現在の大学
のこと、会員のことなどお知らせいただくことを自らなさっており、誠に感謝しそして敬服いたします。
東海大学医学部の卒業生も3000人を超えたとのこと。還暦から20代の年齢層になる。現在千葉支部の
活動も年１回の総会を開催するに留まっているが、卒業生の勤務先など詳細にわかれば今後友人同士だ
けではなく、年齢を超えて地域また仕事上でも関係が広がっていくものと期待される。



出席者（敬称略）：  

星医会長野県支部第11回総会
松林　祐司（６期生）

長野県支部は９月８日、松本市にて第11回支部総会（しなのフォーラム）を開催しました。
今回は付属東京病院呼吸循環器センター長、呼吸器内科教授の桑平一郎先生に『COPDの最新知識』
の講演をお願いしました。COPDの病態、最新治療法などをわかりやすくお話していただきました。
また、星医会会長の金渕先生が本部より駆けつけてくださり、大学の近況、星医会総会へのお誘いな

どのお話をいただきました。

金渕　一雄（星医会会長）
五月女　昇（15期）
椎名　泰文（１期）
津山　嘉一郎（１期）
海宝　美和子（３期）
鈴木　敦夫（４期）

田中　彰（４期）
木村　典夫（５期）
橋本　真一郎（８期）
近藤　国嗣（９期）
宮本　祐（22期）



講演後に懇親会を行いました。気楽に意見交換ができて大変楽しい会になりました。学生さんは付属
第三高校から毎年医学部に入学しています。支部の会員数は現在54名ですが今回の参加人数は19名でし
た。当支部は毎年総会の出席状況の低迷が続いています。昨年度は支部設立10周年の記念総会を長野市
で開催しました。まだ参加されたことのない会員の皆さん、長野県出身の卒業生の皆さん出席を希望さ
れる方は連絡をお待ちしています。

東海大学医学部星医会長野県支部　　
幹事、連絡担当　松林祐司（６期生）

TEL：0263－66－2008
F a x：0263－66－3009

E - m a i l :matsu-i@bz03.plala.or.jp

愛知・岐阜・三重合同支部会便り
三重支部支部長　中本　節夫（８期生）

今年の愛知・岐阜・三重合同支部会は初めて三重主催で平成24年10月７日（日）に四日市都ホテルに
て14名（本部２名含む）の先生に御出席いただき開催されました。ありがとうございました。
会は金渕会長が弘前への出張で途中退席されるため、まず会長に恒例のスライドショーと東海大学医
学部の現況についてのお話しをいただき、その後昨年に引き続き中田薫先生に『漢方よもやま話』とい
う演題で御講演いただきました。その後、各先生の自己紹介があり徐々に座が乱れて盛り上がっていき
ました。
今回は大変失礼ながら小生が御出席いただいた皆様を勝手に紹介させていただきます。
中田薫先生②：fm八ヶ岳にて「中田薫とほどほど漢方」という番組を持ってみえます。『fm八ヶ岳・

中田薫』と検索すれば USTREAMですぐ聴けます。金渕一雄先生②：日本中を縦横無尽に駆け巡る様
は政党党首の選挙直前並の多忙さ。お体気をつけて下さい。原卓史先生① :松本からお越しいただきま
した。いつも gentlemanです。高浜信也先生② :東海三県の元締め。御結婚おめでとうございます。池
田正見先生② :私がポリクリの頃、二外では先生と田中豊先生が大人気でした。田口泰先生⑪ :昔と変
わらず熱いハートを持ってます。しばしば夜の名古屋に出没するとか。高井茂樹先生⑪ :ハーレーダビ



ッドソンで会場入り。カッコイいい。次回はぜひ御夫婦で。塚本恵先生⑨ :多くの動物と暮らす春日井
の優しい先生。皮膚科外科で開業中。来年も来てよ。堀木照美先生⑩ :三重支部の事務局長。人脈豊富
で今でも伊勢原と太いパイプ。頼りになります。堀木紀行先生⑩ :三重大学光学医療診療部部長。下手
なソムリエ顔負けのワイン通。差し入れありがとう。中嶋一樹先生⑫ :今回の会場となった四日市出身。
当日メニューの麻婆豆腐は先生の強いご推薦でした。学生時代は中島功教授の愛弟子？ 一度教授を三
重に招請しましょう。長谷川核三先生⑨ :三人のお嬢様のパパ。核さん曰く「そろそろ受験期を迎える
ので少々大変」とのこと。西村尚記先生⑩ :滋賀の大津からお越しになりました。大津と名古屋は新幹
線を使えば１時間と少し…また飲み語りましょう。中本節夫⑧：最近幸せです。何故？ 愛犬（甲斐
犬）が脱走１ヶ月後に奇跡的に帰還しました。この話長くなるので次の機会に。
平成25年は岐阜で開催されます。

星医会九州支部合同支部会報告
熊本支部 事務局長　前田　篤志（８期生）

平成24年10月20日に熊本南阿蘇の山口旅館で九州支部合同支部会が開催されました。台風の影響が心
配されましたが、幸い晴天に恵まれ、素晴らしい会となりました。
参加者は24名、北は新潟から南は鹿児島まで、２期生の大先輩から28期生までと幅広い参加を頂きま

した。私は妻（27期）と昨年に続き２回目の参加です。
会は夕方６時、特別講演から始まりました。特別講演は東海大学泌尿器科名誉教授河合信夫先生にお

越し頂き、臨床に直結した泌尿器疾患の話をして頂きました。切れ味鋭い？ ジョーク、豊富な知識で
飽きのこない講義で予定の１時間はあっという間でした。私は10年程前、学生時代に先生の講義を受け
たことがありますが、変わらないお姿、話術に感銘を受けました。ちなみにお話に出た先生の著作は後
日購入しております（先生は執筆料は老後の足しにとおっしゃっていましたが、ご健勝な様子を見ると
それはまだまだ先の話の様です）。
その後宴会となり、各々の近況報告や思い出話に花を咲かせました。恒例の金渕一雄先生による星医会

2012年10月7日　三重・愛知・岐阜合同支部会

後列左から塚本・長谷川・中嶋・堀木（紀）・西村・田口・高井・
原・堀木（照）
前列左から池田・中本・金渕会長・中田・高浜（敬称略）



報告は、会や大学の近況と共に第一回合同支部会（今回の山口旅館が最初の開催地だったそうです）から
の画像もあり大変盛り上がりました。会の濃い歴史を反映してたくさんの画像があったため長い報告でし
たが、皆身を乗り出して見聞きされていました。中居さんたちには多少迷惑をかけたかもしれませんが…。
その夜は大部屋で２次会が深夜まで行われました。私は酔っぱらってしまい１次会の後寝てしまった
ため詳細はわかりませんがとにかく盛り上がったそうです。
翌日はゴルフと観光の二つのグループに分かれてさらに親睦を深めました。私は観光斑に同行させて
頂きました。阿蘇白川水源、中岳山頂（残念ながら火口は入場規制され入れませんでした）、美術館等
を観光し、おいしい昼食を食べた後閉会となりました。地元の私たちは夕方には帰宅しましたが、遠方
から来られた方は夜中12時過ぎに帰宅されたようです。諸先輩方の物凄い体力に感服する一方で翌日の
診療は大丈夫だったのだろうかと心配してしまいました。
以上のように今回も盛況な会となりました。前田先生、日高先生をはじめとする熊本星医会の諸先輩方の

ご尽力の賜物と思います。新潟からいらっしゃった五十嵐先生は今後地元でも同様の会を開催していきたい
とおっしゃっていました。今後ますます星医会は盛り上がっていくことでしょう。私たち若い？ 世代も張
り切って盛り上げていかねばと思う次第です。またこの会に興味のある方の参加をお待ちしております。

石巻市の精神科医が体験した東日本大震災
－宮城秀晃先生（４期生）が大分で講演－

大分支部 支部長　森　哲（７期生）

平成24年11月22日に開催された大分市医師会医学会（責任者：森　哲）で宮城秀晃先生に「石巻市の
精神科医が体験した東日本大震災」と題し講演していただきました。
1 .  はじめに……全国よりの支援、励ましに対するお礼
2 .  クリニック２階での３泊４日の避難生活……外来患者さん、近隣から助けを求めて集まった住民ら
20人と孤立したサバイバル生活。１階が浸水したため道を挟んで向かい側にある自宅にも帰れなく
なり、クリニック２階からロープを渡し、ゴミ袋いっぱいにコンロ、水、食料、衣類、懐中電灯、
ローソクなどを入れてもらい、毎日自宅から配送してもらった。それを少しずつ分けて食べて過ご
した。トイレも水が流せないため、スーパーの袋に排泄し、ポリバケツに溜めるようにした。夜の
明かりは電池節約のため出来るだけローソクを灯して、暖房としても利用した。４日目にやっと自
衛隊や警察の救助のゴムボートが来た。



3 .  非難所（中里小学校）における救護活動……４日目（３月14日）の午後、自院の１階の状況を見
て、「一カ月以上再開は無理」と判断し使える薬や点滴をポリ袋に詰め込み、避難所となっている
中里小学校に向かった。1200人を超える避難者が待っていた。保健室を救護診療室に使わせていた
だくことにして、４人の看護師ボランティアと共に、教室では高齢者に点滴をし、救護診療室では
60－70人 /日の診療をした。多くの人は着のみ着のまま、ずぶ濡れで低体温や風邪を発症していた。
学校には800個くらいのカイロ、1000枚のマスク、300人分の古着などがあったが校長先生が公平性、
平等性を考えて充分な物資が集まるまで保管していた。校長先生と話し合い高齢者や子供を中心に
物資を配ってもらうことにした。風邪薬や胃腸薬は医師会や市役所に集められていて取りに行った。

4 .  自院の復興と精神科往診……３月20日（夕方）自宅に電気が来た。初めてテレビを見て沿岸部の壊
滅的状況を知った。また診療が出来なくなっている医師がたくさんいることを知り、自院の再開を
決断。３月21日スタッフに召集をかけた。「明日からクリニックを再開したい。今日一日で一階の
がれき、水浸しの中から、薬とカルテと診察に必要なものを二階に上げてほしい」と頼んだ。全員
が「やりましょう」と言ってくれた。うれしくて涙が止まらなかった。３月22日から自院２階で診
療再開。電気もなくレセコンは使えない。患者さんは保険証もなくお金もないため無料で診療した。
午後は避難所を回って診療した。

5 .  東海大セットの思いつき……避難所にいる人たちから「煮炊きが出来れば自宅の２階で生活し、１
階のガレキを撤去し家の再建が出来る」という話をあちこちで聞かされた。そこで東海大セットを
思いついた。
① カセットコンロとボンベ
② 懐中電灯と電池、ろうそく
③ やかんとなべ
④ ３人で３－４日分のレトルトごはんとレトルト食品
⑤ ブルーシートとタオル
以上のものをひとまとめにして送ってくれるように大学のメーリングリストに掲示してもらった。
３月20日のことだったが４月１日以降続々と届くようになり、最終的に全国から500個近いセット
を送ってもらった。

6 .  宮城クリボランティアチームとの活動・・・震災後10日目くらいに携帯の充電が出来るようになり、
やっと娘と連絡が取れた。「パパ、ママ生きていてくれてありがとう」と言って泣き出した。こち
らも涙があふれた。そんな娘が姪たちとボランティアチームを作り友達たちと４－５月にかけて４
回来てくれた。石巻専修大学や石巻赤十字病院には全国からの救援物資がたくさん届けられていた
が、分配する機能が十分なかった。そこに物資を計10回以上取りに行ってもらい、青空市場を開き
市民に配った。計８回の宮クリ市場を開催した。

7 .  日精診（日本精神神経科診療所協会）とのアウトリーチ（訪問支援）活動……主な活動は以下の
通り。
① 避難所を回り健康相談や心のケアーの活動。
② 市の保健師や日赤の心のケアチームからリストアップされたケースの訪問支援活動。
③ イベントや炊き出しに合わせ、移動診療室を設置し、健康相談活動。
④ 最近は仮設住宅に移った人たちの個別相談や集会所での講演活動。ハローワークでの個別相談。
現在までに、延べ2000人以上のドクターやコワーカーが参加してくれており、今後２年間は土
日も休まず活動継続の予定である。早く安心して十分な医療が受けられる環境になってほしい
と願い、それまでは自分の出来ることを出来る範囲で続けて行こうと思っている。



8 .  おわりに……
東日本大震災で学んだこと
〈個人的対応〉
① 大震災の後は津波が来ると考えて、とにかく高い所（海抜20m以上の場所）へ逃げる。
② 家族や身内の場所（落ち合う場所）を３カ所位は決めておく。
③ 緊急サバイバルセット（東海大セット）を３－４セット備蓄しておく。（病院と自宅にそれぞれ）

〈医療者としての対応〉
④ 緊急避難救護所（診察室）の設置と配置の分担
医師会、薬剤師会、教育委員会との連携、院内処方の有用性

⑤ メーリングリストの構築と参加
⑥ 大学の仲間を大事にすること
　御講演の後は、先生と奥様、星医会大分支部の姫野信二先生、秋月　登先生、首藤　純先生、安
部美代子看護師さん、私でお食事に行きました。「大分ふぐの会」を毎年開催しているお店で、ふ
ぐ、関さばなどを食べながら、講演会では聞けなかった奥様から見た震災直後の苦労話などをお聞
きすることが出来、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。
　東日本大震災から１年８か月経過した今だからこそ、もう一度震災のことを思い出し、私たちに
今何が出来るか、これから何をしなければいけないのかを考えていただきたくて、今回の講演会を
企画いたしました。会場は満員になり、宮城先生の講演も感動的で素晴らしいものでした。
　そして、宮城先生の最後の言葉は、「仲間を大事にする」でした。
　星医会の連携をさらに深めていくことの重要性を感じた一日でした。



同期会便り

三星会総会だより
須知　雅史（３期生）

本学名誉教授の小澤敦先生曰く、「四十・五十はヨチヨチ歩き、六十・七十はハナタレ小僧、八十・
九十働き盛り、百歳でご隠居様、百二十歳で長寿の祝い、人生二百年、アーコレコレ！！」（昔は、
四十・五十はハナタレ小僧…、だったと思うが）
そんなヨチヨチ歩きやハナタレ小僧が、星医会総会前夜の2012年３月10日（土）、京王プラザホテル

内の中華レストラン「南園」に集合、三星会総会が開かれた。
総会出席者は（あいうえお順、敬称略）：池田和也、石丸裕司、井尻昌生、小野容明、窪田聰彦、古
閑俊浩、後藤研一郎、櫻井与志彦、里悌子、篠田正樹、下島（満田）るみ、白滝文良、須知雅史、津久
井優、寺師碩甫、徳永雅仁、灰田宗孝、萩原忍、福原一作、古橋進一、松前光紀、峯崎賢亮、山路修身、
山本（田中）くるみの24名。井尻、徳永、古橋の３名は、初の参加か。また、二次会からの参加が：木
村衛、白井孝之の２名であった。
まず全員により、東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々へ黙祷。そして、三星会第二の長老であ

る灰田医療短大学長による乾杯、いよいよ待ちに待った宴席に突入。皆、少なくとも「アラ還」に近づ
き、あるいはとっくに通り越してはいるが、学生時代に戻ったような楽しいひとときが始まった。学生
時代の思い出話や他愛のない話の中で、子弟の医学部入学についての情報収集が話題になったのも、卒
後30年の証拠か。また、医師から住職へ華麗な変身を果たした者、自らの医院に母校の研修医を受け入
れる者、皆、様々な毎日を送っている。さらには、ただただ飲んだくれている者あり、いつもこの会は
刺激になるし、楽しい。
遅れて里が到着。卒後三十周年を迎えての記念総会開催や記念誌発行、さらには記念講演会などの企

画が提案された。そこには、震災支援も視野に入れたいとのことであった。
例年のごとく、二次会はななご会と合同で、ホテル内のラウンジにて。深夜まで、よく語らい、よく

飲んだ一夜だった。
残念ながら今回参加できなかったものの、三星会メーリングリスト開設時、あるいは今回の案内の際

に、三星会幹事に近況をお寄せ頂いたのは（あいうえお順、敬称略）：岩井力、大須賀等、小笠原俊夫、
笠原紳、木村栄成、桑原正隆、後藤安正、米田義典、齋藤彰治、佐々木満、高山慶一郎、玉井好史、円
谷隆、藤本嘉彦、星野英章、堀内政喜、松浦圭文、三神美久、山崎弘文の19名。多くの者が、医師会の
役員を務めるなど、多忙なために参加できないことが伝わってくる。これもまた頼もしい。今回、３名
の初参加者があったが、記念総会にはさらに多くの方々の参加を期待したい。

写真向かって前列左から
福原、里、下島（満田）、灰田、山本（田中）、
窪田、古橋、櫻井
同じく後列左から
後藤、白滝、松前、寺師、峯崎、山路、古閑、
篠田、石丸、井尻、池田、小野、徳永、須知、萩原
（津久井は旧友と会うため早退）
（写真提供：萩原忍）



４期生会開催報告
谷亀　光則（４期生）

星医会総会の前夜、2012年３月10日（土）午後７時から京王プラザホテル南館９階で四期生会を開催
した。出席者は総勢19人。幹事なので早めに行こうと30分前に到着したがすでに５人も来ていた！ 　
こんなことは仕事ではあり得ない（笑）。
まずは近況報告から始まり、学生時代のあんなことやこんなこと、そして同期生ならではの際どいツ
ッコミもあり、話題が尽きない。2011年度は４期から消化器外科の島田教授、脳神経外科の下田教授、
呼吸器外科の山田（俊）教授と三人もの教授が誕生したこともありあっという間に２時間が過ぎてしま
った。30分延長しても話したらず、14人が二次会へ。近くにある和民でさらに２時間ほど過ごし、来年
の再会を約束して三々五々ホテルや自宅に帰って行った（はずである）。
紅一点の参加だった宮川和子さんからメーリングリストに送られたメールから一部抜粋する。「宮川
和子です。昨日はとても楽しかったです。ありがとうございました。（中略）昨日はまず一人ずつ近況
報告をしましょうという事で始まりましたが、みんな積もる話しがあって、とても一人が長いので、途
中で巻きが入っていました（笑）。みんな、聞いて欲しい話しがいっぱいあって、今飲んでいる薬の
話しまでしていました（笑）。水谷さんの時には、今も戻れなくて、大変な思いをしているでしょう
に「完全に被災した水谷です」なんて、話
し始めるから、完全て～コンプリートか？
なんて、笑いを飛ばしていました。その後、
宮本さんがなかなか、水谷さんと連絡がつ
かなくて、やっと声が聞けた時には、泣い
てしまったと言っていました。（後略）」
2013年は、女性陣の多数の参加をお待ち

しています。

出席者：  

2012同窓会便り（６期生）
平川　均（６期生）

３月は、大震災後初同窓会ということで、みんな繋がりたかったのか、参加人数は過去最大の20名以
上に及んだ。しかし女性は０。男ばかり加齢臭がプンプン漂う中、京王プラザホテル津久井の間で会は
盛大に行われた。12月は、いつも通り伊勢原こみやで、参加者が重複する中、３月１本化の私の提案に、
みんな賛成するもどこからともなく、じゃあ有志の会にしようと…で、幹事はどうする？ 私の問いに、
お前 !と…なんだよ、結局２回やるんじゃん !…ということで、参加者と近況についてまとめて報告し
ます（順不同）。

宮本　壮
宮川　和子
松田　弘之
武藤　信美

山路　修身
木村　衛
吉田　貴彦
只木　行啓

仲村　準
島田　英雄
谷口　亮一
水谷　郷一

高安　博之
志村　容生
日原　徹
山田　俊介

前田　大伸
香曽我部　秀雄
谷亀　光則

（以上19名）



柳町徳春：放射線診断科に入
局する２名は、なんと彼が直
接口説いた若者だった！ 人
生棄てたものではないと思う
彼。西崎泰弘：東京病院へ勤
務して早15年、いよいよ教授
になります！ ジジイと思え
ない髪の黒さ、さすがアンチ
エイジングの大家。高橋潔：
赤ひげ処方指南なるスクリプ
トを作成中の彼は、学生時代
より勉強していると豪語する
だけのことあり。只のテニス
上手なデブではなかった。脱

帽。谷垣俊守：伊勢原で健診業務に勤しみつつ、臨床呼吸生理学や現代文明論などの講義を行っている。
小俣富美雄：聖路加国際病院内視鏡内科副医長、半分臨床半分研究…気が付けば６つの抄録出していた。
森屋秀樹：開業して１年８か月が経過。軌道に乗りつつもバイト生活も続ける彼の髪型はもちろんソフ
モヒ。堀江修：外科スタッフを昨年雇った。仕事量が軽減され、60過ぎて安堵の味を初めて知った。渡
辺俊之：ワイン１本／日。自他ともに認める精神分析のエキスパート。酔っぱらいの戯言ではありませ
ん。萩野仁志：魔法の治療、上咽頭刺激により玉川学園のカリスマと持て囃される。今年開業20周年
を迎え、Motion Blue横浜で記念コンサート予定。長峰俊次：町田と新大久保に２つの診療所を持つが、
パートナーが不在となり、窮地に。働き手募集中。藤田仁：武蔵村山で神経内科を中心に開業。１月の
雪で遭難しかけた。詳しくは FBで。松林祐司：昨年から介護老人保健施設と通所リハを開設し、「く
もん学習療法センター」を利用した認知症短期集中リハも行って地域に尽力中。伊藤薫：綾瀬厚生病院
副院長兼脳外科医兼、昨年４月から、外科医は永遠でないことから妻と共に訪問診療も始めた。高橋建
勝：相武台前で開業。南林間のライブハウスで活動の傍ら、昨年は日本医学会総会でロックンロールを
行った。東永廉：電動自転車で通勤するが、その消費カロリーより、到着後に飲む紅茶エスプレッソの
方がカロリーが高い。加賀基知三：忘年会の金爆 with LadyKagaで昨年に続き個人賞を取ったが、写真
はお見せできない。中川望：東名厚木メディカルサテライトクリニック健診センター院長。近藤均：診
療以外はスポーツジムに入りびたりの毎日。山本伸一：船橋医師会理事。山本医院院長。萱場潤：かや
ば小児科医院。東北大学臨床准教授。311で全壊の自宅が１年５ヶ月で形になり、“気兼ねなくゆっくり
風呂に入れるこの幸せ”を噛みしめている。小島原将博：３人の息子は大学進学とともに家を出て、夫
婦と愛犬２頭で会津暮らし。川本一成：中高下外科整形外科医院院長。バツ零独身。寺尾一郎：開業し
て６年。疲れが抜けにくいお年頃。角田晃一：東京医療センター臨床研究センター人工臓器・機器開発
研究部門部長。国民生活及び人類の QOLの改善を目指す。千代反田滋：荒川区の療養病院院長。大震
災の際、日本列島安全な所は無いと思いつつも裏手の荒川の洪水と老人の避難対応が心配の種。平川
均：八王子病院小児外科５年目。王・東・向井（あいうえお順）で付属四天王を形成。



＝卒後26年目の同期会＝７期生会
末野　利治（７期生）

一昨年卒業してから25年目となる記念の年に盛大なる７期生会を計画しておりましたが、その前日に
あの東日本大震災が起こり、急遽中止となってしまいました。
昨年の７期生会は14名もの参加者があり、懐かしく楽しく過ごすことができました。今まで京王プラ
ザホテルで行っておりましたが、今回は私個人の好みで、新宿タカシマヤ・タイムズスクエア14階にあ
る天厨菜館（テンツウサイカン）という中華店で開催しました。デパート内にあるお店なので分り易い
かなぁと思って選択したのですが、思った通りみんな迷うことなく、集まることが出来ました（笑）。
参加者は、相原英雄、安藤邦澤、兼信正明、武井学、鄭義弘、野村武、布施川（小笠原）久恵、増田
愛一郎、増田（鈴木）宏之、宮本ゆう子、矢崎孝二、横山健一、渡辺光行、末野利治でした（敬称略）。
写真を見て皆さんすぐに分ると思いますが、本当にみんなそれなりに歳はくっていますが、変わってな
いと思いませんか？
話題は、学生の頃の話だけでなく、自分らの子供の相談とか仕事の悩み・愚痴とか今やっている趣味
とか、自分の病気の相談まで多岐に渡り、美味しい料理と会話にお酒もすすみました。
二次会は８人位でサザンタワーにある‘響’

というレストランバーにナガレましたが、最
後は僕と矢崎とで奥さん子供が留守の相原の
家に転がり込み、高そうなワインを空けてし
まいました。
卒業して四半世紀が過ぎても会えばいつで
も学生時代に還ることが出来る仲間がいるこ
とは大事な宝物と思います。今まで忙しく参
加出来なかった人たちも参加してくれるよ
うになりました。是非７期の皆さま次回は
（も？）参加下さい。

初めての同期会（21期生）
代表幹事　鄭　英里（21期生）

2012年11月３日、卒業以降初めての21期生同期会を京王プラザホテルにて開催致しました。当日は30
名も参加者して下さり、３次会まで大変盛り上がりました。
私自身は東海大学を卒業後に様々な事情から、他大学の外科、小児外科に入局し、９年の研修を経て

４年ほど前に東海大学の小児外科に就職しました。それは、学生の時に抱いていた、いつか東海大学の
ために働くという夢を実現させたのと同時に、私が小児外科の道に進むきっかけとなった、恩師の上野
先生や平川先生と一緒に仕事をするという、学生の頃の自分には想像もできなかった、まさに Dream 

Jobの実現でもありました。９年ぶりの東海大学は、恩師や同期、お世話になった先輩や後輩との再会
で懐かしい思いでいっぱいになったのと同時に、同期が立派に活躍する姿を見て誇らしくもなりました。
そんな中、八王子に赴任してから産婦人科の東郷敦子さんと再会し、医局の席も向かい合わせとなった



事で、同期会を開催しようという話になりました。幹事をするにあたって、金渕先生や平川先生に相談
させていただき、京王プラザホテルの担当の方と打ち合わせを重ねていきました。（おかげ様で当日は
カレーのサービスもいただきました。）連絡先が分からなくなっている同期には Googleで検索し、ほ
ぼ全員の連絡先を突き止めました。懸念していた当日キャンセルも数名ありましたが、遠くからは宮崎
からも飛行機で駆けつけてくれた友人（竹尾輝久君）もいました。会は赤坂江美子さんと早川賢治君の
司会で始まり、最初はぎこちなかったみんなも、乾杯の後15分も経つと学生の頃にタイムスリップした
かのように話し始めました。その後一人ずつ近況発表があり、大学勤務のもの、一般病院勤務のもの、
開業しているもの、子育て中心でパート勤務のものなど、それぞれが各方面で活躍している様子が聞け、
お互い良い刺激となりました。最後は黒沢顕三さんに締めの挨拶をしてもらい、１次会は終了しました。
２次会では須賀新さんが合流し、子育て中の小川（飯ヶ谷）七飯さん、河野（高橋）慶子さん、松田
（山本）美奈子さんも、それぞれ子供達を旦那さんに任せ、３次会まで参加して盛り上がりました。卒
業以来13年ぶりの同期会で、私自身みんながどんな風に変わったか楽しみでもありましたが、みんなが
あまりにも学生の頃と変わりなく（容姿も中身も）、びっくりしました。後10年ぐらいすると違うので
しょうか？ 次の幹事を早川賢治君と齋藤（長谷川）啓一郎君に託して、会はお開きとなりました。今
回、学会等様々な都合で参加できなかった21期生の皆様、次回は是非参加して学生時代に戻って見ませ
んか？

参加者名簿：  

赤坂　江美子
新垣　美郁代
伊藤　純
岩品　徹
小川（飯ヶ谷）　七重
加藤　正典
鴨居（野口）　瑞加
菊地　琢也
黒沢　顕三
河野（高橋）　慶子
小松　佳道

佐藤（立石）　梨里子
佐野（今野）　葉子
高野　潤
竹尾　輝久
田邉　みどり
塚原　正彦
都築（中村）　香子
鄭　英里
東郷　敦子
唐　小燕
齋藤（長谷川）　啓一郎

波多野　明子
早川　賢治
備前（野崎）　麻衣子
備前　篤
古谷　満希恵
松田（山本）　美奈子
水澤（富野）　教子
八木　貴史
須賀　新



学生クラブ紹介

2012年度 伊勢原建医会クラブ一覧
 公認クラブ名  部長教員 学生責任者

アイスホッケー部 三上　幹男（産婦人科） 大林　昌平
アメリカンフットボール部 酒井　大輔（整形外科学） 大脇　崇史
空手道部 島田　英雄（消化器外科学） 榊原夢太郎
剣道部 宮坂　宗男（形成外科学） 伊藤　彩乃
硬式庭球部 鈴木　利保（麻酔科学） 栗山　裕貴
ゴルフ部 上田　敏彦（心臓血管外科学） 山本　拓也
サイクリング部 白石　光一（消化器内科学） 松本健太郎
サッカー部 秋枝　一基（救命救急学） 山岡　正卓
柔道部 金渕　一雄（心臓血管外科学） 島村　典佑
準硬式野球部 平川　　均（小児外科学） 河原　　洋
水泳部 梶原　　博（病理診断学） 鈴木　一誠
スキー部 岩崎　正之（呼吸器外科学） 小野　容岳
スノーボードサークル Freeks 田中　　理（生体構造機能学） 佐々木浩作
卓球部 石井　直明（分子生命科学） 野田　賢史
軟式庭球部 松山　　孝（皮膚科） 荒瀬　康雄
バスケットボール部 加川　建弘（消化器内科学） 鈴木　雄久
バドミントン部 継　　　淳（脳神経外科学） 岡部　亮佑
バレーボール部 福田　竜基（総合内科学） 横田　崇史
ラグビー部 福山　東雄（麻酔科学） 青柳　忠成
ヨット部 斎藤　雄紀（乳腺内分泌外科学） 小泉　　玄
弓道部 鳥越　甲順（生体構造機能学） 栗原　千桂
ZEPHYR（フットサル） 小林　　理（社会福祉学科） 佐藤　　敦
医学英語会話部 河合　憲司（眼科学） 板山　律子
管弦楽団 木村　　穣（分子生命科学） 吉田　　嵩
軽音楽部 仁科　　良（総合内科学） 服部　元貴
手話サークル 北野　庸子（社会福祉学科） 板敷　桂実
病院ボランティア部 児玉千代子（看護学科） 中村　　和
ぬいぐるみ病院 新村　文男（小児科学） 白滝　理博
茶道部 猪子　英俊（分子生命学） 井出　千尋

一般サークル  部長教員 学生責任者
ヨガサークル 岡部　明子 （看護学科） 大沼　裕美
美術部 谷口　泰史 （分子生命学） 戸山保千代

2012年度 試合結果報告

第55回東日本医科学生総合体育大会
　〈団体〉柔道競技（男子） 優　勝（５連覇）

バスケットボール（男子） 準優勝
　〈個人〉柔道部（男子73キロ級） 優　勝（伊丹寛二 ４年）

柔道部（男子81キロ級） 優　勝（入來晃久６年）



柔道部（男子81キロ級） ３位（福原基允５年）
バスケットボール（男子） 優秀選手賞（岸波吾郎６年）
バスケットボール（男子） 優秀選手賞（小笠原頌太６年）
弓道部（女子の部） ５位（須永　梓３年）
卓球部（男子シングル） ベスト16（大関理宏４年）

第46回全日本医科学生総合体育大会 王座決定戦
　柔道部（男子） 優　勝（４連覇）
関東医科大学バスケットボール秋大会
　バスケットボール部（男子） 優　勝
　バスケットボール部（女子） ３位
関東医歯薬大学バスケットボール大会
　バスケットボール部（男子） 優　勝
　バスケットボール部（女子） 準優勝

アイスホッケー部
◆今年度の活動状況
今年度の東海の練習は前期は２週に１回東神奈川のスケートリンクで活動しました。８月には山梨で夏合宿を行いま
した。９月には10月の有山杯の大会に向け、練習を増やしました。有山杯が終わってからは大会の反省を活かし東医
体に向け例年以上に練習を増やし、またミーティングを重ねて参りました。
◆今年度の大会結果
10月の有山杯では Bリーグ決定後は３戦中１勝２敗という結果に終わりました。
東医体では後一歩というところで Bリーグ進出を逃し、Cリーグでは優勝を目指し戦っていきましたが４戦中１分け
３敗という悔しい結果に終わってしまいました。
◆部員数
６年生が引退し、プレイヤー11人、マネージャー３人で活動しております。
◆ OBの先生方へ
今年の活動は東医体前には例年以上に練習を重ねてまいり、意気込んで向かった東医体ではとても悔しい結果になっ
てしまいました。まだまだだと痛感させられました。しかしこの悔しい思いを忘れず来年度の練習に活かしていきた
いと思っております。OBの先生方にはこれからも御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

アメリカンフットボール部
アメフト部部長の医学部３年、志村暢紀です。OBの先生方には日頃から沢山の御支援、御協力本当にありがとうご

ざいます。
アメフト部は東医体ではなく、毎年９月から12月にかけて行われる関東学生アメリカンフットボール連盟主催の医科
歯科リーグを目標に練習しています。練習は週３回中沢中学や湘南キャンパスで行っています。フットボールは危ない
というイメージがあるかと思いますが、非常に奥深く楽しく活動しています。先シーズンは人数の減少や怪我等に悩ま
され、勝ち星をあげることはできませんでした。しかし、何とかチームを立て直して頑張りたいと思っています。
最後になりましたが、諸先生方にはこれからも益々の御支援、御協力を宜しくお願い致します。　

医学部健康科学部管弦楽団
お疲れ様です。いつもお世話になっております。医学部健康科学部管弦楽団です。今年度は33人で活動を行い、春合

宿・夏合宿共に開催しました。そして、１年間の練習の成果として、2012年10月６日に第34回定期演奏会を開催し無事
に終了することができました。その後に部内でクリスマス会を行い、様々な人とアンサンブルを組み披露し合いました。
12月８日に追い出しコンパで、４名の卒団生を見送ることが出来ました。最後になりますが、OBOGの方のご協力があ



った為、無事に１年間を終えることができたと思います。ありがとうございました。今後とも管弦楽団をよろしくお願
い致します。

医学部硬式庭球部
医学部硬式庭球部です。今年度の活動状況を報告させていただきます。
今年度は16人の新入生が入部し、全体では男子27人、女子28人の総勢55人で活動しています。東医体では、男子部は
１回戦敗退、女子部は２回戦敗退という結果に終わりました。春季関東医科歯科リーグ戦では、男子部はリーグ優勝を
することができました。今年こそは設立以来初の５部昇格となるよう、入れ替え戦に向けて頑張っています。女子部は
５戦３勝と惜しくも負けてしまいましたが、来年度に向けて頑張りたいと思います。OB・ OGの先生方に良いご報告が
できるよう、今後も部員一同練習に励みたいと思っておりますので、ご支援、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

医学部準硬式野球部
今年度は準硬式野球部にとって飛躍の年とする事ができました。
今年度、新たにプレーヤーが２名・マネージャーが５名入部し、総勢40名で活動をしてきました。つい先日の関東医

科リーグの秋リーグでは２部で全勝優勝を果たし、この１年で３部から１部へと昇格する事ができました。
OBの方々には、今年度も練習や試合の応援に来て頂いたりご支援して頂き、本当に有難うございました。来年度は、

念願の関東医科リーグ一部優勝・東医体での優勝という大きな目標を達成して OBの方々と喜べたらと思っております。
また、野球部の活動の中で人間的にも成長する事を忘れず努力していきます。これからもご支援、ご指導を宜しくお願い
いたします。

伊勢原水泳部
私たち伊勢原水泳部は、毎週火曜日・木曜日・土曜日に東海大学湘南校舎15号館プールにて練習を行っています。部

員数はプレイヤー数14名、マネージャー数３名、計17名と少ないですが、今年度は、東日本医歯薬看護大会では総合６
位、神奈川医療戦では男女総合優勝、全日本看護学生水泳競技大会では男子総合第３位。東日本医科学生総合体育大会
でも個人種目で決勝に残り、入賞する選手も多く良い結果を残すことができました。こうして私達が水泳部の仲間と泳
ぐことができ、結果を残すことができるのは OB・OGの方々の築かれてこられた伝統と、温かいご指導、ご支援のおか
げです。これからも、現状に満足することなく常に自分の限界に挑み続ける伊勢原水泳部でありたいと思います。

空手道部
今年度、空手部主将を務めさせていただきました榊原夢太郎です。いつも暖かい御支援ありがとうございます。空手
部は毎週、水曜日と金曜日の週二日で活動しています。部員数は10人位と少数ですが元気に活動しています。今年度の
成績としては三回戦敗退と活躍出来ませんでしたので来年は一つでも多く勝てるよう練習していきたいと思っています。
これからも空手部の応援をよろしくお願い致します。

弓道部
私たち東海大学伊勢原校舎弓道部は、専有の弓道場を持っていないため、伊勢原市の弓道協会に所属し、一般会員の
方々に指導していただきながら、日々練習しています。現在の部員は、医学部・健康科学部合わせて40名です。
2012年度は、春・秋の関東医科学生弓道大会、夏の東医体、秋の関東医科予科学生弓道大会、花弓会、紅葉会に参加

しました。結果は、東医体で個人５位、関東医科予科学生弓道大会で個人６位、秋の関東医科学生弓道大会で新人賞と
いう成績でした。
これからもより良い成績を残せるように部員一同邁進して参りますので、ご支援のほど宜しくお願いいたします。

健康科学部硬式テニス部
健康科学部硬式テニス部です。今年度は部全体で初心者の割合が多く、基礎を向上する練習が主な活動となりました。
基礎練習、模擬試合で実力の底上げを行いました。また合宿での遠征を実施し実力を高めました。
毎年、建学祭に積極的に参加しています。今年度は部員16人で例年に比べ少ない部員数となりましたが団結して取り



組み、今年度は模擬店部門で２位の表彰を頂くことができました。
また今年度は部活動としての結果が残せませんでした。来期は団結力を基に実力を伸ばし結果を残すことに尽力しま

す。見守って頂ければ幸いです。

こども病院部
こども病院部は現在100名以上の部員が医学部、看護学部、社会福祉学部の垣根を越え在籍しており、伊勢原校舎最大
の部活へと成長しました。これも OB,OGの方々が築き上げてきた礎があったからこそです。今年度もぬいぐるみ病院
を主とし、小児科訪問や建学祭でのぬいぐるみ病院体験ブースを設置するなど極力子供達と接することのできる機会を
増やせるよう努めました。今後もより充実した活動が行えますようご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

ゴルフ部
こんにちは。東海大学ゴルフ部主将の村上学です。
ゴルフ部は月曜日、木曜日の週二回、湘南グリーンというゴルフ練習場で練習しています。今年度の大会は春、夏、

秋すべての大会に参加しましたが、a,b,cリーグ中の cリーグという結果に終わってしまいました。来年は bリーグに上
がれるよう頑張りたいと思います。
ゴルフ部は年に二回コンペも行っています。今年はできるだけ多くの方が参加できるように日時、場所などを優先し
て考えていきたいと思っております。ぜひご参加ください。
ゴルフ部は今年もよりよい部活になるよう頑張っていきます。ご迷惑おかけするかもしれませんが、どうぞよろしく
お願いします。

サイクリング部
こんにちは。サイクリング部です。サイクリング部は現在67名の大所帯となり、伊勢原キャンパスの部活の中でも有

数の規模を誇っております。月に一度の日帰りサイクリングや、春・夏の合宿など精力的に活動しています。今年度の
春合宿は九州、夏合宿は滋賀の大津から名古屋まで行ってまいりました。本格的に自転車をやっている部員から初心者
まで、様々な部員がおりますが、大人数で和気藹々とサイクリングを楽しんでおります。

サッカー部
サッカー部は現在、選手27名、マネージャー４名で活動しております。週３日の練習に加えて、日曜は練習試合や公

式戦を行っております。2012年度春大会において４部から５部への降格という悔しい経験を基に、厳しい練習を自らに
課し、選手・マネージャーが高い意識を持って日々の練習に励んでおります。東医体は２回戦敗退、秋季リーグでは決
勝トーナメント初戦敗退ではありましたが、１部リーグに所属する強豪校とも善戦できるレベルまで成長してきていま
す。2013年度春大会で４部昇格を目指して頑張って参りますので、これからも OB・OGの先生方からの応援をよろしく
お願い致します。

柔道部
伊勢原柔道部は、２号館柔道場で毎週火曜日・木曜日・土曜日に練習を行っています。
部員は19名おり、医学部・看護学科・社会福祉学科に加え湘南校舎の学生も在籍しています。
今年度は、東日本医科学生総合体育大会、全日本医科学生体育大会王座決定戦および関東医科大学柔道大会に参加し、
すべてに優勝することができました。
これにより、東医体・全医体は５連覇、関東大会は６連覇を達成することができました。
これも OB・OGの先生方に応援していただいた結果であると実感しております。
これからも一生懸命頑張りますので応援のほどよろしくお願い致します。

手話サークル
手話サークルは現在１年生11人、２年生６人、合計17人で活動しています。
今年度の活動状況は５月には新入生のためにピザパーティをし、新入生歓迎会を行いました。



６月から建学祭に向け、手話コーラスや展示の準備を始めました。
９月は合宿を行いました。サークル内の交流を深めたり、手話コーラスの中間発表で本格的な練習に入って行きました。
秋セメからは、サークルの時間はコーラスの練習や展示の準備をして、どんどん演し物の質を高めていきました。
先輩方やろう者さんを交え、多くのアドバイスや協力を頂きました、
おかげさまで、11月の建学祭は手話コーラス・展示を見に、大勢のお客様に来ていただけました。
普段の活動は、サークルで作ったテキストを使って手話の勉強をしたり、ゲームで手話を身につけています。
OBへのメッセージ
いつも手話サークルを見守り、盛り上げてくださり、ありがとうございます。先輩方の支えがあって、サークル運営

ができています。これからも活動を見守っていただきたいと思います。
現役メンバーでサークル運営を頑張り、伝統を守りつつも新しいことに挑戦して行きたいと思います！
応援をよろしくお願い致します。

スキー部
医学部健康科学部スキー部は、現在19名の部員で構成されており、東医体や AMSCをはじめとした各種大会に備えて

トレーニングを積んでいる状況です。近年アルペン競技だけでなくクロスカントリー競技にも力を入れており、昨シー
ズンは AMSCにおいて XC継走優勝を成し遂げました。連覇を目指し、切磋琢磨しております。またアルペン競技では
東医体団体戦で７位となり、惜しくも入賞は逃してしまいましたが、男子個人回転３位、男子新人賞を獲得しました。

OBOGの皆様に良いご報告が出来ますよう、精一杯努力して参ります。

Zephyr（フットサルサークル）
今年もフットサルサークル「ゼフィール」では様々な活動を行ってきました。春は新歓があり、今年サークルに入っ
た25人の新部員を迎えました。これによりゼフィールは60人のサークルとなりました。夏にはビーチサッカーやバーベ
キュー、合宿などを行いました。秋は学祭で焼きそばを作りました。そして、今冬もまたスノボー合宿の実施を予定し
ています。

OBOGの方々はいかがお過ごしでしょうか。時間に余裕がありましたら、是非サークルにいらしてください。お待ち
しています。

卓球部
私達伊勢原卓球部は毎週金曜日に17:00～20:00まで練習しています。
今年は看護学科の学生が大勢入り、総勢22人になり大学初めの初心者から経験者まで共に汗を流し部活動に励んでい
ます。
私達の部活には指導者はいませんが経験者が初心者に手取り足取り教えて行く形で全員がスキルアップを目指しています。
今年の東医体は団体戦では入賞できなかったものの、個人戦で４年の大関がベスト８に入りました。
また新人戦では１年看護の関野がベスト16まで進むなど初心者ながらも健闘しています。また他にも伊勢原市民体育
大会や春と秋の関東大会にも出場しました。
今年度の大会はまだですが昨年度の東日本医歯薬では大関がベスト４でした。
日頃の練習にも OB、OGの先輩に来ていただきご指導していただいたり、多くの先輩からのご支援のもとこれからも

精進して行きたいと思います。これからもあたたかいご支援をよろしくお願いします。

軟式テニス部
お世話になっております。軟式テニス部です。
今年度の軟式テニス部の部員数は29人、活動は水曜日に全体練習、月・火・木・土曜日に自主練習を行ないました。

大会結果としては、メンバー個々で全国大会に出場、伊勢原市の大会でベスト４に入りました。今年度は、部員にモチ
ベーションの格差があり、やる気のある部員はそれだけの結果を出すことができましたが、全体としての結果、活動が
不十分であったと考えております。来年度は全体でのモチベーションの底上げに尽力していきたいと思いますので、ご
支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。



バスケットボール部
今年度の活動状況としては火曜日、土曜日の週２日医学部、健康科学部看護学科、健康科学部社会福祉学科の三科で
より良い成績を修めるため練習に取り組んでおります。
今年度の大会結果は男子は秋大会優勝、東医体準優勝、春大会優勝、女子は春大会準優勝、東医体ベスト16位、秋大
会３位でした。
男子部は春大会、秋大会四連覇、東医体優勝、女子部は春大会、東医体、秋大会で優勝を目指して一生懸命取り組ん

で参りますので、御支援、御指導の程宜しくお願い申し上げます。

バドミントン部
◆今年度活動状況
今年度は春、秋とともに大会の主管に追われる年となりました。春は新入部員を迎え、新入生は医学部三名、看護学
科一名、社会福祉学科が五名。在校生では二年生に医学部一名、社会福祉学科二名が入部し、大変賑やかとなりまし
た。一年生は積極的に上級生に教えを乞い、経験者、初心者の壁を越え、大変強い絆で結ばれました。大会では、主
管も交えながらとなりながらも、部員全員で大会運営、応援、審判を行い、結果は残念なものとなりましたが、全力
を尽くしました。幹部交代後、秋期関東医科リーグでは卒業生引退試合となり、レギュラーでは最下位となってしま
いました。しかしイレギュラーおいては悲願の優勝を勝ち取り、応援に来てくださった OBの方に「逆だろ！」と言
われてしまいましたが、卒業生の皆様は「部活で得た結果にレギュラーもイレギュラーもないよ。」と満足してくださ
いました。
新人戦では、主管を交えながらでしたので、運営と応援を行ったり来たりでしたが、新入部員の初舞台として盛り上
がりました。結果は上級生の予想を越え、新入部員が努力の結果を見してくれました。追い出しコンパでは大山の旅
館で、十五名の卒業生を迎え、朝まで飲み、話し、笑い、泣きを繰り返し、無事に卒業生を送り出すことが出来ました。
今年度は、慌ただしくも、活力溢れる部活動となりました。
◆部員数（卒業生含む）
医学部 :十八名
看護学科 :十一名
社会福祉学科 :十六名
医用工学部 :一名
湘南校舎生 :六名
計 :五十二名
◆大会成績
春期男子関東医科歯科リーグ３部 :４位 /６大学
春期女子関東医科歯科リーグ１部 :レギュラー５位、イレギュラー４位 /５大学
女子看護リーグ :５位 /５大学
男子ダブルスリーグ :ベスト８:大沼・山本ペア（医学部６年）
東医体 :ベスト64以上なし
秋期関東医科リーグ４部 :レギュラー６位、イレギュラー１位 /６大学
秋期女子医科リーグ２部 :レギュラー６位、イレギュラー４位 /６大学
関東医科歯科リーグ新人戦 :

◆男子、全員が予選敗退
◆女子
１部シングルス３位 :佐藤はるか（看護１年）
２部ダブルス３位 :野地郁美・佐々木奈緒ペア（社会福祉１年）
女子シングルス・ダブルスは参加者全員が入賞は出来なかったが、全員が決勝トーナメント進出
◆ OB,OGの方へのメッセージ
毎年、バドミントン部を御援助して頂きありがとうございます。
今後とも OB,OGの皆様の御期待に応えられるように、現状に満足すること無く、部活をより良く発展させていくた
めに努力して参ります。
今後もバドミントン部部員一同へのご支援、御鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。



バレーボール部
東海大学医学部バレーボール部部長２年の義澤です。現在我がバレーボール部は、医学部４年１人・３年５人・２年

３人、健康科学部１年３人のプレイヤーと、健康科学部３年２人・２年２人のマネージャー、計16人で毎週月・水・金
で活動をしております。今年度は東医体への出場と、11月に行われた医歯薬リーグでは４部残留という結果を残すこと
が出来ました。人数も揃ってまいりましたので今後より良い成績を残せるように日々努力しております。お忙しいと思
いますが、お時間がありましたら是非部活にもいらしてください。部員一同お待ちしております。最後になりましたが、
先輩方のますますのご活躍の程を心からお祈りいたします。

美術部
今年の活動状況：美術部は去年設立したばかりの部活ですが、多くの新入生を迎え、作品も増えて活動の基盤が固ま
ってまいりました。そこで今年は11月の建学祭にて、初めての作品展「望星展」を開催したところ、多くのかたに来て
いただくとともに、個性豊かな作品群が好評を博し、成功を収めることができました。普段の活動としては、週に２回
ゼミ室に集まり、作品制作に取り組んでいます。
OBの皆様へ：私たち美術部は、創作活動を通して豊かな人間性を育て、また趣味を同じくする人たちに良き交流の場
を提供したいと考えています。今後も私たちの活動を温かく見守ってくださるよう、よろしくお願いいたします。
部員数：24人

病院ボランティア部
病院ボランティア部です♪今年度は看護学科10名、社会福祉学科１名の新入部員を迎え、23名で小児科病棟、整形外
科病棟、脳神経内科・脳外科病棟、東海学級でのボランティア活動を行いました！ 今年度から精神科デイケアがなく
なり、４ヵ所での活動になりましたが部員それぞれが有意義な活動を行うことが出来たと思います。また顧問の児玉先
生の手料理を頂きながら行う新入生歓迎会や新年会を通して児玉先生や部員同士の交流を図り、来年度も活動を続けて
いきたいと思います !!

MESS
部員は75名で活動しています。メインとしては勉強会を毎週行い、英語に堪能な部員が中心となり楽しく英会話や医
学英語が学べるようにしています。また通常の勉強会以外に USMLE勉強会や TOEFL勉強会などの小グループを作り
学んでいます。
11月に聖マリアンナ医科大学で行われた基礎医学研究発表会では、東海大学基礎医学系の亀谷先生のご指導のもと実

験を行い、HER２分子から同定した特定のエピトープ（CH401-epitope）を同定して癌ワクチンとしての有効性を検討
し英語の論文にまとめ、英語で発表を行いました。12月には帝京大学にて英語ディベート大会が行われ、我が東海大学
MESSチームが優勝しました。

ヨット部
ヨット部は主に日曜日に江ノ島で活動しています。
2012年の東医体ではクルー２名、スキッパー１名がデビューしました。成績は残せませんでしたが完走することが出

来ました。最初はスキッパー不在のため東医体の出場を辞退しようとも思いましたが、出場して良かったと思っています。
2013年の課題はスキッパー育成と指導者の確保です。
夏休みのシーズン中は毎日活動していますので是非江ノ島へお越しください。
主将 小泉玄　ngeizumiko@yahoo.co.jp　090-3577-9143



東海大学伊勢原柔道部
医学部３年　柔道部主将　島村　典佑

我々、東海大学伊勢原柔道部は19名の学生が所属しており、部員は伊勢原校舎にある医学部と健康科
学部だけでなく、湘南校舎にある法学部、社会学部、医療短期大学といった様々な学部の学生が所属し
ております。
私が主将になりこの一年間目指してきたことは楽しく柔道をやるということです。勝利のみに固執し

て稽古するのではなく、楽しく、雰囲気良くやることで、部員同士が刺激し合い、自主的に強くなろう
とすることで長期的に柔道に対する意識を高めることを目標としました。
活動は毎週火曜日・木曜日・土曜日の３回、２号館の４階にある道場で日々稽古に励んでおります。

また日々の稽古の成果を発揮する一環として大会にも参加しております。今年度参加した主な大会は
夏に行われた東日本医科学生総合体育大会（東医体）と全日本医科学生体育大会王座決定戦（全医体）、
秋に行われた関東医科学大学柔道大会（関東大会）の３つで、その全ての大会で団体戦優勝をすること
ができました。
今年度は我々、東海大学伊勢原柔道部にとって大きな１年でした。５連覇のかかった東医体と近年の

「強い柔道部」を牽引してきた６年生２人の引退後の６連覇をかけた関東大会があったためです。
東医体は東日本の医科学生の大会では最も大きな大会で、柔道競技では毎年35校前後の大学が参加し

ます。この東医体では私が入学する以前から柔道部は優勝し続けており、今年度の大会では先にも述べ
たように５連覇のかかった大会でした。東医体では５連覇すると永久杯としてこれまで使用してきた優
勝杯を頂けることになっており、これは柔道部創部以来初であると共に半世紀以上続く東医体で開催以
来２度目の快挙ということになります。そのためここで連覇を逃すわけにはいきませんでした。さらに
私は今まで本格的に柔道をしたことがなく、どのように柔道部をまとめればよいかという私自身の課題
もあり、主将に就任した当初はこれら２つが、大きなプレッシャーとして私の肩に重く伸し掛かってお
りました。
しかし、そんなプレッシャーも周りの方々に支えられ乗り越えることができました。先代の主将・先

輩方には、練習内容やチーム作りに関してなど多くのアドバイスをいただきました。また、同輩や後輩
にも多くのことでお世話になりました。練習中に声を出し合い練習を活気付け、とてもいい雰囲気で練
習を行うことができました。
そして、先生方や先輩方にとりわけおっしゃっていただき、とても励みになった言葉があります。そ

れは「栄光があれば衰退もある」です。どんなに厳しい稽古を行っても永遠に栄光が続くわけなどなく、
必ず衰退は訪れ、その時がたまたま今であってもおかしくはない。連覇は目指すがあまり気負う必要は
ない。今は自分自身の出来ることを一生懸命やれば良いのだ。そう考えることが出来るようになり、稽
古も普段通り集中して行うことができました。
その結果、東医体で優勝し５連覇という快挙を達成することができました。また個人戦でも、広瀬

冬美が女子コメディカル個人戦優勝、福澤力が男子コメディカル個人戦優勝、伊丹寛二が男子個人戦
－73kg級優勝、入來晃久が男子個人戦＋81kg級優勝、福原基允が男子個人戦＋81kg級３位という結
果を残すことができました。
そして、その勢いで東日本と西日本の上位入賞校により、医科学生の日本一を決める全医体でも優勝

し、これも連覇を継続させることができました。
東医体、全医体の後も新たな問題に直面しました。柔道部では例年、６年生は夏で引退となり秋の関



東大会には出場致しません。柔道の団体戦は５人の選手により争われ、勝利数の多いチームが勝ちとな
ります。私たち柔道部はこの５人の選手の内２人が６年生であり近年の「強い柔道部」を牽引してきた
選手でした。そのため、関東大会はこの強い６年生２人が抜けた新チームで戦うことになり、６連覇と
いうだけでなく、このチームで来年度の大会で結果を残すことが出来るのかを占うことにもなり、今回
もプレッシャーと不安を抱える大会でした。
そんな私たちを察してか、忙しい中引退した後も６年生は練習に参加し続けて下さいました。頼もし
い先輩が稽古に参加することでチームの雰囲気も明るくなり、徐々にプレッシャーと不安は軽減されま
した。そして、周りの方々にも支えられ関東大会でも６連覇という結果を残すことができました。
このように今年度は、私を含め柔道部部員一同は、改めて支えて下さる周りの方々への感謝を意識し
た１年間となりました。お忙しい中、遠方にも関わらず応援に来て下さり、時には適切な助言などで精
神的な支えをして下さった OB・ OGの先生方や保護者の方々。医療系の学部でないため、実力があり
ながら選手として出場できなくとも、士気高く、対戦校のデータを収集など出場する選手のサポートを
してくれた部員。そして大きなプレッシャーの中、練習に集中し努力を怠らなかった選手。これら伊勢
原柔道部に関わる皆様のおかげで東医体５連覇、全医体４連覇、関東大会６連覇という快挙を達成する
ことが出来ました。
最後になりますが、今、東海大学伊勢原柔道部があるのは、多くの先生方がここまで部を存続させ、
ご支援して下さったおかげです。本当にありがとうございます。我々もこの柔道部の歴史や伝統を途絶
えさせぬよう、精一杯努力して参ります。今後とも宜しくお願い致します。



癌！癌！ロックンロール
赤木 家康

赤木 家康：東海大学医学部６期生。癌と戦いながら
ギターを弾くロックンローラー・整形外
科医。2012年 10月 22日永眠。

定価：本体 1,575 円（税込み）

前立腺の病気
河村 信夫

河村 信夫：星医会特別会員。東海大学名誉教授。
元東海大学医学部泌尿器外科教授。
現在、平塚済生会病院勤務。

定価：本体 1,575 円（税込み）

会 員 著 書 紹 介



第33回星医会総会開催のお知らせ
今年も下記の通り第33回星医会総会を開催いたしますので、奮ってご参加下さい。

星医会会長　金渕　一雄
記

日　時　:　2013年３月10（日曜日）正午より
場　所　:　新宿　京王プラザホテル　４階「花」
会　費　:　１万円

※今回は、３期、13期、23期、33期、34期生の参加費は無料です。
＊尚、総会前午前10時30分より支部長連絡協議会を開催いたしますので、全国の支部長、事務局長の方
はご出席下さい。

以上

ここ数年、東海大学医学部付属病院を研修先にする卒業生が減少している。必然的に臨床助手（後期研修
医）として昔でいえば入局する先生方も減っている。この原因は言うまでもなく研修制度の変更に伴うも
のが大半であろうが、このままでは付属病院としてのパワーは減衰する一方である。せっかく卒業生が医
学部教員として教授・准教授・講師と頑張っても、臨床教育（研修）の受け手側がいなければ今後の発展
は望めない。東海大学医学部マインド継承の危機であると憂う。（希）
入試の季節となり、いささか周囲のざわめきが気になりだします。神奈川県央、西部は患者当たりの医療
者が少ないことが知られていますが、本校はこの地域の医療にどのように貢献しているのでしょうか？
未来を担う人材を育て根づかせることも重要であるように思う今日この頃です。（草）

編集後記

原稿募集
近況報告や星医会へのご意見などひろく募集いたします。つきましては下記のごとく投稿規定をお
守りください。

投稿ならびに執筆規定
1. 原稿サイズ：A４版、1,600字以内、横書き。
2. 表題と著者名、卒業期は必ず明記してください。
3. 投稿先は星医会事務局まで、郵送、Email、FAXなど随時受け付けます。
4. 投稿原稿の採否は星医会理事会に一任してください。



事務局からのお知らせ 

会費（20年会費・年会費）の納入について

・20年会費：卒後５年以内に納入 ５万円
　　　　　　（住所ラベル氏名右下に＊のついている会員は20年会費が未納です）
・年 会 費：卒後21年目より納入 １万円
・振 込 先：星医会 代表 金渕 一雄
　　　　　　三菱東京UFJ 銀行：本厚木支店（普）1505814
☆ 便利な年会費の口座振替サービスを開始しました。申込用紙希望者は事務局までメール又は電話
　 でご連絡下さい。申込み用紙をお送りします。

東海大学伊勢原図書館のご利用について

基本的に卒業生の図書館利用は可能です。
１）平日利用：受付カウンターにて同窓生であることを申し出てください。
２） 日・祭日・夜間の利用：無人による開館となり、自動入退館システムでの利用（学生証、身分証、

図書館利用カードなどをカードリーダーに読み込ませる）となります。
　＊図書館利用カードの申込について：
　　図書館平日開館時に受付カウンターで申込手続をとって下さい。
　　詳細は東海大学伊勢原図書館のHP （http://erl.med.u-tokai.ac.jp/） をご覧下さい。

東海大学伊勢原図書館のご利用について

現住所、勤務先等 変更届のお願い

現住所、勤務先、氏名等の変更の際には本誌綴込の異動連絡票または e-mail にて事務局宛ご連絡下
さるようお願いいたします。なお、ホームページからの変更も可能です。

お問い合わせ先

東海大学医学部同窓会
〒259-1143　神奈川県伊勢原市下糟屋143
TEL  0463 93 1121（内線4104）　　FAX  0463 91 5913
http://seiikai.med.u-tokai.ac.jp/ 　　email・seiikai@tokai-u.jp

お問い合わせ先

星医会ホームページ上のお名前について

　星医会では2003年3月9日よりホームページを立ち上げ、会員の皆様に御利用いただいておりま
す。星医会のHPでは役員の氏名、支部長・事務局長・ブロック長の氏名、会報の著者名、星医会賞
受賞者名などが公開されております。ご存知の通り、web上ではGoogle などのサーチロボットが
情報を検索しており、先生のお名前で検索いたしますと星医会のHPがヒットする可能性がございま
す。もしも、お名前の削除を希望される場合には、お手数とは存じますが事務局まで御連絡いただけ
ますようお願いいたします。
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