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時代の流れについて行く
星医会理事　秋山 克徳 （７期）

皆さんこんにちわ。毎日のお仕事お疲れ様です。７期生の秋山克徳で
ございます。1986年の卒業後から、星医会の仕事をさせていただいて
おります。星医会の仕事としては、秋の建学祭で開催される、ホームカ
ミングデーを担当させていただいております。ホームカミングデーでは、
本学の他学部の卒業生とイベントを行いながら交流する機会があり、医
学部を離れ、拡大した同窓の意識を感じます。
2010年３月で大学を退職し、現在は横浜市戸塚区にある新戸塚病院で神経内科医として勤務しており

ます。新戸塚病院では、回復期リハビリテーション病棟で主に脳卒中患者さんの診療を行っています。
横浜市は脳卒中の連携が積極的に行われており、病診連携や病病連携が盛んであります。横浜市内での
会議に出席すると、東海大学医学部卒業生と出会うことがあり、懐かしい思いと共に、同窓の意識がよ
り一層強くなることを感じます。
私は、東海大学在籍中も、関連病院で勤務することが多く、平塚市民病院や海老名総合病院でも長く
勤務していました。また、伊勢原日向病院、森の里病院、寒川病院でもお世話になりました。大学付属
病院以外で勤務すると、当然ですが、他大学を卒業した医師と係わることが多くあります。普段係わら
ない他大学卒業の医師と係わることは、医師としては、ストレスにあるかもしれません。しかしながら、
医師は患者さんを中心として、診療を行うのが当然であり、大学の枠を離れて積極的に、話したことの
ない医師とコミュニケーションをとることが重要であると思います。東海大学を現在より一層アピール
するためには、積極的に東海大学出身であることを示しながら、自らの実力をアピールすることが大切
であると思います。
大学を離れ、民間病院で勤務していると、より一層、世の中の流れを感じることがあります。2014年

４月に診療報酬の改訂がありました。我々医療従事者は常に患者さんを中心に物事を考え、世の中のた
めに自分を犠牲にしても勤務していくことが当然のこととして、日々仕事をしています。しかしながら、
診療報酬といった、規則の中で医療が行われている限り、このルールに従って、自らの信念を継続して
いく必要があります。病院がいつでも患者さんを受け入れることができるために、常に病院は準備をし
ていく必要があり、全ての患者さんを受け入れていくことが当然であります。その病院は、しっかりし
た経営をもとに、しっかりした体力を持った病院である必要があります。超急性期、急性期、亜急性期、
慢性期（維持期）のいずれの医療機関であっても、常に体力を持つことが重要であり、今のこの時代を
乗り切る医療機関である必要があります。
東海大学の医療機関は、この時代の流れに遅れることなく、積極的な医療を行っていくことを望み

ます。そのことが、世の中のためになることであり、本学の建学の精神にも通じていくことと信じて
います。

巻頭言
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2013年度事業報告
１．会員状況：正会員：3,180名、特別会員：148名、名誉会員：１名、賛助会員：４名
２．役員・評議員：会長１名、副会長５名、理事13名、監事２名、評議員：69名
３．理事会開催：① 2013/５/15　② 2013/７/17　③ 2013/９/26　④ 2013/11/27　⑤ 2014/１/15
４．評議員会開催：① 2013/６/19　② 2014/１/29
５．支部長連絡協議会開催：2014/３/９
６．慶弔
　　１） 退職教授に記念品贈呈：2013/３/９ 

阿部　直先生（呼吸器内科教授） 

近藤泰理先生（消化器外科教授） 

平山令明先生（分子生命科学教授）
　　２） 逝去された会員 

特別会員：小林一夫先生 

正 会 員：西浦亜弥先生（19期生）
７．会報
　　第49号　平成25年８月３日発行　4,200部
　　第50号　平成26年３月１日発行　4,200部
８．第34回星医会総会：2014/３/９　京王プラザホテルにて開催。
９．支部会：
　　 2013/６/22（土）静岡支部会、７/20（土）大阪支部会、７/20（土）横浜川崎支部会、 

７/27（土）湘南支部会、７/28（日）四国支部会、８/４（日） 愛知岐阜三重合同支部会、 

９/14（土）東北合同支部会、９/28（土） 宮城県支部会、９/28（土） しなのフォーラム、 

10/12（土） 県央支部会、10/19（土） 千葉支部会、11/９（土） 九州合同支部会、 

2014/１/25（土） 大分支部会、２/１（土） 山口支部会、２/22（土） 北海道支部会
10．研究助成 

　　第20回星医会賞 横山勝也先生（29期生）
　　星医会賞奨励賞 田中寿絵先生（26期生）
11．学生への援助 

　　・星医会奨学金：今年度希望者無し
　　・ 課外活動奨励賞：総会にて５団体表彰、奨励金授与（柔道部、バスケット部、剣道部、弓道部、

バレー部）
　　・クラブ活動への資金援助
　　・医師国家試験対策支援（６年生 模擬試験）
　　・白衣授与（５年生クリニカルクラークシップ用）
　　・模擬試験補助（４年生 CBT対策）
12．建学祭（ホームカミングデー：湘南校舎）：2013/11/３ 学部デモとして参加　
　　テーマ：「成人病・癌」
13．全国私立医科大学同窓会連絡会 

　　2013/６/29 第45回東部会 （当番校：日本医科大学）
　　2013/11/30 第24回全国大会 （当番校：近畿大学医学部）
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14．神奈川医意会
　　2013/10/26　第21回神奈川医意会（当番校：聖マリアンナ医科大学）
　　講演「 最近の医学教員から～指導医としてのヒュウマンリソースマネージメント」 

聖マリアンナ医科大学　医学教育研究教授　伊野美幸先生
15．年会費自動振替サービス：加入者数　約317名
16．その他 

　　・35期卒業生（102名）
　　・卒業生子弟の入学状況（2013年４月現在）：
　　　 卒業：７名、在校生：31名（６年４名、５年４名、４年８名、３年８名、２年６名、１年１名）

（一般入試20名、付属推薦11名）
　　・学会主催助成金：
　　　上田敏彦（特別会員） ・第162回日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2013/６/１
　　　坂本春生（特別会員） ・第22回日本口腔感染症学会総会・学術大会　2013/11/16.17
　　　桑平一郎（１期生） ・第53回呼吸器機能講習会　2013/８/28～30
　　　宮北英司（２期生） ・第75回神奈川県感染症医学会　2014/３/15
　　　上野　滋（特別会員） ・第28回日本日本小児救急医学会　2014/６/６～７
　　　宮北英司（２期生） ・第23回日本小児泌尿器科学会　2014/７/９～11
　　　永山正雄（４期生） ・第36回日本 POS医療学会　2014/６/28～29
　　　永山正雄（４期生） ・第28回日本神経救急学会　2014/７/11～12
　　　永山正雄（４期生） ・第４回神経蘇生シンポジウム　2014/７/12
　　　宮北英司（２期生） ・第23回日本小児泌尿器科学会　2014/７/９～７/11

2014年度事業計画
１．会員状況：正会員：3,280名、特別会員：151名、名誉会員：１名、賛助会員：４名
２．役員・評議員：評議員：35期生参加
３．理事会開催：５回／年
４．評議員会開催：３回／年
５．支部長連絡協議会開催：１回／年、総会日に開催
６．慶弔　退職教授に記念品贈呈
７．会報
　　第51号　平成26年９月１日発行予定　4,200部
　　第52号　平成27年３月１日発行予定　4,300部
８．支部総会
９．研究助成
　　（１） 第21回星医会賞、星医会奨励賞
　　（２） 星医会学会助成金
10．学生への援助
　　・星医会奨学金：前期２名、後期２名に貸与予定
　　・課外活動奨励賞：総会にて団体表彰、奨励金
　　・４年生 CBT対策模擬試験支援約70万円
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　　・５年生医師国家試験対策模試支援約40万円
　　・５年生クリニカルクラークシップ用白衣授与約80万円
　　・６年生医師国家試験対策模試支援約100万円
　　・伊勢原祭（建学祭）援助
11．建学祭（ホームカミングデー：湘南校舎）：2014/11/３　学部デモとして参加予定
12．全国私立医科大学同窓会連絡会 

　　2014/ ６/21 第46回東部会 （当番校：日本医科大学同窓会）
　　2014/11/22 第25回全国大会 （当番校：埼玉医科大学同窓会）
13．神奈川医意会：2014/11/15 第22回神奈川医意会（北里大学医学部同窓会）  
14．年会費自動振替サービス
15．医師賠償責任保険加入手続き取りまとめ
16．その他
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八王子病院呼吸器内科教授に就任して
呼吸器内科学教授　坂巻 文雄

2014年４月１日付けをもちまして東海大学医学部内科学系呼吸器内科学
教授を拝命し東海大学八王子病院呼吸器内科に勤務させて戴くことになり
ました。星医会会員の先生方に御礼とご挨拶を申し上げます。
私は1987年群馬大学を卒業し、慶應義塾大学内科で研修後、同呼吸循

環研究室で呼吸器疾患診療の研鑽を積みながら、急性呼吸促迫症候群
（ARDS）に関する研究に従事しました。ドイツ留学中は肺移植後の再還
流性肺障害の研究を行い、国立循環器病研究センターの肺循環部門では肺
高血圧症・肺血栓塞栓症等の肺循環障害の診療と臨床研究に従事しました。

本年３月までは東京都済生会中央病院で約10 年間診療並びに研修医・専修医教育に携わって参りま
した。この間、東海大学卒業の先生方と一緒に仕事をする機会もあり、臨床医としての実力（特に救
急対応力）や患者さん目線での接し方などに敬服しておりました。学会では東海大学の先生方の呼吸生
理や睡眠医学に関する講演で勉強させていただきました。
八王子病院呼吸器内科は開院以来、諸先生方のご尽力により地域医療支援としての役割を担っており

ます。ただこの１～２年間、常勤医複数の退職のため診療体制を縮小せざるを得ない時期がありました。
４月より浅野浩一郎主任教授・諸先生方のご高配により、計３－４名の医師による診療体制に回復しま
した。星医会会員の先生方におかれましては患者様のご紹介をお願い申し上げますとともに、お知合い
に呼吸器疾患に興味のある医学生・初期研修医、若手中堅の先生がいらっしゃいましたら八王子病院呼
吸器内科をお勧めいただければ幸いに存じます。
私は専門医である前に内科医であり、内科医である前に医師であり、医師である前に人間であること

を第一に考え、多くの患者さんが受診して良かったと思える、多くの若手医師が当院で学びたいと思う
呼吸器内科にしたいと思っております。微力ながら精一杯努力する所存ですので今後ともご指導ご鞭撻
の程よろしくお願い申し上げます。

【略歴】
1987年３月　群馬大学医学部卒業
1987年４月－1989年４月　慶應義塾大学内科研修医
1989年５月－1991年５月　足利赤十字病院内科
1991年６月－1995年３月　 慶應義塾大学内科学呼吸循

環研究室
1995年４月－1996年９月　 ドイツ・ミュンヘン大学

留学（フンボルト財団奨学
研究員）

1996年10月－1997年６月　 川崎市立井田病院呼吸器科
副医長

1997年７月－2002年６月　 国立循環器病研究センター
内科医員

2002年７月－2004年６月　 国家公務員共済組合連合会
立川病院内科医長

2004年７月－2014年３月　 東京都済生会中央病院 
呼吸器内科担当部長

2014年４月　 東海大学医学部付属八王子病院 
呼吸器内科教授

【所属学会等】
日本内科学会総合内科専門医、日本呼吸器学会指導医、
日本肺高血圧学会代議員、日本呼吸器内視鏡学会指導
医等

新任教授紹介
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教授に就任して
血液・腫瘍内科学教授　横山 健次

2014年４月１日付けで、東海大学医学部内科学系血液・腫瘍内科学教授
を拝命いたしまして、東海大学医学部付属八王子病院血液内科へ赴任させ
ていただきました横山健次と申します。よろしくお願い申し上げます。私
は1988 年に慶應義塾大学医学部を卒業後同内科に入局、２年間大学で研修、
その後２年間の足利赤十字病院での勤務を経て、1992年慶應義塾大学医
学部血液内科に入局、血液内科医として臨床、研究に携わるようになりま
した。血液内科の臨床は現慶應義塾大学医学部血液内科教授の岡本真一郎
先生の下で行なってまいりましたが、その間に造血幹細胞移植の進歩、相

次ぐ分子標的薬の開発により血液内科の臨床は大きく変化して、私の研修医時代には有効な治療法のな
かった患者さんが治癒することもまれではなくなりました。このような時期に血液内科医として臨床に
携われたのは巡り合わせだったと感じています。また前慶應義塾大学医学部血液内科教授の池田康夫先
生のご指導の下、血小板、凝固因子と血栓形成のメカニズムの解明をテーマとした研究、血栓症あるい
は抗血小板薬の臨床研究も行なってまいりました。そのような日々の中で、「先生の業績を出してくれ
る？」と岡本教授から話をいただいたのは2013年の初めでした。医師会の研究会で講演する予定があっ
たのでその時に使う資料かな ?と気軽に考えて提出したのですが、しばらくして東海大学医学部付属八
王子病院の血液内科の話をお聞きしました。八王子という街を訪れたこともありませんでしたし、まず
はどんな病院なのか知らなくては、と思い当時の北川泰久院長をお訪ねしました。北川先生から病院の
状況、血液の症例が豊富なこと、他科の先生、検査部を含めて血液内科の診療をサポートしていただけ
る体制があること、などをお聞きして、この病院で働くべく応募することを決意いたしました。その後
今井裕医学部長、安藤潔血液・腫瘍内科教授はじめ諸先生にお力添えをいただいて、現職に就任するに
いたりました。幕内博康総病院長、渡辺勲史病院長のご尽力で500床開設、さらなる発展を目指す時期
に、血液内科の責任者として東海大学医学部付属八王子病院の一員となれたことは身に余る光栄と存じ
ます。現在血液内科は３名の体制で、多くの患者さんがいらっしゃることもあり勤務時間のほとんどを
診療に費やしておりますが、これからは臨床研究、研修医教育にも力をいれていきたいと思っていま
す。今後とも星医会会員の先生のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【略歴】
1988年　慶應義塾大学医学部卒業
1988年　慶應義塾大学医学部研修医
1990年　足利赤十字病院内科医員
1992年　慶應義塾大学医学部血液内科助手

1997年　米国 Scripps 研究所 Research Associate
2000年　慶應義塾大学医学部血液内科助手
2006年　慶應義塾大学医学部血液内科講師
2014年　現職
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教授就任にあたって
画像診断学教授　橋本 順

このたび専門診療学系画像診断学の教授を拝命いたしました橋本 順と申
します。わたしは核医学を専門としておりますが､ この領域は放射線医学
のなかでも最も医師の数が少なく､ やや特殊な分野でもあります｡ 画像診
断のなかでもメジャーな部分を占める CTやMRIと比較して､ 形態的な情
報よりも主として機能的な情報から疾患・病態をとらえるというユニーク
な特徴を有するモダリティです。特に脳､ 心臓領域の核医学を専門として
いますが、今から５年前に東海大学に赴任してからは､ 主として腫瘍の診
断に使用する PET/CTの導入も含めて核医学全般に従事しております。

画像診断学には大きな特色があり、頭から足の先まで全身のすべての臓器が対象となります。“われ
われは探そうとするものしか見えない。そして知っているものしか探さない。”これはある著名な画像
診断医の言葉ですが、普段から勉強をして疾患に対する知識を十分に持ち、病変を意識して注意を向け
て画像を見なければ所見を拾えないという意味です。それだけ知っていなければならない事項が多く、
米国で画像診断医になるのは学生時代に成績がトップクラスにある者が多く､ 画像診断医であると一般
の人からも一目を置かれるという話を聞いたことがあります。
それでも近年の医学の進歩は急速で､ 各科の診療・研究内容はより高度かつ専門的になり､ 画像診断

医がすべての分野に精通していることがとても難しくなっています。例えば肺を得意分野とする画像診
断医以外は肺の画像の読みでは呼吸器の先生には及ばず、骨を得意とする画像診断医以外は骨の画像で
は整形外科の先生に及ばないといったところもあります｡ 一流の専門的な学術誌に論文を出すことが評
価として重視される最近の風潮とも相まって､ 広く全般的なところが見えているという画像診断医の特
性がやや軽視されているのではないかと自分は感じています。その一方で、“内科や外科を除いて病院
にはどの診療科の医師にいて欲しいか”というアンケートを最近ある雑誌が広く臨床医からとったとこ
ろ､ そのトップは放射線科医であったという話を聞いたこともあります。この広く全般的なところが見
えている､ 分野横断的な知識を持っているという画像診断医の特性をどのように活用すれば病院の診療
や学生の教育に貢献できるのかということを念頭に置いて取り組んでいきたいと思っております。

【略歴】
1988年３月　 慶應義塾大学医学部卒業
1988年５月　 慶應義塾大学医学部放射線科研修医
1991年６月　 国立療養所晴嵐荘（せいらんそう）病院

放射線科
1993年３月　 国立大蔵病院放射線科
1994年２月　 慶應義塾大学医学部放射線科助手

1999年10月　 慶應義塾大学医学部放射線科専任講師
2001年１月　 英国Hammersmith 病院留学（１年間）
2009年４月　 東海大学医学部基盤診療学系画像診断学 

准教授
2014年４月　 東海大学医学部専門診療学系画像診断学 

教授
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卒業生の学内教授誕生

教授に就任して
精神科学教授　山本 賢司（11期生）

2014年4月1日付で東海大学医学部専門診療学系精神科学教授を拝命いた
しました。これまでに諸先輩方が築かれた功績を引き継ぎ、東海大学、精
神医療の発展に貢献できるように全力を尽くしたいと思っています。何卒、
よろしくお願い申し上げます。
私は1990年に東海大学医学部を卒業した11期生です。研修医としてロー
テーションした際に、体の病気で精神的につらい思いをしている人や、世
の中に疲れて死にたいほどつらくなる人がたくさん存在する事実を目の当
たりにし、少しでもそういう人たちの心の支えになれればと考えて精神科

医になることを決意しました。臨床面ではコンサルテーション・リエゾン精神医学と臨床精神薬理学を
専門と決め、今日まで自殺企図患者の診療やがん患者の心の問題を扱う緩和ケアなどを継続的に行って
きました。また、研究面では「ある局面で、子供は親と同じようなことを考えたり、判断する」という
ことを、私生活でも、臨床でも経験したことを契機に「精神機能の遺伝」について興味を持ち、大学院、
留学先で精神・神経疾患の分子遺伝学を学ばせていただきました。その後も、自閉症や統合失調症など
の精神疾患の遺伝子解析研究に微力ですが従事しています。
最近10年間は縁あってお隣の北里大学にお世話になり、上記の臨床、研究、そして教育に従事させて
いただきました。北里大学の精神科は、東病院に1日300人以上が来院する精神科外来、110床の精神科
閉鎖病棟、大規模デイケア、大学病院にリエゾン精神科、児童精神科外来を有する、日本の中でも有数
の大きな教室です。私は北里大学で緩和ケア、精神科リエゾンチーム、中毒心身総合救急医療チームな
ど多職種でのチーム医療に参加することができ、また、地域の自殺対策などを通して行政や地域支援に
携わる多くの方と知り合うことができました。そして、このような経験から医学領域以外でも精神医学
に関した教育のニーズがたくさん存在していることも認識させられました。今後、今までの経験と総合
大学である東海大学の強みを生かし、じっくりと、しっかりと、それでいて、時流に合う…そんな精神
医学を目指して精進していきたいと思っています。今後とも、ご指導ご鞭撻の程をよろしくお願い申し
上げます。

【略歴】
1990年３月　 東海大学医学部医学科卒業（11期生）
1990年６月　 東海大学医学部付属病院　前期臨床研修医
1992年４月　 東海大学大学院医療系研究科内科系専攻
1996年４月　 東海大学医学部精神科学　助手
2000年１月　 Douglas Hospital Research Centre, 

McGill University Postdoctoral fellow
2001年４月　 東海大学医学部精神科学　助手
2004年４月　 北里大学医学部精神科学　診療講師
2007年３月　 北里大学医学部精神科学　診療准教授
2012年４月　 北里大学医学部中毒・心身総合救急医学 

特任教授、北里大学大学院医療系研究科
専任 教授

2014年４月　 東海大学医学部専門診療学系精神科学 
教授

【資格】
精神保健指定医、日本精神神経学会（専門医、指導
医）、日本総合病院精神医学会（専門医、指導医）、日
本臨床精神神経薬理学会（専門医、指導医）、日本医
師会認定産業医
【所属学会（役職）】
日本精神神経学会（代議員）、日本総合病院精神医学
会（評議員）、日本ストレス学会（評議員）、神奈川県
心身医学会（幹事）、日本臨床精神神経薬理学会
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今年は５名が准教授に昇格されました。

絶滅危惧種の保護・育成を目指して
血液腫瘍内科学　白杉 由香理（16期生）

星医会の諸先輩方、同輩・後輩のみなさま方には、いつも大変お世話になっております。16期の
血液腫瘍内科 白杉由香理と申します。本学へは学士入学制度で入学し、正式に学士入学が導入された
２期生であると記憶しております。学生時代はMESSに所属し、病理学の長村先生、生化学の山村先生、
放射線治療の母里先生をはじめ、多くの先生にお世話になりました。卒後５年間の初期研修の後に母校
に戻って参りましたが、伊勢原の町並みが十年一日の如くまったく変わっていないことと（註：更に言
うと今でも殆ど変わっていませんが、246を挟んだ向かい側、伊勢原市民文化会館の隣に今年８月、伊
勢原協同病院が移転してきます）、医学部３年の時細々と始めた伊勢原祭のMESSの模擬店（しかも平
塚のシルスマリアからの取り寄せも続けてくれていました）がしっかりと継承されていることに驚きま
した。
現在、私の所属する血液腫瘍内科には、安藤潔教授以下、川田浩志准教授（10期）、小川吉明准教授

（10期）をはじめ、関連病院も含めて約40名のスタッフが在籍しております。多くの星医会会員の先生
が活躍されているのはもちろんですが、他学出身の先生もまた多く、出身大学の見分けがつかない程
「東海カラー」に染まって仕事をされています。他学からの先生が一様におっしゃるのは、血液腫瘍内
科を含めた東海大学全体の風通しの良さです。これは諸先輩方が築き上げて下さった誇るべき伝統であ
ると思います。血液腫瘍内科は、内科の subspecialityの中では専門性が高く、専門医の数も限られて
いることから、当科の診療圏も大変広く、東は相模原、西は湯河原や御殿場以西からも患者さんが多く
通っていらっしゃいます。患者さんの数が増えることは、有り難い限りなのですが、近年では研修医の
大学離れ、内科離れが問題となっており、当科でも高齢化社会（？）が大きな問題になりつつあり
ます。血液に興味のある先生、是非母校に戻っていらっしゃいませんか。偶然、この記事を読まれて
いる初期・後期研修医の先生。運命かもしれません（笑）。血液内科医は絶滅危惧種です、とおっ
しゃった自治医大の教授がいらっしゃいますが、スタッフ一同手塩にかけてお育てすることをお誓い
します。今後一緒に働く仲間が増えて、血液内科医が不足している地域にも安定的に派遣できることを
夢見つつ、私たち血液腫瘍内科は、これからも神奈川西部地区100万住民のみなさまに、EBMに基づ
いた global standardな診療を提供していきたいと考えております。星医会のみなさま方におかれまし
ては、今後とも何卒よろしくご指導、応援を賜りますよう、お願い申し上げます。

卒業生の学内准教授５名誕生
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准教授に昇格して
腎内分泌代謝内科学　豊田 雅夫（17期生）

この度４月１日付けで、准教授に昇格させていただきました。この機会を与えてくれました諸先輩の
皆様、星医会の皆様方に御礼申し上げます。若輩者でございますが、これまで同様のご指導ご鞭撻の程
宜しくお願い申し上げます。
私は1996年卒の17期生です。年を重ねるにつれ記名力障害に悩まされるこのごろですが、都合良いこ
とに大学生活は楽しい思い出のみ覚えております。東海大学に入学しバドミントン部に在籍しましたが、
練習に費やす時間よりも飲み会に重点を置いた生活でした。合宿や練習試合の後の打ち上げで伊勢原の
お寿司屋さん（今はもう閉店してしまいましたが）で夜中まで飲み明かした思い出は忘れることができ
ません。
学生時代は不勉強がたたり、試験直前にモーレツな詰め込み作業と反復練習、あげくは運や奇跡と

いったあらゆるものを味方に付けて無事に卒業、国試合格までたどり着いたのでした。
その後、腎内分泌代謝内科学に入局するのですが、同級生で同時に５人の入局は、近年稀に見る

フィーバーぶりだったのだと思います。梅園先生、鍵和田先生、橋本（旧姓国松）先生、但木先生、そ
して私の５人のメンバーで働き始められたことはとても幸運でした。時には徹夜で患者さんに張り付く
日々も、仲間で相談もできましたし、助け合いながら後期研修医生活を送ることが出来ました。なかで
も学生時代はあまり交流が無かった梅園先生とは、その後これほどディープなお付き合いになるとは誰
が予想したでしょう？ 彼は常に良きライバルであり、相談者であり指導者（いつも帰りの車のなかで
人生相談しておりました）です。本当に良き同級生に恵まれました。感謝です。
大学院を卒業すると米国ミネソタ大学に留学する訳ですが、この経験は私の進路を決めたと言ってよ
い貴重な体験でした。朝から晩まで、土曜も日曜も自分でスケジュールを決めなくてはいけないという
研究生活も初めてでしたが、何よりも現地に到着してから、本格的な実験が開始されるまでの数ヶ月間
は焦りと知識不足の後悔とでつらかったことを今でも覚えています。ラボミーテイングが月曜の朝に始
まると、憂鬱でした。英語でのコミュニケーションが難しいだけでなく、自分の研究テーマがなかなか
決まらず（日本ではあり得ないかもしれませんが）、私が持参したリサーチクエスチョンに対し、禅問
答のようなやり取りが繰り返されました。今となっては、このように１つのテーマについて寝ても覚め
ても考え抜いて、本物の研究テーマや方法を決めるという贅沢な時間の使い方はもはや出来ないのでは
ないかと思います。そして、研究に対する当時の姿勢は研究者として今後も守るべきことと考えます。
お金を払ってでも海外へ行けと言ってくれた先輩に心から感謝です。
こんな私も、今では学生講義をするようになりました。そこで感じるのは、学生が何を求めているの
か、どうやったら興味を持ってくれるのか、どう展開したら説得力を持つ講義が出来るのか、相手を意
識しなくてはならないのだということです。すなわち「気遣い」です。これは講義だけではなく、診療
でも研究でも共通なのだと今頃になって痛感しております。相手に気遣いしながら行動するということ
は簡単なようでなかなか出来ることではありませんが、日々努力したいと考えております。
最後に、この「気遣い」を生かしつつ、診療・研究・教育に精進し、東海大学の益々の発展に貢献

することで、皆様のご支援に恩返しできればと考えております。今後ともどうぞ宜しく御願い申し上
げます。
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准教授に昇格して
眼科学　鈴木 崇弘（19期生）

2014年４月１日付で、河合 憲司教授のご推挙により専門診療学系眼科学准教授に昇格させていただ
きました鈴木 崇弘です。このたび星医会会報へ寄稿する機会をいただきましたので、現在に至るまで
を、転機となりましたことを含めて述べさせていただきたいと思います。私は東海大学医学部を1998年
に卒業し、そのまま東海大学医学部の研修医となりました。しかしながらもともと汗をかくことが得意
でない私は、医師としてのキャリアをスタート後も、アフターファイブと睡眠に時間を費やすばかりで
同僚や指導医の先生方に迷惑をかけてばかりいました。その後の眼科学教室への入局も、眼科への興味
というよりは、好きな手術ができることに加え QOLの良さも期待して選択をした気がします。その後
も漫然と過ごしていた時期でした、甘さに天罰が下ったのでしょうか、健康だけが取り柄の自分が突然
体調を崩し少しの期間治療のため仕事を休むことになりました。幸い１ヶ月程度で全快し、無事復帰し
て現在に至るわけなのですが、その期間は自分にとって、まさに苦いながらも良い薬となりました。自
ら患者になった経験から、患者さんの不安や苦しみを少ないながらも共感できるようになり、今までは
気にもしなかった訴えにも耳を傾けられるようになりました。また最新の医療への興味も湧き、新しい
治療に関わるような研究をしてみたいという気持ちも生まれてきました。偶然眺めていた本校の研究員
一覧で「再生」という言葉に惹かれ、血管再生を研究されていた再生医療科学の浅原孝之教授の教室へ
出入りさせていただくようになったのもこの時期です。しかしながらマウスの実験などを臨床の合間に
行うことに限界を感じ、浅原教授に頼みこみ神戸の理化学研究所へ２年間留学をさせていただきました。
念願の留学ではありましたが、プレゼンを含め英語が当たり前の日常、失敗の許されない高額な細胞の
培養等、初めての研究の世界は戸惑うことばかりでした。結果を出さずには帰れないと焦っていた時期
もありましたが、「Good Job」と言ってもらえた結果を励みになんとか研究を続け、最終的に優秀なラ
ボの先生方の賢明なサポートのおかげで、幸運にも網膜血管新生に関わる研究で国際学会での賞をいた
だくことができた時は、少しは格好がついたとホッとしたのを覚えています。その後大学へ戻り現在に
至るわけですが、振り返りますと、自分が患者となったことが自分にとって医師のスタートだったのか
もしれません。初めて患者さんの立場が理解できたこと、そして家族を含めた多くの人達の助けによっ
て自分が守られていることが実感でき、医師として大事な奉仕のこころが芽生えたことが今の自分の根
幹となっています。きっかけは何であれ、一度はまると非常に面白い分野が医学だと思います。医師は
時に過酷な業務ではありますが、次の世代を担う若手の先生方にも、是非自分の興味があることを見つ
け探究していただければと思います。最後に、星医会のさらなる発展と会員皆様の益々ご活躍を祈念し、
お礼の言葉とさせて頂きます。
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准教授にご推薦いただいて
呼吸器外科学　増田 良太（19期生）

このたび岩﨑正之教授のご推薦をいただき、准教授に昇格させていただきました。東海大学、岩﨑教
授ならびに皆様方にはこの場をお借りして御礼申し上げます。
さて、私が東海大学に入学したのは1993年の春でした。入学試験は面接がなかったため、同級生はみ
な確かに頭が良いのですが、私も含め一癖も二癖もある変わった奴らが多かった印象です。現在でも東
海大学に属している同期入学組には、網野真理（循内）、市橋恒友（眼科）、大貫知英（神内）大貫優子
（神内）、岡本正二郎（小児）、小田桐恭子（耳鼻）、酒井大輔（整形）、菅沼栄介（小児）高垣智紀（整
形）、高沢研丞（救急）、福光寛（消外）松田光正（麻酔）、馬渕智生（皮膚）、村田智彦（麻酔）、守田
誠司（救急）、山田高士（整形）がおり、大人になって改心した錚々たるメンバー ?が残っていると自
負しております。
呼吸器外科を目指すきっかけとなったのは、当時教室幹事であった加賀基知三先生（現北海道大学病

院診療教授）との出会いでした。その頃の加賀教授は、ひと仕事終えると一杯やって帰ることもあった
ようで飲み屋で鉢合わせすることもしばしばでした。呼吸器外科学の素晴らしさを黙って聞くかわりに、
今宵のお酒をごちそうしていただくという感じです。したがって、国家試験を終えるころには、お酒と
ともに呼吸器外科学が体中にしみ込んでいる状況でした。
臨床研修医になってからは主に外科学系を中心にローテートしましたが、いずれも良き指導医に巡り
合うことのできた素晴らしい経験でした。意外かもしれませんが、今でも一番ためになったと思ってい
るのは呼吸器内科です。直接指導してくださった田崎厳先生には厳しく育てていただきましたが、とて
も楽しく充実した２か月でした。自分の目指す呼吸器外科学というのが、外科学の中でも呼吸器学の中
でもいかに小さな領域（奥は深いのですよ、念のため）であるかを知ることができたのはとても有益な
ことでした。
その後、一片肺換気用気管内チューブ（ユニベントチューブ ®）を開発し粛々と臨床を行っていく

ことの重要性を教えてくれた井上宏司名誉教授、そのユニベントを駆使して神業のような胸腔鏡手術を
繰り広げる岩﨑正之教授を最強コンビと信じ、この教室の将来は明るいものと確信し少数精鋭の中に飛
び込ませていただきました。現在は25名の仲間で切磋琢磨しており、誰一人として欠かすことのできな
いメンバーです。それぞれの教室員とも思い出があるのですが、文字数制限を星医会事務局の小島智子
さん（前当科教授秘書）に言われているので割愛させていただきます。
分不相応であったにも関わらず、期待込みで昇格をお許しいただいたと自覚しております。これを契
機に教育・研究・臨床において真摯に取り組むことで東海大学や呼吸器外科学に貢献していく所存です。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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准教授に昇格して
救命救急学　守田 誠司（19期生）

このたび、猪口貞樹教授のご推挙により外科学系救命救急医学科准教授に昇格させていただきました。
准教授＝雲の上の先生というイメージしかなく、実際に自分が准教授に昇格することとなり、多大な重
責を感じております。今後も母校のために努力を惜しまず邁進いたしますので、多くのご指導・ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。
ところで、本年５月に星医会より１通の封書が届きました。内容は「星医会会報」への原稿依頼であ

りました。テーマは「准教授に昇格して」というもので、その依頼文の文言に「…、そしてユーモア
にあふれた原稿をいただけるものと確信しております。」とありました。何度も依頼文を読みましたが、
読めば読むほど文意が理解できなくなりました。というのも「ユーモアにあふれた…」とは、そのまま
の意味でとらえるべきなのか、それとも、お前も准教授になったのだから、依頼文は社交辞令的なもの
であり、実際には大人として、准教授として、しっかり真摯な文章を書け！ という意味なのか。これ
は試されているのか、罠なのか…。准教授に昇格し、今回が初の重責となりました。
さて、私は神奈川県内鎌倉学園高等学校を卒業し、1993年に東海大学医学部に進学いたしました。神

奈川県から出ることなく生活をしてまいりました。入学した93年は、横浜にランドマークタワーがオー
プンし、更なる華々しい近代化が進むと思いきや、バブルが崩壊し、オウムサリン事件や神戸淡路大震
災など社会的に不安定な時期に大学時代を過ごしました。一方で自分は学生時代に何をしていたのか振
り返るとサーフィン以外出てこないほど、毎日のようにサーフィン三昧でありました。無意味な学生時
代に思われるかもしれませんが、この時期に一緒にサーフィンをしていた後輩の多くが当科に入局し、
現在はスタッフとして一緒に働いております。
私が入局した年に、猪口先生が教授に就任され、新体制の１期生として入局をいたしました。当時

は救急を専門にしているスタッフは少なく、多くは他科より出向していた先生方や他の専門分野修得
後の先生方でありました。当時、正直に言えば、自分が何をすればよいのか、どうなるのかという不安
でいっぱいでした。しかし、他科の先生方のご厚意により、入局後にさまざまな科で研修をさせていた
だきました。放射線科では、岩田美郎先生、斉藤拓郎先生、飯野美佐子先生などに血管造影のご指導を
いただきました。また消化器外科では、添田仁一先生、石過孝文先生、石津和洋先生、長谷川小百合先
生、伊東英輔先生に外科の基本をご指導いただきました。これらの経験により、自分の進むべき道が開
けたと考えており、今でも非常に感謝をしております。これからは後輩のために、自分が教わったすべ
てを教育し、母校のためになればと思っております。それほどユーモアにあふれた文章ではありません
が、以上で「准教授に昇格して」を終わらせていただきます。
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星医会理事　五月女 昇（15期生）

今年も３月９日（３月の第２日曜日）正午より、新宿・京王プラザホテル本館４階「扇」におきまし
て恒例の第34回星医会総会が開催されました。全国より138名（正会員103名、学生会員14名、その他
21名）の皆様のご参加を頂き、盛会に開催できましたことを御礼申し上げます。
白石光一副会長（５期生）の司会により谷亀光則副会長（４期生）の開会の辞、東海大学校歌を全員
で斉唱し、金渕一雄会長（２期生）より挨拶と事業報告が行われました。続いてご来賓の髙野二郎東海
大学学長、今井裕医学部長、幕内博康医学部付属病院本部長より御挨拶を頂き、猪口貞樹付属病院長の
乾杯の音頭により開宴となりました。
後半は各種表彰が執り行われ、第20回星医会賞には29期生で整形外科臨床助手の横山勝也先生が、星
医会奨励賞には26期生で腎代謝内科大学院生の田中寿絵先生がそれぞれ受賞されました。
また、本年３月にて基礎医学系分子生命科学の平山令明教授、内科学系呼吸器内科学の阿部直教授、

外科学系消化器外科学の近藤泰理教授、３名の先生方が御退任となられました。
　医学部学生会員の課外活動奨励賞表彰では、
　柔道部（男子）：第47回全日本医科学生体育大会王座決定戦優勝
　剣道部（女子）：第18回関東医科系大学女子剣道大会優勝
　バスケットボール部（男子）：関東医科大学バスケットボール秋大会優勝
　弓道部：第32回関東医学部予科学生弓道大会準優勝
　バレーボール部：秋季関東医科リーグバレーボール大会準優勝
の今年は５団体が表彰されました。

第34回星医会総会報告
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佐々木正五先生（元医学部長）は病気療養の為、ご出席叶わなかったことは残念でしたが、突然宴酣
の中、松崎松平先生（消化器内科名誉教授・前八王子病院長）によります、故中野昭一名誉教授への追
悼のチェロの即興演奏に会場は拍手喝采でした。
開始から早２時間が過ぎ、大谷泰雄副会長（２期生）の閉会の辞により、今年も恙無く総会は中締め

となりました。来年は５期生、15期生（私も）、25期生、35期生、そして新卒の36期生が招待正会員と
なります。また学生会員は毎年無料招待ですので、３月の第２日曜日（2015年３月８日）正午に是非ご
参集下さい。
実は前日に同期会（1.2.3期生合同、４期、５期、６期、10期）も同じホテルで開催されていますし、
今年は１期生４名、２期生９名、３期生12名、４期生17名、５期生６名、６期生４名、７期生10名、
８期生６名、９期生６名、10期生４名、11期生２名、12期生１名、14期生２名、15期生２名、20期生
１名、23期生１名、24期生10名、29期生２名、35期生４名の皆さんにご参加頂きました。ありがとうご
ざいました。
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星医会副会長　池田 正見（２期生）

2013年３月９日、第16回支部長連絡協議会を開催いたしま
した。現在36支部会中24の支部会より出席していただきま
した。
2013年度に星医会本部に報告された支部会活動は15支部で
ありました。報告されない活動もあったようです。形式にこ
だわらずに、ただの飲み会でも結構です、各地区において活
躍する同窓と語り合う時間を作っていただきたく思います。

今回も支部長連絡協議会において各支部より報告をいただきました。新たに山口支部からも出席して
いただきました。合同開催の所もあり24支部で何らかの会を行っているようです。開催している支部は
この連絡協議会にも出席してくれます。支部会の開催をしていない支部におかれましても是非支部会を
開催していただきます事はもとより、支部長、事務局長は連絡協議会にも参加し近隣の支部との合同開
催等の弾みにしていただきたく思います。
私立医科大学の同窓会活動の中には全国私立医科大学同窓会連絡会があります。これは毎年11月に全
国私立医科大学の同窓会の役員が一堂に会します。またこの会は東部会（東日本）、西部会（西日本）
がありそれぞれ年１回の会合があります。また神奈川県では東海大、北里大、聖マリアンナ医大の３校
で「医意会」という同窓会の連絡会があります。
2013年度は全国会を西部会が担当し、星医会と歴史が同じの近畿大学が主管となり大阪で行われました。

近海マグロをはじめ素晴らしいオモテナシで全国からの人を魅了いたしました。会議では研修医の母校へ
の定着問題等の講演、アンケート結果等の報告がありました。
ホームカミングデイや同窓会の関与が重要との話もありました。
各支部会におかれましても研修医の把握と支部会への勧誘

なども大事と思われます。
星医会としましても研修医の情報を発信できるよう努めた

いと思います。

出席支部 

北海道支部（吉田貴彦・伊藤宇一）
北東北支部（金子　雅）
秋田支部（木村　衛）
宮城支部（志田　彰・萱場　潤）
福島支部（坂本浩保）
千葉支部（椎名泰文・田中　彰）
東京城東支部（菅野公司）
湘南支部（西村和博・蓑手善哉）

県央支部（岡本裕一）
山梨支部（橘田　豊）
新潟支部（笠原　紳）
岐阜支部（河合憲司）
静岡支部（小林俊雄）
愛知支部（高浜信也）
大阪支部（奥井克治・明石裕光）
三重支部（中本節夫）

広島支部（福原一作）
山口支部（藤原敬且） 
四国支部（真鍋上二）
長崎支部（松村暢之）
熊本支部（日高康博・前田篤志）
宮崎支部（萩原　忍）
大分支部（森　哲）
鹿児島支部（徳永雅仁）

欠席支部 

茨城支部
栃木支部
群馬支部
埼玉支部

横浜川崎支部
長野支部
北陸支部
京滋支部

兵庫・岡山支部
奈良・和歌山支部
福岡・佐賀支部
沖縄支部

第16回星医会支部長連絡協議会報告
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第20回星医会賞報告

星医会賞担当理事　今岡 千栄美（３期生）

本年３月９日、星医会総会において星医会賞の表彰が行われました。
今回、受賞の栄誉を勝ち取られたのは 横山勝也君（29期生）です。論文表題は、

C-Fos Regulation by the MAPK and PKC Pathways in Intervertebral Disc Cellsです。
そして、星医会賞奨励賞には 田中寿絵さん（26期生）が選ばれました。おめでと
うございます。
残念ながら受賞には至りませんでしたが、今回ご応募いただきました先生方、ご尽
力、ご協力いただいた皆様方に心より御礼申し上げます。
今号に横山先生、田中先生の受賞論文要旨を掲載しておりますのでぜひご精読くだ
さい。

今年も既に、このお二人の先生に続く卒後10年以内の若手研究者諸氏の成果を募集
受付しております。高質の研究成果で賑わう星医会賞を期待しております。

2014 年３月９日 星医会総会での表彰式。
左／横山勝也君　右／田中寿絵さんは留学中の為、父上が代理で受賞しました。 
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星医会賞

椎間板細胞における 
MAPK、PKCシグナルによる c-fos の発現調節

整形外科学　横山 勝也（29期生）

目的
本研究の目的は、椎間板細胞における AP-１シグナルの重要な構成
要素である c-fosについて発現調節メカニズムを解析することである。

方法
実験は11週齢の Sprague Dawley-Ratから採取した椎間板細胞 （n=64） を用いて行った｡ 実験１： PKC

活性化剤である Phorbol 12-myristate 13-acetater （PMA） を用いて AP-１の転写活性を評価した。実験２： 

PMA添加後の c-fos/c-junの転写活性や蛋白発現について解析した。実験３： c-fosの椎間板中の発現に
ついて解析した。実験４： c-fosによる Extracellular Matrix （ECM） 代謝への影響を検討した｡ 実験５： 

PMA添加後のMAPKアイソフォームの発現解析を行い、その後にMAPK inhibitorをそれぞれ用い c-fos

の転写活性を評価した｡ 実験６： PKCアイソフォーム（PKC-γ、PKC-δ）による c-fosの遺伝子・蛋
白発現について解析した｡

結果
実験１： PMA添加により AP-１の転写活性は上昇を認めた。実験２： PMA添加後、c-fosの転写活

性は上昇を認めたが、c-junは変化なかった。この結果は蛋白解析でも同様であった。実験３： c-fosの
遺伝子・蛋白発現は線維輪よりも髄核に多く発現していた。実験４： c-fos刺激後の ECM （Aggrecan、
type２ collagen）の転写活性を評価すると、それぞれ抑制された｡ この結果は遺伝子・蛋白解析でも同
様であった｡  実験５： PMA添加によりMAPKアイソフォームの遺伝子や蛋白発現の上昇が確認された。
次にMAPK inhibitorをそれぞれ用い PMA添加後の c-fosの転写活性を評価したところ、PMA添加後
の c-fosの転写活性の上昇は､ PD98059（ERK１/２ inhibitor）のみ抑制した。実験６： PMA添加によ
り PKC-γ、PKC-δの遺伝子発現が上昇した。そこでそれぞれの expression plasmidsを用い c-fosの転
写活性を評価すると、c-fosの転写活性は抑制された｡

考察
本研究から、PMA添加により c-fosの発現は上昇する事が示唆された。そこで、c-fosの上流シグナ

ルを解析すると、PMA添加によりMAPK、PKCアイソフォームの発現は上昇した。このうち PMA添
加による c-fosの転写活性の上昇は PD98059のみ抑制した事から、MAPKアイソフォームのうち ERK

１/２が関与している事が考えられた。さらに PKC-γ、PKC-δは PMA添加による c-fosの発現上昇
には関与しなかった。また c-fos刺激後の ECM代謝を解析すると、c-fosが椎間板の ECM代謝を抑
制した結果から椎間板変性に関わる target因子の一つである可能性が示唆され、この上流シグナルの
ERKをブロックする事は c-fosの発現抑制に繋がり椎間板変性過程における新規標的因子となりうる可
能性が考えられた。

結論
今回の結果から、c-fosは椎間板変性の重要な因子となっている可能性が示唆された。今後、椎間板
変性に関わる c-fosの発現を制御することは、椎間板変性における新たな診断法や治療薬に繋がる可能
性が考えられた。
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星医会賞奨励賞

パラクレジル硫酸のマウス骨芽細胞に 
及ぼす影響とその作用機序の検討

スタンフォード大学腎臓内科　田中 寿絵 （26期生）

背景
慢性腎臓病（CKD）では、種々の骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）が出現する。以前我々は、

CKD患者で蓄積する尿毒症毒素（UTx）の一つであるインドキシル硫酸（IS）が、骨の副甲状腺ホル
モン（PTH）に対する反応を低下させ、低回転骨の発症に寄与することを報告した。パラクレジル硫酸
（PCS）は、測定法の改良により近年認識された UTxで、CKD-MBDに及ぼす影響については未だ明ら
かではない。そこで今回我々は、マウス骨芽細胞を用い、PCSが骨芽細胞に及ぼす影響およびその細
胞内での作用機序について検討を行った。

方法と結果
マウス新生仔頭頂骨より単離した初代培養骨芽細胞を用いて、血液透析患者の血清 PCS濃度とされ
る0.2～0.3mMを参考に、PCSもしくは ISを0.05～0.5mMの濃度で添加した。PCSは0.125mM以上
の添加で、PTH添加後骨芽細胞の cAMP上昇と PTH受容体 mRNAの発現を、濃度依存性に抑制した。
BrdU-ELISAを用いた細胞増殖の検討では、0.125mM以上の PCS添加で骨芽細胞増殖は抑制され、ま
たMTTアッセイにおいても、PCSは同濃度以上の添加で細胞のバイアビリティー低下を示した。細胞
アポトーシスの検討では、PCSは0.125mM以上で DNA fragmentationを増加させ骨芽細胞のアポトー
シスを誘導した。一方 ISを添加した骨芽細胞では、0.5mMの添加で骨芽細胞増殖の抑制とバイアビリ
ティーの低下、アポトーシスを認めた。
次に PCSの細胞内での作用機序について、細胞内活性酸素（ROS）の測定を行い、酸化ストレスの

関与を検討した。ISは0.05mMから ROSを増加させ酸化ストレスを誘導したのに対し、PCSは0.25mM

以上の濃度で有意な ROSの上昇を認めた。抗酸化物質である N-アセチルシステイン（NAC）を投
与すると、NACを投与しなかったものに比べ、PCS0.25mM以上の添加における骨芽細胞への作用は
改善を認めたが、0.125mMPCSを添加した骨芽細胞では変化は見られなかった。そこで低濃度 PCS

（0.125mM）における骨芽細胞障害の機序について、重要な細胞内シグナル伝達経路であるMAPK経路
をウエスタンブロット法により解析した。0.125mMの PCSを添加した骨芽細胞では、MAPK経路のう
ちアポトーシスを誘導する JNKおよび p38経路の有意なリン酸化を認めこれらの活性化を示した。さ
らに JNKもしくは p38経路の阻害物質を投与すると、0.125mMPCS添加で認めた骨芽細胞障害はすべ
て改善傾向を示した。

結論
PCSは、IS同様 CKD-MBDにおける骨病変の発症に重要な役割を果たしている可能性が示唆された。

PCSは、酸化ストレスの誘導に加え JNKおよび p38MAPK経路の活性化により、ISとは異なる機序で
骨芽細胞障害を示すことが明らかとなった。
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第21回星医会賞募集

●応募方法（申請用紙は下）

　１．自薦・他薦は問わない
　２．英語あるいは日本語による学術論文とし、本会会員が筆頭著者であるもの
　３．資格は本会入会後10年以内の者とする（本年の場合は、26期生以降）
　４．締切は毎年11月30日（前年12月１日から当年11月30日までに掲載された学術論文（ひとり１論文）
　５．別刷またはコピーを５部を申請用紙と共に提出する

●問合せ及び応募書類送付先

　〒259 1143　神奈川県伊勢原市下糟屋143　東海大学星医会事務局
　TEL：0463 93 1121（内線4104）　FAX：0463 91 5913

第21回星医会賞申請用紙

別刷（コピー可）も５部提出して下さい。

フ リ ガ ナ
氏　　名 第　　　期生

現　　職
（勤務先所属）  連絡先 TEL：

 e-mail：

受賞候補業績

題　　　名

掲　載　誌
巻、　　号、Ｐ　　～Ｐ　　　, 　　　　年　　

著　　　者
（共著も含む）
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ダンディーな中野先生はいつまでも我 と々共に
東海大学同窓会副会長　松前 光紀（３期生）

本学名誉教授中野昭一先生は、平成26年３月７日母校である慈恵医大
病院で安らかな最期を迎えられた。中野先生は長く日本橋久松町に住まわ
れた。とういうことで、中野先生はチャキチャキの江戸っ子でした。中野
先生の授業を聴いた多くの卒業生は、江戸っ子独特の早口で進められる
生理学の講義を覚えているであろう。同時にスリーピース スーツをかっこ
良く着こなし、ポッケトに手を入れお話をされる姿も思い出す。私の第一

印象は「ダンディーな先生」であった。そのダンディーな先生は、私の懇話会担当であった。古い卒業生は、
今の学生のように難関を突破し洗練された集団ではなく、標準偏差が大きくバラエティーに富む集団であった
（みなさん 誤解であれば申し訳ない）。中野先生も懇話会の学生を臨床系教員に引き継ぐまで、生理学者の立
場をしばし離れ、十分教育者として我々とともに過ごした時間を楽しんでいただけたと思う？ 私が所属した懇
話会は、休み時間になるとなんとなく中野研究室のカンファレンスルームに足を運ぶ習慣があった。研究室に
はいつも学生たちと研究室のメンバーによる楽しい会話が響き、しばらくすると奥の教授室から中野先生が来
られ「みんなどう」とその輪に加わった。理想の懇話会であった。
中野先生は時々「私は前から東海大学に居るから」とお話をされていた。先生は東海大学医学部が設立さ
れる７年前から、東海大学体育学部で運動生理を教授されていた。佐々木先生や笹本先生よりも前から東海
大学に居られたので、東海大学のDNAを医学部で活かす方法を常に模索されておりました。体育学部では
大学院を設立され、やがて医学部でも大学院設立の中心メンバーとして活躍された。いまそのDNAを受け継
ぐ多くの卒業生が、研究・臨床・教育を実践しております。
中野先生は、体育・体力医学の分野で高名な先生です。知らない人はいないと思います。それは中野先生
が執筆された多くの教科書を、学生が最初に手に取るからです。昔からのベストセラー「図解生理学」はそ
の代表でしょう。初版は1981年に発刊され、図と文章を巧妙に配置した構成はわかりやすく、多くの学生が生
理学への理解を深めました。今臨床医学の分野でも似たようなコンセプトでいろいろな教科書が登場してい
るが、中野先生の先駆性は特筆すべき業績です。
中野先生の体育学会と医学会における業績は高く評価され、瑞宝中綬章を叙勲された。叙勲後、教え子が集

まり様々なお祝いの会が開催された。写真はあるお祝いの会で、会場の端にいた私を壇上から中野先生が手招
きし、「松前　一緒に写真を撮ろう」とお声がけいただいた時のショットである。会を終えるにあたり感謝の言葉
を述べられた中野先生は、「ひょっとすると　次に皆に会うときは　僕に何かあった時かな」と挨拶された。暫ら
くして体調を崩されたとお聞きしたが、ご家族が皆の面会を控えていただきたいと
述べているのでと、次にお会いした時は先生のお言葉通りとなってしまった。しか
しダンディーな中野先生のお姿はいつまでも私の心に残ることとなった。
平成26年３月10日、突然の訃報に接した私は外来を中断し、平服で大変失礼し

ましたが告別式に駆けつけた。佐藤 修名誉教授（脳神経外科）、高倉 巌（小児
科）名誉教授と共に出棺される中野先生をお見送りした。
中野昭一先生、天国でもかっこよくダンディーにお過ごしください。心温まるご
指導に卒業生は心から感謝しております。

訃報
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第14回東海大学ホームカミングデ―は今年も開催

 ホームカミングデー実行委員 

 星医会副会長　白石 光一（５期生）

第14回ホームカミングデー開催のお知らせ

日　時：2014年11月3日　月曜日祝日　10時から16時
会　場：東海大学湘南キャンパス　体育館、コムスクエア
趣　旨：同窓会員同士の親睦と母校への理解を深め、帰属意識を高める。
目標参加者数：10,000人
企　画：
学部デモンストレーション　 東海大学全学部参加による学部紹介 

参加型の楽しめる展示が多数あります。知らない学部がたくさんあります。
懇親会パーティー　体育館での大懇親会です。規模の大きさに圧倒されます。
お祭り広場　お子さん連れにとても人気です。
キャンパス散歩　 湘南キャンパスの普段あまり足を踏み入れないところや見られないところに連れて

行ってもらえます。
抽選会　海外旅行など目玉商品も含めた抽選があります。

医学部企画：酸化型 ?参加型の企画を考えています。何か面白いことは
血糖チェック　自分の血糖当てクイズ
肺年齢チェック　COPDはないかな
血管年令チェック　
脳年齢チェック
骨年齢チェック
サルコペニアチェック
救急蘇生体験　AED体験　　などなどできたらいいな

毎年、この会報を通してホームカミングデ―のアナウンスをしてきましたが効果不良で参加者は増えま
せん。がん治療なら SDですからある意味効果ありとなりますが。ぐちはともかく当日は医学部デモン
ストレーション責任者　秋山克徳先生（7期生）が中心に医学部を紹介してまいります。湘南校舎への
坂道を是非に上りに来てください。お待ちしております。
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第108回医師国家試験のご報告
 国家試験対策委員長

血液腫瘍内科学　川田 浩志（10期生）

東海大学医学部医師国家試験対策委員長をつとめさせていただいております内科学系血液腫瘍内科の
川田浩志です。星医会会員の皆様におかれましては、平素は学生教育にご協力賜り、まことにありがと
うございます。本誌面をお借りして、篤く御礼申し上げます。
さて、平成26年２月８日から10日の３日間にかけて実施されました第108回医師国家試験についてご
報告させていただきます。
まず、合格率についてです。今年は、新卒は93人／102人（91.2％）、既卒は９人／12人（75.0％）で、

新卒と既卒をあわせた総計は102人／114人（89.5％）でした（cf. 全国 : 新卒7275／7749 （93.9%）、既卒
545／883 （61.7%）、総計7820／8632 （90.6％））。なお、しばしば大学別の国試合格順位というものが取
り沙汰されることがあり、それに照らし合わせますと、今年の東海大学医学部は、総計で全国80の医学
部・医科大学中で57位ということになります。しかし、全国平均近くの多くの大学間には、それほど重
大な差はなく、たとえば東海大学医学部の場合ですと、仮にあと１人多く合格していればほぼ全国平均
の90.4％（46位）となるくらい僅差です。また、近年では以前のように国・公立系が上位を占め、新設
私立が下位に並ぶという傾向も少なくなってきており、入学時に偏差値の高い旧帝大系医学部も、近年
のレベルアップしてきている新しい国試の動向への対応が求められているようです（国試合格率（総
計）：岡山大学 90.3%、東京大学 90.2%, 京都大学 90.2%、名古屋大学 89.8%、大阪大学 89.3%、九州大学 

88.0%）。東海大学医学部におきましては、現在の卒業試験システムを導入させていただいてから、既卒
受験者の人数は有意に減っており、ここ５年以内に東海大学医学部を卒業したものの国試に不合格（い
わゆる国試浪人）となった方々は、昨年の卒業生を含め、全員合格を果たしておりますので、惜しくも
今年の国試の合格基準に一歩届かず、不合格となり国試浪人となった新卒の方々も、必ずや来年には合
格してくれると思っております。
次に、国家試験の出題傾向についてです。今年の第108回国試は、一般問題、臨床実地問題の難易度

が、おそらくここ10年間でもっとも高かったと思います。もっとも、このため今年の国試の合否ライン
は、一般問題、臨床実地問題ともに下がっております。必修は合格基準が80％に固定されていること
もあり、難易度に大きな変化はありませんでした（参考―108回の合格ライン：一般問題130点以上／
199点（65.3％）；107回より4.2％低下、臨床実地問題397点以上／600点（66.2％）；107回より5.3％低下、
必修問題　160点以上／200点（80.0％）、禁忌肢問題選択数　３問以下）。
出題科目としましては、外科と救急の出題数増加がとくに目立ちました。いわゆるマイナー科目は、

全体的に出題数は若干減りましたが、難易度はアップしました。出題傾向としましては、画像問題数が
さらに増加したことが大きな点です。昨年の国試でも画像数の増加が目立ちましたが、今年はさらに増
加しました（国試500問中画像問題140題、画像点数245）。たとえば、１つの問題に３つの画像のついて
いる問題も散見され、また、はじめて出題された検査画像も目立ちました。
近年の国試の動向を見る限り、医学生のさらなるレベルアップが求められていると考えます。来年の

国試が、急に易しくなることは考え難く、いっそう幅広く深い知識が求められると思われます。クリク
ラなどの機会に、学生により多くの診察・治療機器や検査画像などを学習させる必要性が高まっており

第108回医師国家試験結果報告



24　　星医会　第51号

ます。学生には、実践的な臨床知識を幅広く吸収していくようご指導お願い申し上げます。模試なども、
その良い機会なのですが、東海大学医学部の学生は、実質的な評価（合否）に影響しないものに対して
真剣に取り組む姿勢がやや欠けている者が正直多いです。しかし、予備校からの情報もやはり重要で、
模試や直前講習の内容に類似した問題が、今回の国試に数多く出題されておりますので、このあたりも
ご指導いただければ幸いです。
今年も６年生の国家試験突破に向かって全力で指導にあたらせて頂きますが、まず国家試験突破の前
に卒業試験を突破しなければなりません。東海大学医学部の卒業試験成績は、国家試験結果とよく相
関しております（模試以上の相関です）ので、学生には卒業試験をできるだけ高得点で合格するよう
促しております。ちなみに、2013年度の卒業試験（本試験）の平均得点率は79.3％で、平均以上をとっ
て卒業した者の国試合格率は、100％でした。卒試本試験を75％以上とって卒業した者の国試合格率は、
98.8 %（１人不合格）でした。
卒業試験は、従来の７月から開始する Part１、２に加えまして、昨年度から Par ０（ゼロ）という

試験を新たに実施しております。これは春休み直後に行うもので、国家試験合格のハードルが年々高く
なってきていることを考慮し、より早期から学生に勉強のエンジンをかけてもらうことが目的です。な
お、卒業試験の合格基準は、今年度も総計70％以上（再試も70％以上）と、すでに医学部において決定
しております。これは、学生にも告知して承認されておりますので、星医会会員の皆さまにおかれまし
てもご承知下さいます様よろしくお願い申し上げます。
医師国家試験対策委員長という重責を2010年度（第105回国試）より拝命し、はや５年目となりま
した。今年も星医会ならびに会員の皆様、そして国試運営部会委員や各科の国試対策委員をはじめと
する多くの先生方のお力をお借りしつつ、全力で学生を支えて参りたいと存じますので、引き続きご協
力賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

◇第108回医師国家試験結果
本学卒業生

受験者数 合格者数 合格率
新　卒 102  93 91.2%
既　卒  12   9 75.0%
合　計 114 102 89.5%

全国平均
新卒合格率 既卒合格率 総合格率

国立大学平均 94.8% 59.8% 91.5%
公立大学平均 97.1% 65.8% 95.5%
私立大学平均 92.5% 67.0% 89.7%
総計平均 93.9% 61.7% 90.6%

◇回数別合格状況（本学・全国）
回（年度） 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 全国合格率

第103回（2008） 107  88 76.6% 8,535 7,737 90.6%
第104回（2009） 130  82 76.6% 8,428 7,668 91.0%
第105回（2010） 131 117 89.3% 8,447 7,538 89.2%
第106回（2011） 106  91 85.8% 8,521 7,688 90.2%
第107回（2012） 129 117 90.7% 8,569 7,696 89.8%



星医会　第51号　　25

「第８回星医会九州支部総会、宮崎・大分合同開催 in 別府」報告
星医会大分支部長　森　　哲（７期生）
星医会宮崎支部長　萩原　忍（４期生）

第１回の星医会九州支部総会は南阿蘇の温泉で熊本支部が開催し、今回は８回目を迎えました。今回
は宮崎支部と大分支部の合同開催となりました。
特別ゲストに灰田宗孝先生（３期生）をお迎えし、『認知症とはどんな病気』というタイトルで御講

演いただきました。とても分かりやすく、明日からの臨床にとても役に立つお話でした。先生の著書、
「認知症」とはどんな病気？ －「認知症」の正しい理解のために－東海大学出版社 を参加者全員に
プレゼントしてくださいました。

参加者は御家族を含めて29人。遠くは新潟から五十嵐昌則先生（４期生）、神奈川から金渕一雄会長
（２期生）、里　悌子先生（３期生）、櫻井与志彦先生（３期生）、長田成彦先生（13期生）、大阪から
奥井克治先生（２期生）、桂木啓和先生（15期生）が来てくださいました。
そのあとに集合写真を撮り、金渕会長の乾杯を合図に宴会が始まりました。
「おんせん県おおいた」を代表する別府鉄輪温泉で日ごろの疲れを取って頂き、大分の食材を使った
海の幸・山の幸を食べながら、昔話に花を咲かせました。
金渕会長からは大学の近況、各支部のお話などを、パワーポイントを使って詳しくご報告いただきま

した。
一次会の最後は、次回開催予定の福岡支部の諌山先生に一本締めをしていただきました。
二次会はホテルのバーを貸切り、飲み足りない人、しゃべり足りない人（ほとんど全員参加）が集ま

り、夜が更けるのも忘れ大変盛り上がりました。
次の日は別府の「地獄めぐり」組（萩原先生担当）とゴルフ組（森担当）に分かれて、楽しんでいた

だきました。
天気は朝から雨。予報では昼頃まで続くとのことでしたので大変心配いたしました。ところが８時に

支部便り

灰田宗孝先生の御講演
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は雨が上がり、時折晴れ間も見える絶好のゴルフおよび観光日和になりました。これも参加して頂いた
先生方の日頃の行いの良さのお蔭と大変感謝感激いたしました。
ゴルフは別府ゴルフ倶楽部という山の上のコースで行ったのですが、ゴルフをしているときは最高の
ゴルフ日和で、終わって帰るときは嵐、10m先が霧で見えないような状態でした。同窓の先生と一緒
にゴルフをするのは初めてでしたが、同窓会ゴルフがこんなに楽しいものだということを実感しました。
とても楽しく、すばらしい、忘れられない二日間でした。
ご協力をいただきました、すべての方々、参加いただきました皆様に、心から感謝申し上げます。
またぜひ大分にお越しください。
ありがとうございました。

北海道支部からのお便り
北海道支部長　加賀 基知三（６期）

星医会北海道支部長が、長年尽力いただきました吉田貴彦先生（４期）から、わたくし加賀基知三
（６期）に交代いたしました。伊藤宇一先生（９期、事務局長）とともにさらに盛り上げてまいります
ので、よろしくお願い申し上げます。東海大学在学中は故沖野遥先生を囲んでの「北海道人会」として
お付き合いが始まり、場所を変え星医会北海道支部会として続いています。私も含め多くは北海道を故
郷とする方々ですが、中には北海道を愛しわざわざ来られた方もあります。札幌―旭川間は、意外と近
く特急で約１時間30分です。ところが函館は３時間半、浦河は４時間超、オホーツク地区、道東などは
飛行機の移動となることもあります。別海町の鈴木英雄先生（４期）はどのように来られるかネットで
検索しましたら「もより駅がありません」と表示されました !大雪で来られない場合や逆に帰れない場
合もありました。そのような厳しい自然環境の中でも同窓生や同級生が集まると安堵感がありいつもこ
の会を楽しみにしています。
北海道支部総会となる「冬の会」は東海大学同窓会北海道ブロック総会の二次会として同日開催され
ます。同窓会は東海大学全学部ですのでかなりの参加人数となり、その中で１テーブルを医学部が確保

集合写真
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します。2014年も２月22日に行われました。ソチオリンピック直後のこともあり、東海大学第四高等学
校出身の葛西紀明選手の活躍が報告され盛り上がりました。ご来賓としてお迎えした金渕一雄先生と春
木康男先生からは懐かしい伊勢原の様子や他の支部会のお話などを紹介していただきました。二次会の
あとはすすきのでラーメンを食べて帰りますが、真冬の札幌ですので肩を寄り添って移動します。必ず
誰か滑って転倒します。（いつも金渕先生の気もしますが…）
夏の会は不定期開催ですが、現在企画中です。ご来賓によっては旭山動物園への訪問をご希望されま

すので、旭川開催もあります。北海道は各地に名所がありますので、秋は温泉場などでの地域開催もい
いですね。スキー場は年配者にはちょっと辛いか ?また学会などで来道された方があればそれに合わせ
開催するのもよいと思います。ご連絡をいただきましたら召集いたします。
2014年冬の会参加者：金渕一雄、海老原明典、小笠原俊夫、吉田貴彦、金 竜一、常見恵子、常見幸司、
加賀基知三、伊藤宇一、中川 麗、中木良彦、稲川 信（二次会より）、（敬称略）
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　2013年度学会助成金報告

 ◇2013年度学会助成報告
所属 会　長 会　名 会　期
心外 上田　敏彦 第162回日本胸部外科学会関東甲信越地方会 2013年 ６月 １日
口外 坂本　春生 第22回日本口腔感染症学会総会・学術大会 2013年11月16日～17日
呼内 桑平　一郎 第53回呼吸器機能講習会 2013年 ８月28日～30日
泌尿器 宮北　英司 第75回神奈川県感染症医学会 2014年 ３月15日
小外 上野　　滋 第28回日本小児救急医学会 2014年 ６月 ６日～ ７日
泌尿科 宮北　英司 第23回日本小児泌尿器科学会 2014年 ７月 ９日～11日
神内 永山　正雄 第36回日本 POS医療学会 2014年 ６月28日～29日
神内 永山　正雄 第28回日本神経救急学会 2014年 ７月11日～12日
神内 永山　正雄 第４回神経蘇生シンポジウム 2014年 ７月12日
泌尿器 宮北　英司 第23回日本小児泌尿器科学会 2014年 ７月 ９日～11日

第162回胸部外科学会関東甲信越地方会会長を務めて

心臓血管外科　上田 敏彦（特別会員）

日本胸部外科学会の地方会は地区ごとに開催頻度や方針が異なりますが、東海大学の所属する関東甲
信越地方会は年に３回開催されます。今回私は第162回の会長を仰せつかり、平成25年６月１日都市セン
ターホールで開催の運びとなりました。従来から胸部外科学会は心臓・肺・食道の３本柱から構成され
ていますが、呼吸器外科の岩崎正之教授と消化器外科の小澤壮治教授のご協力を得て、バランス良く
円滑に会を運営することができました。発表内容は心臓が86演題（うち学生発表８）、呼吸器が37演題
（同２）、食道が７演題で、学生の発表が少しずつ増えています。また、心臓で神戸大学教授大北裕先生、
呼吸器で京都大学教授伊達洋至先生の大変有益なご講演を頂きました。盛況のうちに会を運営できたの
は、一重にご協力頂いた星医会の皆様のおかげであり、ここに感謝の意を表しさせて頂きます。有難う
ございました。

第54回臨床呼吸機能講習会の会長を担当させて頂くにあたって

呼吸器内科　桑平 一郎（１期生）

この度、2014年８月、日本呼吸器学会主催の第54回臨床呼吸機能講習会を東京で開催させて頂くこと
になりました。本講習会は昭和36年に臨床肺機能講習会として笹本浩会長（慶応大学、東海大学）の下
に第１回が開催されて以来、50年以上にわたり日本の呼吸器病学の向上と発展に寄与してきた伝統ある
会であります。私がお世話になりました山林　一先生、太田保世先生も会長を担当されましたので、東
海大学としては私が４人目の会長となります。大変に光栄であると同時に、歴史の重みと大きな責任を
感じます。 

本講習会が日本呼吸器学会専門医の取得に必須化されたことから、最近では比較的若い年代の呼吸器
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内科医、呼吸器外科医を対象にする講習会との位置付けになりました。しかし、これまでの伝統に則り、
呼吸器病学をさらに学びたい先生方にも広くご参加頂けるようプログラムを充実させております。本講
習会には基礎コース、応用コース、呼吸管理指導者育成コースの３つがあり、合計約600名の医師が
３日間朝から晩まで勉強致します。各コースに特色がありますが、講義のみではなく症例検討や実習も
組まれており、明日からの診療にすぐに役立つ内容となっています。分子レベルの研究が盛んに行われ
る昨今ですが、呼吸の病態生理を理解できなければ、ひとり一人の患者さんに十分な治療を施すことは
出来ません。その意味から、本講習会は臨床医学を学んでいく上で基本となるでしょう。本講習会を
通じ、受講生には呼吸器病学の真髄に触れて頂ければと考えています。
最後になりますが、星医会より学会助成金を頂くことが出来ました。心から感謝申し上げます。また

この場をお借りして、事務局としての業務に携わってくれている海老原明典先生（20期）、永井明日香
先生（24期）に謝意を表します。
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　会員からのお便り

東海大学付属病院健診センターの近況報告

基盤診療学系健康管理学准教授・健診センター長

　椎名　豊（３期生）

東海大学付属病院健診センターは、昭和50年６月に病院併設型健診センターとして開業し来年40周年
の節目を迎えます。開業当初は週三日、１日７名定員でスタートしましたが現在は年間１万5000名の受
診があります。その内の90%がリピーターですから当健診センターの健診業務は年１回の外来診療であ
ると云えます。健診は安全かつ正確に検査を行い、その結果を確実に受診者に伝え健康増進を指導する
ことが重要です。検査・専門診察は、大学病院の検査部門・各診療科の協力を得て行っており大学病院
と同じ精度を維持しています。健診後の面談が非常に重要ですが、内科学系の医師と外部から卒業生の
応援を得て丁寧な説明と指導を行っています。今まで本間康彦前健診センター長をはじめ多くの外部の
先生にご協力を頂いてきました。現在は非常勤医師としてご自身のクリニックが忙しい中、松田百玉先
生（５期生）、山口浩先生（７期生）、五十嵐美穂子先生（16期生）に週１、２回来て頂いています。健
診センター専任医師として2009年に循環器内科より椎名が着任し、2010年から上部消化管内視鏡の検査
件数拡大のため消化器内科より１名派遣して頂くようになりました。現在消化器内科からの三代目とし
て木嶋麻衣子先生（26期生）が頑張っています。2013年より総合内科から小林貴子先生（23期生）が健
診センターに加わり３人で切盛りしています。今後も健診の質の向上を目指して現在、健診センター専
任医師を募集中です。
卒業生の皆様、もう一度母校に戻り同窓生と共に働いてみませんか ?もし常勤が難しい方でも色々な
勤務形態が可能なので興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

東海大学建学75周年記念事業の一環として、伊勢原キャンパス２号館（旧救命救急センター）と３号館
（健康科学部校舎）の間に、新たな医学部講義棟（松前記念講堂 ?）が建設されようとしている。医学部
も諸事情により学年全員が一堂に会しさらに定期試験を受けることができる講義室（教室）が手狭になっ
ている現状を、少しは緩和できるかもしれない。しかし、卒業生の半数以上が６年間を過ごしたこの東海
大学伊勢原キャンパスを離れ他施設で研修している現状は何とももどかしい。（希）
第34回星医会総会は無料招待者の PR もあったせいか若手の先生方も少し来場しやすかったようで、こ
れをきっかけに来年以降も来場者が増えることを期待しています。卒業生の学内准教授誕生の記事をみる
につけ年の近い先輩方の勢いと東海大学の明るい未来を感じることが出来ます。後に続くような仕事をし
なければと、自省の念に駆られます。（草）

編集後記

健診センター医師募集中
東海大学病院・健診センターでは専任医師を募集しています。
もう一度母校に戻り同窓生と共に働いてみませんか ?

常勤だけでなく色々な勤務形態が可能なので一度ご連絡下さい。
連絡先：健康管理学　椎名豊
0463-93-1121（内線2614,2616）
E-mail:shiina@is.icc.u-tokai.ac.jp

健診センターから
旧病院棟と新病院を臨む



星医会（東海大学医学部同窓会）
 FAX：0463 91 5913

異動連絡票
 平成　　年　　月　　日

卒業年度 東海大学　　西暦　　　　　　年　（　　　　　期生） 他学：　　　　　年

フリガナ
氏　　名

（旧姓・旧名）

生年月日 西暦 　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　歳） 性別 男　女

現 住 所

〒

TEL： FAX： 

勤 務 先

名　　称

職　　名

所 在 地
〒

TEL： FAX：

開業医・勤務医・産業医・研修医・その他（　　　　　　　　　　　　　）

E-mail

連絡事項

＊お願い　名簿への記載不可項目は○で囲んでください。



星医会へのおたより
◇ 近況報告
  （学会活動・役員など、研究、職場や地域での活動など、受賞・学位取得など、著作・出版
など、結婚・留学など、その他同窓会員としての近況）

◇ 何に関して知りたい（読みたい）ですか？
 また、同窓会関係者（現・旧教職員、同窓会員）の誰に

◇ どんな記事を書いて欲しいですか？
 （今後の同窓会誌への提案）

　 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 　

星医会（東海大学医学部同窓会）
 FAX：0463 91 5913

氏　名： （　　期生）

現住所：〒

TEL： FAX：

e-mail：

勤務先：



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
　（未納の方は封筒の住所ラベルの右下に＊が付いてます）
・年 会 費：卒後21年目より納入 1万円／年
・振 込 先：星医会代表 金渕一雄
　　　　　　三菱東京UFJ 銀行本厚木支店　普通　1505814
・年会費は自動引き落としの口座振替サービスが便利です（手数料、振込料は無料です）
　同封の申込み用紙に記入、捺印後下記星医会事務局まで郵送して下さい。

お願い

・  年会費等を振込される際、病院名、法人名で振込される方がいらっしゃいますが、期と個人名で
お願いします。（病院名ですと、振込人が不明になってしまいます　例：３トウカイタロウ）

ランチョンセミナー閲覧時のパスワード変更

星医会HPからランチョンセミナーを閲覧時の入力パスワードが変更になりました。
閲覧希望者は星医会事務局へお問合せ下さい。

お問い合わせ先

東海大学医学部同窓会　星医会事務局
〒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 e-mail・ seiikai@tokai-u.jp

現住所、勤務先等 変更届けのお願い

・  現住所、勤務先、氏名等の変更の際には本誌綴じ込みの異動連絡票または e-mail で事務局宛まで
ご連絡下さい。尚、ホームページからの変更も可能です。

事務局からのお知らせ 



第51号　平成26年９月１日発行　発行人•金渕一雄　編集人•継　淳・金井厳太
発行•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）　印刷•港北出版印刷
http://seiikai.med.u-tokai.ac.jp/ 　e-mail•seiikai@tokai-u.jp

第34回星医会総会風景
（平成26年３月９日 京王プラザホテル）


