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　この巻頭言の左側には、「若き日に汝の思想を培え」から始まって「若
き日に汝の希望を星につなげ」と建学の精神が掲げられています。東海
大学の同窓生として知っているべきことであります。これは学生の教育
の精神でありますが、日々、年齢を増し若き日が想い出だけになりそう
なわたしたちが、年をとっても日々新たにされる変化を体験するものと
して生きていけることを松前重義先生は望まれていると思います。一日でも早く一分一秒でも早いうち
に後ろを向かず前を向いて希望の実現に進んでいくことを勧めていると思います。一人前の医者になろ
うと熱きこころをもって励んだ若いころ、目の前の患者に誠実を尽くしていたころ（今もそのつもりで
すが）、目には見えないけれど躍動する力を感じていたころ、今、元気な研修医をはじめとして若い先
生をみて力を得ます。時代が大きく変わろうとしている今、創設者の理念に立ち返る時に来ているよう
に思います。
　ところで、第15回東海大学同窓会のホームカミングデ―に実行委員として参加していた時にあるＯＢ
が展示の係に「大学の旗は愛と正義の交わるところに真理ありを表しているがその意味は何ですか」と
聞かれ返事ができなかったと反省していましたが、私も同じで自分が大学１年生の時に受講した松前重
義先生の現代文明論の内容を思い出そうとしてみましたが残念ですがだめでした。そういえば、大学の
ホームページから東海大学の精神を学ぶことができると思い開けてみると、松前重義先生が「人生いか
に生きるべきか」について思い悩んで内村鑑三が主宰する聖書研究会などに通っていたこと。戦争によ
って荒廃した国を教育によって再興したデンマークの歴史に学んで望星学塾が開かれたこと。望星学塾
は対話を通してものの見方・考え方を養い、身体を鍛え、人生に情熱と生き甲斐を与える教育を目ざ
し、聖書の研究を中心に日本や世界の将来を論じ合っていた学びの場となり東海大学の母体となってい
ること。また、東海大学の校旗について調べてみると、「校旗の十字の白線は、横が愛、縦は正義を表す。
愛と正義の交わるところに真理がある。」内村鑑三の思想的影響から松前先生は「愛と正義」を自らの
信条とされていたと記されていました。
　私たち医療者は病気と闘い病める方の力となりより良い体、こころに回復するためにこころを尽くし
誠実を尽くして診療を行う愛を持つことができます。日々、その人にとって何が最も良いことなのか考
えることを医学教育、診療経験、社会経験を通して実行していきます。愛には純粋なこころが必要です。
一方、校旗の横線の愛を支える縦線の正義が必要になります。私たちの正義は医学の進歩、医療技術の
発展、医療の充実ではないでしょうか。正義には嘘があってはいけません。真剣さを持った医療者の姿
勢があり自分の利益の為ではなく目指すところの真理に到達できるように歩んでいくことが求められて
います。「愛と正義の交わるところに真理あり」の真理は私たち医療者においていのちの真理であります。
このいのちは患者のみならずそのご家族のいのちでもあり私たちのいのちでもあります。私は、患者さ
んの態度、言葉に何度助けられたことでしょう。医療はみんなで愛と正義を持って行えば思うような結
果は与えられなくても思いもよらないことが起こると思います。
　最後に、自分の想い通りの結果にならなかった患者さんの詩をご紹介いたします。この方は、きっと
医療者の熱心な姿勢を感じ病気を通して大切なものを見つけることができたのだと思います。私たちが

愛と正義の交わるところに真理がある
星医会副会長　白石 光一（５期生）

巻頭言
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いろいろな分野で真理のいのち、平和、希望が実現できるよう歩んでいきたいものです。

　「病者の祈り」

　　　大事をなそうとして
　　　力をあたえてほしいと神に求めたのに
　　　慎み深く従順であるようにと
　　　弱さを授かった
　　　より偉大なことができるように
　　　健康を求めたのに
　　　より良きことができるようにと
　　　病弱が与えられた
　　　幸せになろうとして
　　　富を求めたのに
　　　賢明であるようにと
　　　貧困を授かった
　　　世の人々の賞賛を得ようとして
　　　権力を求めたのに
　　　神の前にひざまずくようにと
　　　弱さを授かった
　　　人生を享楽しようと
　　　あらゆるものを求めたのに
　　　あらゆるものを喜べるようにと
　　　いのちを授かった
　　　求めたものは一つとして与えられなかったが
　　　願いはすべて聞きとどけられた
　　　神の意にそわぬ者であるにかかわらず
　　　心の中の言い表せない祈りはすべてかなえられた
　　　私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ

　　　　　　　　　　　　　（ニューヨーク・リハビリテーション研究所の壁に書かれた一患者の詩）
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第15回ホームカミングデー報告

今年も東海大学全学同窓会の
　　　　ホームカミングデーに参加しました

　　　　　　　白石 光一（５期生）

　2015年11月３日ホームカミングデ―（ＨＣＤ）に参加のため湘南校舎に行ってきました。前日大雨で
したが快晴となり13000人を超える参加者で大変盛り上がっていました。日本有数の学部学科数を誇る
東海大学は卒業生が多種多様な職業につき現在の同窓会会長はフルーツパーラー高野の社長の高野吉太
郎さんです。ＨＣＤの企画内容は、親睦を深めるものが主体のなか全学部がデモンストレーションを行
うものがあります。医学部企画の責任者として今回も星医会で行いました。健康科学部、工学部医用工
学科と連携して健康チェック（血糖測定、血管年齢測定、ストレスチェック、認知症チェック）や救急
蘇生教室、医療相談を行い多くの参加者がありました。来年は一層アカデミックなものにしたいと考え
ています。　
　ところで湘南校舎のある旧大根駅の東海大学前駅は何年も前にきれいな最近よくある駅になりました

（写真①）。駅を出て道を渡っていくつかの好みのルートを選択しますが私はスパゲッティとピザのお店
スピナッツオラの前を通過しました。この店は、授業帰りに友人達とよく立ち寄ったところで建物は変
わっていましたが健在でした（写真②）。次に恐怖の階段を登ります。落ちるといのちの危険があり慎
重に人の流れに乗って上ると
心拍数は軽く130回/分を超え
ていました（写真③）。フレ
イリティ、サルコペニアの始
まりを自覚します。棒のよう
になった足で大学北門に向か
い校舎に入る前にいつもは気
が付かなかった大学の石碑が
ありました（写真④）。会場
のコムスクエアと体育館に向
かって欅通りを進みますがい
つみても美しい光景です（写
真⑤）。左手にドトールコー
ヒーのカフェテリアをみなが
ら南門ロータリーを右に曲
がると会場に到着（写真⑥）。
湘南校舎に通った方には少し
懐かしかったかもしれません
がそうでない方には申し訳あ
りません。是非来年はＨＣＤ
に来て懐かしい光景を探しに
来てください。

1 2
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■　第22回星医会賞

受賞論文

〈 申 請 者 〉　鶴谷　康太 君（30期生）

〈 タイトル 〉　A Paracrine Mechanism Accelerating Expansion of Human Induced 
　　　　　　　Pluripotent Stem Cell-Derived Hepatic Progenitor-Like Cells

〈 掲 載 誌 〉　Stem Cells and Development 24:1691-1702, 2015

星医会賞選考結果
星医会賞担当理事　今岡 千栄美（３期生）

　第22回星医会賞は、鶴谷　康太 君（30期生 助教）に決定いたしました。
　ご応募いただきました会員の皆様および審査をして頂きました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2016年３月13日（日）の星医会総会で行います。
　多くのご参加をお待ちしています。

第22回星医会賞受賞者決定!!!
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訃報

　平成27年10月11日、恩師、中澤博江先生が73歳で心疾患のため、お亡くなりになりました。中澤博江
先生が敬愛されていた生理学２の初代教授の沖野遙先生が逝去されたのは平成17年10月19日で、10年後
の同じ月に亡くなられたことになります。
　先生の功績やお人柄などは広く知られていると思いますが、改めてご紹介したいと思います。

　先生は私が生理学の大学院生として入局した1994年に生理学２の第二代教
授にご就任されました。就任後は、教育、基礎研究、臨床研究すべてに精力
的に活動されておりました。生理学教室では現在PBL形式の講義も行ってお
りますが、PBLは中澤博江先生が1999年に東海大学にはじめて導入された授
業法であり、現在でも諸先生方のご助力のもと継続しており、今でも学生に
最も評価の高い授業です。
　教育に関しては「学生のためを考えて行動しなさい」、「こんな先生になり
たいと思われるよう見本となる振る舞いをしなさい」とよく言われ、医局員
や学生に対して、厳しく指導され、私生活においての些細な相談にも応じら

れ、「相手に恥をかかせるようなことをしてはいけない」とも言われ、厳しい言葉のなかに先生の強い
愛情を感じとっていました。弟子の私たちは退官後も年に数回は先生のもとに集まり、夜遅くまで酒席
をともにし、現況のご報告から様々な相談まで楽しい時間を過ごしてきました。師の人徳によるところ
だと思います。また、先生にはこんな一面もありました。学費の支払いが困難になった学生に対して、
学費の資金援助をされていました。そのうちの１人の学生には、中澤先生が大学の近くに所有していた
住宅も提供していました。その数年間、先生は世田谷の自宅から大学まで毎日通勤されていたことにな
ります。
　基礎研究では、活性酸素学、中でも活性窒素種であるパーオキシナイトライトと各種疾患との関
与やそのメカニズムの解明に精力的に取り組まれ、パーオキシナイトライト研究の第一人者である
Beckman教授と並び称されており、国際フリーラジカル学会の副会長も務められました。
臨床研究では、甲状腺の専門病院である伊藤病院の循環器内科部長をつとめられました。甲状腺機能亢
進症の主たる死亡原因である心房細動は、甲状腺の治療を始めて８～10週以内に２／３の症例で正常調
律に自然と戻るため、機能が正常値になって３ヶ月を越えても、心房細動が持続している場合、電気的
除細動を行う必要があると明らかにされ、現在でも日本循環器学会の心房細動治療ガイドラインに引用
され臨床の現場で利用されています。
　研究では「どのような結果が出ても事実として受け止め、なぜそうなったのか、その結果を見て考え
なさい」と言われました。また、1988年にノーベル医学・生理学賞を受賞したルイス・イグナロ博士が
日本の学会に招かれた時に、初対面であるにも関わらず旧知であるかのように仲良く話をされ、誰をも
瞬時に魅了される方でした。
　今回寄稿させていただくにあたり、それぞれの弟子の個性を生かし、その教育にご尽力された恩師・
中澤博江先生の域へはまだまだ遠いと自分の未熟さを知り、改めて深く感謝する次第です。今後はこの
ような師に再び巡り会えることは無いのかもしれません。ただひたすらに寂しさを痛感いたしておりま

中澤　博江先生を偲んで　─ 師・中澤　博江 ─
福山 直人（12期生）
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す。
　最愛のご夫君である中澤眞平先生と、今頃あの世で大好きなスポーツでも楽しまれていることだと思
います。それでは失礼いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不肖の弟子より
追記： 中澤博江先生おひとりでのお写真となりましたが、これまでに先生とご縁のある方々全員とのお

写真は困難と考え、あえておひとりのお写真を引用させていただきました。
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　東海大学医学部腎代謝内科の遠藤正之教授が
2015年12月14日に急逝されました。医局秘書か
らの電話で初めて事実を知りましたが、あまり
の驚きで言葉が出ませんでした。２か月ほど前
に尿管結石を患い、12月７日に精査目的で入院
しましたが、入院までは通常勤務をされていた
ようでした。入院からちょうど１週間。おそら
く容態が急変されたのだと思われます。

　地元神奈川県は開成町出身で、小田原高校を
卒業後秋田大学医学部を卒業され、東海大学病
院には研修医から勤務されておりました。腎臓
疾患のリーダーとして、教育、研究、診療に熱
心であり、特に難解な続発性腎疾患の診療にお
いては我々後輩の良きお手本としてご指導して
いただきました。最近では日本腎臓学会におい
て教育分野のセッションなどにも積極的に携わ
っておりました。
　身体は大柄で、また特徴的なスキンヘッドの
ため、外見だけではちょっと恐い印象もあるの
ですが、実際は繊細で気配りのできる優しい先
輩でした。私が東海大学を退職してしばらくし
た頃、ひょいと顔を見せてくれたことがありま
した。「どう？　元気でやってる？」と声をか
けてくれたのです。「元気そうで安心したよ」
と言っていただいたのがとても印象に残ってい
ます。

遠藤正之先生、急逝される
谷亀 光則（４期生）

　それにしてもあまりに突然のご逝去に、ただ
ただ驚くばかりです。まだ64歳。志半ばにして、
という言葉が当てはまるのでしょう。もう二度
とお会いできないことが信じられません。しば
らくしたらまた声が聞こえそうな気がします。

「どう？　元気でやってる？」と。
　謹んでご冥福をお祈りいたします。
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飛田英司先生を偲んで
（医）松和会　池上総合病院　糖尿病・内分泌内科　五月女　昇（15期生）

　平成26年12月、週明けの月曜日の朝に飛田英司先生の訃報が病院に届きました。つい２日前の土曜日
も普段と変わりなく午前の外来をされていたので、突然の知らせに驚きと月曜午前の先生の外来の代診
をやらなくてはならないのとでパニック状態でした。
　飛田英司先生は同じ第７内科（当時）の先輩で、私が前期研修医２年目の春４月に大磯病院をローテ
ートした際、腎糖内科の須賀孝夫先生・西村民子先生・武村文夫先生の下、後期研修医として赴任され
ていました。この時ご一緒にお仕事をさせて頂き、大磯プリンスホテル前の「たけよし」でお酒を酌み
交わしたのが先生との最初の出会いでした。
　以来、私が入局し大学院を卒業後、13年前に先生は医局を退局され再びこの東京の地、池上総合病院
でご一緒に糖尿病内科を勤めることになりました。先生は健診センターのセンター長を兼任しながら外
来・病棟の業務や当直をもこなされ、私も健診センターでの内科診察をお手伝いしていました。
　先生の「健診」に対する思い入れは強く、近隣の病院の糖尿病内科の先生方との懇親会では、お酒が
入るといつも「生活習慣病は予防なんですよ。そこを突き詰めると健診なんですよ。」と力説されてい
た事を思い出します。
　先生と私は神奈川の平塚から東京の池上まで電車通勤でしたし、都内での研究会や講演会の後は決ま
ってタクシーに同乗し、道中の横浜辺りで眠り込んでしまう先生をいつもご自宅までお送りしていまし
た。その時にいつも不思議に思ったのは、相模川を越えると必ず目を覚まして運転手さんに道案内をす
ることでした。私が７年前に東京へ引っ越してからは、その役目も無くなってしまったのですが、電車
の中やタクシーの中ではよく、昔の大磯病院での事、国立療養所神奈川病院の事、医局の事、寒川病院
の事、藤沢クリニックの事、桜ヶ丘中央病院の事、そして今の池上総合病院での事についていろいろと
話しをするのが常でした。
　今でも平塚の「天一坊」で何度となく宴会をしたのが懐かしく想い返されます。
　良き兄貴を失い唯々寂しく残念な気持ちで一杯です。
　心よりご冥福をお祈り致します。
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石丸裕司君を偲ぶ
　須知 雅史（３期生）

　年も開けて間もない2016年１月10日（日）午後、石丸裕司君の骨を、池田和也君とともに拾った。た
だただ悲しく、心の中で「南無阿弥陀佛」と念ずるのみだった。

　石丸君の奥様から、１月５日の朝、「今朝、４時17分に亡くなりました…」とお電話を頂いた。年末
の12月31日に見舞った時、意識はなく、家族が呼ばれ、昇圧剤も使っているとのことだったので、本当
によく頑張ったと思う。ひょっとすると、一昨年（2014年）に亡くなられたお父上が、「まだこっちに
来るな」と仰っていたのかも知れない。それとも、年賀状を送った意地なんだろうか。

　石丸君が東海大学病院に入院したと知ったのは、昨年（2015年）４月９日、古閑俊浩君からのメール
だった。奥様に電話すると、携帯が使える、暇を持て余していると。早速、電話した。電話すると元気
な声が聞こえ、松前光紀君が毎朝顔を出してくれているという。まだ、診断は確定しておらず、暇だか
らいつでも電話しろ、そして遊びに来いと。しばらくすると、いつ来るのかと催促の電話あり。
　４月19日に初めて見舞った。大変元気そうで、娘さんの解剖学の本がベッドサイドにおいてあった。
大変分かりやすいと賞賛、勉強しているのだという。私は新病院の病室をみるのは初めてで、石丸君か
らいろいろと解説を受けた。また、二人でラウンジに行き、当時のドラマで撮影の舞台となっているの
が、目の前に新築なった伊勢原協同病院だということも教えてもらった。退院したら何処に飲みに行こ
うか、お互いの医院のこと、家族のこと、久々にお互いシラフで話した。今思うと、二人きりの最後の
楽しい時間だった。
　その後、脳原発の悪性リンパ腫と判明。懸命な治療のおかげで一時回復し、医院を再開。７月末の星
医会湘南支部親睦会に参加は出来なかったが、お父上の一周忌を済ませたとのことだった。

　10月１日に再入院。10月18日に里悌子さん、今岡千栄美さん、下島（満田）るみさんと見舞った。こ
の頃になると、高次脳機能障害のためか、見た目は大変元気な石丸君なのだが若干記憶や話し方に違和
感あり。その数日後、後藤研一郎君から、病室で石丸君とともに撮った写真がLINEで送られてきた。
大変元気そうな笑顔だ。後藤君も笑顔だ。私も病室で一緒に写真を撮れば良かった。
　10月31日、家内とともに見舞った。ちょうど奥様もいらっしゃり、奥様と我々の会話に「おう」とか

「そんなことねえよ」とか、ニコニコしながら石丸君独特の言い方で答えていた。4月の入院以来、初め
て奥様とゆっくりお話できた。懐かしい名前を含む多くのお見舞いがあったこと、また、再入院後徐々
に症状が進んでいる、などなど。石丸君と直接話が出来たのは、これが最後になった。
　11月に入り、何度か電話をくれた、そして電話した。なかなか見舞うことが出来ず、12月になってし
まった。12月20日に見舞った時、もう話すことは出来なかった。

　石丸、一緒に小児科をローテートした後、お互い進む道や地域が異なり、会えるのは多くて年に２回、
俺の海外派遣中は何年も会えない時もあったな。でも、この１年は３月の合同同期会以来、何回も会う
ことが出来た。しかし、もう会えないかと思うと、このような１年はいらない。平塚駅から歩いてホテ
ルに着いた時、少し歩いただけで膝が痛くなってきたことを、一瞬、お前にこぼそうと思った。しかし、



星医会　第54号10

お前の通夜に来ていることに気がついた。とても、とても寂しかった。
　石丸、そちらはどうだい？「二丁目」はあるかい？オカマバーやショーパブはあるかい？俺がそちら
に行くまでに、あの頃よく行った面白い店を見つけておいて欲しい。いや、昔みたいに、白シャツに黒
の蝶ネクタイを締め、カウンターの中から、
　「いらっしゃいましー！」
なんて迎えてくれるのだろうか？
 　合掌

池田和也先生 石丸裕司先生 窪田聰彦先生

平成22年３月６日　三星会にて

筆者
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星医会理事　明神 和紀（22期生）

　2015年11月21日（土）にオークラフロンティアホテル海老名にて第23回神奈川医意会が開催されまし
た。当番校は東海大医学部星医会で、私は星医会理事として初参加でした。
　会は講演会と懇親会の２部構成で、講演会は星医会会長の鄭義弘先生の挨拶から始まりました。講演
は東海大学医学部客員教授の山本五十年先生より神奈川県央地区の救急医療体制の現状についてご講義
頂きました。山本先生は私が学生の頃から救急医学についてご教授頂いた先生でいらしたので、大変懐
かしく拝聴いたしました。県央地区の特に３次救急について制度上に改善点があるので、鄭義弘先生が
理事長でいらっしゃる海老名総合病院を中核病院とし、今後開設される座間総合病院と連携を図って救
急医療体制を改善するビジョンを分かりやすく解説くださいました。また、これら医療体制を担う医師
として神奈川医意会を構成する北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学の卒業生が重要であると強
調されていらっしゃいました。
　引き続き懇親会は同会場で開催され、大好きなお酒を酌み交わしながら大学の先輩方と楽しい時間を
過ごせました。大学や所属科、世代を超えて食事やお酒を頂きながら談笑できる機会は貴重なものでし
た。様々な形の医療連携が存在していますが、その根幹のひとつに円滑なコミュニケーションが挙げら
れると思います。手始めには大学病院周辺で開業されている先輩方とまずは定期的な飲み会？などコミ
ュニケーションが深められるような機会があれば仕事もしやすくなるかも知れません。

第23回神奈川医意会報告
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第26回全国私立医科大学同窓会連絡会全国会の報告

　平成27年11月７日土曜日、パレスホテル東京において「第26回全国私立医科大学同窓会連絡会全国会」
が開催されました。はじめに総会（17:00−18:00）が行われ、会場を移動して懇親会（18:30−20:30）が
催されました。この会合は全国29校の私立医科大学同窓会が毎年一堂に会し、活動状況を報告し親睦を
深める集まりです。今回は昭和大学医学部同窓会の主催で、昨年と同じく東京で開催されました。本学
からは鄭会長をはじめ４名が出席しました。
　総会では会計報告などに加えて、事前に実施されていた「同窓会における卒後ネットワーク構想」ア
ンケートの結果報告があり、他学部同窓会との連携の現状等が報告されました。また、「大村 智、北里
大学特別栄誉教授のノーベル賞 医学生理学賞の受賞」について、北里大学同窓会の大内孝文会長から
特別報告がありました。私立医科大学から栄冠を手にされた事に加え、ちょうど10月にノーベル賞が発
表されたばかりでしたのでホットな話題でした。
　特別講演では神戸女学院大学名誉教授･昭和大学理事 内田 樹 先生から「医療と教育」と題した御講
演がありました。大学の伝統を守り同窓会の求心力を維持するためには、大学の古くなった校舎や建造
物でもできる限り残さなければいけない。しかし、それだけでは新しい時代に対応していくことができ
ない。答えはないので、常に悩みながら進めていくしかないという主旨の話を伺いました。先生の苦い
失敗談も披露されました。医学部トップに就任された際、合理化を進めるために職員の業績を点数化し
て管理する制度を導入したものの、わずか1年程で頓挫したそうです。うまくいかなかった理由は、医
学部の仕事は、臨床であろうと教育であろうと、個人ではなくチームで行われるものであって単純に数
値化し評価できるものではなかったから。先生はやってみて、そのことに気づいたというのです。医療・
医学は他の多くの仕事とは性質の異なるものだというご指摘は、今更ながらとても合点のいくものであ
ると同時に、その奥深さや難しさに改めて思いを巡らせる機会をいただきました。
　懇親会はとても打ち解けた雰囲気で始まり、各大学の学長や教授、日頃からお世話になっている病院
の院長の先生方と親しく会話をさせていただきました。大学ごとに順にステージで挨拶をするのですが、
お酒が入っていたためか、会が進むほどに砕けたスピーチで盛り上げてくださる先生が増えてきて、望
外に楽しい時間を過ごさせていただきました。この伝統のある全国会、私は初めての参加でしたが、同
窓会を通して横のつながりを深める貴重な機会だと感じました。

星医会理事　田中　彰（21期生）
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開業医のページ

　皆様ご無沙汰しております。お元気ですか？
　私は、卒後自治医大にお世話になり、腎臓内科専門医として病院勤務を経たのち、08年に地元で開業
しました。
　学生時代は、立派な教師陣、カリキュラムの中、勉強は何とか赤点を取らないくらいで、バブル真っ
ただ中の青春を謳歌していました。東海というところはとても海外に開いてくれている学校で、全学部
対象の南太平洋一周研修航海に参加したり、交換留学に行かせていただいたりして、私史上、一番英語
がしゃべれた時期でした。
　とても素晴らしい学校でしたが、実は卒後一度も大学に足を向けておりません。なんて恩知らず！！
お世話になった先生方や友達、先輩、後輩ともすっかり縁が薄くなっている次第でして、懐かしい気分
で、つたない文章を寄せてみることにしました。
　前置きが長くなりましたが、今の仕事はというと重大な疾患の早期発見、予防を中心に、子供からお
年寄りまで、地域の皆さんの健康の見張り番というところでしょうか？以前は、透析患者さんを中心に
診てきましたが、血管はボロボロ、発がん率も高い、感染も起こしやすいといったリスクの高い方をみ
ているうちに、私自身かなり疲弊してしまい、また、何よりこんなに患者さんが苦労するなら、もっと
その前の段階で頑張ることを啓蒙できないだろうかと思い至り、７年半前に診療所を構えることになり
ました。開業直前にはでっかい円形脱毛が多数…。開業当初はあまりにも暇で、毎日スタッフと漢検の
勉強にいそしみ、めでたく準二級を取ったくらいでしたが、少しずつ地域の皆さんに受け入れていただ
けるようになってきたかなと思っています。
　昨年の目玉は、病院でよく見るような院内番号表示を取り入れたことです。これがスマホにも番号が
飛ぶ優れもので、待ち時間にちょっと外出していただいたり、家で寝て待っていたいといった高熱の患
者さんにも、なかなか好評を得ています。
　また仕事以外では、息子がスポ小で野球をやっているため、休みの日も地元密着、グランドで過ごし
ています。開業すると狭い院内、本当に歩かず足が弱るので、週末くらいは外で過ごした方がいいなと
つくづく思います。四捨五入すれは私も50歳、メタボも怖いけど、ロコモも怖い。最近は子供の素振り
練習の時に、自分は家の周りをジョギングするようにしています。

埼玉県久喜市でプライマリケアをやっています。
埼玉県久喜市
黒巣 恵美（15期生）
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　最後に、宣伝を。ホームページのブログでじみじみと近況を更新していますので、もしよかったら“よ
しば診療所”見てみてください。皆さんの近況も伝えていただけるとさらに励みになります。埼玉県出
身の学生は少なかったので、なかなか同じ出身校の医師同士で診療連携などを行える好機はないのです
が、お近くに来られた際には是非声をかけてください。育児がもう一段落ついたら、同窓会にも参加し
たいのですが、あまりの経年変化で引かれないように、ちょっとは身の回りもかまっていきたいなと思
っています。

待合室と受付

診察室

処置室

画像は「よしば診療所」のＨＰより

レントゲン室
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　15期の堺浩之です。在学中・大学病院在任中・出向中まで、星医会同窓生はじめ皆様には大変にお世
話になりました。築60年の実家の建て替え時に開業して、すでに10年が経過しました。最近話題になっ
ている東急東横線の武蔵小杉駅が最寄りで、駅周辺にはマンションや商業施設が乱立して人口が増加し
ている地域です。開業当初には予想もしなかった変わりようですが、生活は便利になりました。内科・
循環器科のため、通院対象となる方は日中都内で仕事をしていたり、同時にクリニックが乱立していた
り、当院がやや離れた住宅街の中であったりして、単純に競争が激化している感じです。
　日常診療とは別に川崎市医師会学校医部会幹事、川崎市内科医会副会長、神奈川県内科医学会幹事な
ど仕事が増えて、各医師会で活躍されている諸先輩方にお目にかかることも増えました。最近は「心房
細動における抗凝固療法の有効性安全性実態調査（ASSAF-K）」に携わっております。神奈川県全体で
4,000例を超える症例となり、星医会の先生方にもご登録いただきありがとうございました。３年間の
前向き調査のため、今後も経過報告のためご連絡しますので、その節はよろしくお願い致します。
　この研究は、コンピュータが発端で携わっています。今は亡き叔父の影響で35年程前よりコンピュー
タを使っており、大学院時代の検査台帳作成、出向中の電子カルテを含めた院内システム構築、その後
のメディカルアドバイザーとしての電子カルテ関連の開発などの経験を生かし、今回帳票作成・入力シ
ステム構築・データ管理などを行っています。苦手とする学会発表も行う必要が生じているのは誤算で
した。
　ところで、屋内の寒暖差で血圧が変動して、心・脳血管疾患を発症する場合があり、建築業界の用語
で「ヒートショック」と呼ばれています。2011年の日経新聞に取り上げていただいたことを契機に、メ
ディアで発言することが増えて色々な経験をさせていただいております。これから自宅を建てられる、
もしくはリフォームを検討されている先生は、是非とも屋内の温度差にも注意してください。
　星医会会員の先生方におかれましては、何かと慌ただしくお過ごしのことと思いますが、ますますの
ご活躍をお祈りしています。

「色々あった10年」
神奈川県川崎市
堺　浩之（15期生）



星医会　第54号16

　旅が大好きで土日や連休などを利用して国内や台湾、香港、韓国などの日本からは近場のアジアによ
く出かけます。ヨーロッパと北米は将来仕事の整理が付けば絶対に行きたいのですが、今は仕事の都合
で大阪から遠くには行けないんです。診療や雑事に追われる煩瑣な日常を離れて一人で知らない土地を
ぶらぶら歩くと何か癒され、心身に充実感が漲りまた大阪に戻れば頑張ろうと明日への活力になるんで
す。もちろん安全第一を考えて、危険なところには絶対に近づかないようにしています。最近は、ＬＣ
Ｃが増えて大変便利になりました。旅行代理店を通さずに自宅や職場のＰＣから往復の飛行機と現地で
宿泊するホテルを予約できるので行きたい時に行きたい所へ気ままに行けます。10年前とは比較になら
ない位便利になりました。私は大阪市在住なので、関西国際空港をよく利用します。自家用車で空港の
ターミナルに乗りつけ、駐車場に停めるとそのまま飛行機に乗り出国です。

「旅は明日への活力！」
埼玉県久喜市
桂木 啓和（15期生）

　最近は、台湾にはまっています。台湾へはこの２年間で
５回行きました。片道２時間半程のフライトで台湾に到着
するので沖縄に行くのとさほど変わらないんです。台湾桃
園国際空港から台北市内へは空港バスが一番便利で本数も
多く安く行けます。タクシーでも日本から考えるとそれほ
ど高くない料金で市内に行くことができます。台湾は、食
の天国みたいなところで安価で美味しい料理が目白押しで
す。台湾で食べる料理は日本人の味覚に合っているような
気がします。台湾に一度でも行かれた方でしたら日本人好
みの味だと感じたと思います。有名店の小龍包や牛肉麺の
ほかに中国料理のほぼすべてを日本で食べるのとはまた違
う素晴らしい美味でいただくことができます。
　また台湾に行くと必ず訪れるところが北投（ベイトウ）
温泉にある公衆浴場です。台北市内からＭＲＴで40分くら
いで行けます。台湾の公衆浴場は、水着を着用して男女一
緒に入ります。ここでは台湾人のほかに様々な国籍の人が
みな一緒に入浴する姿を見ることができます。何と平和な
光景なんだろうと感嘆します。一度浴場で台湾の現地の人
に日本語で話しかけられた時は嬉しかったですね。

　今回は何か台湾の紹介記事のようになりましたがどこに
行くのも大好きです。星医会の先生方もガイドブック片手
にアジアに日常を離れてぷらっと出かけませんか？リフレ
ッシュできてきっと仕事もはかどります。
　さあ～次はどこに行こうかと思案中です。先生方もどう
か気をつけて行ってきて下さい。
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　今までお世話になった方々、お久しぶりでございます。初めての
方々には、あらためまして25期生の小池佳嗣と申します。
　略歴ですが、平凡な学生が苦学の末医師になり、研修の後、診療
所中心に保険と自費診療の皮膚科・美容を学び、大学病院の形成外
科に在籍しております。美容業界の悪しき習慣に警鐘を鳴らすべく、
地盤・看板・鞄のない状態で、７坪で開業致しました。患者様が来
ない日が続きましたが、歯をくいしばること３年。評価されるよう
になり、今度は資金をかけ48坪のクリニックとして再スタートしま
した。集患・人員・資金繰りなどの試練を乗り越えることさらに３年。
やっと水面に顔を出し呼吸ができましたが、未だバタ足を止められ
ません。
　そもそもアンチエイジング・予防医学に至った経緯ですが、病棟
実習で完治しない疾患、QＯＬが回復しない患者様を目にしたことがきっかけです。症例が豊富である
と興奮気味の同期を見て違和感をおぼえ、違う医療はないのかと考え始めました。もちろん、最先端の
医療に邁進する先生方がいればこそ、救われる患者様が大勢いらっしゃいます。「大学病院の３分診療」
とケチをつける患者様もいらっしゃいますが、「ふざけるな。銀行の窓口振込手数料は864円。それより
も安い再診料で診察を受けられる。仮に３分だったとしても、医師としての判断をしているし、あのク
オリティーは私には無理。ひとり10分にしただけでも、あなたは朝行って診察は夕方過ぎになる。それ
でもよいか？」と。患者様に算数のお話をしながら、先生方のことを陰ながら応援しております。
　もう一点あります。研鑽を積んだ外科の先生が複数人で手術を担当します。「これだけやっていくら
だよ。」また他科の先生は、「知ってる？この治療、点数が前の半分だよ。」私を指導して下さる先生方の、
使命感に満ちた表情の中に垣間見せる悲しい瞳。
　医師は叩くべし・たかるべし、とも取れる世の風潮。我々が常に謙虚さを持つべきとしても、お上や
世間にここまで振り回される理由があるのでしょうか。
　これらが、現在の診療科・診療スタイルにいたった理由の一つではあります。しかし、美容業界は死
亡例や訴訟があっても行け行けドンドンでやっている大手が幅をきかす業界です。アンチテーゼを掲げ、
謙虚さ・信念のみで業界に存在しうるのか、バタ足口呼吸で挑戦しております。
　科の説明ですが、シワ・シミが消える、頭髪が増えるなど、患者様の満足度が高く、保険外で治療選
択肢が豊富であるというのは科の特性だと思います。
　さて、最後となりますが、このような紹介の機会をいただき誠にありがとうございます。また、意中
おくみとりくだされば幸いです。そして心から、皆様のご健康とお幸せをお祈り申し上げます。

「ドクター小池クリニックは７坪で開業」
東京都江東区
ドクター小池クリニック　小池 佳嗣（25期生）
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支　部 期 氏　　名 勤務先名 勤務先 TEL

北海道
6 加賀　基知三 北海道大学病院（呼吸器外科） 011-716-2111
9 伊藤　宇一 いとう整形外科病院 011-241-5461

北東北（青森 ･ 山形 ･ 岩手）
3 金子　雅 金子整形外科 0172-34-0101
3 山口　力 山口医院 0172-39-2311

秋   田
4 木村　衛 木村内科クリニック 018-828-1112
9 熊谷　肇 秋田県成人病医療センター 018-835-9911

宮   城
8 志田　章 志田整形外科医院 0226-22-6838
9 伊東　邦久 伊東クリニック 022-782-2322

福   島
9 鳴瀬　淑 鳴瀬病院 0241-24-3333
9 坂本　浩保 さかもと内科胃腸科クリニック 0246-72-2022

茨   城 5 野上　厚 野上病院 0298-22-0145
栃   木 2 斉藤　浩 はこのもりクリニック 0282-25-3636

群   馬
1 森田　英樹 森田外科胃腸科クリニック 027-344-2030
1 三村　やよい けんもち病院 0279-75-5155

埼   玉
1 松本　雅彦 松本医院 048-652-3587
4 藤田　正幸 獨協医科大学越谷病院 048-965-1111

千   葉
1 椎名　泰文 椎名内科医院 043-241-5116
4 田中　彰 袖ヶ浦西クリニック 047-452-1006

東京・城東 5 菅野　公司 小岩駅前診療所 03-3657-6395
横浜・川崎 4 北田　守 大倉山内科クリニック 045-543-8711
県　央 1 岡本　裕一 おかもと小児科 0467-70-3993

湘　南
10 西村　和博 西村整形外科 0466-81-5027
11 大木　教久 大木医院 0467-52-0085

秦野 ･ 伊勢原
7 武田　浩 武田クリニック 0463-96-1024
7 宮野　龍介 宮野内科小児科医院 0463-81-2802

山   梨
7 矢崎　考二 内科小児科矢崎医院 055-233-7222
7 橘田　豊 橘田耳鼻咽喉科 055-237-3387

長   野
1 原　   卓史 原内科医院 0263-32-0741
3 百瀬　英司 百瀬医院 0263-58-2506

新   潟
4 五十嵐　昌則 五十嵐整形外科 0250-43-3000
4 笠原　紳 笠原内科医院 0256-72-8066

北   陸（富山 ･ 石川 ･ 福井）
3 長谷川　啓 藤井脳神経外科病院 076-240-3555
7 村井　アトム 笠原病院 0778-23-1155

2016 年度 星医会支部連絡先
　（上段：支部長　　下段：事務局長）

支部便り
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支　部 期 氏　　名 勤務先名 勤務先 TEL

岐   阜
2 河合　憲司 東海大学病院（眼科） 0463-93-1121
4 竹中　元康 東海大学病院（緩和ケア科） 0463-93-1121

静   岡
8 宮澤　正行 宮沢内科医院 0545-81-3211
8 小林　俊雄 小林内科医院 0559-21-2165

愛   知
2 高浜　信也 高浜内科 0563-56-2261
4 佐藤　純 名古屋大学環境医学研究所 052-789-3886

京   滋（京都・滋賀）
1 平野　正満 草津総合病院 077-563-8866
5 大林　敬二 大林医院 075-605-1313

大   阪
2 奥井　克治 奥井内科クリニック 06-6961-3761
12 明石　裕光 明石医院 06-6334-8503

兵庫・岡山
4 松田　眞一 松田耳鼻咽喉科医院 078-441-6200
4 児玉　州平 こだま眼科 0867-71-1010

奈良 ･ 和歌山 4 山本　雅敏 済生会中和病院（外科） 0744-43-5001

三　 重
8 中本　節夫 中本耳鼻咽喉科 059-244-0277
10 堀木　照美 嬉野医院 0598-42-4455

広   島
3 寛田　司 寛田クリニック 082-261-7030
3 福原　一作 福原内科胃腸科 0824-62-2303

山　 口
6 藤原　敬且 ふじわら医院 0833-91-7100
13 大楽　耕司 山陽小野田市民病院 0836-83-2355

四   国
5 松山　毅彦 厚仁病院（産婦人科） 0877-23-2525
5 眞鍋　上二 眞鍋小児科 0896-58-8345

福岡・佐賀
11 冬野　玄太郎 冬野医院 0955-72-2905
17 政所　広行 政所クリニック 093-962-0322

長　 崎
7 松村　暢之 松村内科消化器科 0957-47-0709
13 檀野　雄一 檀野医院 0957-23-9226

熊   本
21 米満　弘一郎 熊本機能病院 096-345-8111
28 橋口　典明 橋口医院 096-364-2821

大　 分
7 森　　 哲 森内科医院 097-569-1014
9 伊藤　龍太郎 伊藤整形外科医院 097-547-8841

宮   崎
4 萩原　忍 萩原眼科門川分院 0982-63-7222
6 千代反田　滋 荒川病院 03-5901-1171

鹿児島
1 原田　正気 原田内科 0995-52-0023
4 徳永　雅仁 徳永クリニック 099-268-4135

沖   縄
8 宮良　球一郎 宮良クリニック 098-878-3311
10 野原　理 豊見城中央病院（産婦人科） 098-850-3811
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　原稿の依頼がこの時期となると、北海道の厳しい環境のことばかり頭に浮かびます。2015年は初めか
ら毎週末の暴風雪で、千歳空港が大混乱していたことが思い出されます。一日の最高（最低ではないで
すよ）気温が０度を下回る日を真冬日といいますが、2015年末は12月27日になって今年初めての真冬日
で、記録史上最も遅い真冬日だそうです。暖冬とはいえ、ぽかぽか暖かいわけではなく雪がとけて足元
が悪く、夜に凍結するとさらに厳しくなります。今年春には北海道に新幹線が開通となりますので、明
るい、開けた一年になるものと期待されます。
　北海道支部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。2015年は２月
21日に札幌ガーデンパレスで行われ、ご来賓として昨年度まで永年に渡り星医会会長を務められた金淵
一雄先生と東海大学医学部からは消化器外科の安田聖栄先生をお迎えしました。安田先生からは伊勢原
の懐かしい話、金淵先生からはいつものように各支部のお話を写真つきでお話しいただきました。また、
自見はなこ先生は、医師と議員の二足のわらじでお忙しい中、ご参加いただき池上総合病院での研修時
代のお話などお聞きしました。先のお二人は外科医でありますが、昔から北海道人会では実は外科志望
者が少ないことが気になっていました。どうもその傾向は今でも同じ様子です。大人しい性格の方が多
いからなのでしょうか。さて、ブロック総会では、スキージャンプのレジェンドや後の選抜野球で大活
躍した附属高校（葛西選手も東海大四高卒！）の話題で花が咲き、二次会はすすきの方面へ。このあた
りから毎年記憶が薄くなってくるのですが、参加者は旭川からは腰痛を堪えて吉田貴彦先生、小樽から
は常見恵子先生の夫、あとは札幌市内からで小笠原俊夫先生、伊藤宇一先生、稲川　信先生、中川　麗
先生と加賀でした。このメンバーを見ますと（一部の夫を除き）やはり大人しい方々が多く、外科医が
少ないのも納得されます。どちらの支部会でも同様と思われますが、もう少し若い年代の参加があれば
うれしいです。さらに北海道支部では地理的条件も重なり、空知、胆振、ちょっと頑張って後志地方な
らまだしも、道東や渡島・檜山、そして北網・遠紋となると（これらは、主に二次医療圏名ですがどの
辺か想像できますか、というか読めますか？）なまらゆるくないっしょ。
　定期開催の他にも、何かの機会に集まりたいと思いますので、星医会会員の皆様も学会や旅行などで
北海道にお越しの際には、支部長までご連絡下さい。

星医会北海道支部からのお便り
北海道支部長　加賀 基知三（６期生）

2015年２月21日　東海大学同窓会北海道ブロック総会
（札幌ガーデンパレス）

同日二次会の星医会支部会
（すすきの方面、記憶がうすきの）
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　11月７日に、23階からの夜景を臨む東天紅にて星医会千葉支部の懇親会が開催されました。
　当日は星医会前会長の金渕一雄先生にご出席頂き、乾杯の後、ご用意頂いた故佐々木正五先生を偲ぶ
ビデオ上映から会が始まりました。昭和48年の医学部開学から今年３月に完成した松前記念講堂まで、
本学の歴史的な変遷を映し出す映像を前に、時代時代を懐かしむ声が会場から聞かれました。また、最
近の入試、クラブ活動、国試の動向、卒後マッチングの状況、卒業生の活躍、全国の星医会の活動状況
等を詳しくご報告頂きました。
　今回は１期から30期まで、総勢17名の出席がありました。出席者の近況報告としては、日常診療のお
話やご子弟の入学や就職について、趣味の楽器演奏やオペラ鑑賞、引退後の第二の人生の構想、そして
最近ご結婚されお子さんができた等々、とても楽しい話を伺うことができました。テーブルでのお話で
は、初対面でありながら実はとても近くで診療していた事実が判明したり、約20年前に講義を受けた先
生と再会できたりと、大変盛り沢山な内容で、あっという間に予定の３時間が経ってしまいました。
　最後に幹事の田中彰先生よりお話がありました。千葉県内には約140名の卒業生がおり、全員に総会
開催の案内を郵送していますが、実際に返信があるのはあまり多くないそうです。案内状が書類の山に
埋もれてしまっていたり、登録されている住所がご実家のため卒業生に通知が届かないすることもある
とか。ぜひ同期の先生や近隣の先生に積極的に声がけをして頂き、参加を募って頂くよう宜しくお願い
致します。

参加者（敬称略）
　２期　金渕一雄　　１期　椎名泰文　　１期　橋本明城　　１期　津山嘉一郎
　２期　津山弥生　　３期　海宝美和子　４期　田中　彰　　４期　中島桂子　　４期　北村　真
　４期　鈴木淳夫　　５期　木村典夫　　５期　黒野　隆　　６期　山本伸一　　７期　武本吉光
　９期　近藤国嗣　　11期　石井隆幸　　20期　梶本俊一　　30期　藤内裕一

千葉支部会
千葉支部　梶本 俊一（20期生）
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　平成27年７月25日（土）に三笠会館　鵠沼店にておいて湘南支部　講演会、親睦会を開催いたしました。
今年は38名の先生方に参加いただき、盛大に会を催すことができました。
　開会のあいさつを支部長の私が行い、続いて講演会を行いました。講師には八王子病院産婦人科教授
の村松俊成先生（10期生）にお願いし、婦人科悪性腫瘍の治療について−最近のホットな話題−と題して、
婦人科分野における最新のがん治療についてお話をいただきました。講演会終了後は星医会新会長の鄭 
義弘先生（７期生）に大学の状況や他の星医会ブロック会についてスライドを見ながら、懐かしい同門
の顔に一喜一憂し、話題が弾んでおりました。その後、鄭 義弘先生の乾杯の挨拶にて親睦会をスター
トさせました。久しぶりの仲間との会話は話題が尽きず、大変盛り上がりました。今回、幹事の特権で
湘南支部以外の10期生にも声をかけ、山梨からは大芝　玄先生（10期生）、東京からは野崎英樹先生（10
期生）が駆けつけてくれました。また、７年前に本会の講師をしていただいた血液腫瘍内科教授の川田
浩志先生（10期生）にもお忙しい中、参加していただきました。総勢12名の10期生が集まって、懇親会
後の２次会では大いに盛り上がりました。
　本会は毎年７月の第４土曜日に行うと決めて運営しております。各年代の先生方が同期を誘い合って
参加してもらっており、今年も38名もの先生方に参加していただきました。しかし、残念なことに12期
生以下の先生がだれも参加せず、来年の幹事の樋渡英二先生（11期生）には12期生以下の先生方への参
加呼びかけをお願いしております。来年も平成28年７月23日に開催する予定であります。場所は後日決
まりましたら、ご連絡いたしますので、同期をお誘いの上ご参加下さいますようお願い申し上げます。

2015年度　星医会湘南支部　報告
湘南支部長　西村 和博（10期生）
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　県央医学会は、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・勤務医を中心としている勉強会開催しています。
　今年、第４回県央医学会を平成27年11月14日土曜日に海老名駅・オークラフロンティアホテル海老名
で開催しました。　
　今年４月に東海大学医学部専門診療学系　内科系循環器内科学教授として赴任された吉岡公一郎先生

（７期生）に『心房細動と高血圧』のテーマで特別講演会をお願いしました。
　明快で有意義な講演でわかりやすい内容でした。当日は、酷い雨模様でしたが20名以上の参加頂きそ
の中には地域を越えた参加者もあり、主催の私としては、感謝の一言でした。
　近年、講演会の協賛に諸問題があり、当会の会名称も４年前から東海県央医学会（開催通算17回）か
ら４回目の「県央医学会」へ変更になっています。何処の地域でもこのような会の開催は、大変だと思
います。主催の各星医会支部担当者のご苦労は、察します。
　平成28年も10月～11月に協賛等の都合がつけば開催を予定しています。私が、生存していれば夏休み
ぐらいに日程等連絡させて頂きます。ご多忙中、可能であれば参加お願いします。
　同窓生でこの地域の周囲に卒業生が、仕事されていましたら紹介して頂けると幸いです。この会に興
味のある方は、世話人までに連絡ください。また、興味あるテーマありましたら是非、連絡ください。

県央医学会連絡担当世話人
神奈川県綾瀬市寺尾中１–８–７　１階
医）おかもと小児科　岡本裕一
FAX  0467−70−3994
ｅメール　okmto-19@ped-okamoto.jp

第４回県央医学会開催
県央支部長　岡本 裕一（１期生）
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　今年の愛知・岐阜・三重合同支部会は平成27年９月12日に名古屋駅前の『なだ万茶寮』にて開催しま
した。参加者は16名でした。
　まずは東海大学医学部緩和医療学　竹中元康
　教授に演題名『がんと緩和ケア』の御講演をいただきました。御存知のように竹中先生は岐阜大学麻
酔科准教授から母校へ教授として戻られました。先生の益々の御活躍をお祈り申し上げます。ありがと
うございました。ちなみに眼科の河合憲司教授も岐阜大、大垣市民を経て母校へ教授で戻られており、
岐阜はそんな出世する先生を輩出する土地柄のようです。
　次に本部からお越しいただきました谷亀光則先生に医学部の現況につきましてスライドを用いてのお
話がありました。
　その後、秋の新味覚コース料理に舌鼓を打ちつつ歓談は閉店まで続きました。
　この会に参加すると必ず大学当時の今まで知らなかった秘話、裏話に接することができ私はいつも新
鮮な気持ちで帰路につきます。
　大変楽しく有意義な会です。東海３県の会員の皆様、来年また大勢で集まりましょう。まだこの会に
デビューされてない先生もぜひ！
　現在、名古屋駅周辺はリニア開業を控え高層ビルが多数建築中で
平成28年中には全面オープンし、日本の中でもかなりホットな場所
になっています。交通アクセスは申し分ありません。東海３県以外
の先生方の参加も大歓迎ですので変わりゆく名古屋見物がてらぜひ
お越し下さい。その際は中本まで御一報を
　s3nakent@sage.ocn.ne.jp。

後列左から：松原・川澄・伴・田口・菊池・高井茂・佐藤純・高井和・佐藤彰子・加藤
前列左から：須知・谷亀・竹中・中本・高濱

「愛知・岐阜・三重合同支部会便り」
三重支部長　中本 節夫（８期生）
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星医会　四国支部　同窓会報告

　2015年７月12日、香川県高松市にて同窓会支部会を開催いたしました。
　例年のごとく四国医療セミナーと銘打って、同窓会ゆかりの先生を招聘してご講演をいただきました。
　2015年は北海道大学呼吸器外科教授の加賀基知三先生（６回生）に『北海道の呼吸器外科手術』の題
目でご講演していただきましたが、内容は多岐にわたっており、北海道の医療事情についての特徴など
もご紹介していただきました。
　さすがに北海道は広く、移動だけても大変なことや、先生のライフワークでもある胸腔鏡手術につい
て等、興味深く聞かせていただきました。
　その後は懇親会で瀬戸内の海の幸を堪能していただけたようです。
　毎年同じパターンではありますが、旧交を温める良いチャンスではないかと思っておりますが、マン
ネリズムも解消しないと・・と思うこの頃です。
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日　　時：2015年９月12日（土）
場　　所：ホテルブエナビスタ松本
特別講演：吉岡　公一郎先生（東海大学医学部内科学系循環器内科教授）
　　　　　｢心房細動と高血圧　～薬物治療を考える～｣

日　　時：2015年７月18日（土）
場　　所：ホテルプラム横浜
特別講演：小野　容明先生（横浜呼吸器クリニック院長）
　　　　　｢もし咳喘息に出会ったら｣

長野支部会　　第14回東海大学医学部星医会　しなのフォーラム

横浜・川崎支部会　　横浜・川崎プライマリーケアセミナー
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日　　時：2015年10月24日（土）
場　　所：八戸プラザホテル
特別講演：金渕一雄先生（東海大学八王子病院心臓血管外科准教授）
　　　　　「血管病変による下肢の痛みや潰瘍について」

日　　時：2015年６月27日（土）
場　　所：ホテルアソシエ静岡
特別講演：河合憲司先生（東海大学眼科教授）
　　　　　「糖尿病と眼」

北東北支部会

静岡支部会



星医会　第54号 29

日時：2015年４月８日（木）
場所：おばんざい都美

日時：2015年７月29日（水）
場所：おばんざい都美

大阪支部会

大阪支部会　懇親会（夏季）
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日時：2015年11月28日（土）
場所：長崎歴史文化博物館

日時：2016年１月30日（土）
場所：魚勝

第10回星医会　九州支部総会

大分支部会
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日時：2016年２月20日（土）
場所：札幌パークホテル

日時：2016年１月16日（土）
場所：六本木「オステリア・ナカムラ」

北海道支部会

ウインドサーフィン部ＯＢ会
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　2015年６月28日定例５期生会を京王プラザホテル
新宿で開催。
　今回の５期生会は18名が集まりました。昨年の会
で毎年集まらないといつ会えなくなるかわからない
ので続けていこうと希望が多くありました。無事に
山形から最年長の野口幹雄先生も来られました。今
回の特別企画は菅野公司先生のお世話でジャズセッ
ション（ボーカル：盛岡マレーネ典子さん）の演奏
がありました。ピアノとベースの巧みな演奏と魅惑
的なボーカルが調和した素晴らしい演奏に普段とは違う次元の世界へみんなで入っていました。

出席者（敬称略、五十音順）
　　赤須（長田）、犬塚、岩崎、菅野、川名、黒野、高、崔、嶋村、白石、田中元、徳永（大友）、
　　中村、野口、伴、町村、松山、眞鍋、宮治

　2014年６月15日卒後30年記念
５期生会を帝国ホテルで豪華に
開催。
　はじめに、卒後30周年記念と
して呼吸器外科の岩崎正之先生、
徳永（大友）昌子先生が企画して
くれて早めの準備で総勢32人も
集まることができました。６年
次の指導教員でもあった脳神経
外科佐藤修名誉教授をお招きで

きました。私は、遅刻して到着していまいましたが田中元章先生が軽妙な司会技を披露して会は楽しく
進みました。お世話になった先生方は多くが天国で見守ってくれておりみんなで先生がたの恩に感謝し
黙とうをささげました。私たち５期生は山林一先生が「できないな。ダメ、ダメ」と言われていました
が各人の近況報告を聞いているとみんな医師になって立派になりました。佐藤先生の激励のお言葉もい
ただき卒後30年の積み重ねが今後も多くの患者さんを助け、医療、医学の発展に貢献していけるものと
力強く感じたのでありました。

出席者（敬称略）
　　高、田中、眞鍋、森谷、小長谷、金、犬塚、野沢、木村、宮治、塚越、松原、斉藤、小野田、岩崎、
　　町村、野上、添田、白石、黒野、定方、松山、伴、森田、中村、崔、野口、佐藤修先生、菅野、
　　徳永（大友）、赤須（長田）、豊倉、加藤

５期生会報告
　白石 光一（５期生）

同期会便り
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　平成27年３月７日19時から、京王プラザホテル42階「津久井」におきまして、「９期生同窓会」を開
催しました。当日は20名の参加者でさらに終盤になり広島から正岡良之君が駆けつけてくれました。私
たちは昭和最後の卒業生ですので、卒後26年も経過したことになります。それでも会えばゼミを越えポ
リクリ班を越えてすぐに当時のことをあちらこちらで楽しそうな会話が弾みました。そこには「先生」
という呼称ではなくみんなが「〇〇さん」「〇〇君」です。あっという間の２時間でしたが、飲みたら
ない輩は夜の神楽坂へ繰り出したようです（詳細不明）。ここに参加した同窓生から後日いただいた近
況報告を、また参加できなかった同窓生からの近況報告を全員ではありませんがご紹介してご報告を終
えます（なお、誌面の関係上大幅に文章を修正したことをお許しください）。是非、みなさん来たれ新
宿へ、そして楽しい一夜を過ごしましょう。

【参加者（敬称略）】
伊藤宇一

▲

卒業後は北海道大学の整形外科へ入局し、平成７年から整形外科病院（80床）を引き継ぎまし
た。私生活ではアメリカンフットボールから離れられず、現在も北海道の社会人リーグに所属するチ
ームに入っております。ケガをしない様に、週に３回はジム通いです。

廣川　豊

▲

最近はマラソン、登山、クライミング、自転車などで体を鍛える毎日を送っています。
稲村（井口）いづみ

▲

実家の諏訪湖畔病院で、院長をしています。今は仕事と家庭のことで忙しく自分の
時間がありませんが、子供から手が離れたら美味しいものを食べにいくのが夢です。医師募集中です。

　同窓会の前日、いつものように
６期生で集まりました。
　常連のメンバーに加え、今回は
岩佐厚先生が登場し近況を語り合
いました。
　写真のように女性が参加すると
男性一色の会と違ってそれぞれ色
の違った話で盛り上がっておりま
した。
　６期は平川均先生が中心となっ
て同窓会の前日と年末の二回、集
まって親交を深めています。
　連絡が取りにくい同期生もいる
ので、これを見て参加したくなっ
たら平川先生や私、萩野に御連絡
頂ければ幸いです。

６期生会報告
　萩野 仁志（６期生）

９期生同窓会報告
幹事　継　淳（９期生）
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川村（花岡）麻紀子

▲

千葉県佐倉市で小児科クリニックを開業し13年になります。毎日子供たちに囲まれ
にぎやかに仕事をしています。最近は開業当初診ていた子がママになり、こどもを連れて来てくれる
ようになりました。来院してくれるこどもたちの成長が仕事の励みです。
藤原道雄

▲

北信総合病院（JA長野厚生連）小児科勤務。信州の北の端の、温泉猿で有名になった地で、
人間の子供を相手にしています。難病の生命予後の改善などに伴う、医療環境の大きな変化を感じつ
つ、改めて「命について」考えさせられながら診療しております。
齋藤（長野）美智子

▲

東京三鷹市と千葉県柏市にて皮膚科を開業しております。医師としての仕事の他、
事務方、主婦業に追われる毎日ですが持ち前の性格で楽しんで取り組んでいます。
西海　昇

▲

同窓会で、Ｄゼミの顔が少ないのは残念です。2000年から、小田原市立病院の呼吸器外科に
おいて、若手外科医の育成のため、肺癌手術の指導が今の仕事です。
加藤優子

▲

東京都済生会中央病院病理診断科勤務です。武蔵野のタワーマンションから、新宿、六本木
を通過し電車通勤しています。 猫二匹と、同居中。自分の健康より、猫の健康が心配な日々です。
加賀達美

▲

平成９年に父が他界しましたのを機に、オタクと古本屋の町・神田神保町にて耳鼻咽喉科ク
リニックを継ぎました。自慢は日本一短い診療時間の上に、初診お一人20～30分をかける精神科的診
療を行っているため、収入も日本一少ない耳鼻科医という事です。
今宮　聡

▲

2005年３月に東海大学を辞してから現在も湯河原中央温泉病院の勤務医をしています。主に
高齢者の寝たきり患者様の入院治療に携わっています。本来ならば放射線治療専門医なので放射線治
療を有する病院に勤めるべきでしょうが、もうしばらく療養、緩和医療に携わっていこうと思います。

以下、当日参加されたもののお言葉を掲載できなかった面々を敬称略で列記いたします（倉片優・立川
浩・徳永信弘・村上健・坂本浩保・松倉修二・中山美子・臼井和胤・熊谷美穂・正岡良之・継淳）。

【参加できなかった方々（敬称略）】
赤坂　理

▲

今年還暦になってしまいました。
京　吉紀

▲
家族で嵐のコンサートに行く満員電車で失神した人を手当てしました。無事回復しました。

塚本　恵
▲

最近は老眼で細かい手術や暗い術野が苦になります。
中村浩之

▲

開業10年経ちました。近くに小林宏成君が開業してくれ心強いです。
梅原潤一

▲

毎日仕事が楽しいです。スタッフや患者さんに恵まれありがたいです。
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　10期生会を昨年の３月７日土曜日、星医会総会の前日に、新宿の京王プラザ47階「あさひ」という部
屋で行いました。当日は19時30分からでしたが、例年どおり少しずつ集まり終了するころに、ようやく
予定していた人数になりました。今回は美和先生が10期生会初参加で懐かしい話をたくさんすることが
できました。同期会は昔のように学生時代の遠慮のいらない会話ができるので、参加するまでは仕事を
片付けたりやっかいですが、その分楽しい思い出がまたできますので、初参加の方も是非気楽にいらし
てください。
　10期生会は2012年から卒後20年を経過したこともあり、年に１回開催することにしています。日程は
3月の総会（第二日曜日）前日の土曜日に京王プラザ（新宿）で開催します。次回予定がつかない方も、毎
年行いますので、ご都合のよろしい会に参加していただけると幸いです。2016年の10期生会の案内は、
１月に郵送した第36回星医会総会案内に別紙を同封しましたのでご検討下さい。またFace Bookをおや
りの方は、10期生会のclosedの会がございますので、管理者の大澤明彦さんと連絡をとってメンバーに
なって下さい。次回は2016年３月12日土曜日の19時30分頃から開催予定です。「10期生会NOW」の写真
や動画をFace Bookにアップしますので同期会に参加できなかった方はそれをみてうらやましがってく
ださい。

10期生会の報告
　本多 ゆみえ（10期生）
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今年も下記の通り総会を開催いたしますので、奮ってご参加下さい。

記

日　時 : 　2016年３月13日（日曜日）正午より
場　所 : 　新宿　京王プラザホテル 本館４階「花」
会　費 : 　１万円
＊6期、16期、26期、36期、37期生は会費無料。
　封筒の宛名の右下左側が卒期です。

第36回星医会総会開催

昨年（2015年）の総会
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学生クラブ紹介

●オール関東医科学生スキー大会　　　　　　　　　　　　　　日時：2015年１月11日（日）
　　男子大回転新人戦　　第２位　江並龍之介（医１年）
　　男子大回転　　　　　第２位　小野容岳（医５年）
 ●第57回東日本医科学生体育大会スキー競技　　 日時：2015年３月５日（木）～13日（金）
　　男子スーパー大回転　第６位　平野瑛久（医２年）
　　男子大回転　　　　　第５位　平野瑛久（医２年）
　　男子回転　　　　　　第２位　平野瑛久（医２年）
 ●第20回全国看護学生スキー大会　　 日時：2015年３月14日（土）～16日（月）
　　男子大回転　　　　　第２位　平野瑛久（医２年）
　　男子回転　　　　　　第１位　平野瑛久（医２年）
　　男子個人総合　　　　第１位　平野瑛久（医２年）
 ●第40回All Medical Ski Cup（全医学部スキー杯）　　 日時：2015年３月24日（月）～27日（金）
　　男子大回転　　　　　第４位　平野瑛久（医２年）
　　　　　　　　　　　　第５位　江並龍之介（医１年）
　　男子回転　　　　　　第２位　江並龍之介（医１年）
　　男子スーパー大回転　第３位　平野瑛久（医２年）
　　男子Ｘ

クロスカントリー

Ｃ　　個人　　第３位　小野容岳（医５年）
　　　　　　　　　　　　第５位　平野瑛久（医２年）
　　女子Ｘ

クロスカントリー

Ｃ　　個人　　第６位　高原あい（医３年）
　　Ｘ

クロスカントリー

Ｃ　　継走　　　　第２位　東海大学Aチーム（平野瑛久、江並龍之介、村上哲彦、小野容岳）
　　男子個人総合　　　　第１位　平野瑛久（医２年）
　　　　　　　　　　　　第２位　小野容岳（医５年）
　　　　　　　　　　　　第６位　江並龍之介（医１年）
　　女子個人総合　　　　第４位　高原あい（医３年）

●第58回東日本医科学生総合体育大会
　　団体準優勝
●第49回全国医科学生体育大会王座決定戦
　　団体準優勝

東海大学医学部健康科学部スキー部　2014年度大会成績
2BMM1416　高原 あい

東海大学医学部柔道部　2015年度大会成績
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● バックナンバー53号で一部不適切な文書の掲載がありました。編集委員とし
て今後は一層内容には留意致します。

● バックナンバー53号の「2014年度決算・2015年予算」で2015年度予算の
支出の数字が一部間違っていました。正しくは以下です。

お詫びと訂正

収入の部
科　　　目 予算額

正会員費 4,350,000
年会費 8,000,000
特別会員費 100,000
賛助会員費 150,000
学生会員費 5,500,000
会報広告費 600,000
利    子 10,000
保険加入手数料 5,000,000
雑収入 0
合    計 23,710,000

支出の部
科　　　目 予算額

人件費 5,200,000
退職積立金 100,000
印刷費 2,700,000
通信費 1,000,000
支部活動費 1,600,000
会議費 450,000
事務局費 500,000
交通費 1,000,000
総会補助費 1,300,000
奨学金運営費 1,000,000
星医会賞 400,000
慶弔費 200,000
ホームページ管理費 100,000
医意会連絡会費 350,000
全国私立医大連絡会費 100,000
会計事務所顧問料 50,000
選挙費 50,000
学生補助金 3,000,000
学会助成金 1,200,000
星医会会館建設準備金 2,000,000
40周年準備金 500,000
東医体主幹準備金 500,000
予備費（その他） 210,000
名簿製作費 200,000
合　計 23,710,000

◇2015年度予算
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団体割引が適用

東海大学医学部同窓会星医会 会員の皆様へ

「医師総合補償制度」 のご案内
保険期間：平成２６年１２月１日午後４時～平成２７年１２月１日午後４時（中途加入随時受付）

４つの安心 で、先生方を しっかりサポート

医療業務の遂行に起因して、万一患者の
身体・生命に障害を与えてしまった場合
に、法律上の損害賠償金を補償します。

所得補償保険
＆ 団体長期障害所得補償保険

病気やケガで働けない期間、生活費を
ご家族のもとにお届けする保険です。

がん保険・医療保険

この広告は医師賠償責任保険、フルガード保険特約付帯普通傷害保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、がん保険 年契約用 、医療保険 年契約用 の概要

についてご紹介したものです。保険の内容はパンフレットでご確認ください。また、ご加入に当たっては、必ず重要事項説明をよくお読みください。詳細は団体代表者
の方にお渡ししてあります保険約款および協定書によりますが、ご不明な点は取扱代理店または引受保険会社へお尋ねください。

医師賠償責任保険（勤務医向け）
万一の

医療事故
を補償

万一の

医療事故
を補償

働けなくなった時の

収入
を補償

働けなくなった時の

収入
を補償

万一の

がん･病気･ケガ

を補償

万一の

がん･病気･ケガ

を補償

されるため、保険料が割安です

入院一日目からしっかり補償します。
ご加入時に医師の診査は不要です。
（健康状態の告知のみでご加入できます）

※パンフレット等資料のご請求やお申込みは、下記取扱代理店まで電話またはメールにてご連絡ください。
中途加入の場合、毎月１ 日締め切りでお申込みいただけます。詳細は、取扱代理店までお問い合わせください。

平成 年 月作成 ２

日常生活のケガ
を補償

日常生活のケガ
を補償

地震によるケガも補償！ フルガード保険（傷害保険）

国内外、２４時間、事故によるケガを補償
します。 地震・噴火またはこれらによる
津波によるケガも補償します

ケガ以外にも携行品の損壊など、様々なリ
スクを補償します。

NEW

【お問い合わせ先（取扱代理店）】

【引受保険会社】

有限会社マツオホケンサービス 星医会担当:松尾
TEL:03-5642-7511 （平日9:00～18:00）MAIL:matsuohoken@nifty.com

（担当課）医療・福祉法人部法人第一課 TEL:03-3515-4143（平日9:00～17:00）

団体割引

２０％

団体割引

１５％

団体割引

１５％

団体割引

１５％
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地域に根ざした医療を目指して 

綾瀬市の中心に位置し、一般病棟 108 床・療養病棟 60 床、 

合計 168 床の複合科病院として、また市内唯一の分娩施設と 

脳外科、眼科の手術設備を備え、準市民病院的な役割を担って 

おります。 

今後も地域医療の中核として、総合的医療の提供を目指して 

まいります。 

・  ～  病  院  概  要  ～  ・ 
● 開設年月日 昭和５６年７月１６日 法人認可 昭和５８年４月１日 

● 代 表 者 理 事 長 

院 長 

産 婦 人 科 部 長 

阿部 聡 
徳永唯志 
篠塚孝男 

相 談 役 

顧 問 
谷野隆三郎 東海大学形成外科（名誉）教授 
森 晃 東京都市大学工学部生体医工学科教授 

● 受 付 時 間 午前：８時３０分～１２時 
午後：1 時３０分～ ５時 
 

休診日：日曜、祝祭日、１２月３１日～１月３日 

● 病 床 数 一般病棟: 108 床 
療養病棟:  60 床 

看護 10:1 
看護 20:1 看護補助 20:1 

● 診 療 科 目 内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、小児科、脳神経外科、形成外科、リウマチ科 
リハビリ科、眼科、婦人科、産科 

● 検 査 機 器 ・MRI・高速 80 列 CT 低被ばく型・アンギオ(血管連続撮影装置)・透視装置・骨塩量測定装置 

・超音波断層装置・気管支、胃、十二指腸、大腸等ファイバースコープ・ポリペクトミー 他 

医療法人社団柏綾会 綾 瀬 厚 生 病 院 電話 (0467)77-5111㈹ 

〒252－1103 神奈川県綾瀬市深谷３８１５番地  www.ayase-kousei-hospital.jp 

 



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

（旧姓・旧名）

西暦 年 （ 期生） 他学： 年

氏 名

生年月日 西暦 年

開業医・勤務医・産業医・研修医・その他（ ）

＊お願い　名簿への記載不可項目は○で囲んでください。

〒

〒

TEL：

TEL：

FAX：

FAX：

性別 男 女月 日（ 歳）

現 住 所

勤 務 先

名 称

職 名

所 在 地

連絡事項

E-mail

フ リ ガ ナ

星医会　第54号 51
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星医会（東海大学医学部同窓会）
FAX：0463-91-5913

星医会へのおたより
◇ 近況報告

◇ 何に関して知りたい（読みたい）ですか？

◇ どんな記事を書いて欲しいですか？

（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）

また、同窓会関係者（現・旧教職員、同窓会員）の誰に

（今後の同窓会誌への提案）

氏　名： （　　期生）

現住所：〒

勤務先：

TEL：

e-mail：

FAX：

㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘



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  鄭　義弘 　　　　　　
　　　　　　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。

お願い

◦ 年会費等を振り込みされる時、法人名で振込を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。（法人名ですと振込人名が不明になってしまいます）

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

　星医会では東京海上日動火災保険会社と提携し医師賠償責任保険、所得補償保険、団体長期障害所
得補償保険、がん保険、医療保険などを会員が団体割引で加入できます。現在 1400名程が加入して
います。見積もり希望の方は下記にメール又は電話連絡お願いします。

　　　　　　〈お問い合わせ先〉：　有限会社 マツオホケンサービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒103-0013　中央区日本橋人形町1-13-9-201
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-5642-7511　FAX：03-5642-7512
　　　　　　　　　　　　　　　　　mail：matsuohoken@nifty.com

「星医会 医師総合補償制度」のご案内

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ
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松前記念講堂
鉄骨造２階建て。広い無柱空間を設け、各階207名ずつ収容できる
階段教室。
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