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星医会　第56号 1

　東海大学医学部同窓会会報「星医会」は今号で第56号になります。そして
会報誌を開いて最初（１頁目）に「巻頭言」が書かれています。恒例で奇数
号は会長や副会長が、偶数号は理事が担当することが多いです。ただしその
内容はさまざまでひょっとすると読者の皆様はななめ読みもしくは読み飛ば
されていることも多いでしょうか。かくいう私の今回の巻頭言もはたして何
人の方の目に留まっているのでしょう？
　私は金渕前会長時代から、当時会報担当理事であった末野利治先生（７期生）の指導の下この会報誌
の編集に携わってまいりました。時にせっかくの会報誌をご自宅に郵送してもすぐにゴミ箱行であると
のことを小耳にはさみ落ち込んだこともありました。中には卒業後までも東海大学からの縛りは面倒く
さいと感じられている方もいらっしゃると知り悲しくなりました。しかし、今回ひろく会員の皆様にア
ンケートをとり、多くの方が本誌を楽しみにしてくださっていることを知り、本当にうれしく感じまし
た。その集計の詳細は別項で後述いたします。私ごとで恐縮ですが、2015年３月で東海大学医学部を退
職し厚木市内で診療所を開業しました。大学病院には車で15分そこらと近いのですが、やはり大学を離
れてみますと距離以上に内部の動静には疎くなります。医学の最近の知見であればネット検索や論文な
どでいくらでも情報は得られますが、こと大学医学部や附属病院のことなどはそこから情報発信されて
いなければほとんどわかりません。会報誌の在り方はそれらを開示したり、全国の星医会会員の動向な
どが垣間見える唯一の情報誌であるということを恥ずかしながら実感しました。
　2017年３月の卒業生は星医会38期生として巣立ちます。星医会設立30周年記念誌が発行されたのがつ
い先日のことのようでしたが、うかうかしておりますとすぐに40周年です。その30周年記念誌の編集後
記には「編集企画の段階では過去30年間の時代背景や学び舎の変遷などを写真でお見せしたいなどいろ
いろな思いがありましたが成し遂げられませんでした。次回にはさらに良いものをと期待します（略）」
と書かれています。いつまでも残るもの、残せるものとして会員のみなさまの座右においていただける
ものが発行できればと思います（もっともまだ記念誌を発行するかどうかも決まっておらず、私が編集
に携われるかもきまってないのですが）。いずれにしましてもこの時代だからこそ紙媒体の情報誌を残
すべきと思います。これからも会員の皆様に少しでも満足いただけるような会報誌を編集してまいりま
すのでどうかよろしくお願いいたします。

会報誌の在り方
星医会副会長　継　 淳（９期生）

巻頭言
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「会報誌アンケート」結果
編集人代表　継 　淳（９期生）

　2016年１月に星医会会員の皆様に行いました「会報誌アンケート」の結果が出ましたのでご報告いた
します。

　総計352名（男性286名・女性66名）の皆様からご回答いただきました。どう
しても昭和世代の卒業生（１～９期生）からの回答が多くなっておりますが、
これまでのすべての卒業期から多少のばらつきはありますが広く回答いただい
ています。各設問に対するご回答の具体的な数字は表に示しますが、結果から
見えてきたことを述べたいと思います。
　まずはこの星医会会報誌については96％の方が必要であるとお答えされまし
た。またほぼ同数の方がこの会報誌に目を通されています。あらためて星医会
の多くの会員の皆様が手に取っていただいていることを本当にありがたく思い
ます。さらに、これはかなり気を使っていただいているのでしょうが、98％の
方が会報の内容にまあまあ満足以上の合格点をつけていただきました。しかし、
２％弱の方は満足されていないという声が上がっておりしっかり受け止めなけ
ればなりません。また、満足はされてはいるもののもう少し工夫をと思ってい
らっしゃることも事実でしょう。自由意見にもありましたが「紙媒体ではなく
電子版を検討してほしい」と、この時代ごもっともかと思います。ただ、この
ような時代だからこそ紙にこだわり、端末のスイッチを入れずともふと手に取
れる会報誌の良さもあるのではないでしょうか。伊勢原を離れられ、また大学
病院を退職された多くの会員の皆様にとって、わが母校がどうなっているのか、
東海大学病院がどうなっているのか、日本全国のみならず世界に羽ばたいてい
る会員の方々がどうしているのか、お世話になった恩師がどう過ごされている
のか、飲み食べ歩いた伊勢原界隈がどう変わったのかなど、同じ星医会会員で
ある編集人だからこそ発信できる会報誌は貴重な情報源になるのではと思って
います。ここには記載できませんでしたが、回答いただきました一人一人の自
由記載にはすべて目を通し、今後の会報誌作成に大いに参考にさせていただく
所存です。星医会会員の皆様全員が会報誌を手に取っていただき、満足いただ
けるような誌面を目指して作ってまいりますので、どうかこれからもよろしく
お願いいたします。
　最後になりましたがご回答いただきました星医会会員の皆様に深く御礼申し
上げます。

回答者

期 男 女
1 18 3
2 15 0
3 28 7
4 23 4
5 19 1
6 10 3
7 10 2
8 18 0
9 22 4
10 10 2
11 11 1
12 5 3
13 4 2
14 5 2
15 6 5
16 3 1
17 5 2
18 6 2
19 3 1
20 5 1
21 2 4
22 5 0
23 0 2
24 3 3
25 5 3
26 2 1
27 1 1
28 1 1
29 2 2
30 2 2
31 2 0
32 0 0
33 4 1
34 2 0
35 1 0
36 0 0

特別 17
不明 11
計 286 66

合計 352
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Ｑ１.　東海大学医学部同窓会会報「星医会」（以下、会報誌）は必要である。
　　　　はい　　いいえ
Ｑ２.　会報誌はこれまで通り、年２回の発行でよい。
　　　　はい　　いいえ（何回が適当ですか　　　　　回）
Ｑ３.　会報誌は読まれますか。
　　　　必ず読む　　ときどき　　ほとんど読まない　　読まない
Ｑ４.　会報誌の内容に満足されていますか。
　　　　非常に満足　　まあまあ　　あまり満足しない　　全く満足しない

（2016年１月実施）
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第16回ホームカミングデー報告

湘南キャンパス全体が
大きなアミューズメントパークとなっていました

　　　　　　　白石 光一（５期生）

　2016年11月３日文化の日に毎年行われる東海大学同窓会ホームカミングデーに参加してきました。今
年は13,000人もの参加者があり大盛況でした。まずはリオオリンピックのメダリスト（金藤選手、羽賀
選手）がパーティーに来られ一層盛り上がっていました。目立つのがお子さんを連れてこられた同窓生
が多くみられました。建学祭最終日でもあり湘南キャンパス全体が大きなアミューズメントパークとな
っていました。
　今回も東海大学全学部の学部デモンストレーションが開催されました。医学部長から医学部責任者を
委任され展示を行いました。①サルコペニア、ロコモティブシンドロームのチェックのため片脚起立試
験、握力測定、体筋肉量・脂肪量測定（Inbody）、②血糖測定、③医療相談、④救急蘇生講習会を実施
してみました。
　ロコモチェック：40cm片脚起立試験では40代の男性でも立てない人がいました。起立できても３秒
間安定して立てない方も多く筋力の衰えは早く来ることを実感しました。スクワットしなくては。
　サルコペニアチェック：握力測定では男性26Kg、女性18Kg以下はほとんどおられずスクリーニング
はすべて大丈夫でした。Inbodyによる体組成チェックでも筋肉量（男性7Kg/㎡未満、女性5.7Kg/㎡未満）

は維持されていました（79人参加）。イベントに来られ
る方はみんな元気ということでした。
　血糖チェック：125人チェックして最高値300以上で今
年も新患を発見しました。
　救急蘇生講習：本多先生の指導のもと37人の参加があ
り（小児10人, 大人27人）子供たちの積極性が印象的で
した。
　ご協力いただきました櫻井先生、鄭先生、本多先生、
今関先生、朝倉Ｎｓ（ICU）、市川さん（大磯リハビリ
センター理学療法士）ありがとうございました。
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■　第23回星医会賞

受賞論文

〈 申 請 者 〉　額賀　唯至 君（30期生）

〈 タイトル 〉　TRANSPLANTATION  OF ACTIVTATED  NUCLEUS　PULPOSUS  
　　　　　　　CELLS AFTER  CRYOPRESERVATION:EFFICACY  STUDY IN A 
　　　　　　　CANINE DISC DEGENERATION MODEL

〈 掲 載 誌 〉　European Cells and Materials Vol.31 2016（pages 95-10）

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23回星医会賞は、額賀 唯至君（30期生 整形外科学助教）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2017年３月12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23回星医会賞受賞者決定!!!



第24回星医会賞募集

◦応募方法 

　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、29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24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）

星医会　第56号6
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訃報

　10月23日我々５期生の塚越譲一先生が亡くなられたとの一報が同期の伴先生から入ったとき信じられ
ない思い出でいっぱいでした。いつも最期の時を見送る仕事をしている者としても同期生の死はショッ
クでした。若いころの同期の死はアクシデント的に想えましたがもうそんな齢になったのかと考えてし
まいます。今年の５期生会を10月２日に企画しお知らせをメール配信した時、いつもはすぐ返事のくる
塚越先生からはメールが届かずなにか胸騒ぎがして名簿の電話番号に連絡したところ病気療養中との返
事がありました。後から今年腎がんが判明し治療が続いていたことを知り少しでも声をかけられたらと
悔いが残ります。

塚越 譲一 先生を偲んで
白石 光一（５期生）

　塚越先生は1978年４月５期生として入学し、クラスでも声の大きな群馬弁で話をする目立った存在で
した。初めから落ち着いた風貌で中心的な存在、言葉はストレートで分かりやすく、すぐ仲良くなりま
した。

2015年6月28日5期生会 後列左から2人目

2014年６月　５期生会卒業30年記念　後列右端　必ず伴先生と並んでいます
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2001年11月　５期生会　後列左から４人目

学生時代の塚越先生 左端（卒業アルバムから）

ハーイ

スミマセーン
コラッ

よそ見するな！
バカヤロ

チコクするな
鍵をかけるぞ

　面倒見がよく、車に乗せてもらって平塚のデニーズに行って友人みんなで食事をしたこと、茨城、松
本へ行ったこと、夏休みには東海道線の最終大垣行きに乗って乗り継ぎながら尾道、瀬戸内海の島へ旅
したこと、泳ぎの下手な私を助けてくれたこと、グループ勉強で夜遅くまで学生室で勉強したこと、思
い出はどんどん湧いてきます。兄貴分の存在でした。

　ご両親が群馬県で地域医療に携わり開業されていましたので卒業後は群馬大学医学部へ進まれ交流で
きずにいましたが、同期会には今年以外はすべて参加され元気で大きな声を聴くことができました。
　お通夜の際に奥様、御子さんとの仲の良い写真が飾られていました。心の通った家族を持って良い診
療をしていたことがわかります。彼は学生時代と同じく家族の力であったのだなと思うと胸を打たれま
した。
　You raise me up という曲が頭に
浮かんできました。塚越先生が残さ
れた多くの記憶や足跡はこれからも
同期生の、ご家族の raise up を続け
てくれると思います。

　When I am down and, oh my soul, so weary
　When troubles come and my heart burdened be
　Then, I am still and wait here in the silence
　Until you come and sit awhile with me
　You raise me up, so I can stand on mountains
　You raise me up, to walk on stormy seas
　I am strong, when I am on your shoulders
　You raise me up... To more than I can be
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　2016年の夏、仕事をしていると同級生の西崎君から携帯の着信があった。
　珍しく学会でもあって新潟に来るのかなあ？と思い電話に出ると「先生、弘瀬が亡くなったこと知っ
てる？」「え！弘瀬が？？知らないよ。」「３月に亡くなったって、ご家族で葬儀は済ませたらしい。」

「びっくり！どうして？」「突然死だったらしい・・・。」
　西崎君からの携帯を切った後、すぐに伊藤薫君に連絡をした。
　「弘瀬が３月に亡くなったらしいよ。」「え？？本当かよ？どうして？」「突然死らしい。一度、時間を
作ってお参りに行こう。実家に確認したらいいのかなあ？」
　数日後、平川君からメールが来た。
　「弘瀬が亡くなったと聞いたけど本当か？同窓会から連絡が来て、驚いている。あと追悼文の依頼が
来ているけど、野沢が書けるかな？」という内容であった。
　悲しさを通り越して、驚きで頭がいっぱいであった。この文章を書いている今も信じがたい気持ちで
ある。
　弘瀬君とは、東海大浦安高校からの同級生で、伊藤薫君と３人で東海大学医学部へ進学した。
　連絡をもらった西崎君は東海大高輪台高、平川君は東海大相模高で、いずれも付属高校から進学した
友人である。
　弘瀬君を一言で言うと「今まで出会った中で一番優しい男」である。
　彼との出会いは、高校一年生のときである。その頃から成績が良く、顔の広い男だという印象があっ
た。高校３年生のときに医学部を志望する９名で選抜試験を受けた。お互いライバルでありながら、誰
にでも話しかけてくるのは、弘瀬君一人であった。本当に優しく、人柄を羨ましく思っていた。
　医学部に入ってからも、色々と情報を提供してくれた。兄貴（弘瀬哲先生）が２期生であることもあ
って、テストなど情報が豊富であった。試験問題を作る先生方の性格やクセなどを細かく教えてもらっ
た。また、コピー機を購入し、過去問のコピーも回してもらいました。本当に世話になったとしみじみ
感じている。
　一方で、当時、流行っていたインベーダーゲームに熱中していた姿が懐かしい。大根のゲームセンタ
ーで夜遅くまで一緒に遊んでいた。その後、麻雀にもハマっていた。試験の最中にも関わらず、麻雀荘
に顔を出していた。あらゆるゲームのセンスも抜群であった。
　また、私が大根から伊勢原に移って一人暮らしを始めたときも多くのアドバイスをもらった。伊勢原
で安くて美味しいお店、美味しい冷凍チャーハンなど、数え切れない。
　弘瀬修君は、東海大学を卒業後、帝京大学医学部眼科学教室に入局し、同大学付属病院で臨床研修を
行いました。大学での研修を終えると、埼玉協同病院、猿島赤十字病院、八王子医療刑務所（注：医師
として）に勤務し、臨床医として研鑽を積みました。
　その後、2003年７月よりお母様の後を継ぎ板橋で弘瀬眼科を開業しました。お母様と同様に開業医と
して地域医療に貢献し、医院の運営も順調でした。
　そんな中、2016年３月24日、急性くも膜下出血で急逝されました。誠に信じがたいことですが、弘瀬
君が亡くなったことは、筆舌に尽くしがたいほど悔しい。同級会では、“これまでの診療経験を生かし、
一人一人の患者様を大切にし、地域医療に少しでも貢献できればと思っている”と語っていました。こ
の弘瀬君の思いを繋げたい。
　安らかにお眠り下さい。心よりご冥福をお祈りします。

弘瀬 修 君を偲んで
野澤 慎吾（６期生）
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星医会理事　谷亀 光則（４期生）

　アメリカで次期大統領にトランプ氏が選出される３日前の2016年11月５日に、小田急線新百合ケ丘駅
にあるホテルモリノにて神奈川医意会が開催されました。すでにご存知の方も多いと思いますが、神奈
川県にある私立大医学部の北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学の同窓会同士の連携のための年
１回の定期的な連絡会です。今回の主幹は聖マリアンナ医大でした。
　まず聖医会（聖マリアンナ医大同窓会）の岸忠宏会長の開会の挨拶で始まり、聖マリアンナ医大の三
宅良彦学長から私立医大の運営が大変であることや変化するニーズに対応するしなやかさが必要である
ことなどのお話がありました。そして今回の講演は「聖マリアンナ医科大学における男女共同参画への
取り組み」と称し、聖医会員で循環器内科の明石嘉浩教授が30分ほどお話しされました。聖マリアンナ
医大は、東京女子医大に次いで女性医師割合が二番目に多いとは知りませんでした。そこで、他の企業
と同様に、男女共同参画からさらに女性がより働きやすい環境を次々に整備してきたのだそうです。そ
の結果として、大学病院としては初めて「子育てサポート企業」として厚生労働省から認定を受け、名
刺などに「くるみん（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/）」
マークを使用することができるようになりました。

第24回神奈川医意会報告

　講演後は、聖マリアンナ医大の明石勝也理事長の
乾杯の挨拶から懇親会となりました。私の横の席に
は、現在同じ職場（望星大根クリニック）で一緒に
仕事をしている北里大学出身のＹ先生がおり、また
毎週水曜日には聖マリアンナ医大出身の代謝・内分
泌内科のＮ女史が非常勤で勤務しており、『神奈川
医意会』と『女性医師の活躍』を同時に実践してい
ることに気がつきました。
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開業医のページ

愛すべき我が人生
静岡県島田市
藤本 星代（６期生）

　医師になって31年、開業して23年が過ぎた。あっという間に。
　私の両親は医師ではない。旦那の両親も医師ではない。でもそんなことは関係ない。何でもできると
疑わず旦那の地元で開業した。地元を愛する旦那は最初から将来開業したがっていたし、子供を抱える
私にとっても開業は育児と仕事を両立するのに時間の融通が利いてありがたかった。医院経営のノウハ
ウもなく、たぶん今の自分が当時の自分達を見たら、要領が悪くて見ていられなかった事だろう。毎日
忙殺され、必死で借金を返し、でもこんなものだと思って突っ走ってきた。
　私は25歳で結婚して28歳で第1子を産んだ。ちょうど医師として一番自分を伸ばしたい時期だったの
で子供を産むかどうかは大いに悩んだが、結局自分は医師である前に女性であり、人間であり、生物な
のだから、子供を産むのが自然の摂理と結論して産んだ。産むなら３人だと決めて３人産んだ。忙しい
自分に代わって兄弟で助け合って成長してほしかったからだ。
上の子が３歳、２番目の子が１歳の時に開業し、前述の様にわけのわからないまま、とにかく忙殺され
て時間が過ぎた。やることの優先順位として、まず育児、次に仕事、そして家事、としたつもりだった
が、結果はすべてが中途半端に終わった。今思えば体は一つしかないのだから当たり前の結果なのだ
が・・・。
　そうして21年経ち、開院時の借金返済も終わり子供３人大学に行って、やっとほっとして気が付いた
ら、家に残っているのは私と旦那とペットだけだった。
　旦那は医師会長の仕事で忙しく、寂しいので時々末娘のところに遊びに行って女二人で買い物や食事
などして楽しんでいたら、娘に彼氏ができた。するとなんとしたことか、もう親は邪魔者扱いである！
誰のおかげで生活しているんだー！と叫んでも無駄である。おまけに大学を辞めて彼氏と一緒に子供の
頃からやってきた乗馬を仕事にすると言い出した。彼氏は悪魔に見えた。
　自分は努力して人生順調に歩んできたつもりだったのに、ここにきてとんだ辛酸を舐めさせられてい
る。子供も自分の思うようになると考えていたのが間違いのも
とだったようだ。同じ物を見て、同じ体験をしていても、子供
は自分と違った感じ方をして違った考えを持つようになってい
た事に気づかなかったのだ。いや、私の知らない時間の方がず
っと長くなっていたのにいつまでも自分の物だと思っていた。
　そして今、開業の傍ら乗馬クラブ作りの計画を立てている。
これは元々その方向を目指していた長男のためだ。また、親子
で莫大な借金を背負うことになるが、自分の城を持ち後世に残
したいと思うのは人の性（さが）ではなかろうか。そうだ！子
供が親離れしても孫がいる！（今はまだいないが）
　乗馬クラブに一族が楽しく集う幸せな老後を夢見て、きっと
またいいことがあると信じて、懲りずに残りの人生を生きてい
きたい。
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　星医会の皆様、大変ご無沙汰しております。熊本の島津クリニックを開業しております嶋津です。
　先日、原稿依頼を賜わりまして、筆を取らせて頂いております。
　熊本市で開業いたしまして小生の代で約開業60年になります。小生が理事長を勤めている間に熊本駅
の再開発の為、収用にかかりまして移転したり、平成28年に起きました熊本地震でどぇりゃぁ～～ヒド
イ目にあったりもしましたが、何とか開業中であります。笑
　また、ありがたいご縁をいただきまして、息子も小生の後輩となりました。親子で母校が東海大学医
学部と言うのはまことに嬉しい限りであります。現在はCBT合格のために伊勢原で勉強していること
と思います。（この原稿はＨ28年12月に執筆しておりますのでみなさまが目を通されている頃には小生
達の頃に言いよりました所謂「ポリクリ（臨床実習）」の準備に大わらわの事と思います。笑）
　このまま行きますと我がクリニックは息子の代で開業100年を迎えることになります。ほぼ、奇跡状
態です。わはは‼
　それですね、近況は？と申しますと最近は時代の変遷に伴いまして、熊本でもご多聞にもれず高齢化
が進行しております。親父が拝診しておりました患者様方は外来を受診することが儘ならぬようになり
まして嫁と小生、夫婦二人三脚で往診や訪問診療をしております。
　これが結構大変で、外来診療を加えますと一週間、あっと言う間に過ぎ去ってしまうのであります。
　また、この数年で電子カルテの構築、デジタルレントゲン、血液検査のオンライン化等、医療業務の
ペーパーレス化を図りまして、アップデートを重ねながら今日に至っております。
　往診や訪問診療の量が増えていく中で医療業務の効率化を図っておいて良かった‼と安堵すら感じて
おります。

『ご無沙汰しております。』
熊本県熊本市
嶋津 聡一郎（６期生）

　現在は確かに医業に忙殺されておりますが息子が
帰ってくるまで好きな音楽（大学時代から現在に至
るまで、今でもバンド活動を続けております。笑）
や釣り（熊本は天草の海で真鯛やヒラメに遊んでも
らっております。わはは‼）でストレスを回避しな
がらまだ見ぬ孫の顔を思い浮かべながら楽しく医業
を継続して行く所存です。
　星医会の皆様、熊本に来られる機会がありますれ
ば、ご一報頂ければ一献差し上げるとともに大学時
代の非礼の数々をお詫びしたいと思います。笑
　皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

追伸
　来たる平成29年５月６日土曜日、伊勢原市スタジオBOXにおきまして東海大学軽音学部の大同窓会
ライブ大会が開催されます。もちろん、小生も出演させて頂きます。笑
　40年ぶりに第二の故郷である伊勢原で同級生の音楽仲間と音を出せるなんて夢のようです。笑
　お時間があれば是非おいで下さいませ。よろしくお願い申し上げます。
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　天橋立クリニックを始めてまだ日が浅いですが、全国にその名がとどろく風光明媚なこの地において
小さいながらも医療を展開することになりましたことに喜びと身の引き締まる想いを感じております。
　さて、標榜科目としまして、元々長年手がけていた産婦人科を離れ、内科・心療内科と掲げておりま
すが、テーマといたしまして『ガン』の治療に積極的に取り組んでいきたいと考えています。今や３人
にひとりがガンで命を落とす時代ですが、早期発見と適切な治療によって健康を取り戻す、あるいは延
命できている方も少なくないのです。抗癌剤も耐え難い副作用で苦しむ場合や、延命どころか命を縮め
ている場合も少なくないと言われております。そこで安全で快適なガン治療を求めて努力を重ねること
が使命と考えて取り組んで行こうと思っております。

東海の波音（うみのしらべ）
東海大学医学部の歌（現在未承認）
として1980年に書かれた曲のヒー
リングバージョン。

　〈原曲に付けられている歌詞〉

いざ明け行
ゆ

く　大山を臨みて
混沌たる　生

い の ち

命量るべく
新たな光を　求めて行かん
ヒポクラテスの　誓いのもとに

若き日の想い　医
い

聖
せ

の原に集いて
永
えい

遠
えん

なる　生
い の ち

命望むべく
新たな真

ま こ と

実を　極めて行
ゆ

かん
愛と平和の　誓いのもとに

久
と

遠
わ

に聞こえる　東海の波
し ら べ

音は
健やかならざる　時に良く響きて
新たな時代を　担

にな

いて行
ゆ

かん
正義の星の　誓いももとに

天橋立クリニック
京都府宮津市
津田 朋男（６期生）

　また、癒し系の音楽を駆使した音楽療法も積極的に
組み入れて行こうと楽曲づくりにも励んでおります。

　以前、和歌山県にて産婦人科を開業し、ある時まで
は腹腔鏡手術を積極的にこなし、それなりの結果を出
し評価を得ておりましたが、ちょっとしたスキに財政
的に不具合が生じ、結果的に騙された形になり、破綻
いたしました。これは私個人の不徳の致すところで残
念ではありますが、自己責任・後の祭りとしか言い様
がありません。
　その後も紆余曲折ありましたが、協力者を得て現在
の形に至り、苦しいながらも本来自分のすべきことを
着々と進めていく途上にあると考えております。

　実は我田引水になりますが、抗酸化サプリメントを
独自開発してから約10年になります。既にそれらを使
ったサプリメント外来（一応営業面とは切り離してお
りますが）をやっております。薬事法を無視すればそ
こまで効果的なのかと医療関係者・患者様・患者の御
家族から驚異の目で見られることはしばしばです。も
し御興味お持ちの諸兄の方々がいらっしゃいましたな
ら、当院まで御連絡いただけましたなら幸いです。
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　昭和33年生まれの私は、研修医のような気持ちで日々を送っています。
　私は「研修」が好きなのかもしれません。研修といっても、それは医師の研修ではなく、ジャズピア
ニストになる為の研修です。高校生のとき、クラシックピアノの毎日学生コンクールに出場し、予選を
通ったものの本選では見事に落選し、クラシックピアニストになることを諦め、医学部への道へ専念し
ました。医学部に入ってからはその忙しさでピアノに触ることはほとんど無くなりました。父がバリト
ンドクターと言われた耳鼻咽喉科医師兼ノンプロの歌手だったので、父のリサイタルのピアノ伴奏を年
に１回。あとは医学部の軽音楽部で学生バンドのキーボードを担当して細々と指を動かしていました。
　学生バンドではクルセイダーズの Joe Sample が好きだったのでＣＤ音源を聴いて、コードも解らな
いまま耳コピーで弾いていた事は、その後の人生に影響を与えました。
　12年ほど前からポップス歌手のライブにゲストとしてピアノ演奏で参加したことがきっかけとなり、
ポップスピアノの演奏に興味を持ちました。とりわけ、ジャズアレンジのポップスミュージックに憧
れ、ろくろくジャズを知らないくせに「ジャズバンド」と称したバンド Hug Doc Band を結成しました。
バンド名の意味ですが、自分は人を癒す仕事なので「抱きしめるように人を癒す医師が作ったバンド」
で和名は「はぐどばん」です。

還暦を直前に控えた開業医の未来
東京都町田市
萩野 仁志（６期生）

　今では第一線で活躍する現役ジャズ
ミュージシャンをメンバーに配して都
内のジャズの老舗ライブハウスである
吉祥寺sometimeや学芸大学珈琲美学
などでも演奏できるようになりました。
ですが、まだまだジャズの基本もあま
り知らないうちに老舗ライブハウスで
演奏する事態になっているので、その
プレッシャーが研修医の頃の気持ちな
のです。一流のプレーヤーとのリハー
サルは緊張感の連続で大変ですが、そ
の中で背伸びをしながらやっと共演で
きる状態で本番を積み重ねています。
　そんな中、歯科医師会の新年会では
毎年演奏を担当し、イベントのバック
バンドの仕事も毎年依頼されるように
なり、「仕事」としての演奏も増えま
した。

吉祥寺 sometime でのライブ風景
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地元の夏祭りで矢幅歩＆ Marie と共演

吉祥寺 sometime で共演した Solo-Duo のギラジルカ＆矢幅歩と共に

　今、進行中なのがガーシュウィンのラプソディー　イン　ブルーをピアノ　ウッドベース　ドラムの
トリオで演奏し、レコーディングするというプロジェクトです。「４回転のジャンプをプログラムに取
り入れたフィギアスケート」を滑る選手と同じ思いで演奏する曲目ですが、私は自分を追い詰めて自分
が出来るかできないかの限界まで挑戦するのがどうも好きなようです。
　私の夢は横浜のモーションブルー、やがては表参道のブルーノートで演奏できるレベルにまで演奏の
質を上げることです。「頭がおかしいんじゃないか？」と言われそうですが、あのハンク　ジョーンズ
は80過ぎてもまだ進化する演奏を聴かせていました。
　私が今後20年弾けるとしたら、まだまだ進化できるはず。そう信じて演奏を続けます。
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卒後を振り返り
富山県射水市
高橋　徹（16期生）

　星医会より会報の原稿依頼が届きました。母校と縁が遠くなった小生に、なぜ？ と驚ましたが卒後
を振り返る良い機会と思い筆をとりました。
　在学時代はバスケ部に所属し夏は海、冬はスキーにと遊んでばかり留年もあり劣等生でしたが、何と
か卒業できました。卒後は母校にて研修も考えましたが、見知らぬ人ばかりの新たな環境で一から自ら
を鍛え直す決心で地元の富山医科薬科大学（現富山大学医学部）で研修をすることにしました。以前よ
り腎臓、循環器志望であったこと富山医科薬科大学にて研修が一番厳しい科が第２内科（循環器、腎・
高血圧、神経）であることを知り第２内科に入局しました。
　富山医科薬科大学の当時の研修は所属科を１年研修し２年目で、その他の内科を研修するシステムで
した。２内での自分の指導医は毎週行われる教授回診に対しプレゼンの原稿を書かせ病状・検査・治療
計画に対して細かくcheck・指導されました。この指導が後の自分の医療の基礎になりました。
　２年目は大学のローテではなく金沢大学の関連病院である富山市民病院（600床）に派遣されました。
受け持ち患者は20名前後、週２回の日直または当直、月２回の夜間透析当番とハードな勤務でした。
　３年目は富山医科薬科大関連の企業病院（透析：100名が中心）に派遣されました。この年に開業し
ていた父が亡くなり父の医院を閉院しました。
　大学のプログラムでは４年目は大学に戻り後期研修と研究に入る予定でした。ところが、富山市民病
院より再び自分に勤務の依頼がありました。いずれ開業を考えていたので専門のための研修より総合内
科を目指していました。このことを助教授：高田正信先生（現富山逓信病院院長）と教授：井上博先生（現
済生会富山病院院長）と相談したところ今後開業するなら大学より富山市民病院の勤務が良いと判断さ
れ再び富山市民病院に勤務することとなりました。
　富山市民病院の勤務は充実していました。しかし、富山市民病院の内科部長より助言があり「開業す
るなら大学に戻り業績を残さないとダメだ。他大学卒の外様なら業績がないと医局員として認めてもら
えない。大学に戻りなさい。」というものでした。ちがう医局でありながら自分の今後に対して心配し
て頂きました。そして大学に戻る決心をしました。
　２内に戻り外来・病棟業務と研究に励みました。研究では成果が出て国際高血圧学会に発表し、この
テーマで論文（J.Hypertesionに掲載）を書きました。学位も習得できました。よき指導者に恵まれた
研修医、勤務医生活でした。
　学位取得後すぐに退局し父が開業していた医院をリフォームし開業しました。現在では射水市医師会
副会長に任命され医師会の財務担当をしています。また、射水市の地域包括ケアシステム作成・運営協
議会の委員長を務め市民に安心できる在宅介
護・医療を作っています。あと来年度には施
行できるところまできました。多忙な日々を
過ごしていますが毎日が充実しています。
　まとまりの乏しい文章で恐縮ですが、昔と
現状を振り返ってみました。最後になりまし
たが、星医会会員の皆様のご健勝。ご発展を
お祈り申し上げます。
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支部便り

日　　時：2016年７月23日（土）18時15分～
場　　所：鎌倉市　「鎌倉芸術会館」
講　　演：西村　和彦 先生（西村整形外科）　「変形性膝関節症における薬物療法」
　　　　　山本　賢司 先生（東海大学精神科 教授）　「身体疾患とうつ病」
参加人数：40名

　平成28年７月23日に大船の鎌倉芸術館で開催しました。講演会を集会室で、その後懇親会は館内レス
トラン「パウゼ」にて行いました。今年も33名もの先生方に参加頂きました。
　講演会はまず湘南支部長の西村整形外科院長西村和博先生（10期生）に「変形性膝関節症の薬剤治療
について」基調講演頂き、続けて東海大学精神科学教授の山本賢司先生（11期生）に「身体疾患とうつ
病」と題して特別講演をしていただきました。懇親会では星医会会長の鄭先生より大学の状況や、他の
星医会ブロック会などについて報告を頂きました。
　また今年も同期の11期生には多く声をかけて支部以外より愛知からは冨安先生、山梨より大塚先生、
県央から山崎先生、東京から徳原先生、横浜より林田先生にも参加頂きました。
　幹事の努力が足りなかったこともあり、今年も若い先生方の出席が少なかったことが残念であります。
ただ来年は20期の白倉先生に幹事をお願いしておりますので、多くの先生方に出席いただければと思い
ます。

2016 湘南支部便り
　樋渡 英二（11期生）



星医会　第56号18

愛知・岐阜・三重　合同支部会

日　時：2016年９月25日（日）11時30分～

　名古屋駅上ビルの17Ｆの「京都つる家」（懐石料理）で、眼科の河合先生の漫画付きスライドを観な
がら話を聞き気楽な時間を過ごしました。
　急患で１名欠席となってしまいましたが、16名の出席が有り和気藹々と終了しました。
　本来は岐阜の当番でしたが、交通の便から名古屋駅ビルということになりました。
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　千葉県習志野市の基幹病院にて循環器内科医をしている30期生の藤内　裕一です。2016年度の千葉支
部会は、11月５日に千葉駅の中華料理店　東天紅にて開催したので報告させていただきます。
　約20名の参加があり、今年も前星医会会長　金渕一雄先生に御参加頂きました。
　金渕先生には、皆で毎年楽しみにしている東海大学病院と医学部の１年についてご報告いただいてい
ます。学生時代に教わった先生方の話や同級生の動向を知る事ができ、スライドで示されるごとに感嘆
の声が上がりました。毎年準備も大変だと思いますが、快くしていただき本当にありがとうございます。
　また、出席者同士の近況報告会では皆さん様々な報告がありました。参加者の息子さんが東海大学医
学部に入学できた事。同科の医師が一斉に抜け一人で苦労の１年だった事等。１年間で色々ありました
が、こうして今年も顔を合わせられたことが、重要なことなのだと思います。
　また、千葉支部では県内の各地区で声掛けする人を振り分け、来年の参加者増を目指す事となりまし
た。特に、毎年の事のようですが、若い先生方の参加が少ないようです。一番多忙な時期なので、参加
が難しい方も多いとは思いますが、来年度は少しでも多くの方が参加頂けることを期待したいと思いま
す。

星医会　千葉支部
　藤内 裕一（30期生）

出席者
　金渕　一雄（２期）　　五月女　昇（15期）
　椎名　泰文（１期）　　橋本　明城（１期）　津山　嘉一郎（１期）　津山　弥生（２期）
　海宝　美和子（３期）　田中　彰（４期）　　北村　真（４期）　　　鈴木　淳夫（４期）
　黒野　隆（５期）　　 山本　伸一（６期）　橋本　真一郎（８期）　川村　麻規子（９期）
　石井　隆幸（11期）　　友松　秀哲（14期）　梶本　俊一（20期）　　藤内　裕一（30期）
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第４回県央医学会開催
県央医学会連絡担当世話人　（医）おかもと小児科　岡本 裕一（１期生）

　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を開催しています。
　今年、第４回県央医学会を平成28年11月12日（土曜日）に相模大野駅・小田急センチュリーホテル相
模大野で開催しました。
　横浜呼吸器クリニック院長、小野容明先生（３期生）に『睡眠時無呼吸症候群の日常診療』のテーマ
で特別講演会をお願いしました。
　他科の医師にも有意義な講演でわかりやすい内容でした。今回、講師の人気で初めて参加の方が数名
いました。25名の参加希望があり、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、感謝の
一言でした。
　近年、講演会等の協賛には諸問題があり、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の担当者のご苦労は、察します。
　平成29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、恐縮ではございますが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。
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九州合同支部会
星医会鹿児島支部　事務局長　徳永 雅仁（４期生）

日　時：2016年11月19日
場　所：城山観光ホテル（鹿児島県)
講　演：岩﨑　正之先生「胸部外科の進歩とその礎」

　鹿児島で２回目の九州合同支部会でした。
　前回は50人にも及ぶご出席をいただきましたが、さすがに２回目はそんなに出席者はいないだろうと
髙を括っていましたが、25人にも及ぶご出席をいただきました。

　今年は九州にとって、日本にとってもですが、甚大な被害が出た
熊本地震が発生し、開催したものかどうか、かなり考えましたが、
こういう時こそと思い開催させていただきました。熊本から出席い
ただいた先生方に感謝します。
　さて、会のほうはまず岩﨑先生に胸部外科についてご講演いただ
きましたが、スクリーンに出てくるかつての恩師の先生方をみて、
思わずグッとくるものがあり、またいかに自分達が恵まれていたか
を改めて実感しました。
　さて懇親会では、白石先生、櫻井先生にご講和いただきました。
　今回、熊本地震の震源地で被害が甚大だった熊本の益城町から宮
本先生がご出席下さり、近況報告をしていただきましたが、まだま
だ震災の爪痕は大きく、今後も星医会としても継続的な支援が必要
と思います。
　２次会は城山観光ホテルの最上階のラウンジで行いましたが、出
席者もみなさん饒舌となり楽しい会となりました。
　翌日は知覧観光を楽しんで頂きましたが、小生が身内の諸事情に
て参加出来ず、ご迷惑をかけてしまい忸怩たる気持ちになりました
が、参加いただいた先生方のご配慮・ご尽力により無事執り行う事
ができました。感謝致します。
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大分支部会
日　　時：2016年１月30日（土）19時～
場　　所：大分市　「魚勝」
参加人数：21名

四国支部会
日　　時：2016年６月26日（日）12時～
場　　所：高松市
　　　　　「JRホテルクレメント高松」
講　　演：白石　光一 先生
　　　　　（東海大学消化器内科 教授）
　　　　　「脂肪肝には気をつけて」
参加人数：９名
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長野支部
（しなのフォーラム）

星医会東北地区合同支部会報告

日　　時：2016年９月10日（土）17時15分～
場　　所：長野市　「長野ホテル犀北館」
講　　演：宮北　英司 先生（東海大学泌尿器科 教授）　
　　　　　　「過活動膀胱～実地臨床における考え方～」
参加人数：20名

日　　時：2016年11月26日（土）18:00～
場　　所：盛岡市　「ホテルメトロポリタン盛岡」
講　　演：吉岡　利忠　先生（弘前学院大学　学長）　
　　　　　　「地上社会に貢献する宇宙科学」
参加人数：14名

　懐かしい顔ぶれのみの集まりで盛大に
行いました。一番若手の参加者は34期生
の金子　翔先生でした。

厚木星医会倶楽部
　小林 良弘（９期生）

日時：2016年11月７日（月曜日）
　　　19時30分より
場所：レンブラントホテル厚木
　　　２階「暁」
特別講演：「めまい診療入門」　～脳血管障害による中枢性めまいを見逃さない為に～
　　　　　　東海大学医学部専門診療学系耳鼻咽喉科学　教授　飯田　政弘　先生（１期生）



星医会　第56号24

同期会便り

　我々のクラスは今年卒後32年を迎え、全国各地の医療機関の中心メンバーとしてそれぞれ活躍してい
る。そんな中、毎年有志のメンバーが集い伊勢原での忘年会と新宿での同窓会を開催している。中には
この会のため遠く北海道や関西からの出席者もある。当初話題の中心は診療のことなどが多かったが、
会を重ねるにつれ子供の成長、家族のことなども話題にしながらワイワイと楽しい時間を過ごしている。
最近は大学病院在籍者で教授、准教授に昇格する同期生も出てうれしいニュースもあるが、私を含め高
齢化も否定できず自身の闘病経験など話題に事欠くことがない。
　この忘年会に毎年のように出席しているメンバーに現在東京の繁華街で開業している台湾出身の黄先
生がいる。入学当初は言葉の壁もあり勉学には人一倍の苦労もあったと思われるが、現在は多国籍人種
の集まる東京で出身を生かし大いに盛業している。一昨年の忘年会の席上、黄先生から今度は台湾で同
窓会をしようとの提案がなされ、みな酒の勢いもあり全員一致で賛成となった。忘年会が終わるとその
まま立ち消えになることが多いが、我々のクラスには幹事役兼まとめ役の小児外科平川先生が母校に在
籍しているため、すぐにメールで月曜が祝日となる週末利用の２泊３日の現地集合、現地解散のプラン
が提示された。３月末には日程が10月8日～10日と決まり各自飛行機の予約を開始した。後に気が付い
たがこの日程が大きな意味を持つことは黄先生以外誰も知る由もなかった。８月には詳細な旅程も決ま
り参加者は夫婦５組を含め総勢16名の台湾同窓会ツアーが結成された。黄先生は台湾南部の嘉義出身で、
最近では映画「ＫＡＮＯ」の舞台になり有名になったが　台湾最高峰新高山（玉山）の登山基地に向かう
阿里山鉄道の出発地でもある。日程は８日台湾嘉義に集まり昨年オープンした故宮博物館南院の見学後、
ホテルで黄先生主催の歓迎晩さん会が予定され、９日は烏山頭ダム見学、昼食会ののち、嘉義から高速
鉄道（略称HSR）で台北に移動夕食は再度黄先生主催の台湾料理の晩さん会が予定され、10日台北解散、
自由行動で帰国の予定となった。
　しかし旅行にはハプニングがつきもので出発直前の10月１日に幹事役の平川先生があろうことか緊急
入院する事態になった。もちろん彼はキャンセルすることになったが、台湾の関係者へのお土産は彼が
すべて手配したため、それを私が引き継ぐこととなり、出発前日に受け取りあわただしい旅立ちとなっ
た。さらに台湾の旅行ガイドブックによると10月10日は台湾の国慶節に当たることが分かった。台北は
お祭りムードで混雑するくらいのつもりでいたところが、10月７日出発前日に黄先生からメールがあり、
国慶節の式典参加と見学の予約が取れたので、ついてはスーツを用意してほしい旨の連絡が入った。実
は何を隠そう黄先生は台湾の蔡英文現総統の自他ともに認める有力な後援者（自身は後援会長と言って
いる）で、前回選挙は国民党に敗れたが今年の総統選挙は絶対に勝利するからみんなに台湾に来てほし
いと昨年の忘年会で熱弁をふるっていたのを思い出した。国慶節以外の日程の場合は総統府での面会を
予定していたそうである。そんなこととは思ってもいなかった我々参加者は、物見遊山の同窓会旅行が
日本と台湾との関係を考える奥深い旅になるであろうと心に秘め旅立つことになった。
　10月８日は台北から嘉義までＨＳＲで移動し黄先生手配の車に分乗、故宮博物館を見学した。遅い飛
行機で出発した私は先発組（黄・寺尾・谷垣・萩野・柳町夫妻・高夫妻・渡辺夫妻）とは別に嘉義まで移
動、日本の新幹線技術が採用され高速運転でも全く揺れもなく快適で、グリーン車に相当する座席で無
料の茶菓やおしぼりのサービスがあり周囲の流れる台湾の景色を堪能した。故宮博物館で本隊と合流し
チャーターした車に分乗し、黄先生の祖先の霊が祭ってある建物（日本の位牌堂）に案内された。周囲が

台湾紀行　～同窓会便り外伝～
堀江医院　堀江　修（６期生）
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田園に囲まれた中に立派な建物で最初は住居と思ったほどであった。全員で参拝し旅の安全も祈り市内
にある黄先生の自宅に向かった。先生のお母様はお元気で我々一行を暖かく迎ええてくれたが驚いたこ
とに日本語が達者で、日本の植民地時代の教育を受けた方は今でも流暢な日本語を使うそうである。ま
た先生のご先祖の写真が飾ってあったが、女性は当時の風習の纏足をしていたそうで、実際のはいてい
た靴を見せていただいた。歴史の知識としては知っていたが幼児のはくような靴を見せられたときは言
葉も出なかった。その後宿泊先の嘉義兆品酒店（ホテル）に到着、黄先生主催の晩さん会が盛大に開催さ
れた。先生のご家族、親族ばかりか現嘉義市長も出席し、おいしい料理にお酒、お土産の交換が行われ
た（加賀が深夜に合流）。
　翌９日は大型のチャーターバスに乗り高速道路を利用し烏山頭ダムに向かった。このダムは農業灌漑
を目的に1920年から約10年の歳月をかけて建設された。それまで干ばつに苦しめられた嘉南平原にダム
を水源とした用水路が張りめぐらされ、嘉南平原は台湾最大の穀倉地帯となった。このダム建設の先頭
に立って指導したのが八田與一氏である。氏は石川県出身、東京帝国大学土木工学科を卒業後、台湾総
督府の土木科に勤務、水利技術の造詣が深
かったことを評価され、この一大プロジェ
クトの責任者に抜擢された。このダムによ
ってできたダム湖は珊瑚状の形をしていて
我々も遊覧船に乗ったが、現在は隣接地に
キャンプ場なども整備され一大観光地にな
っている。八田氏の業績は現在も台湾の
人々に高く評価され、八田與一記念館や氏
の像を見学しその人となりを知ることがで
きた。その後バスで約１時間箱根に似た曲
がりくねった山道を登り関子嶺温泉にある
しゃれた山荘でおいしく豪華な嘉南の郷土
料理をいただいた。
　昼食後嘉義駅に向かい一路HSRで台北に向かった。台北駅の目の前にあるシーザーパークホテルに到
着後、すぐに晩さん会の行われる台湾料理の名店欣葉（シンイエ）に移動した。有名な人気店で店の前は
予約の取れないお客で混雑していたが、我々は二階の個室に案内され宴は始まった。料理お酒とも絶品
で、店のオーナーもあいさつに訪れ我々のために（実は黄先生のために）大サービスをしていただいたこ
とが分かった。その席には黄先生の長年の友人で明日の国慶節の案内役兼通訳の方も夫婦で同席、同級
生の山本先生もここから合流全員が集合し台湾ビールで乾杯、和やかな時間を楽しんだ。最後に明日の
国慶節参加の諸注意があり、傘や大きな手荷物の持ち込みは厳禁、必ずしもスーツでなくてもよいとの
説明があった。タクシーに分乗してホテルに帰ったがさすがに早朝からの過密日程で２次会は遠慮し台
北駅近くのお店でマンゴースイーツをいただき早々に床に就いた。
　10月10日国慶節の天気は曇り今にも雨が降りそうなあいにくの天気であったがホテルのロビーに集合
後、歩いて10分程の総統府にある会場に向かった。会場周囲は厳重な警戒で参加者は金属探知機のある
ゲートで手荷物チェックを受け会場に入った。ここでも黄先生の知り合いの政府担当者が出迎えてくれ
スムーズに移動することができた。黄先生は正面のVIP席に行くためここで別れ、通訳の方と会場内の
席に向かった。周囲の厳しい警戒と反対に会場内はまるで野外コンサートの雰囲気で式典の始まる10時
までは台湾の人気スターの歌やダンスなどお祭りムードで華やいでいた。通訳の方が一生懸命になって
我々の座る席を確保してくれたが、台湾各地から集まる団体客も多く空模様を心配しながらも椅子に座

烏山頭ダムにて
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って大型スクリーンに映し出される映像を
楽しんでいた。10時近くになると会場の雰
囲気も式典ムードに変わり陸海空の儀仗兵
の分列行進で緊張感も高まり式典が始まっ
た。最後に壇上に上がった新総統の蔡英文
女史はやや緊張した表情であったが前評判
通り聡明で凛とした才女の風格があり、演
説が始まると会場内の視線を一手に集め時
に大きな拍手が上がった。もちろん同時通
訳もないので演説の内容はわからなかった
が、壇上近くに座っていた国民党馬英九前
総統時代と異なり中国本土と難しい関係に
あり、蔡総統の今回の演説は台湾のおかれている現状、今後の方針などを全世界に向かって明確に示し
たものだろうと想像した。嘉義から台北への車中で隣に座った黄先生に台湾時代のお話を聞かせていた
だいた。いつも明るく決して人に怒ることのない黄先生であるが、青年期の国民党政権時代（当時は戒
厳令下）の話は周囲の台湾の人には憚れる内容もあり日本語でしか語れないものがあった。台湾の現代
史を語るうえで日本の植民地時代は避けることができない歴史的事実であり、中国や日本も含めた周辺

国慶節式典にて

同窓会前半、３期生鈴木教授を囲んで

同窓会終了間際到着の岩佐院長を囲んで

諸国との友好親善が発展することを総統の演
説を聞きながら願った。蔡総統の政治手腕に
期待し会場を後にした。
　今回の台湾同窓会ツアーは故郷へ錦を飾っ
た黄先生肝いりの旅でしたが、台北での宿泊
の手配、参加メンバーへの連絡調整など幹事
平川先生の尽力で中身のある充実した３日間
になりました。最後に嘉義での宿泊、食事、
バスや車の手配、台北での晩さん会などすべ
て黄先生のご厚意に甘えさせていただいたこ
とを感謝の気持ちとともに記しておきます。

追伸；昨年３月の同窓会は、今回も盛会のう
ちに幕を閉じました！どれだけ楽しかったか
はみんなの笑顔を見れば一目瞭然！今年もや
りますので振って御参加下さい。さらに・・
好評につき今年度も、第２回台湾旅行も企画
します。本誌同封の申し込み用紙でご応募下
さい。 (^_^)/（幹事 平川）。
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　1986年３月に卒業した７期生はちょうど2016年３月に卒後30年を迎えました。
　７期生は大学に残った比率が少なく、都内の大学やそれぞれの出身地に帰った人も多い期です。それ
だけに今までは同期会でも10人くらいの出席でしたが、今回は21名の参加があり、学生時代のアホらし
い昔話で大笑いしたり、現状の悩みを相談したり、２時間の一次会はあっという間に過ぎました。
　小田急ホテルサザンタワー21階の夜景の綺麗な会場でしたが、話に夢中で景色をゆっくり見ている人
はおりませんでした。
　７期生から本学の教授になったのは４人で、今回小林一郎くんと渡邊俊之くんは参加出来ませんでし
たが、西崎泰弘くんと吉岡浩一郎くんが学期中忙しい中出席してくれました。

　参加者は、相原英雄（川崎市で開業）、秋山克徳（戸塚病院）、井上貴雄（山口県で開業）、宇野克明（プ
ロダクション経営）、布施川（小笠原）久恵（神奈川療養所）、太田和年（厚木市で開業）、坂根浩弥（愛媛県
で開業）、末野利治（東京都で開業）、武井 学（長野で開業）、武田 浩（伊勢原で開業）、鄭 義弘（星医会会長、
医療法人理事長）、内藤英二（横浜市で開業）、野村 武（横浜市で開業）、松崎（福地）三千代（群馬県で開業）、
筑丸（藤田）志津子（横浜市で開業）、増田愛一郎（藤沢市で開業）、宮本ゆう子（平塚市で開業）、矢崎孝二

（山梨県で開業）、横山健一（東京都で開業)、渡辺光行（東京で勤務医）でした。

卒後三十年目の邂逅　（７期生同期会）
　末野 利治（７期生）
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　二次会は同じサザンタワーのバー「響」でしたが、参加者のほとんどが残ってくれて、大変盛り上が
った夜でした。
　卒後三十年経っても勉強やクラス活動を６年間ともに過ごした仲間はすぐに昔の青年時代に戻って心
を開き話合えます。今後も良き仲間との邂逅を大切にしていきたいです。
　今回参加出来なかった７期生の皆さま、今後も出来るだけ開催する予定ですので、是非ご参加お待ち
しております。
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　毎年星医会総会前日に開催されている９期生会が2016年３月12日に開催されました。
　今回会場には、例年より少ないものの18人が参加し、あいにく欠席された26人からも近況報告を頂き
ました。
　そして同期生から角田隆俊先生が教授に就任するという嬉しい報告もありました。
　皆の話題は、開業した旨や、子どもの進学、就職についてなど。最近は健康面の不安に対する話もち
らほら。私達も五十半ばとなり仕事面でも家庭や健康面でも曲がり角に居るのだと、実感させられます。
そんな時期だからこそ、同期生と時間を共有できるのは励みになります。
　2017年の３月にはこれまで以上の方々にご出席頂き、学生時代の思い出話や、家庭、仕事での苦労話
や相談なども出来ればよいなと思います。勿論、おめでたい話や嬉しい話も。今回欠席した方々も私の
様に長いこと参加していなかった方々も、年に一度、普段会えない友人と過ごす貴重な時間になると思
いますので３月第２土曜日の予定を空けておいて下さい。
　これまでは手紙や電話やメールなどでの連絡が主体であり、学生時代からの繋がりを維持していなけ
れば途切れてしまうものでした。しかし最近では地元の小中高校時代の同級生と繋がりが復活してきて
いる方も多いかと思います。
　実際私もＭＲから遠藤温子先生と連絡を取るようなり東海大相模のホームカミングデーに参加し、そ
れ以降同級生との日常の遣り取りをするようになりました。

2016年　９期生会の報告
　今宮　聡（９期生）

　これはSNSの普及に因るものです
が、友人の友人などからどんどん輪
が広がっています。
　現在同窓生も北海道から鹿児島ま
で日本全国に広く居住しており、実
際に一同に会するのは時間の問題で
困難ではありますが、SNSなどを利
用して情報交換が出来ればそれも一
助になると思います。
　10期生会では既にFacebookアカ
ウント取得を進め、同窓会の輪を広
げているようです。
　最後にSNSに関して一部の方とは
FacebookやLINEでの連絡もしてい
ますので、その輪を10期生同様９期
生全員に広げたいと思っています。
　角を曲がっても、第二の人生を有
意義に楽しく輝かせたい。同窓会は
その助けになるかもしれません。
　では３月にまたお会いしましょう。
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10期生会の報告
　本多 ゆみえ（10期生）

　10期生会を昨年の３月12日土曜日、星医会総会の前日に、新宿の京王プラザ９階「サファイヤ」とい
う部屋で行いました。
　当日は19時30分からでしたが、例年どおりですので集まりも良く比較的予定通りに開始できました。
終了するころには予定していたメンバーは皆そろいました。年々仕事の時間を調整できる立場の人たち
が増えてきているのか、コンスタントに10期生会初参加の方が来られます。

　今まで10期生会に１回も参加さ
れてなく、2017年３月11日の会に
出席しようかどうか躊躇している
方は是非、お気軽にお越しになっ
てください。懐かしい話をたくさ
んすることができますよ。ちなみ
に一次会に間に合わない方は、21
時30分から二次会もありますの
で、二次会からの参加もOKです。

（本多にメール※していただくか、
直接新宿京王プラザにお越しいた
だければどこで二次会をやってい
るかわかります。）
 ※：yumie@is.icc.u-tokai.ac.jp

一次会

二次会

　10期生会は2012年から年に１回
開催しています。
　例年３月の星医会総会（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、ご都合のよろしい年に参加し
ていただけると幸いです。
　2017年の10期生会の案内は、既
に皆様のお手元にお送りしてあ
りますのでご検討下さい。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2017年３月11日土曜日の19時30分頃から京王プラザで開催予定です。「2017年の10期生会」の
写真や動画をFace Bookにアップしますのでお時間のある方はご覧ください。
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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 : 　2017年３月12日（日曜日）
場　所 : 　新宿　京王プラザホテル 本館４階「花」
会　費 : 　１万円

＊7期、17期、27期、37期、38期生は会費無料。
　封筒の宛名ラベルの右下の番号ハイフンの左側が期です。

日　時：　2017年11月18日(土)
場　所：　横浜グランドインターコンチネンタルホテル

私立医科大学29校の同窓会連絡会です。
今年は星医会が主幹です。詳細はＨＰ等でご案内していきます。
会員の皆様のご参加、ご協力をお願い致します。

第37回星医会総会開催

第28回全国私立医科大学同窓会連絡会

第36回星医会総会懇親会風景
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　平成28年11月28日、先の参議院議員選挙において見事ご当選されました
自見はなこ先生を囲んで、秋季報告会兼懇親会が東京霞が関ビルの東海大
学校友会館で開催されました。また、開宴前には御所用にて御退席されま
したが、参議院議員で現在厚生労働委員会委員長をお務めの羽生田俊先生

（自見先生左隣）も駆けつけて下さいました。
　今回は急な決定にもかかわらず、総勢41名の方々にご参加頂き、うち半
数を星医会関係者が占めておりました。
　東海大学医学部西崎泰弘教授の司会で、はじめに、東海大学医学部付属
病院本部長で自見はなこ応援団会長の幕内博康先生、東海大学常務理事の
後藤俊郎様、東海大学学長の山田清志先生から激励のご挨拶がありました。

　鄭　義弘（７期生）

　次いで、自見先生から当選から現在までのご活躍
ぶりの御報告を頂きました。
　特筆すべきは、議員一年目で厚生労働委員会の委
員に抜擢されたそうで、流石は自見先生、早速のご
活躍へ向けた我々応援団の期待も大きく膨らみまし
た。

　続いて、医学部長の坂部貢先生の乾杯のご発声に続いて、楽し
い宴が始まりました。
　最後に、星医会前会長の金渕先生から応援のエールが送られ、
小職の中締めの挨拶をもって賑やかで暖かい雰囲気の宴はお開き
となりました。参加者全員が、これからも引き続いて同窓の絆を
深め自見先生を応援し、厳しい環境にあっても力を併せ社会保障
制度をより良いものにして行こうと決意を新たにいたしました。

「自見はなこ応援団　秋季講演会・懇親会」報告
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　改めまして、先の選挙においてご支援くださった皆様に深く感謝申し上げます。本会開催にあたりま
しては、日取りから開催まで十分な時間が取れなかったため、ご案内が限定的となりましたこと、また
準備不足で全体集合写真が撮れなかったため本稿の写真に写っておられなかった先生には深くお詫び申
し上げます。
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2016年度学会助成金報告

　2015年９月29日から同年10月１日の３日間、パシフィコ横浜にて、第56回日本児童青年精神医学会総
会を東海大学医学部専門診療学系精神科学領域で開催させていただきました。星医会および会員の皆様
からのご援助とご協力を賜り心より御礼申し上げます。平日開催で最終日は雨天であったにも関わらず、
約1300名の参加者があり、おかげさまで盛況でした。今回は「児童青年精神医学の基本にたちかえって」
というテーマで、症例検討や精神療法的アプローチや、近年、国民に広く知られるようになった、いわ
ゆる自閉症スペクトラムについての最新の知見が紹介されるだけでなく、薬物療法や今後の薬物療法の
発展の基盤となる治験についても取り上げられました。自主シンポジウムやポスターセッションも多く
の参加者があり、熱気が感じられました。
　海外からも児童虐待の分野で高名な講師を招き、世界レベルの内容で、刺激的なものでした。本学会
は、近年、人口に膾炙した観のある自閉症スペクトラム、いわゆる発達障害へのアプローチの中核とな
る学会で、最新の知見の発信基地となる存在です。また、東日本大震災の被災地での活動も行ってきて
おり、児童青年精神医学の分野において重要な位置を占めております。
　今回の総会は、参加者の方々から「良い会だった」とのご評価をいただき、盛会裏に総会を終えるこ
とができましたことをご報告させていただき、星医会のますますのご発展を祈念いたします。

第56回日本児童青年精神医学会総会・学術集会報告
専門診療学系精神科学　松本 英夫（特別会員）
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　国際会議を主催しました。星医会から賛助金をいただき、この紙面をお借りして御礼申し上げるとと
もに簡単なご報告をさせていただきます。2016年９月１日より５日まで、ハワイにて開催致しました。
計画当初（５年前）は、東海大関係者にはお馴染みの東海大のハワイ短大（正確にはHTIC [Hawaii 
Tokai International College]）が宿泊を兼ねた会場の予定でした。しかし、キャンパスがワイキキ運
河沿いのビル１棟から西オワフの広い敷地に2015年春に移転してしまい、急遽ハワイ大学マノア校内
EAST-WEST CENTERを借りて開催いたしました【写真】。
　会議はInternational Symposium on Pituitary Gland and Related Systems 2016という名称で、ヒト
を含めた動物の内分泌の中枢機能である下垂体とその関連系を研究する会議です。軸となる日本下垂体
研究会の31年目の会長が私、和泉で、例年一つの宿に合宿形式で各地で開催されていたのですが、第二
世代の初年度（1st year of 2nd generation）と捉えて、関連３学会（日本比較内分泌学会、日本神経内
分泌学会、日本内分泌病理学会）と共催で、各国からのシンポジストを迎える会議を企画しました。利
便性と経費（主に旅費）節約の観点からハワイで開催することにし、日本下垂体研究会のミッションが
若手育成であることもあり、大学院生の積極的参加を促進するための特別奨学金も用意しました。
　開催前夜、同会場でオバマ大統領が「国際環境会議」の基調演説をされたそうで、その同じ壇上から
の講演でした。多岐にわたる５つ（合計20人の演者）のシンポジウムと５つの特別講演で構成（紙面の
関係で詳しくはホームページhttp://www.ispgrs2016.com/を参照）、本学からは教育講演を医学部基礎
医学系分子生命科学領域の亀谷美穂准教授がされました。若手の発表が中心となったポスター会場では、
特別講演やシンポジストが直接プレゼンターに質問を投げかけ、活発な議論と学的交流が行われ教育的
にも有意義な会議でした。海外からの参加者の中には昔から日本人を指導してきた大御所も多く、彼ら
からは、日本人の静かなイメージが変化してずいぶん積極的に会話するようになった・・とコメントを
頂きました。
　本医学部はハワイ医学部と提携して日米ダブル医師ライセンスを目指すコースも本年度から開始して
おります。本学からも10名の参加者があり、学問の公用語である英語をツールとして使えるために今回
のような国際的機会は大切です。以上、学術的な意義においては充分な成果を上げることができました
し、本学からの参加者である柏木寛史君（東海大学医学研究科）が最優秀発表賞を受賞しました（学園
メールマガジン〈スクエア〉2016-10-05［第735号］http://www.pr.tokai.ac.jp/square/700/735/73510.
html）。　以上、最後に今回の無事盛会は、星医会会員の皆様の おかげであったことを再度御礼申し上
げます。

ハワイで国際学会（ISPGRS 2016）を主催（報告と御礼）
東海大学医学部　専門診療学系　産婦人科　教授　和泉 俊一郎（特別会員）
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　星医会会員の皆様には平素より大変お世話になっております。この度はハワイ医学英語研修への参加
にあたり多大なるご支援を頂きましたことをお礼申し上げます。

ハワイ医学英語研修
成田 昌彦（医学部５年）

在校生のページ

　本研修は８月15日から20日まで、ハワイ東
海大学インターナショナルカレッジおよびハ
ワイ大学医学部（University of Hawaii, John 
A. Burns School of Medicine）を会場として
行われました。朝は８時からケース・プレゼ
ンテーションの講義と実践、医療倫理をテー
マとした討論、午後は病院や研究所等の見学、
そして講義を挟み、夜は再びケース・プレゼ
ンテーションの練習を行い、終わるのは夜も
９時を回った頃という、毎日とても充実した
プログラムでした。もちろん全て英語を使っ
て行われ、学生たちは四苦八苦しながらも、
新しい知識に触れられる感動と興奮を原動力
に1週間駆け抜けてきたように思います。
　私たちは今後クリニカル・クラークシップ
中に３ヶ月間の海外臨床実習が予定されてい
るため、米国式のケース・プレゼンテーショ
ンを基礎から学び、その実践を行えたことは
その準備としてとても役立つものでした。ま
た、毎日夜に行われたその練習はハワイ大学
医学部の学生を相手に行うもので、彼らは模
擬患者役を引き受けてくれたのみならず、全
体の構成や英語の言い回しについてアドバイ
スをくれるなどして積極的に関わってくれま
した。さらに、町淳二先生（ハワイ大学教授）、
小林恵一先生（ハワイ大学臨床助教授）をはじ
めとする米国で活躍されている日本人医師の
先生方からの講義は、どれも刺激的で面白く、
講義の後も学生から質問が絶えない活気あふ
れるもので、私たちの印象に強く残っていま
す。
　なお、今回は本学より参加した８名に加え
て、日米医学医療交流財団を通して全国13大
学から16名の参加がありました。意識高く取

初日、ガイダンス終了後にハワイ東海大学キャンパスの
あるカポレイを散策。

小林恵一先生の講義です。
症例に対するアプローチを皆で話し合っています。

一日の終わり、ハワイ大学医学部の学生とともにその日
の症例をひとつ取り上げ、議論しているところです。
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出発前、星医会会長　鄭先生より補助金を頂き
プチ壮行会。

り組む彼らとの交流からも大いに刺激を受け
ることができ、そして、切磋琢磨し、翌日の
準備のため夜遅くまで共に机を囲んだことは
忘れられない思い出のひとつとなっています。
　知識の詰め込みに終始してしまいがちな医
学部教育の中で、違う世界に身を置いてみる
こと、多様な価値観に触れ、新しい考え方を
知ること。それらの価値は、すぐにかたちと
して現れるものではありませんが、大切な経
験として、私たち学生の心の中にはずっと残
り続けるものです。本学の理想とする「良医」
の概念に、多様な考え方への尊重や、挑戦し
続ける姿勢、これらも含まれるとするならば、
本研修を含む留学・国際交流制度はそれらを
育む最良の機会となるものと思います。
　私たちは今後ますます本学医学部とハワイ
大学医学部のパートナーシップが発展してい
き、そして、本学における留学・国際交流制
度が今後も継続され、さらに充実していくこ
とを願ってやみません。星医会会員の皆様に
おかれましては、どうか今後とも、世界を見
据え一歩を踏み出そうとする後輩たちのため
に、より一層のご支援を頂けますようお願い
申し上げます。
　最後に、本研修を通じて学んだことを生か
し、「良医」として活躍すべく勉学に励むこ
とを皆様にお約束申し上げ、研修の報告とご
支援へのお礼とさせていただきます。

　2016年８月25日
　　ハワイ医学英語研修参加者　医学部５年
　　　　樽見知奈美、関野恵里子、
　　　　百瀬菜奈、中嶋悟
　　　　加藤裟織、大久保達明、
　　　　髙原あい、成田昌彦

米国で活躍されている先生方を相手にケース・プレゼン
テーションを行い、フィードバックを頂きました。

キャンパス内にはレイをお召しの松前重義像がありまし
た。先生方、教学課の皆さんとともに。

東海大学から参加した全 8 名の集合写真です。最終日の
フェアウェルパーティーにて。



星医会　第56号38

熊本地震　義援金寄付者一覧（順不同、敬称略）

お詫びと訂正

昨年の熊本地震では、会員の皆様から多くの御支援を頂き感謝申し上げます。
会報 55 号にも掲載させていただきましたが、会員の皆様のお名前に一部間違いがございまし
たのでお詫びして訂正させていただきます。

鄭　義弘（7），木村　衛（4），峯崎　賢亮（3），平園　賢一（9），立川　浩（9），谷亀　光則（4），
浅野　充也（4），加賀　基知三（6），松島　一士（4），水谷　郷一（4），里　悌子（3），梅原　潤一（9），
高橋　麻記子（25），池田　和也（3），高橋　由佳利（7），比留川　喬（27），椎名　泰文（1），
松㟢　松平（特別会員），宮本　壮（4），増田　大介（22），栄枝　重典（3），三上　克央（23），
宮城　秀晃（4），日原　徹（4），石田　良子（12），武田　啓介（2），白石　光一（5），加藤　眞明（5），
左近允　智啓（12），宮崎　素子（11），太田　亘（特別会員），朴　在善（14），下島　るみ（3），
金山　一郎（4），中島　厚（25），中島　泰子（25），姫野　浩毅（10），進藤　正明（7），林　秀樹（2），
唐沢　博之（3），古閑　俊浩（3），山路　修身（4），壇野　雄一（13），藤嶋　研二（4），松田　倫夫（5），
後藤　研一郎（3），山田　奈生子（4），小坂　和広（8），小坂　富士枝（8），三島　研吾（5），
森　洋（16），桑平　一郎（1），三浦　正彦（1），長島　礼奈（21），竹内　俊介（23），継　淳（9），
遠藤　昭彦（11），大日方　則行（15），小島原　将博（6），松村　暢之（7），蓑手　善哉（4），
武本　吉光（7），常見　幸司（7），太田　和代（4），常見　恵子（6），四方田　宗一（7），
竹中　元康（4），松浦　俊一（2），日原　信彦（9），森　哲（7），吉見　秀一（4），山㟢　剛（4），
松田　弘之（4），明石　裕光（12），鈴木　淳夫（4），藤田　聖一郎（10），正山　泰（13），
笠原　紳（4），生駒　哲朗（12），國分　知樹（32），仲村　凖（4），岡本　裕一（1），武藤　信美（4），
田中　彰（4），佐藤　純（4），櫻井　与志彦（3），坂巻　文雄（特別会員），佐久間　善之（37），
尾高　光昭（7），鹿野　亮一郎（6），徳永　雅仁（4），加藤　芳朗（4），田宮　紫穂（18），
佐々木　満（3），荒井　慶子（4），今岡　千栄美（3），たうち　えいこ（卒業期不明），千葉　昌宏（4），
渡久山　哲男（15），岡宮　保彦（4），古田　由紀子（4），吉田　貴彦（4），小綿　一平（26），
金渕　一雄（2），高橋　佳代子（18），武田　浩（7），須知　雅史（3），只木　行啓（4），
吉武　基之（特別会員），池田　信之（32），池田　正見（2），後藤　安正（3），三輪　有香子（28），
斎藤　彰治（3），田中　彰（21），木村　学（33），塩澤　宏和（18），石田　秀樹（7），
丸山　真弓（21），丸山　学（21），木村　文昭（14），諫山　士郎（７），北村　真（４），
谷藤　貴紀（36）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 124 名　　計 4,820,000 円（８/31 現在）



星医会　第56号42

星医会の活動内容

会員サービス

　○会報送付（年２回）
　○会員名簿の発行（不定期）
　○ホームページ作成
　　支部会案内やデジタル会報の閲覧
　○記念誌発行
　○同期会開催連絡・補助金
　○総会参加費の負担（毎年ごとの該当学年）
　〇退任教授への記念品
　○建学祭でのブース出店参加
　○年会費自動振替サービスの実施

会員支援

　○星医会賞
　○医師総合保障制度の斡旋
　○学会・研究会主催時の補助金（５万～ 50 万円）
　○被災した会員への見舞い金
　○会員弔慰・生花
　○支部会開催時の活動補助金及び本部役員参加

在校生支援

　○クリクラ用の白衣授与
　○インフルエンザ予防接種などの国家試験時のサポート
　○海外研修時の補助金
　○クラブ活動費への援助
　○課外活動奨励金の授与（成績優秀なクラブに対し１件３万円）

2016年３月　５年生白衣授与式
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編集後記

　今回表紙の写真は「新東名高速道路建設現場」である。ちょうど伊勢原キャンパス１号館（医学
部棟）から職員駐車場（旧医学部グランド）越しに北側間近に建設中であり、しかも伊勢原ジャン
クションが形成されるとのことである。完成は来年度の予定であり、これまで１号館から大山方向
を見ていた景色も様変わりしそうである。伊勢原キャンパスも21世紀にはいりかなり変わったが、
キャンパス周りも激変する。伊勢原を離れて久しい会員の皆様には今後も少しずつでもこの変化を
お知らせしたい。（希）

　各支部からの便りは、星医会の強い絆を感じます。（海）

　大学を離れた同期生と話すと、皆が母校の事を知りたがっているという事に気づかされる。個々
に様々な思いはあろうが機会さえあれば大学に協力したいという声を聞くたびに心強くなる。（草）
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■病床数　170 床　

－ 総合病院 －
・日本病院機能評価認定病院
・日本外科学会 教育施設
・日本泌尿器科学会 専門医基幹施設
・日本アレルギー学会 教育施設
・日本救急医学会 救急科専門医指定施設

■病床数　628 床
内科　整形外科　リハビリテーション科
精神科　歯科・歯科口腔外科
・日本リハビリテーション医学会研修施設
・日本整形外科学会専門医制度研修施設
・日本神経学会准教育施設
・脳卒中学会認定研修教育施設
・日本病院機能評価認定病院

地域の皆さまが安心して過ごせる街づくりのために、永生会では医療・介護の各分野にわたるサービスを提供しています。

●永生病院 療養病棟●永生病院 療養病棟

●永生病院 看護部●永生病院 看護部

●永生病院 関節センター●永生病院 関節センター ●南多摩病院 看護部●南多摩病院 看護部

●南多摩病院 手術室●南多摩病院 手術室

●クリニック０(ゼロ) 訪問診療●クリニック０(ゼロ) 訪問診療 ●永生クリニック 外来(理事長 安藤)●永生クリニック 外来(理事長 安藤)●介護老人保健施設●介護老人保健施設

永生会では東海大学医学部出身の優秀な医師の方々にご活躍いただいてお
ります。八王子地域の中核病院である東海大学医学部付属八王子病院と緊
密な連携を取らせていただきながら、地域住民の方々に信頼される医療・
介護サービスの提供を目指してまいります。これからも東海大学医学部と
星医会のさらなる発展をお祈り申し上げます。

連携を通じて地域に信頼されるサービスを。 医療法人社団 永生会

医療法人社団 明生会

http://central-hospital.or.jp

セントラル病院　渋谷区 松濤

南多摩病院 永 生 病 院
東京都指定二次救急医療機関 地域に根付いた慢性期医療

京王線
めじろ台駅

JR中央線　
西八王子駅

http://www.eisei.or.jp

高齢者医療・人間ドックを中心に
優しい医療・看護・介護を

在宅統括センター 
介護老人保健施設　
訪問看護ステーション　
通所リハビリテーション　
グループホーム寿限無　
居宅介護支援事業所 
高齢者あんしん相談センター　

永生クリニック
内科　神経内科　整形外科　訪問診療　
リハビリテーション科　各種検診

クリニック0（ゼロ）
内科診療・往診・訪問診療　
通所・訪問リハビリテーション
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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 
宮本 壮 

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 
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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
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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
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