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巻頭言

　会員及び関係機関の皆様におかれましては、日々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　昨年は令和という新時代の幕開けとなる記念すべき年となりました。そして今年、残念ながら二年連
続の箱根駅伝総合優勝は逃しましたが、それでも東京オリンピックの開幕の年を迎え、多くの皆様もさ
ぞ心躍る日々かと存じます。
　この様な晴れがましくも賑やかな今年度、時を合わせるように東海大学医学部医学科同窓会「星医会」
は創立四十周年を迎えることとなりました。この記念すべき節目の時を迎えるにあたり、今日に至るま
で暖かいご指導、ご支援を賜りました、多くの恩師の先生方をはじめ、関係機関の皆様、そして会員の
皆様に、心より深く感謝申し上げます。
　星医会は昭和五十五年、第一期生が卒業した年に創立されました。命名はもちろん、東海大学の創設
者であられます松前重義先生によるもので、東海大学の「建学の精神」にある一節、「若き日に、汝の
希望を星につなげ」からきたものです。

星医会創立40周年によせて
星医会会長　鄭　義弘（７期生）
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　そして四十年が経過し、星医会は四千名を超える大所帯へと成長し、多くの卒業生は母校をはじめと
した大学や各種研究機関、医師会、地域の基幹病院などで、その第一線で主要なポストを担い活躍して
おります。さらに国政や行政機関においても、医療制度はもちろん、広く社会保障を支えてゆく重要な
役割を担っています。また、平成二十八年度には、はじめて本学医学部長、伊勢原の附属病院長に卒業
生が就任されたことは誠に喜ばしい限りであり、これで予てより言われていた新設医大の時代も終わっ
たとの思いに至り、同時に我々卒業生に求められる責任もまた重いものになっております。
　本学の医学部創設に当たっては、ヒューマニズムと科学の調和を理念とし、一貫した基本的教育方針
としては、全人的医療を実践する、名医ならぬ良医の育成にあります。今日に至るまで、四千名を超え
る卒業生が母校を巣立って行きましたが、四十年前といえば、間もなく施行される初の病床規制を柱と
する、第一次医療法改正が実施された時代でもありました。思い返せば、本会創立五年後の昭和六十年
に施行されたこの改正法は、四十年近い歳月を経た今、現在の地域医療構想、医療費及び医療資源の適
正化へと繋がるものと言えるでしょう。現在横たわる高齢社会をはじめとした様々な社会問題を見据え
て進められてきた医療制度改革の流れは、本学卒業生の医療者としての歩みにも重なるものを感じます。
特にこれからさらに進む高齢社会においては、患者さん個々の尊厳を守り、全人的医療の実践が求めら
れるところですが、開設当時に掲げられた良医の育成という教育方針は、現代社会を見据えた実に先見
の明のある方針であったかと思われます。事実、小職自身も様々な医療機関で同窓と共に診療に携わり、
また全国の同窓会支部会を通じて会員らの活躍ぶりを見聞きしてまいりますと、本学の教育方針の意義、
その成果を強く実感しているところでございます。
　加えて、高齢社会は勿論の事、少子化、地域格差の増大、ＡＩの導入、働き方改革の推進、変革する
専門医制度等による労働環境の激変は、我々医療者の働き方や価値観に大きな影響を及ぼすものと思わ
れます。このような時代、社会にあって、母校の教育方針である良医であることは、どのような変動の
激しい環境においても、必ずや我々自身が進む道を自ずと切り開いてゆくものと確信しております。
　この度の星医会創立四十周年に当たり、今後も引き続き会員同士の絆を深め、末長い母校の発展を願
い、横の糸と縦の糸を紡ぎながら同窓会活動の基盤をより強固なものとし、星医会の更なる発展に向け
て、全会員が”One team”として力を合わせてゆけるよう奮励努力を惜しまない所存です。
　今後も引き続いてのご指導、ご鞭撻を賜りますよう切にお願いを申し上げます。



第19回ホームカミングデー報告
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体育館での大懇親会に１万人以上の来場者
東海大学同窓会　第19回ホームカミングデー実行委員会幹事　白石 光一（５期生）

　2019年11月３日日曜日、文化の日に東海大学ホーム
カミングデーが開催されました。場所は、湘南校舎の
最新の19号館（工学部校舎）で全学部のデモンストレー
ション、体育館では大懇親会が行われ１万人以上の来
場がありました。

　医学部デモンストレーションの責任者に医学部長
より推薦され、医学部を代表して展示を企画運営し
ました。６期平川均先生、７期鄭義弘先生、10期本
多ゆみえ先生、17期豊田雅夫先生、21期田中彰先生
がたの参加を得て学部デモンストレーションを行い
ました。
　医療、医学関連学部である健康科学部、医用工学
部、健康学部と一緒に健康度チェックを行いました。
医学部は血糖チェックと医療相談（200名以上）、サ
ルコペニアチェック、ロコモチェックと救命救急の
本多先生は救命蘇生講習会を一人で30人以上行い大
活躍でした。

　ところで、10年前の第９回の報告も私がしています。この号は星医会30周年式典、祝賀会の挨拶が記
載されていました。このときの報告では「この会の目的は、同窓生同士が学部、学科の枠を超えて母校
に集い、旧交をあたため、親睦をはかるとともに、大学の現状を知り、恩師や教職員との交流を通じて、
コミュニケーションを発展させることです。私たち医学部出身者も大学に集うことで基本に東海大学
卒業生としての建学の精神に基づいた identity をもって生きていくことは楽しいと感じることができま
す。」と自分で書いていました。
　今年は星医会創立40周年記念式典と祝賀会が３月８日に開催されます。実行委員長として準備してい
ますが、まさしく10年前に書いたように東海大学創設理念の精神に基づいた医学部のホームカミングデ
ーになるようにしていこうと感じたところです。
　今年は星医会40周年記念式典、祝賀会に参加し、秋には第20回東海大学ホームカミングデーに参加し
てはください。
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■　第26回星医会賞

受賞論文

〈 申 請 者 〉　中山　平 君（31期生） 

〈 タイトル 〉　 Regeneration-associated cell transplantatoin contributes to tissue recovery 
in mice with acute ischemic stroke

〈 掲 載 誌 〉　 PLoS One. 2019 Jan 25;14(1):e0210198. doi: 10.1371/journal.pone.0210198. 
eCollection 2019

星医会賞選考結果
星医会賞担当　今岡 千栄美（３期生）

　第26回星医会賞は、中山　平 君（31期生）に決定いたしました。

　応募いただきました会員の皆様および選考委員の皆様に深謝いたします。有難うございました。
　表彰は2020年３月８日（日）の星医会総会で行います。
　多くの方々の参加をお待ちいたしております。

第26回星医会賞受賞者決定!!!
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第27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、32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27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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　私は７期生です、学生の頃は行ったことはないの
ですが前期研修医後半、1988年頃から大學病院の看
護師、事務さんを誘って良く飲みに行きました。そ
の頃は車で乗り付けて朝４時まで飲んで病院に戻る
こともありました。行くと東海大学病院関係者が必
ずいました。

特集　『いせはら今昔ものがたり』

第６回　「鳥の巣」
医療法人武田クリニック　武田　浩（７期生）

　先代の親父さんは愛甲石田のこの地
で屋台ラーメンからスタートして、お
店を徐々に大きくして、今では鳥の巣、
めんどり、おんどり、たこつぼとお店
を拡張しました。
　親父さんが元気なころ、優しい声掛
けに癒されたものでした。カンガルー、
蛇、ワニなど変わった食材も提供して
くれ場を盛り上げて頂きました。今で
も豊富なメニューが壁に所せましと貼
られ、受け継いだ二代目がおかみさん
と頑張っています。

　開業当初のラーメンか
ら、お刺身、お寿司、焼
き鳥、焼き肉、鍋、アル
コールも豊富で、飽きる
事がありません。
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　４年前、同期の渡辺先生が健康科学部の教授に就任する事になり、就任前に伊勢原に来るとの事で、
では鳥の巣で飲もうと言うことになり、東海大学病のＯＢ、ＯＧを集めました。
　その後定期的に２月、６月、10月に鳥の巣の会を主催して、東海大学病院関係の現役ＯＢ、ＯＧ、医
師だけでなく、事務、看護師、またその友達が集まり飲み会を開いています。

　2019年10月は第14回鳥の巣の会となり約30人が集まり、大盛況でした。各地域での星医会も最近若い
先生の参加が減ってきていると聞いています。会員先生のスタッフも参加させるなどの工夫が必要なの
かと思っています。昨年の６月の鳥の巣の会は星医会伊勢原支部会と合同で厚木レンブラントホテルで
行いました。

　鳥の巣の会参加ご希望の方はＦＢ、メール（hiro@takeda-clinic.jp）でご連絡ください。皆様のご参
加をお待ちしてます。

　最近の若い世代はあま
り飲みに行かなくなって
いるのは、病院関係だけ
でなくどの業態でもある
ことなのでしょうか。
　私は愛甲石田に住んで
いましたので、子供たち、
近所の方とよく利用して
いました。開業してから
は、クリニックのスタッ
フ、地域枠で当院に研修
に来る前期研修医とも利
用しています。
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　東海大学医学部麻酔科の渡邊真理子と申します。
　坂本麗仁君の追悼文のお声かけを頂いた時には私で良いのかと思いました。しかし、付属相模高校か
ら同級生で大学時代も硬式テニス部、さらに麻酔科で同期という長い付き合いだったよねという話にな
り、恐縮ながらもお受けすることに致しました。

　私と麗仁君との出会いは高校１年生でした。麗仁君と同じ部
活のクラスメイトが、小田急相模大野駅のホームのベンチで友
達と座っていた麗仁君に私を紹介してくれたのです。その時の
麗仁君は友達の話を熱心に聞いていて、落ち着いた真面目そう
な印象でした。それからは、たまに挨拶する程度の「友達の友
達」の関係で同じクラスにはなることはなく、なんとなくの友
達で過ごしていました。
　そんな中、高校３年生の時に学級委員で一緒になり、修学旅
行の責任者会議で先生からの指示を受けたり、クラス代表者の
意見をまとめあったりしてほんの少し距離が縮まりました。

　さらに現在につながる付属高校医学部推薦試験を一緒に受けて
からは、また近い距離になりました。試験後、麗仁君は面接官にもう少しうまく伝えたかった内容があ
ったようで「本当はこう思ってたんだけど・・」などと話をしながら伊勢原駅まで一緒に歩いて帰った
ことは、私が麗仁君という人柄を知っていく始まりだった
と思います。
　大学入学後の硬式テニス部での麗仁君は、先輩にも後輩
にも慕われ存在感がありました。ホームページの作成、飲
み会やお祝いの会などたくさんのイベント企画してくれた

おかげで私たちも
たくさんの思い出
ができました。
　大学５年生の時
に麗仁君と４人で
富士登山したこともありました。前日の夜に突然、麗仁君に誘
われ、当時の私もよく承諾したなと思うのですが、（おそらく
麗仁君も）初めての富士登山。私達も若かったため、軽装、防
寒具無しの日帰り富士登山計画。下山の際に見かねた他の登山
者がヘッドライトを貸してくださったのですが、麗仁君はその
方にしっかりと丁寧にお礼の手紙をしたためてライトをお返し
してくれました。その後、富士登山は「富士山の頂上でシャボ
ン玉を飛ばそう」などテーマを作り、しばらくの間、麗仁君主
催の硬式テニス部恒例行事となっていたと思います。

坂本麗仁先生を偲んで
　渡邊 真理子（26期生）

訃報

高校の修学旅行で学級委員活動

学生時代の１枚

初めての富士登山
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　勉強も真面目だったと思いますし、５年生の
終わりに６年生のクリクラ選択科目を提出する
際の麗仁君は、将来を見据えてとても熱心でし
た。その時に麗仁君に強く誘われて「眼科開業
医実習」を一緒に選択したのですが、私の地元
の眼科クリニックだったこともあり、私もとて
も思い出深い良い経験になりました。
　国家試験も無事通り、研修医の終わりに麗仁
君が麻酔科入局を決心した時には、その心の理
由を熱く聞かせてくれ、なぜか私も麻酔科で良
かったんだという気持ちにさせてくれました。

　麻酔科に入ってからは他大学から来てくれていた若手麻酔
科医とも仲が良く、忘年会なども盛り上げてくれる大事な存
在でした。八王子病院でも変わらず、信頼された麻酔科医だ
と聞いていました。
　また麻酔以外でも麗仁君は評価されており、教授推薦で行
った内視鏡関連の学会での特別講演がとても好評で、その後
も学会側から依頼が来て引き続き講演をされていました。実
は2019年２月にもその依頼があり、麗仁君はお子さんの幼稚
園の発表会と重なってしまったと、私に講演代打の相談をさ
れたことがありました。しかしそんな大役、私はお引き受け

する勇気ができなかったのですが、「発表会はまた来年見れるしいいかな」と言い講演に行った、その「来
年」を麗仁くんが迎えられなかったと思うと、私のその時の判断はどうだったのだろうと、心底申し訳
なかったと思っています。家でも砂場や野菜を作り、とても子煩悩な良い父親でもあったことは普段の
会話からもいつも感じていました。
　麗仁君の希望で５月19日には硬式テニス部のみんなが集まり、2007年11月に亡くなった小児科医、森
本有祐君のお墓参りに行きました。５月26日には山田さんが代表で、大学の同級生で集めた元気玉を麗
仁君に送りました。心強い廣橋君や木川君によっ
て２月に同窓会をしようという話も進みました。
みんなが集まろうと思う人間性が麗仁君にあった
よね、と感じる出来事は、麗仁君が自ら計画を立
てこだわり抜いた10月13、14日の葬儀までずっと
続いていたように思います。

　「森ちゃんに会えるから怖くない」そう言って
いたけれど、もう会えたでしょうか？「医者にな
って本当に良かった」とも言っていたけれど、本
当にいい麻酔科医だったと思います。
　年に数回、「ちょっと聞いてよー！」といった気持ちになった時は、麗仁君に連絡していた私ですが、
今でも時々そんな気持ちになる度に、もうそれができないのだと気づく度に、もういない寂しさを感じ
ます。いい友達でした。本当にたくさんの思い出を私たちに作ってくれました。ありがとう。

部活同期で6年生の時

学生室での1枚

森本君のお墓参りに行った帰り
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　11月のある日、診療中、昼前頃に金渕先生から電話があり、加山先生の訃報を聞き、非常に驚きまし
た。20年以上逢っていませんが、自分よりずっと健康的な印象がありました。想い出話を書くように言
われ、考える間もなく受けてしまいましたが、接点はそれほど多くなく、さて何を書いたら良いのかと
悩んでしまいました。
　学生時代の付き合いは、それほど多くなく、お互いに特に目立つようなこと（良いことも悪いことも）
をするタイプでもなく、特に想い出すエピソードを作るような状況ではありませんでした。
　唯一の接点と言えるのは、大学卒業後に入局した形成外科でしたが、一緒に活動した期間は非常に短
いものでした。１期生の中島先生は救急診療科へ、２期生の小口先生は整形外科へ、３期生の後藤先生
は一般外科へ、そして加山先生も麻酔科へ移ってしまい、早期に離脱する者が多く、研修医の５年間は
後輩のいない状態になってしまいました。形成外科の研修は、１年目に麻酔科４ケ月、２年目に一般外
科６ヶ月、胸部外科３ヶ月、脳神経外科３ヶ月、３年目は他院へ出向して外科１年間、４年目は整形外
科６ヶ月と、自分の科にいる期間は短い為、同じ科とは言え、一緒に活動する期間が少ないのです。
　そんな中で加山先生の想い出として残っている事が２つあります。まだ、日本語タイプライターが大
活躍し、ワープロがやっと普及し始めた時代でコンピューターはまだまだ高根の花でありました。加山
先生は早くもパソコンに精通しており、医局のデスクの上に、大きくてどっしりとしたコンピューター
を置いていました。コンピューターの専門誌に「若きマッキントッシュの使い手」として大きな写真入
りで、紹介記事が載る程でした。自分はひどい機械音痴で、ワープロも苦戦していて、とてもうらやま
しく感じた記憶があります。
　加山先生の実家は渋谷駅前で薬局をやっており、１度だけ訪れたことを想い出します。お互いに似た
ような時期に開業したように思いますので、「開業についての話」だったと思いますが、細かい記憶は
残念ながら残っていません。
　２期生は比較的早い時期に何人かの仲間を失っており、悲しく寂しい思いをしていましたが、又１人
仲間を失い年齢的にもそういう時期になったのだとしみじみ感じています。

加山先生の想い出
　山田 浩人（２期生）
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　2019年11月２日に第27回医意会が小田急線新百合ヶ丘のホテルモリノで行われました。
　医意会は北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学の神奈川県内の私立医学部の同窓会メンバーで
構成されており、年２回の学術講演会と親睦を深めるための懇親会を開催しております。

　今回は聖マリアンナ医科大学が幹事校で、同窓会会長の岸忠宏先生の開会挨拶、病院長北川博昭先生
の挨拶に引き続き、講演は聖マリアンナ医科大学の７期卒業生で株式会社新日本科学社長である永田良
一先生でした。
　講演内容は『メデイアポリス国際陽子線治療センターの紹介ならびに新日本科学における企業経営と
組織マネージメントについて』でした。
　鹿児島指宿市にある陽子線治療センターがそこにできるまでの話から、陽子線治療対象疾患が拡大し
てきていること、照射時に可動性のある疾患部位（特に乳房）にズレなく確実に照射するための固定器
具の開発努力等、興味深い話を伺うことが出来ました。
　さらに企業を次世代にまで発展、継続していくための組織マネージメントの一つとしての職員の働き
方に関し先駆的な取り組みをされています。地域の女性研究者が出産子育て期間中も安心して働ける職
場であり、その証拠として、女性管理職が2008年で７．３％であったものが2018年には２４．６％と驚異
的な数値となり、「女性が輝く先進企業表彰」内閣総理大臣表彰を受賞されているとのことでした。
　１時間の講演後懇親会にうつり、聖マリアンナ医科大学理事長の明石勝也先生による乾杯で開始、途
中参加者全員の一言挨拶の後、副会長佐野文明先生による閉会挨拶で会は終了しました。

第27回神奈川医意会報告

学術講演会と懇親会
星医会副会長　本多 ゆみえ（10期生）

　次回は北里大学が幹事で初夏に小田急線沿線で開催予定です。北里大学や聖マリアンナ医科大学に御
子弟が入学された等で医意会にご興味おありの方は是非我々とご一緒にご参加ください。詳細は事務局
にお問い合わせ下さると幸いです。
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第30回全国私立医科大学同窓会連絡会全国会報告

　毎年秋に開催される、全国私立医科大学同窓会連絡会の第30回全国会に参加しました。この会合は毎
年全国31校の私立医科大学同窓会が一堂に会し、活動状況を報告し親睦を深める集まりです。今回は愛
知医科大学同窓会「愛橘会」が当番幹事となり名古屋で開催され、約150名が参加する盛況ぶりでした。
本学からは小川吉明先生、海老原明典先生と私の３名が出席しました。

　■会　議　　日時：2019年11月９日（土）　17時00分〜18時30分
　　　　　　　場所：名古屋マリオットアソシアホテル　16階アイリス
　　　　　　　幹事：愛知医科大学同窓会　愛橘会
　　　　　　　講演：｢変化する医師の働き方改革｣　日本医師会　副会長　今村  聡 先生

　■懇親会　　日時：2019年11月９日（土）　18時40分〜20時30分
　　　　　　　場所：名古屋マリオットアソシアホテル　16階タワーズボールルーム

　総会では会計報告や第51回東部会（杏林大学医学部同窓会）、第29回西部会（近畿大学医学部同窓会）、
第29回全国会（聖マリアンナ医科大学聖医会）の報告などに加えて、愛知医科大学の紹介がありました。
2014年に新病院棟が開院し（800床）、緑に囲まれた美しいキャンパスで医学部４・５年生向けの勉強ス
ペースの拡充、個性ある教育を目指したカリキュラム改革（クリニカルクラークシップ７２週，アーリ
ーエクスポージャー８週など）が推進されていること、当院と同じくドクターヘリが配備され救急医療
に力を入れている様子などが紹介されました。

　特別講演では日本医師会・副会長の今村 聡 先生による「変化する医師の働き方改革」と題したご講
演がありました。
　これまで医師会は厚生労働省と協力して３つの課題、「地域医療構想」、「医師偏在・需給バランスへ
の対応」、「新専門医制度への対応」に取り組んできました。そこへ新たに「医師の働き方改革」という
課題が与えられ、しかも後から入ってきたのに他に先んじて2024年３月までに対応完了という期限だけ
が決まっている状況に、医師会や医療現場としては少なからず混乱している実態が明かされました。
　医師の働き方改革は先の３つの課題と相互に密接に関係しているとの視点に基づき、慎重かつ積極的
に検討し、国会（参議院厚生労働委員会など）への提言を続けていきたいとのお考えでした。私たちの
みならず若い卒業生にとっても重要なテーマですので、今後の動向を注視したいと思います。

　懇親会はとても打ち解けた雰囲気で始まり、円卓を囲って各大学の学長や教授、開業された先生方と
親しく会話をさせていただきました。驚かされるアトラクションも用意されていました。
　一つはプロレスリングでした。

貴重な経験
東海大学外科学系 消化器外科　田中　彰（21期生）
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二次会で星医会の報告をする海老原先生

あべ静江さん熱唱

懇親会でのプロレス「AEDマン」

　愛知医科大学同窓会・会長　浅井富成先生が、ご自身もリングに上がる程のプロレス・ファンである
ことから、各地で「ＡＥＤマン」という覆面レスラーが登場するプロレスを通して、全国にＡＥＤの普
及を進めていると紹介されました。会場内にリングが特設され、鍛え上げた体格のレスラーによる迫力
の試合が間近に展開され圧巻でした。最後にレスラーが心肺停止となり、ＡＥＤにより救命されるのが
オチでした。浅井会長も出演される予定だったのですが、直前に鎖骨を骨折してしまい、晴れの舞台に
登れなかったことを何度も悔しがっていらっしゃいました。

　もう一つは、三重県出身のあべ静江さんのミニコンサート
でした。円卓の間を練り歩きながら往年のヒット曲を熱唱さ
れ、華やかな雰囲気に包まれました。

　二次会では各大学同窓会の近況報告が行われました。
　多くの大学で卒業生が要職に就くようになり、「もう新設
校とは呼ばせません」といった力強い言葉が印象的でした。

　とても貴重な経験となりますので、来年はぜひ星医会の若
い先生方にもご参加いただきたいと願っています。
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　第１部では、貞本泰孝 杏林大学医学部同窓会理事の司会のもと、幾瀬 貫 杏林大学医学部同窓会会長
のご挨拶をいただき、続いて、松田博青 杏林学園理事長、松田剛明 杏林学園副理事長からの来賓挨拶、
信川益明 杏林大学医学部同窓会理事よりアンケート結果報告が行われた。
　特別講演は、公益社団法人 東京都医師会会長　尾㟢治夫先生より『今の日本に求められる医師像』
についてご講演を頂いた。四倉正之 副会長の閉会の辞で第１部が終了した。

第51回全国私立医科大学同窓会連絡会東部会報告

　2019年６月１日（土）　17：00より京王プラザホテルにて、第５１回全国私立医科大学同窓会連絡会東
部会（当番校；杏林大学医学部同窓会）が開催された。

ご報告
　星医会　理事　海老原　明典（20期生）

　歓談ののち、余興として、ピアノ演奏と杏林大学医学部同窓会理事 
杉山陽一先生の歌が披露された。

　最後に、次回当番校である東京慈恵会医科大学同窓会会長の紹介が
行われ、冨田泰彦 理事の閉会の辞にて第５１回全国私立医科大学同
窓会連絡会東部会の幕を閉じた。

　第２部＜懇親会＞は、木下博勝 杏林大学医学部同窓会理事の司会のもと、幾瀬 貫 杏林大学医学部同
窓会会長より挨拶をいただき、大瀧純一 杏林大学学長より来賓挨拶と乾杯が行われた。
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支部便り

日　時：2019年２月23日（土）
場　所：ガーデンパレス札幌
参加者：14名
会　費：5,000円

北海道支部会報告
北海道支部長　加賀 基知三（６期生）

　東海大学同窓会北海道
ブロック総会にご来賓と
共に参加しました。
　場所を変えて二次会と
してワインバーで星医会
北海道支部会を開催しま
した。

　東海大学同窓会北海道ブロック総会と同日開催となります。毎年、２月第４土曜日の開催です。

二次会後、松前先生と本多先生は、味噌ラーメン店へ！

　一次会、二次会で総勢14名に加え、
星医会本部から３名、医学部来賓とし
て猪口貞樹先生、東海大学同窓会副会
長として松前光紀先生が参加されまし
た。初参加の方が４名（鈴木 岳先生・
晃子夫妻、武藤英生先生、太田秀一先
生）あり、例年より多数の参加となり
ました。
　一次会では箱根駅伝、二次会では各
支部会報告や近況報告で話に花が咲き
ました。
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日　時：７月27日（土）
場　所：湘南クリスタルホテル
参加者：17名　　　会　費：5,000円

湘南支部会報告
支部長　西村 和博（10期生）

日　時：６月１日（土）
場　所：レンブラントホテル本厚木

秦野伊勢原支部会報告
支部長　武田　浩（７期生）

令和２年７月第
２土曜日に開催
予定です。

23:10頃、お疲れ様でした！

講演：今関 良子先生（15期生　神経内科講師）

参加者：17名
講　演：小澤 秀樹先生（７期生　総合内科教授）
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静岡支部会報告
支部長　宮沢 正行（８期生）

　令和元年６月22日（土）に、第21回となる静岡支部会を開催致しました。今回は12名の先生にご参加頂
きました。
　残念ながら過去最少の参加人数となってしまいました。以前は総会、学術講演会、懇親会、の三部構
成でしたが、諸般の事情により、協賛メーカー主催の学術講演会の後、場所を移しての懇親会となりま
した。
　学術講演では、医療法人すばる会菅井皮膚科パークサ
イドクリニック理事長．院長　菅井順一先生（11期生）
に［痒みに対するセカンドエフォート－抗ヒスタミン薬
を使うコツとは？－］というタイトルで御講演いただき
ました。
　近年、新たに発売されたものも含め、様々な抗アレル
ギー薬を専門医以外にも分かりやすく解説していただき
ました。
　遠く栃木から来て頂いた菅井先生には大変感謝してお
ります。

　終了後に近くの居酒屋に移動しての懇親会となりました。静岡の海産物で二時間の飲み放題を楽しみ
ました。本部からは御多忙の中、小川吉明先生に御参加いただきました。狭いスペースではありました
が、スライドを使い大学の近況等お話しいただきました。
　参加人数がなかなか増えない点は例年通り私の努力不足と思われますが、協賛メーカーの規制も厳し
くなるばかりで、来年以降は開催すらも危ぶまれるところです。支部長連絡会の報告でも、特に大学か
ら遠く離れた地方での苦労が多いようです。静岡支部会は来年も恒例の６月第４土曜日の開催を一応予
定しておりますが、不確定な状況です。各支部会の工夫等、教えていただければ幸いです。
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愛知・岐阜・三重　支部会報告
　堀木 照美（10期生）

支部会名：三重支部
支 部 長：中本節夫
事務局長：堀木照美
開 催 日：２月10日

場　　所：極上和牛料理　まと場
参加者数：16人　　　本部からの参加者：平川均先生
会　　費：２万円　　協賛企業名：日本ケミファ
懇 親 会：上記に含みます

講 演 会：演題名／「内視鏡で見える病気、治る病気」
　　　　　演　者／堀木紀行（三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科准教授　10期生）

　愛知・岐阜・三重の３支部で持ち回りで開催しています。辺鄙な伊勢鉄道の鈴鹿駅利用にも関わらず、
皆様お忙しい中、参加してくださいました。

　参加者は以下の方々で、敬称略で失礼します。
　　　堀田知光（元東海大学医学部長）、河合憲司（眼科教授・東海大学大磯病院、２期）、
　　　高濱信也（２期）、須知雅史（３期）、平川　均（本部・６期）、加藤雅通（７期）、
　　　菊池義郎（８期）、中本節夫（８期）、西村喜久子（８期）、堀木紀行（10期）、川澄正朗（11期）、
　　　田口　泰（11期）、長尾育子（12期）、中嶋一樹（12期）、岡本奈美（22期）、堀木照美（10期）

　本部からきていただいた平川均先生に東海大学医学部の
近況報告をしていただいた後、三重大学医学部付属病院・
光学医療診療部長の堀木紀行先生に最新の内視鏡診断と治
療のご講演。

　その後は、美味しい和牛の網焼きとすき焼きを味わいな
がらの意見交換会で親睦を深めました。



星医会　第62号 19

新潟支部会報告
新潟支部長　立川　浩（９期生）

　昨年同様、６月第２週（８日土曜日）に新潟グランドホテル五頭の間にて開催しました。
　当日は本部より白石光一先生、平川均先生、梅園朋也先生に参加頂きました。更に今回は新潟出身で
現在東海大学付属東京病院呼吸器内科に勤務しておられる永井明日香先生も参加され、計11名での開催
となりました。
　初めに白石光一先生により東海大学近況報告をして頂き、終了後場所を同じくして懇親会を行いまし
た。食事をしながら歓談する中で、今後の運営に関して支部長より話題提供をしました。

　特に地元に帰ることを考えている在校生や卒業生に対して、星医会支部として何かできることはない
か、ということを参加された方一人一人から近況報告を含めて意見を伺いました。
　また今回参加できなかった会員よりメールで届いたものも発表しました。内容としてはそもそも在校
生が地元のことを知らないことのほうが多く、又は興味が向かない、という意見。親が医師である場合、
医師でない場合で情報量に違いがある。しかし、知っていることで選択の幅が広がったかもしれない。

　白石先生からは、在校生も星医会会員であることや、北海道では本学の同窓会と合同で毎年会が開か
れていることなど他の支部会の取り組みなどもお話頂きました。
　また事務局長の野沢先生より、新潟の本学の会では同窓会と父兄会と父兄会ＯＢの会が開催されてい
ることも伺いました。そして来年は時期を検討したうえで、支部会に医学部の父兄の参加を呼び掛ける
方向が示され、無事閉会となりました。

若いときから帰ることを決めている人もいれば、経験を積
んでから戻ろうと思う人もいる。状況がわからないので帰
るときに情報があったほうが不安は少ないかもしれないと
いう意見など、忌憚のない発言を頂きました。
　また今後の対応として、新潟支部会にアクセスしやすい
ようにメールを活用してはどうか。知りたい情報があれば
同窓生の人脈を活用して情報を与えることや病院等の見学
を設定することは可能、との意見もありました。

　２次会は昨年と同様にスナックで賑やかに過ごして支部会としては有意義な雰囲気の中、一日が終わ
りました。今後も大学にも地元にも役に立つ活動に取り組んでいきたいと考えていますので、ご協力の
程よろしくお願い致します。
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大阪支部会報告
支部長　奥井 克治（２期生）

日　時：６月26日（水）　　７月25日（木）
場　所：ＭＡなべや
参加者：17名
会　費：8,000円

６/26（水）
　とにかくまずは顔合わせからと
６/26（水）に食事会を開催する事
にしました。曜日を変えて連月の
開催にしたら30名以上の先生方の
参加を得る事が出来ました。平日
にも拘わらず、兵庫・京都から２
名づつ参加して頂き、賑やかに楽
しく食事をして解散しました。
　来月も違った顔ぶれで楽しみた
いと思います。今後、春と秋に水・
木開催で続けていきたいと考えて
います。

７/25（木）
　令和元年２回目の懇親会開催。
前回は水曜日、今回は木曜日と曜
日を変えて開催すると又、全く違
うメンバーが集まりました。
　大阪は土日開催より、平日開催
の８時15分〜22時30分と遅めにし
たら、神戸方面、京都方面からも
来ていただけるのが分かりまし
た。新しい人来ていただけるよう
に又、頑張りたいと思います。お
店もおいしい上、協力的で人数の
増減や料金もサービスして頂きま
した。今回、奈良、和歌山の方に
も参加しやすい場所にしておりま
す。



星医会　第62号 21

県央支部会報告
事務局長　増田 愛一郎（７期生）

　県央支部会を令和元年11月９日（土）に小田急センチュリー相模大野にて開催しました。
今年の学術演者は令和元年に相応しい、硬式庭球部の大先輩で昨年３月に麻酔科主任教授を御退官され
現在は八王子病院で麻酔科特任教授をされている鈴木利保先生にお願いさせて頂きました。また、産婦
人科の村上優先生に座長をして頂き多くの会員の皆様に御参加頂きました。

　支部長の岡本裕一先生の
挨拶後に鈴木先生からは

「超高齢社会時代の手術医
療の未来」のタイトルで御
講演頂きました。
　初代麻酔科教授の山崎先
生からの教えが脈々と受け
継がれていることに感銘い
たしました。

追伸：35年前の硬式庭球部10周年記念誌から
　　　 学生時代の鈴木先生の写真はセピア色に

褪せていましたが熱意あるお話しスタイ
ルは変わっていませんでした。

　講演会後に平川均先生より星医会の活動報告があり、講演会終了後は恒例の懇親会、今回も会場のあ
ちこちで歓声が上がる楽しい会でした。



星医会　第62号22

千葉支部総会報告
事務局長　田中　彰（４期生）

　11月９日、千葉支部総会をいつもの千葉市の東天紅で開催しました。
　今年は14人の参加で、星医会本部からは昨年に引き続き五月女先生、梅園先生が出席され、また会長
の鄭先生が初めてこの会に参加してくださいました。
　今年千葉県は９月から台風15号、19号そして10月下旬の低気圧による大雨と３度の災害に見舞われま
した。幸い、今回参加された会員に大きな建物などの被害はなかったようですが、鴨川市の黒野先生の
医院では、６日間停電が続き、また電話など通信もつながらなかったそうです。周りの台風の状況が全
く分からず、なんの情報もなく、連絡もできない。そんな中でも診療所を開け、診療をしていたとのこ
とです。診療所の冷蔵庫の中の薬品、ワクチンはすべて廃棄。風呂は水風呂で明かりはランタン。ただ
従業員、薬局の協力もあり診療できたそうです。
　今回の災害も異常気象が原因だとの報道も多く聞かれますが、
それだけに今後も同じような災害が起きる可能性が高いように思
います。会員からも今まで想定していた地震などによる建物被害、
交通、物流障害だけではなく、停電、通信障害の時の連絡、情報
収集の対策も考えなければならないとの意見も上がりました。
　鄭先生にはスライドを交えて東海大学の様子や全国の支部会の
様子をお話しいただきました。また今年の東海大学の駅伝での活
躍も話題に上がり多いに盛り上がりました。
　千葉支部総会は毎年11月の第２土曜日に行っております。次回
は令和２年11月14日（土）に開催する予定です。皆様のご参加をぜ
ひお待ちしております。

出席者　　椎名泰文（１期）　津山嘉一郎（１期）　津山弥生（２期）　海宝美和子（３期）
　　　　　志村容生（４期）　鈴木淳夫（４期）　　田中　彰（４期）　黒野　隆（５期）　武本吉光（７期）
　　　　　鄭　義弘（７期）　矢野　潔（10期）　　五月女昇（15期）　梅園朋也（17期）　梶本俊一（20期）
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四国支部会報告
支部長　松山　毅（５期生）

沖縄支部会報告
支部長　宮良 球一郎（８期生）

日時：７月14日（土）
場所：ＪＲホテルクレメント高松

開催日：2019年10月19日（土） 　　　　　　参加者数：８名（本部からの参加者０名） 
場　所：えん沖縄　久茂地店（懇親会）　　　会　費 1,000円　　協賛企業：なし

　昨年、２期生竹井太先生の宮古島医師会 会長就任を機に久し振りに沖縄支部会を開催。星医会本部
からも鄭義弘会長の３人も参加し大いに盛り上がりました。その勢いで来年も開催しようと約束し、宮
古島から参加する竹井先生の都合にあわせ10月19日（土）に開催しました。
　今回は星医会本部からの参加は残念ながら叶いませんでしたが、県内各地から８名の参加があり、そ
れぞれの近況報告を酒の肴に昨年以上に盛り上がりました。
　沖縄出身の卒業生も増えているようなので、早く沖縄で研修して我々の輪に加わってほしいです。

参加者　竹井　太　  （２期生）
　　　　古田  由紀子（４期生）
　　　　湧田  森明　（８期生）
　　　　宮良  球一郎（８期生）
　　　　比嘉　靖　  （10期生）
　　　　野原　理　  （10期生）
　　　　下地  克正  （17期生）
　　　　稲生   真夕
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福島支部会報告
福島支部長　鳴瀬　淑（９期生）

日　時：７月６日（土）
場　所：鶴我
参加者：15名
会　費：10,000円

横浜・川崎支部会報告
支部長　臼井 和胤（９期生）

日　時：７月13日（土）
場　所：アットビジネスセンター横浜西口駅前

参加者：18名
会　費：10,000円

　松山　孝先生（９期生東海大学八王子病院皮膚科教授）に東海大学八王子病院の皮膚科診療で診断に
苦慮した症例や、印象に残る症例について講演した頂きました。
　次に星医会会長の鄭 義弘先生から、東海大学の箱根駅伝優勝の報告、星医会の活動報告と東海大学
医学部の近況報告がありました
　講演後、同センター内の別会場で懇親会が開かれました。３期生の櫻井与志彦先生による乾杯の発声
ののちに、近況報告のスピーチが出席者からありました。
　最後に櫻井先生から「東海大医学部は名医よりも良医を育成る」という言葉や、入学時に聞いた笹本
病院長や佐々木医学部長の言葉の意味が熱く語られました。
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熊本県支部会報告
支部長　米満 弘一郎（21期生）

開 催 日：2019年１月18日（金）
参加者数：９名
場　　所：奥ざしき　たつのこ　　会費：7,000円　　協賛企業：なし

　新年会とし、支部会を開催しました。年始ではありましたが、熊本県内より９名の参加があり、１期
生の福本先生におかれましては、女性ながらたった一人で牛深町より（バスで熊本市内へ約３時間）駆け
つけていただきました。
　また、３次会には８名もの
参加があり、出席者からは近
況報告や星医会の活動報告が
行われ、楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。

しなの支部会報告
支部長　原　卓史（１期生）

日　時：９月７日（土）
場　所：ホテルブエナビスタ松本
講　演：五十嵐　宗喜（16期生）
　　　　〔東京病院消化器内科准教授〕
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同期会便り

　星医会総会の前夜の2019年３月９日（土）の19時より、新宿110ビルの謝朋殿本店において三星会を開
催いたしました。（今回は久々の単独開催となりました。）
　奇しくも４期生が同じお店で集っており、声を掛け合う場面もありました。
　恒例となった灰田さんのご挨拶、乾杯で始まった三星会。参加者は15名（後述）と少なめで、多少さ
みしい感じもありましたが、話が近く、和やかな時を過ごせたかと思います。近況報告では、現在の健
康状態について（病気自慢もあり？）や医師会の仕事の話などが多い印象でしたが、ところどころで横
から茶々が入って収拾のつかなくなる場面もあり、三星会らしい雰囲気でもありました。
　二次会は京王プラザホテルのブリアンに流れ、一期生・ななご会の先生との交流もありました。
　欠席者の中には、体調が整わなかったことが欠席理由の方もいらっしゃいました。そろそろ身体に無
理が利かなくなってくる年頃でもあります。皆さま、お身体はくれぐれも大切に。そして、来年も再来
年も元気で楽しく集いましょう！
　
出席者（あいうえお順、敬称略）
　　池田 和也、今岡 千栄美、笠原　紳　北川 登美男、古閑 俊浩、後藤 研一郎、櫻井 与志彦、
　　里　悌子、下島 るみ、白滝 文良、須知 雅史、津久井  優、灰田 宗孝、山路 修身、山本 くるみ

欠席者からの近況報告・メッセージ：

秋元 かつみ：  三星会ですが、夕方からの仕事が長引く可能性があり今回は欠席させていただきます。
良い会になるといいですね。

小笠原 俊夫：  私用と仕事で都合がつかず欠席させて頂きます。相変わらず元気にやっています。
加藤　 浩　： 元気です。開業22年目。ずっと手術しています。
窪田 總彦　：  クラス会を楽しみにしておりましたが、３月７日椎間板ヘルニアの手術を行うことにな

り、欠席とさせていただきます。二年前にも椎間板炎で手術しており、以降ダイビング、
テニス、ヨットなどは諦めスポーツはしていません。退院して腰痛が改善したら、船釣
りくらいは行こうと思っています。皆様も突然の病気にかからないようご自愛ください。

（一部略）
佐々木　満 ：  私は昨年末、腰痛で動けず、開業して初めて半日休診しました。今はお陰様で元気に仕

事しています。最近は、写真、絵画にいそしんでおります。皆様もお体お気をつけてお
過ごしください。

佐藤 陽一郎：  開業11年経過しました。元気に診療しております。しかしながら、医師会の夜間診療　
月１回ですが、辛いと感じる年齢になりました。

椎名　豊　 ：  2009年４月に循環器内科から健康管理学に所属を替えて、現在は東海大学病院の検診セ
ンターにいます。２年間東京病院の検診センターに移動しましたが、昨年４月から伊勢
原の検診センターに戻りました。特に大きな変わりはありません。皆様によろしくお伝
えください。

三星会のご報告
　　里　悌子（３期生）
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円谷　隆　 ：  この時期はいつも所属学会と予定が同じで、出席できず残念です。皆様によろしくお伝
えください。

徳永 雅仁　：  皆様の顔が見られるいい機会なのですが、椎間板ヘルニアのオペを受けた後、痛みはな
いのですが、長い距離の歩きがダメになってしまいました。残念ですが欠席させていた
だきます。

古橋　進　 ： 分娩予定日が近い患者多数のため、今回は欠席とさせていただきます。
松前 光紀　：  日本脳神経外傷学会のため、参加できず、申し訳ありません。10日の総会には出席しま

す。近況ですが、副学部長として坂部医学部長を補佐しております。医学部は順調です。　　
（一部略）

峯崎 賢亮 （時宗　蓮池山一向寺第三十六世住職）： 小衲が住職をしている蓮池山一向寺（れんちざんい
っこうじ）では、医学中興の祖である医聖　田代三喜（たしろさんき）をお祀りしてい
ます。３年前から毎年４月にお花祭りをかねて「田代三喜祭り」を開催してきました。
それにあわせて昨年11月17日には、境内内に田代三喜翁の石仏と三喜六角堂を建立しま
した。我々医師の大先輩であり、現在当たり前となっている「僧侶ではなく、医師が医
学生、研修医を教育する」という仕組みの先鞭をつけた方です。秋元（旧姓　浅子）先
生にはすでにお参りいただきました。茨城県古河市にお寄りの際には是非ともご参拝く
ださい（お布施は大歓迎です！！）。詳しい資料も用意していますので、一向寺ホーム
ページをご覧になるか、ご連絡いただければ小衲が作成したパンフレットをお送りいた
します。

蓑手 善哉　： 今年こそ出席するぞと思っていましたが、体調が整ってからの出席とします、今回は欠
席とします。皆様によろしくお伝えください。（一部略）

宮城 秀晃　：  震災から８年がたちますが、自分自身まだ後遺症を引きずっている感じです。からころ
ステーションの活動はずっと続いております。石巻駅前にありますので、どうぞお立ち
寄りください。

山崎 弘文　：  今回は欠席します。３月３日（日）３年連続東京マラソンを走ります。目指すは完走歩です。
2020年は40周年なので参加したいなぁと思っています。
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　総会の前日の2019年３月９日（土）18時から新宿駅の京王モール直結の謝朋殿新宿本店で四期生同期会
が開催されました。
　参加者は総勢17人。学生時代の思い出や懐かしの秘話（？）などお酒の影響もありいろいろな話題に花
が咲きました。自分の病気のことや飲んでいる薬などの自慢話（笑）も多々あり、あっという間に２時間
が経ってしまいました。
　次回の総会の前日に行おうということになりましたので、今回参加できなかったみなさんも含め、ぜ
ひご参加ください。お待ちしています。

４期生同期会開催
　　谷亀 光則（４期生）

後列左から、 宮本　壮、宮川 和子、橋本 景子、松田 弘之、宮川（岡田）裕子、仲村　準、木村 英植、
　　　　　　日原　徹、武藤（増井）信美、田中　彰、只木 行啓
前列左から、谷口 亮一、谷亀 光則、吉田 貴彦、山田（前川）奈生子、千葉 昌宏、篠原　隆

（敬称略）
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＜京プラ編＞
　2019年３月８日土曜、新宿京王プラザホテルで例年通り同窓会が開催されました。参加者の近況は以
下の通りです（報告順）。

萩野： 耳鼻科で開業も、花粉症の患者の割合は10％以下で、ＣＫＤ・クローン病・掌蹠膿疱症・ＦＤ（機
能性ディスペプシア）など難治性の所謂、病巣疾患（身体のどこかに限局した慢性病巣があり、
それ自体は殆ど無症状だが、遠隔臓器に反応性に引き起こされる器質的あるいは機能的な障害を
言う）を多く診ている。私的にはジャズのみならずクラッシクの伴奏も務め、定期的にコンサー
トも行っているので皆様見に来て下さい。

柳町：大病も患ったが今はとても元気です。また台湾行きたい。
森屋：開業８年目。内視鏡検査を中心に行っている。
寺尾： 入学時から外見の変化があまり無い。孫が誕生し、命名した。我が子とはしなかったお宮参りに

も連れて行った。楽しいし癒される。爺さんもいいものだ。ピラティスを始めた。○ゥルー○リ
ーパー思いの他腰に良かった。

堀江： 一昨年から訪問診療を始めた。40人からのスタートが200人を超えた。伊勢原は訪問診療過疎地
であった。寺尾さん同様孫が誕生したが、忙しくてあまり会えていない。そろそろ自分も訪問診
療受ける番かもしれない。

亀津絵 里：藤沢市善行で開業して17年目、医師会でも活躍している。２人の息子は、其々医師兼ミュー
ジシャン、中国哲学を専攻している。同級生のご主人は専ら独りで登山していたのが、この２年
はバルセロナ、トルコと夫妻で旅をした。素晴らしいペルシャ絨毯も手に入れた。

渡辺（ ナベさん）：ベサメムーチョ・・・渡辺です。他の期の同窓会にも誘われるが入学時の絆に重き
を置いて６期に参加した。熱海駅前で耳鼻科開業、地元局のＤＪもこなし、熱海で知らないもの
はいない。５年前に再婚した。今はとても幸せ、神は最後に恵みを与えてくれた。信じる者は救
われる。今度は熱海で芸者をあげてぱっとやろう（有言実行、熱海ナイトに続く・・）。

中村：33年ぶりに出てみた昨年同窓会が予想以上に楽しく、今年も参加しましたがやはり楽しかった。
常見： 一昨年、40年間父の代から続いていた常見医院を閉院して更地にした。現在夫と共に朝里中央病

院に腎透析医として勤務。88歳になる父も現役内科医。３人のお子様は、上から研修医、イラス
トレーター、医学生。

加賀： 2005年からの北海道大学での勤務なので14年経った。だいぶ慣れたが、学生時代から慣れ親しん
だ母校とは居心地が違う。やはり同級生はいい。中高時代にバンドを組んでいた友人を亡くし、
その追悼公演をするためギターを引っ張り出して引いたら、またバンドの楽しさが蘇り再開した。
同時に、みんないつ亡くなるかわからないから、会えるうちに色んな人に会っておこうとも思った。

藤田： 平成９年に大学辞めて実家の医院に戻った。地域医療にも貢献し、私的には再婚してとても幸せ
で安定した生活を送っている。趣味もオーディオ・ホームシアター・陶芸・写真・アゲハ蝶飼育
など充実している。あと10年くらいやって70歳前にはリタイアしたい。

藤本（ 橋本）：昨年、息子を代表として乗馬クラブを作り、医療法人と株式会社の経理を兼ねて２足の
ワラジを履く生活となりました。月月火水木金金の毎日で時々倒れそうになりますが、倒れてい
る場合ではないので、乗馬クラブを軌道に乗せるべく日々奮闘しています。家族で経営している

６期生同窓会便り（新宿京プラ～熱海ナイト～台湾有志一同編）
　　平川　均（６期生）
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と意見の対立から喧嘩になったり、仲直りしたり、また、孫が鎹になってくれたりで心労が絶え
ませんが、１人寂しい老後を送るよりは泣いたり笑ったりで楽しい人生なんじゃないかと思って
います。強烈なスパイスの効いた人生だと自負しておりますが、苦労が多ければ学ぶことも多く、
この歳になってまた大人の階段を登っています。（笑）追伸：３人の子供のうち、長男と次女が
乗馬クラブに、長女は苦労の末医師になり、地元で初期研修医をやりつつ、時々お客として馬に
乗りに行っています。いつか長女が医療法人を継いでくれて、次世代フジモトグループが繁栄す
るよう、老人は夢見て頑張ります！（本人執筆）

平川： 2018年４月に東海大学八王子病院で小児外科教授を拝命した。２人の娘のうち、長女は東海大で
２年目研修医となり、次女は東海大医学部３年生のビバ東海一家です。同窓会の万年幹事だけど
10期同窓会には40人以上もの参加があると聞いて、めまいを伴うショックを受け、さらにこの報
告をしている最中に押しが足らないからだとの指摘を受け、またちょっと落ち込んだ。なので、
６期卒は勿論のこと、同期で入学した方々も奮って参加されてください！！お願いします。

＜熱海ナイト編＞
　７／６土曜、熱海ＫＫＲホテルで、全てナベさんのアレンジの下、“90熱海サタデーサイトフィーバー”
が催されました。参加者は、渡辺・萱場・黄（長峰）・藤田・中村・萩野・谷垣・柳町・平川＋熱海の
超売れっ子芸者さん２トップの総勢11名で行われました。１次会では、芸者遊びの一環として、ナベさ
んと萱場さんが大黒様に扮し、また黄さんが寛一お宮を演じました。２次会はカラオケを経て熱海の夜
の街に繰り出し、ポールダンスを鑑賞、１年分の笑いをこの日１日で達成できたほどの楽しい一夜でした。

＜台湾有志一同編＞
　11／22から３日間、黄さんアレンジの下、４回目となる台湾旅行に行って参りました。参加者は今回
少数精鋭で、亀津絵里・中村・高（高橋）・西崎・平川の５人の“有志一同の旅”となりました。
　松山空港からチャーターされたマイクロバスに定員いっぱいで乗り込み、遠足気分で童心に帰り喋く
りながら一路、日月譚（台湾で最も大きな天然湖で、北側が太陽の形、南側が月の形をしていることか
ら日月潭と名づけられたそうです。）を目指しました。風光明媚とはこのことで、天候にも恵まれ、心
も身体も癒されました。その夜は黄さんの出身地である嘉義に向かい、黄さんファミリーとの会食、飲
茶をたらふくいただきました。
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　２日目、行動的な女性２人は朝から朝市を散策し、男どもは寝坊、午前はまずバスで黄さんの兄が住
職を務める地蔵庵というお寺の見学をした後、嘉義から台湾新幹線で一直線に台北へ。着いてまず私の
お勧めの一軒家のパイナップルケーキ屋さん（手天品）に行き、その後定番だが外せない鼎泰豐の本店
で２時間半待ちして、小龍包は当然、充実したサイドメニューも満喫しました。続いて、漢方薬や乾物
などの問屋が集まる迪化街という賑やかな通りへタクシーで直行、カラスミをしこたま購入し、晩餐会
会場である五つ星ホテル台北美福大飯店のＶＩＰルームで、ジョニーウォーカー青ラベルを片手に台湾
風フレンチコースを堪能、さらにここで止まることなく台北最大規模の夜市である士林を５人で手を繋
いで見物、そして最後に、これまた私のお勧めである国家資格を持つ視覚障害者のお店“得力健康按摩
中心站”で足裏マッサージを受け、台湾最後の夜を締めくくりました。アー楽しかった・・
　黄さんの親戚にも当たる蔡英文さんの台湾総統就任を機に始まったこの台湾旅行、４年の歳月を経て
本年１月に再び選挙が行われます。昨年11月に行われた台湾の統一地方選挙では与党・民主進歩党（民
進党）が野党・国民党に大敗し今回の総統選に暗雲が漂いましたが、香港での混乱が後押しをして再選
が濃厚となっています。勝利の暁には、また盛大な台湾ツアーが催されますので是非この機会に台湾を
同級生と満喫されては如何ですか。
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　同窓会総会の前日、今回も新宿の小田急ホテルサザンタワーで、７期生会を行いました。４年続けて
同じ会場で行ったのにもかかわらず、今年も19名の参加を得ました。
　参加者は相原英雄、有賀（谷口）浩子、伊藤龍太郎、宇野克明、太田和年、坂根浩弥、末野利治、武井
学、武田浩、田中武則、筑丸（藤田）志津子、鄭義弘、内藤英二、野村武、布施川（小笠原）久恵、増田愛
一郎、宮本ゆう子でした。
　卒業生では無いけど、今年は野村くんが学生時代か
ら仲間だった奥様を、宇野くんが同期入学の小暮君を
連れて来てくれました。
　毎年同期会を開催すると、参加メンバーは固まって
きますが、一緒に過ごした日々はすぐに甦り、一年毎
の邂逅で懐かしさとともに本当に楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。みんな喜んでくれるので、皆が集
まれる機会を今後も持ち続けようと決心しました。
　二次会はいつもと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ました。今回
は私の都合により三次会は計画しませんでしたが、一
部のメンバーは、有志を募って新宿のバーに行き、大変盛り上がったそうです。四次会も昔の学生時代
のように、夜中のラーメンを食べに行ったようです。
　参加者は毎回変わるかもしれませんが、いつでも昔の仲間に会って懐かしい話や悩み事を相談できる
会にしたいと思います。今年も同じサザンタワー小田急ホテルで行いますので、気楽に参加お願いします。
 （文責　万年幹事　末野 利治）

７期生会報告（2019年３月９日）
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　平成31年３月10日19時から、例年と同じ京王プラザホテル42階「津久井」におきまして、「９期生同
窓会」を開催しました。今回は平成最後となる同窓会であり、私たち９期生が昭和最後の卒業生（昭和
63年卒）ですので何かしら縁を感じる開催となりました。
　当日は総勢25名の参加者になりましたが、終盤になり入学は一緒だった正岡良之君や栗原友介君、そ
して篠原隆雄君も駆けつけてくれました。さらに今回は秋田から石田俊哉さん、山形から渡辺彰博さん、
宮城から本間英雄さん、岐阜から長谷川核三さんも遠路はるばる駆けつけてくれました。
　今回「９期生同窓会」直前に飛び込んできた情報で、９期生幹事（評議員）の一人である松山孝君が４
月より東海大学医学部専門診療学系・皮膚科学の教授就任することになりました。これで角田隆俊君に
続いて９期生評議員３名中２名が教授就任したことになります。本当に９期生の誇りに思います。お二
人の更なるご活躍をお祈り申し上げます。
　さて当日の集合写真をご覧いただいても分かる通り、私も含め全員一様に年齢を重ね、いいオッサン・
オバサンになってはいるものの全くの別人になっているものはおらず何とか判別可能で、ひとたび集え
ばいきなり30年以上一気にタイムスリップできるようです。当時の懐かしいエピソードから近況報告ま
であちらこちらで楽しそうな笑い声とともに聞こえてきました。あっという間の２時間でしたが、みん
なの健康と再会を誓ってお開きになりました。
　以下、当日参加された面々を敬称略で列記するとともに近況報告をお伝えします。

稲村 いづみ：  病院経営は厳しいです。地域医療に貢献すべく慢性期リハビリから在宅医療に力を入れ
ています。

石田 俊哉　：  東海大学病院で６年間働き、現在は実家のある秋田で泌尿器科勤務医として地道に働い
ています。

今宮　聡　 ： 平塚市民病院に放射線治療科医として移って２年になります。
臼井 和胤　： 東京大田区の池上総合病院の院長として地域医療をやっています。
加藤 優子　： 上記池上総合病院臼井院長のもとで病理医として頑張っています。
熊谷 美穂　：  内科開業して18年ぐらい？経営も大変ですが頑張っています。最近ガーデニングしてい

ますがストレス発散になります。
倉片　優　 ： 2018年から東海大学客員教授に就任しました。
栗原 友介　： 埼玉で整形外科開業しています。あいかわらず元気です。
坂本 浩保　： 原発事故の影響がまだあります。３人子供がいますが誰も後継ぎがおらず寂しい。
篠原 隆雄　： 品川で神経内科クリニックを開業して15年。そろそろそば打ち修業して医者をやめたい。
篠原 伸顕　： 池上総合病院に神経内科を立ち上げたのち、現在は東京頭痛クリニック院長をしています。
立川　浩　 ： 悠遊健康村病院で病院長をしていますが、人集めに苦労しています。
継　　淳　 ：  厚木で脳神経外科クリニックを開業して４年です。ようやく長男が東海大学医学部を卒

業しますので学費負担が減ってほっとしています。でも開業時の借金がきつい。
徳永 信弘　： 相模原で開業しています。
長谷川 核三： 岐阜で皮膚科開業中です。アーチスト内服しており調子は良いです。
藤原 道雄　： 長野県でいまだに小児科勤務医です。マンパワーが足りずＮＩＣＵは疲れます。
本間 英雄　： 福島二本松で仕事をしていた際に東日本大震災の影響をもろに受けました。

９期生同窓会報告
　幹事　継　　淳（９期生）
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正岡 良之　： 広島県呉市で開業しています。
松倉 修司　： 厚木で眼科開業して12年。フェラーリに続いてポルシェも手に入れました。
松本 仁志　：  卒業後10年間整形外科医を、その後は家業である町工場：金属加工業。の社長に就任し

文字通り下町ロケットやっています。でも月に１回は整形外科医のアルバイトも。
松山　孝　 ： 付属八王子病院に出向して10年ですが、いまだ２名体制で頑張っています。
安間 基雄　： 妻とともに参加。湘南鎌倉総合病院整形外科に移りました。
善方 菊夫　： 横浜中心に産婦人科開業中です。今回はＤゼミの仲間を集めようと頑張った。
吉田 龍一　： 乳腺外科医として頑張っています。
渡辺 彰博　：  30年ぶりの再会。７期生たちと入学して９期生として卒業しました。９期生の仲間と一

緒の時間が最も長かった。山形で整形外科院長として頑張っています。
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　10期生会を昨年の３月９日土曜日、星医会総会の前日に、新宿の京王プラザで行いました。場所も時
間も例年どおりでやっています。
　そろそろ50代も後半の領域入り、還暦近くの同窓生も出てくるのではないでしょうか。最近は同窓生
同士の小グループでそれぞれのお国に出向かせていただいて、土地の名所と美味しいものを満喫されて
いる様子をＳＮＳで見かけます。世間でいう部長職の先生も増えましたが、いつまでも皆気持ちは医学
生時代のままですので、今まで10期生会に１回も参加されてなく、2020年３月７日の会に出席しようか
どうか迷われている方は是非、お気軽にお越しになってください。仕事で、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、二次会でお待ちしています。（本多にメールをいただくか、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が、たいてい地下のメイ
ンバーです。）
　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。2020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の会もありますので連絡をくだ
さい。次回は2020年３月７日土曜日の19時頃から京王プラザで開催予定です。「10期生会」の写真や動
画をFace Bookにアップしてありますのでお時間のある方はご覧ください。
 本多ゆみえ（yumie@is.icc.u-tokai.ac.jp）

10期生会の報告
　　本多 ゆみえ（10期生）
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　卒後25周年を記念して、初めての公式同窓会を2019年３月９日（土）に新宿京王プラザホテルにて開催
致しました。
　「卒後25周年だから、同窓会をしたいね。」のリクエストを受け、五月女君に発起人を引き受けてもら
い、五月女君の声掛けで、高本（旧姓：原島）さんも快く幹事を買って出てくれました。
　多くの同期生に協力してもらい、口コミ先行で参加を呼び掛けたおかげで、当日は、総勢29名の参加
を得ました。
　本当に懐かしい顔、顔、顔。みんな、立派な医師として、それぞれのフィールドで活躍しているので
すが、そんなことを忘れてしまう位、昔、講堂Ａで講義を受けていた時代にタイムスリップしてしまい
ました。輝かしい活躍の今に至るまでに、みなそれぞれに、キャリアのこと、親御さんのこと、自身の
こと等、人生の荒波を乗り越えて辿り着いた物語があり、同期のそんなドラマを垣間見ることで、自分
自身の明日への活力を得た同期会でした。

　今回を契機に、毎年、星医会総会前日の土曜日に同期会を開催していきますので、今回、参加が叶わ
なかった方も、是非、次回、2020年３月７日（土）開催予定の同窓会に御参加下さい。改めて、星医会報
と共に詳細を御連絡致します。参加ご希望の方は、星医会事務局または今関（旧姓：上妻）宛に、mail：
rimazeki 1994@tsc.u-tokai.ac.jpを頂ければ幸いです。

　以下、当日参加された皆様を敬称略で列記致します。
　　五月女　昇、髙本 紀子、徳岡 健太郎、山田 千穂、夏　錦言、吉野 真未、増田 圭奈子、
　　相川　実、鍋島 一仁、長谷川 小百合、飯田 由美、堺　浩之、望月 香織、陣内 雅史、
　　石津 和洋、大幸 宏幸、細田 ひろみ、尾羽沢  実、吉村 正美、岩元 徳全、大友　学、
　　平林 久幸、佐野 哲夫、柳生 あけみ、吉橋 秀高、佐藤 文子、小池 雅美、田中 義隆、今関 良子

15期生会報告（2019年３月９日）
　　今関 良子（15期生）
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学会報告

期 所属 会　長 学　会　名 会 期

5 松山　毅彦 第2回せとうちART研究会 2019/9/1

4 神内 永山　正雄 第2回Neurocritical Care Societyアジア・オセアニア支部学術集会 2019/6/8-9

4 神内 永山　正雄 第22回日本脳低温療法・体温管理学術集会 2019/7/13-14

特 消内 鈴木　秀和 第47回日本潰瘍学会・第21回日本神経消化器病学会学術集会 2020/1/16-17

特 循内 小林　義典 第66回日本不整脈心電学会学術集会 2019/7/24-27

8 救急 中川　儀英 第5回日本救護救急学会　学術集会 2019/10/26

6 呼外 加賀　基知三 第104回日本胸部外科学会北海道地方会 2019/9/21-22

3 脳外 松前　光紀 第26回一般社団法人日本神経内視鏡学会 2019/11/7-8

2 竹井　太 宮古島神経科学カンファレスス2019 2019/11/21-22

15 法医 佐藤　文子 日本賠償科学会第75回研究会 2019/12/7

4 公衆衛生 吉田　貴彦 第93回日本産業衛生学会 2020/5/13-16

20 呼外 増田　良太 第19回呼吸器胸腔鏡研究会例会 2019/12/4

◇ 2019年度学会助成金報告

2019 年度学会助成金報告
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　この度、第104回日本胸部外科学会北海道地方会の会長を拝命し、
2019年９月21（土）〜22日（日）に北海道大学学術交流会館におきまして
学術集会を開催いたしました。
　今回の学術集会は、北海道外科学会、臨床外科学会、血管外科学会
小児外科学会の各地方会と北海道外科関連学会機構 HOPES2019 を
構成しての合同開催となりました。通常の学術集会の他に、学生セッ
ション、ハンズオンセミナー、特別企画『大規模震災から学ぶ』もお
こなわれ、約30名の学生を含む429名の参加があり盛況の内に会を終
了いたしました。
　心臓大血管、呼吸器、食道外科を柱とする本学会への51演題に他地
方会からも加え横断的にプログラムを構築し、合計82演題が集まり、
活発な討論がなされました。

第104回日本胸部外科学会北海道地方会を開催して
呼吸器外科　加賀 基知三（６期生）

　学生セッションでは、優勝は残念ながら
他大学に持っていかれましたが各教室の熱
心な指導のお蔭で立派な発表ができました。
　深刻な若手外科医不足の中、北海道の外
科系地方会の活性化や若手育成のためのプ
ロジェクトとして成功裏に終えることがで
きました。これも、星医会からの多大なる
ご支援があってのことと深く感謝申し上げ
ます。今後も星医会会員の皆様に良い報告
ができるように頑張ります。
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　外科学系脳神経外科学では、松前光紀教授を
大会長に2019年11月７〜８日の２日間、第26回
一般社団法人日本神経内視鏡学会を横浜ベイホ
テル東急にて開催いたしました。

　主として手術治療に用いる脳神経外科領域の
内視鏡の応用（神経内視鏡と称しています）は、
使用する機器の劇的な進歩により応用範囲が拡

第26回一般社団法人日本神経内視鏡学会開催報告
会長　松前 光紀（３期生）・ 事務局長　厚見 秀樹（13期生）

大しています。手術顕微鏡を用いた開頭術の支援として利用されてきた神経内視鏡は、顕微鏡手術に替
わる一つの治療手技として、下垂体・頭蓋底病変の応用、脳内出血への応用、シャント術に替わる水頭
症治療への応用として普及し、脊椎疾患への応用も併せて大きく発展して参りました。また、近年では
手術顕微鏡、神経内視鏡の両者の利点を持つ外視鏡が導入されはじめ、この分野は脳神経外科領域でも
関心の高い分野となっています。

　我々脳神経外科学領域では、約10年前より本
学会の制定した神経内視鏡技術認定医の取得を
はじめ、前述の疾患群への取り組みを続けたこ
とで、今年度の学術集会を東海大学で担うに至
りました。
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　平成６年に医学部を卒業した、15期生の北里大学医学部法医学の
佐藤文子です。
　平成28年５月まで、東海大学医学部基盤診療学系法医学の大澤資
樹教授の元で、准教授として勤務し、平成28年６月に、北里大学医
学部法医学教授として赴任いたしました。
　今回、星医会に日本賠償科学会研究会主催のための補助金をいた
だきましたので、学会開催のご報告をさせていただきます。
　日本賠償科学会は、損害賠償に関する諸問題を医学と法学の両側
面から学際的に研究し、人身傷害の認定並びに民事責任の認定の適
正化に資することを目的とする学会です。

　あいにくの寒い雨の日となってしまいましたが、令和元年12月７日（土）に日本賠償科学会第75回研究
会を副会長の木ノ元直樹先生（木ノ元総合法律事務所）とともに、はまぎんホール　ヴィアマーレにおい
て主催させていただきました。
　第１部は基調講演を元裁判官、前甲南大学法科大学院教授の前田順司先生に「改正民法415条と医療
訴訟における債務不履行責任・・改正民法によって医療訴訟における債務不履行責任の判断構造は変る
のか。」と大歯、改正民法についての解釈について、お話しいただきました。

日本賠償科学会第75回研究会開催のご報告
北里大学 医学部 法医学　佐藤 文子（15期生）

　本年度の学術集会は、「光の美学〜神経内視鏡の技術と安全性の追求〜」をテーマとし、教育講演１、
特別企画１、シンポジウム16、一般公演26、ブラッシュアップセミナー１、ランチョンセミナー７を、
４つの会場で開催する企画となりました。
　学術集会期間中、約1,000名が参加され、対象となる疾病も小児から成人まで、先天性疾患から悪性
疾患まで、基礎的な外科解剖から先進的な脳幹部病変への治療成績まで、非常に幅広い範囲について、
それぞれの分野で最新の学術情報に関する活発な議論が行われました。また今回の学会では、技術と安
全性の高次元での成立を主題とし、神経内視鏡治療のエキスパートによる、経験者向けへのセミナーも
企画されました。
　学術集会開催前の早朝の時間での開
講にもかかわらず、非常に多くの参加
者が来場され、神経内視鏡治療の分野
での関心の高さを実感した次第です。
　学会期間中、会場となったクイーン
ズスクエア内の通路には学会開催を示
すフラッグが掲げられ、ちょうど点灯
前の準備が完了した今年のクリスマス
ツリーに負けず、我々教室員にとって
は感銘を受ける演出となりました。
　本学会の運営に関しまして、星医会から多大なるご支援を頂きました。学会の概要をご報告申し上げ
るとともに、教室員一同同窓の皆様へ深謝申し上げます。どうもありがとうございました。
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　また、第２部ではシンポジウム「医療事故調査制度の現在」にて木村壯介先生（日本医療安全調査機
構 常任理事）に「医療事故調査制度について　－予期しない死亡に対する解剖の現状・課題－」、有賀
徹先生（独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長）に「医療における安全と安心について考える」、古
賀裕先生（九州大学病院 病理診断科）に「医療事故解剖症例？どう動く、病理医師！in 福岡県」、鵜飼万
貴子先生（白水法律事務所）に「医療側弁護士からみた医療事故調査制度」と題し、それぞれの立場から
医療事故調査制度についてご講演をいただき、最後に総合討論を行いました。

　学会会員を含め、参加人数は225名と、多くの先生方に
ご参加いただき、また多数の質疑応答があり、施行されて
４年目の医療事故調査制度の現状、問題点についてそれぞ
れ理解が深まったものと確認しております。
　星医会からの援助により、学会が成功しましたことをこ
こにご報告させていただくと共に、皆様のご支援ご高配を
心より感謝申し上げます。
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「星医会ホームページ」アンケート結果

ご報告
　副会長　継　　淳（９期生）

　2019年９月に星医会会員の皆様に行いました「星医会ホームページアンケート」の結果が出ましたの
でご報告いたします。
　総計３２名（男性２８名・女性４名）の皆様からご回答いただきました。残念ながら回答者が極端に
少なく正会員の１％にも満たない状態でした。2016年１月に行いました「会報誌アンケート」が３５２
名の回答があったことからしますと悲しい限りです。もっともアンケート用紙の配布が星医会会報誌と
ともに郵送したことで皆様の目に留まらなかったのかもしれませんが。しかしながらご回答いただきま
した内容に関しましては十分吟味すべきものと考えます。今回回答者の半数１６名が昭和世代の卒業生

（１〜９期生）からでしたが、裏を返せば平成世代の卒業生からも多くのご意見をいただいたことにな
ります。先の会報誌アンケートの回答者の卒業期分布でも同様の結果でした。各設問に対するご回答の
具体的な数字は次頁に示しますが、結果から見えてきたことを述べたいと思います。

　まずは質問１でこの星医会ホームページ（以下、ＨＰ）については９４％の方が必要であるとお答え
されました。ところが質問２では７２％の方はこのＨＰをほとんど見ないか全く見ないと回答されまし
た。今回のアンケートでＨＰの存在を知った方もおられました。すなわち一般論としてＨＰは必要では
あるが、現在公開中のＨＰにはあまり魅力的な内容ではないことを示しているのかもしれません。事実
閲覧するといってもせいぜい月に１度程度で週１度以上みられる方は皆無です。ご回答いただいた方で
このような結果ですので、多くの会員の方々がＨＰの存在すらご存知ないのではと危惧します。
　次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、質問３にご回答いただいた方２５名全員
がＨＰ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。この結果は質問２のお答えとは矛
盾していますが、あえて言えば「同窓会のＨＰとしてはせいぜいこの程度のコンテンツなのだろう」と
の思いからさほど興味を持って頻回に閲覧することもないということでしょう。質問４で取り上げたほ
うが良い内容としては、非常勤募集などの就職情報や承継といった開業されている会員の方からのご意
見もあれば、留学情報といった比較的若い卒業期からのご要望もありました。そして質問５にはその他
のご意見は様々なものがありました。

　以前の会報誌アンケートでの自由意見にもありましたが「会報誌は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。しかし年２回の発
行ですのでどうしてもタイムリーな情報提供には欠けてしまいがちです。その意味ではＨＰでの情報発
信は有意義でしょう。うまく会報誌との連携で update な星医会活動を皆様に発信していきたいと思い
ます。当然現行のＨＰでは星医会会員の皆様だけではなくフリーアクセスされています。ＨＰを通して
会員以外の方々に東海大学医学部のことを、そして星医会を知っていただくことは重要です。しかしな
がら多くの個人情報も含まれるコンテンツもあり安全面の配慮（会員限定ページの設置など）もせねば
ならないこともあります。そもそもＨＰの管理人・編集を誰が行っていくのかという問題もあります。
すでにＨＰは公開されていますので立ち止まることはできず、少しでも皆様に閲覧していただき満足い
ただけるようなものを目指して作成してまいりますので、どうかこれからもよろしくお願いいたします。
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星医会ホームページアンケート結果
─ ３２名回答 ─

　今回のアンケートにご回答いただけなかった皆様も、これからもご意見がございましたらＨＰトップ
ページの下に「お問い合わせ」のタグがありますのでこちらをクリックしてご連絡いただくか、会報誌
の最後の方に「星医会へのおたより」というページがありますのでそれをご利用いただきＦＡＸしてく
ださい。
　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。また、これま
で一度も「星医会ホームページ（http://seiikai.med.u-tokai.ac.jp/）」をご覧いただいたことがない方は、
是非この機会にご覧ください。「星医会」で検索いただきますとヒットします。よろしくお願い申し上
げます。

Ｑ１．東海大学医学部医学科同窓会「星医会」ホームページ（以下、ＨＰ）は必要である。
　　　はい　３０　　　　いいえ２

Ｑ２．ＨＰをよく閲覧しますか。
　　　週１度以上　０　　月に１度程度　９　　ほとんど見ない　１３　　　見ない　１０

　
Ｑ３．ＨＰの内容に満足されていますか。
　　　非常に満足　３　　まあまあ　２２　　あまり満足しない　０　　　全く満足しない　０

Ｑ４．ＨＰに取り上げた方が良い内容（コンテンツ）がありましたらお書きください。
　　　バイト情報／後継医院情報／留学情報

Ｑ５． その他ＨＰに関するご意見がございましたらお書きください。ＨＰが必要でないとお答えさ
れた方やＨＰは見ない、ＨＰに全く満足されない方は是非ともどうあれば（改善すれば）よろ
しいのかご意見いただけますとありがたいです。

　　　 趣味のサークル／自分と同じ診療科の活動情報／困った事解決法／他のＳＮＳとの連動／新
着情報は時系列に並べて欲しい／事務局の連絡先が見つかりにくい／サイト閲覧時の安全面

への配慮対策／あまり高額にならない程に運営して頂きたい／アクセスに時間がかかる／卒

業生が作るウェーブ希望／星医会だからこそ出来る情報提供交換を希望

ご協力ありがとうございました。ご意見をふまえまして今後のＨＰ編集に役立させていただきます。
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第40回星医会総会開催

星医会創立40周年記念式典･祝賀会

開催のご案内

　拝啓 師走の侯 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　さて、このたび星医会は創立40周年を迎えることとなりました。これもひとえに皆様方

の深いご理解とご支援の賜と深く感謝申し上げます。

　つきましては下記により記念式典及び祝賀会を催しますので、ご多忙中とは存じますが

万障お繰り合わせの上ご出席下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星医会（東海大学医学部医学科同窓会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　　鄭　　義弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星医会創立40周年記念事業実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委 員 長　　白石　光一

記

日　　　時　　令和２年３月８日（日曜日）

場　　　所　　京王プラザホテル
　　　　　　　　　　　東京都新宿区西新宿2-2-1   TEL 03-3344-0111

記 念 式 典　　11時00分～11時30分　本館4階「扇」

記念講演会　　11時30分～12時30分　本館4階「扇」

　　　　　　　　　演者  山田　清志 先生   東海大学学長

　　　　　　　　　演者  自見はなこ 先生   参議院議員･厚生労働大臣政務官(25期生)

祝　賀　会　　13時00分～15時00分　本館5階「エミネンスホール」　 

会　　　費　　20,000円（10, 20, 30, 40, 41期生は下記参照）

*　 通常の総会であれば無料となる10期生 20期生, 30期生は、今回は記念式典となる

関係上、会費10,000円とさせていただきますことご理解の程お願いいたします

*　昨年度、今年度卒業の40期生、41期生は無料とします

*　 祝賀会においては東海大学応援団、チアリーディング部、吹奏楽研究会のアトラ

クションを予定しています

以上
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　星医会会員の皆様、平素より大変お世話になっております。この度は、2019年度医学科派遣留学のご
支援を賜りまして、一同心より感謝しております。

　2019年度の留学生を代表し、留学での学びを報告させていただきます。
　私はニューヨーク医科大学にて３ヶ月間留学させていただき、総合内科、感染症内科、腎臓内科で実
習をさせていただきました。
　本当に多くの貴重な経験をさせていただいたのですが、今回は３か月の中で一番印象に残っている感
染症内科での実習と、現地で受けたＯＳＣＥを中心に記載したいと思います。
　感染症内科ではコンサルトチームに入りました。コンサルトがあれば、その患者さんの情報をとり、
問診を行い、プランをたててからアテンディングと合流し、プレゼンテーションやディスカッションを
してから再びアテンディングと一緒に患者さんを診にいくという流れでした。基本的にはコンサルトが
あった疾患について診断と治療について振り返り、良い論文があれば読んでみてと論文を読む機会も作
ってくださいました。
　１日に２件以上は新たなコンサルトの患者さんを紹介してもらっていたので、継続して診る患者さん
を含めると１日６人もの患者さんを担当することもあり、プレゼンテーションがとても大変でした。
　クロストリジウム・ディフィシル感染症、肺に空洞形成をきたす疾患の鑑別、複雑性尿路感染症、脳
膿瘍、コントロール不良の糖尿病患者の骨髄炎、ひょう疽、蜂窩織炎、人工関節感染、ペニシリンアレ
ルギーによる皮膚障害が原因のブドウ球菌菌血症と多くの症例について学ぶことができました。また“白
血球上昇”というコンサルトも多く、本当に感染がおきているのか、抗生剤の投与は必要なのかについ
ても考察することができました。毎日多くの患者さんについてディスカッションし、自分で復習してい
るうちに、驚くくらい知識が定着し、アテンディングの質問にも答えられるようになり、とても楽しか
ったです。学生の間に臨床現場で、そして先生とマンツーマンで感染症についてこんなにも学べたこと
は本当に貴重な経験だと思います。

ニューヨーク医科大学交換留学
上田 美智子（医学部５年）

在校生のページ
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　また、総合内科での実習では４週目にＯＳＣＥがあり、私も現地の学生と一緒に受験しました。20分
で問診、身体所見をとり、10分間で１号カルテと鑑別疾患３つ、そしてそれを支持する理由をパソコン
で記載します。これを３症例で実施します。USMLE STEP２ CSの練習です。試験後はＳＰさんから
直接フィードバックをもらえ、さらに自分の医療面接、身体診察の動画も見ることができます。すぐに
フィードバックがもらえ、カルテの記載も完結にかつスピーディーに行う練習ができ、とても有意義な
時間となりました。また、日本語でも練習する必要があることを実感しました。
　さらに、実習以外でも、現地でたくさんの出会いがあり、現地の友人達とHalloween partyに参加し
たことも良い思い出です。その時に撮った写真も最後に載せておきます。
　３ヶ月間という留学期間は他大の留学プログラムの留学派遣制度でも稀にみる程長期間の留学であり、
貴重な経験をさせていただきました。とても恵まれた環境の中で日々学ばせていただいていることを改
めて実感しました。
　責任感のある中で実習ができたことでより深い知識や思考力が身につき、他国の文化に触れたからこ
そ日本の良い面や悪い面に気づき、これから先も連絡を取り続けたい友人ができました。自分の能力や
置かれている環境の中で自分にできることや、ステップアップするために必要なことを考え、実行しや
り遂げることは難しいものです。この留学期間ではその力が養われたと感じています。
　最後になりましたが、このような貴重な体験ができたのも、星医会からのご支援があってのことだと
改めまして、一同心から感謝しております。
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編集後記

　この３月８日に開催予定の「第40回星医会総会」は新元号・令和での最初の開催となる。くしく
も今回は「星医会創立40周年記念大会」でもある。思えば平成22年３月７日に「星医会創立30周年
記念大会」が開催され盛会だったことを昨日のことのように思い出すが、これも年を取った証拠か
もしれない。本号が皆様の手元に届いてすぐに予定されている「40周年記念大会」が皆様一人一人
に思い出深いものになることを信じてやまない。（希）

　今回の伊勢原今昔物語は医局の先輩である武田先生に執筆をお願いしたところ、快諾いただき鳥
の巣の紹介をして頂きました。同窓生がいつも集まれる空間がある事は素晴らしい事だなと改めて
思いました。武田先生ありがとうございました。（梅）
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連携を通じて地域に信頼されるサービスを
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。

医療法人社団 永生会
医療・介護を通じた街づくり・人づくり・想い出づくり

南多摩病院 永生病院
東京都指定二次救急医療機関

JR 中央線
西八王子駅

京 王 線
めじろ台駅

■ 病床数 170 床

・日本機能評価認定病院
・日本外科学会 教育施設
・日本泌尿器科学会専門医教育施設
・日本整形外科学会 専門医研修施設
・日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
・日本手外科学会 手外科認定研修施設
・日本循環器学会 循環器専門医研修施設

■ 病床数 548 床
内科 整形外科 脳神経内科
リハビリテーション科精神科

・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 教育施設
・脳卒中学会認定教育種施設
・日本病院機能評価認定病院

地域に根差した慢性期医療

永生クリニック JR 横浜線
八王子
みなみ野駅みなみ野病院

■ 病床数 205 床

・緩和ケア病棟
・回復期リハビリテーション病棟
・医療療養病棟
・通所リハビリ

八王子初の緩和ケア病棟を開設

内科 脳神経内科 訪問診療
通所・訪問リハびりテーション

クリニック0（ゼロ）

内科 脳神経内科 整形外科 訪問診療
リハビリテーション科 各種検診

訪問診療

クリニック
グリーングラス 介護老人施設

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

在宅統括センター

永生会は地域のみなさまが安心して過ごせる街づくりのために
シームレスな医療・介護のサービスを提供しています www.eisei.or.jp

●永生病院  関節センター●永生病院  関節センター

●訪問診療●訪問診療 ●介護老人保健施設●介護老人保健施設

●99年卒  岡本正二郎  医師●99年卒  岡本正二郎  医師

●みなみ野病院●みなみ野病院 ●南多摩病院  アンギオ室●南多摩病院  アンギオ室

●南多摩病院  看護部●南多摩病院  看護部

●永生クリニック理事長  安藤●永生クリニック理事長  安藤
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星医会（東海大学医学部医学科同窓会）
FAX：0463-91-5913

異動連絡票
令和　　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（東海大学医学部医学科同窓会）
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
◦ 会費等のお振込みの際、法人名ですと本人確認が難しく振込人名が確定できません。
　必ず、卒業期と個人氏名でお願いします。（例　１期生の場合、1　トウカイタロウ）
＊卒業期は郵便物のラベルの氏名右下にあるハイフンでつながれた数字の前２桁です。

人名不明の振込
◦ 星医会年会をお振込みいただいた方で会員名が不明な方がいます。
　お心あたりの方は事務局までご連絡をお願いします。
　　　2019/2/22振込　50,000円　シャ）ワセイカイ
　　　2019/3/20振込　10,000円　トウカイダイガクハチオウジ
　　　2019/3/14振込　10,000円　セイイカイ
　　　2019/5/29振込　50,000円　トウカイダイガクイガ

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
東海大学医学部医学科同窓会　〒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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