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　2021年11月24日、医学部長の森正樹先生、伊勢原付属病院長の渡辺雅彦先生の
ご参列を頂きまして、星医会から医学部に贈られたホールクロックの寄贈式が執
り行われました。
　これは、星医会の創立40周年記念一環で、寄贈式はホールクロックが設置され
た伊勢原キャンパスの松前記念講堂の１階で行われ、多くの教職員が参加しまし
た。
　寄贈にあたり、はじめに谷口会長から、「本会は2020年３月に40周年を迎える
ことができました。教職員の皆さまのご支援の賜物と深く感謝しています。この
ホールクロックは、東海大学の発展に寄与するとともに、大学と同窓会との深い
関係を継続していきたいという思いから贈呈させていただくことになりました。
この時計が見守る中で、学生たちがしっかりと学び、成長し、大学と同窓会が共
に末永く時を刻んでいければ嬉しく思います。」と挨拶しました。
　その後、目録の贈呈に続き、谷口会長、白石光一副会長、本多ゆみえ副会長、
小川吉明副会長と、森医学部長、渡辺雅彦病院長が、ホールクロックにかけられ
た白布を除幕、大きな時計が姿を現すと会場は大きな拍手に包まれました。
　最後に森医学部長から、「素晴らしい時計をいただきありがとうございます。
学生はもとより、教職員にとっても大きな励みになると思います。40年という時
を刻んできた星医会の皆様のお気持ちを大切にいただき、医学部医学科、看護学
科をはじめ東海大学の発展につなげていければと思っています。」と感謝の言葉
を述べられました。
　このホールクロックが、母校と同窓会を繋ぐ絆のシンボルとなり、末永く時を
刻んで行ければと思います。皆様も伊勢原キャンパスにお越しの際は松前記念講
堂にもお立ち寄り頂き、是非とも荘厳なウェストミンスター・チャイムを聞きな
がらご覧頂ければ幸いです。

星医会創立40周年の記念品として、
　　　　　　ホールクロックを大学へ寄贈
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巻頭言

　平素より星医会活動へのご理解とご支援を賜りまして誠に有難うございます。
　新型コロナウィルスによるパンデミック対応に追われる日々の中、あっという間に２年の歳月が流れ
てしまいました。この間に失ったもの、または得たものは様々ですが、会員の皆様と直接お会いして旧
交を温めることが同窓会活動として如何に大切な事か、改めて実感しながら２年間を過ごしたように思
います。
　2020年の２月に大分市内で開かれた大分県支部会を最後に、公式な支部会は一切開かれないまま現在
に至っております。全国私立医科大学同窓会連絡会、北里大学や聖マリアンナ医科大学同窓会との交流
会（医意会）等の行事も開催されておりません。それでも、白衣授与式や国家試験に向けた激励と支援、
インフルエンザ予防接種等々、学生への支援活動は形態こそ変わってしまいましたが何とか続けており
ます。また、学位授与式で卒業を迎える皆様に祝辞を述べる機会はありましたが、残念なことに謝恩会
は今年も含めて３年連続中止となっております。
　この様な混乱の中、２年前には中止の止むなきに至った40周年記念式典を兼ねた総会を、すでに本誌
でもご報告の通り、昨年ＷＥＢ開催と現地開催でのハイブリッド形式で、記念講演会という形で開催す
ることが出来ました。そして40周年記念誌も、無事に年度内に皆様のお手元にお届けできましたが、皆
様ご覧頂けましたでしょうか。一部、誤記載等がありご迷惑もおかけいたしましたが、何卒ご容赦賜れ
れば幸いです。これをもって、母校への記念品の贈呈と併せて、ようやくコロナ禍に翻弄された一連の
40周年記念事業も一段落致しました。ご協力いただきました皆様には、この場をお借りして感謝申し上
げます。
　さて、令和４年度に入りますと、平成29年６月に発行以来５年近くが経過した会員名簿の作成にとり
かかります。前回同様、「サラト」いう業者に委託し既に作業に入っておりますが、調査用紙等がお手
元に届きましたらご協力をお願いいたします。その他の定例事業等の多くは、言うまでも無くこのコロ
ナ禍の終息を待たねばなりませんが、今後は学生と卒業生の繋がりを深める行事等の企画を考えていま
す。学生や卒後間もない会員が同窓会の存在を肌で感じて頂く、自分の出身地、故郷にも多くの先輩が
活躍していることなど、やはり学生のうちから知って頂くことが同窓会の基盤づくりにとって大切では
ないかと感じています。また会員の皆様の事業継承問題、また就職支援問題等、40年以上が経過した星
医会だからこその新たな課題もクローズアップされてきております。広く全国各支部の皆様方にもご協
力をお願いすることもあるかと思いますので、その節は宜しくお願い申し上げます。
　最後に、この２年間、コロナ禍とはいえ十分な活動が出来なかったことをお詫び申し上げます。この
間、出来たこと、不十分であったことを振り返り反省し、この先も次の節目の時50周年に向けて、特に
若手の登用・育成にも注力しながら、同窓会を更に盛り上げていくべく奮励努力を尽くしてまいる所存
です。どうか今後とも何卒宜しくご指導の程お願い申し上げますとともに、皆様のご健康とご活躍を心
からお祈りしております。

コロナ禍の２年間
星医会会長　谷口　佳浩（７期生）



特集「新型コロナウイルス感染症に対峙して②」

星医会　第66号2

　はじめに、一連のコロナ災害の蔓延にあたり多くの健康被害に遭われた方の一日も早いご快復と、お
亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします。

経緯と現状

　2019年12月、中国武漢に始まる新型コロナウイルス感染（以下コロナ感染）から、プリンセスダイア
モンド号や志村けんさんのコロナ感染死の話題で戦々恐々としている中、なんとか第１波（2020/3/15
−5/14：宮古島感染陽性者数０名/10万人）の大きな被害を被ることなく過ごせた宮古島ではありまし
たが、第２波（2020/7/3−9/4：78名/10万人）に巻き込まれ、2020年７月末日に１例目のコロナ感染者
が県立宮古病院職員から発生しました。医療関係者からの１例目の感染者発生を予想しておらず、大き
な衝撃が宮古島を駆け巡った事は未だに鮮明に覚えています。
　８月に入り、重症者の本島搬送、80歳代の高齢者が島で初めて感染死され、宮古島でも対岸の火事で
はなくなりました。当時、コロナ感染者受け入れ先の県立病院の感染対応病床は当時３床のみであり、
この数でどう対処するものかと考えているうち感染者数が増え、増床を余儀なくされました。民間病院
の協力も加え、医師会も参戦強化し総力戦になり、夜間携帯電話が鳴るたびに宮古病院からの緊急連絡
ではないかとドキドキしたことを思い出します。
　第３波（2020/12/24−2/28：518名/10万人）は高齢者施設を巻き込んだ大型クラスターが発生、市長
選挙も重なり感染者は急激に増加。10名を超えるコロナ感染死を含め、かつてない規模の市中感染者を
出し、ほぼ島内はロックダウン状態で経済凍結。医療関係者はもとより介護福祉関係者も含め全島レベ
ルで危機感を共有し連日感染拡大予防に奔走。県立宮古病院は一般病棟を閉鎖し、軽症入院者は早期退
院とし在宅医療へシフトをすすめ、コロナ対応病床を確保。外来診療は中止してコロナ感染対応に集中。
また、感染拡大予防のため連日100名を超える長蛇のドライブスルーＰＣＲ検査を独自で実施した。そ
の結果、医療崩壊寸前の宮古島は、重症感染者を含む入院感染者を守り抜き、市中では若手開業医が積
極的に発熱外来を開設しその感染拡大予防に務めました。
　とはいえ未曾有の体験であったため、島外より多くの支援団体（陸上自衛隊、ＤＭＡＴ、など）の協
力の下、不慣れながらも、連日の対策会議、保健所との調整、宮古島市との調整等々を重ね連携を強化
し、一部の果敢な開業医は自院の専門外来を閉めコロナ感染対応にのみ奔走して頂き、それぞれの立場
でなんとか島の医療を安定させる事ができました。
　第４波（前半3/1−4/28：299名/10万人、後半4/29−6/30：534名/10万人）が到来するまでは安定期
があったが、なかなか感染は収まらずそのまま第５波（前半7/1−8/16：794名/10万人、後半8/17−
9/30：866名/10万人）に突入。この時点では、第４波を越えるコロナの津波がやってくるとは誰も思っ
ておらず日常診療に追われていた矢先、現実は厳しく本島のコロナ感染症拡大に追従し、８月に大クラ
ッシュ。
　日本全国感染者80名/10万人であった当時、東京で227名/10万人、沖縄県で310名/10万人、さらに宮
古島ではこの状況を大きく越え、445名/10万人（世界第２位：第１位ボツワナ675名、３位マレーシア

離島宮古島のコロナ騒動
医療法人たぶの木　うむやすみゃあす・ん診療所　理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　宮古地区医師会　会長　竹井　太（２期生）
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403名、東京人口対比換算では11.2万人感染と同じ）となり、宮古島市長から来島を控えるよう全国に
要請したのもこの時期でした。
　第５波進行の結果、島の生活は再び沈黙し、子供達も活動停止。開業医も連日感染拡大を防止するた
め外来制限をかけ一部ではフルＰＰＥで臨戦継続。万年人材不足の介護福祉関係者も、クラスター再発
生を防ぐべく青色吐息でなんとかガードを固めてくれていました。この頃、本島医療に重症者加療依存
をしているコロナ感染に対して自己完結医療ができない宮古島にとって危機的状況に陥っていました。
　沖縄本島自体のコロナ感染も非常事態が続き、いよいよ医療崩壊へと進行し、重症者病床が満床とな
り患者受け入れができなくなったためです。これは宮古島内で治療限界を超えた重症感染者の転送先が
絶たれ、島民の命を救う手立てが途絶えると言うことであり、医療関係者として連日重症者がでないこ
とを祈るばかりでした。その後も憂慮する社会環境的に３密回避体制が執りにくい宮古島市議選、全国
衆議院選挙を控えており、感染再拡大の最悪シナリオを想定し､ 島民の方々に連日注意喚起を繰り返す
日々が続きました。
　しかし、この頃より一条の光があり、４月頃から開始したコロナワクチン接種に伴う感染率低下、重
症率低下が現れ始め、第５波は急激に収束に向かうことになりました。宮古島でも全国同様、若年者

（65歳以下）の第５波感染者ピーク640名/10万人（接種率50％）に対して高齢者（65歳以上）の第５波
感染者ピーク49名/10万人（接種率88％）と年齢別で、大きな隔たりがあります。若年者のワクチン接
種率向上が今後の問題だが、ワクチン接種者数の増加ととともにコロナ感染者数は激減し、重症感染率
も低下しています。今後解決すべき問題は山積しているが、現状、宮古島のコロナ災害はやっと目処が
立ちはじめ、一息つけかけているところです。

未来に向けて

　離島という生活制限が多くかかる背景で、この激震２年間のコロナ災害と対峙し、命や社会の成り立
ちを危ぶませるマイナス面だけではなく、現状を打破し将来の健康作りに生かせる多くのプラス要素に
気づきました。その一つが「死生観」の再検証をもとにした健康管理行動の再構築です。人生を充実さ
せるために、人が人として生まれ、人として自分をどう活かし、どう逝き着くか、「生きて活きて逝ききる」
ためにどう行動すべきかを考えたとき、突然健康被害をもたらすコロナ災害は排除項目の筆頭です。特
に重症化促進因子とされる生活習慣病においては、宮古島では長年、回避徹底を図ることが困難で、こ
こ直近まで日本で一番の不名誉な不健康島（肥満、メタボ、糖尿病、高血圧、脂質異常などの生活習慣
病罹患率がワースト一位）でした。このため、今後、宮古島では徹底した健康管理を全島あげて実施予
定です。
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　また、本来、離島僻地などでもっと早期に活用整備されるべきであったＩｏＴ環境、ＷＥＢ環境は、
コロナ禍で充実が図られたため、今まで届け切れなかった医療情報などを、より過疎の地域に届けるこ
とで健康支援を図ることが可能となり、不健康回避の一翼を担えるようになることを期待しています。
加えて、離島医療の危機管理の再構築、行政連携の再構築、日常からの連携対策の構築などの必要性が
多くの関係者間で共通認識となったため、今後の展開が楽しみです。
　いやでも避けられないウィズコロナ時代なら、より積極的に、乗り遅れる事無く離島発信を続けたく
思います。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
　コロナ感染でこんなに騒いでいても、宮古島の海は何ら動ぜず、こんなです。いつでもおいでませ、
宮古島。お待ちしております。

　　　　　　　　　竹井　太
　　　　　　　　　ftakei@umuyasu.com



星医会　第66号 5

　当院は熊本市内北部にある開業40年、395床、名の通り整形外科、リ
ハビリを中心に循環器、神経疾患を専門とする地域ケアミクス病院であ
ります。
　熊本市は中心部に高次医療機関が多く、熊本大学病院を中心に救命救
急センターを要する病院が３つ、あわせて公立、公的高次医療病院が30分圏内に７病院あります。しか
し当院がある北区には、300床以上の病院は当院しかなく、救急車は年間1200台ほど対応しています。
　私は創業の父を継承し、2013年入職と同時に理事長となりました。専門は救急科で、東海大学の学生
時に研修した救急医療に憧れて、現在、救急センターで毎日救急診療しております。
　40歳で新理事長となり最初の洗礼は2016年熊本地震でした。１年後、やっと落ち着いてきたころに、
会長である父が病床に臥しました。新米理事長として、看護師不足、老朽化病棟の建て替え、７対１、
10対１翻弄される診療報酬改定、医療法人から社会医療法人への移行など、父の代からの職員さんを大
切にしつつ右往左往瞬く間に日々が過ぎ、2020年には「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」特別賞
をいただきました。
　コロナ前は、整形外科の手術が年間約3000例、回復期リハビリテーション病棟が３病棟と、未熟な理
事長でも比較的安定した経営ができる環境となっていましたが、コロナ禍は容赦なく、手術、リハビリ
ともに10％以上の減少、2020年５月には、空床をまとめたところ１つの病棟が丸々空きました。
　その病棟は偶然にも外部出入り口が
ある隔離可能な病棟でした。呼吸器科
のない民間当院がコロナ患者を簡単に
受け入れることは非常に困難と思いま
したが、急性期後のコロナ患者のリハ
ビリ患者から対応開始とし、2020年５
月の連休に病棟のゾーニング工事、個
室工事、スタッフの訓練を一気に行い
ました。
　熊本地震を経験したスタッフの対応
は迅速で、コロナ病棟を担当したリハ
ビリ科の医師（長年当院を支えてこら
れた中心的な先生）が、社会医療法人
として地域の役に立ちましょうと、まさに先頭でコロナ診療の海に飛び込んでくれました。
　民間病院として患者にできるだけアットホームな対応をと病室ＴＶにはネットフリックスを完備し、
冷蔵庫にジュースやお菓子などを充実させ、夫婦でご入院された方の誕生日パーティーも行いました。
当初よりリハビリスタッフが毎日リハビリを行いました。徐々に経験を積み、専門的には熊本大学呼吸
器科や基幹病院と常に連携をとることでカバーしました。あっという間に１年半が経ち、第５波までに、
計128名の入院を行いました。民間病院でも少しずつ経験を積んだことを、積極的に熊本の民間病院に
広げ、コロナ病床を整備する民間病院が徐々に増えてきております。

Covid19感染症128例の入院治療
民間病院として、若輩理事長として、経験したこと

社会医療法人寿量会　熊本機能病院　理事長　米満 弘一郎（21期生）

2020年5月　コロナ病棟開始の日のスタッフ集合写真
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　最後に、若輩理事長としてこのコロナ
禍で再確認したことは、医療従事者とは
まさに社会的貢献を心に宿して事にあた
る人々であり、私が学生時代にみた東海
大学救命センターで、必死で人を助けよ
うとする先輩医師の背中と重なるもので
ありました。今後も地域医療に少しでも
お役に立てるように微力を尽くしたいと
思います。

コロナ病棟でのリハビリの様子

はじめに

　星医会員の先生方からの数多くのサポート、東海大学医学部付属病院
との連携により神奈川県県央医療圏においてCOVID-19診療と一般急性
期医療が成立できていることをこの場を借りて感謝申し上げます。
　今回、海老名総合病院におけるCOVID-19の取り組みについて紹介をさせていただきます。

病院方針の大転換

　当院（本館）は2017年から県央医療圏唯一の救命救急センターとして総病床数479と中規模病院な
がら年間8,000台以上の救急車を受け入れ、急性期医療の砦として役割を果たしてきました。ダイア
モンドプリンセス号の衝撃で世間が揺れていた当時は「救急・がん治療を守る」ことを第一として
COVID-19入院加療はしない病院方針を掲げておりました。

１．中等症COVID-19専用病棟（東館）の開設

　第２波到来の足音が間近まで聞こえてくる中、谷口佳浩会長（当法人理事長）、猪口貞樹元東海大学
病院長（当救命科顧問）、当院病院長の強い意志で「救急・がん治療とCOVID-19診療の両立」を目指
すことに。そこで一般患者とCOVID-19患者の動線を完全に分けるため、2020年５月１日に本館より
300ｍ離れた旧海老名メディカルサポートクリニック建物内に中等症COVID-19専用病棟として東館22
床を開設しました（写真１）。

海老名総合病院におけるCOVID-19との闘い
～救急・がん治療との両立を目指して～

海老名総合病院　救命救急センター長　山際 武志（22期生）



星医会　第66号 7

写真１：海老名総合病院の本館（急性期医療）と東館（COVID-19専用病床）

図表1：東館COVID-19入院患者数

　複数診療科医師や本館看護部の協力を得て病床を38床まで拡大した結果、開設１年で463人の新規入
院者対応をすることが出来ました（図表１）。

　東館は酸素を要する中等症に限定していたので、人工呼吸器やECMOを必要とするまで重症化した
33人の大半は東海大学付属病院へ転院となり多くの患者を救命して頂きました。転院の打診をするたび
に快く快諾いただき、星医会員のネットワークの強さと温かさを痛感致しました。本当にありがとうご
ざいました。
　一方で同期間の救急車応需件数は前年度比96％と一般救急医療に対する責務も保つことができ、「救
急・がん治療とCOVID-19診療の両立」という厳しいミッションは何とか達成できていたのではと考え
ております。

２．本館ＩＣＵで重症COVID-19診療を開始

　更なる病院方針の転換が迫られる日が来ました。それは重症COVD-19への対応です。
　強烈な第５波により重症COVID-19患者の収容病床が神奈川県全体で枯渇したため2021年７月28日
にフェーズ４へ突入。これにより一般急性期医療に専念してきた当院本館ＩＣＵ３床においても重症
COVID-19診療を行うこととなりました。
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　幸か不幸か第一例目は私が当直中に救急搬送された中年男性で酸素飽和度50％と重症呼吸不全を呈し
ていました。両肺は真っ白で予想通りの定量抗原陽性。人工呼吸器管理では全くもって歯が立たず、Ｉ
ＣＵ移動直後から13日間のVV-ECMO管理の後に東館へ転院し、最終的には自宅退院となりました。重
症COVID-19に対するECMO導入のタイミングや人工呼吸器管理の詳細など本会員の先生方には数多く
の相談をさせていただき大変参考になりました。

院内クラスターの衝撃

　最後はどうしても触れなくてはならない話題「院内クラスター」についてです。感染対策室の陣頭指
揮で院内感染対策に関しては間違いなく最善を尽くしてきました。私も救命センター職員にウィルスの
特徴や対策を何度も何度も講義してきました。が、2021年８月初旬から医療従事者・入院患者合わせて
70人を超える陽性者が発生する事態となりました。その結果１か月半もの間、外来、手術をはじめ救急
車対応も完全に止める、いわいる「病院ロックダウン」の状態とならざるを得ませんでした。これまで
戦場のような小さな救急外来が突然閑散となったわけです。当然、スタッフ一同ショックを受けました。
そんな中、病院長、副院長をはじめとする当院執行部はwebミーティングや種々のツールを用いて院内
の感染状況に関する情報公開を徹底していました。いつ、どんな工程でロックダウンを解除するのかを
全職員で共通認識することができ、閑散とした病院にいた職員のメンタルは保てたのではと考えており
ます。情報共有の重要性を認識させられました。
　周辺住民、近隣医療機関、消防機関などのご理解と協力を経て９月中旬から救急医療から外来診療と
順次再開が出来ました。大変ありがたいことにこの記事を書いている12月にはロックダウン前と何ら変
わらず戦場状態の救急外来へ戻っております。

さいごに

　第６波に見舞われることも想定される昨今ですが、ジェットコースターのようなこの２年間の経験を
生かして今後とも「救急・がん治療とCOVID-19の両立」を継続できるように職員一同邁進してまいり
ます。星医会の先生方もお体に気を付けつつ、何卒ご指導の程よろしくお願いします。
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　玉置憲一先生の訃報に接し、三週間近くが経過したが、まだ信じられない気持ちでいる。コロナ禍で、
長い間お会いできずにいた中でのことで、無念としか言いようがない。
　玉置先生といえば、東海大の初代教授の御一人で、1991年から1996年にかけて医学部部長、1997年か
らの２年間は医療短期大学学長の重職を歴任されるという輝かしい経歴の持ち主で、非常に優秀で生真
面目な先生という印象から、学生時代はちょっと近寄りがたい存在でもあった。
　私と同期の山崎等さんが病理学教
室の大学院に入学したのは、1982年
春のことであるが、病理学教室にお
いては、東海大卒業生としては初め
ての大学院生と言うことで、教授か
ら助手の先生を含めてスタッフの教
育に対する熱量は相当なものであっ
た。玉置先生も、我々の為に、しば
らく離れていた病理解剖や生検当番
に入ることになり、細かいところま
で教授戴いた。特に、剖検例の各臓
器の所見の取り方などは玉置先生に教えて戴いたものが基礎となり、その後の私の診断を支えてくれた。
　一方、大学院生として入った私ではあるが、研究については自主的にテーマを見つけられない劣等生
で、研究よりも診断に重きを置く大学院生生活を送り、玉置先生には歯がゆい思いをさせてしまったよ
うに思う。これについては大変申し訳なく思っている。
　私と玉置先生の交流が深いものになったのは、むしろ私が大学を辞してからのように思われる。母校
を離れるとその良さが分かってくるもので、大学にも時々伺ったが、お宅にお邪魔する機会もあり、旅
行の話など楽しくさせて戴いた事もあった。そして、４期の吉田貴彦先生のお取り計らいで、道人会の
御客人として玉置先生御夫妻を旭川
にお迎えしたのは、2012年秋のこと。
旭川が実家の私も同時に帰省し、ご
夫妻を美瑛などにご案内させて戴い
た。夜には、道内の卒業生10人程度
と懇親会で歓談して戴き、懐かしい
時を過ごして戴いた。意外にも、玉
置先生はじゃがいもなどの素朴な北
海道の味を大変お気に召したよう
で、その後も何度か北海道のじゃが
いもの話をなさっていた。
　先生が大学を退かれてからは、先生の喜寿や傘寿のお祝い会や、大学院生中心で催した小宴など元教
室員などで集まる機会を心がけてきた。そのような場では、現役の頃よりもずっとにこやかなお姿が拝

玉置　憲一先生を偲んで
　里　悌子（３期生）

訃報
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見でき、カミキリムシの採取を趣味として各地を駆け回っている後輩の、くせのある虫話を大変楽しそ
うに聞いているお姿が心に残っている。
　2013年頃より準備を始め、新旧の病理学教授や教室員の多大なご協力を得て、翌年に病理同窓会を立
ち上げることになった際にも、玉置先生には大変喜んで戴き、心強い後押しをして戴いた。先生には名
誉会長になって戴いたが、コロナ禍に入る前までの同窓会にはいつもご出席くださり、楽しく歓談され
ている様子を拝見できたことは、不肖の弟子のせめてもの喜びであった。
　新設医大の悲しさか基礎医学に進む卒業生が少なかったため、巣立った大学院生数は多くはない（山
崎、里、玉内、加藤、土田）が、防衛医大の先生や学内他科の先生の研究指導にも力を入れられていた。
薫陶を受けた者たちもそう若くはない年頃になっているが、皆それぞれの場で活躍しており、その基盤
を作って戴いた事を深く感謝している。心よりご冥福をお祈り致します。
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開業医のページ

　私は１期生として、昭和49年に東海大学医学部に入学しました。もう
半世紀も前（正確には47年前）のことです。私は４年生の大学を卒業し
てから、医者になる夢が捨てられず、医学部に入学し直しました。今は
珍しくありませんが、学士入学はまだ少なかったように思います。１期
生なので上の学年がいませんので、６年間しっかり勉強をしました。一
学年の中に、現役入学の人と社会人を経験してから入学した人と10歳の年齢差があるのも医学部ならで
はと思います。女子学生は１割でした。現在の女子学生が多いのには頼もしさを感じます。
　東海大学病院では神経内科の医局に入局しました。大学勤務時代には、海外の学会によく参加させて
いただき、ついでに見分を広めて（観光）いました。大学病院では外来、病棟、教育、実験、当直と多
忙でしたが、充実していました。平成12年に父の後をついで「吉利医院」を開業致しました。この間、
ＣＴ、ＭＲＩなどの診断技術、高血圧、高脂血症、糖尿病、がんなどの治療薬、国民の健康志向など目
を見張る進歩があります。研修医時代に大学病院で診た、ＣＴで頭の半分が出血しているような患者さ
んはもういません。

　開業では「内科・小児科・神経内科」を標榜しています。開
業当初は一般の人の「神経内科」の認知度が低く、精神科の患
者さんが間違って受診されるので、神経内科が目立たないよう
に最後に掲載していました。この10年でネット社会となり、最
近ではネットで調べて「神経内科」で受診する患者さんが増え、
神経内科の醍醐味を味わっています。
　地区医師会では認知症サポート医となり、「認知症かかりつ
け医委員会」を立ち上げました。区役所の介護保険審査会や認
知症初期集中支援事業に参加しています。神経内科の知識が少
しでも社会のお役に立てばと思っています。

　なりたくて始めた医師の仕事です。忙しいと思うことはあっても、辞めたいと思ったことはありませ
ん。患者さんとお話しするのが好きで、やりがいのある天職だと思っています。同級生とたまに電話で
話すのですが、いつも言うことは、「やりがいのある仕事を授
けてくれた親に感謝、感謝」です。
　2020年～2021年は新型コロナウイルス（COVID-19）感染症に
振り回され、まだ先が見えていません。２回のワクチン接種に
協力しましが、３回目もありエンドレスにならぬよう祈るばか
りです。スペイン風邪以来の100年に一度のパンデミックだそ
うでが、稀有な時代に居合わせたものです。手洗い、うがい、
マスクの公衆衛生の基本を守り、何とかこの困難を乗り切りた
いものです。

「町のお医者さん」として21年
吉利医院　吉利　味江子（１期生）
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　東北大第二内科に16年勤務してから45才で開業し22年経過しました。場所は出身地の塩釜市です。
　専門はリウマチ、膠原病で、通院患者さんの約１/３が関節リウマチ、ＳＬＥ、ＭＣＴＤ、強皮症、
シェーグレン症候群、ベーチェット病などで、残りが一般内科の方です。開業から長いので、患者さん
も高齢化しており、100才の関節リウマチの方もいます。間質性肺炎や感染症などの合併症の際は、近
くの総合病院と連携して検査や入院治療を行っています。
　開業して約10年で東日本大震災がありました。実家は津波で全壊でしたが、クリニック・自宅は地震
被害のみでした。
　このような経験をすると、無事なうちに好きなことをしておこうと思うようになり、毎年海外旅行に
行くようになりました。数年前にＮＹに行きました。30代でＮＹのマウントサイナイ医学部に２年間留
学していたので、30年ぶりで大変懐かしく感じました。ＮＹは３回目でしたが、１回目のＮＹ、アメリ
カ旅行は学生の時に山林一先生に連れて行っていただいたものでした。私のアメリカ好きになった原点
で、いまでもとても感謝しています。
　留学中はＮＹよりイエローストーン国立公園まで自動車で旅行しました。片道だけで５日、全日程で
12日でした。これまでアメリカ50州の半分まで訪れることができましたが、すべての州に行ってみたい。
あのイージー・ライダーの舞台となったアメリカ南部を、Steppenwolf の Born to Be Wild をかけて旅
をしたい。写真は今回の旅行で再訪したマウントサイナイ医学部・病院横のセントラルパークです。Ｎ
Ｙで新型コロナウイルス感染大流行の時は、ここに感染者用のテント病棟が建てられ、まるで野戦病院
の様相のNEWS映像でした。

元気で仕事しています
無量井内科クリニック　無量井　泰（１期生）

　現在は一般の定年を越えた年齢となり、仕事が拡大することはないはずでした。しかし月数回手伝い
に来ている消化器内科の息子が大腸内視鏡を始めたいとの希望で、診察室と大腸内視鏡室を増築してい
ます。まだまだ、できなくなるまで仕事していく予定です。
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　令和３年７月３日10時30分頃、けたたましいサイ
レンの音が診療中に熱海市内全域に響き渡りました。
いったい何事が起きたのだろうと思いました。皆様
もご存じのとおり静岡県熱海市伊豆山地区で大規模
なかつて経験した事のない未曾有の大惨事、過去に
例のない土砂災害が発生致しました。
　熱海駅前で開業しています自院は土砂災害が起き
た場所からタクシーでワンメータぐらいの立地条件
ですが幸い被害に遭わずにすみました。東海大学医
学部付属病院の先生方や星医会の先生方からは多数
安否のご連絡を頂きました事感謝しております。あ
りがとうございました。幸い病院・自宅・家族・ス
タッフ・当院受診中の患者さんには特に大きな被害
はなくライフラインも保たれ生活にも支障をきたす
ことはありませんでした。紙面をお借りしましてこ
の場をお借りして厚く御礼申し上げます。
　亡くなられた方々、行方不明の方々の多数は当院
の患者さんで、今年春卒業予定の高校の後輩も帰ら
ぬ人となりました。警察からは患者さんの確認や情
報等電話連絡が多数ありました。特にマスコミの対
応は酷くて憤慨いたしました。亡くなられました
方々には謹んで哀悼の意を表します。まだ行方不明
の方が１名いらっしゃいます。一日も早く見つかる
ことを心より祈願しています。
　この大惨事が自然災害によるものか、盛り土によ
る人災かはこれから裁判で決着が着くと思われます
が、判決が出るまで相当長い時間がかかるものと思
われます。被災に遭われました患者さん達は家も金
庫も通帳も保険証も印鑑もお薬手帳も総て土砂に流
されてしまいましたので当院に受診される際は全額
無償で対処させて頂きました。
　また避難なされた300人以上の被災者の避難場所
のホテルに健康相談にも輪番制でお伺いさせて頂き
ました。

静岡県熱海市伊豆山地区の土砂災害に遭遇して
渡辺耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック　渡辺　修一（９期生）

会員からのお便り
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　労働衛生コンサルタント会の本部理事・静岡県幹
事・産業医として熱海警察署の産業医をしている
関係で警察職員の方々130人の健康管理にもあたり
ましたが真夏の炎天下でのヘルメットに長靴、手袋、
マスク、防御服での重装備の警察官や機動隊、自衛
官に対して熱中症対策、コロナ対策、食中毒対策と
健康管理面をどうしたらよいのか。水分補給や衛生
面等、どこまで対処できるか。更に頭を悩ませたの
が昼夜を問わずの救出活動で過重労働となり時間外
労働で超過勤務時間が一月に100時間を超えた警察官が数多く、後日の面談では多忙な鑑識業務等、今
後はこの事例を契機に時短等適切な業務をするように面接指導させて頂きましたが。
　ですが救出活動が難航し人命第一ですのに時間外労働が増えての面接指導は腑に落ちない物がありま
した。いかに強靭な体力、鍛え上げた体とはいえ土砂の掻き分け作業、運搬作業で腰痛や膝痛を訴える
者、転倒防止の訓練はされていますが泥だらけで足場も悪く怪我をする者、熱中症をおこす者と産業医
としては援助、補助ができず複雑な心境でした。担当をしています某ホテルの男子寮は土砂災害で崩壊
し営業は停止、命綱の温泉管だけがかろうじて生き残り、現在再稼働を始めましたがコロナの巣籠もり
の影響で客足は伸びず不況に立たされています。
　そんな中、台湾人の大学の同級生、新宿で整形外科を開業しています同窓の黄俊銘先生（長峰俊次先
生）からマスク４万枚が届きました。「災害を聞き心が痛くなった。一日も早い復興を。お互い助け合
う気持ちを」との願いを込めての頂き物でした。感謝です。心から御礼申し上げます。

　一日も早い行方不明者の発見と災害に
遭われた方の健康・メンタル面の回復、
復興に向けての再建を願うばかりです。
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特集「私の卒業アルバム」

　私たちの代が入学したのは2005年。私自身は2004年に東海大学工学部生命化学科に入学し、転学部試
験を経て医学部に編入しました。編入直後から始まった解剖学では、整然と並んだご献体を前にして、
畏怖の念を抱きながらメスを握ったことをよく覚えています。正直なところ、最初は感謝より恐怖が強
かったかもしれません。
　私が一番緊張したのは、病棟実習で初めて患者さんと話すときだったと思います、何を聞くのか忘れ
ないように小さなメモ書きを何度も読み返し、ボソボソと小声で練習し、それでも緊張のあまりカーテ
ンを開けられず・・・。病室の前を小一時間ウロウロ彷徨っていました。翌日から普通にお話できるよ
うになりましたが、急に自分がうまく話せるようになったわけはなく、今考えれば患者さんが気を遣っ
て下さったのだろうと猛省しています。
　卒業したのは、東日本大震災があった2011年でした。いまもあの大きな揺れは覚えています。あらゆ
る式典が中止される中、５号館の体育館で卒業式をさせてもらいました。例年に比べ質素なものだった
と思いますが、私たちにとってはかけがえのない卒業式になりました。
　学生時代は患者さんに声をかけるのもビビっていましたが、卒後11年が経ち、今では愛知県内の病院
で血液内科医長として臨床現場に立っています。同期も最前線で頑張っていると思います。いつの日か
同窓会で同期みんなの近況・活躍を伺えればと思います。

32期生
　一木　章史（32期生）

32期生の卒業アルバムより
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学会報告

◇ 2021年度学会助成金報告

2021年度学会助成金報告

期 所属 会　長 学　会　名 会 期

3 消内 白井　孝之 日本消化器病学会関東支部第363回例会 2021/2/27

14 呼外 神崎　正人 第108回日本呼吸器内視鏡学会関東支部会 2022/3/26

11 形外 赤松　正 第39回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 2021/11/11-12

2 神内 瀧澤　俊也 第11回日本脳血管・認知症学会総会 2021/8/28

特 産婦科 石本　人士 第142回関東連合産科婦人科学会総会学術集会 2021/11/20-21

　2021年11月11日、12日と京王プラザホテル（東京・新宿）
にて第39回日本頭蓋顎顔面外科学会を主催いたしました。
　第19回を第２代教授谷野隆三郎先生が主催されており、
東海大学形成外科が主催するのは２度目となりました。本
学会は従来、唇顎口蓋裂、頭蓋顎顔面変形などの骨格系先
天異常や顔面骨骨折の治療学を中心に議論する学会でした。
しかしながら、現代の国民が頭蓋顎顔面外科に期待するレ
ベルはどんどん高くなり、今やマイクロサージェリーを駆
使する頭頚部再建外科技術や、審美性を追求する美容外科
的要素を取り入れなければならない時代になっています。
本学会ではこれら３者の技術、知識の融合が日本の頭蓋顎
顔面外科学をさらなる高みに押し上げるために必要である

第39回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会を開催して
　会　長 赤松　正 （東海大学医学部外科学系形成外科学教授）

事務局長 今川 孝太郎 （東海大学医学部外科学系形成外科学講師）

と掲げ、学会のテーマを「Trinity（三位一体）」と致しました。海外で行われている同種顔面移植手術
はそれらの統合の象徴ともとらえらえられますが、本邦ではいまだ実現していない手術です。

開会のあいさつ　赤松正会長
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学会終了後、東海大学形成外科教室員一同での集合写真

　そこで、国内の学会では初めてのテーマになったと思いますが、「同種顔面移植−我が国の現況と展
望−」というシンポジウムを設けました。本シンポジウムでは臓器移植に関する基調講演として本学外
科学系移植外科学の中村道郎教授にもご講演いただきました。本邦の同種顔面移植実現に向けた確実な
第一歩になったと考えています。招待講演は２名の先生にご講演をいただきました。一人目は顎顔面外
科学の世界的権威である台湾Chang Gung Craniofacial Centerの Yu-Ray Chen教授に同センターでの
先進的な治療の現状についてレクチャーをいただきました。
　二人目は日本大学歯学部口腔外科第１講座　外木守雄教授に顎変形症における呼吸、摂食嚥下機能と
の関連性に関する知見をレクチャーいただきました。教育講演では医薬品医療機器総合機構医療機器審
査部の金田悠拓先生にPMDAの取り組み、医師が行う医療機器開発への道筋についてわかりやすくレ
クチャーいただきました。どの講演も参加者には大変好評でありました。その他にシンポジウムを８セ
ッション40演題、一般演題103題と多数の演題をいただきました。コロナ禍でもあり現地開催とオンデ
マンド配信のハイブリッド形式で行いましたが、参加総数は512名、現地来場者数は226名（２日間合計）
と近年の本学会の参加者では過去最高の参加者で盛会裏に催すことができました。顔面を扱う学会であ
りオンデマンド配信での個人情報保護（個人が特定できないように厳重なモザイク処理）には苦労があ
りましたが、期間中、コロナウイルス感染対策を万全に行い感染者を出すことなく終了できましたこと
をご報告申し上げます。
　最後に、形成外科関連企業は機器メーカーが多く、コロナ禍で業績が落ち込んで協賛が得られにくい
状況の中、星医会からの温かいご寄付には大変助けられました。会員の先生方にはこの場をかりて厚く
御礼申し上げます。 （文責　今川孝太郎）
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　この度、東海大学医学部付属大磯病院神経内科特
任教授 瀧澤俊也および徳島大学循環器内科 佐田政
隆教授の２名が大会長となり、2021年８月28日、完
全ＷＥＢ形式で第11回日本脳血管・認知症学会総会

（VAS-COG Japan 2021）を開催しました。
　本学会は認知症の発症や進行と密接な関係がある
様々な血管性因子に焦点を当てた学術活動を実践し
ている点が特徴であり、アルツハイマー型認知症、
血管性認知症、レビー小体型認知症を始め、種々の
認知症と血管の機能的・器質的障害との関連につい
ての研究を推進しております。
　第11回本総会は、「血管と神経から診る認知症」
のメインテーマのもと、特別講演２題、教育講演２
題、シンポジウム５つ、企業協賛セミナー４つ、Ｙ
ＩＡを含め一般口演27演題の発表があり、コロナ禍
にもかかわらず146名の参加者が集いました。

第11回日本脳血管・認知症学会総会の報告
会長　瀧澤　俊也（２期生）

　具体的には、特別講演では「脳梗塞に対するトランスレーショナル・リサーチ」、「腸内細菌と動脈硬
化性疾患」を企画しました。シンポジウムでは、「循環器系と認知症」「血管性認知症の保護候補因子と
増悪候補因子について」「血管性認知症に関連する脳血管・血流・代謝研究の最前線」「モデル動物から
迫る血管性認知症の病態」「デバイスで挑む認知症」の多岐に渡る５つのテーマについて熱心な討論が
繰り広げられました。
　今回、星医会からのご支援により、成功裡に本総会を終えることが出来たことを心から感謝申し上げ
ます。
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　この度、2021年11月20日（土）～21日（日）に、
第142回関東連合産科婦人科学会 総会・学術
集会をパシフィコ横浜ノース（横浜市）で開催
させていただきました。
　幸い新型コロナウイルス感染の第五波がほ
ぼ治まった直後の時期でもあり、また天気に
も恵まれ、何とか現地開催（一部はハイブリ
ッド開催）を行うことができ安堵いたしまし
た。星医会からはご支援を頂き、心より御礼
申し上げます。

第142回関東連合産科婦人科学会  総会・学術集会を開催して
東海大学医学部専門診療学系産婦人科学領域　教授　石本　人士（特）

　今回の学術集会は現地開催を主体とし、指定プログラムだけは後日にオンデマンドWEB配信する、
という形をとらせていただきました。いわば限定的なハイブリッド開催でした。感染対策を十分に行い、
新しくできたパシフィコ横浜ノースの広い会場をさらに広く使って、活発な討議・議論の場をもうけま
した。関東連合産科婦人科学会は、産婦人科の連合地方部会としては最大の会員数約１万人を有する学
会であり、学術集会では産婦人科全般の診療を中心とした発表が行われます。
　今回はせっかく現地でも行うことから、様々な分野の現状や今後の発展がわかるような包括的で多様
なプログラムを組みました。また特別講演としては、慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・大学院
健康マネジメント研究科の石田浩之教授に、女性の生涯を診る診療科として重要なテーマである健康寿
命の延伸に関わるテーマについて、また国際医療福祉大学医学部医学科公衆衛生学の池田俊也教授には、
これまであまり学会で論じられて来なかった医療経済的側面についてご講演を賜りました。
　その甲斐あってか、今回の学術集会の登録人数は約1600人と、これまでの学術集会以上の登録人数
を得ることができました。コロナ禍の影響もあり、現地への参加人数は約400人にとどまりましたが、
若手発表、ハンズオン講習会や特別企画などは盛況であり、久しぶりに会場開催の臨場感を味わうこと
ができたと、多数の参加者よりお褒めの言葉を頂きました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本学術集会までは３回連続でWEB開催のみという形を
余儀なくされていました。WEB開催は知識の提供や利便性という点では良いのですが、どうしても情
報伝達が一方的となり、議論により問題点を共有し新しい方向性を見いだすという、学術集会の大切な
意義が十分に果たせないのが問題です。キャリアをスタートしたばかりの先生方の中には、WEB開催
の学会しか経験していない方も多い状況でした。今回、部分的ハイブリッド開催ながら現地でも開催で
きたことは、この点で非常に意義深かったと考えております。
　しかしながら、これからの学術集会運営は、コロナ以前の現地開催だけの形には戻らないと思われま
す。現地開催とWEB開催のメリット・デメリットを考慮した上で、これらをどのように組み合わせて
いけばよいのか、今回の開催経験をwithコロナ時代の学術集会や研究会運営のあり方に活かしていき
たいと思います。
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　第10期星医会役員は今年度末で満了の為、１月19日に開催された評議員会において、第11期役員選挙
が行われました。（任期　2022年４月１日より５年間）
　会長選は、候補者として7期生　現会長　谷口　佳浩（推薦）と５期生　白石　光一（推薦）の２名
でした。谷口佳浩の獲得票数が多数を占めましたが、投票数が会則規定の２／３の有効投票数に達しな
かった為、選挙管理委員長より、出席評議委員の信任・不信任を問い、結果、信任となり第11期星医会
会長に谷口佳浩が決定しました。
　理事選挙は、理事定数30名に対し立候補者・推薦者の合計で29名でした。投票の結果、全員が当選と
なりました。
　監事定数２名のところ７期生末野利治（立候補）と16期生古屋博行（推薦）の候補でしたが、信任投
票を行い２名とも信任されました。
　副会長は、後日会長により、白石 光一、小川 吉明、本多 ゆみえ、平澤　猛、豊田 雅夫が指名され、
評議員によって承認されました。

　　　会　長　　　谷口 佳浩
　　　副会長　　　白石 光一　　　小川 吉明　　　本多 ゆみえ　　平澤　 猛　　豊田 雅夫
　　　理　事　　　大谷 泰雄　　　今岡 千栄美　　島田 英雄　　　岩崎 正之　　平川　 均　
　　　　　　　　　継　 　淳　　　長田 成彦　　　五月女 昇　　　梅園 朋也　　海老原 明典
　　　　　　　　　中川 知己　　　飯田 哲士　　　明神 和紀　　　金井 厳太　　花井 一也
　　　　　　　　　岡田 まゆみ　　新田 正広　　　渡邉 真理子　　関口 達也　　飯島 宏明
　　　　　　　　　阿部 智史　　　落合 成紀　　　沓澤 直賢

　　　監　事　　　末野 利治　　　古屋 博行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星医会第11期役員選挙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙管理委員長　平澤　猛（13期生）

役員選挙報告
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　立候補・推薦届け出期間において下記の届け出がありました。不信任の方のみ３/31までに事務局に
文書にてご連絡下さい。（FAX又は郵送）連絡の無い場合は信任といたします。
　尚、今回の選挙による評議員の任期は2022年４月１日からの５年間となります。

2022年度　新評議委員　　＊青字は新任

　　８期生　中川 儀英　 ・ 宮良 球一郎
　　13期生　長田 成彦　 ・ 平澤　 猛
　　18期生　佐口 武史　 ・ 田尻 さくら子
　　23期生　金井 厳太　 ・ 円谷 斉子　　 ・ 平林 健一
　　28期生　大下内 理沙 ・ 濱中 瑠利香
　　33期生　十河 泰之　 ・ 滝沢 志絵
　　38期生　安倍 晃生　 ・ 加茂 紗耶香　 ・ 沓澤 直賢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星医会選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　本多　ゆみえ（13期生） 

   任期満了により、８期生、13期生、18期生、23期生、28期生、33期生、
38期生の評議員の改選を行いました。

評議員選挙報告
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評議委員会議事録

2021年度第１回評議委員会議事録　［2021年6月16日（水）開催］

Ⅰ．議長の選出：古屋博行  評議委員を議長とする。
　［議長の開会宣言］
　 　本日の評議員出席者は14名、委任状16名で星医会評議員84名中、３分の１である28名以上の参加が

あり、2021年６月16日の評議委員会は成立し、議決権を持っている事を宣言する。この他に理事４名、
副会長４名、会長が出席。

　　　　　　出席者：谷口佳浩/白石光一/本多ゆみえ/小川吉明/金渕一雄/長田成彦/平川均/
　　　　　　　　　五月女昇/新田正広
　評議委員出席者：岩崎正之/櫻井与志彦/古屋博行/岡田まゆみ/渡邉真理子/阿部智史/落合成紀/
　　　　　　　　　沓澤直賢/塩山俊介/西原翼/白勢康介/青木海斗/平田桂菜子/古川智草

Ⅱ．報　告
　１．新評議員紹介（谷口）
　　　　42期生２名 　平田　佳菜子・古川　智草
　　　 　会長より紹介、自己紹介。尚、今回は期生内での互選という体裁が取られていないので、例年

の評議員選挙の様な形式で信任を頂くことにする。
　　
　２．理事会報告
　　１）40周年記念Web講演会、記念誌、記念事業について（白石）
　　　　　3/7 京王プラザホテルにて開催、約120名程度が視聴した。
　　　　　記念誌、記念事業については引き続き準備中。
　　２）ホームカミングデーについて（白石）
　　　　　今年度はweb開催予定
　　３）選挙について　（選挙管理委員長本多）
　　　　選挙管理委員長の本多副会長より日程、概要の説明。
　　　・評議員選挙
　　　　　８．13．18．23．33．38期生が改選。
　　　　　立候補期間推薦届期間：9/11−9/30　　選挙期間：10/10−10/20　　９月号の会報で告知。
　　　・理事選挙
　　　　　現職理事（第９期役員）は任期を１年延長したが2022年３月で任期満了。
　　　　　役員選挙開催
　　　　　　立候補推薦期間：12/10−12/25（予定）　　選挙日：2022年１月　　詳細追って連絡。
　　４）令和３年度私立医科大学同窓会連絡会東部会（9/11）中止
　　　　　昨年度に引き続き今年度も支部会の予定なし。大学間の連絡会も中止、延期が決定。

　３．その他
　　　名簿について会長より
　　 　来年度５年ぶりに発行予定。前回同様、サラトに依頼する。担当理事に白石副会長を指名した所、

快諾。

・2021年度第１回
・2022年度第２回
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　　　櫻井評議委員より質問
　　　①前回発行する時に懸案事項となっていた名簿のＣＤ化は費用の事などを含め、どうなったか。
　　　→会長、白石副会長より回答
　　　　ＣＤ化は可能だが利便性を考えると紙媒体を中心に発行を検討していきたい。
　　　②同期会などを開催する時に星医会が把握しているメールアドレスを利用して連絡する事は可能か
　　　→会長より回答：可能です

Ⅲ．議　題
　１．決算報告（長田）
　　・2020年度決算報告　　・・・資料（終了後回収）
　　　担当理事より決算報告の説明。
　　　　＊ズーム参加者に資料がなかったので次回は準備する
　　　質疑応答後、拍手をもって承認。

Ⅳ．連絡事項
　１．今年度の支部会、医意会、私立医科大学同窓会連絡会について（谷口）
　　・第41回星医会総会日程　2022年３月13日（日）京王プラザホテル

Ⅴ．その他
　会長より
　・ 上映中の映画「いのちの停車場」の作家、南杏子さんは20期生の渡辺由貴子先生なので会報に寄稿

してもらうように面会にいく。
　・ 2020年度から開始した会費について、コロナ禍で父兄に会う機会が無いせいもあり会費納入率が想

定以下となった。引き続きお願いをしていく。

　櫻井評議委員より質問
　　学生実習の受け入れ制度について。
　　 　現在の実習受け入れ開業医は大学周辺に限られ大学が直接依頼しているが、卒業生にも同窓会を

介して学生受け入れ呼びかけをすることにより、学生と同窓会のつながりを深めることが出来ると
思うが、大学に働きかけることができるか。

　→小川副会長が回答。受け入れ開業医制度はあります。
　→議長　現状について状況を調べる

　阿部評議委員より質問
　　学生へのクラブ寄付制度は続行しているか？
　・ 会長より回答。ありますが、昨年度はコロナ禍でクラブ活動がなかったので支援なしだった。今年

度も申請があれば対応する。

　次回評議委員会（役員選挙） 2022年１月
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2022年度第２回評議委員会議事　［2022年1月19日（水）開催］

Ⅰ．議長の選出：谷亀光則  評議委員を議長とする。
　［議長の開会宣言］
　 　本日の評議員出席者は11名、委任状23名で星医会評議員82名中、３分の１である28以上の参加があ

り、2022年１月19日の評議委員会は成立し、議決権を持っている事を宣言する。この他に、理事８名、
副会長５名、会長が出席。

Ⅱ．報　告
　１．会員の訃報　（谷口）
　　・赤畑正宏（９）　2021/8/15
　　・玉置憲一（特）　2021/12/10
　　・猪子英俊（特）　2022/1/3
　　会長より報告
　２．支部会、他　開催報告（谷口）
　　・支部会開催無し
　　・11/8（月）６年生、12/18（土）１−５年生インフルエンザ予防接種実施
　　・11/24　40周年記念品贈呈式
　　会長より報告
　３．理事会報告　
　　・評議委員選挙終了 （本多）
　　　８・13・18・23・28・33・38期改選（選挙管理委員長本多）結果は３月号会報にて報告
　　担当より報告
　　・名簿・記念誌発行について（白石）
　　　記念誌は昨年末に発行済、名簿は前回同様サラトに委託

Ⅲ．議　題　
　１．2022年度予算案（長田）　　　　・・・資料（終了後回収）
　　来年度予算案について
　　担当より説明、出席評議員異議なし。拍手を持って承認
　2.　連絡事項
　　・2022/2/5−6　第116回医師国家試験
　　・2022/2/26（土）　北海道ブロック会予定　
　　・2022/3/13　第41回星医会総会（京王プラザホテル）

Ⅳ．役員選挙
　　・19：30～20：30 閉室　＊閉室時は会議室への出入りは出来ません。
　　　□会長選挙
　　　□理事選挙
　　　□監事選挙
　　　□副会長の指名
　　次回評議委員会 2022年７月頃。
　　選挙結果については、3月号の会報に掲載。
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会員名簿更新のご案内と調査カード返送のお願い

星医会会長　谷口　佳浩（７期生）

星医会副会長/名簿担当　白石　光一（５期生）

星 医 会 総 会のお 知らせ

　第41回星医会総会は下記の日程で開催予定ですが、（2022年1月現在）今後の感染状況を
鑑み開催形式等を判断致します。変更等がありましたらＨＰ又は郵送にてご連絡致します。

記

日　時　　2022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４Ｆ『 花 』　　　　TEL：03-3344-0111

参加費　　１０, ０００円（当日徴収）

　　　　　 当日は２年前に40周年記念式典用として制作した記念品を御用意しております。

　　　　　　　10期生,　20期生,　30期生,　40期生、43期生は会費無料

問合せ先　星医会（東海大学医学部医学科同窓会）
　　　　　Tel：0463-93-1121（ext. 4104）　Tel/Fax：0463-91-5913（事務局直通）
　　　　　e-mail：seiikai@tokai-u.jp

星医会会員の皆様へ

　会員の皆様におかれましては、益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。日頃は本会振興
のためにご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　さて、この度 5 年ぶりに会員名簿を更新することになりました。その準備としまして 5 月下旬より調
査カードをはじめ順次名簿に関するご案内をお届けする予定です。
　最近は新型コロナウイルス感染に対峙する状況でありこれからも災害に直面することが予想されま
す。これからも星医会の中で情報を共有することがより大切であることが強く認識された方も多いので
はないでしょうか。個人情報の問題で名簿作成にはさまざまな配慮が求められる時代ではありますが、
いざという時に連絡が取れるよう、同窓生の住所を定期的に確認する必要があります。この機会に「会
員名簿の意義」についても今一度ご理解いただいた上で、調査カード返送等のご協力をお願い申し上げ
ます。

　なお、名簿作成の事務処理から印刷・発送は、㈱サラトに正式に委託して行っております。㈱サラト
は、会員名簿の作成では約四十年の実績があり、また一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプラ
イバシーマークの認定を受けております。本会同様、個人情報保護の制約を遵守し、より充実した名簿
作成に向けて細心の注意を払って作業を行っていただいております。
　最後になりましたが、会員の皆様の今後ますますのご活躍とご多幸を祈念し、ご挨拶とさせていただ
きます。
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編集後記

　令和４年になって早々「新型コロナウイルス感染症」はいよいよ新種オミクロン株により第６波
を形成し、これまでにない勢いで蔓延しています。まだ高齢者への感染が拡大していない分重症化
しにくいのでは、などとも言われています。さすがに今回は小児発生が目立ち伊勢原・厚木市内公
立小・中学校ではインフルエンザ並みに学級閉鎖・学年閉鎖に追い込まれています。本会報がみな
さまの手に届くころは総会間際かと思いますが、無事開催できるか不安です（少なくとも何らかの
制限は避けられないでしょうが）。思えば昨年の第64号会報誌の編集後記も同じことを書いていま
した。（希）

　１月からオミクロン株の大爆発が始まり忙しい日々を送っています。暗い気分になりそうです
が、先日ジョギング中に梅の木が白い小さな花を咲かせ始めているのを見つけました。その可憐な
姿に元気をもらいました。今年もよろしくお願いします。（梅）

お 詫びと訂 正

　会報65および星医会創立40周年記念誌にて下記誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

・会報65号（令和３年９月１日発行）
　　Ｐ. ９およびＰ.19　新任教授紹介　総合診療学系　健康管理学　
　　　　　　（誤）馬場 彰恭 先生　→ （正）馬場 彰泰 先生

　　　　　
・星医会創立40周年記念誌（2021年12月発行）
　　Ｐ.10　祝辞　坂部　貢 先生
　　　　　　（誤）第８代医学部長→　（正）第７代医学部長
　　Ｐ.14　祝辞　今井　裕 先生
　　　　　　（誤）第７代医学部長→　（正）第６代医学部長
　　Ｐ.16　祝辞　幕内 博康 先生
　　　　　　（誤）第７代付属病院長→（正）第６代付属病院長
　　Ｐ.17　祝辞　猪口 貞樹 先生
　　　　　　（誤）第８代付属病院長→（正）第７代付属病院長
　　Ｐ.18　祝辞　飯田 政弘 先生
　　　　　　（誤）第９代付属病院長→（正）第８代付属病院長
　　Ｐ.99　会員からのメッセージ　須知 雅史 先生
　　　　　　（誤）４期生→　　　　　（正）３期生

令和３年９月１日発行 第65号

東海大学医学部医学科同窓会会報

星医会創立40周年記念誌
東海大学医学部医学科同窓会

2020
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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 ■ 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

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
自費診療リハビリ

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

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

●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  安藤高夫
●永生クリニック
　理事長  安藤高夫●訪問診療●訪問診療

・日本外科学会外科専門医制度修練施設
・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
・三学会構成心臓血管外科専門医認定機
　構関連施設
・日本外科感染症学会外科周術期感染管
　理教育施設
・日本消化器病学会認定施設
・日本腹部救急医学会腹部救急認定医･教
　育医制度認定施設
・日本肝臓学会認定施設

・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
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団団体体割割引引がが適適用用

東海大学医学部医学科同窓会星医会 会員の皆様へ

「「医医師師総総合合補補償償制制度度」」 のご案内
保険期間：２０２１年１２月１日午後４時～２０２２年１２月１日午後４時（中途加入随時受付）

５５つつのの安安心心 でで、、先先生生方方をを ししっっかかりりササポポーートト

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。

所所得得補補償償
＆＆団団体体長長期期障障害害所所得得補補償償

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。

ががんん補補償償・・医医療療補補償償
（（団団体体総総合合生生活活保保険険））

この広告は医師賠償責任保険、嘱託医業務特別約款（産業医等活動保険）、団体総合生活保険（傷害補償、所得補償、団体長期障害所得補償、がん補償、医療補償、介
護補償）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。

医医師師賠賠償償責責任任保保険険（（勤勤務務医医向向けけ））万一の

医療事故
を補償

働けなくなった時の

収収入入
を補償

万一の

ががんん･･病病気気･･ケケガガ

を補償

されるため、保保険険料料がが割割安安でですす!!

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）

※パパンンフフレレッットト等等資資料料ののごご請請求求ややおお申申込込みみはは、、下下記記取取扱扱代代理理店店ままでで電電話話ままたたははメメーールルににててごご連連絡絡くくだだささいい。。
中途加入の場合、毎月１0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。

202１年8月作成 21-TC03544

日日常常生生活活ののケケガガ
を補償

地地震震にによよるるケケガガもも補補償償！！ 傷傷害害補補償償 （（団団体体総総合合生生活活保保険険））
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。

【お問い合わせ先（取扱代理店）】

【引受保険会社】

有有限限会会社社ママツツオオホホケケンンササーービビスス 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 TEL:03-3515-4143（平日9:00～17:00）

オオププシショョンン 産産業業医医等等活活動動保保険険
（（嘱嘱託託医医業業務務賠賠償償責責任任保保険険））

別別途途、、ごご加加入入手手続続ききがが必必要要ととななりりまますす。。

介介護護補補償償 （（団団体体総総合合生生活活保保険険））所定の要介護状態となった時に

一一時時金金
を補償

公的介護保険制度において自己負担となる自
宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用
に備えることができます。

((団団体体総総合合生生活活保保険険））
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＊お願い　名簿への記載不可項目は○で囲んでください。

卒業年度 東海大学　　西暦　　　　　　年（ 期生） 他学： 年

フ リ ガ ナ

氏　　名

（旧姓・旧名）

生年月日 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日（ 歳） 性別 男　 女

現 住 所

〒

TEL： FAX：

勤 務 先

名　称

職　名

　　　　〒
所在地
　

TEL： FAX：

開業医・勤務医・産業医・研修医・その他（ ）

E-mai l

連絡事項

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
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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：

㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘



第８条　会費の納入について
　正 会 員　・2020年４月以前の入学者
　　　　  　　　　入学時に正会員費５万円を会費納入する。（卒後20年会費）
　　　　  　　　　卒後21年目より年会費１万円とする。
　　　　  　　　　卒後40年目に達した者は会費免除とする。
　　　　  　・2020年４月以降の入学者
　　　　  　　　　入学時に正会員費20万円を終身会費として納入する。

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。

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1,400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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