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会長に再任されて
星医会会長　金渕 一雄（２期）

先日行われた役員選挙で会長に再任され、新理事に平川　均（６期）、
秋山克徳（７期）、小川吉明（10期）、海老原明典（20期）、金井厳太（22
期）の５名が加わり2012年度からあらためて星医会の運営を担当します。
30周年を終えて、第43号に「同窓会の役割と次の10年間になすべきこ
と」として今後益々、星医会を発展させて、母校の充実に支援を行い、
後進の育成や地域社会への貢献に尽力していくように会員全員で努力したい。星医会も、社会的評価の
高い東海大学になることを目指して、会員相互の親睦だけでなく、母校への物心両面での支援、会員の
生涯継続学習を行いたい。具体的な支援や生涯教育には、インターネットテレビ会議を利用しての介護
や医療支援、症例検討、最新医学の学習など、東海大学医学部付属病院を核にして全国各地の卒業生た
ちとインターネットを利用したネットワークを構築することが各地の卒業生が抱えている医療や介護の
問題を解決し、生涯学習を行う方法の一つとして検討していきたい。と提案しましたが、その数か月後
に東日本大震災が発生し復旧復興支援活動に費やしておりました。これから３期目は上記の提案を実現
するために努力したいと思います。

〈ジョイクラブの発足、「ガラスの天井」と「水漏れパイプ」〉
星医会でも女性医師が増加し、中でも25期生は入学時に比べて卒業時には女性＞男性で卒業しており

ます。このように女性医師も増加しており、そのキャリア形成支援や男女共同参画などを推進するため
に３期生の今岡千栄美 副会長と10期生の本多ゆみえ 理事を中心に女性部会（ジョイクラブ）が発足し
ました。今後女性医師会員の要求に答えられるようにしていきたいと思います。
「ガラスの天井」とは、「突破出来ない目に見えないバリアー」であり、「水漏れパイプ」とは、「到達
する前に漏れていく状況」であるといわれておりますが、東海大学をはじめとする医学・医療の現場で、
本人の意識の中にも、置かれた環境の中にも存在しているこのような障壁を取り除くことが、女性医師
だけの問題ではなく星医会会員にとって重要なことでありますので、会員の協力支援をお願いいたしま
す。たとえば卒業生は、基礎系研究、学生教育で、救命救急等の臨床医学の現場で、医学部と病院の発
展に寄与していますが、「ガラスの天井」、「水漏れパイプ」の現状もありそうで、今後解決すべき重要
な課題と思います。

〈会員名簿の発行〉
会則の第５条：本会は、第２条（会員相互の交流、親睦の向上を図るとともに、東海大学医学部の発

展に寄与すること）の目的を達成するために、①同窓会総会の開催、②会報および会員名簿の発行、③
東海大学医学部の後援に関する事業、④その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。とあ
りますが、残念ながら会員名簿は、2006年（H18年）以来発行されておりませんでした。「おれおれ詐
欺」に名簿が悪用された経緯もあり、会員増加による印刷や郵送の費用の問題で５年毎の発行の予定で
した。2011年発行と思っておりましたが、東日本大震災による住所の変更を余儀なくされた会員もおり
ましたので、2013年発行を目指しております。会員名簿は会員相互の交流には必要です。今後有料での
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発行予定ですが、名簿は個人情報の宝庫ですので、厳重な管理保管していただくように会員のご協力を
お願い致します。

〈学生と卒業生の交流：支部会参加の勧め〉
2012年８月４日に山梨県武道館で開催された第55回東日本医科学生総合体育大会柔道部部門で、医学
部柔道部は団体戦で５連覇を達成しました。学生たちの練習とあきらめない心、チームワークの成果と
思います。当日山梨県支部事務局長の橘田　豊先生（７期生）のご配慮で祝勝会を開催していただき、
学生17名と全国から集まった卒業生13名で祝杯をあげました。橘田先生には学生ともども感謝いたして
おります。

〈東海大学同窓会の一員として〉
2012年度東海大学同窓会代議員会において、同窓会会長に髙野吉太郎氏が選任され、副会長に星医会
会員から、松前光紀（３期生）脳神経外科学教授が選ばれました。

〈会報の変更〉
会報を A4版、カラーに変更し、文字も大きくいたしました。
会員が常に楽しみに読んでいただける会報、東海大学医学部の現状を知っていただける会報となるよ
うに努力しておりますので、会員のご協力をお願いいたします。

第12号1991年の松前達郎総長の言葉「東海大学医学部がモットーとして掲げてきた愛のある医療を実
践する良医の育成、すなわち病める人々の救い主としての医師の原点を忘れることなく、人格豊かで、
幅広い視野とヒューマニズムに基づく使命感を持った医師として、身をもってこれらの実現にあたるよ
うに希望する。東海大学卒の医師だから安心してかかれるという医師をめざしてほしい。」

2011年度事業報告
１．会員状況：正会員：3,251名、特別会員：148名、名誉会員：１名、賛助会員：４名
２．役員・評議員：役員改選：会長１名、副会長４名、理事11名、監事２名、評議員：69名
３．理事会開催：① 2011年５月12日、② 2011年７月27日、③ 2011年９月28日、④ 2011年11月30日、 

　　⑤ 2012年１月25日
４．評議員会開催：① 2011年６月29日、② 2011年11月30日、③2012年１月25日
５．支部長連絡協議会開催：2012年３月11日
６．慶弔
１）退職教授に記念品贈呈：2012年３月11日
 大櫛陽一先生（教育医学・情報学教授）、津田道雄先生（教育医学・情報学教授）、市川家國先
生（分子生命科学教授）、高木繁治先生（神経内科学教授）、生越喬二先生（消化器外科学教授）、
岡　義範先生（整形外科学教授）

２）逝去された会員
 正会員：池田憲久先生（19期生）、野口憲一先生（１期生）、山川明彦先生（９期生）

７．会報
第45号　平成23年９月１日発行　3,200部



第46号　平成24年２月１日発行　3,200部
８．第32回星医会総会：2012年３月11日　京王プラザホテルにて開催
９．支部総会：（支部・ブロック会）
　　 2011年６月25日 静岡支部会、2011年７月21日 大阪支部会、2011年７月23日 湘南ブロック会（神

奈川支部）、2011年９月10日 しなのフォーラム（長野支部）、2011年９月10日 北東北支部会、2011
年９月10日 福岡・佐賀部会、2011年10月15日 横浜川崎ブロック会（神奈川支部）、2011年10月22
日 愛知三重滋賀合同支部会、2011年10月29日 千葉支部会、2011年10月29日 県央医学会（神奈川
支部）、2011年11月19日 九州合同支部会、2012年１月19日 大阪支部会、2012年２月19日 四国支部
会、0212年２月25日 北海道支部会

10．研究助成
第18回星医会賞　新倉直樹先生（23期生）
星医会賞奨励賞　比留間梓先生（27期生）

11．学生への援助
　・星医会奨学金：今年度希望者無し
　・課外活動奨励賞：総会にて２団体表彰、奨励金授与（柔道部、バスケット部）
　・医師国家試験対策支援（６年生 模擬試験）約100万円
12．建学祭（ホームカミングデー：湘南校舎）：2011年11月３日　学部デモとして参加
テーマ：「メタボリックシンドローム、肥満、脂肪肝の恐怖」

13．全国私立医科大学同窓会連絡会
2011年６月18日　第42回東部会（当番校：帝京大学）
2011年11月26日　第22回全国大会（当番校：兵庫医科大学）

14．神奈川医意会
2011年10月15日　第19回神奈川医意会（当番校：北里大学）
講演「新たな病態生理がもたらす腎機能保持療法の指針」坂本尚登先生

15．年会費自動振替サービス：加入者数　約250名
16．その他
　・33期卒業生（92名）
　・卒業生子弟の入学状況（2011年４月現在）：
卒業：８名、在校生：39名（６年５名、５年７名、４年５名、３年６名、２年８名、１年８名）
（一般入試27名、付属推薦12名）

　・学会主催助成金：
三上幹男（特別会員）「第30回日本臨床細胞学会神奈川支部学術集会」
千野　修（８期生） 　「第66回日本食道色素研究会」
北川泰久（特別会員）「第46回日本成人病学会」
松前光紀（３期生） 　「第17回日本脳神経外科救急学会」
金渕一雄（２期生） 　「第151回日本大動脈外科研究会」
上野　滋（特別会員）「第49回日本小児外科学会」



2012年度事業計画
１．会員状況：正会員：3,343名、特別会員：148名、名誉会員：１名、賛助会員：４名 

２．役員・評議員：評議員：33期生参加 

３．理事会開催：５回／年
４．評議員会開催：３回／年
５．支部長連絡協議会開催：１回／年、総会日に開催
６．慶弔　退職教授に記念品贈呈
７．会報
第47号　平成24年９月１日発行予定　4,000部
第48号　平成25年３月１日発行予定　4,000部

８．支部総会
９．研究助成
１）第19回　①星医会賞　②星医会奨励賞
２）星医会学会助成金　

10．学生への援助
・星医会奨学金：前期２名、後期２名に貸与予定
・課外活動奨励賞：総会にて団体表彰、奨励金
・医師国家試験対策支援（６年生 模擬試験）約100万円
・５年生全員へクリクラ用白衣１着授与
・伊勢原祭（建学祭）援助
11．建学祭（ホームカミングデー：湘南校舎）：2012年11月３日　学部デモとして参加予定
12．全国私立医科大学同窓会連絡会
2012年６月30日　第44回東部会  （当番校：東京医科大学同窓会）
2012年11月17日　第23回全国大会（当番校：慶應大学医学部同窓会）

13．神奈川医意会：2012年９月29日　第20回神奈川医意会（当校主幹）  
14．年会費自動振替サービス
15．協力
東海大学大学院医学研究科
文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」のための「がん治療の最前線」　講習会共催

16．その他



特集　副会長・理事紹介

今年１月に星医会役員選挙が行われ、会長・副会長・理事・監事が選任されました。結果は第46号（2012
年３月発行）でお知らせしてありますが、理事13名中新任は以下５名でした（任期～平成26年度）。宜しくお
願い致します。
平川　均 （６期生）・秋山　克徳 （７期生）・小川　吉明 （10期生）・海老原　明典 （20期生）・金井　厳太 （23期生）

新副会長

ご挨拶
今岡医院　今岡 千栄美（３期生）

この度、星医会副会長を拝命いたしました３期の今岡です。これまでは星
医会賞の担当理事を務めさせていただいておりました。今回、このような大
役を仰せつかり身の引き締まる思いです。誠心誠意がんばって参る所存でご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。
大学病院が地元ということもあって、同窓会のお手伝いなどをしてきまし

たが、いつしか20年あまりが過ぎ、すっかり古株になってしまいました。それでも、毎年の総会はいつ
も懐かしい顔が揃い、初代学部長の佐々木正五先生をはじめ、恩師の先生方とお会いでき、忙しいなが
らもとても楽しい行事になっています。
図らずも2011年は星医会の力強い成長を見た年でした。あの大変な東北大震災で逸早く医療活動に従

事したのは星医会会員の皆さん。被災された方々もおられました。日本全国に散らばった会員からは救
援物資が続々と届けられ、募金もすごい勢いで集まりました。私も現場に赴きましたが、被災された会
員の方々が壊れた自宅の整理もそっちのけで診療にあたる姿に頭が下がるのと同時に誇らしい思いを抱
きました。まだまだ復興は道半ばにも達していません。これからもがんばっていかなければと思います。
そんな星医会にあって、私は先だっての選挙後、いよいよ役員としてのラストスパート、後は後輩の

皆さんにと思っておりましたが、金渕会長より副会長のお話をいただきました。古株とはいえ、副会長
職を務める技量ではありません。本来なら他のよりふさわしい方へ行くべきお話なのですが、金渕会長
の「ぜひ女性に務めてもらいたい」とのお考えを聞き、引き受けさせていただくことにしました。
医療に性別は関係ありませんが、東海大学医学部で女性の比率が多くなってきているのは間違いあり

ません。男女比半々という期もございます。第一線で活躍される女性会員も多いのですが、子育て等で
半ば唐突に現場から退かれる方々も少なくありません。技量、技能があるのに、そのままになってしま
われるケースもあります。星医会として、このような方々にぜひとも医療の現場に戻ってもらいたいと
いう金渕会長の強い思いにお応えする形になりました。星医会の執行部役員で女性はというと、10期の
本多ゆみえ理事と私の二人。金渕会長は私共女性が先頭に立って、休職会員の再就職等々、現場復帰を
推進していって欲しいというご意向です。
大役ですが、幸い、救急救命医療という激務に身を置きながら、立派に子育て、家庭と両立させてき

た、頼もしい本多理事がおられます。二人で力を合わせ、知恵を絞って、金渕会長のご意向に応えてい
かなければと思っています。これがシステムとして機能するようになれば、星医会はもとより、社会に
とっても大きなことだと感じております。といっても私たちだけでできることではありません。会員の
皆様のお知恵もお力もお借りすることになると存じます。何卒、よろしくお願い申し上げます。

新副会会会



新理事

私が星医会の理事に到るまで
小児外科学　平川　均（６期生）

卒業して27年が過ぎました。
あまり多くの人と絡むのは得意ではなかったので、故横山清七先生の下、
人の少ない小児外科を専攻し、３年前に八王子病院に転勤するも未だ東海大
学に在籍しております。
研修医時代の大蔵病院への２年間の出向とアイルランドへの２年間の留学
以外は、すべて大学病院で働かせて頂いており、大学勤務は比較的長い方ではないでしょうか。
故三富利夫教授率いた第２外科に入局したころ、本学卒業の先輩方は、大谷泰雄先生をはじめとし、
絵に描いたような典型的な外科医ばかりで、気の弱い私はおどおどしながら、先輩という蓑に隠れつつ
毎日を過ごしていたものでしたが、雨の日も風の日もただただ臨床業務にあたるうちに、気がつくと前
にいらしたはずの先輩方は次々と大学を離れられ、いつしか風雨に直接晒される位置に立っておりまし
た。今や、大学におられる外科の先輩は、残念なことに伊勢原にはそして誰もいなくなり、大磯病院に
島田英雄教授がいらっしゃるだけとなりました。たまに伊勢原を訪れた際、以前は夜中でも休みの日で
も、誰かしらがうろうろしていた医局も、今では電気もテレビも消えてシーンと静まり返り、まさに松
尾芭蕉が奥の細道の終点で 詠んだ句、“夏草や兵どもが夢の跡”というような様相を呈しておりました。
もともと同期である６期生の中では、評議員を務め、年２回の同窓会の幹事も毎年やらせてもらって
いて、部分としての星医会に関わってきてきましたし、古い卒業生が少なくなった今こそ、東海大学に
残るものとして、東海大学医学部同窓会である星医会の中心的役割を担ってもよいのではないかと思っ
た次第です。
まず任された担当が学生関係ということで、まだ何をすべきか把握できていないところはありますが、
現在、学生時代に在籍していた準硬式野球部の部長を務めている関係で、練習・飲み会と医学生と交わ
っているノウハウ （？） を生かして、星医会に微力ながら貢献できればと考えております。
どうぞ星医会員の皆様におかれましては、今後ともお見知りおきのほど、よろしくお願い申し上げます。

新理事に就任して
新戸塚病院　秋山 克徳（７期生）

この度、理事に着任致しました、７期生の秋山克徳でございます。1986年
の卒業とともに、僅かではありますが、星医会の仕事をさせていただきまし
た。医学部卒業後、医師として勤務している際、同じ診療科あるいは関連診
療科の同窓生と会うことは頻繁にありましたが、同級生でありながら、なか
なか会うことのできない仲間の存在に気がつきました。星医会に参加してい
ると、多くの診療科の仲間と出会うことができ、また、学年の異なる同窓の仲間（先輩・後輩）とも、
議論を交わすことが可能となり、通常勤務では味わえない仲間意識が存在することに、喜びを感じまし
た。
年に１回開催される、総会への参加、あるいは、星医会を超えて、東海大学同窓生としての建学祭で

新理事事事



開催される行事に参加することで、より広い仲間の存在を確認することができました。建学祭の中で開
催されるホームカミングデーには、毎年参加させていただいております。普段は全く知らない、同窓生
と一緒に各学部のデモンストレーションを行い、また打ち上げパーティーでは一緒にお酒を飲み交わし、
様々に意見交換を行うことができます。参加する前は、何となく抵抗がありましたが、一緒にイベント
を行うことで、学部の違いを通り越して、同じ大学の同窓生である意識を感じることができます。これ
からも、毎年参加していきたいと思います。
2010年３月で大学を退職し、現在は横浜市戸塚区にある新戸塚病院に勤務しております。神経内科医

として、回復期リハビリテーション病棟を担当しています。一人で30人以上の入院患者さんを担当して
おり、また入院相談や感染対策の職務もあり、多忙な日々をすごしております。横浜市内でも先輩や後
輩と出会うことがあり、まさにめぐり合いを感じております。回復期リハビリテーション病棟は横浜市
内あるいはさらに広い地域との連携医療が大切であり、今後も多くの同窓生と連携させていただくと思
いますのでよろしくお願い致します。
いままでは評議員として、自分ができることを星医会のために行って参りましたが、今後は理事とし

て、東海大学医学部の伝統を守り、また先輩を敬い、後輩を慈しむことのできる同窓生の１人となって
行きたいと存じます。今後とも、同窓生一人一人、皆様方のご協力を何卒お願い申し上げます。

僻地からの親善大使をめざして
呼吸器内科学　海老原 明典（20期生）

この度、星医会理事としてお手伝いをさせていただくことになりました。
現在、東海大学東京病院呼吸器内科に勤務しております。卒業後、母校の呼
吸器内科に入局し、その後、東京都済生会中央病院で勤務させていていただ
きました。2006年からは、北海道えりも町で「へき地医療」に５年間ほど携
わらせていただきました。えりも町は人口6000人弱の漁業を中心とした町で
す。札幌から車で４時間、帯広から３時間と非常に交通の便が悪く、医師は２人しかいない状況です。
現在、医師不足や医師の偏在が問題になっておりますが、特にへき地といわれる交通の便が悪い地域で
はより深刻な問題になっております。
現在、東海大学では地域医療枠として将来地域医療を担う人材を育成すべく何人かの学生の受け入れ

を開始しております。また、私も３年生の専門選択授業で「へき地医療の実態」という授業を受け持た
せていただいており、少しでもへき地医療の実態を身近なものに感じてもらえるよう、授業を通して学
生の方々と意見交換を行っております。東海大学の卒業生の中にも地域医療に従事されております先生
方も多くおられますし、これからも、全国で活躍される同窓生が増えていくものと思われます。その中
で、星医会を中心としたネットワークを広げ卒業生同士の結びつきをより一層強固なものにしていきた
いと思っております。また、自分は、東海大学医学部の学士入学生でもありましたことから、卒業後連
絡が途絶えがちな学士入学生同士のネットワークも強めていきたいと考えております。これまで東海大
学から長い間離れておりましたため、同窓生として母校のために何も力になれずいつしか時が流れてし
まいました。今回、北海道から東京に戻り東海大学の付属病院に勤務させていただきましたことから、
これまでできなかった、同窓会の方々や在校生の方々に少しでもお役にたてますよう頑張らせていただ
く所存です。少しでも多くの卒業生がこの星医会を通じて大いに活躍できますよう努めてまいります。
よろしくお願いいたします。



新理事に就任して
腎内分泌代謝内科学　金井 厳太（23期生）

この度、ご推薦により星医会理事に就任いたしました。宜しくお願い致し
ます。早速、本年度より星医会会報委員を継先生と御一緒に担当させて頂く
こととなりました。これまでに数多くの先輩方の手によって築き上げられた
東海大学医学部同窓会である星医会をさらに発展させることができるように
若輩ではありますが一生懸命務める所存でございます。
簡単ではありますが自己紹介をさせていただきます。1996年に東海大学付属高輪台高校を卒業し2002
年に東海大学医学部を卒業いたしました。当時は卒業生の半数以上が母校に残ったと記憶しております
が、私もそれに漏れず今日まで長々と東海大学のお世話になっております。臨床研修を東海大学医学部
付属病院で終えてすぐ現在の腎内分泌代謝内科（第７内科）へ入局し同年より大学院生として憧れの研
究生活を送っておりました。腎不全とカルシウム代謝の研究テーマで学位論文を書かせて頂いた後は、
出向という形で数年間透析クリニックの院長を務めさせて頂きましたが運よく大学からお声がかかりま
して昨年秋よりまた東海大学伊勢原校舎に戻ってくることが出来ました。若手と呼ばれてがむしゃらに
走ってきたこれまでの10年もあっという間に過ぎて母校に戻ってみれば、周りには先輩はもちろん同輩
さえも少なくなり、気が付けば多くの後輩とともに仕事をしているという、そんな時間の流れを実感す
る最近であります。
近年の大規模震災の後に人の絆が人を支えているのだということを改めて実感することがありました。
本年度、第33回総会を迎える歴史ある星医会ですが、本会が未来においても卒業生の支えとなるように
願いたいと思います。総会では、帰郷されたり転居・開業なさったりして各所で奮闘されている先生方
とも定期的に交流を持てることが魅力ですが、一方で同期やら後輩、近しい先輩はお見かけすることは
少ないということで若い先生方には少し距離があるようです。近年は Facebookなどのソーシャルネッ
トワークの存在によって国内外で活躍されている先輩や、留学中の同輩、帰郷した後輩など、それぞれ
の近況を簡単に知ることが出来ますが、そういった同窓生の活躍をより多くの方々にも知っていただき、
もしくはそこから新たなネットワークが生まれることがあれば素晴らしいことだと思います。また、本
誌のようなプロモーションにより多くの方々に存在を知っていただくことは重要です。まずは10年、ま
た若手として走りながら星医会の輪を広げられるようにお手伝いしたいと思います。



広い内科的視野を持った専門医の養成を
腎代謝内科学教授　遠藤 正之

2012年４月１日付けで東海大学内科学系教授を拝命いたしました遠藤正
之です。1978年４月、東海大学医学部の卒業生が出る前から本学にお世話
になっています。当時は病院敷地内の内線電話付き研修医会館に住んでお
り、まさに病院住人生活（レジデント）でした。通勤時間がなくて非常に
便利なのですが、病棟の看護師さんから気軽に呼び出される生活でした。
「患者さんが朝食抜きで PSP検査（今はもうやらなくなった腎機能検査）
を待ってますよ、早く来て PSPの注射をして下さい‼」
内科当直も全内科をカバーする必要があり、各専門科の先生方には大変

お世話になりました（色々と勉強させて頂きました）。従って必然的に現在より一体感のある内科学教
室が当時は存在していました。
その後、私は専門分野として腎臓病、特に腎炎・ネフローゼの診療と研究に長年たずさわっています。

古くより大学医学部およびその付属病院の使命は診療、教育、研究であると言われています。東海大学
病院のような高度医療機関においては、より良い医療を患者さんに提供するために、内科学においても
各専門領域に細分化されてきています。各領域における近年の著しい進歩をすみやかに取り入れて診療
し、日々医療の向上につとめる事が可能なシステムです。また研究活動を行う上でも内科の細分化が必
要であり、内科のサブスペシャリティー化は現状では最善の方法と考えられます。
しかし時として各内科医の視野が狭くなってしまう弊害も生じます（「当科的には問題ありません」で
終ってしまうなど）。これらの問題を改善するために、広い内科的基礎教育と患者さんを総合的に診療で
きるように（「うちではありません」と言うのはやめよう）の目標を掲げて、一時期には東海大学での総合
内科学教室の立ち上げに参加させて頂きました。何人かの先生と米国の内科システムの視察にも行きまし
た。残念ながら米国のシステムそのものを東海大学で実現することはできませんでしたが、総合内科学教
室が存続している大学は多くはありません。東海大学ならではの総合内科教室に発展していると思います。
今後は、現在所属しています東海大学医学部腎内分泌代謝内科において、細分化された専門性の前に

内科医である事を忘れずに、全身から腎臓をみて、腎臓から全身をみる事を心掛けるとともに、他の内
科専門領域との連携も密にした診療を続けたいと思います。そして広い内科的視野を持った専門医の養
成、研修医教育、学生教育など、後進の指導にあたるとともに、医学の進歩に少しでも役に立つ研究を
続けたいと考えています。今後ともご指導のほど宜しくお願い申し上げます。

【略歴】
神奈川県足柄上郡出身
1976年３月 秋田大学医学部卒業
1976年４月 虎ノ門病院　内科前期研修医
1978年４月 東海大学医学部付属病院　内科後期研修医
1981年４月 東海大学医学部　内科　助手
1984年10月 米国アラバマ大学微生物学教室留学
1985年10月 米国テキサス大学病理学教室留学
1986年10月 東海大学医学部　内科　助手

1989年４月 東海大学医学部　内科　講師
2000年４月 東海大学医学部　内科　助教授
2007年４月 東海大学医学部内科学系　准教授
2012年４月 東海大学医学部内科学系　教授
【所属学会および資格】
日本内科学会会員　総合内科専門医、日本腎臓学会法
人評議員　認定腎臓専門医、日本透析医学会会員、米
国内科学会上級会員（FACP）、米国内科学会日本支
部理事、米国腎臓学会会員

新任教授紹介



教授就任に際して
生体防御学教授　橘　裕司

2012年４月１日付で東海大学医学部基礎医学系生体防御学領域の教授を
拝命いたしました。星医会会員の先生方に、一言ご挨拶を申し上げます。
私は、1980年に岡山大学大学院理学研究科修士課程（生物学専攻）を修
了し、縁あって1981年９月に東海大学医学部寄生虫学教室の金田良雅教授
の下で助手に採用されました。７期生の会員の皆様の寄生虫学実習の終盤
から関わらせていただいたことになります。その後、1988年と1990年にブ
ラジルのペルナムブコ大学で国際協力事業団専門家として熱帯病に直接ふ
れる機会を得ました。1992年に講師、1995年に助教授に昇格し、現在、東

海大学に在職して31年目となりました。この間に、寄生虫学教室は微生物学教室とともに感染症学部門
となり、さらに免疫学部門も含めて生体防御学領域と名称は変わりましたが、私自身は一貫して寄生虫
学の教育と研究を担当しております。
わが国では、かつて蔓延していた寄生虫症は激減しました。それに伴い、大学医学部の寄生虫学講座
は縮小、解体あるいは再編成されてきています。しかし、グローバルな視点で見れば、マラリアを始め
として寄生虫症は熱帯地域を中心に依然大きな問題となっています。わが国でも、新興・再興感染症あ
るいは輸入感染症として増加している寄生虫症もあります。私は、現在ただ一人の寄生虫学の専門教員
として、その職責をしっかり果たしていきたいと考えております。
研究では、特に赤痢アメーバ症対策のための基礎研究を行っています。赤痢アメーバの新たな接着因
子を同定し、組換え蛋白質を用いたワクチン開発や特異性の高い血清診断法開発、アメーバ株の多型に
注目した分子疫学的解析などに取り組んでいます。最近ではマカク類から新種の病原アメーバを分離す
るとともに、その種が人獣共通感染症の原因となるのかを明らかにすべく、調査を進めています。この
他、熱帯熱マラリアに対する抗体医薬の開発をめざした研究も実施しています。今後、これらの研究を
発展させるとともに、研究を通して新興国や発展途上国への国際協力活動、特に人材の育成に積極的に
関わっていきたいと考えています。
寄生虫症の確定診断については、ルーチンの検査で対応できるものは限られています。しかし、最近
では遺伝子診断や免疫診断が可能な寄生虫症も増えています。例えばアメーバや条虫の同定など、寄生
虫症の実験室診断において、微力ながら臨床の先生方のお役に立ちたいと考えておりますので、その節
はご連絡をいただければと存じます。
今後とも、星医会会員の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。



教育、研究、診療体制の充実に向けて
病理診断学教授　佐藤 慎吉

2012年４月１日付けで基盤診療学系病理診断学教授を拝命いたしました。
私は1976年に広島大学医学部を卒業し、同年より東海大学医学部付属病院
研修医、1978年より病理学教室に入局し、一貫して病理学に携わってまい
りました。
私が東海大学にまいりましたのは医学部発足して間もない時期で、長老
の小林忠義教授の下で当時は若手の玉置憲一教授と渡辺慶一教授が競うよ
うに研究を進めて活躍されていました。玉置・渡辺両教授は新医大開設に
当たり外科病理、細胞診、剖検を一部門に集約し、我が国でもいち早く付

属病院所属の形で病理診断部を設立しました。そして技術員は専任、病理医は基礎系病理学部門との兼
任で運用を始めました。このシステムの確立により病理診断のための新技法導入が容易かつ効率よく行
われ、電子顕微鏡検査、各種免疫染色、in situ hybridization法などが早期から通常の検査として運用さ
れています。
私は渡辺教授のご指導で、主として「肝傷害における脂質過酸化と防御因子」についての研究を行い、

外科病理については秦先生、長村先生に師事して研鑽を積んでまいりました。また1983年から1985年ま
では米国 New Yorkの Bronx Veterans Administration Hospital, Alcohol Research and Treatment Centerに
おいてアルコール性肝障害の研究に従事する機会を頂きました。
その後1995年、初代専任病理医として大磯病院に赴任し、数年の予定がだんだん延びて現在に至って

います。当時の長村教授に「初代専任病理医として、大磯病院での病理診断科の有用性を示すように頑
張ってくれ」と送り出され、当初は一年間の予定でしたが、なぜか未だに初代が続いています。大磯病
院は地域の中核病院として一次救急の受け入れや基本的な診療を実践すると共に、医学部付属病院とし
て高度先進医療を実践する場でもあり、医療関係者が経験を積んで研鑽する環境としては非常に恵まれ
ています。また全科の医師が一同に会しての診療部会が開かれており、部署間の垣根が低く他科の医師
との相談なども気楽に出来る環境が作られています。このような特性を生かした幅広く柔軟な教育・研
修体制を維持発展させるべく、教育研修部次長の出口先生、課長の濱野先生と共に精進努力をさせてい
ただきたいと考えています。
　病理診断学領域としては、自由な研究体制は長村義之教授、中村直哉教授へと受け継がれてまいり

ましたが、昨年はスタッフの他大学や医療機関への転職が重なり、病理医の不足で他部門の先生方にも
ご迷惑をおかけしました。中村教授を中心になんとか乗り切り、徐々にスタッフの数も増加しつつあり
ます。さらに充実した教育・研究・診療体制の再構築に向け、私も微力ながらも寄与したいと考えてお
ります。今後とも皆様にはご指導ご鞭撻を賜りたく、宜しくお願いいたします。

【略歴】
神奈川県横浜市出身
1976年 広島大学医学部卒業
1978年 東海大学医学部　病理学教室　助手
1986年 病理学教室　講師
1995年 付属大磯病院　中央検査室長
2002年 基盤診療学系病理学　准教授

2004 2008年 大磯病院　副院長
2008年 大磯病院　情報システム管理室室長
2012年 大磯病院　教育研修部部長
【資格】
日本病理学会専門医、日本病理学会評議員、日本組織
細胞化学会評議員、臨床検査管理医
日本臨床検査医学会、日本肝臓学会



教授に就任して
小児科学教授　鈴木 啓二

大学とは教育・研究両面において制度上は最上位に位置する施設・機関であります。
一方医学部が大学内で他学部と比べてユニークなのは教育・研究に加えて診療という
中心的な要素を有している点です。
医学は‘実学’の最たるものであり、医療は実践に他なりません。診療という実践

がまずあって、それを基に研究や教育が生じる。しかも‘病を持つ人’という最も複雑
で難しい物事を対象とした学問であり実践であると言えます。その現場で要求される
のは科学的理論はもちろんのこと、それに加えて現場での判断力、決断力、技術、人格、
倫理観に道徳観、さらにはチームワーク、体力、持久力などありとあらゆる方面での知

的、精神的、肉体的な最高レベルの総合的能力が要求されます。この demandingな世界に臨んでは、医学者としてのみ
ならず今までの自分の人生を通して得たすべての知識と蓄積した経験を総動員して貢献すべく努めていくだけであります。
さて就任にあたっての抱負ですが、キーワードとしては「広い視野」と「バランス感覚」を挙げたいと思います。その

背景となる過去のキャリアとしては、新生児科医として臨床と基礎研究の両面で多様な周産期、新生児施設において国
内と海外で勤務や研究の経験を持ってきました。
医療現場は常に現在進行形なので、それをまっさらの状態から自分の思い通りに新築して行くということは不可能です。

まずはあるがままの現状の把握から出発してしかる後に現状のいい点と改善すべき点を評価しながら、その進行形の只中
において改築していく必要があります。つまり具体的な大構想があるわけではなく、危機的ひっ迫状況にある周産期、新
生児医療を少しずつ改革していこうという理念があるだけです。周産期、新生児医療は国のレベルとしても細分化され過
ぎ、絶対的人的資源としても大いに不足した状態であります。そんな状況の中で現場のスタッフは近視眼的になり、忙し
い診療に忙殺されて燃え尽きていきがちです。そのようなことのないよう余裕のあるバランス感覚を持ち仕事や日々の生
活をしていけるような環境づくりを現場に即して地道に作りあげていきたいものです。研究面では今までの蓄積を生かし
てまずその体制を立ち上げることから始めねばなりません。教育は短期的利害や専門領域を超え長期的普遍的視点にお
いて最も重要なことです。それはまた一方的なものであってはならず、診療場面を含めた教育や研究の指導にあたっては、
決して押しつけではなく各自の持てるものを引き出し伸ばしていく性質のものです。それがまさに education（e-ducare；
ラテン語で「外に引き出す」の意）の由来であります。‘教授’という単語は、不幸にして‘教える’‘授ける’という一
方的な意味合いとはなっていますが‘教育者’と‘被教育者’は相互的に教え教わる関係にあるはずなのであって、教授
であっても常に謙虚に学び向上を目指していく姿勢でいたいと思います。
私のモットーのひとつとして孔子の論語にある「之を知る者は之を好む者に如かず、之を好む者は之を楽しむ者に如

かず」というのがあります。つまり‘頑張って’勉強したり仕事したりするのではなく、‘楽しく’勉強や仕事をしていく
よう、発想を転換しそんな姿勢を広めて雰囲気を作っていきたいと思います。

【略歴】
愛媛県出身
1982年 東京大学医学部医学科卒業
1982 1983年  東京大学医学部附属病院小児科／国立小児病

院麻酔科
1983 1986年 埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科
1986 1989年 太田綜合病院小児科
1989 1991年 東京都立府中病院小児科
1991 1992年 埼玉県立小児医療センター麻酔科

1992 1993年  Neonatal Services, Westmead Hospital, 
Australia

1993 2001年  聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院周産期
センター新生児部門

2001 2006年  Faculty of Medicine, Nursing and Biological 
Sciences, Monash University, Austraia

2006 2011年  埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母
子医療センター新生児部門

2011年 東海大学医学部専門診療学系小児科



教授に就任して
産婦人科学教授　中沢 和美

2012年１月１日をもちまして、東海大学医学部教授（特任）に就任させ
ていただきました。東海大学は私立大学の中でも進取の精神に富み、文武
ともに優れた大学という評判です。このたび、そのような大学の一員に加
えていただけましたことは、私にとりまして、この上ない喜びであります。
今までにご指導ご鞭撻いただいた方々、およびこのたび教授就任にご尽力
いただいた関係者の方々に厚く御礼申しあげます。
私は1952年長野県信州中野に産声を上げました。作曲家の中山晋平（夕
やけこやけの作曲　等）や、葛飾北斎が創作に励んだ土地として、また

“栗かのこ”のお菓子でも有名な小布施町がこの地名から浮かんできます。1977年慶應義塾大学医学部
を卒業しました。同年同大学産婦人科学教室に入局。1984年“胎盤性オキシトシンの研究”で博士号
をいただきました。６年間の研修、勤務ののち、日野市立総合病院に医長として６年間勤めました。そ
の後テキサス州立大学 サウスウエスターン＝メディカルセンターの S. M. McCann教授の下で“下垂体
隆起部を介する、メラトニンによる生殖機能の調節機序”（Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol.88, pp. 7576
7579）を２年間研究いたしました。帰国後、横浜けいゆう病院に医長として５年間勤めました。その後、
藤田保健衛生大学の講師として坂文種報徳会病院に1998年に赴任しました。2007年から藤田保健衛生大
学坂文種報徳会病院で教授を務めました。
現在研究の時間は取れませんが、生涯の研究テーマとしては、日長時間の変動（季節変動、夜間照
明）が生活習慣病を誘因する機序、並びにヒト生殖機能や自律神経に与える影響を時間生物学の立場か
ら考察することです。胎内環境と生活習慣病の関係にも興味があります。
東海大学医学部付属大磯病院は中郡を中心とした周辺地域の中核病院です。これまで、優秀な先人の

多大な努力が築き上げた大磯病院の婦人科を、さらに発展させることが私の使命と考えております。そ
のためには病診連携を強化した紹介患者さんの増加が必要不可欠です。丁寧な正確な医療の提供を心が
け、紹介医との情報交換を密にすることが大事と考えます。
悪性腫瘍の治療は手術、化学療法と放射線治療を東海大学付属病院と連携して行っていきます。良性

腫瘍は、低侵襲な腹腔鏡下の手術を積極的に行います。周辺には腹腔鏡を用いた手術を行っている施設
は無いようです。地域住民の要請は大きいと推測します。また少しでも付属病院のサポートになればと
考えています。膣式手術も積極的に行っていく予定です。藤田保健衛生時代は自律神経外来を創設しま
した。大磯病院においても、機器を用いた自律神経機能の客観的評価を実施し、月経前症候群や更年期
障害の方の治療にお役にたてればと考えております。さらに予防医療の概念を幅広く取り入れ、月経不
順、摂食障害、卵巣摘出、婦人科癌手術等の既往のある女性の骨密度、糖代謝、脂質や血圧の異状を早
期に発見し治療する医療を行っていく予定です。地域住民の健康を守るべく、全力を挙げて任務に取り
組むつもりです、心からのご支援ご指導よろしくお願いいたします。



画像診断学 教授に就任して
画像診断学教授　長谷部 光泉

この度、2012年４月１日付にて、東海大学医学部医学科 専門診療学
系 画像診断学領域 教授（専任）を拝命し、東海大学医学部付属八王子病
院に赴任させていただきました。就任に際して、星医会会員の皆様にご挨
拶申し上げます。４月に赴任以来、新参者かつ若輩者の私を、星医会会長
の金渕一雄先生をはじめとして、八王子病院の多くの星医会会員の先生に
暖かく迎えていただき、毎日充実した日々を送らせていただいております。
私は、画像診断専門医でもありますが、最も得意とする専門分野は、

IVR・血管内治療でございます。肝臓癌などのカテーテル治療、術後出
血・胃静脈瘤・消化管出血・外傷や腫瘍、産科領域の緊急出血の塞栓術、腹部・骨盤腔動脈瘤の塞栓
術、下肢閉塞性動脈硬化症や重症虚血に対する拡張術、頸動脈ステント、また、非血管系では、CTガ
イド下の生検やドレナージ、肝腫瘍や肺腫瘍で通常では難渋するような症例に対する CTガイド下ラジ
オ波焼灼術など多くの手技を行って参りました。昨年は東邦大学医療センター佐倉病院において、年間
約600例の症例を経験してまいりました。４月に東海大学に赴任して以来、八王子病院におきましても、
既に、列記したような症例が多く入ってきております。
院外・院内救急をはじめとして、他科の先生のニーズに的確に対応できるように誠心誠意がんばるつ
もりでございます。
研究面では、「医工連携プロジェクト」を長年行っております。医工連携の環境が当たり前だと思い

込んで帰国したものの、そのような環境は日本国内にはまったく整備されておらず非常に戸惑いを覚え
たのが昨日のことのようです。1999年に帰国後、すぐに自ら医工連携プロジェクトの模索をはじめまし
た。当時の医工連携のスタイルは、企業が独自の開発あるいは工学部サイドのアドバイスを得て作製し
たものを、医者にもってきては捨て、持ってきては捨て、時には拾ってもらう、というようなスタイル
が当たり前でした。医者は、病院でどかっと座って、デバイスを待ち、感覚的に評価し、それを採択し、
もし患者に使って不具合が出れば捨てる、あるいは次の新製品がでるまで我慢して待つ、というような
非常に効率の悪い開発スタイルが定番でした。また、血管内治療のデバイスに関しては、80％は海外の
輸入製品に頼っているのが現状で、国家的な戦略としても遅れている、安全保障上の観点からも問題が
あるのではと思いました。私は、臨床を辞めることなく、逆に臨床で起こっている問題点を徹底的に洗
い出し、その問題点を自分の中心軸に起き、その左側に原因の解明のための基礎研究、右側には、患者
様に直結するデバイスの開発を目指して、研究を継続して参りました。2000年当時に、薄膜技術（特に
炭素系素材）の専門家であった見ず知らずの慶應義塾大学理工学部機械工学科の鈴木哲也教授（当時、
准教授）の部屋のドアを急に叩いて突撃プレゼンを行い、理工学部の学生さんを一人研究に貸していた
だける約束を取り付けました。今考えると、大変無謀なことだったように思います。その後、20代～30
代の若い理工学部研究者に医学部の若い先生を加えて、研究を行い、現在では、30人におよぶチームに
まで成長しました。その研究の中で、最も実用に進んでいるものは、DLC = diamond-like carbon (ダイ
ヤモンド様の炭素系素材 )ナノコーティングの冠動脈ステントへの実用化です。ダイヤモンドは、炭素、
水素で主にできており、体の成分に非常に近いため生体適合性が高いことが知られていました。我々の
グループは、この DLC薄膜の抗血栓性を証明し、また、これにわずかなフッ素を加えたフッ素添加 DLC

薄膜コーティング（ナノメートルオーダーの薄膜）を新規に開発し、その高い抗血栓性を示して参りま



した。実際にこのコーティングをステントにコーティングする技術の開発を行い、DLCコーティング冠
動脈ステントに関しては、既に欧州治験、国内治験が終わり、国内での許認可の目前となってくるまで
になっております。蛇足ではありますが、この DLCのコーティングは、医療よりも前に、あのペット
ボトルのお茶（キリン「生茶」ホットなど）の内腔にも10ナノメートルの薄さでコーティングされて実
用化されております。研究の途中で、このコーティングが分子をバリアする性能が証明されたからです。
ペットボトルは実は、酸素や二酸化炭素が通過するために、特にデリケートなお茶では、酸化してしま
い味が変化してしまうのです。ホットのお茶は特に味が変わるので、このコーティングが採用された経
緯があります。医療の為にはじめたのに、先に、食品包装に実用化されるとは思ってもみませんでした
が、それだけ、安全性が高いという証明にもなりました。　
現在でも、臨床現場での問題点を踏まえて、医療材料や血管内デバイスの開発、抗血栓性材料、ナノ

マテリアルの開発を行っております。週に１回は必ず合同ミーティングを行っております。今後は、東
海大学を中心に、医工連携を推進していきたいと思っていますので、星医会の若い会員の先生でご興味
をお持ちの方、また共同研究を行いたいという先生に是非、気軽にお声を掛けていただければと存じま
す。
今後とも、精一杯がんばりますので、星医会の会員の皆様に、ご指導・ご鞭撻を賜りたいと存じます。

よろしくお願いいたします。

【経歴】
1994年　慶應義塾大学医学部医学科卒業
1994年　慶應義塾大学病院にて研修
1994年　 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程（放

射線医学）（平松京一教授）
1996年　 Harvard 大学医学部 Brigham & Women's 

Hospital放射線科心臓血管造影及びインター
ベンショナル部門留学：主任研究員 1999年
に帰室）

1998年　慶應義塾大学医学部助手（放射線科学）
2003年　 国家公務員共済組合連合会立川病院　放射線

科　医員
2004年　 慶應義塾大学理工学部機械工学科（鈴木哲也

研究室）共同研究員．
　　　　ナノメディカルデバイスチームリーダー（兼任）
2005年　 国家公務員共済組合連合会立川病院　放射線

科　医長

2006年　 博士（医学）（慶應義塾大学医学部医学科：
栗林幸夫教授）

2008年　 博士（工学）（慶應義塾大学理工学部：鈴木
哲也教授）

2008年　 東邦大学医学部医学科放射線医学講座　講師
（佐倉医療センター）

　　　　 東京大学医学部付属病院　輸血部　客員研究
員（兼任）　　　　　　

2009年　 東邦大学医学部医学科　放射線医学講座　准
教授（佐倉医療センター）

2012年　 東海大学医学部医学科専門診療学系　画像診
断学領域　教授（専任）

　　　　 東海大学医学部付属八王子病院　放射線科　
医長代理

【専攻分野】
放射線診断学，血管内治療，画像支援下低侵襲治療
（IVR），機械工学，材料工学



今年は金渕一雄先生（心臓血管外科学：２期生）、小田真理先生（脳神経外科学：８期生）、西隆之先
生（消化器外科学：８期生）、鈴木俊之先生（消化器外科学： 11期生）、高清水眞二先生（消化器内科
学：14期生）、酒井大輔先生（整形外科学：20期生）、馬淵智生先生（皮膚科学：20期生）の７名が准教
授に昇格されました。その内２名より寄稿をしていただきました。

准教授に昇格して
付属大磯病院 外科准教授　西　隆之（８期生）

星医会のみなさま、こんにちは。私は2012年４月に准教授に昇格させていただいた東海大学医学部付属大
磯病院外科の西　隆之です。今回の昇格にあたってつくづく思うのは、「学会発表はするけど、論文は書か
ない。臨床でもさしたる高度な技術を持ち合わせていない。研究においてはもうここで書く事すら恥ずかし
い能力」そんな私が准教授になれたのは、みなさまのさまざまなご支援のおかげと大変感謝しております。
はやいもので私が東海大学医学部の門を叩いて30年が経ちました。学生時代の思い出はあまりに多すぎて書

ききれません。大学に入って親元を離れ、はじめての一人暮らしでウキウキしていたのを覚えています。伊勢
原校舎の学園祭である伊勢原祭実行委員として、開催前日に徹夜で立て看板を作った事。当時はまだ舗装され
ていなかったヤビツ峠を同級生と深夜ドライブしたこと。授業をぬけだして、病院裏のテニスコートでずーっと
テニスをしていたことなど、本当によく遊びました。食生活では、大神宮通りの「いとう食堂」にお世話になり、
おばさんが結婚したときに皆でお祝いを贈ったら、お返しに食堂を貸し切りにして食べ放題にしてくださった
ことも良い思い出です。また、サッカー部では副キャプテンとして学業以上に励みました。現在、伊勢原の病
院うらの駐車場、あそこが僕らのホームグラウンドでした。夕方暗くなると車のヘッドライトをつけて、一つし
かないサッカーゴールにむかってシュート練習をしました。その成果が出て仙台で行われた東医体で、前年度
優勝校の信州大をやぶりベスト４に入り、広島で行われた全医体に出場できたことは忘れられない思い出です。
医学部卒業後は、興味のあった消化器外科学教室を迷わず選びました。消化器外科の臨床チームはひとつ

のファミリーのようで、朝から夜まで日曜祝日もなく働き夕食はいつも先輩の先生にごちそうしていただき
ました。当時の研修医初任給は３万５千円でしたが、使うひまもなく、特に困りませんでした。当直も忙し
く、最高で月14回やった事があります。現在の新しい制度のもと、研修医の先生方のめぐまれた生活をみて
いると、うらやましい反面、昔の方が良かったとも思い、時代の流れや価値観の変化を感じます。
５年めのチーフレジデントを終えて出向し、様々な病院でお世話になりました。付属の東京病院、大磯病

院をはじめ、日本鋼管病院、寿康会病院、育生会横浜病院、西湘病院、湘南中央病院では、どちらも良き師、
良き同僚、良き後輩にめぐまれて大変勉強になり、楽しく仕事ができました。またこの間、教室のご配慮に
より米国の UCLAへ２年間も留学させていただけた事は、学問だけではなく、私の人生観にも大きな影響を
与え、大変充実した日々でした。
2009年からは大磯病院外科に勤務しております。当院の特徴は患者さんの年齢がとても高いことで、手術患者

さんが80歳代はあたりまえ、90歳代でも積極的に治療します。昨年、95歳の直腸癌の患者さんが私の外来にいらし
てこうおっしゃいました。「私は95年間生きてきました。ですからもう少し長生きしたい。」直径７cmの腹部および
総腸骨動脈瘤のあるハイリスク症例でしたが、術前に動脈ステントを挿入して破裂の危険を回避してから低位前方
切除術をおこない、お元気に退院されました。この症例を経験して、手術がうまくいくかどうかは、手術のテクニ
ックや術前術後管理はもちろん重要ですが、患者さんご本人の意欲、気力が非常に大事であることを学びました。

卒業生の学内準教授 ７名誕生



さて最後に、今回の昇格は、私一人の力ではとうていなし得なかったとつくづく感じております。星医会
の会員のみなさまのご支援もあったからこその准教授昇格と感謝しております。今度は私がみなさまにお返
しする番だと決意を新たにしているところです。私で何かお役に立つ事、お手伝いできることがございまし
たら、どうぞご連絡下さい。
星医会および会員のみなさまのますますのご発展をお祈りいたします。

30生、板戸会、空手道部、そして皮膚科
皮膚科学准教授　馬渕 智生（20期生）

2012年４月１日付けで、小澤　明教授のご推挙により専門診療学系皮膚科准教授に昇格させていただ
きました。これまで温かく、時に厳しくご指導くださった小澤教授、研究をご指導くださった分子生命
科学の猪子英俊教授、岡　晃先生、Medical College of Wisconsin皮膚科の Sam Hwang教授、そして診
療、研究を共に行ってきた多くの方々に改めてお礼申し上げます。
さて、このたび星医会会報に寄稿する機会をいただきました。星医会会員を対象とした会報ですので、

東海大学でお世話になった方々との繋がりを、ごく一部ではありますが執筆させていただきたいと思い
ます。私は1993年に「30生」として東海大学医学部に入学いたしました。面白いもので、同じ東海大学
医学部の学生でも、それぞれの学年特有の気質があるのですが、30生は私にとってはたいへん居心地の
良い学年でした。「板戸会」なる友人達と過ごした日々はたいへん良い思い出です。また、当時のカリ
キュラムでは５年次よりポリクリが始まり、学生室と呼ばれる一室を医学部から貸与され、そこを拠点
としながらのスモールグループでの病棟実習をさせていただきました。不勉強で成績が悪かった私はポ
リクリ班の仲間や多くの友人に叱咤されながら、卒業試験、国家試験を無事に乗り切ることができまし
た。ポリクリから国試までという苦痛になりがちな２年間を楽しく過ごすことができたことは本当に幸
運なことでした。仲間、友人には感謝しています。ちなみに、当時の学生室は皮膚科教室の並びで、当
時助教授だった小澤先生のお部屋のお隣でした。当時、既に皮膚科への入局の意思を固めていた私は、
皮膚科の先生方にも積極的に話しかけていたのですが、小澤先生が最も気さくに接してくださいました。
その後、小澤先生が教授に就任された年に、私は皮膚科へ入局したわけですが、気兼ねなく相談できる
師であることは当時も今も変わっていません。
学業は疎かにしていた私ですが、学生時代を通して空手だけは熱心に取り組んでいました。医学部の

空手道部への入部をきっかけに東海大学 OBで体育会空手道部コーチである前田利明先生が主催されて
いる道場（明空義塾）にも通い、週４～５日は稽古に励んでいました。空手道部の諸先輩には空手道は
もちろんですが、酒席での作法、目上の方と接する際の礼儀を学びました。これらの知識が社会人とな
ってからどれだけ役に立ったことでしょうか。感謝すると同時に、マナーを教えてもらう機会がないま
ま社会人となってしまった方々を見かけると気の毒に思うことがあります。そのような空手に打ち込め
たのも、良き先輩、後輩、そして何より良き同級生に恵まれたからでした。
今後も人との繋がりを大切にしながら、診療、研究、教育に精進していく所存です。今後もご指導、

ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。最後に東海大学と星医会の益々のご発展を祈念い
たします。



星医会理事　継　淳（９期生）

今年の総会は、くしくも未曾有の東日本大震災が発生したちょうど一年後の３月11日に京王プラザホ
テル「錦」において催され、145名の参加者がありました。参加した全員は一年前の出来事をあらため
て思い出し振り返りながらの開会となりました。
総会では例年のごとく、参加者全員による校歌斉唱の後、金渕星医会会長より一年間の星医会事業報
告がありました。引き続き髙野二郎 東海大学学長、今井裕 東海大学医学部長、猪口貞樹 東海大学付属
病院長、中村宏 東海大学同窓会会長の来賓ご挨拶をいただきました。そして幕内博康 東海大学伊勢原
校舎・付属病院本部長による乾杯のご発声で楽しい宴が始まりました。例年のごとく同窓生同士、恩師
との笑い声のつきない楽しいひとときが続きました。会場のいたるところに久々の再会あり、恩師の先
生を中心に幾重にも会員の輪が広がる光景がみられました。
また、例年、星医会若手会員のなかから優れた研究論文に対し星医会賞を授与しておりますが、今年

度は23期生で乳腺・内分泌外科学助教の新倉直樹先生が選ばれ受賞されました。また星医会奨励賞には
27期生で皮膚科学大学院・臨床助手の比留間梓先生が選ばれ受賞されました。例年のことながら優れた
研究論文の応募が相次ぎ、賞に選ばれた論文はもちろん応募された論文はいずれも甲乙つけがたい力強
いものばかりで、審査員もかなり苦労されておられるとの今岡千栄美理事からの講評もありました。
今年もたいへん残念ではございますが、基礎医学系医学教育・情報学の大櫛陽一先生、同じく津田道
夫先生、基礎医学系生命倫理学の市川家國先生、内科学系神経内科学の高木繁治先生、外科学系消化器
外科学の生越喬二先生、外科学系整形外科学の岡義範先生の６名の退職教授がありました。当日は市川
家國教授と生越喬二教授のお二人に参加いただきご挨拶を賜りました。いずれの先生方も長きにわたり
お世話になり、参加した会員からのお礼の言葉が絶えませんでした。
さらに、医学部学生の課外活動で今年度優秀な成績をおさめた柔道部、バスケットボール部にはそれ
ぞれ星医会より学生課外活動奨励賞が贈られました。両クラブともにここ数年間は東日本では敵無の成
績をおさめており、まさしく「文武両道・東海大学ここにあり」の活躍です。
ここ数年の星医会総会では会員親子（ご子息も学生会員）で参加される姿が散見されます。それでも
卒業間もない会員の先生方は少数であり、今後はより若い世代の会員の参加を期待したいところです。

第32回星医会総会報告

左：市川家國先生　右：生越喬二先生 課外活動奨励賞を受賞した柔道部とバスケットボー
ル部の部員



星医会副会長　池田 正見（2期生）

東日本大震災より丸１年目の2012年３月11日、第14回支部長連絡協議会を開催いたしました。震災１
年の行事等で参加できない支部長もおりましたが代理の先生に出席いただき現在35支部会中25の支部会
より出席していただきました。
本年度より神奈川支部会が900名を超える会員がいるため、ブロックを湘南支部、県央支部、横浜・

川崎支部として活動を行っております。東京支部も昨年度より城東支部が立ち上がりました。今後支部
名は決定しておりませんが城北、城南、城西、中央等の支部会を計画中であります。
2011年度に星医会本部に報告された支部会活動は16支部でありました。報告されない活動もあるかも

しれませんが、報告では各支部で様々な形で行われております。講演会と懇親会、懇親会のみ、合同開
催、中には会員の還暦祝いの会など様々であります。
数名での開催から50名に及ぶ開催などそれぞれに楽しさもあり問題もあるようです。
今回の支部長連絡協議会においても各支部より報告をいただきましたが、共通した問題点は若い会員

の方々の参加が少ない点のようです。色々な努力を各支部で試行錯誤しているようですが答えはなかな
か見つかりません。各支部会だけでは人数が少ないが、合同支部会では少し集まるなど光も無いわけで
はありません。年代別のリーダーを作るなど是非検討をお願いいたします。またご意見、ご提案がござ
いましたらご連絡ください。
2012年度の活動も始まりました。６月の静岡支部、７月四国、北海道、８月沖縄、９月は長野、北東

北、10月には九州合同等現時点での開催が予定されております。
各支部におかれましては是非支部会を開催していただき継続することを希望いたします。
昨今の受験事情により全国の私立医科大学では東京、神奈川の合格者が多く、支部会の危機が言われ

ております。新研修医制度が始まり星医会会員の多くが地方の大学や病院で研修医として活躍しており
ます。支部会の活動を活発に、強固にして地方で研修する星医会会員にも参加を呼びかけ、支部会の危
機より脱却していきたいものです。
各支部におかれましては是非支部会を開催していただきます事はもとより、多くの会員が参加する工

夫をお願い申し上げます。

参加支部会  
北海道支部 （吉田貴彦・伊藤宇一）
北東北支部 （金子　雅）
秋田支部 （木村　衛）
宮城支部 （萱場　潤）
千葉支部 （椎名泰文）
東京城東支部 （菅野公司）
湘南支部 （中村世郎・後藤研一郎）
横浜川崎支部 （臼井和胤）
県央支部 （岡本裕一）

山梨支部 （矢崎考二）
長野支部 （原　卓司）
新潟支部 （笠原　紳）
岐阜支部 （河合憲司・竹中元康）
静岡支部 （宮澤正行・小林俊雄）
愛知支部 （高浜信也）
大阪支部 （奥井克治・明石裕光）
三重支部 （中本節夫）
広島支部 （福原一作）

四国支部 （松山毅彦・真鍋上二）
長崎支部 （檀野雄一）
熊本支部 （日高康博・前田篤志）
宮崎支部 （萩原　忍・千代反田 滋）
大分支部 （森　哲・姫野浩毅）
鹿児島支部 （徳永雅仁）
沖縄支部 （比嘉　靖）

第14回全国支部長連絡協議会報告



第18回星医会賞報告

星医会賞担当理事　今岡 千栄美（３期生）

本年３月11日、星医会総会において星医会賞の表彰が行われました。
今回、受賞の栄誉を勝ち取られたのは外科学系乳腺内分泌外科学の新倉 直樹君（23
期生）です。
論文表題は Loss of HER2 Expression in Metastatic Sites of HER2-Overexpressing 

Primary Breast Tumors です。
そして、星医会賞奨励賞には専門診療学系皮膚科学の比留間 梓さん（27期生）が選
ばれました。
おめでとうございます。
残念ながら受賞には至りませんでしたが、今回ご応募いただきました先生方、ご尽

力、ご協力いただいた皆様方に心より御礼申し上げます。
今号に新倉先生、比留間先生の受賞論文要旨を掲載しておりますのでぜひご精読く

ださい。

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



星医会賞

乳癌におけるHER2陽性原発腫瘍と  
再発腫瘍におけるHER2発現の違いの臨床的意義

乳腺・内分泌外科学　新倉 直樹（23期生）

目的
HER2は細胞表面に存在する糖タンパクで細胞増殖、分化などの調

節に関与している。 乳癌の腫瘍内で過剰増殖したものが HER2陽性
乳癌であり、全乳癌患者の20－25％とされる。 HER2陽性乳癌に対し
てはトラスツズマブを用いて治療することが推奨されている。
乳癌における HER2の発現は原発腫瘍と再発腫瘍では変化することが少ないといわれていた。しかし
近年、HER2を標的とした分子標的治療薬であるトラスツズマブを使用すると HER2陽性の原発性腫瘍
が HER2陰性の再発腫瘍に変化する症例があるとの報告がある。私達の仮説はトラスツズマブによって
HER2陽性の原発性腫瘍が HER2陰性の再発腫瘍に変化する症例を増加させると考えた。研究の目的は
原発腫瘍と再発腫瘍の HER2の発現を比べた。さらに、再発腫瘍で HER2が陽性のままであった症例と、
陰性へと変化した症例の生存期間を比べた。

方法
1997 2008年の間に University of Texas M. D. Anderson Cancer Centerの乳癌のデータベースを使用し、
原発性腫瘍が HER2陽性で再発腫瘍の HER2を測定している182症例を同定した。

結果
182例中43例（24％）が再発腫瘍で HER2陰性と診断された。再発腫瘍の生検の前にトラスツズマブ

が使用された76例のうち15例（20％）、使用されなかった106例のうち28例（26％）が再発腫瘍において
HER2陰性と診断された。HER2が陽性から陰性へと変化する確率はトラスツズマブによって変化せず
（P＝0.296）、化学療法によって変化していた（P＝0.022）。再発腫瘍が HER2陰性に変化した患者群の方
が HER2陽性のままの患者群よりも全生存期間が短かった（hazard ratio＝0.43; P＝0.003）。再発腫瘍が
HER2陰性へ変化した症例に HER2を標的とする治療が行われた患者が７例認められたが、HER2を標的
とする治療が行われていない患者との間に生存期間の延長は認められなかった（HR = 0.82, P = 0.719）。

結論
20％以上の HER2陽性原発腫瘍の症例が HER2陰性の再発腫瘍へと変化した。トラスツズマブは再発
腫瘍が HER2陰性となる確率を増やさなかった。再発腫瘍で HER2陰性となった患者群の予後が HER2
陽性の患者群よりも不良であった。我々の結果は HER2陽性の原発腫瘍が再発をした場合、患者の予後
を知るため、また適切な標的治療を行うために、再発部位への生検が必要であることを示唆している。
今後、前向きの臨床試験で検討が必要だと考えられる。



星医会賞奨励賞

乾癬感受性遺伝子の解析 
～CADM2遺伝子発現の検討～

皮膚科学　山田　梓 （旧姓：比留間） （27期生）

尋常性乾癬は、表皮の肥厚・角化を特徴とする炎症性角化症の代表
的疾患で、遺伝的要素と環境要素により発症する多因子性遺伝性疾患
である。われわれのグループでは、全染色体にわたり約３万個のマイ
クロサテライトマーカーを設定し、これを用いて日本の乾癬患者561
例、健常者561例を対象に遺伝的関連解析を行い、乾癬感受性遺伝子を４つに絞り込んだ。うち３つに
関しては、既に乾癬との関連を報告した。

目的
本研究では、４つの感受性遺伝子のうちの１つである CADM2遺伝子に対し、乾癬における関連を明

らかにするため、以下の手法を用いて検討を行った。

方法
① CADM2 （cell adhesion molecule 2）遺伝子のスプライシングバリアントの組織発現特異性について

評価した。既報告の３つのバリアント識別できる４つのプライマーセットを設計し、これらの組織特異
性、特に乾癬に関係する部位での発現について検討した。②乾癬と関連のあるマイクロサテライト周囲
の連鎖不均衡を調査するために、69個の SNPを配置してタイピングを実施した。③ CADM2遺伝子の
それぞれのスプライシングバリアントの乾癬における発現レベルが、感受性アリルと関連があるかどう
かを調べるために、バリアント SP1, SP2、SP5, SP6を対象に、健常者56例、乾癬患者64例の末梢血から
得られた cDNAを用いて、定量的 RT PCRを用い、その発現を検討した。

結果
①いくつかの組織において、未知のエクソンが存在している可能性が示され、最終的には２つの新し
いエクソンと、５つの新しいスプライシングバリアントを見出すことに成功した。②マイクロサテライ
トで得られた感受性アリルは、タイピングされた全ての SNPにおいて他のどのアリルよりも、乾癬と強
い関連を示した。また、この領域には強い連鎖不均衡が推定され、この領域を含むハプロタイプブロッ
クは、乾癬との強い関連を示した。③ SP5 6の発現頻度と、乾癬感受性アリルのアリル数との間に、有
意な負の相関が示された。

考察
乾癬感受性アリルとリスクハプロタイプ領域に位置する SP5 6の発現頻度との間に負の相関があるこ

とが本研究により明らかとなった。②により遺伝学的な強い関連が示されたが、③によりその遺伝子座
と物理的に近い遺伝子（CADM2遺伝子）発現との間の関連が明らかとなり、CADM2遺伝子は、乾癬疾
患感受性遺伝子として、乾癬の病態もしくは病因形成に何らかの関わりを持っている可能性が示唆され
た。



第19回星医会賞募集

●応募方法（申請用紙は下）

　１．自薦・他薦は問わない
　２．英語あるいは日本語による学術論文とし、本会会員が筆頭著者であるもの
　３．資格は本会入会後10年以内の者とする（本年の場合は、24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19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。
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第12回東海大学同窓会ホームカミングデーに参加しよう

 ホームカミングデー実行委員

星医会副会長　白石 光一（５期生）

毎年建学祭期間の11月３日文化の日に東海大学全学の同窓会ホームカミングデーが開催されます。
2012年11月３日土曜日に湘南校舎で予定されています。毎年医学部参加者は少なく淋しい思いをしてい
ます。是非ご参加ください。

医学部同窓生のみなさん。ご家族と一緒に遊びに来てください。

第12回ホームカミングデー開催のお知らせ

　ホームカミングデーに参加して得すること　

１．東海大学の全学部が一か所に集まることができ母校の規模の大きさに感激します。
２． 全学部のデモンストレーションがあり子供から大人まで楽しめます。医学部は、メタボリックシン

ドローム、肥満、脂肪肝、脳血管疾患の展示と健康相談、血糖チェックが盛況でした。阿蘇の農学
部は農産加工食品の試食会、清水の海洋学部は駿河湾水深1000ｍの深層水に触れる、熊本の総合
経営学部は地域農家支援プロジェクト五ヶ瀬町のおいしいワインの試飲、など全部で22学部が趣
向を凝らしています。

３．パーティー、ゲーム、大抽選大会がありあっという間に時間が過ぎていきます。
４．建学祭も行われているので学生の企画への参加もできます。
５． 湘南校舎キャンパスツアー（事前申し込み）があり普段見られないものがみられます。昨年は図書

館の秘蔵のものだったそうです。
６． ホームカミングデー限定品が手に入ります。ちなみに私は、T WAVEの金太郎あめと日本手ぬぐ

いを毎年買います。以前購入した T WAVEマーク付きバナナケースも愛用しています。
７． 東海大学チャレンジセンターが毎年ソーラーカーラリーで世界一になっていますが、そのソーラー
カーの展示もされます。

８． 長らく湘南校舎に来られてない方は、大根駅が東海大学前駅に変わり駅前が整備されていますので
驚くでしょう。

９．校舎までの坂は相変わらず急で危険ですが緊張を味わえます。最後の２、３段は足が上がりません。
10．同窓会AO入試相談コーナーがあります（医学部は対象ではありません）。
11．ちょっとしたクラス会に使えます。



第106回医師国家試験を振り返って
 医師国家試験対策委員長

血液腫瘍内科学　川田 浩志（10期生）

先生方におかれましては、いつも学生教育にご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。東
海大学医学部医師国家試験対策委員長をつとめさせていただいております川田浩志です。昨年の第105
回医師国家試験では、新卒者の合格率（93.6％ 103/110名）が全国平均（92.6％）を超え、既卒をあわ
せた全体（89.3％ 117/131名）でも全国平均に達し、東京医大についで２番目に多くの合格者を東海大
学から輩出することができましたが、今年の106回医師国家試験の結果は、ワースト・ランキングにこ
そ入りませんでしたが、皆さますでにご存知のように、あまり芳しいものではありませんでした（新
卒89.1％ 82/92名（全国平均93.9％）： 71位 /80校、既卒64.3％ 9/14名（全国平均60.0％）： 34位 /80校、
全体85.8％　91/106名（全国平均90.2％）： 69位 /80校）。これは、もちろんひとえに国家試験対策委員
長である私の不徳の致すところであり、皆様に深くお詫びを申し上げる次第ですが、受験の当事者であ
る学生側の要因も私なりに分析いたしました結果、以下のようなことが結果に大きく影響したと考えら
れました：①卒業試験本試験下位合格者が油断したこと、②学年全体として相対的に学力レベル /モ
チベーションが低かったこと、③新卒者の人数がたいへん少なかったこと、④一般問題と臨床問題の合
格ラインが一層上昇したこと、⑤メンタル面や性格にやや問題のある学生が多かったこと。
まず、①についてですが、昨年は卒業試験を本試験で合格した（つまり再試をまぬがれた）学生から

の国試不合格者は２名（cf.再試受験者からの不合格者５名）であったのに比して、今年は８名もの多く
（cf. 再試受験者からの不合格者２名）が国試不合格となりました。これは、国試結果の良かった年の翌
年に往々にして起こる現象なのですが、学生たちの一部が前年のデータを見て「自分たちもまあ大丈夫
だろう」と油断して卒業試験後に勉強のペースを落としてしまったのです。これらの不合格者は、いず
れも平均点以下での卒試合格者です。一方で、今年は国試の１ヶ月前まで（強制的に？）勉強を強いら
れてきた再試受験組は、５/７名が国試合格を果たしました。②につきましては、すでに４年生時に受験
した CBTの結果が、その前後の学年に比してもっとも悪い結果であったことなどからも客観的に認識さ
れており、昨年に本誌で105回の結果をご報告させていただいた際にも、皆様に学生への叱咤激励をお
願いしていたのでございました。③に関しましては、医学部の教育システムの変化などで生じたもので、
しかたがないのですが、新卒全員で100人にも満たないと、全体の合格率でドライに比較される国試に
おきましては、辛い面もあります。④は、今年の結果にかなり大きく影響したと考えられますが、現在、
国試の合格基準は上昇傾向にあります（105→106回：一般問題64.5％→67％、臨床問題62.5％→71.2％）。
これは、難問が減って基本的な問題がより増えたことが大きく関与していますが、じつは東海大学医学
部の学生は全国の８割以上の学生が解ける国試の基本問題を（もっと正答率の低い問題よりも）取りこ
ぼす傾向があることが国試予備校の分析結果からわかっておりますので、このような出題傾向は東海大
学生にとってはむしろマイナスに働くと考えられるのです。⑤につきましては、本当に頭の痛い問題で、
メンタルに問題がありますと、こちらサイドで単に勉強を頑張らせればよい、というわけには参りませ
ん。今年は、とくにメンタルに問題をかかえている学生が目立ちました。
以上の反省・分析結果をふまえ、今後の国試対策を以下のようにプランいたしました。①卒業試験の

本試下位合格者へもより積極的な介入を行う。具体的には、本試が70％以上～75％未満のスレスレ合格

第106回医師国家試験結果報告



者には、70％未満不合格者と同様に面談を実施するとともに、１月初旬の再試験を受験させる（合否に
は関係ないが、受験が卒業のための条件とする）。②懇話会教員へも成績を配布し、適時アドバイスい
ただくこととする。②基本問題を落とさないように、今一度、基礎をしっかりと固めさせ、より深い理
解力を問う出題を卒試に増やす。③2013年度卒試よりは、国試に対応して合格ラインの引き上げ（70％
→72.5ないし75.0％）を検討する。④大学・医学部として、学生の質の改善に一層取り組む：入試での
面接の重視／学費の減額／高学年の進級基準の見直し／より早期からの「臨床実践型の対応力をつける
教育」の導入など。
今年の国試の大学別順位一覧をご覧の皆様はお気づきのように、今や私立大に限らず、国公立大も大
変苦戦しており、より国試に特化した（＝より実際の臨床を重視した）教育・勉強が求められておりま
す。とはいえ、卒試で平均点以上取って卒業する者のなかには、国試不合格者は一人もおりませんので、
諸先生方が長年苦心して改良してきた結果である今の東海大学医学部の教育システムや教育内容自体に
は、実はそれほど大きな問題はない、と私個人的には考えております。また、学生たちにしても、東海
大学医学部の目標である「良医育成」をじゅうぶん達成できる人柄を兼ね備えた者ばかりです。…が、
家柄も良くて温厚なためか、ややハングリーさ、自分の人生の舵取り力（自己ブランディング力）が弱
い者もまた多いかもしれません（私の個人的な意見です。すみません）。これは昨年も書かせていただ
きましたが、いくら私たちが「くやしい～‼ もっと、がんばるゾ～～‼」と息巻きましても、国試を
受験するのは当然ながら学生たちですので、皆様におかれましても、どうかお時間の許す範囲で、学生
たちに暖かな叱咤激励を贈っていただければ幸いです。
今年度も、何卒宜しくお願い申し上げます。

◇第106回医師国家試験結果
本学卒業生

受験者数 合格者数 合格率
新　卒   92 82 89.1％
既　卒   14   9 64.3％
合　計 106 91 85.8％

全国平均
新卒合格率 既卒合格率 総合格率

国立大学平均 94.3％ 54.6％ 90.5％
公立大学平均 95.1％ 79.3％ 93.9％
私立大学平均 90.2％ 66.9％ 90.2％
総計平均 93.9％ 60.0％ 90.2％

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

第102回（2007） 110 106 90.6％ 8,573 7,535 87.9％
第103回（2008） 107   88 80.0％ 8,535 7,733 90.6％
第104回（2009） 130   82 76.6％ 8,428 7,668 91.0％
第105回（2010） 131 110 84.6％ 8,447 7,538 89.2％
第106回（2011） 106   91 85.8％ 8,521 7,688 90.2％



星医会　秋田支部便り
秋田支部支部長　木村　衛（４期生）

３月の星医会総会の前に秋田支部で会が開けなかったので、総会後総会の報告がてら集いを持とうと
思っていました。
たまたま星医会総会のおり金渕会長から「４月に秋田で学会があるので集まれないかな……」との話

があり、学会の最終日が良いだろうということで４月20日に秋田支部の集まりを計画しました。ところ
が病院でのトラブルで会長は19日一度東京に戻り20日また秋田での会に出席するために20日にまた秋田
に出かけるという気の毒なスケジュールを強いてしまいました。
多くの支部でも同様でしょうが秋田支部の会員の増加は少なく、集まる会員も固定する傾向にありま

す。また、今回は開催が急だったこともあり集まる会員の数がいつもより少ないことが想定されました。
受験期の子弟を持つ会員も複数いることから情報収集の意味もあり、会員の奥さんも同伴でとお誘いし
ました。実際は私と熊谷肇君夫妻の二組だけが夫婦参加でした。
しかし、いつもの飲み会中心の支部会と会話の内容違い実務的な情報も含め有意義なものとなりまし

た。
今後秋田支部では、可能な限り夫婦参加で支部会を行いたいと考えています。
私ごとではありますが、総会の際に九州支部からメーリングリストに加えてもらう話を頂きメールが

届きます。卒後時間も経過し、仕事やスケジュールにやや余裕も出てくる会員も増えると思われますが、
私も機会をみて他の支部の会に参加したいと思います。地域の違う星医会での交流は自分所属する支部
活動にも役立つのではないでしょうか。

支部便り

上段左から　熊谷　木村　下段左から　亀谷　金渕　木村　熊谷



第30回日本臨床細胞学会神奈川県支部学術集会を終えて

産婦人科学　三上 幹男

平成23年10月１日、第30回日本臨床細胞学会神奈川県支部学術集会を横浜情報文化センターにて開催
させていただきました。158名の皆様に参加していただき、10題の一般演題のあとに、教育講演として、
埼玉医科大学国際医療センター病理診断科の安田政実教授に「卵巣腫瘍・頸癌・体癌取扱い規約改訂の
あれこれ」、東海大医学部付属病院病理検査技術科 伊藤仁技師に「乳腺細胞診のピットフォール」とい
う演題でタイムリーなお話をいただきました。
「日本臨床細胞学会」とはあまり聞いたことのない学会と思いますが、臨床細胞学・細胞診断学の学術
研究とその成果を実地臨床に応用することを推進する専門学会です。細胞診はその起源を1961（昭和36）
年に遡ります。近代細胞診は1928年 Papanicolaou博士により始められましたが、当初、子宮頸癌診断法
としての有用性が認識されました。現在は、がん検診の実施手段として、子宮頸がん検診、子宮体がん
検診、肺がん検診、乳がん検診に用いられています。本学会の重要な活動目的の一つとして、細胞診専
門職の養成と認定があります。細胞診専門医資格は、本学会が指定する研修と学術研究の成果を挙げた
医師（歯科医師）に専門医試験を課し、この合格者に付与されます。また、細胞検査士資格は、臨床検
査技師であって、本学会が認可している大学あるいは細胞検査士養成機関で教育を受けた者などに、細
胞検査士試験を課し、合格した者に与えられています。これらの制度により、我が国の細胞診断は、世
界で最も精度高く実施されていると云っても過言ではありません。ちなみに東海大産婦人科医には６名
の細胞診専門医がおります。
星医会からは、学術集会開催に際して多大な御援助を頂き、感謝申し上げます。また今回の学術集会
は、東海大学産婦人科の実行委員長 村松准教授をはじめとした先生方、病理診断科の先生方、伊勢原
本院、大磯病院、八王子病院の病理検査科の皆様には大変お世話になりました。この場を借りて御礼申
し上げます。

第66回食道色素研究会開催を振り返って

消化器外科学　千野　修（８期生）

私は本年で卒後26年目を迎えていますが、これまで食道疾
患の診断から外科および内視鏡治療まで一貫性のある診療を
目指し総合的に食道学を学んできました。このたび、当番世
話人として第66回食道色素研究会を平成23（2011）年12月16
日（金）、17日（土）の２日間にわたり東京医科歯科大学記
念講堂において開催させて頂きましたことを大変光栄に存じ
ております。本研究会は食道癌の診断向上を図り治療成績に
貢献することを目的に設立されました。1978年に第１回が開
催されて以来33年間にわたり年２回の学術集会が開催され、
これまでに66回の歴史があります。教室では過去に幕内博康
先生、佐々木哲二先生、島田英雄先生も世話人を担当されて
います。本会は食道外科医、消化器内視鏡医、病理医、放射
線科医を中心としました日本の第一線の食道科専門医が一堂
に会し、１つのテーマについて深く集中的議論を行う全国規



模の研究会です。今回の主題は『食道アカラシアに発生した食道表在癌』とし、１日目には内視鏡所見
と病理組織学的所見を中心とした事前検討会、２日目に研究会本会が行われました。当日は多くの先生
に御出席賜り、貴重な御発表と活発な御討論を頂きました。新しい知見を得ることができ実りある有意
義な研究会となりました事を大変に喜んでおります。無事終了できましたことをここに報告させて頂き
ます。本会開催に当たりましては東海大学医学部同窓会であります星医会より多くの御支援を賜りまし
たことに深謝し、ここに御礼を申し上げます。また、この場をお借りいたしまして御協力頂きました消
化器外科学教室食道班の諸先生方に御礼申し上げます。

生活習慣病から脳を守る─第46回日本成人病（生活習慣病）学会を終えて

八王子病院 病院長　北川 泰久

第46回日本成人病（生活習慣病）学会は2012年１月14日（土）、15日（日）の２日間にわたり都市セン
ターホテルで開催され、盛会に終わることができ、関係の皆様に厚く御礼申しあげます。今回のメイン
テーマは私の専門である脳を中心に、“生活習慣病から脳を守る”としました。三大成人病の１つである、
脳卒中は生活習慣の影響を大きくうけ、最近増加しているアルツハイマー型認知症も生活習慣が関与し、
これらに関する疫学的データに加え、高齢者の片頭痛に動脈硬化が関与する我々のデータを会長講演で
お話しました。
特別講演は生活習慣病と関係が深く、近年増加している頸動脈病変診療について、長崎大学脳神外科

の永田　泉先生に最新の知見をお話いただきました。シンポジウム１は最近高齢者で急増している心原
性脳塞栓症を取り上げ、脳と心の立場からその診断と治療の新しい展開について討論していただき、シ
ンポジウム２は運動療法を取り上げ、職域における生活習慣病予防・改善と運動療法と題し、疫学、臨
床試験のあり方、遺伝的な側面からの検証等について議論していただきました。
特別企画として、東日本大震災の生活習慣病に対するインパクトについて、過去の三陸沖地震の疫学

的検証、震災が高血圧をはじめとする生活習慣病にどのように影響をおよぼしたのか、今後の予測等に
ついて岩手医大神経内科の寺山靖夫先生に講演をしていただきました。Meet the Expert、プレナリーレ
クチャー、教育講演、ランチョンセミナーでは幅広い領域から生活習慣に関する項目を選び、睡眠と生
活習慣病、高齢者に対する大腸癌治療、iPS細胞を用いた心臓の再生と心臓病の病態解明、肝癌の先進
的治療、放射線被曝と健康障害、食習慣と癌、冠動脈疾患の二次予防、脳卒中に対する抗血栓薬、糖尿
病薬に使い方、大腸癌の最新治療について、それぞれの専門の先生にご講演いただきました。今年度の
市民講座のテーマは生活習慣から予防する認知症で、認知症の正しい理解と効果的な予防と、高齢者の
生活と財産管理を守るための成年後見制度について講演いただきました。本学会の講演内容が幅広い職
種すべての会員の皆様にとって、明日からの診療、研究に役立つものであり、ご協力いただき盛会に導
いていただいた星医会の皆様に改めて感謝申しあげます。



第17回日本脳神経外科救急学会開催報告

脳神経外科学　松前 光紀

第17回日本脳神経外科救急学会の開催にあたりましては、
星医会からの援助と会員のご協力を賜り心より御礼を申し上
げます。本会は、2012年１月27日・28日東京ステーションコ
ンファレンス（東京駅八重洲口）にて開催されました。学
会には445名と多数のご参加をいただき、会場内では活発な
討議が展開され、盛会のうち会を終了することができました。
会長としまして、会員各位が熱心に聴講され、また質疑応答
されている姿に感動いたしました。
まず、一般演題は、会員が経験した貴重な症例の報告や、
臨床研究の成果が披露されました。１日目のシミュレーショ
ン教育は、シンポジウムでその重要性が理解され、具体的教
授法を PNLSワークショップで確認することができました。
また救急隊員は堂々と発表を行い、その存在感を誇示しまし
た。イブニングセミナーは東海大学体育学部競技スポーツ学
科教授高妻容一教授から、スポーツ選手がいかにモチベーシ

ョンを維持するか、明快な講演をいただき、参加者は笑いながら楽しく体を動かして講演を聞きました。
ANA運航本部松尾隆慶機長から、パイロットはどんな緊急事態でも冷静沈着に行動することがムービー
で示され、またシミュレーターの精度にも感激しました。２日目の教育講演は、新臨床研修医制度を経
験した医師にとってはなじみある、中堅以上にとってはなじみのない、言葉の定義を学ぶことができま
した。弁護士を迎えたラウンドテーブルディスカッションは、現場で活躍する弁護士さんからアドバイ
スを頂き、さらに座長の小沼先生がきれいにまとめていただく事によって、医師と法律家の距離が短く
なりました。看護師が行う外来トリアージには、救急医学会の有賀理事長も参加され、その拡がりが期
待されるシンポジウムとなりました。最後のシ
ンポジウムは、本学会の集大成として、医療現
場で頻回に使われる共通言語を皆で理解する場
となりました。
会長としてできるだけ多くのセッションを訪
問させていただきました。職制毎に特徴的な発
表方法があること、労務提供のMRさんが講
演内容を熱心にメモする姿を時に目にしたこと、
以上が驚きでした。
以上開催報告させていただきます。



「第20回日本大動脈研究会」会長を務めて

心臓血管外科学　上田 敏彦

日本大動脈外科研究会のルーツは私の恩師、故井上正慶應義塾大学名誉教授が開催された国際大動脈
外科シンポジウムにあります。当時は大動脈手術に伴う合併症の発生率は高く、術式や補助手段の開発
洗練が急務でした。このシンポで欧米のビッグネームと我が国の大動脈外科医が一堂に会し、討論を重
ねたことをきっかけとして始められた研究会です。第１回研究会は第93回日本外科学会（仙台）の２日
目夜に川田志明慶大教授が主催されており、その要望演題は『急性Ⅰ型解離に対する術式の選択』でし
た。演題数は20題で活発な討論が行われ、深夜に及んだことを記憶しております。事務局が慶應義塾大
学におかれたこともあり、私は事務局幹事としてこの研究会に参加させて頂いておりました。この研究
会は学会に向けての拡大志向をもたず、大動脈外科を志す若い外科医が気楽に発表する機会を提供する
こと、その年のホットな話題について討論すること、また大動脈外科に関する国際シンポジウムなどを
支援することを目的として継続して来ました。事務局は慶應から東北大学、そして九州大学へと移って
おり、常任世話人会のメンバーも随分入れ替わっています。今回、私が主催した第20回研究会は幕張メ
ッセで第112回日本外科学会総会の２日目に開催しました。募集した演題は一般演題と要望演題『弓部
大動脈瘤に対する TEVAR（ハイブリッド含む）に伴う脳合併症』で、締め切り前に予定していた20題を
越える演題が集まり、時間的制約から募集終了の葉書を各施設に送付しましたが、結局一般演題15、要
望演題10となり、これに要望演題に関するミニレクチャを加え、終了が午後10時になるという事態にな
りました。当日は活発な討論が行われ、特に要望演題の内容から弓部大動脈瘤に対する TEVAR（ステン
トグラフト留置術）では現時点で８～10％程度の脳合併症が発生しているこが分かりました。参加した
方々も今後の課題が明らかになったことは有意義だったと口にされていました。深夜に及び、あいにく
の豪雨にも祟られましたが、少し離れたステーキハウスで行った懇親会には40人余りの参加があり、夜
の更けるまで大動脈外科の未来について語り合うことができました。星医会のご援助を賜り、盛会にこ
の研究会を終えることができたことを報告させて頂き、この場をおかりして心から御礼申し上げます。

日本小児外科学会学術集会を終えて

小児外科学　上野　滋

このたび、平成24年５月14日から３日間、パシフィコ横浜 アネックスホールにおいて、第49回日本
小児外科学会学術集会を開催させていただきました。学会設立後およそ半世紀を経、今までの道のりと
現況のよい点を伸ばして次の発展に臨むため、「内と外を見つめなおす」視点、“Look and Appreciate”
をテーマとして参加者を募りましたが、過去最大の1000名を超える参加者を得、山下泰裕東海大学副学
長による特別講演をはじめとする招待した方々による講演、国際セッション、企画プログラム、口演な
らびにポスター発表、サテライトセミナー、市民公開講座、いずれも熱意にあふれ、たいへん盛会のう
ちに終了いたしました。参加された皆様には、実り多い、参加してよかったと評価していただけること
を望んでいます。開催準備と運営にあたっては、平川均准教授をはじめ医学部付属病院、八王子病院の
教職員の皆様のご支援とご協力をいただきましたが、星医会からも特段のご高配を賜りました。このよ
うな会を催すことで、会員はもとより、企業、同窓会、地域でお世話になっている皆様のご支援を戴き、
纏めることの大切さを学ぶことができました。改めて各位に深く感謝申し上げますとともに、誇りに思
う次第です。同窓会は、地道な努力を続けることで大きな力を持つことのできる組織です。これを機に、
星医会がますます発展することを改めて祈念したいと思います。



第151回血管外科症例検討会　開催報告

八王子病院 心臓血管外科学　金渕 一雄

2012年３月10日に霞ヶ関ビル35階の東海大学校友会館で14：30から開催され、今回は約70名と予想以
上の参加者があり、会場では用意した椅子が不足してしまいました。東海大学八王子病院から当番施設
症例「低心機能 EF：17％を伴った急性腸骨下肢動脈閉塞の１例」を第１番目の演題として発表し、当
番校の幹事（金渕一雄）が司会を務め、17題目の最終演題終了後に前東海大学心臓血管外科講師の折井
正博先生（森の里病院　外科）にコメンテーターとして各症例の講評を頂きました。今回は、熊本県で
開業している会員や岡山県心臓病センター榊原病院の会員からの発表があり全国的な検討会になりまし
た。予想を超えて演題数や参加者も多くなり、終了予定をかなりオーバーしてしまい、会場にもご迷惑
をおかけしました。懇親会にも多数参加していただき、発表演題についての十分な情報交換と血管外科
医の交流ができました。
この研究会は、約40年前の1970年代当初から関東地区の大学と病院の血管外科医が、貴重な例、治療
方針や治療に難渋している例、学会に発表できないような失敗した例を持ち寄って、レントゲンや血管
造影のフィルムをシャウカステンで提示しながら（最近は PCによる発表ですが）問題点を指摘し、お
互いの診断技術や治療方法の向上、情報交換のために年間４回開催されている症例検討会です。
今回、東海大学は３回目の当番幹事となりましたが、１回目は1994年に小出司郎策前心臓血管外科教
授が幹事で東海大学東京病院の講堂で、２回目は2005年に金渕一雄が東海大学八王子病院の tokai-hall

で開催しました。毎回、当番施設症例を１番目の演題として開催案内で提示していますが、これは各施
設で同様な例や関連する症例があれば発表してお互いに情報交換を行う場になっています。また発表直
後の討論以外に、最終演題終了後に当番幹事校が選任したコメンテーターに講評をお願いしており、若
手からベテランまで自由に討論が行われており大変勉強になる検討会です。
今回の症例検討会開催に際して、星医会には多大な援助を頂き大変感謝致しております。



　会員からのお便り

中国上海市での卒業生の現状

　檜　友也（18期生）

星医会の皆様こんにちは。18期生の檜友也（ひのきともや）と申します。学生時代は勉学よりもクラ
ブ活動（アメフト部）ばかりに力を入れ、卒業後は旧第２外科で一般外科・小児外科のトーレーニング
をさせて頂きました。2008年３月に医局を退き、同年12月より中国上海の日系クリニックで従事してお
ります。
中国の GDPは昨年度日本を抜き世界第２位の経済規模となりました。その中国経済を牽引している
のが中国一の経済都市である上海市です。現在、日本人は約10万人滞在しており、世界最大の在留邦人
数を誇り、その数は２位ニューヨーク、３位ロサンゼルスを大きく引き離しています。日本人学校も２
校あり、昨年度からは海外初の日本人高等部も新設されました。医師免許に関しては、衛生局に申請し
許可されると条件付きで医療行為を行うことができます。
邦人数が多い上海では日系クリニックのニーズが高く、現在上海市衛生局には日本人医師が約20名登

録されています。日本では医師１人当たりの人口は約500人に対し、上海では日本人10万人に20人の日
本人医師しかおらず、圧倒的に日本人医師の少なさと、まだまだ日本人医師の活躍するスペースが広く
あることが理解できます。他のクリニックでは大学からの医局派遣で医師を確保しているところもあり
ます。
私の勤めるクリニックは日本人医師２人と日本人看護師１名、日本語の話せる中国人看護師３名です。

レントゲン・超音波・血液・尿検査など日本と同水準で行えます。日常診療では小児科や内科や整形外
科など浅く広く、総合診療科的なことを行っており、入院施設はなく緊急性のある症例では、比較的レ
ベルの高い病院に搬送したり、飛行機で１時間半かけて福岡まで帰国させ対応したりします。
本年秋より16期生の高橋浩基先生も上海で眼科医院を開院する予定です。高橋先生は上海で日本人眼

科医第１号となります。在留邦人で眼疾患にて悩んでいた方は、今までローカルの病院を受診するしか
なく、言葉や文化の問題に皆さん苦労されていましたが、上海でもようやく日本と同レベルのサービス
と医療技術を享受できることになります。
今話題の TPP（環太平洋パートナーシップ）。日本もこの波に
飲み込まれるのでしょうか？ 人・物・サービスの自由な往来
は、海外から医師の参入を可能にし、日本人医師も否応なく世
界に飛び出す必要性に迫られてくるのでしょうか？ われわれ
も何らかの備えが必要になってくるのでしょうか？ 私自身の
選択は上海での医療でした。異なる文化・言語・政治の地で、
母校で培った知識と技術を駆使し、在留邦人に医療を提供する
ことは本当にエキサイティングで素晴しい事だと思います。こ
こ上海で東海大卒業生が微力ながら医療活動を行っている事を
知って頂ければ嬉しく思います。上海に興味がある方の相談な
どはお気軽に！ （pediasurgeon@yahoo.co.jp）
いつか星医会上海支部ができる事を望みながら！

上海バンドにて　2012年7月
左；檜、右；高橋



近況報告

　塚本　恵（９期生）

卒後、地方の病院を転々とし、４年程前から愛知県春日井市にようやく腰を落ち着けて開業すること
ができました。同窓会会報等も、ゆっくりとめくりながら、大学時代にお世話になった懐かしい先生方
の文章を拝見する余裕ができました。
プライベートでは、専ら哺乳類。鳥類の保護・飼養をしているので、宛ら動物病院のような自宅にな
っている状態です。会報第46号の内村道隆先生の記事は笑いながら拝読させて頂きました。私は動物実
験には到底耐えられないので、早くに大学を離れたわけでありますが、現在は保護した野生のアカネズ
ミなどとも仲良く一緒に暮らしており、今更ながら、人医ではなく獣医になればよかったかも知れない、
と思うことの多い今日この頃です。

今まで会報担当理事であった末野理事が監査役にまわられ、新理事として加わった金井理事と今後は会報
編集することになった。この機会に会報の装丁もA4版にし、自分も含めて老眼に突き進んでいく会員に
も優しい文字にしたつもりである。また、ネット社会では味わえない会報ならではのアナログさを前面に
出しながら、いつまでも記録に、記憶に残るようなものを作っていきたいと思う。よろしくお願いします。
（希）
今回から担当として編集に初参加させていただいております。未知の世界で右も左もわかりませんので、
まずは先輩方の真似から始めようかと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。本誌をいつも拝読する
に付けそれほど裏方のことは考えておりませんでしたが、実際は作るのがこんなにも大変だったのかと今
更ながら驚いております。（草）

編集後記

東京海上日動火災保険　医師賠償責任保険・所得補償保険にご加入の皆様へ

　毎年12月の更新時期に指定口座の残高不足等で引落しができない会員がかなり多くみられます。
加入者には、事前（10月頃）に文書にて連絡しておりますので、引落し期日までに口座残高の確認
をお願いいたします。引落とし不能が２回になりますと加入をご遠慮いただきますので呉々もご留
意下さい。なお、住所を変更された場合には必ず、保険会社と星医会事務局へご一報下さい。届出
の住所が変更になっていて、保険会社から連絡が取れない場合が多々あります。ご自身の事ですので、
「見ていない」、「知らなかった」では済まされません。大事な保険です。ご留意ください。
加入者の注意点：
・補償期間：12月1日より翌12月1日の1年間
・口座引落：年払い　11月27日．月払い　毎月27日
・解約条件：2ヶ月間振替不能の場合は遡っての解約となり、補償も無くなります。
・届出住所：必ず本人と連絡が取れる住所で届出をしてください。



事務局からのお知らせ 

会費（20年会費・年会費）の納入について

星医会会費は同窓会運営予算の基本です。未納の方は早急にお振込下さい。
・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 金渕 一雄
　　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行：本厚木支店（普）1505814
☆ 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ご連絡下さい。 

東海大学伊勢原図書館のご利用について

基本的に卒業生の図書館利用は可能です．
１）平日利用：受付カウンターにて同窓生であることを申し出てください．
２） 日・祭日・夜間の利用：無人による開館となり、自動入退館システムでの利用（学生証、身分証、

図書館利用カードなどをカードリーダーに読み込ませる）となります。
　＊図書館利用カードの申込について：
　　図書館平日開館時に受付カウンターで申込手続をとって下さい。
　　詳細は東海大学伊勢原図書館のHP （http://erl.med.u-tokai.ac.jp/） をご覧下さい。

星医会ホームページ上のお名前について

　星医会では2003年3月9日よりホームページを立ち上げ、会員の皆様に御利用いただいておりま
す。星医会のHPでは役員の氏名、支部長・事務局長・ブロック長の氏名、会報の著者名、星医会賞
受賞者名などが公開されております。ご存知の通り、web上ではGoogle などのサーチロボットが
情報を検索しており、先生のお名前で検索いたしますと星医会のHPがヒットする可能性がございま
す。もしも、お名前の削除を希望される場合には、お手数とは存じますが事務局まで御連絡いただけ
ますようお願いいたします。

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。
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