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今思うこと
星医会理事　小川 吉明 （10期生）

卒業生の皆様、日々どのようにお過ごしでしょうか。充実した日々をお
過ごしでしょうか。私自身、卒後26年が過ぎました。現在、血液内科で診
療を行いつつ東海大学医学部付属病院の病院情報システムの責任者をして
おります。近年、医療現場を取り巻く環境も厳しく、これに合わせ病院シ
ステムも改修していかなければなりません。診療報酬の改訂や特定機能病
院（病院機能評価）、個人情報保護、はたまた臨床研修病院の役割など、現場の様々な要求に対応していか
なければなりません。現在、東海大学の病院システムは６年周期で大幅にリプレースしています。次期シス
テムリプレースは2015年５月に予定しています。約３年前から準備をはじめています。医師、看護師、薬剤
師、技師、事務等あらゆる職種の方々が携わっており病院システムがいかに重要であるか再認識しています。
病院システムは動いて当たり前、止まれば病院中からおしかりをいただきます。とてもストレスフルな役回
りであると常日頃感じています。もちろんやり甲斐も感じていますし、多くに方々にご理解、ご協力いただ
いていることも事実です。私自身は６年前からこの仕事に関わるようなり、病院で他職種の方々とのかかわ
り合いから多くにことを学びました。今まで医師の視点からは気が付かなかったことや気付けなかったこと、
相手の立場に立って考えることで見えてくることも数多くありました。６年前にこの仕事を引き受ける際に、
当時システム部長であった３期生の灰田先生（現医療短期大学学長）からご指名を頂きました。当初、コ
ンピュータは全くの素人で自分には荷が重すぎるとお断りしました。なぜ自分に白羽の矢が立ったのかと言
う質問に対して、灰田先生曰く「コンピュータは専門家に任せればよい、先生には病院全ての職種との人間
関係の構築をお願いしたい。こればっかりはコンピュータでは計算できないからね。人柄を買っての人選だ
よ。」との理由でした。複雑な心境でしたが、ちょっぴり嬉しさもあってお受けすることにしました。その後、
コンピュータウイルスに感染して ?ストレス ?で体調を壊し３回／初年度に入院しました。（笑い）
今思い返せば、卒業後最初の10年はただ我武者らに仕事を覚え病院と家の往復でした、次の10年少し余

裕ができて組織の一員として役に立ちたい思いで仕事をしました。人から評価されることに喜びを感じ、そ
れをやり甲斐だと感じていたのだと思います。そして、卒後26年たった今、正直に思うことは教育の重要
性で人材育成が最も重要な役割であるということです。今まで数多くの先生や先輩がチャンスをくれまし
た。より多くの経験が今の自分を創っているのだと思います。若者には何事に対しても積極的にチャレンジ
を、指導的立場にある方々には若者にチャンスを是非にお願いしたいと思います。
「世の中で最も成功したひとはどんな人だと思いますか？」以前こんな問いを投げかけてくれた先生がい
ました。お金を得た人ですか ?地位を得た人ですか ?名誉を得た人ですか ?これらは、すべてはずれです。
答えは教育、つまり人を育てた人です。お金や地位や名誉はその人が亡くなればすべてなくなってしまいま
す。教育はその人が亡くなっても次の世代に引き継がれるのです。
“名医より良医たれ”
東海大学医学部卒業生の誰もが目標とする東海大学医学部の理念です。
2014年11月20日、初代医学部長の佐々木正五先生が永眠されました。
これまで先生は数多くの医師や研究者を育成されました。佐々木先生が亡くなられてからも先生の教えと
理念は、我々によって永遠に受け継がれます。これこそが教育の力であり成功者の証であると思いませんか。

巻頭言



2　　星医会　第52号

今年も医学部のアピールができました

東海大学同窓会ホームカミングデー学部デモンストレーションに
参加して 白石 光一（５期生）

東海大学建学祭開催中の11月３日に湘南校舎の体育館とコムスクエア中心に第14回ホームカミング
デーが開催されました。メインイベントには学部デモンストレーションがありここ数年全学部（北海道
から九州まで）が参加するようになりにぎやかになっています。今回は工学部が全学科を展示して益々
興味深い内容となりました。医学部からは、金渕会長、櫻井先生（評議員）、谷亀先生（副会長）と私
が参加いたしました。これまで通り、メタボリックシンドロームや肥満などの展示、血糖測定、医療相
談に加え骨粗しょう症の展示に健康科学部と協力して骨密度測定、指導を行いました。また、以前から
要望がありました救急蘇生講習会を東海大学医学部高度救命救急センターの協力のもと山崎早苗看護師
の指導で AEDも含めた講習が行われました。多くの小学生が興味をもって参加してくれたことが目立
ちました。
医療相談 ５名 卒業生開業、勤務先紹介もしています。
進学相談 ３名 救急ヘリコプター業務希望者の対応は山崎さんにお願いしました。
血糖測定 163名 最高値287mg/dl

救急蘇生講習 56名　

第14回ホームカミングデー報告
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来年度は、健康科学部と工学部医用生体工学科と共同でプチ健診にしてみようと考えています。医学
部の活動内容の紹介が少なく増やしていきたいと考えています。良いアイディアがありましたらお願い
します。
小田急線大根駅が東海大学前に代わって久しいのですが駅近くに多くの同窓生のクリニックがあり、

また駅前もきれいに整備されて良い町になっています。30年以上続いている店舗もいくつかあり懐かし
い思いがします。あの心臓破りの転落したら死んでしまうかもしれない急勾配の階段も変わりなく、今
回もドキドキしながら歩いてきました。建学祭は以前と変わらず出店が数多く並び、ケヤキ並木の枯葉
舞う中、元気な声が響き渡っていました。自分の子供の学園祭にほとんど行ったことのない私は行けば
よかったと後悔しています。若い同窓生のみなさん。自分の子供の学園祭へ是非参加してください。
伊勢原勤務の同窓生のみなさん。伊勢原キャンパスの建学祭に参加しましたか。もし今年参加できな

かったのなら来年はちょっとだけでもいいので参加してみてください。MESSのケーキはまだあります。
スキー部やテニス部などの出店、茶道部、芸術部などなど盛り立てましょう。学生たちの卒業後に母校
への良い記憶が残るでしょう。
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第21回星医会賞受賞者決定！！！

第21回星医会賞は、黒岩 真弘 君（29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。
どうもありがとうございました。
なお、表彰は2015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。

受賞論文
   第21回星医会賞

〈 申 請 者 〉黒岩　真弘 君（29期生）
〈タイトル〉  Effect of amiloride on endoplasmic reticulum stress response in the injured spinal

　 cord of rats

〈 掲 載 誌 〉European Journal of Neuroscience, Vol.40,pp.3120-3127,2014
以上
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初代 医学部長　佐々木 正五 先生　逝く
星医会  会長　金渕一雄（２期生）

2014年11月20日に数え年100歳を目前にご逝去されました佐々木正五先生は、1981年３月29日に開催
された第１回星医会総会から必ず総会に出席していただいていました。昨年の第34回星医会総会では残
念ながら、先生は療養中のため初めて総会に欠席されました。
卒業生は90歳を過ぎてもなお社会情勢を見据えた「明晰な頭脳から発する現実に即したお言葉」を、

毎回総会でいただけることを期待しており、いつまでも我々の先生（師）でした。2011年６月11日の第
31回星医会総会東日本大震災復興支援講演会では、被災した２人の卒業生の講演を最前列で熱心に耳を
傾けていただきました。その懇親会で先生（95歳）のお言葉は「東海大学は船を持っているのだから、
附属病院の医師看護師を乗せて病院船として救援に行くことが考えられないか、船内に宿泊できるし、
究極の自己完結型ボランティアになるのでは ?」でした。海軍士官を経験した先生ならでは発想があっ
たのでしょう。いつも先生を囲んで卒業生の輪ができており、大変慕われている先生でした。
東海大学の初代総長　松前重義先生は、当時日本医師会の竹見太郎会長に相談し、慶応大学医学部細

菌学教授の佐々木正五先生に白羽の矢を立てて、1974年に医学部を開設しました。（星医会　30周年誌 ;

東海大学医学部設立秘話）　慶應義塾大学医学部は福澤諭吉が、細菌学者の北里柴三郎先生を初代医学
部長として招いて開設されました。佐々木先生も新しい医学部を開設した北里先生の思いを受け継いで
東海大学医学部の開設に関わっておられたのでしょうか、“学生を教え育てる、良医を育てる”熱い思
いがあったのでしょう。
新設医大で最後に認可された近畿大と東海大の国試合格率が注目されていましたが、東海大学は先進

的な教育（ドルフィン教育）を行い、結果は全国平均よりも高い合格率でした。地元に戻った卒業生は、
突然研修大学の医学部長に呼び出され、何事か ?と思いながら医学部長室の扉を開けると、そこには懐
かしい佐々木先生の姿があり、「元気で研修しているかい !」と尋ねられ、その後夕食を一緒に御馳走に
なったことを懐かしく話していました。　2000年の第20回記念総会では、東海大学医学部の教育システ
ムについて、山林一先生の司会で、佐々木先生と歴代の医学部長に講演していただきました。
2013年に創られた DVD「今がいちばん、佐々木正五先生の足跡」では、①樺太時代、②学生時代、

③ヨーロッパ旅行、④卒業―海軍―結婚、⑤研究・教育、⑥人生哲学　について語られていますが、こ
の送り状に“私の生涯を眺めると色々な事が積み重なっていますが、その殆どは　その結果が“予想さ
れ得る範囲”の範疇の中に納まり、例えば医学教育にしても通常の実験にしても、学校運営にしても、
言わば　安定した流れに沿って進行し、これらの結果は人智の範疇内に留まって、新しい物を生み出し
ませんでした。然しながら　予測されない結果、今流行りの言葉を借りれば“想定外”の結果もあり、
ここにこそ新たなる展開の窓口があることに気付き、それらを纏めて収録しました。若しも“来世”
という物があるならば、この新しい“切り口”から手を付けたいものです。”と書かれていました。先
生は、やはり“想定外の学生”を愛していたのではないでしょうか ?　優秀な想定内の学生たちよりも、
“計り知れない何か !”を成し遂げるかもしれない、可能性を秘めている学生を !

2014年11月３日には、佐々木正五先生百歳長寿講演会　「腸内細菌と健康・疾病をめぐって」の“わ
が研究を振り返る”において、感染症における宿主と寄生体の戦い、の研究より得られた、科学の在り
方、進め方、利用の仕方などを、大学時代と変わらない張りのある声と頭脳で講演されておりました。

訃報
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「止まぬ雨はない」「人生、無駄を愛す」のお言葉も心に残っています。祝賀会で次回の星医会総会出席
をお約束され、微生物学の後輩、小澤　敦先生（90歳）の「万歳」でお開きになりました。この会では
医学部創設期の懐かしい人々が佐々木先生を囲んで楽しい時間を過ごすことができました。
　「 神よ、われに与え給え、　変えることのできないものを受け入れる冷静さと 

変えるべきものについてそれを変える勇気と、この両者を識別することのできる知恵とを 

（ニーバー　祈り）」
この言葉は初代病院長の笹本　浩先生も医学部年報に書かれていましたが、佐々木先生も色々な挨拶
の時に使われていました。お二人とも心は同じできっと先に逝かれた笹本先生（１期生の卒業前に）が
“来世”から見守っていた東海大医学部の今日までを語り合っているのでしょうか。ササキ、ササモト
のおふたりで創設した東海大学医学部 ;病院は航空写真で見るとサ印、キ印、と話されていた笹本先生
に変形したサ印と２号館、３号館、新病院の経緯や苦労話をしていただいているでしょうか。
2012年12月24日に聖マリアンナ医科大学の初代病院長前田徳尚先生が93歳で帰天され、法人葬のミサ
に参列しました。大学創設時の先生方は、学生を自分の子供の如く可愛がりまた愛の鞭も使いながら学
生を育て、腕白な学生にも愛されていた様子が告別式で充分に理解できました。その折神奈川の私立医
科大学創設時のご苦労を伝えていただける先生が少なくなったこと、いずれの先生方も卒業生を自分の
子供と同じようにその成長を大きな手で包みながら見守っておられたことを再認識できました。これが
総会に必ず出席しておられた佐々木先生の思いなのでしょうか、いつまでも見守っていたいというお気
持ち、また我々も見ていてもらい、お言葉を拝聴したいと思っていたのですが、永遠はあり得ません。
しかしこの教育の思いを後輩に伝える続けることが先生の思いを永遠につなげることと思われます。
先生のすべての思いを卒業生全員が伝え続けますので、“来世”から見守っていてください。
ご冥福をお祈り申し上げます。　合掌

【御略歴】
1916（大正５）年６月18日　樺太に生まれる
1941年　 慶應義塾大学医学部卒、同大学助手（医学部

細菌学） 
５月　 海軍 現役医科士官として服務（中尉、

大尉）
1945年９月復員、慶應義塾大学助手（医学部細菌学）
1948年　慶應義塾大学講師（医学部細菌学）
1951年　慶應義塾大学助教授（医学部細菌学）
1956年　ロックフェラー財団リサーチフェロー（ペン
シルバニア大学微生物学教室
1959年　北里賞受賞
1963年　 慶應義塾大学教授（医学部微生物学　旧細菌

学）
1967年　日本細菌学会　理事
1970年　小島三郎記念文化賞受賞
1972年　慶應義塾賞　受賞

1974年　 東海大学医学部教授（医学部微生物学）、東
海大学医学部長（初代）

1979年　 東海大学医療技術短期大学長、　第52回日本
細菌学会総会長

1982年　日本細菌学会理事長
1986年　 国際微生物学会連合（IUMS）細菌学部門会長
1989年　 国際微生物学会連合（IUMS）会長、国際無

生物学会（IAG）President
1991年　 東海大学医学部長退任　慶應義塾大学名誉教

授
1992年　 東海大学医療技術短期大学長退任　東海大学

名誉教授
1993年　 日本無菌生物ノートバイオロジー学会　理事長
2014年11月20日（満98歳）　ご逝去

【叙勲】
勲二等瑞宝章（1993年）。
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2011 年７月 19日　故斉藤　斉先生を偲ぶ会

2014 年 11月３日　佐々木正五先生百歳長寿講演会、祝賀会

遺影

2012 年３月 11日　第 32回星医会総会

2011 年６月　第 31回星医会総会 東日本大震災復興支援講演会
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「佐々木正五先生を語る」　（仮題）
＊ 星医会会員の皆様から、ご逝去された佐々木正五先生の思い出を募集いたします。
 星医会　会長　金渕一雄　　
原稿：
①　内容は問いません。
②　 400－1200字 

（制限はありませんが できるだけワード文書でお願いします）
③　一緒に写真も添付可能です。（数枚）
④　期限：2015年5月末日
⑤　 提出宛先と方法： 

星医会事務局（下記）、メール（または FAXや郵送も可） 

〒259 1143神奈川県伊勢原市下糟屋143 
東海大学医学部同窓会　星医会事務局 

TEL/FAX：0463 91 5913 
メール：seiikai@tokai u.jp
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初代眼科教授尾羽澤大先生を偲んで
専門診療学系眼科学教授　河合 憲司 （２期生）

尾羽澤先生と初めてお会いしたのは医学部の学生講義であったと記憶しております。強く印象に残っ
ているのは、口頭試問です。当時、直像鏡を用い学生同士でお互いの眼底をチャート用紙に描くという
教授試問がありました。視神経乳頭、動脈、静脈の走行、黄斑部が正確に描いてあるかを、尾羽澤先生
自らがチームメートの眼に直像鏡の光を入れ、片手には私の描いた眼底図譜を見ながら、まじめに実習
をしたかをチェックするものでした。不真面目にも私は、医学書にあった眼底の図譜から適当に眼底の
図を写していたので、それがばれて先生に大目玉をもらったことを35年たった今でも覚えています。
卒業後故郷の岐阜に帰り、岐阜大学眼科に入局した頃です。30年以上前の日本白内障学会であったと

思いますが、偶然会場で先生にお会いしました。「君が入局した眼科教室の早野三郎教授は眼内レンズ
では日本で一番有名な方だよ。しっかり頑張りなさい」と激励していただきました。そのおかげか、先
生も開催された日本白内障学会を、私が2013年に開催できたとき、「河合君よく頑張ったね、良かった、
良かった」と声を掛けて頂きました。
13年前、私が東海大学医学部に戻って教職をするなんて、と心細く眼科医局で思っていた頃、先生は

よくお茶菓子を持って医局に足を運んでくださいました。卒後20年以上も臨床一途でやってきた私が、
大学教員として勤まるのかと当時はとても心配され、「教授になりたいなら、もっともっと論文作成を
頑張らなきゃだめだ」と私に激を飛ばされました。晴れて教授に選考された10年前、教授就任パーティ
の際の来賓代表のお言葉で私のプロフィールまですべてを暗記され、蕩々と私を招待客の前で紹介して
いただいた事にはとても驚かされました。
今回先生がお亡くなりになったという悲報を知りました時、真っ先に頭に浮かんだのは , 髭を蓄えら
れたお顔でした。先生は晩年健康を崩され、入退院を繰り返しておられた頃にお髭を生やされたと思い
ます。髭の力なのか、不死鳥のように蘇り、学会や眼科談話会に出席されていました。そのたびに尾羽
澤スマイルで「河合君頑張っているね」とよく言葉を掛けていただきました。この秋、東海大学病院に
再び入院されたことを知りました。きっと再び不死鳥のように蘇られ、再会できると信じていましたが
悲しい結果になってしまいました。私は先生が作られた眼科教室をより発展させようと日々努力してお
りますが、先生の業績には足下にも及びません。是非、天国から「河合頑張れよ」と激を飛ばして頂け
れば幸いです。
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尾羽澤大先生を偲んで
末野 利治 （７期生）

平成26年11月17日に、眼科初代教授で在られた尾羽澤大先
生が逝去されました。私にとって恩師であり、上司であり、
第二の父のような存在の先生に何の恩返しも出来ずこのよう
な日を迎えたことは、痛恨に耐えませんが、先生との思い出
を少し書かせて頂きたいと思います。
先生は慶應大学卒業後、大学院を経て、慶應大学眼科医局

へ入られました。角膜移植や白内障手術の研鑽をする傍ら、
現在の白内障手術の根本である超音波手術の開発に関わった
そうです。日系二世のジーン・キノシタ博士の元、ハーバー
ド大学やワシントンの NIHへ留学し、水晶体の生化学の研究
を行ったそうです。留学中の研究経験から東海大学教授に赴
任後、光工学の河原先生や生化学の坂東先生のような研究専

門職を医局内に招聘するという日本では画期的な人事をされました。留学から帰国後東海大学医学部眼
科学教室初代教授として39歳という若さで赴任され、現在の東海大学眼科の礎を築かれました。日本で
の水晶体の生理生化学研究分野をリードする一方、私たち多くの眼科医を育てて頂きました。退官後は
名誉教授となり、研究財団理事長等活躍する一方、元々の出身地である日本橋で開業生活を送られました。
最近は体調を悪くされておられましたが、今年４月の学会ではお見かけしておりましたのに、残念な報
を聞き悲しみで一杯であります。
先生には、仕事上の厳しさはありましたが、本当に優しく温かく接して頂きました。研究論文の校閲
は厳しく何回も書き直しを命じられ、当時ワープロも普及していなかったので大変辛かったですが、お
陰で私にしては立派な論文を作成出来ました。博士課程の諮問前には私のために特別に時間を作って、
抄読会や模擬面接等を何回も行って頂きました。臨床では手術が上手くいかなくて落ち込んでいる時
でも、「くじけずにがんばれ！」と何度も励まして頂き、一人前の眼科サージャンに育ててくれました。
中でも患者さんとトラブルがあった時、夜半にも関わらず車で私の住まいまで来て相談にのって頂いた
時は、本当に有難く嬉しかったです。
海外の学会にも幾多と連れて行って頂きました。中でも２年毎に催される水晶体研究学会ではハワイ
島やワシントンの NIHで開催され、思い出がいっぱいあります。添付し
た写真①はワシントンで先生が私の留学先のボスであるレオ・シャイラ
ックから「白内障研究では欠かせない徹照カメラの開発の功績」で表彰
されたところです。写真②もワシントンで私の留学先（ハーバード大）
を紹介して頂いた時のもので運命的な出会いを感じます。
現在私は開業し地域医療に携わり、先生から教えて頂いた「患者さん
に真摯に向き合いその中から医学を学ぶこと」を実践しようと努力して
おります。まだまだ未熟ですが、先生の「くじけずにがんばれ！」の言
葉を胸に精進して参ります。
尾羽澤先生有難うございました。心より先生のご冥福をお祈り申し上

げます。

写真①

写真②
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医学と音楽の旅人～髙倉巌先生を偲んで～
東海大学医学部非常勤教授　加藤 俊一

東海大学名誉教授髙倉巌先生は2014年（平成26年）11月19日に旅先のウイーンで
急逝されました。先生のご指導を受けた教え子の一人として、82年にわたる先生の
生涯とご功績をふり返りつつ、追悼文を寄稿させていただきたいと思います。
先生は1932年（昭和７年）９月16日に陸軍軍医髙倉永次様のご長男として御父君

の赴任先の新潟でお生まれになりましたが、すぐ本来の住まいである東京日本橋に戻
り、そこで育たれました。ご先祖は徳川譜代の旗本とのことで、生粋の「江戸っ子」

であることを誇りに思われていました。1957年（昭和32年）の慶應義塾大学医学部卒業後インターンを経
て1958年医師免許取得とともに同大学院（小児科）に入学され、1963年に医学博士の学位を受けられました。
1962年に慶應義塾大学医学部助手（小児科）となり、1968年から２年間フィリピンのマニラにある

WHO西太平洋地域事務局に出向され、当時アジアで猛威をふるったコレラの治療と研究に従事されま
した。帰国後1973年に講師に昇格された後、1974年９月に東海大学医学部小児科の助教授として赴任さ
れました。以後1986年に第２代の小児科教授となられ、1998年（平成10年）３月に定年退職されるまで
の23年７ヵ月の間東海大学医学部の創設から発展に多大な貢献をされました。
先生は小児内分泌学を専門とされていましたが、新生児学、感染症学、小児保健など幅広い分野で活

躍され、特に国際医療協力や海外在留邦人の健康調査などで世界各地にお出かけになられました。慶応
義塾大学時代から東海大学在職中、そして定年後を通して何と84か国にその足跡を残されました。国連
加盟190数か国の半数近くにあたります。
私が先生と初めてお会いしたのは、1971年私が慶應義塾大学医学部の５年生の時でした。熱帯医学研

究会という学生の部活動でフィリピンのマニラに調査団を派遣することを計画した際に、当時部長とし
て学生の指導にあたっておられた微生物学教室の佐々木正五教授から先生をご紹介頂き、団長として私
たち学生を指導してくださいました。1973年に大学を卒業した私は慶応大学病院小児科に入局し、卒後
研修を終了すると同時に1975年１月に東海大学医学部の助手として医学部長の佐々木正五教授、小児科
の木村三生夫教授、髙倉巌助教授の下で働くことになりました。
新しい大学で新しい教室を作り上げることは苦労もありましたが、大変楽しいことであり、毎日が充

実していました。運動神経抜群でスポーツマンであった先生は野球やボーリングなどのレクレーション
を通じて教室員の団結を形成することにも心を砕かれ、和やかな小児科学教室を作り上げられました。
毎年平塚の七夕祭りの時には私たち若い教室員をご自宅に招待していただき、奥様の美味しい手作りの
お料理をごちそうになったことがつい昨日のように思い出されます。
先生はスポーツ以外にも実に多彩な趣味を持たれ、音楽、なかでもオペラ鑑賞を殊の外楽しんでおら

れました。最近では奥様とご一緒、あるいはお一人でオペラ鑑賞のご旅行にお出かけになっておられま
した。今回もそのオペラを目的にウイーンにお出かけになられ、旅先で帰らぬ人となってしまわれまし
た。「医学と音楽の旅人」として生涯を貫かれた髙倉先生、あまりにも先生らしい最期となられました。
11月３日には佐々木正五先生の百歳長寿を祝う会にもお元気でご出席なさっておられ、たった半月後

の突然の訃報に私たちはただただ驚くばかりでした。奇しくも髙倉先生が亡くなられた日の翌日の11月
20日に佐々木先生が98歳の生涯を閉じられ、お二人ご一緒の旅立ちとなられました。きっと今頃、お二
人で和やかに語らい合っておられるのではないでしょうか。
お二人の恩師のご冥福を心からお祈り申し上げます。合掌。
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第22回神奈川医意会報告

星医会副会長　谷亀 光則 （４期生）

2014年11月15日（土）に京王プラザホテルにて第22回神奈川医意会が開催された。参加者は総
勢25名＋α。講演会と懇親会の二部構成で、当番校である北里大学医学部同窓会の大内孝文会長
の挨拶で始まった。待ちかねた新病院が完成し、その病院名が記された立派な記念碑を同窓会が
寄贈した旨の報告があった。北里大学の藤井清孝理事長、東原正明医学部長の挨拶の後、「脳梗
塞急性期治療の現状と展望」と題して北里大学医学部神経内科学の西山和利教授から、治療の変
遷と将来展望についてわかりやすい講演があった。その後はお待ちかねの懇親会。新宿副都心の
美しい夜景を眺めることのできる42階で、美味しい中華料理に舌鼓を打ち、紹興酒やワインをい
ただきながら楽しい時間が過ぎていった。南館２階のメインバーで行われた二次会も遅くまで盛
り上がった。次回は当番校なので盛大に開催したい。
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星医会理事　本多 ゆみえ（10期生）

昨年11月22日土曜日に埼玉医科大学医学部同
窓会（渡辺雄幸会長）主催のもと、東京の帝国
ホテル「富士の間」で開催されました。この会
は文字通り日本の私立医科大学全29校の同窓会
が集結し、会議及び講演を行うものであり、今
回の講演の演題は；「医学教育の変遷と今後の課
題―国際認証に向けての取り組みも含めて―」
という内容で、埼玉医科大学学長 別所正美先生
がご講演されました。医学のグローバル化が進
むにつれ、今後は日本の医学教育を世界基準の
医学教育に引き上げなくてはならない。その理由の一つに ECFMGが「2023年より世界基準の医学教
育を行っていると認証された大学の卒業生のみを受験可能とする」と宣言し医学教育の国際的基準に対
応した認証が必要、という内容でした。
講演終了後は、意見交換会が準備され、各テーブルで、それぞれの同窓会での取り組みや問題を話し

合いました。その後、それぞれの大学同窓会ごとの紹介と最近の話題を報告し合いました。主催校の埼
玉医科大学の卒業医師に相撲部屋の親方と所帯を持たれた方がいて、その関係で余興に元関取の大師が
美声を披露してくれました。また余談ですが、この日は付属八王子病院の火炎瓶事件の当日でしたので、
金渕会長の話に耳を傾ける参加者が多かったです。

第25回全国私立医科大学同窓会連絡会全国会の報告
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東海大学病院の近くに開業して
 神奈川県秦野市

あべ整形外科　安部 総一郎 （４期生）

伊勢原駅から２つ目の東海大学前駅の駅前に整形外科クリニッ
クを開業して早いもので12年が過ぎました。この駅は学生時代、
湘南校舎に行く際、必ず使った懐かしの大根（おおね）駅のこ
とです。何年か前、いかにも田舎風な『大根』から松前総長の
悲願であった『東海大学前』に駅名が変わり、最近ついに駅前
はロータリー化されました。そのロータリーに面した３階建て
のクリニックビルの２階にあべ整形外科はあります。クリニッ
クのリハビリ室からは、駅から降りた学生たちがロータリーの上の歩道橋を数珠つなぎに歩んで行く姿
がよく見えます。
開業にこの地を選んだのは、開業前に鶴巻温泉駅にある某病院でスポーツ外来を担当していた頃、
湘南校舎の運動部の先生や選手と親交が深まり、引き続き面倒を見ていきたいと思ったのが理由の一
つです。現在も、東海大学のアメリカンフットボール部のチームドクターを続けています。また、こ
の地域は、秦野市の中でも伊勢原市に近く、大根鶴巻地区とも呼ばれ、割と人口が集中している地域に
なります。この地域の中には、東海大学の卒業生も多く開業していて、患者さんを紹介したりされたり
の良い関係を築いています。それでも、手に負えない重傷な患者さんは東海大学病院に紹介するように
しています。
開業してからは、順調に患者数も右肩上がりに増加し、最近はもう手いっぱいの状態です。さらに、
自宅の鎌倉から車で通勤に１時間以上かかるのも疲れる原因だと思いますが、ここ数年ストレスからか
不整脈が続き、ストレス性の目の病気になり物が歪んで見え、髪は抜けるし（遺伝か？）散々です。整
形外科は薄利多売ですので、仕方ないのですがこの状態を何とかせねばと考えている今日この頃です。
次男が東海大学医学部に入学し４年生になりますが、開業の気持ちは全くなさそうです。私の学生時代
はクラブ活動ばかりして、あまり勉強はしませんでしたが、最近の学生は勉強がとても大変なようで毎
日夜遅くまで勉強をしています。また次男の同級生には、我々世代の先輩や後輩のご子息たちもいて、
懐かしい名前が会話の中に時々でてきて、昔を思い出します。それはさておき、体が資本の開業医です
ので、少しトーンダウンしてストレスのない診療を心がけたいと思っています。
最後に当院の宣伝をさせてもらうと、特徴としてリハビリテーションを充実させていることです。理
学療法士３名が骨折後や手術後の患者さんの治療に当たり、さらに米国公認、日本公認トレーナー免許

をもっている２人のトレーナーらによってスポー
ツ選手の早期現場復帰を手助けしています。ま
た、次年度からは、理学療法士をもう一人増やし
て、メタボリックシンドローム、ロコモティブシン
ドローム、サルコぺニア（主に年齢からくる筋肉
量の減少症）などの予防のための運動療法に力を
注いで行こうと考えています。また、将来的には、
通所リハビリテーション施設を作っていきたいと
考えています。

開業医のページ
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近況報告　私の NOW AND THEN
 東京都品川区

京浜中央クリニック　岡本 正史（４期生）

平成４年１月に当時の呼吸器内科（第Ⅱ内科）を辞し父の元に戻り、来年で24年目を迎えることになる。
私のクリニック、すなわち実家は、東京は品川区、京浜急行線の立会川というところにある。駅から歩
いて３分、第一京浜国道に面し、正月の箱根駅伝は自宅から高みの見物ができる。逆方向に歩くと旧東
海道がある。かつてこの地に土佐藩の下屋敷があり、黒船襲来で運河沿いに砲台が築かれた。そのため、
かの坂本竜馬が立会川を闊歩していた、と云うので、商店街がはしゃぎ、竜馬ゆかりの地とばかり、銅
像まがいの竜馬像が立っている。大井競馬場や大森処刑場跡なども歩いて行ける距離である。そんな所
で私は内科、外科、整形外科を標榜し診療をしている。
実家は40床ほどの小さな病院であった。当時、そのような中小零細病院が生き残れる時代ではなく、

病院をたたみ診療所にすることを条件に、私は実家を継ぐことを了承した。病院であったがため外科系
の患者さんも多く、特に消炎鎮痛目的のリハビリに来院する患者さんが多かった。それ故、診療所となっ
た後も整形外科の診療を続けざるをえず、色々と手を尽くし医師の派遣をお願いしていた。現在では東
京慈恵会医科大学から整形外科、消化器外科の各先生をパートで派遣して頂いている。
さて、少し診療の話からそれる。東京保険医協会という団体を耳にしたことはないだろうか。北海道

から沖縄まである保険医の団体の一つである。審査指導対策やその時々の医師を取り巻く問題にスポッ
トを当てた研究会、講演会を開催したり共済制度などを設け保険医の生活と権利を守る活動や、様々な
学術講演会、実技的な講習会を通じて国民の医療と健康を守る医師たらんと活動する団体である。既に
入会されている先生も居られるかも知れない。私は平成15年に東京の理事に選任された。何度も固辞し
たが抗しきれずである。何年ぐらい引き受けで退こうかと思っていた矢先、法律の改正により全国の協
会が実施している共済制度の存続に危機が訪れる。私は東京で、その部署を預かっていた。平成20年に
各協会・医会で選任された代表からなる上位団体である全国保険医団体連合会の理事に推薦される。そ
れ以後、土日返上の日々が続くことになる。幸いなことに私達の活動が実り平成20年に法律の再改定を
勝ち取り共済制度の危機は回避された。その後も色々と仕事は多かったが徐々に落ち着いてきていた。
ある日、会長から呼ばれた。「先生、副会長受けてくれませんか。」先制攻撃だった。平成26年４月から
東京保険医協会副会長を仰せつかると共に、全国保険医団体連合会理事とを歴任している。
話を戻す。東京は病院が多いが、私が戻ってきた当時は病診連携といった体制が整っておらず、何処

に、如何、紹介したものか、神奈川育ちの医者には戸惑うことばかりであった。しかし、今では多くの
病院と連携が盛んである。思えば、隔世の感がある。近くの病院の先生方とも懇意にさせていただいて
いる。更に、この辺りには東海大の卒業生が意外に多い。開業医では整形外科の小俣先生、神経内科の
篠原先生や耳鼻科の緒方先生、勤務医では内視鏡の三輪先生などと仲良くさせてもらっている。以前は、
よく皆で集まって騒いだが、最近はそれぞれに忙しく、私も前述のように会議等で時間を取られ、かつ
てほど集まれないのを残念に思っていたが、実は１月に皆で集まる算段をしている。今から楽しみである。
こんなところが私の NOW AND THENである。
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開業18年目
 神奈川県藤沢市

山﨑メンタルクリニック　山﨑 剛 （４期生）

東海大学前期内科研修を終えて、1986年４月に東海大学精神科医局に
入局。岩崎哲也教授をはじめ多くの先生方のご指導を受け臨床を学び、
正式に医局を出て寒川の皆川記念病院（現 けやきの森病院）に６年間勤
務。1998年４月、現在の藤沢市辻堂でメンタルクリニックを開業、ここ
で18年目を迎えます。
この、開業の期間を振り返りますと 時期にもよりますが、診療が７割
から８割、市や保健所・医師会関連の地域連携が２割から３割であった
ように思います。それでは、原稿依頼を頂いたこの３～４カ月の期間に
限定してメンタルクリニックの開業状況をお伝えして参ります。

１） 診療：面接は短くとも一人10分はかかり、１日20人から30人、まれに40人を超える患者さんを診
る。以下診察ケース「統合失調症の患者さんのご家族から急性ジストニア症状出現の連絡。クリニ
ックには来院できないという事で電話にて処方調整。救急まで伝え、翌日“先生昨日はきつかった
すよ”とご本人が元気に来院。ホッとする」「モラルハラスメントの診断書記載の要求あり、１時
間半の問答で診断書記載は難しいと伝えたところ“あなた医者でしょ !もっと勉強して！”と若い
患者さんに叱責される」「実技実習中に教官から叱責され実習先に行けなくなった学生。留年を恐
れる。治療者の経験など何の意味もなく、20代の学生とその家族の今に寄り添う」「80代の鬱の患
者さんにいつも付き添ってくる息子さんが来院せず、ご本人だけ。聞くとバイク事故で大腿骨骨
折で入院とのこと。患者さんの気丈な振る舞いに治療者も安堵」「脳神経外科からの依頼のあった
高次機能障害のお年寄りの自死。長年の関わりにご家族からは感謝の言葉を頂くが外来治療の限界、
無念」「離婚後直ぐに生保を申請する主婦（生保の方が増えました）」（内容は患者さんのプライバ
シーを考え一部修正しています）

２） 地域連携：「藤沢市精神科医会（医師会員６割・会員数二十数名）の幹事会に所属し、最近講演会
座長をする、９月には東海大学精神科学教授松本英夫先生をお招きして ADHDについてのご講演
を頂いた。また、睡眠障害・ギャンブル依存症について講演会も予定されておりその、準備が忙し
い」「制度発足時から介護保険審査委員会に参加。忘年会が予定されていたが風邪による咽頭痛で
断念。内科医・看護師・薬剤師・介護福祉士など専門職がメンバーであるが10年以上続けていると
同志のような存在で忘年会に出席出来なかったのは残念」「保健所の精神保健相談は２カ月に一回。
精神障害者アウトリーチ推進事業が行われている間は HC内の相談業務に徹する事が出来たが推進
事業終了と同時に保健所スタッフと一緒に認知症疑いのお年寄り宅の訪問」「年に二回の市主催の高
齢者虐待ネットワーク会議開催の通知は平日の午前10時、それも３W前。せめて４W以上前に通知
を頂ければ外来調整も出来ようものなのに出席断念。開業医として地域連携に携わる難しさに直面。」
以上、１）診療２）地域連携についてこの３～４ヶ月の出来事を中心に述べてきました。もちろん、
診療は平穏で終わる事の方が多いのですが、メンタルクリニックの場合患者さんの重症度が一見分かり
にくいというのが特徴でしょうか。50代後半から身体面の問題で東海大学大磯病院や藤沢市内の同窓の
先生にお世話になっております。2014年２月に還暦を迎えました。服薬をしながらも元気に診療を続け
る事が許され感謝です。わざわざクリニックまで足を運んでくれる患者さんに感謝しつつ、60代を頑張っ
ていきたいと考えています。
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近況報告
 鹿児島県鹿児島市

徳永クリニック　徳永 雅仁 （４期生）

星医会から突然届いた一通の封筒。「はて何事か？」と思いながら封を開けたところ、開業医のペー
ジへの原稿依頼でした。
まず悩みました。小生が原稿を寄稿していいのだろうか ?と。しかし多くの方々に御迷惑、御心配を
かけてしまったことを考えれば、これが皆様への御詫び・御礼になるのかなと思い書かせていただくこ
とにいたしました。
医師として再出発するにあたり、「さてどうしたものか？」と途方に暮れていた時、医局の先輩であ
る先生から「勘を取り戻すためにもこないか？」とありがたい言葉をいただき、現場復帰いたしました。
両親も「ありがたいこと」と安堵したのを覚えています。
その後、父から「御近所の方々から、長男はまだか ?と言ってもらっている」という話を聞き、父の
具合も気になり鹿児島に帰りました。幸いにも多くの人々に恵まれ、父を継承する形で開業した次第で
す。
当初は「まあ家族が食いっぱぐれない程度に仕事ができればいいか」ぐらいの気持ちでいました。そ

れゆえ看板は一切立てず、ホームページ等も作ることもせず、「目立たず騒がず静かにやっていこう」
と日々暮らしていました。自分のような状況に陥った時、先達たちはどうしていたのかなど本をひたす
ら読みあさっていた時期でした。そして見つけた答え ?は今までできなかった趣味を中心に暮らしてい
くということでした。
ゴルフ（技術云々よりゴルフコースの設計の妙を見つけたり、ゴルフの道具を楽しむという方向で

す）、鉄道、旅や寺社巡りなど結構多趣味になりました。もう少し増やしたい気持ちもあります。
おかげさまで、開業以来、徐々にではありますが、患者さんにも来ていただけるようになりました。
卒後30年を過ぎ、遠路はるばる小生を訪ねてきてくれる友人もいて下さり、改めて母校のありがたさ、

友のありがたさを実感しております。
「小器われ晩成もせず、永らえて凡器をいだきながら安らかに生く」（新村　出）
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焼津市に開業して
 静岡県焼津市

志太記念脳神経外科　豊山 弘之 （14期生）

2005年４月、ご縁をいただき静岡県焼津市に志太記念脳神経外科を開業し10周年を迎えることになり
ました。当地は駿河湾に面する静岡市西側の高草山に隔てられた志太平野のちょうど真ん中に位置する
東海道線西焼津駅を最寄駅とする新興地です。
志太（しだ）という地域名がとても気に入ったことと、この土地に降り立った以上志太平野の脳の健
康を守りたいという決意を固めた志太記念脳神経外科という看板を掲げ、全開でスタートを切り全開の
まま現在に至ります。
この度いただいた同窓会誌掲載のお話は普段は前しか見ずに過ごしているわたくしに振り返り回想さ
せて頂く良い機会をいただきました。ありがとうございます。
開業というと経営的なことに頭を悩ませるものかと当初は考えておりましたが結局のところ、あるい
は幸いにも研修医時代と何も変わらず医業に徹することだけを信条に突き進むことが出来ております。
多くの有能なスタッフに恵まれたことと、東海大学研修医時代から自分の診療スタイルを全ては患者さ
んのためにと叩き込んでいただいた根性の賜物と考えております。
その当時の東海大学スーパーローテーションは稀有な研修システムで、短い数年間で今では考えられ
ないような濃度の高い多種多様な経験を積ませていただきました。しかもそんな時代だったのでしょう
か、各科でかなり難易度の高い手術や手技をやらせていただいていたように思います。そこで習得した
技能はきわめて実践的で今でも役に立つことばかりです。
当院は19床の有床診療所でMRI２機、MDCT、DSA脳血管造影、超音波、脳波が主な診療機器で手
術ナビゲーションシステムや術中筋電図、ICG手術顕微鏡を導入した90平米の手術室を有しております。
一般的な脳外科診療を行うには申し分のない設備を設けることができたのですが、開院当初よりやや手
狭だったこともあり昨年増築するに至った際に、近隣住民の方や地域の皆様の多大なご支援を賜ること
ができました。地域医療をはじめて10年足らずでしたが、頑張ってきたことが地域の皆様にご理解をい
ただき応援を頂けたことでやりがいを実感することが出来、さらに前進する力をいただきました。
静岡には卒業生が多く先生方には公私ともに様々なサポートを頂いております。地域医師会とともに
円滑な地域連携がとても良く取れていて心強いです。
また何と言っても東海大学脳神経外科との連携は専門医先生の派遣や知識技術的なことはもちろん精
神的に心の支えとなっており本当に感謝しております。
2015年４月より長女が東海大学医学部に
就学させて頂くことになりました。伊勢原
でのスタートを切った30年前の自らを感慨
深く思い出します。わたくし自身も良医に
なるべく初心にかえり、心新たに新しい医
学教育を垣間見て学ばせていただきたいと
思っております。親子ともども今後ともよ
ろしくお願い致します。
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星医会北海道支部からのお便り
北海道支部長　加賀 基知三（６期生）

北海道の冬は雪と寒さとの戦いではありますが、ときに日中温かくなりますとその夜が大変です。道
路がスケートリンクのようになります。一旦スリップしますと、次のステップも滑り、傍から見ますと
まるで踊っているように見えます。
北海道支部では夏と冬に定期集会を開催しています。
北海道支部総会となる「冬の会」は東海大学同窓会北海道ブロック総会の二次会として同日開催され
ます。道内各地から参集しますので泊がけの方もおります。2014年も２月22日に行われ、ご来賓として
お迎えした金淵一雄先生と春木康男先生からは懐かしい伊勢原の様子や他の支部会のお話などを紹介し
ていただきました。

2014年冬の会参加者（敬称略）：  

 

夏の会は2014年９月７日に『小澤 明先生を囲む会』として京王プラザホテル札幌行われました。東
海大学皮膚科学教授の小澤明先生は東海大学北海道地区後援会総会の合間をぬってご参加いただきま
した。道内からは、小笠原俊夫（３期生）、吉田貴彦（４期生）、伊藤宇一（９期生）、中木良彦（20期生）、
加賀（６期生）が参加し懐かしいひと時を過ごしました。小澤先生は外見もおしゃべりもお変わりなく、
当時の卒後臨床研修センターの話題や現在の大学の状況までお話下さいました。

支部便り

金渕　一雄、海老原明典、小笠原俊夫、吉田　貴彦、金　　竜一、常見　恵子、
常見　幸司、加賀基知三、伊藤　宇一、中川　　麗、中木　良彦、稲川　　信（二次会より）

「冬の会」2014 年２月 22日
東海大学同窓会北海道ブロック総会（札幌ガーデンパレス）
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年２回の定期開催の他にも、何かの機会に集まりたいと思いますので、星医会会員の皆様も学会など
で北海道にお越しの際には、支部長までご連絡下さい。

星医会大阪支部会報告
李　雄相（22期生）

平成26年６月12日木曜日午後８時から ANAクラウンプラザホテル大阪にて星医会学術講演会ならび
に大阪支部総会を開催しました。
学術講演会では、すみれ病院院長 小西俊彰先生による「糖尿病合併症の本体と糖尿病治療」につい

て最新の診断ならびに治療法等わかりやすくお話いただきました。その後、総会、懇親会では金渕会長
からスライドを使い大学の近況、国試結果や他
支部の活動等楽しく説明してくださいました。
金渕会長におかれましては大阪まで足を運んで

くださり本当にありがとうございました。今回参
加された先生方は13人で年齢層も幅広かったです。
今後、近畿合同の懇親会を計画したいと考えてお
ります。兵庫、京都、滋賀、和歌山の先生もお時
間がありましたらぜひご参加くださいますようお
願いいたします。

出席者名（敬称略）：  
金渕　一雄、小西　俊彰、奥井　克治、河合　　功、明石　裕光、桂木　啓和
津久井　優、岩佐　　厚、木勢　惠一、松田　眞一、浦野　順平、松尾　二郎

「夏の会」2014 年９月７日
『小澤 明先生を囲む会』（京王プラザホテル札幌）
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第16回星医会静岡支部総会報告
支部長　宮沢 正行 （８期生）

平成26年６月28日（土曜日）第16回星医会静岡支部総会、ならびに講演会を静岡市内のホテルにて開
催いたしました。例年通り総会、講演会、懇親会の３部構成で28名の参加がありました。
総会では事業報告、会計報告に続き金渕会長から御挨拶と大学の近況等、お話しいただきました。今
年も遠く靜岡まで足を運んで下さった金渕先生にはとても感謝しております。
最近の東海大学医学部は当時の私だったらとても合格出来ない位にレベルアップしているようです。
講演会では東海大学医学部付属大磯病院消化器外科教授の島田英雄先生（４期生）に「食道癌の内視
鏡診断と治療」という演題でお話しを頂きました。専門領域は違っていてもこの講演を楽しみに参加す
る人も多く、今年比較的多くの参加があったのは島田先生のおかげです。私はポリクリの頃から島田先
生のことは存じ上げておりますが、教授という立場になられても気さくでありながらも真面目な姿勢は
変わりありませんでした。今後ますますの御活躍をお祈
り致します。
懇親会は立食形式で、先輩後輩の分け隔てなく懐かし
い話しを楽しみました。
第17回静岡支部総会は平成27年６月27日（土曜日）を
予定しております。多くの方の御参加をお願い致します。
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『三重支部会便り』
三重支部支部長　中本 節夫 （８期生）

平成23年の三重支部設立総会以来になります三重支部の集いを平成26年７月６日に鈴鹿市の大変美味
な老舗牛肉料理店『まと場』にて講演会講師に救命救急医学准教授であり小生と同期の中川儀英先生、
本部から金渕会長に遠路お越しいただき、また三重支部からは堀木照美先生（10期生）、中嶋一樹先生
（12期生）、宮原覚先生（15期生）、三井泰先生（24期生）、中本節夫（８期生）が出席し開催しました。
まず自他ともに認めるMrドクターヘリ中川先生より『ドクターヘリ～これまで、そしてこれから

～』というテーマで、ドクターヘリの有用性について検証データや実際の症例も御提示いただきながら
大変分かりやすい講演を聴かせていただきました。引き続き、金渕会長から恒例の伊勢原の現況につい
てのお話を伺いました。
その後、食事をしながらの歓談が続きましたが、図らずも始まった中嶋先生と宮原先生の『今だから
話せる…伊勢原時代の秘話』のコーナーは大変面白かったです。ただ残念ながらその内容については本
人の了解なしにはとてもここには書けません（笑）ので御理解下さい。
個人的には中川先生の最後のスライド…６年ポリクリの懇話会での野村公寿先生を囲んでのみんなの

写真…本当に懐かしく感無量で思わず涙腺が緩んでしまいました。小林君、橋本君、小川さん、皆さん、
お元気ですか？！！

星医会湘南支部親睦会報告
石田 秀樹 （７期生）

平成26年７月26日（土曜日）星医会湘南支部親睦会を藤沢市のグランドホテル湘南にて開催いたしま
した。当日はアメリカンフットボール部創部40周年記念パーティーと重なり中村世郎先生（１期生）・大
谷泰雄先生（２期生）が欠席となりましたが、34名の参加がありました。先ず、懐かしい顔に会える
と毎年楽しみにしております星医会会長 金渕一雄先生から現在の医学部や各地方の支部会の開催状況
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をスライドで報告していただき、その
後に講演会となりました。今回は東海
大学医学部教授 付属東京病院副院長・
健診センター長の西崎泰弘先生に講演
をお願いしました。講師紹介では空
手部の先輩でもある蓑手善哉先生（４
期生）から西崎先生の１年時の初々し
い空手着姿の写真提供もあり、和やか
な雰囲気のなか講演会が始まりました。
年齢的にも参加者全員の関心が高くメ
モを取る先生が出る程の大変有意義な
時間となりました。懇親会は星医会湘
南支部長の西村和博先生（10期生）の乾杯挨拶で始まり、参加者全員が近況報告を行いました。無邪気
な学生時代のような笑顔だらけの時間、改めて同門の良さ・大切さを実感いたしました。本年は７月25
日（土曜日）開催、10期生の先生に講演をしていただく予定です。最後に西崎先生からのひとことです。
「去る2014年７月26日（土曜日）、藤沢で開催された星医会湘南支部にお招き頂き「究極の予防医学は
日本を救うか ?～本邦初・大学発の総合的抗加齢ドックを立ち上げて」を講演させて頂きました。同期
（７期生）の石田秀樹先生が当番幹事でお声掛け下さったのですが、代表幹事の蓑手先生は尊敬する空
手部の先輩で、アンチエイジングを実践されて還暦にはとても見えず凄い !と思いました。本当に楽し
くあっと言う間のひとときでしたが、とくに同期の増田愛一郎先生が「アンチエイジングは日本を救う
か ?じゃなく、救うのはこれしか無いんだよ！」と言われていたのと、松前光紀教授の「先生、今日か
らもう構成員だから」のお言葉が嬉しく心に残り、次回からは聴衆として参加したいと思いました。皆
様大変ありがとうございました。」
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2014（平成26）年度の四国支部活動報告
松山 毅彦 （５期生）

四国支部では支部活動として、同窓会を四国医
療セミナーとその懇親会の形で、数年前より行っ
ています。
例年は年に一回の開催ですが、今年度は２回開
催しました。
2014年７月13日（日）に香川県高松市で開催、

セミナー講師は愛知医科大学輸血部・細胞治療セ
ンター教授の加藤栄史先生（５期生）に、「輸血か
ら細胞治療へ」のご講演をいただきました。学生
時代の同期が、容姿は昔そのままながら、内容の
濃いご講演でした。勉強になりました。出世した
な～‼。
2014年11月23日（日）に今年度２回目の四国医

療セミナーとその懇親会を、やはり高松市で開催
しました。講師は東海大学名誉教授の佐藤修先生
にお願いしました。ご講演の題目は「脳脊髄液の
生理学―最前線」でした。脳脊髄液の産生と吸収
の新知見、「あ～～、そうなのか！」という感じで、
非常に面白かったです。早速教科書をアマゾンで
ゲットしましたが、読む時間がない…。

今年度は２回開催できましたが、出席者の面子は変わらず、今後の課題です。また、開催地も交通ア
クセスと会場を考えると、固定されてきています。これもなんとかならないか、と思案中ですが、妙案
もなく…です。
佐藤修先生、加藤栄史先生、ご講演ありがとうございました。
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平成26年星医会千葉支部会
橋本 真一郎 （８期生）

星医会千葉支部会が去る10月18日（土）に千葉駅隣のセンシティタワー22F海燕亭で行われました。
田中彰先生（４期生）幹事のもと、支部長である椎名康文先生（１期生）をはじめ例年よりはやや少な
めの10名が集まり、本部から金渕一雄会長（２期生）と五月女昇先生（15期生）にもご参加いただきま
した。乾杯の後、金渕先生より東海大医学部の現状について詳細なご説明をいただきましたが、医学部
創立40周年になること（自分の齢を考えれば当たり前ですが）、千葉支部も思っていた以上にたくさん
の会員がいることなどに驚き、他の支部の
集合写真に昔懐かしい顔を見つけては過ぎ
た日々の長さを実感しました。その後各々
の近況報告となりましたが、現在千葉に
いるいきさつ、ご家族の悩み、今後の身の
振り方の悩みなどとても興味深いお話（当
人ではないので）を拝聴し、あっという間
に３時間が過ぎてしまいました。杯を重ね、
酔いも回り、さあ閉会というところで、田
中彰先生より本日の報告書を書くよう命じ
られましたが、すでに忘れてしまったこと
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もあり、このような拙い内容になってしまいました。覚えていることは、次回は知り合いを一人でも多
く引き入れ、もっと盛会にしようという椎名先生のお言葉です。

第９回星医会九州支部総会　福岡・佐賀支部開催報告
星医会福岡・佐賀支部　支部長　諌山 士郎 （７期生）

事務局長　後藤 安正 （３期生）

はやいもので、九州支部総会は今回で９回目となり
ました。交通の便を考え、今回も九州最大の歓楽街の
中洲で平成26年11月８日に開催致しました。前日ま
で晴天の日が続いていたのですが、雨男が多いため
か小雨の降る、肌寒い当日でした。参加者はご家族
を含め24名。参加予定であった熊本の米田義典先生
（４期）高島健二先生（５期）両名がお仕事のため当
日欠席でした。遠方からは、岩井力先生（４期）大
森敏生先生（５期）が千葉県から初参加されました。
神奈川県からは会長の金淵一雄先生（２期）、静岡県
から池田正見先生（２期）ご夫妻、金山一郎先生（４
期）夫妻、三神美久先生（４期）、大阪府から奥井
克治先生（２期）が来られました。遠方よりの参加、
ありがとうございました。また、福岡・佐賀支部か
ら檜友也先生（18期）が上海から初参加されました。
福岡で開業予定です。
特別ゲストは東海大学教授、皮膚科診療部長の小澤明先生に御夫婦でお越しいただきました。小澤教

授は1975年から東海大学病院に勤務されており、卒業生全員が存知あげる数少ない先生です。皮膚外用
療法についてわかりやすく、授業ではいえないことも面白く講演され勉強になりました。ありがとうご
ざいました。講演後、金淵会長から大学の近況や各支部会の報告がなされました。
講演後、ホテルから徒歩で中洲の船着き場に移動し屋形船に乗りこみ金淵先生の乾杯の音頭で宴会を

開始しました。中洲歓楽街のネオンをバックに地鶏焼き、モツ鍋を食べながら歓談、初参加の先生方の
紹介などで盛り上がりました。今回、夫婦の参加が多く会話も下品にならないで安堵いたしました。約
一時間半飲み上げ、１期生の有松先生の博多一本締めで終演とし、再び中洲に上陸しクラブにて池田先
生の乾杯で二次会を開始し、カラオケを歌いあげ日付が変わるまで騒ぎお開きとなりました。その後は
三々五々夜の街へ散って行きました。どこに行ったかはわかりません。
翌日は観光・ゴルフの設定ができず申し訳ございませんでした。そのため各自、観光され帰られたこ

とと思います。金淵会長は例年恒例となっている国家試験合格祈願のため大宰府天満宮に行かれまし
た。卒業生にご利益があるよう願っています。今回、１期生から18期生が集まりました。なかなか、若
い先生の新参加がありません。今後はより若い先生方が中心となって支部会を続けてもらえば裾野がも
っと広がるのではと考え、福岡・佐賀支部は若手にバトンタッチすることにいたしました。福岡・佐賀
支部長として冬野玄太郎（11期、佐賀県唐津市にて内科開業）、事務局長として政所（まんどころ）広
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行（17期、北九州市小倉区にて内科開業）となります。有松支部長から３代目となります。今後は古株
も支部会に協力し、星医会の発展に努めたいと思っています。
ご協力をいただきましたすべての方々、西日本観光の杉本様、参加いただきました皆様に心から感謝
申し上げます。ありがとうございました。

第12回厚木星医会倶楽部報告
 八木 健太郎（18期生）

平成26年11月10日レンブラントホテル厚木にて第12回学術講演会を開催いたしました。
厚木星医会倶楽部とは厚木市・愛川町で開業、病院勤務されている卒業生を中心に構成され毎年11月
に学術講演会を開催しております。現在は約50名の先生方が活躍されています。
講演会では産婦人科　和泉 俊一郎教授をお招きし「遺伝診療～パーソナルゲノム時代を迎えて医師

として準備することは～」という演題でお話を頂きました。普段地域で一般診療を行っている自分には
とても未来のある最先端診療のお話で今後の実用化が非常に楽しみな内容でした。またクイズ形式で参
加できる内容でしたのでとても分かりやすく本当にありがとうございました。
懇親会では先輩方とお酒を飲みながらプライベートの話や日常診療の話などこれもまた非常に役に立
つお話を聞かせていただきました。
こういう機会でないとなかなか先輩方とご一緒できることはなく、毎回参加するのを楽しみにしてい
ます。来年以降も大勢の先生に参加していただき、盛大に行っていきたいと思います。
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第３回県央医学会開催
 岡本 裕一（１期生）

県央医学会は、相模原市・大和市・座間市・綾瀬市・海老名市・高座郡・藤沢市の一部の範囲で東海
大学医学部卒業生の開業医・勤務医を中心としている勉強会開催しています。
今年、第３回県央医学会を平成26年11月15日土曜日に相模大野駅・小田急センチュリーホテル相模大

野で開催しました。
今年４月に東海大学医学部専門診療学系　精神科学教授として赴任された山本賢司先生（11期生）に

『身体疾患とうつ病について』のテーマで特別講演会をお願いしました。
他科の医師にも有意義な講演でわかりやすい内容でした。今回、講師の人気で30名の参加希望があり、

その中には地域を越えた参加者もあり、主催の私としては、感謝の一言でした。

近年、講演会等の協賛にいろいろと諸問題があり、当会の会名称も３年前から東海県央医学会（開催
通算16回）から３回目の「県央医学会」へ変更になっています。何処の地域でもこのような会の開催は、
大変だと思います。主催の各星医会支部の担当者のご苦労は、察します。

平成27年も10月～11月に協賛等の都合がつけば開催を予定しています。私が、生存していれば夏休み
ぐらいに日程等連絡させて頂きます。ご多忙中、恐縮ではございますが可能であれば参加お願いします。
同窓生でこの地域の周辺に卒業生が、仕事されていましたら紹介して頂けると幸いです。この会に興

味のある方は、世話人までに連絡ください。また、興味あるテーマありましたら是非、連絡ください。

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

１ 3期会報告
幹事代表　金渕一雄（ななご会）

1974年－76年に入学した卒業生の集会（74–88年頃に伊勢原で学生生活を送った星医会員）
（１期会、ななご会、三星会　合同の同期会 ?）：2014年３月８日：京王プラザホテル新宿
今回　１期生椎名先生の発案により、３つの会を合同で開催することになり、１期生の椎名先生の開
会宣言、３期生の灰田先生（医療短期大学学長）の乾杯で始まりました。
医学部で初期の入学者数は各学年110人位でしたが、なにせ新規医学部カリキュラムですから、試行

錯誤の講義・ポリクリ（臨床実習）・試験、進級判定などなど、そのまま進級できたのは半分くらいで
した。即ち苦楽を朋にした沢山の同級生ができ、そのような「絆」をもった学生が多いのでこの会は大
変盛り上がりました。アラカンの参加者は、1974 83年頃の学生に戻っていました。
〈思い出〉　講義、実習（解剖は、学部棟と病院が出来上がった時に２年生と１年生が同時に実施され、串
田、清木先生や実習助手の先生方にはお世話になりました）、代返や出席票提出の成功失敗、湘南校舎での
体育（マラソンの宇佐美に教わったこと）や教養の講義試験（川尻先生の一言“プロをなめるな !”）、松前
重義総長の現代文明論などたくさんありました。また、クラブ活動で運動文化部を創部するには、学年を超
えて仲間を集め、部長教員を探し、対外交渉をしながら活動場所を確保してやっと大学（学務課）に認可さ
れる。苦労しながらも新しい医学部で何事も自分達で立ち上げることを厭わない大勢の学生が集まっていま
した。大会での入賞や講演、展覧会、建学祭（*“大山で旭日を観る会”深夜に病院を徒歩で出発し山頂で
旭日を拝みながら握り飯と豚汁を食べ、また徒歩で病院に帰還）など。全員の『一言』を楽しく拝聴、２期
の金淵が「伊勢原の大学、学生生活の現状と入試、全国の支部会報告」を行い、石巻の宮城先生が「宮城
クリニックにおける J-MAT、D-PAT（Disaster Psychiatric Assistance Team） の現状」について報告しました。

*療養中で参加できなかった佐々木正五先生の DVD“今がいちばん、佐々木正五先生の足跡”をみ
ながら、思い出に浸り、先生の手紙にあった“想定外”や“想定内”の元学生（今は立派なお医者様）
面々が、集まりました。来年は佐々木先生100歳をお祝いしましょうね。とお祈りして散会しました。
（故佐々木正五先生のご冥福をお祈りいたします）

参加者56名（ご夫婦：４組）：  

* 皆様大変楽しんでいたので、2015 年３月の第総会 前日には、４期会の幹事にも参加打診中です。
　翌日の星医会総会参加者も増やしてください。１ 35 期生に会えます。
　また親子で参加できる卒業生も 19 組、在校生は 38 組もおりますよ。

岡本　裕一、菅野　聖逸、菅野（今野）与志子、桑平　一郎、後藤　英隆、椎名　泰文、原　　卓史、
松本　雅彦、宮坂　宗男、吉利味江子、津山嘉一郎、池田　正見、内山　光昭、大谷　泰雄、奥井　克治、
門阪　利雄、金渕　一雄、瀧澤　俊也、武田　啓介、林　　秀樹、林　　芳弘、久保田（平林）千鳥、
弘瀬　　哲、秋元（浅子）かつみ、池田　和也、石丸　裕司、井尻　昌生、小笠原俊夫、小野　容明、
桑原　正隆、古閑　俊浩、後藤研一郎、櫻井与志彦、里　　悌子、篠田　正樹、須知　雅史、
山本（田中）くるみ、津久井優、辻　　　誠、灰田　宗孝、福原　一作、古橋　進一、下田（満田）るみ、
峰崎　賢亮、山崎　弘文、岡本　正史、白滝　文良、寺師　碩甫、徳永　雅仁、萩原　　忍、蓑手　善也、
宮城　秀晃、吉見　秀一、山路　修身、吉田　　肇、藤原　敬且、（当日欠席 ; 町村　貴郎、松前　光紀）

物故者：（14名）
＜幹事＞　*１期会（椎名泰文）　*ななごー会（金渕一雄 )　* 三星会（須知雅史 ）
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１期会：参加者

ななご会：参加者

三星会：参加者

集合写真
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４期生会：やっぱり同期は楽しいぜ！
谷亀 光則（４期生）

星医会総会の前夜、2014年３月８日
（土）午後７時から京王プラザホテル
南館９階エメラルドで恒例の４期生会
を開催した。出席者は総勢24人。昨年
の幹事は谷口君にお願いしたので、今
年は２年ぶりの幹事だ。少し早めにホ
テルに着き、ロビー付近でブラブラし
ていたら松島君（ご一家）と遭遇した。
約30年ぶりだけど面影あるなぁ。娘さ
んはかわいかったなぁ。
４期生会の常連（？）たちはたちまちに会話がはずんでいる。中にはほとんどの人と30年ぶりに会う

という松島君や橋本さんもいる。そんなブランクがあってもすぐに楽しい会話になるのが同期会ならでは。
そして宮城さんが奥様と同伴で来てくれた。おまけに美味しい笹かまぼこのお土産とともに。自宅のあ
る石巻での東日本大震災後の大活躍は３年前の６月に開催された総会で報告されているが、改めて“東
海セット”のお礼などの話があった。水谷君からは福島第一原発近くの富岡町を離れ、一時は伊勢原に
避難しながら現在はいわき市で開業をはじめたと報告があった。津波や原発など様々な原因により、そ
して非常に広範囲の大災害だったことをあらためて認識する。
今年度は北村君が帝京大学教授、佐藤君が名古屋大学教授となり、同期の７人くらいが教授職になっ
ている。おめでとうと心から祝福すると同時に、同期の我々としては誇らしい限りである。そして期
せずバツ１になった両人による婚活はどこまで進んでいるのかなぁ。「二人が一緒になると子供が６人
だ！」とうれしそうに騒いでいたから来年の N君からの報告に期待したい（笑）。最後には簑手さんが
乱入してきた。話しに夢中になり２時間があっという間。料理が残ったままだったのは医師として健康
に気をつけたのか、それとも年をとってそれほど食べられなくなったのか、あるいは飲み過ぎてしまっ
たのかは、まぁそれぞれだろう。二次会には約16人が参加した。そこでも会話は止まらない。そして青
梅線の終電が気になる宮川さんが帰宅した。その後も楽しい会話とお酒で時間が過ぎる。記憶があやふ
やだが、いつも泥酔する武藤君の“ナイトケア”は頑強な松田君と背の高い仲村君にまかせ、私と吉田
君は３次会へ。翌日は案の定、二日酔いになった。翌日にメーリングリストにメールが来ていた。
山田さんからのメール「おはようございます！ 昨夜は楽しかったです。皆さんが頑張っている様子に
元気をもらいました。幹事の谷亀さん、美味しい笹かまぼこをくださった宮城さん、福島で新規開業の
水谷さん、日曜日診療なのに参加してくれた橋本さん、参加の皆々さま、ありがとうございました。ま
た次回お会いできることを楽しみにしています。」こちらこそ、また来年も会いましょう！
松島君からのメール「四期生のみなさま。昨日はありがとうございました。約30年ぶりの私でしたが、
すぐに認識していただきましてありがたかったです。学生時代と同じように話ができたことに感動しま
した。最近限界に達しつつあった自分にとって、みんなと話ができて、みんな頑張っている姿が見られ
て、元気になる自分に気づきました。大変ありがとうございました。非常に楽しかったです。またの機
会にお会いできることを楽しみにしています。See you next time.」相変わらず律儀ですね。それにして
も See you next time.って、欧米か！ ってつっこみがきちゃうよ。
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谷口君からのメール「皆様、楽しいひとときをありがとうございました。年を追うごとに参加者数が増
えて賑やかでしたね。水谷先生、宮城先生、この三年間ほんとうにお疲れ様でした。お二人の話を聞い
ていて、どのような状況にあっても地域の人に愛される存在であるのが医師のつとめであり、喜びであ
るのでしょう。わたしもそのような医師でありたいと思いました。どうぞお体に気をつけてまた来年お
会いできることを楽しみにしております。」
またやります。４期生会はまたやります。総会前夜の京王プラザホテルで会いましょう！

参加者（順不同、敬称略） 

2014年90生（６期）同窓会便り
平川　均（６期生）

同窓会は３月に催され、原稿依頼は12月に来る。楽しかった記憶はあるが中身は思い出せない…記憶
力は確実に年々落ちてきている。録音してあるかも…それさえも忘れていて、再生するとちゃんと入っ
ているではないか !よかった、書ける。溢れる笑い声…それにしてもこんなに盛り上がっていたかな !?

…なるほど集合写真の皆のほとばしる笑顔がそれを裏付けていた。

藤田：藤田医院院長。スピーカーに懲り、造ったオーディオルームは決して AV鑑賞用でない。趣味の
陶芸は12年、最近徳利に嵌るがこれが実に難しい。
森屋：開業３年目。まだ借金あって当直業務も年50日やっている。趣味は筋肉で、体脂肪率15％切るの
が目下の目標。時々 CTで内臓脂肪量をチェックしている。
寺尾：年金生活に突入も体の鍛錬は怠らず、ヨガに夢中。ボイストレーニングは誤嚥予防。学生時代に
ガラスに突っ込んだが、そんなヘマは２度としない。

仲村　　準、吉田　貴彦、谷口　亮一、武藤　信美、松田　弘之、山田奈生子、木村　英植、岡田　裕子、
中馬　　基、宮本　　荘、山路　修身、北村　　真、宮川　和子、日原　　徹、志村　容生、松島　一士、
田中　　彰、只木　行啓、水谷　郷一、橋本　景子、宮城　秀晃（＋奥様）、萩原　忍、谷亀　光則
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中田：紅一点。華やかさは変わらない…いや増大している。大久保で眼科開業して17年韓国・中国人
入り乱れる中、ここに尖閣問題はない。近藤さんから同窓会でなく中田会に変更しようと提案がなさ
れた。
東：八王子四天王のうち王は３月で既に退職、そして彼もまた准教授の地位を棄て本年３月で実家の医
院へと戻る。心残りは嫁を伴えなかったこと。この場を借りて可愛い子集まれ !

谷垣：東も大学退職するし、高橋の華麗なる私生活に憧れ、大学を辞め同じ厚木循環器クリニックに就
職、内科で一番希少価値のある呼吸器を専門に今日も荒稼ぎ中。
柳町：専門は神経だが画像なら何でもござれ !私に読影できないものはない !渡辺俊之（通称グンべ、
ペンネーム藤村邦）著の“Afterglow ―最後の輝き―”で久々に泣いた。
加賀：呼吸器外科医として北大に赴任して９年、内視鏡外科で確固たる地位を築いた。老眼で最近見づ
らくなってきたが、次は肺移植か !?…虎視眈々と挑戦は続く。
高橋： 90の優等生は食物の勉強に日夜励む。塩分だけでなく野菜摂取量をMacに計算させている。
DM患者は野菜嫌い。キーワードは野菜＋魚（特にイワシ）。詳しくは彼の FBで。
萱場：医師資格について諸外国が５～10年ごとに再検定があるのに対し、日本だけが無くガラパゴス化
していると熱弁を振るう彼のお腹は相変わらず樽のようでした。
小島原：57歳だが相変わらず陽気で若々しい。３人息子のうち２人は医学部。会津で開業して10年目。
借金は完済。いちご煮大好き。
近藤：１年前に病棟閉めた。それまでの20年で400～500人の末期癌患者を看取った。死の間際まで患者
や家族の立場に立って手を差し伸べた姿に現代の赤ひげ先生を我々は見た。
西崎：東京病院に15年で副院長。消化器内科学から予防医学まで幅広くこなす。教授就任パーティーで
は図らずとも自ら築いた交友関係の幅広さを絶賛された。アンチエイジングに取り組み、趣味のマス
ターズ陸上で100mを13.7秒で走り去る。
松林：自作自演の若大将は今回も健在。趣味の山登りを持参した ipadで皆にアピール、しかし途中で
ipadが紛失したと大騒ぎ、宴もたけなわの中での写真撮影では本人が行方不明となった。
平川：八王子５年目。万年幹事。アジア旅行を４年連続共に敢行し、ホモ説が取り沙汰される東も八王
子を去り、また引きこもり生活にもどるのか⁉

10期生会の報告
本多 ゆみえ （10期生）

10期生会は、2012年から毎年開催するようになり、昨年３回目の10期生会（10期生同窓会）を３月８日
土曜日、星医会総会の前日に、新宿の京王プラザの「武蔵」という42階の部屋で行いました。当日は19
時30分からでしたが、例年どおりボチボチ集まり終了するころに、予定していた人数になりました。今年
は10期生から教授が誕生し、同期の教授を囲んで色々と盛り上がりました。二次会は京王プラザのメイ
ンバーで行いましたが、例年通り、同じ場所に多くの他学年の同窓会二次会が集っており、星医会総会
前夜祭状態でした。最近は「10期生会 NOW」的な写真や動画が Face Bookにアップされるようになって
きており、やむを得ず夜勤から逃れられなかった同期生をうらやましがらせています。
10期生会は2012年から卒後20年を経過したこともあり、年に１回開催することにしています。日程は
３月の総会（第二日曜日）前日の土曜日に京王プラザ（新宿）で開催します。次回予定がつかない方も、
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毎年行いますので、ご都合のよろしい会に参加していただけると幸いです。2015年の10期生会の案内は、
引き続き同窓会誌の新年号に掲載または別紙を同封しますのでご検討下さい。また Face Bookをおやり
の方は、10期生会の closedの会がございますので、管理者の大澤明彦さんと連絡をとってメンバーに
なって下さい。次回は2015年３月７日土曜日の19時30分頃から開催予定です。

東海大学医学部第25期生同窓会
花井（本郷）祥子／小島　稔 （25期生）

２月１日、25期生の同窓会を新宿京王プラザホテルにて開催しました。
事の始まりは、５年次から年に１回は続けている学生室メンバーの飲み会でした。
私たちが卒業した平成16年は研修医システムが大きく変わった１年目の年でした。マッチングシステ
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ムという過去に例がない方法での就職活動や、現在では２月に定着した医師国家試験も２月に変更とな
るのか、従来どおり３月なのか肌寒くなる季節まで発表されず、不安だらけの１年間だったように記憶
しています。早10年が経過し、中堅といわれる学年になっていましたがもともと８人だった学生室メン
バーも各科のスタッフとなる頃に大学に残っていたのは３人。その３人も10年目を前にして自分の将来
を思い、悩んでいました。そこで、10年の区切りとして同期に声をかけて集まろう、出来る限り沢山の
友に会って英気を養おう、と思い立ったのです。
多くの友が賛同し、時間を作ってくれて、北は北海道から南は神戸、大阪からなんと53人（＋8キッ

ズ）に出席してもらうことが出来ました。会うなり時間は一気に10年前に遡り、まるで昨日も一昨日も
会っていたかのように思えると同時に、10年間のお互いの近況報告では月日を感じたりもしました。本
当に楽しい時間で、あっという間の２時間半でした。
参加予定であったものの季節柄、インフルエンザで参加できなくなった友や出産、クリニックの内覧
会、国際ボランティア参加などで同窓会に参加できなかった友の紹介をさせてもらい、それぞれの頑張
りに一同が元気をもらいました。
終盤では次回の同窓会幹事を決めることとなり立候補で久保田剛君が、そして指名で伊藤大起、栃倉
未知夫妻の３人が引き受けてくれることになりました。
まだまだ話足りないということで毎年２月第１週の土曜日に同窓会を開こうという案が挙がっていま
したので、25期の皆、案内が来るつもりで予定を空けておきましょう。
最後に記念写真を撮影し第25期生同窓会が終了となりました。
皆が作り出した楽しい時間に感謝します。本当に、ありがとう！

東海大学伊勢原校舎伊勢原剣道部 OB 会
野村　武 （７期生）

第２回東海大学伊勢原校舎伊勢原剣道部 OB会が2014年10月26日（日曜日）東海大学交友会館（霞が
関ビル35階）にて初代剣道部部長小澤敦先生（東海大学名誉教授、元感染症学教授）をお迎えして開催
されました。当日は医学部１期生から現役の学生まで、伊勢原校舎剣道部にかかわってきた方々総勢66
名が集い、兵頭昌雄先生、平賀聖悟先生にもお越しいただき盛大に開催されました。
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現在の剣道部部長である宮坂宗男先生（東海大学医学部外科学系形成外科学教授）より開催の御挨拶
をいただき、小澤先生から昔と変わらぬ熱きお言葉をいただきました。
星医会会長である金渕一雄先生（東海大学付属八王子病院副院長、心臓血管外科准教授）から御来賓

の御挨拶をいただき、現コーチである井関学先生（望星サイエンス）から剣道部の現況と、今回の OB

会で配布いたしました記念品の東海大学初代総長松前重義先生の直筆による「不滅」の文字の入った手
ぬぐいの説明があり、現役部員の自己紹介とともに現役部員が試合に練習に頑張っている姿がプロジェ
クターから映し出されました。
懐かしい顔ぶれの中楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうもので、開設時から多くの学生がお世

話になり、今回の OB会の世話人をしていただいた岡島慶明先生より締めの御挨拶をいただきお開きと
なりました。

OB会の開催に当たっては望星薬局、東海教育産業、望星サイエンスの方々にご協力いただき、校友
会館のスタッフにも大変お世話になりました。大変感謝しております。また準備、運営を手伝ってくれ
た学生諸君にも感謝します。
連絡の取れなかった OBの方々、直前にしか連絡できなかった OBの方々には大変申し訳なく思って
おります。この記事をご覧になり、もし剣道部に在籍しておられたのに連絡がなかった場合、名簿から
漏れているかもしくは郵送不能となっている可能性があります。是非とも集合写真に写っている御友人
に御連絡いただき医学部７期の野村までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
個人的な感想ですが、何年経っても剣道部は最高でした。伊勢原校舎剣道部万歳 !!

第35回星医会総会開催
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会員のページ

コラム：【世界最先端をゆく地域の医療を守る】
星医会理事　鄭　義弘 （７期生）

私の勤務する「社会医療法人ジ
ャパンメディカルアライアンス」で
は、平成23年度から縁あって静岡県
の賀茂医療圏、即ち下田市、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、西伊豆町、松崎
町の一市五町からなる伊豆半島の最
南端の地域で、150床の一般急性期病
院（下田メディカルセンター）と二つ
の診療所、及び介護老人保健施設の
運営を行っています。運営形態は公
的施設に近く、上記自治体が事業主

となり、現地で新たに設立した所謂グループ法人となる「静岡メディカルアライアンス」が指定管理者として実
施的な経営を担っています。
また、この賀茂医療圏の医療の中核を担う「賀茂医師会」の会長が、我が星医会の副会長をお努めの、二期
生の池田正見先生であることは皆様ご存知でしたでしょうか？

さて、表題に掲げた世界の最先端をゆく地ということですが、何が最先端かといいますと、何も地物のキンメ
ダイの水揚げ量でもなければ、幕末に黒船が来航したことに関連した逸話等でもありません。それはこの医療圏
が日本でも屈指の高齢社会であること、ということは日本は世界でも最も高齢化が進んでいる国ですから、当然
伊豆の南端は世界でも最先端の高齢化した地域だということになります。その割合は約37％にも上るようです（他
にも50％に迫らんとする限界集落があることは承知していますが）。
そのような環境にあって、この賀茂医療圏では一般病床としての急性期病院が少なく、専門医も不足している
ため救急患者を医療圏外まで搬送するケースが多い地域となっております。ドクターヘリの運行はありますが、日
中のみで天候にも左右されるため、３次救急まで搬送するのに、石川さゆりの歌にもあった“天城越え”で90分
を要する事もしばしばです。高齢化した地域医療として慢性期医療、プライマリケアとしての機能も当然重要視
されますが、夏、GW、年末年始等の観光シーズンに限らず、急性期疾患も意外に多く、高度な専門性をもった
医療の提供も価値あるものになっています。したがって、急性期医療から始まって、慢性期、そして介護まで、
一連の流れを一つの地域でまとまって提供し、且つ顔の見える医療者と地域住民との関係を築きやすい地域であ
るとも言えるかと思います。

もちろん私もこれまで診療でこの地を訪ねておりますが、病院職員の地位医療への取り組みの真摯な姿勢は言
うに及ばず、地域の方々の医療機関に寄せる期待の大きさも大変なもので、その期待にこたえようと「海老名総
合病院」からも外来や当直業務の補助を行っておりますが、日々その期待に十分応えきれないもどかしさに苛ま
れています。星医会の池田副会長とも高齢化したこの地域の医療をどうやって守ってゆこうかと度々対応策を相
談させて頂いているところですが、やはり医師の招聘が最大の課題となっています。
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賀茂医療圏での中心的急性期医療施設となる「下
田メディカルセンター」は、幕末に黒船が来航し日本
で始めての開港場となった歴史ある下田市の中心部に
位置しており、伊豆急下田駅からは徒歩で10分程度
の好立地でもあります。平均気温が17度と温暖な気候
と地形条件により、様々な草花や果実が四季を通じて
愉しむことができ、特に黒潮が育む豊富な海産物、マ
リンスポーツ、温泉も満喫できますし、伊豆半島は日
本ジオパークにも認定されています。
この地域での医療を守りたいという弊法人や賀茂医師会池田会長の思いにご賛同頂き、且つ少しでもご興味が
ある方がいらっしゃいましたら、星医会事務局、または下記までご連絡を頂ければ幸甚です。

海老名メディカルサポートセンター
E-mail: y_tei@jin-ai.or.jp

電話：046 235 1311（代表）
鄭　義弘
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サイクリング部

今年度、第57回の東医体の新設競技として第１回東医体自転車競技が開催されました。
東海から選手として５名が参加し、成績を収めました。以下活動報告をさせて頂きます。

◎大会概要
８/4、５　群馬サイクルスポーツセンター
オープン競技
男女タイムトライアル（計66名）：自転車競技で、選手が一定間隔でスタートし、規定の距離を走っ
てタイムを競う競技。今回は１周６kmを走るタイムを競う
チームタイムトライアル（計８チーム）：自転車競
技で、チーム毎に一定間隔でスタートし、規定の
距離を走ってタイムを競う競技。今回は２周12km
を走るタイムを競う

◎東海からの参加者
５年　小野　容岳
４年　藤田　耕己
　　　木村　友彦
　　　稲生　真夕
１年　鈴木　　航
（応援として３年　関野恵里子）

８/４
それぞれ伊勢原から上毛高原まで輪行し、群馬サイクルスポーツセンターまで向かいました。
群馬サイクルスポーツセンターにて大会エントリーを済ませ、当日のコースの試走をし、宿に向かい
ました。
宿での夕食の後、各大学の主将をあつめ明日の大会への注意事項伝達、これからの東医体自転車競技
についての在り方が話し合われました。
その後東海大学のメンバーで集まり、翌日の大会に向けての話し合いが行われました。

８/５
朝食後宿を出発し、群馬サイクルスポーツセンターへ向か
いました。
到着後、今回サイクリング部有志の方の寄付で購入させて
いただいた、テントを設置し、選手の控え場所とさせていた
だきました。（今後も部として活用させていただきます。）
試走の後、個人タイムトライアル、午後からチームタイム

学生クラブ紹介
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トライアルが行われ、女子個人タイムトライアルでは４年稲生が優勝、チームタイムトライアルでは３
位に入賞しました。
表彰式の後自由解散となり各自帰路につきました。
サイクリング部として自転車競技に取り組むのは初めての試みだったため、準備や練習など各自手探

りで行っていましたが、怪我もなく、成績を残せたことが良かったと思います。他大学との交流もあり、
非常に充実した２日間でした。

柔道部　東日本医科学生総合体育大会7連覇達成

東海大学伊勢原柔道部　 医学部２年　岡田 敏武

昨年に引き続き二回目の参加でした。そのため、昨年よりも落ち着いて大会に臨むことができました。
結果は団体、個人ともに優勝することができました。団体戦は７連覇、個人戦は２連覇を達成すること
ができました。団体戦、個人戦ともにうれしかったです。しかし団体戦の優勝はやはり個人戦とは比べ
られないほどうれしいことだなとあらためて思いました。私は団体戦の醍醐味は自分一人では決して勝
てない相手でもチームとしてなら勝つことも不可能ではないというところだと思います。今回の大会は
まさにその言葉の通りになりました。
昨年の６年生が引退して新チームとなり迎えた最初の大会であった関東医科学生柔道大会では準決勝
戦で敗退してしまいました。正直なところ試合後、来年度の東医体の優勝は厳しいだろうなと思ってい
ました。なぜならば個々の力が優勝、準優勝した大学に比べると劣るなと感じたからです。やはり実際
に大会は厳しいものとなりました。予選リーグから準決勝戦まで気が抜ける試合は一試合もありません
でした。しかしなんとか決勝戦に進むことができました。決勝戦を前に私はもし勝てる可能性があるな
ら、相手のオーダー（５人の試合順）が予想通りに行き、なおかつ一人一人が自分の仕事をきっちりと
出来た時だろうなと思いました。逆にその中の一つでも理想通りにいかなかった場合、絶対に勝てない
ということです。結果相手のオーダーは予想通りでした。相手のオーダーの予想をするにあたり試合に
出ていない部員が各試合場で予選リーグからの記録をとり、そしてそれをもとにチーム全体で考えまし
た。そして実際に選手それぞれがしっかりと自分の仕事をすることができ、優勝することができました。
個々の柔道の実力では決して勝てる相手ではありませんでした。しかし部員全員が自分たちの仕事をし
っかりとこなし、チーム全体で戦うことができたからこそ勝つことができたと思います。これこそが団
体戦の醍醐味であると思います。それを改めて実感することができました。
個人戦はあくまで６連覇が目標であり、まだ２連覇なので、ますます勉強が忙しくなっていく中でど
うしたら強くなるかを考え、練習に励んでいきたいと思います。
現在、６年生が引退し新チームとなり新たなスタートを切りました。新チームとしての課題は山積み
です。いくら理想の試合運びをしても絶対的に実力が不足していては勝てません。また、試合はいつも
理想通りに運ぶとも限りません。そのため勝つためには個々の実力アップが必要です。そのためにチー
ムが同じ目標を共有し、そして個々が努力していくことで切磋琢磨していけるようにチーム一丸頑張っ
ていきたいです。
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終わりに、伊勢原柔道部としては今年度の大会で７連覇となりました。これも多くの先生方がここま
で部を存続させ、ご支援してくださったおかげです。これからは私たちの学年が中心となって、柔道部
を引っ張っていき、この先輩方が築き上げてきてくださったチーム一丸となって戦う伝統を守り、さら
に発展させていきたいと思っております。今後とも応援よろしくお願いします。
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　星医会第９期役員選挙結果

星医会役員選挙行われる！

星医会役員任期は３年であり、今年度末で満了となるため１月21日に開催された評議員会において役
員選挙が行われた。（選挙管理委員長２期生池田正見）
会長選は、候補者として２期生　現会長　金渕一雄（立候補）と７期生　鄭義弘（推薦）の２名だっ

た。選挙は、鄭　義弘の獲得票数が多数を占めた。しかしながら投票数が、会則規定の２／３の有効投
票数を得られなかったため信任投票を行い信任多数となり第９期星医会会長に決定した。
次に理事選挙は、理事定数27名のところ立候補者・推薦者の合計で16名だった。選挙結果、全員が当

選となった。監事定数２名のところ７期生末野利治と22期生明神和紀の候補だったが、明神和紀が、理
事当選となったため末野利治１名の信任投票を行い信任された。会則により監事も定数に満たなくても
有効であるが、不足の１名は、今後理事会等で検討することになった。
副会長は、当日指名がなく、後日、新会長により指名されることになった。
尚、今回の役員任期は2015年４月１日より2018年３月31日までの３年間になる。

　　　会　長　　　鄭　義弘

　　　理　事　　　 岡本　裕一　　大谷　泰雄　　今岡千栄美　　島田　英雄 
谷亀　光則　　白石　光一　　平川　　均　　松山　　孝 
継　　　淳　　小川　吉明　　本多ゆみえ　　海老原明典 
田中　　彰　　明神　和紀　　金井　厳太　　関口　達也

　　　監　事　　　末野　利治

 星医会評議員選挙結果報告

今年も葉書による不信任投票の結果、改選期の評議員は下記の通りである。
なお任期は2015年４月１日より2020年３月31日までの５年間となる。

６期生　平川　均・堀江　修・柳町徳春
11期生　斉藤　聡・田辺享史
16期生　梶原　博・古屋博行

21期生　田中　彰・東郷敦子
26期生　小綿一平・坂本麗仁・高橋　亮
31期生　安斎和也・楢山知明

 以上

 以上、相違ありません。
 文責　岡本 裕一

初代医学部長であられた佐々木正五先生の突然の訃報に打ちのめされた。数週前の「白寿の祝賀会」では
ご健勝であられたと伺っていたさなかのことであった。さらに悲しいことに同月には尾羽澤先生、髙倉先
生と相次いで他界された。学生時代には各先生より直接指導を頂いていたが、思えばそれから30余年の
月日が流れているのである。しかし、たとえ先生方の当時の年齢に近づき追い越したとしても、永遠の師
であることに変わりない。（希）
佐々木先生、尾羽澤先生、髙倉先生と東海大学医学部の礎を築き上げてこられた先生方が相次いで亡くな
られ残念極まる思いであった。当院での教育に携わるにつれ、我々の受けた教育理念は偉大なる先人によ
り大切に育てられてきたものなのだと日々実感する。10年、20年、さらにその先も先輩方に恥じぬよう
今以上であり続けられたらと思う。（草）

編集後記



星医会（東海大学医学部同窓会）
 FAX：0463 91 5913

異動連絡票
 平成　　年　　月　　日

卒業年度 東海大学　　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-mail

連絡事項

＊お願い　名簿への記載不可項目は○で囲んでください。



星医会へのおたより
◇ 近況報告
  （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）

◇ 何に関して知りたい（読みたい）ですか？
 また、同窓会関係者（現・旧教職員、同窓会員）の誰に

◇ どんな記事を書いて欲しいですか？
 （今後の同窓会誌への提案）

　 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 　

星医会（東海大学医学部同窓会）
 FAX：0463 91 5913

氏　名： （　　期生）

現住所：〒

TEL： FAX：

e-mail：

勤務先：



お願い

● 年会費等を振込される時、法人名で振込をされる方がいらっしゃいますが、期と個人名でお願いし
ます。（法人名ですと、振込人名が不明になってしまいます。）

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

・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
☆ 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。

お問い合わせ先

東海大学医学部同窓会
〒259-1143　神奈川県伊勢原市下糟屋143
TEL  0463 93 1121（内線4104）　　FAX  0463 91 5913
http://seiikai.med.u-tokai.ac.jp/ 　　email・seiikai@tokai-u.jp

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。

「星医会 医師総合補償制度」のご案内

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

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