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星医会　第53号 1

　平成27年度より、星医会会長に就任いたしました鄭ともうします。本
年２月に行われました会長選挙においては多くの評議員、理事の方々か
らご推薦とご信任を頂きまして、その職責の重さに大変気の引き締まる
思いで新年度を迎えました。大学卒業後のほとんどの期間を一般病院で
過ごしたこともあり、伊勢原の本学との接点は比較的乏しく会務運営に
不慣れな点も多々ありますが、三年の任期を全うできるよう頑張りますので何卒宜しくお願い申し上げ
ます。
　星医会は今年で35年目を迎え、総勢3400名の会員を擁する大規模な組織へと発展いたしました。大学
の内外を問わず、会員の皆様が医療の最前線で活躍されている様子を知る機会も多々ありますが、地域
に根差し実地医療に懸命に尽くされておられる方々、大学や医師会そして地域の基幹病院で主要なポス
トに就かれ御活躍されている方々など、日本全国各地や海外において、我が東海大学医学部の卒業生が

「名医より良医たれ」という母校の理念の具現化を図られていることは、同窓生としてこの上ない誇り
であり心からの敬意を表します。
　この度の会長就任にあたりまして、改めて星医会の会則を再確認してみました。その冒頭には、会員
の親睦を図ることによって母校である東海大学医学部の発展に寄与することが本会の目的であると明記
されております。初代会長を務められた故斉藤先生、２代目の中瀬古先生、そして前会長の金渕先生の
歴代の先生方が、35年の長きにわたり目的の成就のため精力的に活動されてこられましたことに対し、
まず感謝を申し上げたいと思います。特筆すべきは、ゼロからのスタートであった本会において、次第
に増え続ける卒業生の活躍の場が全国的にひろがってゆく中で、地域毎の会員の繋がりと親睦を深める
ために全国津々浦々を足繁く訪ねられ、支部会の強固な結束を図ってこられたことが上げられます。加
えて年に一回の総会や各地の支部会では、本学や附属病院の近況、全国の他の支部活動の様子を広く伝
えることで、全国的な結束が図られてきたことは、現在の本会の大きな財産になっていると言えましょ
う。また、全国私立医科大学同窓会連絡会や医意会（北里大学、聖マリアンナ医科大学との親睦会）な
ど、他大学同窓会との交流も深められ、本会の日々の活動や会員の日々の診療活動において多くの恩恵
をもたらしたものと確信しております。新体制として先ずは、諸先輩方の多くの御功績を引き継ぎ、更
に発展し続けるよう会務運営に取り組んでまいりたいたいと存じます。
　ところで、私達医療人をとりまく社会環境、とりわけ既に到来した少子高齢化社会と増え続ける社会
保障費の問題、あるいは人口減少社会にあって医療と介護の需給バランスの地域格差の広がりを受けて、
医療提供体制の今後の在り方については大きなパラダイムシフトが求められています。その流れはすで
に出来あがっており、ここ数年のうちにその体制も固まりつつあるように思われます。平成25年8月に
取り纏められた「社会保障制度改革国民会議」の報告書の中に、これまでの様に何時でも何処でも受け
られる医療から、必要な時に必要な医療を適切な場所で受けられるようにすることが必要であると、そ
の基本的な考え方として記されています。それは取りも直さず働き手である人的資源も、その役割に見
合った適切な配分がなされて然るべきと云う事だと強く感じています。このような背景にあって、会員
の皆様が末永くやりがいを持って医療を通じた社会貢献を続けられるよう、就労形態をはじめとした皆

『同窓会の更なる求心力を目指して』
星医会会長　鄭　義弘（昭和61年卒、７期生）

巻頭言
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様のお役に立つ有益な会員相互の情報共有の場を取り入れてること等は、これからの星医会の在り方、
あるいは使命として新たに取り組むべき事業かと考えております。
　一方で、新卒会員の就業状況に目を向けますと、とりわけ近年東海大学医学部付属病院臨床研修医へ
の卒業生の就職者数の減少が問題になっており、大学病院の診療機能や教育と研究に及ぼす影響が危惧
されているばかりか、神奈川県西部、県央地域における地域医療への深刻な影響も懸念されています。
そんな中、今年６月に厚生労働省から発表された2025年に向けた必要病床数の推計では、特に本学があ
る神奈川県では二次医療圏ごとの地域差はあるものの、全体としては約9,400床不足するとの試算結果
が発表されました。この試算には様々な異論もあるようですが、全国的には人口減少によって病床が過
剰になると言われるなか、神奈川県下では今後10～20年は医療需要が増えてゆくと予測されている状況
です。したがって母校の今後の更なる発展を考えた場合、付属病院だけの診療機能の維持向上という視
点にとどまるのではなく、大学の本分である研究と教育はもちろんですが、これまで以上に医育機関と
して広い視野に立って地域医療を支えるというビジョンも持てるよう、同窓会として支援を強化する必
要性を感じています。したがって母校で研修をされる卒業生を多く輩出できるような対策を早急に講じ
る事も本会の重要な責務と考えており、そのために本学の優秀な教育と研究スタッフが、全人的医療を
担う良医を育成して頂けるよう、本来業務に専念できる環境の構築に向けた支援策も考えてゆくべきか
と思います。
　母校の発展に資する同窓会としてその役割を果たすためには、何といっても求心力が必要です。その
求心力を高めるには、やはり本会が皆様にとって有益な組織でなくてはならない。そのためにここまで
述べてきた三つの施策を中心に会務運営を推し進め、母校の発展に寄与できる同窓会組織を目指してま
いりたいと思います。ただし言うまでもなく、これらは同窓会執行部だけで成せるものではありません。
オール東海、オール星医会の結集が必要ですので、皆様の御協力と御指導を仰ぎつつ尽力してまいります。
　最後に簡単に自己紹介をさせていただきます。私は現在、神奈川県海老名市にあります海老名総合病
院を基幹施設としております社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスで理事長を務めております。
もともとは大変お世話になった恩師、故三輪剛教授が率いておられた内科学教室６.（通称、ろくない）
からの派遣で、平成８年から海老名総合病院に勤務し現在に至っております。母校とも程近い施設とい
うこともあり、出向者、就職組含めて多くの卒業生が私共の法人で活躍しております。卒後何年も伊勢
原周辺に来られていない皆様にとっては、恐らく海老名といえば小田急と相鉄の乗り換えだけの、他に
何にもない田園地帯だとの印象をお持ちの方々が多いと思いますが、この10数年の間に駅周辺の再開発
は目を見張るばかりで、周辺の幹線道路網の整備も急速に進み、相模川を挟んだかつての本厚木とは街
の賑わいに逆転現象がおきつつあります。何らかのご用向きでお近くにお越しの際には是非ともお声が
けいただき、発展する海老名の街を眺めながら、今後の母校と星医会の展望を熱く語り合えればと思い
ます。
　会員諸氏の今後益々のご健康とご発展を祈念し、就任の御挨拶とさせていただきます。
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１．会員状況：正会員：3,280名、特別会員：151名、賛助会員：４名
２．役員・評議員：会長１名、副会長５名、理事13名、監事２名、評議員：73名
３．理事会開催：①2014/5/28　②2014/7/2　③2014/9/17　④2014/11/5　⑤2015/1/21
４．評議員会開催：①2014/6/25　②2015/1/21
５．支部長連絡協議会開催：2015/3/9
６．慶弔
　　１）退職教授に記念品贈呈：2015/3/9
　　　　小澤明先生（皮膚科学教授）、北川泰久先生（神経内科学教授）、渡辺哲先生（公衆衛生学教授）
　　２）逝去された会員
　　　　特別会員：中野昭一先生、尾羽沢大先生、佐々木正五先生、高倉巌先生
　　　　正 会 員：寺田瑞穂先生（26期生）、飛田英司先生（９期生）
７．会報
　　　第51号　平成26年９月１日発行　3,300部
　　　第52号　平成27年３月２日発行　3,300部
８．第35回星医会総会：2015/3/9　京王プラザホテルにて開催。
９．支部会：

2014年６/12（土）大阪支部会、６/28（土）静岡支部会、７/６（土）三重支部会、
７/13（土）四国支部会、　７/26（土）湘南支部会、８/31（日）愛知・岐阜・三重合同支部会、
９/13（土）東北合同支部会、９/20（土）山梨支部会、９/27（土）しなのフォーラム、
10/11（土）横浜・川崎支部会、10/18（土）千葉支部会、11/８（土）九州合同支部会、
11/15（土）県央支部会、11/23（土）四国支部会、

2015年１/31（土）大分支部会、２/１（土）・２/21（土）北海道支部
10．研究助成
　　（１）第21回星医会賞：黒岩真弘先生（29期生）
　　（２）学会助成金：
　　　　　・上野　　滋（特別会員）　・第28回日本小児救急医学会　　　　2014/6/6～7
　　　　　・永山　正雄（４期生）　　・第36回日本POS医療学会　　　　2014/6/28～29
　　　　　・宮北　英司（２期生）　　・第23回日本小児泌尿器科学会　　　2014/7/9～11
　　　　　・永山　正雄（４期生）　　・第28回日本神経救急学会　　　　　2014/7/11～12
　　　　　・永山　正雄（４期生）　　・第４回神経蘇生シンポジウム　　　2014/7/12
　　　　　・猪口　貞樹（特別会員）　・第65回日本救急医学会関東地方会　2015/2/7
　　　　　・宮坂　宗男（１期生）　　・第20回日本形成外科手術手技学会　2015/2/21
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６団体表彰、奨励金授与（柔道部・バスケット部・剣道部・弓道部・
　　　　　　　　　　　准硬式野球部・スキー部）
　　・クラブ活動への資金援助
　　・医師国家試験対策支援（６年生模擬試験）約100万円
　　・白衣授与（５年生クリニカルクラークシップ用）

2014年度事業報告
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　　・模擬試験補助（４年生CBT対策）
12．建学祭（ホームカミングデー：湘南校舎）：201４/11/3学部デモとして参加　
　　テーマ：「成人病」　＊救急蘇生講習会
13．全国私立医科大学同窓会連絡会
　　2014/６/21　第46回東部会　（当番校：日本医科大学）
　　2014/11/22　第25回全国大会（当番校：埼玉医科大学）
14．神奈川医意会
　　2014/11/15　第22回神奈川医意会（当番校：北里大学）
　　講演「脳梗塞急性期治療の現状と展望」北里大学　神経内科学主任教授　西山和利先生
15．年会費自動振替サービス：加入者数　約338名
16．その他
　　・36期卒業生（99名）
　　・卒業生子弟の入学状況（2014年4月現在）：
　　　卒業：19名、在校生：41名（６年４名、５年４名、４年８名、３年９名、２年９名、１年７名）
　　　（一般入試22名、付属推薦19名）



星医会　第53号 5

１．会員状況：正会員：3,340名、特別会員：156名、賛助会員：４名
２．役員・評議員：会長１名、副会長５名、理事12名、監事2名、評議員：74名（36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53号　平成27年９月１日発行予定　3,400部
　　第54号　平成28年３月１日発行予定　3,400部
８．支部総会
９．研究助成
　　（１）第22回星医会賞、星医会奨励賞
　　（２）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
　　・４年生CBT対策模擬試験支援　約70万円
　　・５年生医師国家試験対策模試支援　約40万円
　　・５年生クリニカルクラークシップ用白衣授与　約80万円
　　・６年生医師国家試験対策模試支援　約100万円
　　・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）：2015/11/3　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
　　　2015/６/27　第47回東部会　（当番校：東邦大学医学部同窓会）
　　　2015/11/７　第26回全国大会（当番校：昭和大学医学部同窓会）
13．神奈川医意会：2015/11/21第23回神奈川医意会（当番校：星医会）
14．年会費自動振替サービス
15．医師賠償責任保険加入手続き取りまとめ
16．その他

2015年度事業計画
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特集　星医会新役員紹介

　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52号（2015年３月発行）でお知らせしておりますが、副会長は５名中４名が新任、理事は
12名中３名が新任でした。
　そして、今期より星医会会則に則り、顧問職を置くこととなりました。

　副会長　　白石　光一 ・ 継　淳　　 ・ 小川　吉明 ・ 本多ゆみえ ・ 長田　成彦
　理　事　　岡本　裕一 ・ 大谷　泰雄 ・ 今岡千栄美 ・ 島田　英雄 ・ 谷亀　光則 ・ 平川　均
　　　　　　松山　孝　 ・ 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 ・ 古屋　博行
　顧　問　　金渕　一雄 ・ 五月女　昇

新副会長

　このたび、鄭義弘新会長のご要請により星医会新副会長に就任させていた
だきました９期生の継　淳と申します。
　私は東海大学医学部を昭和63年（1988年）、すなわち昭和時代最後の卒業
期生（９期生）です。医学部時代をいれますと30年以上を東海大学医学部で
お世話になっています。そして、本年３月31日付でその東海大学医学部での
教員生活にピリオドをうち、６月１日に大学医学部付属病院にさほど遠くない厚木市温水西の地に念願
の診療所を開院することができました。大学教員時代、とくに21世紀に入ってからは医学部教育計画部
で医学部生の教育カリキュラムの策定や教育システムの見直し、さらには教員に対する医学部教育ＦＤ
活動に携わってまいりました。また一方で、医学部卒業生に関する活動すなわち星医会理事としても関
わることになり、いわば東海大学医学部の卒前・卒後を一貫とした活動をしてまいったわけです。くし
くも今春から医学部卒前教育活動からは離脱することになりましたが、今後はその経験を生かしつつ星
医会における自分の立場を全うしたいと思っています。
　これまで、私の星医会理事としての活動はとくに本誌会報編集を中心に行ってまいりました。今後も
副会長という立場ではありますがこの会報誌担当は継続してまいります。当然ながら、副会長という立
場でもありますのでしっかりと新会長をサポートしてまいりたいと存じます。今回の新体制では会長以
下これまでより比較的若い卒業期の執行部になっています。これまでの金渕体制での素晴らしい功績を
手本にしつつ、若干若い風を吹かした新たな活動が展開できればとも考えています。若返った新執行部
ですので、これまで以上に卒業して間もない会員から卒業期２ケタの会員のみなさまが、この星医会活
動に興味を持っていただきながら、私たちの育った医学部がより良い方向になるようサポートできるよ
うな活動もしていきたいと考えます。星医会諸先輩のみなさまには「危なっかしいな、もっとしっかり
しろ」とお叱りを受けてしまうこともあるかもしれませんが、どうか暖かくご指導・ご鞭撻いただけま
すとありがたいです。頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。

新副会長に就任して
つぐ脳神経外科・頭痛クリニック　継　 淳（９期生）
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　この度、鄭　会長より副会長を拝命頂きました。10期生の小川吉明です。
　よろしくお願い致します。就任にあたり自分なりの考えを申し上げたい所
ですが、既に前会号の巻頭言を寄稿させて頂き自分の気持ちは十二分に述べ
させて頂きましたので今回は割愛させていただきます。
　現在、東海大学を取り巻く環境も厳しい状況となっています。
　特に、研修医や若手医師不足は深刻な問題となっています。
　大学担当の立場としては頭が痛い問題です。大学での研修や研究、診療に魅力が無いのでしょうか？
理由は複数存在し簡単には解決しないようです。もし　有効なアドバイスあれば是非ご教示頂ければ幸
いです。
　東海大学医学部の卒業生も3000人を超えて全国で活躍しています。是非、母校がより発展し多くの良
医が育てられるよう応援、ご協力お願いいたします。また、星医会総会への参加、同期会の企画など積
極的に行うことをおすすめいたします。その際には、是非とも伊勢原にも足をお運びください。病院見
学も企画させて頂きます。
　金渕前会長の意志を継いで、鄭新会長のもとをしっかりとしたビジョンを持って星医会を盛り上げて
行くことをお誓いいたします。
　ご支援、ご協力のほど重ね重ねよろしくお願い申し上げます。

新副会長就任にあたり
●●　小川 吉明（10期生）

　皆様こんにちは。10期の本多ゆみえと申します。2015年４月から星医会副
会長に就任いたしました。私は2009年から星医会理事をさせていただいてお
りましたが、今回、会長の補助をさせていただく目的で担当させていただき
ます。
　私は、平成元年に東海大学医学部を卒業し、脳神経外科に入局しました。
2004年から救命救急科に出向し、今は東海大学医学部付属病院の高度救命救急センターで勤務しており
ます。2005年に新病院が完成し、はや10年。現在、星医会の事務局はピロテイーのところにあるため、
事務局に一番顔を出しやすい場所で仕事をしております。
　ここで少し現在の救命センターを紹介します。東海大学医学部付属病院高度救命救急センターは、神
奈川県西部地域の３次施設です。１・２次施設では手に負えない重症症例の受け入れを主に行っていま
すが、今まで通り、walk inの症例も変わりなく拝見しております。救急車で来院された患者を救命救
急科の専従医が診察し、外傷に関しては基本的に救命救急科で外来診察及び入院加療を行い、内因性疾
患は総合内科が入院加療を行っています。また、心疾患や脳卒中などはそれぞれ循環器科、脳神経科で
の入院加療、産婦人科疾患、小児科疾患はそれぞれ産婦人科、小児科で対応されています。吐下血は今
までどおり消化器内科が内視鏡による治療を施行しております。しかし、いずれ疾患も救急車の対応は
救命救急科が行いますので、紹介窓口がわかりにくい場合は救命救急科にご連絡ください。今後は同窓

副会長に就任して
●●　本多 ゆみえ（10期生）
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　13期生の長田です。ご無沙汰しています。今回、会長からお声かけをいた
だき、役員を仰せつかりました。よろしくお願いします。
　前回に引き続き、会計の話をします。少し、わかりにくい場合は、2014年
度の決算を見比べていただけたらと思います。星医会の予算規模はおおむね
2500万円です。会費収入（正会員費、年会費、学生会員費、他）が80％を占
めています。残りは保険事務手数料です。年会費は、卒後20年から発生する会費（１万円/年）です。現在、
１期生から16期生までが対象になっています。総数は1576名となりますが、実際に会費を納入してい
るのは800名（約50％）です。皆でもっと星医会を盛り立てていきましょう！学生会員費は新入生から
５万円を徴取します。１学年100人、約500万円をもとにして、今は学生補助金、学会助成金、星医会会
館建設準備金を支出しています。学生さんから預かったお金なので、ほかの予算とは別で、より理解を
得られる使い方が求められると考えています。
　収支に関しては、私がわかる限りでは星医会は単年度で、赤字になったことがありません。東医体主
幹の補助金支出、10年ごとの記念式典、東日本大震災で単年、２回総会をやった時など赤字が想定され
るときも、いずれかの会費収入が多くあり、黒字でした。そういう意味では星医会はとても運が良いと
思います。しかし、運ばかりに頼ってもいられません。予想される大きな会（東医体主幹、40周年記念
式典）は、単年度の支出が増えないように、毎年、準備金として平準化して積み立てています。
　支出で、会計として大事と考えているのは、支部会への参加（星医会支出でいうところの交通費）と、
星医会総会（同支部活動費および総会補助費）です。支部会へは会長のみならず、役員も分担してなる
べく多く参加し、情報交換をしていきたいと思います。この予算はあまり制約をつけないほうが良いと
思っています。星医会総会は星医会のメインイベントの１つです。しかし、近年、参加者が頭打ちにな
っています。特に10期生以降の参加者が少ないです。皆さんは、10年に１度、総会に無料で参加できる
ことをご存じでしょうか？たくさんの来ていただくための方策なのですが、新しい会員に来ていただく
機会にはなっていません。総会は1度、来てみれば絶対にはまります。懐かしい先生、先輩方、楽しい
ひと時を過ごせることでしょう！
　総会に来て、同僚、先輩がいなかったら、是非、受付に来てください。一緒に、受付して、お札を数
えて気がついたらあなたも会計に！一緒にやっていただける若い先生をお待ちしています。

副会長に就任して
東陽パークリバーサイドクリニック　長田 成彦（13期生）

生のための電話回線（星医会ホットライン）を引けると気楽に救急に紹介していただけるのではないか
と考えています。
　さて、現在、卒業生の半数は女性となっており、女性の働き方について同窓会も真面目に取り組んで
います。院内に24時間対応の保育所を設置するにはどうしたらよいかを関係部署と検討しておりますが、
まだまだ具体化しそうにはありません。また、時間短縮勤務の取得や休職後の復職支援、さらに、男性
と女性の育児休暇や介護休暇取得など、女性が働きやすくなることは、その家族にとっても大いにメリ
ットがあると思われます。
　今後も同窓生のために、努力いたしますので、宜しくご指導のほどお願い致します。
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　この度、星医会理事を拝命いたしました。星医会から縁遠い存在であった
私が、伝統あるこの同窓会の理事という大役を仰せつかり、改めて身の引き
締まる思いが致します。会員の皆さまにはどうかご支援、ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　私は平成７年（1995年）に東海大学医学部へ学士入学し、平成12年（2000
年）に卒業しました。卒後すぐ当時の第二外科（消化器一般外科･乳腺外科･小児外科）へ入局し、臨床
研修医を経て、現在の消化器外科所属となりました。数年間の関連病院勤務を経験させていただいた後、
平成20年（2008年）から伊勢原校舎に勤務しています。専門分野は大腸肛門外科で、主に大腸癌や肛門
疾患の診療･研究に従事しています。
　これまで私は、正直言って星医会の活動にあまり関心をもってこなかったように思います。星医会は
在って当たり前、いわば空気のごとく思っておりましたが、先日はじめて理事会に参加させていただい
たところ、臨床でお忙しい諸先輩方が集まって同窓会名簿の作成や医学部生への奨学金など、会員への
支援活動を手作りで運営されていたことを知りました。
　医学部設立から40年を経過し、若い世代は星医会への帰属意識が低下しているように感じます。しか
しながら、星医会は「先輩・後輩が交流し、縁を繋いでいく場」であり、この先もその存在意義が薄れ
ることは無いのではないでしょうか。これまで星医会にはお世話になるばかりでしたが、今後は在校生
や私たち卒業生の新たな発展の一助となれますよう、お手伝いさせていただきたいと存じます。

　本年度より星医会理事を拝命いたしました明神和紀と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。平成13年（2001年）卒の22期生で、本年度で卒後
15年目を迎えました。現在は東海大学医学部付属大磯病院放射線科に所属し
ております。
　私たち22期生は４年次より開始されたクリニカルクラークシップの１期生
でもあります。それまで２年近くかけていた座学を３年次の１年間で修了させ、４年次からは医療チー
ムスタッフの一員として配属され、時には研修医の先生方と行動を共にして診療に携わったり、時には
教授外来に参加し患者さんの前で質問されて冷や汗をかきながら答えたりと、当時は賛否両論ありまし
たが、今思い出すと充実した臨床実習であったと思います。その時にオーベンとして大変お世話になっ
た消化器内科白石先生と現在大磯病院にて診療をご一緒させて頂いているのは大変感慨深いものがあり
ます。今回、白石先生より星医会理事に推挙頂き拝命することになりました。
　先日、全国私立医科大学同窓会連絡会東部会に鄭先生や本多先生とご一緒に出席して参りました。東

星医会理事就任のごあいさつ
外科学系消化器外科学　田中　彰（21期生）

新理事に就任して
専門診療学系画像診断学　明神 和紀（22期生）

新理事
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海大学は私立医科大学の中で最も新しく設立された大学でもあるので、全体の参加メンバーの中ではか
なり若い印象でした。私の隣席には東邦大学外科OBの先生がいらしてお話する機会が得られました。
私の父親よりご年配な先生ではいらっしゃいましたが、当時の医局や医療実態を快闊にお話してくださ
いました。現在の医療技術は当時と比較するとかなり進歩していると思われますが、患者さんを前にし
て悩んだことや感じたこと、それらに対する考え方や対処法などには共感できることが多く大変勉強に
なり、まさに温故知新でした。そして、同様な機会が東海大学同窓会を介して得られれば思いました。
　同窓会の役割の一つには「建学の精神を基に大学と卒業生の絆を深める」があると考えられます。専
門や世代、地理を超えたコミュニケーションが取れる環境を整備することが私の役目と思います。地方
に出向いて会場を設け、お酒を酌み交わすのも方法の一つですが、例えば ｢m3｣ のような会員制のコ
ミュニケーションサイトの東海版があっても面白いのではないかと考えています。何か他にご提案があ
ればご教授ください。
　以上、新理事就任の挨拶に代えさせて頂きます。若輩ではありますが、放射線科という様々な科の先
生方と関わりを持つ特殊性も生かしつつ尽力したいと思っております。

　本年度星医会理事を務めさせていただくことになりました、30期生の関口
達也と申します。これまで星医会役員と言えば、多方面でご活躍されている
方々ばかりで、推薦をいただくまで自分が星医会の理事になるとは想像もし
ておりませんでした。理事の挨拶としてこうしてペンを執っているのが不思
議な気持ちです。
　医師６年目でまだまだ半人前です。常に多くの知識・知見を吸収し続けなければならない医師の世界
の厳しさに圧倒されながらも、多くの先生方に助けていただきここまでやってこれました。横のつなが
りのみならず、縦のつながりの重要さを身にしみて感じております。
　星医会の理事は自分には少々荷が重いかとも思いますが、緊張の中にも新鮮さを感じております。皆
様にご協力をいただきながら一年間、より良い星医会活動に貢献していきたい所存です。どうぞ宜しく
お願いいたします。

はじめまして
専門診療学系画像診断学　関口 達也（30期生）
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卒業生の学内教授紹介

　2015年１月より東海大学医学部専門診療学系緩和学教授を拝命いたしまし
た竹中でございます。皆様にご挨拶申し上げますとともに緩和ケアに関する
ご紹介をさせていただきます。
　医師国家試験合格後は親の希望（命令）もあり出身地岐阜に戻り、岐阜大
学医学部麻酔・疼痛制御学教室にお世話になり麻酔・疼痛（ペインクリニッ
ク）・緩和に関する臨床や研究に携わってきました。このたび縁あって30数年ぶりに東海大学医学部に
お世話になる事になりました。その間一度も母校を訪れたこともなく疎遠にしておりましたので、現在
の心境は、完全なアウェイ状態で戸惑うことばかりです。また、頭を使うより体を使うことが好きだっ
た学生時代にクラブ活動やリクリエーションでよく使った思い出のグラウンドも今では駐車場になって
おりその面影さえありませんでした。
　もう関わることはなく、ましてや働くことなど夢にも思っていなかった母校で働く、それも学生や医
師を指導する立場になるなんて、私の怠惰な学生時代を知ってみえる方は、“あの竹中が・・・なんて
ことだ？“、”本当にできるのか？“とあいた口がふさがらないに違いありません（本人も心配してい
ます）。どこまでできるかわかりませんが頑張ってみるつもりです。
　さて、ここで少し緩和ケアについて説明させていただきます。今まで緩和ケアと言えば治療が終わっ
た後の医療・ケアであるとの認識を持って見られがちでありましたが、現在ではがん診断時の早期に始
まり治療と並行して行われる医療であるとされています。実際、より早期より緩和ケア的対応が関わる
ことにより患者及びその家族・介護のかたにも良い効果があることが示されています。さらに世界保健
機構（WHO）では、緩和ケアとはがんにとどまらずHIV、根治不能は神経筋疾患、慢性心不全、慢性
閉塞性肺疾患（COPD）、慢性心不全、認知症、肝不全等も対象疾患とし患者及びその家族のケアを行
うことと提言しており効果をあげています。
　がん疼痛は身体的・精神的・社会的疼痛に加えスピリチュアルペインから成るトータルペインであり、
その緩和を図ることは患者のQuality Of Life（QOL） の向上をめざすにうえでかかすことができません。
そのためには多職種の医療関係者が協力しその患者・家族の症状緩和・QOLの向上に努めることが必
要です。また、東海大学医学部付属病院は、湘南西部地域を2次医療圏とする地域がん診療連携拠点病
院であると共に多くの手術適応患者を対象とする急性期病院としても中心的役割を担っていますので、
周辺地域の医療施設の皆様と連携することにより切れ目のない医療が提供できることが非常に重要であ
ると考えており少しでもお役にたてればと考えています。
　今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。

教授に就任して　“人生何があるかわからない”
専門診療学系緩和医療学　竹中 元康（４期生）

　今年度は、下記８名の先生方が教授に就任され、そのうち６名の先生方にご寄稿いただきました。
　白井孝之先生（消化器内科学・３期生）、竹中元康先生（緩和医療学・４期生）、
　白石光一先生（消化器内科学・５期生）、向井正哉先生（消化器外科学・６期生）、
　吉岡公一郎先生（循環器内科学・７期生）、小林一郎先生（呼吸器内科学・７期生）、
　角田隆俊先生（腎代謝内科学・９期生）、川田浩志先生（血液腫瘍内科学・10期生）
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【職歴】
1983年　東海大学医学部医学科卒業
1987年　岐阜大学医学部附属病院麻酔科
1988年　総合大雄会病院麻酔科医師
1989年　岐阜大学医学部附属病院麻酔科助手
1992年　岐阜県立岐阜病院麻酔科
1994年　中部労災病院麻酔科医師
1995年　厚生連揖斐総合病院麻酔科

2003年　岐阜大学医学部附属病院麻酔科疼痛治療科講師
2010年　岐阜大学大学院医学系研究科麻酔・疼痛制御学

分野准教授
2011年　岐阜大学大学院医学系研究科麻酔・疼痛制御学

分野臨床教授
2015年　東海大学医学部医学科専門診療学系緩和医療学

教授
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【職歴】
1984年３月　東海大学医学部卒業
1984年５月　川崎市立川崎病院内科研修医
1986年５月　東海大学医学部付属東京病院消化器内科　後期研修医
1989年４月　東海大学医学部東京病院消化器内科　助手
1994年４月　東海大学医学部東京病院消化器内科　講師
1997年４月　東海大学医学部付属病医院消化器内科１　講師
2002年４月　東海大学医学部消化器内科　助教授
　　　　　　東海大学医学部付属八王子病院　消化器科医長
2007年４月　東海大学医学部付属八王子病院　副院長
　　　　　　東海大学医学部消化器内科　准教授
2010年４月　東海大学医学部内科学系消化器内科　准教授
　　　　　　診療部肝疾患医療センター長
2014年４月　東海大学医学部付属大磯病院消化器内科　准教授
2015年４月　東海大学医学部付属大磯病院消化器内科　教授
　　　　　　消化器内視鏡センター長

【学会】
日本アルコール・薬物医学会理事
日本消化器病学会関東支部会評議員
日本病態栄養学会評議員　
日本門脈圧亢進症学会評議員

　東海大学卒業生（５期生）として教授に昇格できたことをご報告いたしま
す。研修医2年間は川崎市立川崎病院勤務でしたがその後30年近く東海大学
一筋に診療、研究、教育に従事してきました。一貫して自分の医療の根底に
あるのは手を抜かず諦めないことでした。東海大学の建学の精神「若き日に
汝の希望を星につなげ」はまさしく全力を尽くし目標を目指して真摯に何事にもあたっていくことであ
ると思います。卒業生としてこの精神に恥ずかしくないように努めます。東海大学で学び働けることに
感謝しています。また、ここで多くの先生方に対して厳しい存在で迷惑をおかけしましたことをお許し
ください。
　教授に昇格の流れは昨年大磯病院へ勤務地異動になりこれからどんな医療、研究を進めてくか考えて
いた時に今年３月まで大磯病院の病院長であった吉井先生からの推薦があったことから始まります。思
いがけないお話で自分を評価してくれる先生がいてくれたことと、その後も多くの先生方からの温かい
ご支援もあり感謝しています。また、厳しく、優しく指導していただいた消化器内科学名誉教授の松崎
松平先生のおかげで先をみた診療、研究に従事できたことは計り知れない恵みと財産になり感謝してい
ます。
　今日までの道のりで私の基軸になったものは学生時代にキリスト教の男子寮（登戸学寮）で元横浜市
立大学医学部教授大島智夫先生と一緒に暮らすことができ、大学では聖書を読む会で衛生学元教授重田
定義先生からいただいた聖書の御言葉でした。聖書のせの字も知らなかった私に生きる糧として与えら
れた聖書は真理の書であり医療の根本であるいのちの尊厳を私に教えてくれました。故松前重義先生は、
人体科学博物館に「見よ　人体構造の神秘を　見よ　この作品の微妙さを　見よ　つくられたるものの
限りなく人の力に超ゆるを　見よ　この偉大なる造物主の力を」と創造主である神の創られたいのちを
賛美しています。医師として患者さんから預かったいのちを守ることができるように今後も教授として
東海大学における医療や医学の発展のために尽くしていきたいと思います。

感　謝
消化器内科教授　白石 光一（５期生）
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　この度、今井　裕医学部長、猪口貞樹付属病院長、安田聖栄消化器外科科
長、渡辺勲史八王子病院長からのご推薦を賜り、教授昇格の大任を拝命させ
て戴くことになりました。はじめに、星医会の皆様の多大な御支援が支えと
なり、この度の昇格と成りましたことを御報告させていただきます。心から
厚く御礼申し上げます。故三富利夫/名誉教授、田島知郎/名誉教授、幕内博
康/現病院本部長、生越喬二/前外科学系長らの御指導の下、多くの諸先輩方と共に築いてこられた東海
大学医学部消化器・一般外科学の伝統を尊重し、教室の和と共に国内外で高く評価された業績を大切に
し、更なる飛躍を目指し努力精進致したいと存じます。
　消化器外科学はSurgical oncologyが基本になりますが、リンパ節転移を伴わない大腸癌症例に生じる
不慮の遠隔転移/再発を解明するために、circulating ONC-clustersによるOccult systemic metastasisと
いう転移/再発に関する病態を提唱し、遊離癌細胞クラスターや悪性凝集塊が標的臓器に流入した場合
に血行性転移が成立する最も危険な病態であると報告して参りました（Oncol Rep, 2002-2012）。今後は、
これらクラスターを術後早期に駆逐/駆除するための遺伝子学的特性や抗癌剤感受性の解析等につき検
討していきたい思います（http://www.tokai.ac.jp/oncs-hp）。
　近年、各種の臓器において体腔鏡を用いた低侵襲手術が著しく普及し、腹腔鏡下大腸切除術の適応は
極めて拡がりました。しかし、中小規模の病院では手術時間の延長や麻酔科Dr数/スタッフ数、技術指
導体制や医療材料費等、種々の課題が生じます。そこで2007年から大腸癌の外科治療に用手補助腹腔鏡
下手術（HALS）を導入し、500症例以上を経験し良好な成績を報告して参りました（Oncol Rep, 2008-
2013）。結腸は２穴（port）のみで、直腸は計３穴で行い、大腸癌約７種の全術式に対応しております

（Oncol Lett, 2014/Mol Clin Oncol, 2015; HALSの実際, 南江堂 2014）。東京病院大腸外科の特色として、
従来から培われてきた定型的開腹手術に加え、患者さんに対する低侵襲性とHALS手術による独自性を
確保していきたいと思います。さらに、ヒューマノイドロボットハンドを用いた次世代型HALSに展開
していきたいと考えております（http://www.tokai.ac.jp/oncs-hp/hals-rg）。
　大学の付属病院として最新の腹腔鏡技術を取り入れ、且つ安全/確実/簡便にして低コスト、中小病院
の医療環境にも配慮した効率の良い外科治療を提供したいと思います。そして、若い先生方の模範と成
る様、教育・研究・診療に偏りの無い消化器外科学教室を目指したいと存じます。引き続き、御指導・
御鞭撻の程何卒宜しくお願い申し上げます。

教授に就任して
外科学系消化器外科学　向井 正哉（６期生）

【略歴】　向井正哉（むかいまさや;　1961年生まれ,　54歳）　
1979年３月　　東海大学付属高輪台高等学校卒業
1985年３月　　　　　〃　　医学部卒業（90MM-6期生）
1990年３月　　　　　〃　　　　　外科研修医全終了
1993-1995年　ロンドン大学医学部外科，研究医員（チェルシー&ウェストミンスター病院）
1995年４月　　東海大学医学部付属病院，外科学助教
2001年４月　　　　　〃　　　　　大磯病院,　〃　講師/外科医長
2004年４月　　　　　〃　　　　　　　〃，　〃　准教授
2005年４月　　　　　〃　　　　　八王子病院，消化器外科/科長（〜2013.3月）
2007年４月　　　　　〃　　　　　　　〃　　，診療部/部長（〜2013.3月）
2015年４月　　　　　〃　　　　　東京病院，外科学教授/副院長　　　現在に至る
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　2015年４月１日付で内科学系循環器内科学教授を拝命いたしました。循環
器内科では伊勢原に伊苅裕二教授、後藤信哉教授、八王子病院に小林義典教
授が着任されており、わたくしは４人目の教授として循環器内科の発展に微
力ながら尽力していく所存でございます。現在、専門分野である不整脈領域
を中心に臨床研究および基礎研究を進めております。田邉晃久 前教授が先
駆者とし開拓されたホルター心電計による非侵襲的検査法をさらに発展させ、高時間分解能ホルター心
電計を用いたマイクロボルト単位の心電図情報を用いて、心筋梗塞やブルガダ症候群における心臓突然
死の予測因子を検討しております。基礎研究では、心筋梗塞動物モデルを用いた重粒子線の抗不整脈効
果について千葉県稲毛市の放射線医学研究所における照射実験を15年以上続けております。われわれは、
重粒子線が心室筋細胞の主要なギャップジャンクションタンパクであるコネキシン43の発現を促し、心
筋梗塞によって生じた興奮伝導遅延を改善させることで、致死性不整脈の易誘発性を低下させることを
明らかにしました。従来重粒子線は「がん治療」としての使用が中心でありますが、心臓突然死を予防
し得る新規治療として、臨床応用実現の可能性に向けて邁進しております。
　これまで地域病院および診療所の先生方には、東海大学病院に多くの患者様をご紹介いただき、また
逆紹介先として快くご承諾賜りまして、診療面における多大なご協力を頂戴してまいりました。先生方
のご支援に深く感謝するとともに、今後も地域医療機関と緊密な関連を構築し医療に従事していく所存
です。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

教授に就任して
内科学系循環器内科学　吉岡 公一郎（７期生）

【略歴】
1986年３月　東海大学医学部医学科卒業
1986年₅月　東海大学医学部付属病院前期研修医
1988年₄月　東海大学医学部循環器内科大学院入学
　　　　　　 (1992年　医学博士取得)
1992年₄月　JA伊勢原協同病院内科勤務　東海大学

医学部循環器内科助手
1993年₄月　東海大学医学部循環器内科勤務
1995年₇月　米国 California大学　San Francisco校

心血管部門 Research Fellow
1998年８月　東海大学東京病院循環器内科勤務
1999年₄月　東海大学医学部循環器内科勤務
2001年₄月　東海大学医学部循環器内科講師
2007年₄月　東海大学医学部循環器内科准教授
2015年₄月　現職

【所属学会】
日本心電学会評議員、日本不整脈学会評議員、日本
循環器学会関東甲信越支部評議員、国際心血管薬物
療法学会評議員、日本心臓病学会正会員（FJCC）、
日本内科学会、日本心不全学会、日本核医学学会、
日本老年学会、日本生理学学会,日本高血圧学会

【資格】
日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門
医、日本不整脈学会専門医、日本医師会産業医
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　学位を指導くださった核医学の鈴木　豊先生が腎臓医療を一から手ほどき
してくださった飛田美穂先生が腎移植を通して腎臓に興味を持たせてくださ
った平賀聖悟先生が医者の生き方を指導してくださった斎藤　明先生がピン
チには手をいつもさしのべてくれる秋澤　忠夫先生が本気で私の教授就任を
喜んでくれました。偽りなくたくさんの先生が祝ってくれていると感じる事
ができました。「ありがたい」と思いながら一つの違和感を覚えたのです。例えば、現上司で大学院の
時から論文を指導してくださった深川雅史教授の就任時とは雰囲気が違うのです。深川先生の時は皆さ
ん「まあ教授は当然」という感じでおめでとう言っておられたのです。私の場合は「あんなに不出来な
子がやっとここまで来てくれて嬉しい」という感じでした。鈴木豊先生などは「俺は、もうこれで人生
に思い残すことはない。何時死んでも良い・・・」とまで言ってくさいました。言い換えれば私は教授
に就任したのではなく諸先生方に就任させていただいたのだと思い至ったのです。
　25年前21才の若いお嬢さんがこれまで、ヤンキーで姉に迷惑をかけてきたと言って腎不全の姉に片腎
をくれました。退院まで、痛いとか苦しいとか一言も言いませんでした。ドナーの心意気に感じて分腎
機能の研究を始めました。重度の二次性副甲状腺機能亢進症の患者さんがたくさんいた時代、重症化防
止をしたくて副甲状腺のPEIT療法に没頭しました。気がせくあまりきつい治療をして一時的な反回神
経麻痺になった患者さんがいました。ご家族が私を責める一方患者様自身は、「先生にひどいこと言わ
ないで、そんなこと言うのなら、病院に来ないで」と私をかばってくれました。長期腹膜透析の合併症
である硬化性腹膜炎の為亡くなられた40台の患者さんは、「これまでに腹膜透析を長くしたことに悔い
は無いけれどこの病気はつらい。私が死んだら解剖して、原因究明に役立てて」と最後の主治医に向け
た言葉です。後輩の田中礼佳先生は病理に詳しくキシレンで気管をやられるほど一生懸命解剖所見を勉
強され発表し患者様の思いに答えておりました。この事をきっかけに私も腹膜庇護薬の創薬への取り組
みを始めました。つい先日やはり同様の病態を契機に亡くなられた患者様がおります。東海大学医学部
付属病院の看護婦さんで長く診ておりました。八王子病院に移動したため最後の状態はよくわからなか
ったのですがやはり献体くださり後輩の比留川喬先生が透析医学会で患者様の思いに答えてくださいま
した。この患者様なかなか頑固な方でいつも私とけんかのような外来を繰り広げておりましたが亡くな
られたのが私の伊勢原の外来日で私のことを待っていてくれたのかなと考えております。たくさんの婦
長さん方が枕元で泣いておられたのを忘れることができません。つい先日は40年透析をしていた患者様
もついに力尽きて、遺書のような本を奥様が届けてくれました。数々の患者さんが私の師匠だと思って
います。
　「透析者は重い荷を背負って、雪の稜線を歩いている登山者のようだ。ちょっとした油断や不注意が、
思いがけない結果を招いてしまう。透析スタッフは良きガイドとなり、また心の温かい山小屋の主人と
なって、長い尾根づたいの道を、病を共有する心で共に歩んでゆきたい。」
　故太田和夫女子医大教授の言葉です。なかなか実践できないけれどそんな気持ちを携えて残りの医者
人生を、後輩達と歩んで行こうと思っています。東海大学に幸あれ、患者さん達に幸あれ、全医療者の
心意気に幸あれ。

教授に就任して
内科学系腎代謝内科学　角田 隆俊（９期生）



星医会　第53号 17

　星医会会員の皆様におかれましては、平素より学生の医師国家試験対策な
どで大変お世話になっております。このたび、平成27年４月１日付けで、東
海大学医学部内科学系血液腫瘍内科教授の職を拝命いたしました。これも、
これまで暖かくご指導下さいました先輩の方々と、同僚諸氏ならびに職場の
関係各位のおかげであり、この場をお借りして心より御礼申し上げる次第で
す。３月でちょうど節目の50歳となり、あと定年まで15年ございますので、今後とも一層、母校の発展
のために尽くしてまいりたいと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。
　さて、私は昭和58年（1983年）に、18歳になったばかりで10期生として東海大学医学部に入学いたし
ました。ちょうどそのころに、東海大学医学部設立10周年を記念して刊行された本のなかの「各科の歩
み」を読む機会があり、当時の外科学Ⅰ教室（現在の心臓血管外科と呼吸器外科）の助教授を務めてい
た父（川田志明）の教室の紹介ページに「当教室は医学教育を最優先する」と書かれてあるのを見つけ
て、たいへん感銘を受けました。父に確認してみますと、それは医学部設立の中心メンバーであった正
津晃教授の設立当時からの基本方針である、とのことでした。この体験が、それまで象牙の塔などと揶
揄されていた日本の医学部のなかでは、学生は付け足しのような存在で、常に遠慮していないといけな
いのだろうと考えていた私の思考を大きく方向転換させ、その後の医学の学びに対するモチベーション
向上に繋がったのでした。そして将来、自分が教員となったら、このことをぜひ後輩たちにも伝えてい
こうと決めました。教員として、また教育計画部次長や国家試験対策委員長などとして学生に接してお
ります現在、東海大学医学部の学生が良医に成長していくための良きサポーターとなることを信条とし
て教育にあたっております。　
　研究に関しましては、当科の教授、そして医学部長もお務めになられた堀田知光先生（現　国立がん
研究センター理事長）と、現主任教授の安藤潔先生のご指導のおかげで今日があります。お二人が赴任
される前の大学院生当時、臨床業務が多忙のため、病棟を離れて研究に専心する期間をいただくことが
かなわず、以後、博士号を取得して助手となってからも、本格的な研究生活を送ったことのないことが、
私の大学人としての（密かな）コンプレックスになっておりました。しかし、お二人が赴任されたのち、
そのことを見抜いて下さったのでしょう、特別に病棟フリーの期間を設けて下さり、研究技術の習得に
専心することができました。そのおかげで当時、造血幹細胞研究のメッカだった米国サウスカロライナ
医科大学の小川眞紀雄先生のもとに留学して研究実績を積むことができました。帰国後は、研究成果が
臨床につながるトランスレーショナルリサーチを行うことを信条として、日々、研究活動を続けており
ます。今年度は、私の研究を東海大学医学部のプロジェクト研究に選んで下さり、科研にも採択してい
ただきましたので、一層張り切って研究を続けてまいりたいと存じます。また、大学人として次世代を
担っていく、研究もできる若手の育成にも力を注いでいきたいと考えております。
　診療につきましても、東海大学医学部付属病院で診療しているおかげで大きなチャンスをいただいて
いると考えて、日々務めております。当科で扱っている疾患は難治性のものが多いですが、そのような
難治性造血器疾患に罹患されて苦しんでいる患者様を治癒に導く可能性のある最先端の治療や臨床試
験・治験などを実践できるのは、東海大学医学部付属病院で診療にあたらせて頂いているおかげです。
また、これまで何度か自分のベーシックな研究成果を臨床応用に結びつけてまいりましたが、それも、
東海大学医学部付属病院で診療させていただいているから実現できたことです。超高齢社会の今日、病

“エイジレス精神”でガンバリます！
内科学系血液腫瘍内科学　川田 浩志（10期生）



星医会　第53号18

人の数はますます増え、病院業務も一層繁忙を極めておりますが、初心を忘れずに、感謝の気持ちを持
って今後とも診療にあたり、造血器疾患に対する新たな治療戦略を積極的に開拓して参りたいと存じま
す。
　…ちなみに、我が父は慶應の外科教授を退官して78歳となった今も、毎週、月～金まで現役で仕事を
しています。月、火は鎌倉の自宅から顧問を務める六本木のミッドタウンクリニックに通勤し、水の早
朝に車を運転して理事長を務める山中湖の健診施設に向かい、そこで３泊４日して土の早朝に自宅へ戻
る、という生活です。私は、抗加齢（アンチエイジング）医学も専門としており、父のように生涯現役
を貫きたいと思いますので、これからも心身の管理に気をつけ、母校であります東海大学の発展と、神
奈川県西部地域の血液診療の一層の充実のために“エイジレス精神”でガンバリます！星医会会員の皆
様におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
（追伸）皆様のこれからのエイジレス生活に、拙著がお役に

立てれば幸いです→『医学データが教える　人生を楽し
んでいる人は歳をとらない』（ディスカヴァー・トゥエ
ンティワンより平成27年４月18日発売。Kindleでもご覧
いただけます　笑）

【略歴】
鎌倉出身、医学博士
1989年３月　東海大学医学部医学科卒業
1989年３月　東海大学医学部付属病院前期研修医
1991年４月　東海大学医学部大学院博士課程内科系専攻
1995年４月　東海大学医学部血液リウマチ内科助手
1999年７月　Medical University of South Carolina内科

へ留学
2002年４月　東海大学医学部血液腫瘍内科講師
2006年４月　東海大学医学部内科学系血液腫瘍内科准教授
2015年４月　東海大学医学部内科学系血液腫瘍内科教授

【所属学会、資格】
日本内科学会（認定医、総合内科専門医、指導
医）、日本血液学会（専門医、指導医、評議員）、
日本臨床腫瘍学会（暫定指導医）、日本抗加齢
医学会（専門医、評議員）、日本再生医療学会（評
議員）、日本リンパ網内系学会（評議員）、日本
医学教育学会、日本輸血細胞治療学会、アメリ
カ内科学会、アメリカ血液学会など



星医会　第53号 19

卒業生の学外教授紹介

　東海大学医学部14期生の佐藤温洋です。私は神奈川県横須賀市にある神奈
川歯科大学歯学部を卒業後、縁あって東海大学医学部に編入学をしました。
東海大学医学部では良い友人および教員に恵まれ、楽しく刺激的な学生生活
を過ごしました。卒業後は東海大学医学部で初期研修を受けた後、内分泌学
を専攻するため、当時、堺秀人教授が主宰されていた第７内科大学院に進学
しました。研究期間は、当時の国立がんセンター研究所、現在の国立がん研究センター研究所に無給研
修生として１年間出向致しました。
　大学院卒業後は市中病院出向を経て、東海大学医学部に戻り、東海大学医学部付属病院群で内分泌疾
患を中心に診療を行いました。内分泌疾患の大部分はcommon diseaseです。その多数の患者さんの診
療にあたる一方で、ホルモン受容体異常症、腫瘍関連遺伝子異常による内分泌腫瘍、家族性多発性内分
泌腺腫症、稀な悪性神経内分泌腫瘍といった大学病院でないと遭遇しない疾患を多数、診察して参りま
した。
　平成26年春の初めに突然のように神奈川歯科大学から連絡があり、赴任要請を受けました。東海大学
医学部に編入学後は神奈川歯科大学と連絡を取っていませんでしたので驚きました。赴任要請の理由は、
医科歯科連携を促進すること、老朽化した附属病院を建て直すので参加し内科外来を開設すること、文
部科学省から歯科医学生に対する内科教育の充実を指導されているので内科教育プログラムを作成する
ことでした。そして就くべき役職は専任大学院教授でした。
　かなりの重責ではありますが、私は、これらの新しい職責に興味をもち、赴任することにしました。
しかし、東海大学を退職しなければならず、一抹の寂しさを感じました。
　私学には其々に建学の精神があり、それは尊重されなければなりません。しかし、私は東海大学医学
部の良医を育成する精神を忘れません。それは決して口にはしませんが、神奈川歯科大学で実践します。
赴任後は、何か新しいことをやらなければなりません。これまでの信頼できる指導教員からは、こうい
う時にはたとえ実現ができず、後からほら吹きと言われることになろうとも、理想を高く掲げなさいと
言われました。だから理想を高く掲げます。
　自分自身の経歴と赴任先が歯科大学であることを考えた場合、“Oral Medicine”すなわち“口腔医学”
を創り、横須賀の地において医科歯科連携を強化していきます。常勤医師の数は限られ困難に直面する
のは明らかです。その時に真っ先に思い浮かぶのは東海大学医学部であり、神奈川県下にある同じ医育
機関として、是非とも御協力、御助力のほど何卒、御願い申し上げます。
　東海大学医学部在籍中は多くの方々に御世話になりました。
　東海大学医学部長　今井裕教授、東海大学医学部付属八王子病院長　渡辺勲史教授、東海大学医学部
副医学部長　坂部貢教授、東海大学医学部から退任されましたが、猪子英俊先生、長村義之名誉教授、
中澤博江先生、篠原治先生を始めとした書ききれない程の恩師の先生方、学生時代からの友人達、私を
支持してくれた学生さん達、書類の締め切りを守ることができない私を忍耐強く助けてくれた多くの事
務方のみなさん、教育研究支援センターのみなさん、伊勢原市で開業している第７内科の先輩である武
田浩先生、数え上げたら切りが無い程の多くの方々に感謝を申し上げます。

口腔医学を創る ～副横須賀の地において医科歯科連携を強化する～

神奈川歯科大学附属病院　内科　佐藤 温洋（14期生）
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　東海大学の先生方、卒業後、長い間ご無沙汰しております。
　私は昨年から兵庫県加古川市にある兵庫大学というところにおります。
　神戸からJRで35分ですが、大学の周囲はのどかな田園地帯で、隣には渡
り鳥がやってくる大きな池があります。学内で亀や蛇にも出会います。
　現在は、看護学生の講義（解剖学、生理学、内科学、疫学）、卒業研究の指導、
学内各種委員会業務（健康管理センター、衛生、国際交流、研究倫理、Faculty Development、学科教
育運営再構築）の傍ら、兵庫県姫路市にある製鉄記念広畑病院・腎臓内科の非常勤医師として、腎臓内
科外来、透析管理、院内の腎臓コンサルテーション回診などを行っております。入院が必要な症例に関
しては、内科常勤の先生に主治医になっていただき、もう一人の非常勤医師と協力しながらの診療です。
日本海に面する兵庫県・但馬地方は腎臓内科不在地域であるため、豊岡市の公立豊岡病院でも年4回の
み腎臓内科外来を開始しました。ポリクリ時代にお世話になった東海大学出身で豊岡病院・神経内科部
長の松島一士先生にもご挨拶させていただきましたが、不真面目な学生であった私のことは当然ながら
覚えておられないようでした（笑）。
　中・西播磨地方と但馬地方あわせて人口104万人（９県の全県人口より多い）、面積4566㎢（神奈川な
ど16都府県の全県面積より大きい）のところに常勤で内科の腎臓専門医が４人しかいないという状態の
ため、両病院とも腎臓内科外来の需要は非常に大きいです。
　私は、元々、予防医学に興味があり、また学生時代から同期の友人と毎年のように沖縄の無人島キャ
ンプやアジアの自転車旅行などを満喫していましたが、その趣味が高じて、大学院時代に「ベトナムに
おける慢性腎臓病（CKD）の疫学研究」、その後、沖縄でもCKD対策の活動などを行ってきました。
現在は、神戸市、加古川市、沖縄県糸満市、兵庫県内の企業などにご協力いただき、CKDの疫学研究
を進めております。
　腎臓内科医が少ない兵庫県西・北部において、「兵庫腎臓病病診連携協議会」事務局代表として、ま
た新たに結成した「播磨CKDフォーラム」と「但馬CKDフォーラム」代表として、病診連携ネットワ
ークの構築と推進、診療ツールの作成、兵庫県内各地でCKDやAKIの講演なども定期的に行っており
ます。
　CKDをはじめとする生活習慣病予防対策に関する研究を中心に、大学院・予防医学講座を設置する
ことが当面の目標です。大学が国際交流を推進している事情もあり、インドネシア、スリランカなどの
腎臓内科の先生方と共同研究の話を進めています。
学生教育に関して少しだけ感想を述べますと、長く続いた不況による就職難の影響か、最近の学生は非
常に真面目です。授業はほとんど全員出席で、教員の立場でこんなことを言ってはいけませんが、もっ
と自由にはじけてもよいのにと思うくらいです。入学後すぐに専門科目の勉強のみに追われる彼らが少
しかわいそうになります。地域医療の担い手を多く産生することの重要性は言うまでもありませんが、
国家試験合格率にとらわれ、あまりに狭い過保護な枠の中で萎縮している学生を見ていると、兵庫大学
からでももっと大きな舞台に出て行ける可能性があるんだということを見せてあげたい、学生のうちに
いろいろな夢を見られる仕掛けをたくさん作ってあげたいという思いに駆られ、ひそかにいくつかの学
生向け企画を画策中です。学生の可能性を阻害しないよう、モチベーションを高める環境づくりに注力
したいと思います。

教授に就任して
兵庫大学健康科学部看護学科　伊藤　純（21期生）
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　現在住んでいる神戸は、横浜をそのまま縮小したような街で、小さい分、海にも山にも温泉にも30分
以内で行けて、通勤ラッシュも車の渋滞もそれほど激しくなく、生活や子育てには非常に快適です。神
戸牛、瀬戸内の海の幸、中華料理、本場のスイーツと、（ラーメンを除いて）食事は何でもおいしいです。
甲子園球場で横浜DeNAベイスターズを応援するときだけは、レフトスタンド最上段の非常に狭い一角
に押し込められ、さびしい限りですが。
　神奈川→東京→沖縄→兵庫と全国のあちこちを転々としてきましたが、どこに行っても東海大学関連
の先生とお会いすると心が癒されます。臨床研修をさせていただいた昭和大学では、同期の八木、加藤

（正）、塚原、山本（真）、菊地先生、神戸大学でも多くの東海出身の後輩、沖縄でもかつて東海で教員
をされていた先生、東海出身の後輩の妹さん（皮膚科医）に大変お世話になりました。また、神戸大学
では現東海大学・腎内分泌代謝内科教授の深川雅史先生にご指導いただいたことが、現在の自分の腎臓
内科医としての礎になっています（と、自分で勝手に思っています）。
　ふと気がつくと40歳を過ぎてしまい、もう人生の半分が終わった（まだ半分？）わけですが、今後は、
こういった人の縁を大事にして、自分にできる範囲でいろいろなことを楽しみながら、ほんの少しだけ
末期腎不全患者数増加の抑制にお役に立てたらと思います。
　最近はフェイスブックのおかげで、同期生には時々会っているような不思議な感覚があります。たま
に準硬式野球部の先輩方は元気にされているかなと気になり、濱田先生、矢沢先生、坪井先生、岩佐先
生、神山先生などフェイスブックで検索してみたりしますが、みなさんお忙しくてそんなことをしてい
る暇はないのか、なかなかみつかりません。どこかでお会いできることを楽しみにしています。
私が知ってる先生方、学会、出張、旅行等で神戸に来られることがあれば、いつでもご連絡いただけた
ら幸いです。
　今後とも引き続きご指導いただきますようよろしくお願い申し上げます。

【略歴】
2000年　東海大学医学部卒業
2009年　神戸大学大学院医学研究科博士課程修了（国際保健学）
2009年　豊見城中央病院（沖縄県）　腎臓・リウマチ・膠原病内科
2011年　神戸大学医学部附属病院　腎・血液浄化センター　特定助教
2011年　神戸大学医学部附属病院　腎臓内科　外来医長
2013年　神戸大学医学部附属病院　腎・血液浄化センター　副センター長
2014年　兵庫大学健康科学部看護学科　教授
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卒業生の学内准教授紹介

　平成27年４月より外科学系麻酔科准教授を拝命いたしました、伊藤健二と申します。力量にそぐわな
い過分な評価をいただいたことで、ひたすら緊張するとともに、いまだ足が地に着かない思いをいたし
ております。これもひとえに鈴木教授をはじめ、周りの方々のお引き立てによるもので、この場をお借
りして篤く御礼申し上げます。
　私は平成６年に東海大学医学部を卒業しました。その後、付属伊勢原病院で研修を行い、麻酔科に入局、
現在に至ります。学生時代を含めると実に30年弱の年月を東海大学にお世話になっていることになりま
す。学生時代は軽音楽部に所属し、ひたすら練習と打ちあげを繰り返した楽しかった思い出ばかりが残
っています。時間は進み、やがて卒業試験と国家試験を迎えました。ようやく我に返り勉強を始めまし
たが、遅れを取り戻すのは並大抵ではありませんでした。改心の甲斐あって、何とか無事通過し、はれ
て前期研修医となり研修がスタートしました。ただ、残念ながら学生気分の抜けなかった私は、フワフ
ワと日々を過ごしていました。そんな中、発生したのが日本を揺るがせた大災害と、その後日本を震撼
させた未曾有のテロ事件でした。テレビのニュースやラジオの情報を見たり聞いたりしながら、当時の
研修医仲間でこんな時自分に何ができるかを話すとき、周りの連中がはっきりと目的をもって研修を行
っていることと、研修期間は１年が過ぎているのに自分には何の力もついていないことに愕然としまし
た。はやく自分の専門を見つけなければ!　もともと急性期医療に興味があり、漠然と救急医療は考え
ていましたが、明確にイメージできるものではありませんでした。やがて麻酔科の研修が始まりました。
最初はあまりに特殊でとまどいが大きかったのですが、少しずつ周りが見えてくると自分の天職のよう
に思えてきました。麻酔中は患者さんの状態は刻々と変化し、ときに危機的な状況となることがありま
す。私を含む周りが慌てる中、麻酔科のスタッフは全く動じることなく、的確に対処します。この姿に
深く感動し、「自分にはこの道しかない」ようやく方向は決まりました。
　あれから20年余、自分はその当時のスタッフよりも上の学年となりました。追いついたのでしょうか？
こんなことを考える自分はまだまだなのでしょう。ただ、やれることはまだありますし、時間もありま
す。特に研修医の指導に力を入れて行きたいと思っています（研修医の先生方、私におこられてばかり
ならごめんなさい）。
　今後も精進いたしますので、諸先輩がた、同僚のみなさん、後輩のみんなご指導よろしくお願いいた
します。

准教授を拝命して　－これまで、そしてこれから－
外科学系麻酔科学　伊藤 健二（15期生）

　今年度、下記８名の先生方が准教授に昇格され、今回はそのうち５名の先生方にご寄稿いただきまし
た。
　仁科　良先生（12期生）、厚見秀樹先生（13期生）、伊藤健二先生（15期生）、
　志村信一郎先生（16期生）、浅井さとみ先生（18期生）、海老原明典先生（20期生）、
　田中　彰先生（21期生）、星　昭夫先生（22期生）
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　この度准教授を拝命しました、心臓血管外科学の志村と申します。研究業績が貧弱であるこの私がこ
の職に就かせていただいたのは、草木も眠る丑三つ時に緊急大血管手術を任せていただき、麻酔科の先
生方にご協力いただき、只々、無影灯の下に没頭した時間の累積によるものであると思っておりまして、
これからはこのままじゃダメなんだよ、臨床・研究・教育、それに大学のお仕事をバランスよくこなし
て、今までの臨床業績を論文にまとめて世界に出なきゃいけないんだよ、と、叱咤激励されてのものと
心得ております。頑張らせていただきます。
　と、かたーいお話はこの辺にさせていただきまして、いつもの調子に戻らせていただきます。そもそ
も私はお酒というものが苦手ではない方で、研修医時代から逸話には事欠かない男であります。そちら
の「業績」は教授クラスなんですけど、ただ、近年はおとなしくなったものの、准教授内定を伝えた際
の妻の一言、「もう、道端に寝たらだめよ。大学の問題になっちゃうからね」でありました。そんな私
ではありますが、学生さんとのお酒の席では矜恃をまあ保つ方（？）と自認しております。現在、医学
部準硬式野球部の監督を仰せつかっておりますが、練習や試合でノックをさせていただいたり、はたま
た、（小学３年から始めた）剣道部の稽古に顔を出させていただいたり（今度、五段に挑戦しまーす）、
それらに付随する新入生歓迎コンパ（新歓）、追い出しコンパ（追いコン）には律儀に出席させていた
だいております。さて、私が大学１年生の懇話会の時、他大学出身のチュータの先生が、「東海大の学
生はみんな優しいけど、ハングリーじゃないんだよね」と、おっしゃっておりました。この言葉は今で
も自分を含めてそうだそうだと思うところがありまして、お医者になってからも絶対に必要な「闘魂」
みたいなものを学生さんにも伝えられたらなあと思うと、ついつい指導に熱が入ります。我が野球部は
数年前まで関東リーグで３部でしたが、近年は１部に常駐し創部初の優勝も成し遂げました。これ、采
配振ってる訳でなく、別に私の手柄じゃありませんが、優勝決定戦である文武両道の筑波大学戦を前に、
なんとなく萎縮する彼らに、「同じ学生なんだからハナから相手は強いと思ってあきらめんな」と言い
続けたことは影響していたかもしれませんねぇ。学生さんには折れない心と集中力を支える体力を、ぜ
ひ培っていただければと思います。「お前、そんなことしてて、臨床・研究・教育・論文はどうなんの？」
とお叱りの声が聞こえてきそうですが、私、５年前、脂肪肝でしたが今年の健診ではトランスアミラー
ゼ正常化、46歳ですが、鍛えているので持久力だけは誰にも負けない自信があります（先日、24時間で、
胸部大血管の人工心肺下手術２件、ステントグラフト手術２件やりました。麻酔科の先生ごめんなさい。
医事課の皆さん、僕、頑張ってますよー！）。静かに闘魂燃やし続け、倒れるまで走り続けようと思い
ます。皆様方、拙文、乱文、申し訳ございません。なにせ編集部がつまらん文章書くなというもので。

静かなる闘魂を抱いて
外科学系心臓血管外科学　志村 信一郎（16期生）

　この度、呼吸器内科学准教授に昇格させていただきました20期生海老原明典です。現在東海大学東京
病院呼吸器内科で勤務させて頂いております。私は学士入学で医師への道を歩み始めさせていただきま
した。元々は東海大学教養学部（湘南校舎）の出身で、学部3年時から２年間、医学部（伊勢原）の基
礎医学系（旧）分子生物学第一教室に卒業研究生としてお世話になりました。当時（1985年）の教室では、
サイトメガロウイルスを用いたベクターの開発を行っており、故渡辺泰教授、故田中重明助教授、井原
征治講師、竹腰正隆先生、前田史子先生にご指導をいただき、慣れない手つきでDNAをいじっており

准教授に昇格して　～良き先生方と出会えて～
内科学系呼吸器内科学　海老原 明典（20期生）
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ました。当時の基礎医学研究に携わる先生方に強い憧憬を持ち、日々細胞と格闘しておりました。その
後、社会人を経て、医学の世界が忘れられず学士入学に踏み切りました。学士入学した同期はみな精鋭
ぞろいで、仲間たちに取り残されないよう必死に勉強？に励んでおりました。卒業後は、またしても恐
れを知らず、つわものぞろいの呼吸器内科（旧第二内科）へ入局してしまいました。当時（1999年）は
太田 保世教授を中心とした精鋭集団（近藤哲理助教授、塩谷寿美恵助教授、桑平一郎助教授、林芳弘
講師、小野容明講師、谷垣俊守講師、小林一郎講師、浦野哲哉講師他、助手の先生方、大学院生の先生方）
で、とても怖く厳しいカンファレンスが目白押しでした。新患患者のプレゼンテーション準備には多く
の時間を費やし、完璧と信じ、始めると、ものの５分で撃沈される有様でした。その後、鬼軍曹といわ
れた小林龍一郎先生が呼吸器内科部長を務める東京都済生会中央病院へ出向させていただき、内科全般
さらには呼吸器内科専門医としてのトレーニングを積むことができました。その後も医員として勤務を
継続させていただきました。当時は、慶応義塾大学病院出身の先生方に厳しくご指導をいただき切磋琢
磨の毎日でした。現在東海大学付属八王子病院の坂巻文雄教授や付属病院の青木琢也准教授は、東京都
済生会中央病院時代に大変お世話になった先生方です。済生会勤務中、成毛 韶夫先生の奨めで国立が
んセンター中央病院肺内科へ行かせていただき肺がん治療の最前線も勉強させていただきました。その
後北海道に渡り、えりも町国民健康保険診療所で約５年間僻地診療に携わり、現在は、付属東京病院呼
吸内科で桑平一郎教授の下でご指導を頂き、COPD（慢性閉塞性肺疾患）を中心とした研究・診療・教
育に携わっております。私の医師人生の中で最も幸せなことは、過去から現在に至るまで本当に優れた
先生方と出会え、勉強が続けられていることに尽きます。現在、呼吸器内科は浅野浩一郎教授を中心に
若手医師が多く入局し発展段階にあります。これからは、若い後輩たちの指導にもあたり、東海大学医
学部のさらなる発展に貢献できるよう一層精進していくつもりです。また、星医会理事としても、全国
に広がる東海大学医学部同窓生との結びつきをより強固なものとできるよう微力ながら努力していくつ
もりです。

　この度、准教授を拝命いたしました。私は20世紀最後の年、平成12年（2000年）３月の卒業です。思
えば、はじめて伊勢原を訪れたのは、平成６年（1994年）秋の学士入学試験でした。前夜遅くまで続い
た仕事の疲れでぼーっとしながら、試験を受けていたことを覚えています。それから20年もの歳月が流
れました。縁あって、人生の転機を過ごした東海大学医学部に、まさかこれほど長い間お世話になろう
とは思いもしませんでした。
　もともと私はモノを作ることが好きで、前大学･大学院の工学部で電気電子工学を専攻しました。真
面目な学生とは言えませんでしたが、電子顕微鏡や電子回路の高密度実装に応用される電子線物理学や、
コンピューターのハードウェア開発に興味を持ち、二十代中頃までそればかりやっていました。高校の
同級生は、多くが医学部や歯学部へ進学しましたが、私自身は医師になりたいと考えたことがありませ
んでした。興味を持ったテーマや技術をひたすら深く掘り下げ極める仕事に就き、あまり悩むことなく
邁進していました。やがてバブル景気がはじけ、ふと「人の喜ぶ顔が直接見られる仕事をしてみたい」
と思い立ち、当時まだ珍しかった学士入学制度を、全国に先駆けて導入していた東海大学医学部へ、脱
サラして入学することになりました。
　ありがたいことに東海大学医学部は、人生経験を積んだ分ちょっとクセのある学士という存在にとて
も寛容でした。30歳代半ばで卒業した私を、第二外科（現、消化器外科･小児外科･乳腺内分泌外科）は

准教授就任のごあいさつ
外科学系消化器外科学　田中　彰（21期生）
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温かく迎え入れ、十分な教育と修練の機会を与えて下さいました。これからは、私が学生や若い先生方
にそのような機会を与え、共に勉強していく立場になったのだと気の引き締まる思いがします。
　現在の私の興味は「大腸癌」にあります。特に、進行して治療の難しいものに取り組んでいます。大
腸癌は欧米や日韓に共通するメジャーな疾患で、外科医が手術･抗癌剤･放射線治療を組み合わせた集学
的治療のイニシアティブを握ることのできる癌です。日常診療においても、また研究としてもやりがい
のあるテーマだと感じています。
　医学部に入る以前、20歳代で取り組んだ難しいテーマはいつの間にか実現し、今や生活に溶け込んで
います（電子顕微鏡による原子の直接観察が可能となり電池等の改良に寄与、コンピューターの並列プ
ロセッサは今や誰のパソコンにでも実装）。大学で物性工学を教えて下さった先生は、ノーベル物理学
賞を受賞されました。今から20年後、大腸癌の治療がどうなっているのか楽しみです。日々の診療を積
み上げながら、思いもかけない未来を夢見て、微力ながら臨床･研究･教育に献身していこうと考えてい
ます。どうぞよろしくお願いします。

　この度、寺地敏郎教授のご推挙により外科学系泌尿器科学准教授に昇格させて頂きました。ご指導い
ただいた諸先輩方、現在も多大なるサポートをしてくれている後輩の先生方ならびに星医会の皆様には
この場をお借りして御礼申し上げます。
　私が入学したのは1995年でした。学生時代はアメリカン・フットボール部に所属し、学生時代のほと
んどを練習と筋トレに明け暮れていました。当時から部員は皆熱い（暑苦しい？）メンバーばかりでい
ろいろな意味で濃い６年間でしたが、部活を通して様々な事を学ばせていただきました。最も大きかっ
たのは、かけがえのない人間関係を得ることが出来たことです。大学内外に多数の先輩後輩がおり、卒
業後14年経過した現在も公私にわたる信頼関係が継続しています。
　2001年に卒業し研修医となりましたが、泌尿器科を目指すきっかけとなったのは寺地先生の腹腔鏡下
前立腺全摘除術でした。当時、腹腔鏡手術は泌尿器科では普及しておらす、消化器外科で胆嚢摘出術が
広まり大腸等に適応が広がりつつあった時期と記憶しています。その時代に開放手術でも難しい尿道膀
胱吻合を腹腔鏡下で施行していることに大きな衝撃を受け、「この手術を出来るようになりたい！」と
の一心で泌尿器科医となる決意をしました。入局後は宮北英司先生（２期生）、臼井幸男先生（10期生）、
島正則先生（17期生）はじめ多くの先輩方の厳しくも優しいご指導のもと臨床に没頭していましたが、
頭の中はどうしたら手術が上達するかばかりを考える毎日でした。入局２年目の2004年には寺地先生の
ご配慮により京都大学へ臨床留学をさせて頂きました。１年間と短い間でしたが、全く異なった環境を
経験でき、臨床スキルアップのみならず学問的な興味も得ることができました。東海大学復帰後は、学
生時代から筋トレをご指導いただいていた再生医療科学の玉木哲朗先生の下、「骨格筋間質由来幹細胞
を用いた泌尿器骨盤内手術々後の機能再生」をテーマに基礎研究を行い、学位を頂くことが出来ました。
玉木先生には基礎研究のイロハのみならず、学問的な考察方法についてご指導いただき非常に充実した
研究生活を送ることができました。その後、臨床に戻り再び手術道を極めることを目標に精進を重ねて
いるつもりですが、目標は限りなく遠いことを痛感する毎日です。
　振り返ってみますと、医学に入門して以降、本当に多くの方々にお世話になってきたことを実感いた
します。改めて御礼申し上げます。今後は私の持てるすべてを後輩に伝えることで、少しでも恩返しが
できればと考えております。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

准教授に昇格して
外科学系泌尿器科学　星　昭夫（22期生）
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新任教授紹介

　このたび2014年10月１日付で内科学系神経内科学教授を拝命し、八王子
病院神経内科に着任致しました。私自身、伝統ある東海大学神経内科の一
員になれましたことを心から光栄に存じておりますが、星医会の皆様にひ
とことご挨拶を申し上げます。
　私は1986年に慶應義塾大学を卒業し、脳血管障害あるいはパーキンソン
病などの研究に従事して参りました。2005年に570床を有する東京歯科大
学市川総合病院の脳卒中センターへ赴任してからは、脳卒中などの神経救
急疾患およびパーキンソン病をはじめとする神経変性疾患の治療に携わっ

て参りました。また、千葉県における脳卒中学会rt-PA適正使用講習会の講師として急性期脳梗塞血栓
溶解療法の普及に努めるかたわら、パーキンソン病の自記式評価スケールを開発し、脳卒中やALSの病
診連携に取り組んで参りました。今回、これまでに培った知識と経験を生かし、ひとりでも多くの神経
内科医を育てたいという気持ちから、10年間お世話になりました市川総合病院を辞し、東海大に参りま
した。就任にあたり、前任者で元病院長の北川泰久教授、さらには神経内科学教室の瀧澤俊也教授､ 吉
井文均教授には大変お世話になりました。
　さて、当院は八王子市（人口56万人）を中心とする南多摩二次医療圏（人口140万人）における中核
病院のひとつで、DPCⅢ群に属する急性期病院です。ご承知の通り、現在我が国では「社会保障と税
の一体改革」の名のもとに、抜本的な医療制度改革が行われており、当院でも聖域のない院内体制の変
革が求められております。この重要な時期に、幕内博康総病院長、今井裕医学部長、渡辺勲史病院長の
もと、神経内科の責任者としての活躍の場を与えて頂いたことは、誠に光栄なことと存じております。
今後は、脳卒中、神経難病を含む幅広い神経疾患をカバーする診療体制を確立し、これまで北川教授が
育んでこられた暖かい教室の雰囲気を守りながら、高い見識と診断能力を兼ね備えた神経内科医を育て
ることを目標に専心いたします。どうか星医会の皆様の温かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

八王子病院神経内科学教授に就任して
内科学系神経内科学教授　野川　茂

【略歴】
1986年３月　慶応義塾大学医学部卒業
1986年５月　慶應義塾大学内科　研修医
1990年５月　慶應義塾大学神経内科　専修医
1994年５月　慶應義塾大学病院救急部　助手
1995年５月　米国ミネソタ大学神経内科留学
1998年４月　慶應義塾大学神経内科　助手
2002年４月　慶應義塾大学医学部神経内科　専任講

師
2005年４月　東京歯科大学市川総合病院内科　准教

授
2011年１月　東京歯科大学市川総合病院内科　教授
2011年６月　東京歯科大学市川総合病院　脳卒中セ

ンター長（兼任）

2013年８月　東京歯科大学市川総合病院　内科部長
（兼任）

2014年10月　東海大学医学部内科学系神経内科学　
教授（現職）

【所属学会】
日本内科学会（総合内科専門医）、日本神経学会

（専門医、代議員）、日本脳卒中学会（脳卒中専門医、
評議員）、日本頭痛学会（専門医、評議員）、日本脳
循環代謝学会（評議員）、日本成人病学会（評議員）、
日本ニューロリハビリテーション学会（理事）、日
本運動障害研究会（世話人）など
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　2015年４月１日付で内科学系リウマチ内科学教授を拝命いたしました佐
藤慎二と申します。星医会会員の先生方々に、ご報告かたがたご挨拶申し
上げます。東海大学におきまして、引き続き、リウマチ・膠原病学の発展
に貢献すべく全力で努力する所存です。何卒、よろしくお願い申し上げます。
　私は、2010年に東海大学に着任いたしましたが、前任大学の時代から、
一貫してリウマチ・膠原病の診療・教育・研究に携わってまいりました。
リウマチ・膠原病の分野は、内科学の中でも最も進歩がめざましい領域の
一つです。私が、リウマチ内科に入局した20年前の関節リウマチの治療目

標は、関節破壊の進行を遅らせることおよび疼痛の緩和でしたが、現在は、関節の臨床的・構造的・機
能的な寛解へと劇的に変化いたしました。そして、この変化を可能としたのは、基礎および臨床研究に
基づいた炎症性サイトカインや免疫細胞を標的とした生物学的製剤と呼ばれる分子標的薬剤の開発です。
私自身は、膠原病に見出される自己抗体の研究を一貫しておこない、2005年に急速進行性間質性肺炎を
合併する皮膚筋炎に特異的に見出される抗CADM-140/MDA5抗体を発見しました。現在、この抗体は、
治療抵抗性で予後不良な急速進行性間質性肺炎の診断、治療法の選択、予後の推定に有用なバイオマー
カーとして、製造販売承認申請をおこなっていますが、日常臨床で測定可能となれば同病態の診療に大
きく貢献できるはずです。　　
　これらリウマチ・膠原病学の発展にともない、患者さんのQuality of Lifeおよび生命予後は改善され
てきていますが、日常診療ではより高度な医療知識や専門技術が要求されるようになっており、大学病
院はその中心的な役割を担っております。今後も、高度な倫理基準に基づいた誠実かつ専門性を重視し
た診療を実践すると同時に、地域医療の要として常に近隣の病院と連携を図り、患者さんに最良の医療
を提供する所存です。また、診療・研究をとおして、医学の発展に貢献する優れた臨床・研究能力を有
し、誠実で患者さんから信頼・尊敬される医師の育成に努めていきたいと考えています。
　星医会会員の皆様におかれましては、今後とも、何卒ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

教授に就任して
内科学系リウマチ内科学教授　佐藤 慎二

【略歴】
　東京都出身．医学博士．

1984年３月　東京大学医学部保健学科卒業
1993年３月　信州大学医学部医学科卒業
1993年４月　慶應義塾大学医学部　研修医（内科）
1995年５月　慶應義塾大学医学部　専修医（内科）
1997年５月　慶應義塾大学医学部　助教（専修医）

（内科）
2000年５月　慶應義塾大学医学部 助教（内科）
2005年９月　学位取得（医学博士）
2008年11月　Johns Hopkins University School of 

Medicine, Department of Medicine, 
Division of Rheumatology に留学．

2010年４月　東海大学医学部内科学系リウマチ内科
学　准教授

2015年４月　東海大学医学部内科学系リウマチ内科
学　教授

【専門】
リウマチ・膠原病，臨床免疫学

【資格】
日本内科学会総合専門医・指導医，日本リウマチ学
会専門医・指導医，日本リウマチ財団登録医，アメ
リカリウマチ学会 Fellow International

【所属学会（役職）】
日本内科学会，日本リウマチ学会 （評議員），日本
臨床免疫学会（評議員），日本臨床リウマチ学会（評
議員），日本炎症・再生医学会（評議員），日本骨粗
鬆症学会，アメリカリウマチ学会
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　2015年4月1日付けで外科学系心臓血管外科学教授を拝命いたしました。
これまで星医会会員の先生方より格別のご支援とご厚情を賜りましたこと　
改めまして厚く御礼申し上げます。
　私は1998年から平塚市民病院に勤務していました。その縁もあり2009年
10月から上田敏彦教授のもと、あるべき国際標準の心臓血管外科をめざし、
スタッフ一同研鑽を積んで参りました。現在は主に冠動脈バイパス術とい
った虚血性心疾患に対する手術を担当しています。中でも重症虚血性心筋
症に対する左室形成術、僧帽弁形成術を数多く行ってきました。左室形成
術は心筋梗塞後に機能しなくなり（無収縮）、逆に循環動態に悪影響を及

ぼすような左心室の大きな心筋梗塞後瘢痕組織、いわゆる虚血性心筋症に対して行われています。私は
幸いにもモナコ呼吸器循環器センター留学し、左室形成術をこの世に知らしめたDor教授より直接ご指
導いただく機会を得ました。現在、東海大学医学部付属病院でもDor手術に準じた左室形成術を行い良
好な長期遠隔成績が得られ、当院は日本でも有数の患者さんの手術を行う施設の１つです。
　重症心筋症に対して確立された治療法は心臓移植しかありません。日本ではドナー不足の中、2010年
に移植法が改正され、希少ではありますが心臓移植は増えつつあります。またアメリカを中心とする大
規模研究（STICH trial）は「虚血性心筋症の基本術式である冠動脈バイパス術に左室形成術を追加す
るメリットはない」という非常に残念な結果となりました。この研究は患者の選択、評価方法、手術の
質という点で様々な問題点が浮き彫りとされましたが、この結果が世界での植え込み型人工心臓の普及
の追い風となったことに間違いはないでしょう。移植への橋渡し（ブリッジ）として用いられてきた植
え込み型人工心臓が日本でも急速に普及しつつあります。今や欧米ではデスティネーションセラピーと
して年齢制限なく植え込み型人工心臓を移植し天寿を全うするという治療法も受け入れられつつありま
す。しかしながら、左室形成術が必要であり左室形成により大きなメリットが得られる患者さんは確実
に存在します。現在、我々は重症心筋症の患者さんに対する冠動脈バイパス術、左室形成術、僧帽弁手
術、という非移植手術から植え込み型人工心臓まで、さまざまな手術を行い、いかに患者さんにとって
よりよい治療を選択していくか検証しています。
　幸いにも東海大学医学部付属病院では虚血性心
疾患と同様に胸部大動脈の人工血管置換術もしく
はステントグラフト留置術、自己弁を温存する形
成術・弁置換術といった代表的な疾患に対する手
術がほぼ均等に行われています。2014年にはつい
に人工心肺手術の症例数が200件を超え、われわ
れの当初の目標を達成することができました。ま
た国内主要学会のシンポジウムでの発表、国際学
会での発表が増えたことは、われわれのactivity
を世界に発信すべく土壌ができつつあるように感
じます。今後も地域医療に貢献する使命を果たす
という大方針を掲げつつ、患者さんにとってベス
トな治療法（マイルストーン）を世界に発信して
いきたいと考えています。
　今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

教授就任にあたりまして
外科学系心臓血管外科学教授　長　泰則

【略歴】　
1990年３月　慶應義塾大学医学部　卒業
1990年５月　慶應義塾大学病院　研修医（外科）
1993年５月　慶應義塾大学医学部　心臓血管外科　

助手
1998年４月　慶應義塾大学医学部心臓血管外科チー

フレジデンシー修了
1998年５月　平塚市民病院　心臓血管外科医長　
2000年10月　Centre Cardio-Thoracic de 

Monaco　クリニカルフェロー
2001年６月　東京都済生会中央病院　心臓血管外科
2002年８月　さいたま市立病院　心臓血管外科医長
2004年５月　平塚市民病院　心臓血管外科 医長
2007年１月　平塚市民病院　心臓血管外科専門医修

練責任者
2009年10月　東海大学医学部　外科学系心臓血管外

科学　准教授
2015年４月　東海大学医学部　外科学系心臓血管外

科学　教授
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　この度、東海大学医学部専門診療学系眼科学教授を拝命し、東海大学医
学部付属八王子病院眼科に赴任しました永原　幸です。私は平成２年に近
畿大学医学部を卒業し、同年、東京大学医学部眼科学教室に入局、眼科診
療の研鑽を積みながら、眼循環を非侵襲的に測定する装置の開発研究に携
わり学位を取得しました（国立国会図書館デジタルコレクション　http://
dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3190890 ）。平成９年からは東京大学医学部附
属病院で診療業務に従事し、主に難症例の手術治療に携わり、本年３月ま
での17年間にわたり、様々な疾患の治療を行ってきました。眼は小さな器

官ですが、結膜、角膜、水晶体、網膜硝子体、ぶどう膜、視神経などから構成され、また、付属器とし
ては、眼瞼、涙器、眼窩、外眼筋など、視機能を維持するために様々な器官が機能しています。それぞ
れの分野で様々な研究が行われていて、最近話題になったiPS細胞から再生した網膜色素上皮の移植は、
網膜断層像を詳細に捉えることができる測定装置の開発、手術装置や手術手技の進歩がなければ実現で
きなかった治療です。東海大学では産学連携による研究の推進を積極的に行われていると伺い、今後も
小職の研究成果を生かし、大学の研究業績に寄与できるよう努める所存です。
臨床の専門は、白内障、緑内障、網膜硝子体、眼瞼（下垂、内反）、涙道などですが、水晶体再建は１
歳未満の小児から眼内レンズを挿入する難しい手術を得意としております。眼科の診療は高齢者が多い
ため、白内障の手術治療が約60%を占めますが、八王子病院では緑内障、糖尿病網膜症などの手術も多く、
末期緑内障、重症糖尿病網膜症などの治療に携わっております。また、外来患者数も多く、病診連携を
推進し効率の良い診療ができるよう、体制を整えているところです。微力ではございますが、業績に寄
与できるよう努める所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。

教授に就任して
専門診療学系眼科学教授　永原　幸

【略歴】
1990年　近畿大学医学部卒業
　同年　東京大学医学部附属病院眼科研修医
1991年　武蔵野赤十字病院眼科
1994年　東京大学医学部附属病院分院眼科助手
1996年　大蔵省印刷局東京病院眼科
1997年　東京大学医学部附属病院眼科助手
2002年　東京大学医学部眼科講師
2012年　東京大学医学部眼科准教授
2015年　現職

【所属学会】  
日本眼科学会（2006年〜2008年プログラム委員会
5号委員、2012年評価委員会委員）
日本眼科手術学会（2012年〜理事・学会誌編集委員）
日本白内障屈折矯正手術学会（2007年〜2009年理
事、2012年〜学会誌編集委員）
日本緑内障学会、日本網膜硝子体学会、日本眼循環
学会、日本涙道・涙液学会
American Academy of Ophthalmology
American Society of Cataract and Refractive 
Surgery
The Association Research in Vision and 
Ophthalmology
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第35回星医会総会報告

　北陸新幹線開業が間近にせまり明るいニュースも聞こえてくるこの頃、
2015年３月８日（３月の第２日曜日）に新宿京王プラザホテルにて第35回
星医会総会が開催されました。今年は123名（正会員84名、学生会員14名、
他25名）にご参加をいただき、和やかな雰囲気のなかでの開催となりまし
た。例年より正会員の参加が少なかったようですが、前日に開催された同

星医会理事　金井 厳太（23期生）

期会（１～４期合同、６期、８期、９期、10期）は盛況となり皆様の交流
の輪は広がっているように感じられました。
　白石光一副会長（５期生）司会によりはじめに会員の訃報が述べられ、
2014年11月20日にお亡くなりになられた佐々木正吾先生（初代医学部長）
を悼み参加者全員で黙祷を捧げました。谷亀光則副会長（４期生）の開会
の辞、参加者全員による校歌斉唱の後、金渕一雄会長（２期生）より１年
間の星医会事業報告がありました。
　つづいて、髙野二郎東海大学副総長、今井裕東海大学医学部長、幕内博
康東海大学付属病院本部本部長の来賓ご挨拶をいただきました。その後、
猪口貞樹東海大学医学部付属病院長による乾杯のご発声をいただき楽しい
宴が始まりました。

　毎年、星医会若手会員を対象として優れた研究論文に対して星医会賞を授与しており、今年度の第21
回星医会賞は他にも多数応募のある中から整形外科の黒岩真弘先生（29期生）が選ばれ受賞されました。
　本年も大変残念な事でありますが、皮膚科学の小澤明先生、神経内科学の北川泰久先生、公衆衛生学
の渡辺哲先生の３名の退職教授があり、本学を去られることとなりました。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、剣道部、バスケットボール部、
弓道部、準硬式野球部、スキー部にはそれぞれ星医会より学生課外活動奨励賞と金一封が贈られました。
昨年に続き課外活動では良好な成績を残しており、これからも勉学とクラブ活動両立のお手本として活
躍が期待されます。
　これまで長きにわたり星医会会長としてご活躍された金渕一雄会長（２期生）にかわり、今年度より
星医会新会長に就任されました鄭義弘先生（７期生）よりご挨拶がありました。
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　開始から早２時間が過ぎ、大谷泰雄副会長（２期生）の閉会の辞により、今年も恙無く総会は中締
めとなりました。来年は６期生、16期生、26期生、36期生、そして新卒の37期生が招待正会員となり
ます。また学生会員は毎年無料招待ですので、３月の第２日曜日正午に是非ご参集ください。



星医会　第53号32

　2015年３月７日、第17回支部長連絡協議会を開催いたしました。現在36支部会中18の支部会より出席
していただきました。　
　2014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ったよ
うです。形式にこだわらずに、ただの飲み会で結構です、各地区において活躍する同窓と語り合う時間
を作っていただきたく思います。
　さて支部長連絡協議会は今回で17回目、17年が過ぎました。第19回の星医会総会で支部会が発足し、
平成11年より支部長連絡協議会が行われてきました。23支部で始まった支部も現在は36支部に増えまし
たが、まだまだ東京都や山陰地区など支部会の発足が出来ていない地区もあります。東京は卒業生も多
く地区ごとの支部会をと勧めておりますが城東地区のみが活動を開始しております。道半ばで金渕会長
は交代となりますが、鄭新会長の下、東京の支部の充実・発足、既存の支部の更なる発展充実を希望致
します。
　今回も支部長連絡協議会において各支部より報告をいただきました。

星医会副会長　池田 正見（２期生）

第17回星医会支部長連絡協議会報告
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参加支部

◦北海道支部（加賀基知三・伊藤宇一）　◦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（西村和博）
◦県央支部（岡本裕一）　◦山梨支部（矢崎孝二）　◦新潟支部（笠原　紳）
◦岐阜支部（河合憲司）　◦静岡支部（小林俊雄）　◦愛知支部（高浜信也）
◦大阪支部（奥井克治）　◦三重支部（中本節夫）　◦四国支部（松山毅彦・真鍋上二）
◦長崎支部（松村暢之）　◦大分支部（森　哲）　◦鹿児島支部（徳永雅仁）　

不参加支部

◦北東北支部　◦福島支部　◦茨城支部　◦栃木支部　◦群馬支部　◦埼玉支部
◦横浜川崎支部　◦長野支部　◦北陸支部　◦京滋支部　◦兵庫・岡山支部
◦奈良・和歌山支部　◦広島支部　◦福岡・佐賀支部　◦熊本支部　◦宮崎支部　◦沖縄支部

　今回は各支部会の活動報告に加え25期生の自見英子先生にもご挨拶をしていただきました。日本医師
連盟推薦で次期参議院比例代表（全国区）選挙に出馬との事、同窓として是非頑張っていただきたいと
思います。
　最後に、金渕会長より副会長として支部会を一緒にまとめてくれないかとの相談を受け開業医として
どこまで協力できるかと悩みましたが、前会長の中世古先生より静岡支部を作ってくれないかとの事か
ら17年が過ぎました。副会長を引き受けできる限り各支部に顔を出そうと努めましたが、土曜日の診療
が終わり北海道や九州、四国と出席させていただきました。全部の支部には残念ながらまた申し訳ござ
いませんが出席できませんでした。支部長連絡協議会を通じなんとかかかわりを持たせていただきまし
た。支部会活動も軌道に乗り始めた支部とそうでない支部があります。
　これからは鄭会長を先頭に各支部会のますますの充実・発展と活動、新たな支部会の発足等を期待と
祈念し第17回支部長連絡会報告と致します。
　長い間大変世話になりました。有難うございました。



星医会　第53号34

第21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８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 黒岩　真弘君（29期生）です。論文表題は、

　　Effect of amiloride on endoplasmic reticulum stress response
 　　　　　　　in the injured spinal cord of rats　　です。おめでとうございます。

　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。
　今号に黒岩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。

　今年も卒後10年以内の若手研究者諸氏の成果を募集受付いたします。未来を創るための登竜
門として本症が諸後輩氏の皆様のお役に立てれば幸いです。高質の研究成果で賑わう星医会賞
を関係者一同期待しております。
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【背景と目的】
　外傷性脊髄損傷後、当初直接外力を受けた部位に限局していた損傷は時間の経過とともに拡大する。
この損傷範囲拡大、すなわち２次損傷の主体の一つとなるのがグリア細胞のアポトーシスによる脱髄
の進行である。また脊髄損傷後、損傷部周囲でオリゴデンドロサイト前駆細胞（OPC）は増殖する
ものの、そのほとんどは成熟オリゴデンドロサイトへと分化することなくアポトーシスにより消失し、
脊髄損傷後の再髄鞘形成障害の重要な要因となっている。この２次損傷における脱髄、および損傷後
の再髄鞘形成障害におけるグリア細胞のアポトーシスには小胞体ストレスが密接に関与しており、小
胞体ストレスのコントロールが可能であれば、アポトーシスの抑制により２次損傷による損傷範囲拡
大の抑制とOPCの生存による再髄鞘化へとつながる可能性がある。そこで今回われわれは、小胞体
ストレス関連神経疾患において神経保護効果が報告されている薬剤であるアミロライドを用いて、損
傷脊髄内における小胞体ストレス応答の増強が機能回復、アポトーシス、OPCの生存へと与える影
響を検討した。

【方法と結果】
　アミロライドをラット脊髄損傷モデル、および小胞体ストレス下での培養OPCに投与し、２次損
傷による損傷拡大、小胞体ストレスによる遅発性細胞死、OPCの生存と機能回復への影響を検討した。
結果、アミロライド投与により脊髄圧挫損傷ラットの後肢機能は有意な改善を認めた。小胞体ストレ
ス経路におけるアポトーシス促進因子であるCHOPの損傷脊髄内での発現は有意に低下し、対照的に
小胞体ストレスに対し細胞保護的に働く小胞体シャペロンGRP78の発現は有意な増加を認めた。アミ
ロライド投与により、損傷中心部におけるアポトーシスは有意な抑制を認め、損傷脊髄内でのNG2陽
性OPCは有意に増加した。また、アミロライド添加により、小胞体ストレス下での培養OPCにおけ
るCHOP発現は有意に抑制された。

【結論】
　アミロライドは損傷脊髄において小胞体ストレスをコントロールし、アポトーシスの抑制により、
２次損傷による損傷拡大の抑制、またOPCの生存へと寄与する可能性が考えられた。本研究よりア
ミロライドの小胞体ストレスをターゲットとした新たな脊髄損傷治療薬としての可能性が示唆された。

星医会賞
ラット損傷脊髄における
小胞体ストレス応答に対するアミロライドの効果

外科学系整形外科学　黒岩真弘（29期生）
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第22回星医会賞募集

◦応募方法  （申請用紙は前頁）

　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、27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22回星医会賞申請用紙

別刷（コピー可）も５部提出して下さい。

フ リ ガ ナ
氏　　名 第　　　期生

現　　職
（勤務先所属） 連絡先TEL：

e-mail：

受賞候補業績

題　　　名

掲　載　誌
巻、　　 号、  P　　 ～P　　　 , 　　　　年

著　　　者
（共著も含む）
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　松田聖子と中森明菜の人気が絶頂期、フラッシュダンスが流行った1983年、私は医学部４年の劣等生
でした。留年等ですっかり腐っていた私は授業を休めるだけ休み、湘南校舎の近くのアパートで昼間か
ら飲んだくれパチンコばかりしていました。それでも、心理学や精神医学には関心があったので精神科
講義には出ていました。岩崎徹也先生（医学部名誉教授）が留学から帰った狩野先生を連れてきて私達
の前で講義したのが最初の出会いです。精神医学に魅せられた私は精神科に入局します（当時はスーパ
ーローテーションでしたが、最初の半年は精神科研修ができました）。ある程度、精神科面接ができる
ようになりC調で浮かれていた私に狩野先生の喝が入ります。「ワタナベ、ちょっと来なさい」と言っ
て、先生は私が担当する入院患者の精神療法を始めたのです。その女性は、私には見せない表情になり、
やがて泣き始め、私には言わなかった精神疾患を持つ母のことを語り始めました。そして、私はその時

「逆転移」（医師が患者に持つ感情や態度）という言葉を体験として理解したのです。故郷で一人暮らし
する母を心から消し、否認と躁的防衛で生活していた私は「母」を話題に出来なかったのです。　
　私が入局した当時の東海大病院精神科病棟では狩野先生のリーダーシップで「力動的入院治療」が積
極的に行われ、リストカットや大量服薬を繰り返す境界性パーソナリティ障害の治療が徹底的に行えま
した。患者は半年近く入院し、そこで精神療法、家族療法、集団療法などを受けることになります。そ
の病棟で医師も看護師も良質なトレーニングを積めました。もう、その病棟はありません。
　狩野先生は黒川清学部長の時代から退任の年まで教育計画部に所属し、クリニカルクラークシップや
教育ワークなど通して「患者の心を医師の心の中に置くこと」を教えてくれました。「良医の種」を東
海大学医学部に蒔いてくれたのです。

「良医の種」　─ 狩野力八郎先生を偲んで ─
東海大学医学部　客員教授
高崎健康福祉大学大学院　教授　渡辺 俊之（７期生）

訃報
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　2000年に狩野先生は東海大学を去り東京国際大学大学院教授に赴任され精神分析の普及に専心しまし
た。日本精神分析学会の中心的存在であり2003年から2005年まで会長を努め、精神分析発展のために設
立された小寺記念財団の理事長を亡くなるまで務めました。
　最初に肺がんが見つかった時、「クワヒラ（桑平一郎先生）が鋭い直観と配慮で早期発見してくれた
んだよ」と先生は本当に喜んでいました。そして岩崎正之先生による胸腔鏡手術は成功し、先生は表舞
台に生還します。しかし４年目にして別な場所にがんが出来てしまいます。先生は肺線維症となりまし
た。それでも先生は酸素ボンベと一緒に学会や財団の仕事を続けていました。
　2015年２月、東京病院の西崎泰弘先生が、「これが狩野先生にとって最後の入院になる」と知らせて
くれました。３月、国際家族療法学会に行く前に私は狩野先生に会いに行きました。先生を落ち込ませ
てはいけないと思い「案外に元気そうでよかったです」と装うと、先生は「いんだよワタナベ、家に
は帰れないんだ」「会いたかったんだろう」と言いました。津波のように悲しみが押し寄せます。そう、
私が先生に会いたかった、先生はいつも私の心をわかっている･･････。視線を向けた窓の外のビルも溢
れる涙で見えなくなりました。あの日、先生は故郷北海道斜里町のことを話しました。そして「故郷っ
てのは、そこにある匂いや風が懐かしいんだ･･････」そういうと何かを思い出したように沈黙されまし
た。そして別れる時に、「ありがとう」と微笑んでくれました。あの日の先生の優しい笑顔は私の心に
鮮烈な内的対象として刻みこまれています。
　私はずっと身体は精神性も社会性をも凌駕すると思っていました。でも今は違います。先生は最後ま
で精神性と社会性を維持していました。先生の身体は消滅しても先生が残した教育、著作、思い出は後
人の心に生き続けます。
　2015年４月11日、先生は東海大学医学部附属東京病院で教え子の医師や看護師そして家族に囲まれて
旅立ちました。今思えば、東海大学医学部は、先生の第二の故郷だったのだと思います。先生が故郷に
蒔いた「良医の種」は、大樹となり、花が咲き、後輩たちに受け継がれていきます。これから先、何年
も、何十年も、ずっと、ずっと、永遠に。
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第15回ホームカミングデー開催のお知らせ

今年も東海大学全学同窓会のホームカミングデーに
　　医学部も参加する意義

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、文化の日11月３日に東海大学全学ホームカミングデ―（ＨCＤ）が開催されます。今回も湘南
校舎の体育館とコムスクエアを中心に同窓生が家族連れでも楽しめるイベントが準備されています。東
海大学の全学部が全国から一同に集まり開催される学部デモンストレーションは圧巻でその中に医学部
も参加しています。現在、東海大学内では医学部の存在は大きなものとなっていますが、ＨCＤでは依
然と少数派ですので積極的に参加して医学部をアピールしていきます。湘南校舎の近くには付属病院、
大磯病院、卒業生のクリニック多数とほかの学部より多くの同窓生が近くにいますが残念ながら参加す
るための時間、体力、気力が揃わないのです。行く必要性も見出せない状況でしょう。医学部の参加す
る意義は同窓会でも欠かせない存在として、医学、医療の社会的必要性を生かして東海大学同窓生へ貢
献するためにも参加し続ける必要があります。
　これからもう一つの本題です。同窓生がホームカミングデ―に参加する意義は？
　東海大学の発展に貢献したい。母校への愛。最近の東海大学の見学。同窓会ＡO入試。家族に母校を
見せたい。追憶。などなどあるでしょうが星医会総会にも参加できない状況で湘南校舎にまで行けない
のも実情でしょうが、来てみると新たな発見があるかもしれません。まずは、通学路の懐かしい（一部
のOBは湘南校舎の授業がなかったでしょうが）急峻は階段を上り年齢を実感し、大学敷地の大きさと
校舎の多さに感激し、欅やメタセコイアが大きくなっていることに感涙し、激動の時代に変わらないも
のを発見して感動してみませんか。
　今年は、健康科学部、工学部医用工学科と共同でミニドックをして医学部の一端を紹介することにし
ています。是非、参加、ご協力お願いいたします。



星医会　第53号42

受験者数 合格者数 合格率
新　卒 98 90 91.8%
既　卒 12 5 41.7%
合    計 110 95 86.4%

総受験者数 総合格者数 総合格率 新卒合格率 既卒合格率
国立大学平均 4802 4409 91.8% 95.1% 54.8%
公立大学平均 772 734 95.1% 96.6% 60.6%
私立大学平均 3371 3054 90.6% 94.0% 60.3%

総計平均 9057 8258 91.2% 94.5% 57.0%

回（年度） 受験者数 合格者数 本学合格率 受験者数 合格者数 全国合格率
第104回（2009） 130 82 76.6% 8,447 7,538 89.2%
第105回（2010） 131 117 89.3% 8,611 7,686 89.3%
第106回（2011） 106 91 85.8% 8,521 7,688 90.2%
第107回（2012） 129 117 90.7% 8,569 7,696 89.8%
第108回（2013） 114 102 89.5% 8,632 7,820 90.6%

◇第109回医師国家試験結果
本学卒業生

全国平均

◇回数別合格状況（本学・全国）
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今年度は７期生、12期生、17期生、22期生、27期生、32期生が改選です！

　星医会会則第16条5により評議員の任期は５年となっており､ 第16条２及び３に関わる評議員選挙を
下記要領にて行います.
　①告　　示　　　　　　：毎年９月（会報に掲載）
　②立候補・推薦届出期間：2016年１月１日～１月31日 正午までの到着分
　③選挙期間　　　　　　：2016年２月10日～３月10日
　④結果報告　　　　　　：会報に掲載
１．届出方法
　　１）立候補：立候補者本人名記入
　　２）推　薦：被推薦人及び推薦人名（必須）記入.
　　３）届出日時、卒業年次（または卒業期）の記載. 但し､ 他期生からの推薦は認めない.
　　４）上記の３）および１）と１）のどちらかが揃っていれば用紙､ 書式は定めない.
２．提出方法
　　次の方法で､ 星医会事務局へ届出期間内に到着するよう送付のこと。
　　１）郵送：葉書或いは封書
　　　　〒259−1143　伊勢原市下糟屋143　東海大学医学部星医会事務局
　　２）FAX：0463−91−5913　事務局直通
　　３）院内メールボックス
　　４）事務局持参：医学部１F
      　　　＊１）～４）いずれも文書での受付とし､ 電話での受付は行わない。
３．問合せ先
　　星医会事務局　　TEL：0463-93-1121（内線4104）　e-mail：seiikai@tokai-u.jp
                                                                      選挙管理委員会   委員長　本多 ゆみえ

2014年度評議員選挙結果
（任期　2015年４月１日～５年間）

６期生：　平川　均　 ・ 堀江　修　 ・ 柳町徳春 
11期生：　斉藤　聡　 ・ 田辺　享
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

2015年度評議員選挙のお知らせ
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◇2014年度卒業生

相阪　哲也 上田　　孝 北村　早織 谷藤　貴紀 増澤　幸葉

赤沼　嵩史 大関　理宏 木村　太郎 谷藤はるか 松田　優奈

芦川　すが 太田　　裕 木村　悠里 千葉　　岳 松信　　亨

阿部　智史 大林　昌平 日下恵理子 露木　　俊 間邊　貴俊

阿部　　凜 大脇　崇史 桑原　佐知 徳増　孝明 間室　奈々

田島　　翼 岡田　直樹 河野　正晴 戸山保千代 丸　　智美

有賀　直庸 岡森　仁臣 小坂　正成 中込　陽子 水野　万里

安野　史人 荻原　直樹 小平　智文 長崎　　翔 水原　諒子

飯島　宏章 尾野　花純 小西　健斗 中西　美沙 御任　真言

増嶋　香織 小野沢博登 齋藤　佑樹 夏山　雄揮 宮崎　雅子

石川　重史 織原　広貴 酒井　哲理 二森　浩行 山路　葉子

泉　　勇人 香川　貴宣 柴崎　文太 能見慎太郎 山田　健人

伊丹　寛二 金子　昌平 柴田　進 野口　俊洋 山本　敦弘

伊藤　貞利 金子　元基 新間　淑雅 長谷川実咲 杠　総一郎

伊藤　　峻 鹿野　竜生 鈴木　勇人 長谷川　夢 吉田　和裕

稲岡 万喜子 川上　敬子 関口　由佳 羽鳥　清華 和才　志帆

今村　祥子 川上　翔平 妹尾　政之 花野　秀行 渡辺俊太朗

岩田　康宏 川地　惇朗 副田　圭祐 平野　一貴 渡邊　大児

岩村 有美奈 木田　　言 武田　里美 藤田　昌宏 谷合　洋造

上田　修也 北澤　　舞 田島　康平 牧山　　篤

2014年度卒業生 
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1年生（一般入試・付属推薦）

2年生（一般編入）

青山　高康 大野　貴央 齋藤　瑞直 田村　　瞳 槙野　雄飛

浅井　美香 岡野　瑞輝 坂本　瑞樹 趙　　顯祐 増井　貴嗣

飯田　隆嗣 奥田　莉奈 佐藤　玄祐 鳥羽山晃一 丸茂　正展

池田　　翔 奥野由莉子 佐藤　順一 富田　佐綾 三上真由子

石野　起也 小倉未来帆 佐橋　亜美 豊山さつき 三品　茉琳

石原　　尚 小澤　依子 山藤寿三礼 内藤　雅文 皆川　　凪

出縄　康次 小原　雅也 塩田　怜士 中島　颯樹 宮地　　恵

伊藤　実梨 加藤　奨也 清水　光絵 永田浩士郎 宮本圭一朗

伊藤理恵子 金谷　彩花 勝田　芳樹 中谷　勇亮 三好　　由

稲生　充伸 岸　　凌平 末野　玲雄 名須川美衣菜 武川　竜朗

今井　咲良 北澤　拓治 杉山　　楓 西　　勝生 森　　建人

井本　亘重 木村　純也 鈴木　海輝 西原　光紀 森岡　駿介

岩崎友加里 楠瀬　萌子 鈴木　良平 根本　陽介 山口　雅也

岩田　慶舜 國東　知華 関川洋太郎 能中理紗子 山西　雅之

岩田　朋大 小泉　美波 関野　利紗 林　亜莉沙 山本公士郎

上田美智子 國場　幸洋 瀬戸　孝一 林　　智大 山本　哲也

宇佐美舜也 小澤　達弘 髙木　大輔 林　　広樹 横山　忠弘

遠藤　功喜 木庭　怜香 高田　紗英 平田佳菜子 吉田　有毅

大泉亮太郎 小林　誠之 高橋　　諒 深井　康貴 渡邊　智基

大西　　光 近藤　朝子 髙橋わかな 古川　智草 渡部　育子

大野　隼矢 今野　麻那 田﨑　美穂 古田知明希

浅見　愛乃 小川　瑞加 近藤　香光 武本友里恵 宮地　真由

石山友里香 柏渕　浩一 佐久間真紀 常泉　陽介 村田　智孝

稲田　雅美 久保　和之 佐藤　　愛 中村　周弥

犬飼　香織 藏田麻希子 髙橋　　諒 野中美奈穂

東海大学医学部へのご入学おめでとうございます

41期生、42期生として巣立つ日を楽しみにしています

2015年度新入生紹介
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所属 会　長 学　会　名 会　期
泌尿器 宮北　英司 第75回神奈川県感染症医学会 2014年3月15日
小外 上野　　滋 第28回日本日本小児救急医学会 2014年6月 6日～ 7日

泌尿科 宮北　英司 第23回日本小児泌尿器科学会 2014年7月 9日～11日
神内 永山　正雄 第36回日本POS医療学会 2014年6月28日～29日
神内 永山　正雄 第28回日本神経救急学会 2014年7月11日～12日
神内 永山　正雄 第4回神経蘇生シンポジウム 2014年7月12日
救命 猪口　貞樹 第65回日本救急医学会関東地方会 2015年2月 7日
形成 宮坂　宗男 第20回日本形成外科手術手技学会 2015年2月21日
呼外 岩崎　正之 第24回日本呼吸器外科医会冬季学術集会 2015年2月20日～21日
消内 渡辺　勲史 第22回日本門脈圧亢進症学会総会 2015年9月10日～11日
消外 小澤　壮治 第69回日本食道学会学術集会 2015年7月 2日～ 3日
神内 瀧澤　俊也 第3回アジア臨床医学会 2015年9月 3日～ 5日

臨床検査 宮地　勇人 第22回日本遺伝子診療学会 2015年7月17日～19日
精神科 松本　英夫 第56回日本児童精神医学会総会 2015年9月29日～10月 1日

◇2014年度学会助成金報告

2014年度学会助成金報告

　第20回日本形成外科手術手技学会の開催にあた
り星医会からのご援助と会員からの援助とご協力
を賜り心より御礼申し上げます。本学会は2015年
２月21日（土）鎌倉プリンスホテルで開催させて
いただきました。学会のテーマは、「豊かな想像
力と技の伝達」とさせていただきました。形成外
科医にとって最も重要なことは、手先の器用さで
なく、知識をもとに想像力を働かせることがなに
よりも大切です。また技を伝達し、継承すること
が大切であることを知っていただくためのプログ
ラムと致しました。本学会は、1996年に形成外科
内視鏡学会として始まり、形成外科手術手技研究
会をへて2012年より学会に成長した集会です。そ
こで特別講演には、日本泌尿器科内視鏡学会理事
長（東海大学泌尿器科教授）である寺地敏郎先生
に「術者の育成—スキルの継承—」という大変有
意義な講演をしていただきました。シンポジュー
ムは、「顔面骨骨折のピットホール」、「ビデオで

第20回日本形成外科手術手技学会開催報告
外科学系形成外科学　宮坂 宗男（１期生）
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　第23回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会を、去る平成26年７月９日（水）～11日（金）の３日間、
パシフィコ横浜にて開催させていただきました。本学会のテーマは“こどもたちの輝く未来のために”
とし、先天性および後天性泌尿器科疾患を抱えたこどもたちの、将来の長き人生を嬉々として成長生活
できるように、これらに疾患を扱う医療従事者の責任を基盤としようという願いを込めさせていただき
ました。
　招請講演はPremPuri先生（University College of Dublin）にPrimary Vesicoureteral reflux: Three 
Decades of Personal Experience in Scientific Investigationと題し、遺伝学的さらに家族発生に関する
詳細なる検討を報告いただきました。特別講演として、京都大学大学院医学研究科生体構造医学講座機
能微細形態学、斎藤通紀教授に「生殖細胞の発生機構の解明とその試験管内再構成」、熊本大学発生医
学研究所腎臓発性分野、西中村隆一教授に「腎臓の起源同定に基づく３次元腎臓組織の試験管内再構築」
の演題で、いずれも最先端の領域のご講演を頂けました。さらにレジェンドレクチャーとして聖マリア
ンナ医大、寺島和光客員教授に「小児泌尿器科学会における適切な用語」というタイトルで、用語の混
乱に対する警鐘を鳴らしていただきました。内容は学会企画として、シンポジウム、ワークショップ、
ミニシンポジウム、ラウンドテーブルディスカッション、カウンターポイントディスカッション、さら
に公募演題として、今までにない176題と多数の演題を頂きました。座長の先生方のご尽力により、大
変活発なる討議が行われました。関係各位に深く感謝申し上げます。
　次年度は、済生会栗橋病院副院長白髪宏司先生（小児科）が会長として、平成27年７月１日（水）～
３日（金）にソラシティーカンファレンスセンターにて開催予定です。

第23回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会報告
泌尿器科学　宮北 英司（２期生）

伝えたい私の美容形成外科手術」、「乳房再建における私の工夫」を取り上げて、テーマである技の伝達
をしていただきました。一般演題は78題をいただき、特別講演、シンポジュームを合わせると94題のご
発表をいただきました。参加人数は239名でした。企業展示は24社で特に展示したダビンチ操作を14名
の形成外科医が行い、普段顕微鏡下の手術をおこなっている方は、すぐにダビンチ操作に慣れることが
わかりました。ハンズオンセミナー「下顎骨骨折とロッキングチタンプレート固定の体験」は10名の定
員枠にもかかわらず多数の応募をいただきました。参加された皆様から実り多い学会で参加して良かっ
たとの評価を得ました。盛会に学会を終えることができたことを報告させていただき、星医会がますま
す発展することを改めて祈念し心から御礼申し上げます。
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　第24回日本呼吸器外科医会冬季学術集会を2015年2月20日、21日、22日にわたって長野県北佐久郡軽
井沢町で開催させていただきました。134名の呼吸器外科医に参加していただき、24演題を深夜まで熱
い討議を交わしながら盛会に終わることができましたことは、星医会の皆様方のご援助があってのこと
と感謝申し上げます。
　呼吸器外科では医学生や研修医を対象としたサマーセミナー、胸腔鏡手術を積極的に行う呼吸器外科
医を対象としたスプリングセミナー、そして呼吸器外科重鎮を中心としてエンドレスで討議を行う冬季
学術集会（ウインターセミナー）というように、短い時間で多くの演題をこなす学会総会とは異なった
刺激的な学術集会を企画しています。今回私どもがお世話させていただいた学術集会はその中でも極め
て内容の濃い教育的な学術集会です。学会を先導されてきた重鎮と若い呼吸器外科医が膝を突き合わせ
て一日中忌憚のない意見を交換することのできる唯一の集会で、今回は６期生の北海道大学加賀基知三
教授を司会者に迎えて教訓的な討論を得ることができ、また教室の多くのメンバーにも支えられて無事
終了することができました。この場を借りて深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

第65回日本救急医学会関東地方会
●学　猪口 貞樹（●期生）

第24回日本呼吸器外科医会冬期学術集会
　（ウインターセミナー）を終えて

外科学系呼吸器外科学　岩㟢 正之（５期生）
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　愛知・岐阜・三重の合同支部会をマリオットホテルにて、2014年８月31日（日）に行いました。
　講師には山梨の中田　薫先生（２期生）に日本漢方と中医学漢方の違いを説明いただき、舌診、男女
の産み分け方なども伝授していただきました。特別ゲストに今年、大阪大学医学部に入学した彼の長男
も参加され、父親の漢方講話を聞いてもらいました。中田先生も嬉しそうでした。小生の長男仁君（生
後10ヶ月）のスライドも出し、犯罪者と言われながら楽しい一日でした。
　当初、20名程で17階の会場でしたが、最上階（52階）の結婚式場のキャンセルがありお安くしてもら
えるとのことで、余裕のあるそちらでリッチにやることとなりました。３名のキャンセルがあり17名と
なり、スキスキのスペースで、ヨーロッパ宮廷テーブルの観があり、トイレからの眺めさえ最高との評
価でした。

愛知・岐阜・三重合同支部会
愛知支部長　高濱 信也（２期生）

支部便り
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　卒業後、初めて開かれた同窓会。28年の時を経て、近況報告とみなさんの印象を会場の声から拾って
みました。名前は旧姓、敬称略。

中川　儀英：今や東海大医学部の中枢。救急。
森田理佳子：ちっとも変わらず。
中川　千晶：山ガール。日本100名山踏破が目標。
久保　幸佑：東京 武蔵村山病院副院長。3.11では

実家が被災。星医会の援助にお礼あ
り。

西村喜久子：変わらない。眼科医。
中島　ユミ：これまた学生の時と変わらない。平

塚で開業。
宮良球一郎：沖縄で乳腺外科医。写真撮影でやは

り皆を仕切っていた、いやまとめて
いた。

津端　　仁：入学時のやんちゃ坊主は影を潜め、
徹お兄さんと京葉病院。

砂長　貴子：ご主人は慶応の心臓外科医。セレブ。
花田　多雅：最も変わらない。沼津で整形。　
市橋　真澄：若い！
高山　五郎：スポーツで健康そう。
菊池　義郎： 最初の近況報告から酔って何を言っ

ているか不明。小川一美を好きだっ
たことが判明　その１。

松本　行夫：背が伸びていた。静岡で透析医
中本　節夫：中川と共に今回の同窓会発起人の１

人。星医会滋賀県支部長。
佐野　暢彦：爽やかマスクの影で、大病をしてい

てびっくり。
橘田　雅美：子供４人！茨城の整形外科　理事長。
近藤　直司：相変わらずクール。精神科。
宮澤　正行：本人より奥様衛藤がどうしているか

気になる。
小林　　中：週１回八王子病院で内視鏡。
鈴木　秀則：最年長68歳　心房細動にめげず喫煙

中。

内山　義和：なんと山本の病院に勤務。
芳賀　良春：童顔　相変わらず。
宮下　好洋：彼も変わらない。
市村　　篤：数少ない大学居残り組。精神科。
飛田　浩輔：ついに大学をでて池上病院外科へ。
日高　　充：厚木で開業。小川一美を好きだった

ことが判明　その２。　　
橋本　義弘：貫禄が出てきた。脳外科。
山本　雅宏：２歳のお子さんがいる！信じられな

い。
服部　欽哉：小児科開業。面影あり。
城田　庄吾：丹羽と交流あり。
天野　純子：相変わらずハイテンション。
田代　桂一：熊本でリハビリ病院の院長。
越智　崇史：地元広島の離島で診療中。
鈴木　盛夫：人間総合科学大教授にしてミュージ

シャン。
田嶋　達矢：婦人科がんばってる。
河　　一京：相変わらず声だけでなく顔もでかい。

東京で開業。
太田　和年：森の里院長をやめ開業。
西　　隆之：大学居残り組。外科。野尻のあと小

川一美を好きだったことが判明 そ
の３。

８期生同窓会報告
西　隆之

同期会便り
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○日　　時　　平成27年２月28日（土）
○場　　所　　新宿京王プラザホテル
○参加人数　　41名

　卒業して早いもので10年の歳月が流れました。入学し伊勢原で過ごし始めて16年、中には今までの人
生の約半分もの時間を共に過ごした友人もいます。
　当日は良い天候にも恵まれ、遠くは海外、国内では北海道や九州からも懐かしい同級生たちが駆けつ
けてくれました。
　卒後10年が経っているとはいえ、それを感じさせない変わらない会話や変わらない雰囲気が、とても
嬉しく、懐かしい気持ちにさせてくれました。
　医師として様々な分野で邁進する友人、医療とは異なる職種で活躍する友人、子育てで仕事を離れて
いる友人など様々な立場からの近況報告が聞けました。特にこの第26期生は女性が半数近くおり、妊娠
中や育児中の友人も多く、仕事以外にも奮闘する姿が見られました。
　お酒が進むにつれて、学生時代当時の飲み会と変わらず、10年の隔たりはまるで無かったかのように
感じられました。共に過ごした図書室、講堂、学生室、病棟などの学生生活が思い出され、温かい気持
ちになると同時に、長い歳月が過ぎたことに切ない思いも抱きました。
　この10年で早くも二人の友人が他界しました。彼らの遺志に報いるためにも、我々は引き続き医療に
限らず自分たちの道を努力して進んで行かなくてはならいのだと心を新たにしました。
　同級生とはかけがえのない宝物です。その宝物を与えてくれた東海大学、また恩師の方々に心より感
謝しております。再び集まる日が楽しみです。

医学部第26期生同窓会報告
幹事　朝長　哲朗
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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。
原稿：
　①内容は問いません。 
　②400−1200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12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

会員からの便り

募集

編集後記

　いつも、会報楽しく拝読しております。地方におりますと会報だけが卒業生の
つながりかなと思ってしまいます。
　第52号P36の剣道部OB会の報告を見まして、小澤先生がご健在でいらした事、
嬉しく思いました。私にとって小澤先生は心の恩師です。是非ともお手紙を書き
たいと思っています。連絡先などお知らせいただければ幸いです。
　きっと、卒業生誰もに「心の恩師」がいると思います。その文章を募ってみた
らいかがでしょう。ますますの星医会の発展をお祈りしています。
 石垣　五月（旧姓：鈴木、12期生）

　星医会も７期生の鄭会長が就任され、副会長陣もグッと若返っている。これまで牽引された金渕
会長には顧問として本部役員として残っていただき、大先輩としてしっかりご指導いただくことに
なろう。この代替わりが新たな星医会のステージに繋がることは間違いないであろう。一気に変化
することはなかろうが、これまで積極的に星医会活動に参加されなかった２桁卒業期生の会員の
方々にもより身近な同窓会になることを切に期待している。（希）。
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団体割引が適用

東海大学医学部同窓会星医会 会員の皆様へ

「医師総合補償制度」 のご案内
保険期間：平成２６年１２月１日午後４時～平成２７年１２月１日午後４時（中途加入随時受付）

４つの安心 で、先生方を しっかりサポート

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。

所得補償保険
＆ 団体長期障害所得補償保険

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。

がん保険・医療保険

この広告は医師賠償責任保険、フルガード保険特約付帯普通傷害保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、がん保険 年契約用 、医療保険 年契約用 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および協定書によりますが、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。

医師賠償責任保険（勤務医向け）
万一の

医療事故
を補償

万一の

医療事故
を補償

働けなくなった時の

収入
を補償

働けなくなった時の

収入
を補償

万一の

がん･病気･ケガ

を補償

万一の

がん･病気･ケガ

を補償

されるため、保険料が割安です

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）

※パンフレット等資料のご請求やお申込みは、下記取扱代理店まで電話またはメールにてご連絡ください。
中途加入の場合、毎月１ 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。

平成 年 月作成 ２

日常生活のケガ
を補償

日常生活のケガ
を補償

地震によるケガも補償！ フルガード保険（傷害保険）

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。

NEW

【お問い合わせ先（取扱代理店）】

【引受保険会社】

有限会社マツオホケンサービス 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・福祉法人部法人第一課 TEL:03-3515-4143（平日9:00～17:00）
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星医会（東海大学医学部同窓会）
FAX：0463-91-5913

異動連絡票
平成　　年　　月　　日

卒業年度 東海大学

（旧姓・旧名）

西暦 年 （ 期生） 他学： 年

氏 名

生年月日 西暦 年

開業医・勤務医・産業医・研修医・その他（ ）

＊お願い　名簿への記載不可項目は○で囲んでください。

〒

〒

TEL：

TEL：

FAX：

FAX：

性別 男 女月 日（ 歳）

現 住 所

勤 務 先

名 称

職 名

所 在 地

連絡事項

E-mail

フ リ ガ ナ
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星医会（東海大学医学部同窓会）
FAX：0463-91-5913

星医会へのおたより
◇ 近況報告

◇ 何に関して知りたい（読みたい）ですか？

◇ どんな記事を書いて欲しいですか？

（学会活動・役員など、研究、職場や地域での活動など、受賞・学位取得など、著作・出版など、
結婚・留学など、その他同窓会員としての近況）

また、同窓会関係者（現・旧教職員、同窓会員）の誰に

（今後の同窓会誌への提案）

氏　名： （　　期生）

現住所：〒

勤務先：

TEL：

e-mail：

FAX：

㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘



会費（20年会費・年会費）の納入について

・20年会費：卒後５年以内に納入　　５万円 
　　　　　　（住所ラベル氏名右下に＊のついている会員は20年会費が未納です）
・年 会 費：卒後21年目より納入　　１万円
・振 込 先：星医会  代表  鄭　義弘 　　　　　　
　　　　　　三菱東京UFJ銀行：本厚木支店（普）1505814 
☆ 便利な年会費の口座振替サービスを開始しました。申込用紙希望者は事務局までメール又は電話で

ご連絡下さい。申込み用紙をお送りします。

お願い

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

現住所、勤務先等 変更届のお願い

現住所、勤務先、氏名等の変更の際には本誌綴込の異動連絡票または e-mail にて事務局宛ご連絡下
さるようお願いいたします。なお、ホームページからの変更も可能です。

お問い合わせ先 

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

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

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

「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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