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巻頭言

　星医会会員の皆様、日頃より星医会運営にご理解、ご協力頂き誠にあ
りがとございます。
　２期目の副会長を務めております10期生小川吉明です。

　2020年はコロナ禍で大変な１年となりました。オリンピックをはじめ
数多くの式典、行事が延期や中止となり忍耐を強いられる年となりました。星医会も40周年記念式典が
中止となりました。楽しみにされていた方も多かったのではないかと思います、非常に残念です。

　昨年度は学年主任として４年生から担当していた学生が卒業し新人医師となる門出の年でしたが、コ
ロナ禍で祝福し送り出すことができませんでした。一人ひとりにお祝いを伝えることは叶いませんでし
た。指導教員としてなんとも言え無い虚しさを感じました。
　現在、卒業生の２／３は母校以外の医療機関に勤めています。彼らには日頃から本当にやりたい事を
見つけて欲しいと伝えてきました。今もその考えは変わっていません。夢が叶うことを心から祈ってい
ます。是非、コロナが終息した折には期生会、星医会総会に参加下さい。多くを語り合いたいと思いま
す。その時を楽しみにしています。
　偶然にも前回巻頭言を担当させて頂いたのも、病院情報システムのリプレイスの年でした。今回も
2021年度にリプレイスを控えています。コロナ禍、非常に厳しい状況が続いております。日進月歩、非
常に早いスピードで電子化は進んでいます。故に５年、10年先の時代の中心となる人間がプロジェクト
へ積極的に関わることが重要です。そのような環境づくりをすることが我々、指導的立場にいる人間の
大切な役割りではないかと考えています。「釣った魚を与えるのではなく、釣り方を教える」、彼らには
そんな指導が必要です。自ら多くんことを学び考え、失敗しながらも物事を進め解決していくことが重
要だと思います。卒業して30年余り、今も教育の重要性を強く感じています。自身の保身に走るのので
はなく若手や後輩にチャンスを与え、彼らが思う存分　力を発揮できる環境づくりに務めて行きたいと
思います。多くのことは一代にして成し遂げることはできません。
　継続は力です。世代を超えて継続していくことが大きな力となり不可能を可能とし実現していくのだ
と信じています。「若者よ、汝の希望を星につなげ」

　星医会会員の皆さま、今後とも東海大学医学部の発展にお力添い頂けますよう心からお願い申し上げ
ます。

「空白の年」
星医会副会長　小川 吉明（10期生）
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　谷口佳浩会長はじめ、星医会の先生方におかれましては平素より温か
いご理解とご支援を賜り深く御礼申し上げます。
　2020年を振り返ると、新型コロナウイルス感染症への対応で、まさに
激動の１年でした。
　2019年９月に厚生労働大臣政務官を拝命し、在任中の2020年１月にわ
が国で最初の新型コロナウイルス感染症例が確認されて以来、「新型コロナウイルス感染症厚生労働省
対策推進本部」本部長代理として武漢市からの邦人帰国対応、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」
の横浜入港、緊急事態宣言の発出、全国での感染拡大など、未曾有の事態への対応に当たってきました。
　2020年９月16日、第４次安倍再改造内閣総辞職に伴い厚生労働大臣政務官の任期を終えることとなり
ましたが、引き続き医師として、国会議員として国民の命と健康を守るため、全力投球の日々を送って
います。とりわけ、医療提供体制を守るための取り組みは急務です。新型コロナウイルス感染症の対策
のための新たな負担、風評被害、受療行動の変化等によって医療機関の経営に切実な問題が発生してお
り、予算措置を含めあらゆる面からのサポートが必要です。本稿執筆時点で、令和２年度第３次補正予
算ならびに令和３年度当初予算の編成が詰めの時期を迎えており、2021年１月からの通常国会で審議さ
れることとなります。予算の迅速な成立と執行に向け、頑張って参ります。
　また、昨年から延期された東京オリンピック・パラリンピックが本年夏に予定されています。厚労省、
外務省、法務省、自治体、国際機関などの緊密な連携の元で、感染拡大防止を万全にしつつ、保健所や
医療機関に負担がかからない体制を整備しなければいけません。2020年11月、自由民主党政務調査会に

「訪日外国人観光客コロナ対策プロジェクトチーム（PT）」が発足し、鶴保庸介座長のもと、私は事務局
長を拝命しました。ＰＴでは、11月６日～12月３日まで全７回開催し、業界団体や有識者からのヒアリ
ング等を実施し、提言を取りまとめました。
　提言では、入国前、滞在中、出国時までの訪日外国人観光客の一連の行動における感染拡大の恐れが
ある要因について、デジタル技術を基盤とした関係各機関の連携と協力により統合的かつ個別的に管理
して対策を講じ、早期発見・早期対応の実現を通じて「持ち込まない・広げない」感染拡大防止を多重
的に図り、保健所の負担軽減と旅行業や宿泊観光業が安心して外国人観光客を迎え入れる体制を整備す
ることを基本的な考え方としています。
　その実現のために、新型コロナウイルス感染症に対応するための訪日外国人観光客向けの一元的なサ
ポート窓口である外国人観光客発熱健康サポートセンター（仮称）を設け、また訪日外国人観光客の健康
情報等を管理する入国者健康管理システム（仮称）を整えることで、安心して観光を楽しんでもらうとと
もに、万一感染が確認された場合の保健所や医療機関の支援を行うこととしています。
　加えて、そのシステムを活用し、旅行業や宿泊観光業からの相談にも応じる機能を持たせることで、
保健所の負担軽減と旅行業や宿泊観光業が安心して外国人観光客を迎え入れる体制を整備することとし
ています。
　また、日本に入国する際の査証発給について①ＰＣＲ陰性証明の取得、②民間医療保険の義務的加入
等、③ＣＯＣＯＡなどのアプリのインストール、④入国後14日間の健康報告義務の遵守、これらの誓約

新型コロナウイルス感染症に対峙して
参議院議員・小児科専門医・認定内科医　自見　はなこ（25期生）
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を条件とすることも盛り込んでいます。システム整備の費用も予算案に盛り込むことができたため、し
っかりと取り組んで参ります。
　2021年も、引き続きご指導ご支援のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

はじめに

　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染症（COVID-19）の世界的流行を踏まえ、通常実施してい
る標準予防策では感染を十分に予防できない事態が起こっています。COVID-19は感染初期にはインフ
ルエンザウイルス感染症などの他の感染症との鑑別が困難なことがあります。また、無症状の場合や、
検査陰性で非COVID-19と診断されてしまう（偽陰性の）こともあります。したがって、担当（または
入院）した患者さんがCOVID-19である可能性を常に想定して診療を行う必要があります。本稿では、
新型コロナウイルスが蔓延している状況における院内感染対策の取り組みについてご紹介します。

１．標準予防策の徹底

　当院ではA（H1N1）pdm09型インフルエンザウイルスの流行以来、「全ての診療にサージカルマス
クと手指衛生」を院内感染対策防止マニュアルにも明記して徹底してきました。その甲斐あって、今回
のSARS-CoV-2流行に際しても特に新たなキャンペーンを打つことなく、日頃の規則の延長線上で感染
対策が実施できているように思えます。COVID-19対策としては、サージカルマスク着用に加え、フェ
イスシールド、ゴーグル（少なくとも眼鏡）などで眼を保護することが大切です。患者がマスクを着用
していない場合、医療従事者がサージカルマスクを着用していても、眼の防護がなされていなければ中
等度リスクと判断されてしまいます。医療行為の種類では、特にエアロゾルを生じる処置として、気管
挿管・抜管、 気道吸引、NPPV（Noninvasive Positive Pressure Ventilation）装着、気管切開術、心肺
蘇生、用手換気、気管支鏡検査、ネブライザー療法、誘発採痰などが要注意で、N95マスクが奨励され
ています。この点は、以前から徹底されていなかったことなので、今回のCOVID-19を機にしっかりで
きるようにしていきたいです。

２．環境消毒の取り組み

　院内における高頻度接触部位、聴診器や体温計、血圧計等の器材などの器材は、使用した毎にアル
コールクロスや0.05～0.1％次亜塩素酸ナトリウムを用いて拭き消毒が必要です。東海大学医学部付属
病院で使用しているHydro Ag+アルコールクロス（富士フイルム）は、銀の環境表面への蓄積作用に
よる持続的環境消毒が期待できる優れものです。紙媒体などの液体消毒剤が使用できない物や、キー

Withコロナ時代の感染防止対策
−東海大学医学部付属病院（本院）の取り組み−

東海大学医学部 基盤診療学系 臨床検査学　浅井　さとみ（18期生）

渥美　治世　　（20期生）

土井　美果　　（20期生）

宮地　勇人　　（特別会員）

浅井さとみ
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ボードのような複雑な構造物、物品が品薄のためやむなく使いまわさざるを得ないマスク等に対しは、
紫外線パルス照射を用いています（クリアパルス®、コメット株式会社）。本製品はUV-CからUV-B、
UV-Aの広い紫外線の波長特性を有し、強力な殺菌効果が期待できる機器です。この機器は今年度から
付属４病院全てで使用されるようになりました。お気づきの方も多いと存じますが、機器に使用されて
いる青色は東海ブルーです。コメット社の開発の方々と話し合って、その色に決めました。COVID-19
患者が使用後の病床や薬剤耐性菌保菌者が退出した後は、過酸化水素の燻蒸による環境表面殺菌を実施
します（Halofogger®、T-assist）。過酸化水素溶液によって壁やベッド、床まで消毒されます。これに
よって、次に入院される患者さん、清掃に携わる方々、医療従事者にも安心安全な環境を提供しています。

３．SARS-CoV-2の検査

　SARS-CoV-2の検査には、主に核酸増幅法（リアルタイムPCR法やLAMP法）、抗原検査、抗体検査
があります。LAMP法にはRNA抽出をカラムでおこなう手法（高感度LAMP法）と抽出液のみを用い
る簡易抽出法があります（簡易LAMP法）。抗原検査には定性検査（イムノクロマト法）と定量検査が
あります。
　それぞれ検出感度が異なることを十分に理解して結果の解釈をする必要があります。それぞれの検出
感度は、リアルタイムPCR法と高感度LAMP法がhigh sensitivity、簡易LAMP法がgood sensitivity、
抗原定性法（イムノクロマト法）がmoderate sensitivityに分類されます。各種検査の実施時間の目安は、
リアルタイムPCR法２～４時間、高感度LAMP法1.5～２時間、簡易LAMP法１時間、抗原定量法30分、
イムノクロマト法15～30分です。検査にはそれぞれ偽陽性、偽陰性が存在します。検査結果が陰性でも、
症状や接触歴、画像所見などからCOVID-19が疑われる場合は、安易に隔離解除を行うべきではありま
せん。
　抗体検査は現時点（2021年１月９日）では保険収載されていません。当院では、COVID-19の診療に
かかわった医療従事者に対する抗体検査を定期的に実施しています。2020年９月に実施した抗体検査
では抗体獲得者は約680名中０人でした。この時点では感染対策が比較的良好にできていたことがわか
ります。

４．病院職員のための検査外来の設置

　病院職員の安全と院内感染防止のため、SARS-CoV-2
の検査を中心とした検査のために臨床検査科外来が設置
されました。職員が体調不良や濃厚接触の疑いがあるも
のの、医療機関に受診するほどではないがPCR検査を
受けたい場合や、自宅待機後職場復帰前の確認検査のた
めに、大活躍しています。この外来は、伊勢原キャンパ
ス１号館１階のピロティにある陰圧室（スーパーハット）
にあります。臨床検査科医師が中心となり院内感染対策
室と協力して管理運営、安全安心な医療の担保に貢献し
ています（図１）。
　室内には冷暖房も完備され、外につながる太いダクト
によって陰圧になります。この職員用検査外来は、八木
憲司事務部長のご英断によって実現しました。また、飯
田政弘本部長、渡辺雅彦病院長をはじめとする病院執行

 図１．臨床検査科医師による職員用検査体制
　左から土井先生、筆者、渥美先生
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部の先生方にも、日頃から感染対策に対し深いご理解と暖かいご支援をいただいています。この場をか
りて御礼申し上げます。

５．COVID-19院内調整会議

　ベッドコントロールを含めたCOVID-19患者の入院や外来の状況、付属４病院のCOVID-19患者情報、
衛生物品の確認、体調不良者（主に職員）の把握等に関し、多職種から構成される調整会議で報告、相
談がなされています。現場の生の声を持ち寄って、自由な雰囲気で柔軟に対応、問題点を明らかにして
どんどん解決しています。調整会議で話題になった院内感染に関する事項は、院内感染対策室で慎重に
検討した後、また調整会議にて周知徹底するという、スピーディなやりとりと決定がなされています。
救命救急センター長の守田誠司先生が適切な司会進行をされています。

６．職員の行動規範・注意事項（クラスター発生防止）

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応について、東海大学付属４病院の職員に対し通達
がなされました。その中の「職員の行動規範・注意事項（クラスター発生防止）」に関する文章を一部
改訂して掲載します。
　コロナ禍における医療従事者
の取るべき行動、身を守る方法
です。特にマスク無しの会話、
食事がリスクです。今一度ご確
認ください。

おわりに

　COVID-19を踏まえた感染対策は、目の保護を含めた標準予防策を基本とします。日々の標準予防策
を確実に実施することこそが、SARS-CoV-2の感染対策を成功させる鍵となります。今回のコロナ禍を
機会に、標準予防策を習慣化させ、日常的に実践できるようにしたいものです。
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　まず初めに、多くの同窓生の先生方からの支援、激励をいただいてい
ますことをこの場を借りて感謝いたします。心が萎えそうなときもあり
ますが星医会の皆様も見ていてくれることが励みになります。
　当院は東京都渋谷区にあり最も感染者の多いハイリスクな状況に置か
れいる地域のため流行第一波から緊張が続き直接COVID-19に対峙していますが、そのことで退職する
医師、看護師、職員はほとんどいません。特に、診療科すべての医師が協力してＰＣＲセンター、入院
対応を継続していることは誇りとするところです。

新型コロナウイルス院内感染の衝撃

　2020年初め第一波の感染拡大があり当院でも面会の制限、教職員のマスクと手指衛生、消毒清拭、健
診業務停止などを始めていましたが、４月16日入院中の肝硬変の患者が発熱、新型コロナウイルスＰＣ
Ｒ（以後ＰＣＲ）陽性判明があり全入院患者、全教職員、委託職員の300人以上のＰＣＲを行い患者２名、
看護師と看護助手５名陽性となりました。
　西崎泰弘病院長（７期生）中心に緊急対策を開始しました。全員で再度手指衛生、個人防護具装着指導、
３密の対策、消毒清拭の徹底を４月23日以降の陽性者はありませんでした。４階病棟をすべて隔離病棟
にしてゾーニングを行いました。４月29日にCOVID-19感染肝硬変患者が死亡し死因は肺動脈血栓症が
疑われました。
　新型コロナウイルス感染症対策調整室（COVID-19対策調整室）が設置され呼吸器内科教授の海老原明
典先生（20期）室長を中心に連日対応し院内の感染の再発防止を徹底していました。
　加えて呼吸器内科特任教授の桑平一郎先生（１期生）から多くの情報と助言もあり科を超えて緊急事態
宣言もあり５月末まで外来は電話再診、入院は全例入院前のＰＣＲ、胸部ＣＴを義務化し外来は玄関で
検温、問診によるトリアージを徹底して持ち込みを防ぎました。

病院の大転換

　６月30日から東京都感染症協力病院となりテントを用いてＰＣＲセンターを開始、7月からは渋谷区
医師会ＰＣＲ検査所としても運用開始しました。COVID-19第二波流行とともに東京都からの要請で中
等症までの入院専用病院へ転換することになり病室の陰圧装置、換気扇設置、病棟ゾーニング隔壁設置
を行い７月17日から４階病棟20床COVID-19患者受け入れ開始。
　９月23日には３階病棟40床も運用開始となりこれで一般患者入院ができなくなりました。感染症、呼
吸器の専門ではない医師が殆どですが３チームに分かれて全科で入院治療を担っています。特に千野修
副院長（８期生）はじめ外科医師も一緒に対応してくれて頭が下がります。医療崩壊の危機と言われてい
ましたが既に当院の医療は大転換となっています。
　2020年12月下旬には入院患者数の累積は200名を超えました。そのうち15％程度は重症化して転院す
る状況です。加えて外国籍の患者が多く12月末までに15か国のCOVID-19患者が入院し入院患者の約20
％近くを占めgoogle翻訳を駆使して見たこともない言語の説明書を作り携帯翻訳機で会話をしていま
す。通常診療での疲労とは違う疲れを日々感じています。

COVID-19の取り組み
−東海大学医学部付属東京病院−

東海大学医学部付属東京病院副院長　白石 光一（５期生）
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いのちの選択

　2020年12月以降は高齢者施設やリハビリ病院のクラスター発生が多く70歳以上の入院が40％近くなり
認知症、身体障害の対応で大きな負担となっています。特に高齢者施設からは初めから救急蘇生は希望
しないとの情報が入ってきますが家族に確かめるのも一苦労です。重症化した時に重症対応病院は受け
付けない事態になります。
　当院でも認知症が高度な重症化患者を最期まで診療することになったケースもあります。重症者が増
加してＩＣＵ病床が満床になってきた状況では高齢者のいのちの選択をしなければならない事態になっ
ています。感染の終息はおろか収束もまだまだですがこれからも目の前にあるそのいのちとのことを考
えて治療を続けますがいのちの崩壊になってきました。
　12月31日には東京で感染者1,300人を超えて今後も続くでしょうが東京病院はCOVID-19治療の最前
線で使命を果たしていきます。今後も星医会の皆様の励ましをよろしくお願いいたします。

　この度は寄稿の機会を与えていただきありがとうございます。池上総
合病院における新型コロナウイルス感染症に対する診療体制と、これま
での活動について報告させていただきます。

　2020年１月16日に武漢に渡航歴のある日本人初の感染者が報道されました。また、１月28日には国内
初の感染（バス運転手）が発表され、 ２月16日には近隣の病院職員が感染したと報道されて新型コロナ感
染症の脅威を身近に感じるようになりました。
　都内で感染が拡大して院内にもコロナ感染症が波及する危険があり、2月19日から入院患者さんの面
会制限を開始しました。
　また、２月26日より発熱患者さんを専門に診療する「発熱外来」を開始しました。患者さんの動線を
区別する「ゾーニング」を行い、専従の医師・看護師 を配置してコロナウイルスのＰＣＲ検査も可能
にしました。 当院にかかりつけの患者さんの発熱診療はもちろんのこと、開業医の先生からの紹介や
保健所依頼の患者さんの診療も積極的に行いました。地元大田区だけではなく、多摩川を隔てた川崎市
からも来院があり、発熱して保健所に電話しても帰国者接触者外来に繋いでもらえず、診察が受けられ
ない多くの患者さんの診療に当たりました。
　その後、発熱外来受診者数は徐々に増加して、１日30名以上となり、ＰＣＲ検査陽性者も増加してい
きました。
　救急外来では、コロナ感染症が強く疑われて専門病院への転院が必要と判断されても受け入れ先がな
い事例や、入院後にコロナ感染症と診断される症例も増加しました。

池上総合病院における
新型コロナウイルス感染症診療

池上総合病院　病院長　臼井 和胤（９期生）
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　当院は感染症指定病院ではなく、公的病院でも
ないため感染症専用の病棟はありませんでしたが、
東京都と保健所からの要請に応えて、また患者さ
んと職員の感染防止のためにもコロナ感染症専用
病床を確保することにしました。
　ベッド移動や更衣室準備、感染区域分け、スタ
ッフの感染防御訓練をして、４月13日に１病棟を
感染病棟へ 転換しました。
　その直後の４月15日に一般病棟に緊急入院した
患者さんがコロナ感染症であることが判明し、担
当看護師が感染する院内感染が発生しました。濃厚接触をした他の職員にもＰＣＲ検査陽性者が発生し
ために感染対策が必要となり、病棟閉鎖や新規入院の停止、救急外来停止と予定手術・検査入院の延期、
健診業務の縮小をせざるを得ませんでした。それにより入院・外来患者数は減少して、病院収入が億単
位で減少しました。

　その教訓から、緊急入院患者さん全例にＰＣＲ検査をする
ことにし、ゾーニングエリアを増床して陰性結果が判明して
から一般病床に移動することにしました。
　また、院内の多職種が同時に迅速に対応する必要があるた
め医師、看護師、薬剤師、検査技師や事務系職員で構成する「新
型コロナウイルス感染症対策班」を結成し、感染対策マニュ
アルを作成してそれぞれの専門性を活かしながら活動しまし
た。
　発熱外来と感染症入院担当医師の増員が必要となり、内科
系だけでなく外科系医師にも参加を要請しました。
　４月15日から一時停止していた救急外来を５月12日から再
開。これまで保健所経由のみであったＰＣＲ検査が民間検査
所でも施行可能となり、検査数が増加するとともに、結果報
告が迅速になりました。

　今なお感染リスクと背中合わせの厳しい環境の下ではありますが、これからも職員が一丸となって新
型コロナウイルス感染症と戦って行く覚悟です。
　今後とも、皆様のご指導、ご支援のほどよろしくお願い申しあげます。



星医会　第64号 9

　今回、国内で初めてCOVID-19感染による肺炎で死亡
された患者（80代女性）が、初めに救急搬送された病院が
相模原中央病院であった。同病院は相模原市中央部に位
置し、延床面積6955平方メートル、７階建、病床数160
床の病院である。
　私が2011年から毎週定期的な呼吸器内科専門外来と呼
吸器疾患で入院した患者様のコンサルテーションを受け
ていた病院であり、まさにこのリアルな現場に直面した
経験から報告させて戴く。

　今回、80代女性が救急搬送されたのは2020年２月１日午前であった。
　呼吸困難と発熱を主訴に救急搬送となり、非定型肺炎を考え、抗生剤投与が開始された。しかし、治
療の効果なく呼吸状態の急速な悪化にて２月６日午前に呼吸器専門病院へ転院となった。その後、状態
の悪化にて２月13日に死亡が確認された。
　翌日２月14日にCOVID-19陽性の肺炎であったとの連絡が入り、即座に保健所からの指導で病院スタ
ッフ全員（61人）と濃厚接触患者41人のCOVID-19 PCR検査を施行した。結果、40代女性看護師１名が
陽性の結果となり、死亡した80代女性の担当看護師であったことが判明した。
　COVID-19陽性判明時、看護師は微熱と下痢を認めていたが、呼吸器症状はなかった。翌日15日に入
院患者が38度の発熱を認めた。抗生剤開始にて翌16日には36度へ解熱し特に呼吸器症状は認めなかった
が、レントゲン施行にて肺炎が否定できずＣＴ施行したところ、左上葉の胸膜側に淡い間質性陰影を認
め、COVID-19 PCRを施行した。結果、陽性が確認されCOVID-19肺炎の診断となった。
　他の専門病院への転院を打診したが受け入れ先がみつからず同院にて継続加療経過観察となった。そ
の後急速な呼吸状態悪化にて、３日後の２月20日に挿管人工呼吸器管理となった。その後、同室者２名

（80代男性、70代男性）のＰＣＲ陽性が確認され80代男性も挿管・人工呼吸器管理となった。

　このように常勤の呼吸器内科専門医不在の病院で重症新型コロナ肺炎患者を診ていくこととなりスタ
ッフ一丸となった対応が講じられることとなった。
　当時、マスコミが病院周囲を囲み、ヘリで上空からの病院の撮影を行うなどの、まさにコロナ禍の始
まりの大きな話題となった。

国内初の死亡症例からの院内感染を認めた
COVID-19肺炎報告

東海大学医学部付属東京病院　呼吸器内科　海老原 明典（20期生）
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2021年春　ある職場での会話である。

　　部長　　「学会」ていうのがあってね
　　研修医　webでやっていますね
　　部長　　前はホテルとかで豪華にやっていたんだよ
　　研修医　スマホにありますか　見せてください
　　部長　　ほら部屋いっぱいに参加者がいるだろ
　　研修医　密閉・密接・密集の空間ですね
　　部長　　みんな熱心だろ
　　研修医　あれジュース飲んでいる人がいる
　　部長　　朝だからサンドイッチもサービスしたんだよ
　　研修医　それってどうなんですか！
　　部長　　これ会長主催のパーティーだよ
　　研修医　家族以外の人と外食禁止ですよね？
　　部長　　日本人が大切にする　「おもてなし（・・・・・）」　ダメかなー
　　研修医　この写真　飲み物片手に　蜜で食事　だれもマスクしてないし
　　部長　　コミュニケーションだよ　大切だろ
　　研修医　今なら完全にアウトです　私はLINEで十分です
　　部長　　でも楽しそうだろ　やっぱりface to face　人として当然だね
　　研修医　部長　ZOOM知っています？
　　部長　　世代間格差だな　この話　同窓会報に書こうと思うんだけど
　　研修医　年とると　昔が懐かしくなるんですよね　仕方ないですね　でも読みます

　ということでコロナ前後の学会をテーマに依頼された原稿を書くことになりました。

　私は2019年11月に第26回日本神経内視鏡学会を横浜
で主催しました。たくさんの参加者があり充実した学
会で、この３枚の写真はその時の記念であります。
　詳しくは前々号の同窓会報にて報告させていただき
ました。

昔は「学会」ていうのがあってね
　松前 光紀（３期生）
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　次に2020年３月に第43回日本脳神経外傷学会を主催いたしました。
この学会については後述させていただきますが、2020年３月は全て
の学会にとってターニングポイントとなりました。開催準備と並行
してCOVID-19が蔓延するようになりました。
　政府の対応も時
系列で図に示しま
すが緊迫の度合い
が増しておりまし
た。

　学会の準備が順調に進んでいる時に、安倍前総理が学校の休校要請を発したとニュースが飛び込み、
「もうだめだ」と思い、一週間後に予定していた地元箱根での学会開催を断念しました。抄録集は配布
し終わっていましたので、誌上開催という形式を理事会に認めていただきました。そこで主催者として
は、参加費収入がゼロとなった現状を受け入れられず途方に暮れておりました。そうしたらホテル側が、
また利用していただければと、キャンセル料割引を提案してきました。これは本当に助かりました。
　そして、なぜか私は学会の予定日に、会場予定であった「湯本富士屋ホテル」を訪れ、誰もいない会
場を眺め、そしてホテル名物のビーフカレーとアップルパイを、閑散としたレストランで食しました。
別に私の昼食でホテルの赤字が帳消しになるわけでもないのですが、ごく自然に箱根湯本へ向かってし
まったのです。でも私の気持ちはホテルに伝わったと思います。学会のためにたくさん集められたホテ
ルの従業員も手持無沙汰で、会長さんがカレーを食べに来たと寂しそうに私を見つめていました。こち
らは「あの人がキャンセルしたのよ」と厨房で噂されているのではないかと勘繰り、そして会計で「ま
たのご利用をお待ちしております」との声に、それを約束したから割引してもらったんだと心に刻みホ
テルを後にしました。

　さて気を取り直し2020年12月の第20回日本術中画像情報学会の準
備ですが、最初から完全web開催で取り掛かりました。
　学会の理事長は1960年京都大学卒業の高名な脳外科医です。松前
先生何とか「普通の学会はできないの」と意見されましたが、学会
の配信会場へご来場いただきライブを見ていただくことで納得され
ました。そして予想通り「第三波」が11月末に押し寄せ、学会の開
催日は「勝負の３週間」に含まれてしまいました。酒類を提供する
店に時短要請、大阪モデル初の「赤信号」点灯、不要不急の外出自
粛要請、GoToの利用停止を、自衛隊看護官を病院へ派遣、感染者
も毎日増加していました。今思えば完全web開催で押し通したこ
とは正解でした。
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　2020年の春から多くの学会が従来形式の学
会開催形式を改め、現地開催とwebを併用する、
完全webとするなど工夫を凝らしております。

　2020年11月第三波到来前に二期生の瀧澤俊也
先生が主催された第63回日本脳循環代謝学会は、
現地・web配信併用で開催され充実した内容で
盛況でした。写真に写っているマスクとアクリ
ル板が時世を反映しております。マイクはこの
後丁寧に拭き取られていますのでご安心を。最
近はwebで参加する学会が普通になってきまし
た。私自身はweb開催にあまり抵抗なく溶け
込んでおります。手元のＰＣで鮮明な画像が見
られる。遠くまで赴かなくて良い。見逃しても
後でオンデマンドを見られる。気軽に中座でき
るなど便利です。デメリットも当然あります。
発表していると聴衆が興味を持っているかうな
ずきがないのでわからない。職場で参加してい
るとかまわずＰＨＳで呼び出される。などです
が、なんといっても参加者間の交流が生まれな
いことは寂しい限りです。そうすると懇親会が
重要と思われてしまいますが、皆さんはいかがですか。「昔の学会形式」では、マイクを通してみんな
の前で聞けないことも後で個人的に聞ける、外科医だと機器展示場で直接器具を触ることができる。憧
れの先生に声をかけることも会場で可能です。しかし、もう昔には戻れないかもしれません。というこ
とで今回のタイトルを、「昔は学会ていうのがあってね」としました。

　生物と生物との繋がりをうまく利用し、変容しながら生き延びるのがウイルスの特性ですから、今
はweb 学会で仕方ありません。しかしある国は、ＩＣＴを駆使して感染を局所でコントロールできる
ように対策をしています。ウイルスとの共存を訴えているようでは、同じ哺乳類でウイルス学の権威で
あるコウモリ目と同じですから現状を打破できません。いまヒトはウイルスに手なずけられているので
す。科学的ではありませんが、コウモリも昔の学会参加者も薄暗い洞窟や会場を好むところが面白いこ
とに共通しています。哺乳類の中でネズミの次に種が多いコウモリを手玉に取っているウイルスは相当
手ごわいです。多くの人が希望を抱いているように、大波・小波を繰り返し、やがてワクチンが行き渡
り、国内では2022年の春に元通りになれば良いのですが、これはヒトの勝手な考え方で、いつ別のウ
イルスが襲ってくるかわかりません。いま、私達にはウイルスと同じように生活様式の変容が求められ
ています。ヒトの我慢かウイルスとの知恵比べ、どちらが優位に立つでしょうか。
　
　現代の学会について考えてみましたが、一年間に「昔の学会」「誌上開催学会」「完全web開催学会」
を主催しました。最も勇気づけられたのは、星医会から頂いた学会開催補助と心のサポートであります。
最後になりましたが星医会会員の皆様には、学会開催にあたりご支援いただいたこと心から感謝いたし
ます。
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■　第26回星医会賞

受賞論文

〈 申 請 者 〉　和才　志帆 さん（36期生）　外科学系整形外科学臨床助手 

〈 タイトル 〉　 Characteristics of autologous protein solution and leucocytepoor 　　　
platelet-rich plasma for the treatment of osteoarthritis of the knee

〈 掲 載 誌 〉　 Scientific Reports　10巻、1号Ｐ1～Ｐ11、2020年

星医会賞選考結果
星医会賞担当　今岡 千栄美（３期生）

　第27回星医会賞は、和才 志帆さん（36期生）に決定いたしました。

　ご応募いただきました会員の皆様および審査をして頂きました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。

以上

第27回星医会賞受賞者決定!!!
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第28回星医会賞募集

◦応募方法 

　１．自薦・他薦は問わない
　２．英語あるいは日本語による学術論文とし、本会会員が筆頭著者であるもの
　３．資格は本会入会後10年以内の者とする（本年の場合は、33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28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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　今回紹介するのは居酒屋・匠味
です。
　旧伊勢原協同病院の場所から近
いところにありますが、伊勢原駅
からは歩くと10分程度かかります。
伊勢原駅から少し歩くところにあ
るにもかかわらず、居酒屋の中で
はお店に行った回数は１番多いか
もしれません。それもおいしい和
食料理の提供があってのことと思
います。

　どの料理もおいしいのですが、
ホームぺージでのおすすめ料理
は・「ほう葉焼き」・「馬刺し」と
なっています。

特集　『いせはら今昔ものがたり』

第８回　「匠味」
星医会理事　新田　正広（25期生）

あなご天ぷらとかきバター焼き

　個人的には「あなご天ぷら」おすすめです。お酒のつまみには「かきバター焼き」も最高ですので是
非一度食べてみてください。
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　2020年は医局や病棟の忘年会はありませんでしたが、昔は病棟（泌尿器科は14A病棟）の忘年会等で
使わせてもらいました。病棟の忘年会や新年会等で使用する場合には貸し切りでちょうどいいくらいの
広さです。新人歓迎会や送別会等もよく行われ、いろんな出会いや別れがあった場所でもあります。
　私は第40回海外研修航海に団役員として参加しています。海外研修航海では下船した後も団役員や学
生との交流（飲み会）が時々開催されました。湘南校舎の所属の団役員が多かったのですが、みんなで
集まるときは伊勢原になることが多かったです。ここ「匠味」にも皆で何度かお邪魔しました。乗船し
た時の思い出話、近況報告等で盛り上がり、宴会はお店の終了時間までずっと続いたものでした。40回
海外研修航海10周年過ぎてからは、皆で集まる機会が少なくなってきましたが、また皆で集まれる日が
あればいいと思います。

　2020年はコロナ禍という事もあり、テイクアウトが流行ったかなと思います。匠味さんのホームぺー
ジをみたらなんとテイクアウトやってました。さらに年末年始休まず営業ということで、年末に家族で
テイクアウトしてみました。注文したのは天丼、かつ重、ぶた生姜焼き、唐揚げ、卵焼きです。家族み
んなでおいしくいただきました。

　コロナ禍となった2020年、お客さんはかなり減っ
たのでしょうか？それでもこれからも心温まる食事
を提供してくれる事を期待して本稿を終了します。
お店で写真を撮ってもらえるよう頼んだところ快諾
してくれました。ありがとうございました。

店主さんと一緒に

テイクアウト
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　ついに山本伸一君が逝ってしまいました。
　最初、彼から重い病を罹ったと聞き、惚けたような返事をしてしまいました。もう何年も前ですが、
つい最近のようにも感じます。彼は身近な存在ですが、同期会でしか顔を合わせていないと、時間の実
感がありません。ここ何年もの彼との記憶があやふやです。それを辿っていると溜息が出ます。
　彼との関わりは、入学して間もない頃からです。ともに初々しさもなく、気力も緩みがちな新入生で
した。同じく「勉強はともかく」で、進級だけが目標でした。試験を潜り抜けると、誰に向かってか、

「舐めんなよ」と彼が吠えるのをよく覚えています。同じ年齢でもあり、何となくずっと仲が良く、６
年間をともに過ごしました。
　病を得てからの彼も、同期会では朗らかに笑い、意欲的に語り、よく食べました。変わらぬ様子に少
し安心しましたが、宴の後には一年の隔たりが待っていました。別れ際に私は「長く良く生きて欲しい」
と願い、彼は「東京オリンピックまでは死なんよ。」と言いました。一昨年、私は同期会を欠席し、今
年はコロナで未開催でした。最後に彼に会って３年以上経つことになります。
　卒業後は疎遠になっていた彼と同期会で再会し、それ以降、彼とは毎春愉快な時間を過ごせました。
その縁で今こうして追悼文を書くことになりました。本当に残念で、まとまらない文章になりました。
山本伸一君のご冥福をお祈りします。

山本伸一先生を偲んで
　近藤　均（６期生）

訃報

「2012年の６期生同窓会」にて
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 　峯  徹哉  東海大学名誉教授は令和２（2020）年11月23日にご逝去されました（享年66歳）。
　17年間にわたり東海大学内科学系消化器内科を主宰され、消化器病および消化器内視鏡領域で多大な
ご功績を残されたことに敬意を表すると共に、これまで医局員一人ひとりに暖かいご指導を賜りました
ことに心からお礼申し上げます。

峯先生ご略歴：

　先生は、1978年東京大学医学部を卒業され東京大学医学部附属病
院にて研修の後、1980年東京大学医学部第四内科に入局されました。
1982年東京大学医学部附属病院第四内科助手、1991年東京大学医科学
研究所附属病院非常勤講師兼任、1997年東京大学医学部旧第四（分院）
内科講師を経て、2001年東海大学医学部内科学系消化器内科学教授に
ご就任、さらに2005年からは東海大学医学部消化器センター長も兼任
されておりました。2019年３月に東海大学を定年退官され、同年４月
からはＡＯＩ七沢リハビリテーション病院副院長にご就任されており
ました。

学会および研究活動：

　日本消化器内視鏡学会理事、日本神経消化器病学会理事長、
日本胆道学会理事、日本消化器病学会関東支部長、神奈川消化
器病医学会の会長を務められ、基礎から臨床まで数多くの消化
器関連学会でご活躍されました。
 東京大学分院時代から採石バスケットやパピロトミーナイフ、
Ｖ字片開き型の胆管・膵管生検鉗子などの胆膵系デバイスや経
口膵管鏡・胆道鏡の開発にもご尽力されました。古くて新しい
問題であるＥＲＣＰ（内視鏡的逆行性膵胆管造影法）後膵炎に
関して、ＥＢＭ（evidence-based medicine）に基づいた予防
と対策を啓蒙するための「ＥＲＣＰ後膵炎ガイドドライン」や
消化管出血だけでなく抗血栓薬の休薬による血栓塞栓症の誘発
にも配慮した「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイ
ドライン」の作成をご担当されております。
　また、日本消化器内視鏡学会「消化器内視鏡用語集　第３
版」の編集委員長となり、正確な消化器関連用語の理解と普及
にも大変熱心に努められました。誤用されやすい下血と血便の
違いについては2015年「消化器内視鏡27巻10号」に先生自らご執筆されておりますが（p.1607～「序
説　下血と血便」）、学会だけでなく臨床現場でもたびたび厳しくご指導されていました。
　さらに先生のお仕事は、消化性潰瘍やがん発育におけるギャップ結合の基礎的・臨床的研究、ＥＭ
Ｒ（内視鏡的粘膜切除術）/ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）研究、Helicobacter pylori、消化管運動、

峯  徹哉先生を偲ぶ
東海大学八王子病院　消化器内科　鈴木 孝良（10期生）
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Ｂ型肝炎の核酸アナログ薬治療、進行胆膵がんの治療法開発、切除不能局所進行膵がんに対する標準
的化学療法の確立など多岐にわたっております。
　学会長も多数ご担当され、2016年５月には第91回日本消化器内視鏡学会総会を主宰され、進化する
内視鏡医療−内視鏡学の未来へのかけ橋−をメインテーマに掲げ6,800人を越える参加者がグランド
プリンスホテル新高輪に集い盛会裏に終了されました。

学内での峯先生：

　東海大学初代消化器内科教授である三輪剛先生の後任として東京大学第四内科から先生が着任され
たのは2001年６月でした。消化器病学会や消化器内視鏡学会の幅広い領域で大変ご活躍されていた先
生への大きな期待とその下で十分お役に立てるかどうか不安で多くの医局員が大変緊張していたこと
を鮮明に記憶しています。先生が着任される前の東海大学消化器内科は、主に肝胆膵疾患担当の第３
内科と消化管疾患中心の第６内科の２教室が存在していました。大学組織改革により、２教室は統合
されることになり現場の混乱は必至と予想されていましたが、峯先生の大胆な改革と協調の精神が医
局員に浸透し無事新たな消化器内科が誕生しました。現在、効率と医療安全の観点から消化管、肝臓、
胆膵の３斑体制となりましたが、垣根なくかつ専門性を生かした診療・研究・教育が実践できるのは
峯先生の先見の明と強力なリーダーシップによるもの感謝しています。
　先生は、学生教育にも大変熱心に取り組まれ、１年から大学院まで多くの授業を担当されました。
中でもクリニカルクラークシップ（クリクラ）口頭試問は必ずケーキとコーヒーを学内レストランに
準備させリラックスした雰囲気の中で行われ学生たちに大変好評でした。クリクラ申し送りノートに
は、先生のご機嫌を損ねないようチョコレートケーキ（峯先生の大好物）は決して選ばないよう記載
があったことは有名でした。臨床においても率先垂範でご指導いただき、数多くの外来患者、上部・
下部消化管内視鏡、健診内視鏡をご担当され、消化管治療内視鏡に加えカニュレーション困難ＥＲＣ
Ｐに対してもＸ線透視室で自らスコープを握っておられたお姿は今でも目に焼き付いています。

　2019年３月に東海大学医学部教授を退任された後、ＡＯＩ七沢リハビリテーション病院副院長にご就
任され病院経営と実臨床でご活躍され生涯現役を貫かれました。
　長きにわたり暖かいご指導を賜り誠に有り難うございました。
　衷心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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開業医のページ

糖尿病専門クリニックを開院して
医療法人社団　STOP DMすずき糖尿病内科クリニック　院長　鈴木 大輔（10期生）

　24年間お世話になった東海大学医学部腎代謝内科を退職し、2013年５月に小田急線の伊勢原駅の一つ
新宿寄りにある愛甲石田駅前に糖尿病専門クリニックを開院しました。立地としては東海大学病院、東
名厚木病院、湘南厚木病院までそれぞれ車で５分の距離にあり、徒歩圏内に眼科（同窓生）、耳鼻科（同
窓生）、循環器内科（同窓生）、消化器内科（同窓生）、婦人科など多数のクリニックも点在しています。
　どのような専門クリニックにするか、ザックリとしたコンセプトは以前から頭にありましたが、次の
症例を経験し確信に変わりました。開院を決意してから数日後、いつものように大学の外来で診療をし
ていました。60代の女性の患者の診療を終え、「また来月お会いしましょう」と声をかけた時に患者の
方から、「そう言えば足の指が痛いのでちょっと診てくれませんか」と言われました。足の指を診てみ
ると、第１趾がネクリかけていました。糖尿病の足病変は百も承知でフットケアの講義までしていまし
たが、自分の患者の足は患者が痛いと言うまで診ていませんでした。患者に申し訳なく、自分に腹立た
しく、惨めで、情けなく、これで本当の糖尿病の専門医かと心底後悔しました。もともと糖尿病はメデ
ィカルスタッフが関われば関わるほどコントロールは良くなると信じており、このこともあってクリニ
ックの診療としてはスタッフ全員が密に患者に関われる形態をとることにしました。幸い近隣には病院、
クリニックが多くあることから、画像検査などは他院にお任せし（当院にはＸ線装置もエコーもありま
せん）、スタッフ用の面談室を４ブース設け、私が診察に使用しない診察室やカンファレンスルームな
どもスタッフの面談に使用することにしました。

2020年5月、本厚木のイタリアンレストランでの
開院7周年記念パーティー

　院内ではHbA1c、生化学、尿定性検査を実施し、結果
は約15分でそれぞれのブースや診察室の電カルに飛んでき
ます。その時間を利用し、日本糖尿病療養指導士（CDEJ）
の資格を有する看護師や管理栄養士が患者一人ひとりに面
談し、問題点を抽出し、可能なら解決策まで電カルに入力
しています。それぞれのブースや診察室でインスリンを使
用している患者（当院半数の患者はインスリン使用中）の腹部を診て硬結などのチェックを行い、定期
的にすべての患者の足の観察も行っています。もし足病変があれば（当院のデータでは約６割の患者の
足に白癬や胼胝、巻き爪、ちょっとした傷がありました）直ぐにフットケアを行っています。
　クリニックの理念としては、１．社会貢献、２．情報発信、３．人を育てる、４．人が集まるを掲げ、
特に専門クリニックとして常に最新の知識と技術を習得すべく、事務員３名を除く看護師、管理栄養士、
臨床検査技師の９名は、毎年日本糖尿病学会年次学術集会で発表を行っています。当初は演題を私が考
えましたが、今では自分たちでテーマを選択し発表するようになりました。また、歯周病が糖尿病の第
６の合併症と呼ばれるようになったこともあり、歯科の医療法人と協力して定期的に当院へ歯科医師と
歯科衛生士に来て貰い当院の患者の口腔内の健診を行うとともに、我々のスタッフが歯科を訪れ栄養相
談や健康相談も行う、顔の見える医科歯科連携も実施しています。
　最後になりますが、開院して一番嬉しく思ったのは同窓生からの援助や応援です。分からないことを
教えて頂いた先輩や、患者の紹介や逆紹介をしてくれる後輩達、まさにそう言った同窓生のお力で当院
が成り立っていることに感謝するとともに、今後の星医会の一層の発展にお力添えが出来ればと考えて
います。 ホームページ　http://suzuki-dm.com
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　東海大学医学部同窓会会報「星医会」は今号で第64号になります。みなさまもお気づきかもしれませ
んが会報誌は年２回発行しており、偶数号（春号）は３月１日発行・奇数号（秋号）は９月１日に発行して
います。そしてそれぞれで取り扱う記事内容がほぼ固定しています。
　偶数号（春号）では「星医会役員が参加した県内・全国の同窓会報告」や「ホームカミングデー報告」、

「支部だより」、「同期会だより」、「開業医のページ」などがレギュラーです。一方奇数号（秋号）では「卒
業生の学内外における新教授紹介」や「学内新准教授紹介」、「新任教授紹介」、「星医会総会報告」、「星
医会賞紹介」、「医師国家試験結果報告」、「その年３月の卒業生名簿と４月新入生名簿の紹介」というと
ころが掲載されます。ある意味で星医会会報誌編集人の私にとっては、各号で決まった項目内容で掲載
されるほうが編集しやすく、会員のみなさまにもわかりやすいのではと思います。
　2016年１月に星医会会員のみなさまに「会報誌アンケート」を行いましたが、実に96％の方が会報誌
は必要であるとお答えいただき、97％の方が毎回もしくは時々お読みいただいています。デジタル時代
においても会報誌の必要性をひしひしと感じました。
　そこで全国の星医会会員のみなさまに少しでも今の伊勢原界隈を知っていただきたく会報誌の表紙や
裏表紙に偶数号では新病院や病院周囲の風景写真を取り入れています。さらにみなさまも一度や二度は
行かれたことがあろう飲食店を中心に「いせはら今昔ものがたり」と題した特集を、第57号（2017年９
月１日発行）から連載しています。なかなか伊勢原に来られる機会の少ない全国の会員のみなさまに当
時を思い出していただきたく企画しました。

　さらに今回、第64号からは「私の卒業アルバム」と題した特集を企画しました。

新たな「特集」を企画して
星医会副会長　継　　淳（９期生）

特集「私の卒業アルバム」

　私たち卒業生はみな青春の一時期を伊勢原の
学び舎で過ごしました。１期生のみなさまは
1980年卒業ですので約半世紀近く前に伊勢原で
生活していました。2021年３月には42期生が卒
業します。その彼らはまさしく記憶に新しい伊
勢原生活を満喫したでしょう。
　そこでこの特集では、１期生から最新卒業期
まで10年刻みで各期評議員の方を中心にそれぞ
れの「伊勢原時代」の思い出を語ってもらおう
と企画しました。

　個人的な思い出や各期の仲間たちとの思いでなど学生時代のことを語っていただこうと思います。会
員のみなさまには乞うご期待ください。
　またご賛同いただけます会員のみなさまからもできましたらご投稿いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
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　我々１期が入学した年は、「医学部棟」・
「病院棟」も建築中でした。完成したのは
２年生になる前でした。完成後、当時の一
期生の２組が、深夜のアルバイトで病院・
学部棟の床のワックスがけを２日間（？）で
行ったようです。すみません私１組でした。

１期生
　岡本 裕一（１期生）

　医学部の授業が伊勢原で始まりましたが、
教養は湘南校舎へ通っていました。医学部
教員は学生対応や試験等にまだ慣れて無く、
生化学の故勝沼恒彦先生は、回答できなけ
れば、答案用紙の裏にＴＣＡサイクルを記

載すれば合格点を与えるとのことで、私は
ひたすらＴＣＡサイクルを覚えた記憶が、
あります。現在、不合格の追試（ビーコン）
は１回かもしれませんが、当時、３～４回
は当たり前で、なかには20回以上行った先

生もいました。その20回目の試験は、２人
が受験しました。
　１期生は、113名入学で先輩がいないの
で毎年減っていき62名の卒業でした。

岩崎グループ

大城戸グループ

木村グループ

正津グループ
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今井グループ

三富グループ

有森グループ

大越グループ
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支部便り

日　　時：2019年７月６日（土）　18時～
場　　所：會津郷土食『鶴我』（郡山市）
参加人数：15名 （含本部からの参加：鄭義弘会長・金渕一雄前会長）

福島支部会報告
支部長　鳴瀬　淑（９期生）

　「第３回福島支部会」を前年に引き続き広大な福島県の中心
に位置する郡山市で行いました。
　今回もお食事会形式での開催となりましたが、初対面の方が
多かったにも関わらずとても盛り上がり、素晴らしいお料理と
お酒を堪能しました。２期生から39期生まで、本部からの先生
方を含め15名の参加で、６名は２年連続、９名は新規参加で、
近況報告や様々な会話に花を咲かせました。９名も新たに参加
して下さったことがとても嬉しく、まだお会い出来ていない先
生方にも会ってみたくなってしまいました。
　今回も支部会開催の案内状を郵送する際に、同期生やお世話
になっている近隣の同窓生には直筆のメッセージを同封し参加
をお願いしましたが、やはりそのメッセージが功を奏したとい
う意見がありました。時間をかけてお手紙を同封した甲斐があ
りました。年々その人数は増える一方ですが、これからも頑張
らなきゃと思っています。
　とても楽しい会に進化しつつありますので、今回参加出来な
かった皆様も、次回は是非ご参加下さい！お待ちしております。

緊急事態宣言が出される前に開催された会の報告です。紙面の都合上掲載が遅くなりました。
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第14回星医会九州合同支部会 in大分　報告
大分支部長　森　　哲（７期生）

　第14回の星医会九州支部合同支部会は2020年２月15日に開催されました。
　今年は「大分ふぐの会」と合わせた会となりました。
　天候は、あいにくの雨。にもかかわらず18時の開演時にはほぼ全員が集合し定刻通り開始しました。
　最初に谷口佳浩会長に御挨拶を頂き、７期生で東海大学医学部付属病院総合内科教授の小澤秀樹先生
による特別講演。総合内科ならではの、我々一般開業医ではあまり遭遇することのない症例から、明日
からの診療に役立つ多くの症例の鑑別診断の仕方など、非常に勉強になる内容を分かりやすくご講演い
ただきました。
　学生時代なら寝ていたかもしれないと思われる先生方（誰とは言いません）も最後まで熱心に聴講さ
れていました（笑）。

　その後は、会場を移動していただき、懇親会（いつもの大分ふぐの会）が始まりました。
　乾杯は本会の生みの親でもある金渕一雄先生。
　その後は、大分のふぐ刺から唐揚げ、白子、鍋、雑炊、ひれ酒、大分の焼酎などを御堪能いただき、
恒例の、初参加の先生からの一言。長崎支部長の松村賜之先生、佐賀支部の冬野玄太郎先生、神奈川支
部の野村武先生、同じく神奈川支部の永井一毅先生、熊本支部の末光昭子先生、同じく熊本支部の米満
弘一郎先生（順不同）に近況報告をしていただきました。
　それから、恒例の谷口佳浩会長からの星医会の近況報告。写真撮影。
　締めのご挨拶は大阪支部の奥井克治先生。もちろん捧腹絶倒。その勢いで二次会に突入。
　これだけ書いただけで、詳しく御紹介しなくても、いかに盛り上がったかはお感じ頂けることと思い
ます。
　２日目は御希望の皆さんで由布院の御三家と言われる有名旅館の亀の井別荘で昼食。広めのお部屋を
貸し切りにして、山の幸と豊後牛などを味わっていただきました。外に出ると雨も上がり、虹を見なが
ら湯布院の街を散策していただきました。
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同期会便り

　会は三輪純先生の開会宣言、そして三輪先生自らによる乾杯のご発声により始まりました。
　場所は霞が関の校友会館、日時は2019年３月９日19時過ぎ、、、北は北海道、南は九州鹿児島から総勢
35名の11期生＆元11期生が参集しました。久しぶりの再会ですが、話し始めれば皆昔と変わらず、和や
かな雰囲気の下に会は進行していきます。
　今回は2018年４月に東海大学医学部外科学系乳腺外科学教授に昇格された鈴木育宏先生の教授就任と
今後のご活躍を祝う会と並行して、同期会開催の運びとなりました。

鈴木育宏先生の教授就任を祝う会＆11期生会
　　山本 賢司（11期生）

　会のメインイベントは鈴木先生による
乳腺外科医としての足跡に関するプレゼ
ンテーション、そして、それに引き続き
供覧された若かりし頃の皆の写真、、、今
のご時世では考えられないようなあんな
話、こんな話も飛び出して、大いに盛り
上がりました。
　引き続き、参加者一人ずつから鈴木先
生へ祝辞が述べられ、また、それぞれの
近況報告がなされました。同期生の活躍
している姿は誇らしく、また、頼もしい
限りです。

　１次会の予定時間はあっという間に過
ぎてしまい、そのまま１階のビアレスト
ランへ移動して２次会へ、、、２次会から
の参加者もあり、またひとしきり盛り上
がりました。

　50歳を過ぎた医者たちでも、盛り上がる話は学生の時と何となく似ていて、タイムスリップしたよう
な不思議な感覚です。「ああそういえばこんなこともあった」などと、あまり思い出す機会のない記憶
が呼び覚まされるのは、自分の脳の普段使わない部分が活性化される感じがします。学生時代と同様に、
これからも皆で活性化しあえればいいなと個人的には思っています。

緊急事態宣言が出される前に開催された会の報告です。紙面の都合上掲載が遅くなりました。
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　会の開催に当たっては、星医会およびその事務局の方々、赤松正先生、小俣昌成先生、三輪純先生に
多大なるご協力をいただきました。また、幹事から連絡がつかない人へ開催通知を転送してくださった
方も数多くいらっしゃいました。この場を借りて、御礼を申し上げます。



星医会　第64号28

学会報告

◇ 2020年度学会助成金報告

2020年度学会助成金報告

期 所属 会　長 学　会　名 会 期

特 消化器内科 鈴木　秀和
第47回日本潰瘍学会・第21回日本神経消化器病学会
合同学術集会

2020/1/16-17

４ 緩和医療 竹中　元康 第26回大学病院の緩和ケアを考える会 2020/9/12

４ 社会医学 吉田　貴彦 第93回日本産業衛生学会 2020/5/13-16

神経内科 瀧澤　俊也 第63回日本脳循環代謝学会学術集会 2020/11/13-14

３ 脳神経外科 松前　光紀 第43回日本脳神経外傷学会 2020/3/6-7
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　このたび、第47回日本潰瘍学会・第21回日本神経消化器病学会の両学会の大会長を拝命し、2020年１
月16日（木）～17日（金）の２日間、ヒルトン小田原リゾート&スパにて合同学術集会として開催いたしま
した。
　両学会とも、消化器の基礎研究・トランスレーショナル研究・臨床研究の要の学会として、今後益々
発展が期待される領域を担っており、病態・診断・治療・予防の理解を深め、それらの知識を広く普及
させるための研究・教育を充実させることも重要でありますが、さらに行政や企業との連携の下、より
有効なアプローチ法を模索し、患者様の生活の質の向上や新薬開発の推進の責務も担っております。
　本合同学術集会のテーマとして「疾患制御への新たなる挑戦」を掲げ、特別講演、シンポジウム、一
般口演のほか、湘南シンポジウム、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、サンセット（イブニング）
セミナーを設けました。
　駅から離れた交通の便のよくない所でしたが、医師246名、メディカルスタッフ15名、招待36名、共催・
展示80名、プレス２名の計379名という、例年にない多数の参加（多数の宿泊も含む）があり、大盛況の
うちに会を終えることができました。
　さらに、学術集会の翌日、１月18日（土）には、東海大学伊勢原校舎の松前記念講堂１階にて、第15回
日本神経消化器病学会市民公開講座「胸焼け、腹痛、下痢、便秘」を開催しましたが、みぞれの舞う寒
い日にもかかわらず、大勢の市民にお越しいただきました。
　星医会からの多大なる援助のおかげで、以上のように、学術集会が大成功に終わりましたことをご報
告させていただくとともに、教室員一同、同窓の皆様に心より深く感謝申し上げます。どうもありがと
うございました。

第47回日本潰瘍学会・第21回日本神経消化器病学会
合同学術集会を開催して

大会長　消化器内科　鈴木　秀和（特）
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　2020年９月12日に第26回大学病院の緩和ケアを考える会総会・研究会を「難治性疾患への緩和ケア」
をテーマとして特別講演２題、シンポジウム１題、ランチョンセミナー１題の内容で開催いたしました。

第26回大学病院の緩和ケアを考える会総会・研究会報告
東海大学医学部医学科　専門診療学系　緩和医療学　竹中 元康（４期生）

　本年は、COVID-19の影響で開催が心配されましたが、東海大学医学部講堂とZOOMを利用した
Web配信というハイブリッド形式での開催となりました。従いまして参加者の皆様にも慣れない不便
な状況となり例年に比較し参加者も1/2～2/3と少なかったのですが、参加者による積極的な討論など
熱心さが伝わる非常に有意義な会が開催できました。

　金銭的余裕のない研究会でありますので、星医会よりいただいた助成金は本研究会開催の貴重な資金
となりました。心よりお礼申し上げます。
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　私が2000年１月１日に旭川医科大学に赴任してから20年余の
月日がたち、定年も間近に感じられる時となりました。今まで
も幾つかの学会を担当してきましたが、この度、会員数8,000
名を超える大きな学会である日本産業衛生学会の企画運営を担
当する事となり、星医会の御支援を戴きましたので、御報告と
御礼をさせていただきます。

　今回の開催地である北海道は、開拓時代から農畜水産業の食
糧供給の場を担ったとともに、木材や石炭・鉱物などの資源供
給にかかわる産業が盛んで林業、炭鉱・鉱山労働者の健康を守
る産業保健が主流となった時代がありました。一方、現代の
社会では、様々な「物」がインターネットを介して接続され
情報交換（通信）することで相互に制御する仕組み（Internet of 
Things, IoT）の普及と人工知能（artificial intelligence、AI）と
それを搭載した人型ロボット（android）の実用化がもたらすで
あろう「人類文明の大変革」と言われる第四次産業革命が進行
しつつあります。

第93回日本産業衛生学会（旭川）の開催報告
第93回日本産業衛生学会企画運営委員長・北海道地方会長

旭川医科大学医学部　社会医学講座　教授　吉田　貴彦（４期生）

　こうした背景のもと北海道で産業衛生学会が開催されますので、労働の起源に近い食料･資源供給産
業を担って来た北海道において産業衛生の原点にたち、将来に起こるであろうAIとIoTの高度発展がも
たらす労働の量的・質的変化と、それに連動する健康影響について考える機会とすることをテーマに掲
げさせていただきました。
　第93回日本産業衛生学会は、2020年５月13日から16日にかけて旭川市での開催を目指し、例年の学会
には専属あるいは嘱託で産業医をされている同窓の先生方も多く参加されますことから、旭川にお越し
いただいてお会いできることを楽しみにしつつ準備を進めて参りました。
　しかし、COVID-19の流行拡大の影響により誌上・web開催へと変更となったために希望は果たせま
せんでした。今回543題の一般演題をはじめ、特別講演、基調講演、教育講演など10題、シンポジウム
25本、フォーラム等５本などの指定演題総数156題と多くのプログラムを組む事ができ、皆様からの御
期待も大きかったと思われますし、多くの方々が全国から旭川に集われると予想されましたので企画運
営委員会のみならず開催に向けて御協力いただいた開催地の関係者にとっても大変残念な結果となって
しまいました。
　こうした状況の下、少しでも参加者の皆様の御役に立てるよう試行錯誤致しました。過去には、東
日本大震災などの地震、台風や豪雨洪水などにより学会等が中止や誌上発表となった事例はありまし
たが、その多くは自然災害であって突発的発生で長引かずかつ局地的なものでした。しかし、今回の
COVID-19流行拡大は未知の感染症の蔓延であり見通しが立てられず、過去の事例を参考にしにくい状
況でした。結果として誌上発表と登録スライドのオンデマンド閲覧形式によるweb発表の併用となり
ました。

日本産業衛生学会
The 93rd Annual Meeting of Japan Society for Occupational Health

産業衛生の原点に立ち、
将来の労働と健康について考える

第93回

【企画運営委員長】：吉田  貴彦 （旭川医科大学社会医学講座教授）

会期 2020年５月13日（水）～16日（土）
会場 旭川市民文化会館・アートホテル旭川

〒078-8510  旭川市緑が丘東2-1-1-1
TEL：0166－68－2402　FAX：0166－68－2409
E-mail：jsoh2020@asahikawa-med.ac.jp
事務局長/神田浩路

学会事務局：旭川医科大学社会医学講座
ミーテイング＆コンベンション事業部
〒541-0056  大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7階
TEL：06－4964－8869　FAX：06－4964－8804
E-mail：sanei93@jtbcom.co.jp
https：//convention.jtbcom.co.jp/sanei93/ 

運営事務局：㈱JTBコミュニケーションデザイン

札幌
旭川

新千歳空港

1時間45分

名古屋
（中部国際）

東京
（羽田）

旭川空港

1時間25分

ACCESS

空路

ＪＲ

新千歳
空港駅 札幌駅

37分

札幌駅 旭川駅
1時間25分

５月17日（日）  特別研修会

第93回日本産業衛生学会ポスター
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　日本医師会認定産業医の単位取得が実地での研修にしか認められないという厳しい状況に直面するな
ど、参加者の方々に御不便と御負担をおかけしましたが、2,434名もの参加者が得られました事は感謝
に堪えません。指定演題のうち旭川にゆかりの深い演題について動画収録を行い、北海道・旭川での学
会であった事をアピールさせていただきました。旭山動物園長の坂東元氏の動物を前にしての講演や、
カンディハウス会長の渡辺直行氏の講演では家具製作現場の映像が見られるなど印象に残るものとなっ
たならば幸いです。今回の経験が、今後の学会の運営への良き糧となることを願っています。
　今回、星医会の御支援を受けて学会運営ができました事を心から御礼申し上げますとともに、皆様の
ますますの御発展と御健勝をお祈り申し上げます。有難うございました。

特別講演１
　伝えるのは命　繋ぐのは命
　　　旭山動物園長・坂東元氏と吉田

特別講演２
　「旭川家具の未来」～森、ひと、デザイン～
　　　カンディハウス会長・渡辺直行氏と吉田

渡辺直行氏と吉田

　この度、東海大学医学部内科学系神経内科では瀧澤俊也教授を大会長に、2020年11月13日・14日の２
日間、パシフィコ横浜で BRAIN Japan 2020 in YOKOHAMA （第63回日本脳循環代謝学会学術集会）
を開催しました。

第63回日本脳循環代謝学会学術集会の報告
会長　瀧澤　俊也（２期生）

　日本脳循環代謝学会は、1967年に発足して以来
第63回を迎え、脳血管障害のみならず、認知症や
パーキンソン病などの神経変性疾患、片頭痛やて
んかんなどの機能性疾患など幅広い疾患の基礎的
病態を、脳循環・脳代謝の観点から明らかにする
と共に、臨床の分野でも画像診断の進歩や新規治
療法の開発や普及に大きく寄与してきました。本
学会は新型コロナ感染予防のためライブ配信と組
み合わせたハイブリッド形式にて開催とし、現地
ではサーモカメラによる体温計測、ソーシャルディスタンスの確保、定員約５割の座席数、マイク等の
備品の定期的消毒、演台・座長席のアクリル製の飛沫防止パネル設置などを行い、感染発症を来すこと
なく、無事終了することが出来ました。
　今回のメインテーマとして『エビデンス創出の船出』を掲げてTranslational Researchを前提にした
臨床研究や基礎研究を強く推進しました。特別講演では、当科と縁のあるCalifornia大学 San Francisco
校 Midori Yenari教授、Charité大学 Ulrich Dirnagl教授、慶應義塾大学医学部生理学 岡野栄之教授、
理化学研究所脳科学総合研究センター副センター長 宮脇敦史先生に脳循環代謝に関わる最新の研究成
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　日本脳神経外科学会のサブスペシャリティー学会として伝統
のある第43回日本脳神経外傷学会の開催を、東海大学医学部
外科学系脳神経外科学領域として準備させていただきましたの
で報告いたします。
　第43回日本脳神経外傷学会はテーマを「裾野のひろがり」
として、スポーツ頭部外傷や子供への虐待を中心に、医師会員
だけでなく、看護職、ソーシャルワーカー、弁護士、マスメデ
ィア、児童教育学者など幅広い参加者をお迎えして、頭部外傷
を考える学会を企画しました。TOKYO2020が予定されていた
関係で会場の選定には苦労いたしましたが、幸い地元箱根の湯
本富士屋ホテルを会場として、郷土色豊かな東海大学らしい学
会の企画を練り、参加予定者からも期待が高まっておりました。
順調に抄録集の印刷と会員への配布が進み、また懇親会のメニ

第43回日本脳神経外傷学会誌上開催報告
　松前 光紀（３期生）

　馬場 胤典（24期生）

果をご講演頂きました。また日本脳神経血管内治
療学会・日本神経化学会・日本核医学会と合同シ
ンポジウムを企画し、各学会を横断した統合的な
研究・臨床の交流の場となりました。

　星医会からのご支援により、コロナ禍にもか
かわらず374名の参加、154件の演題発表を頂き、
成功裡に学会を終えることが出来たことを心から
感謝申し上げます。
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ューも決定し、後は皆様を迎えるだけの状態を整えておりました。ところが１月末からCOVID-19の感
染が蔓延し、日本国内でも感染者が確認されるようになりなりました。ホテルへは、会場のドアを開放
すること、会場奥の調理場にある換気扇を常に回すこと、可能な限りの手指消毒用アルコールを準備す
ること、懇親会はバイキング方式をやめ料理は予め小皿に盛り付けること、参加者にマスク持参を呼び
かけること、体調不良の場合は参加しないこと、会場内で体調不良と見受けられたときは主催者の判断
で退室してもらうこと、会場を分散しサブ会場へ中継を行うこと、などあわただしく準備を行っており
ました。
　しかし、「手指消毒・マスク着用・ドア開放」の掲示物を準備していた開催予定の一週間前、テレビ
ではついに総理より大規模集会の自粛要請が発せられホームページで次のようなメッセージを公開する
に至りました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
第43回日本脳神経外傷学会に参加予定の方々へ

第43回日本脳神経外傷学会の開催にご協力を頂いた皆様へ

学会を箱根湯本で開催することを見送り、誌上開催とすることを決定いたしました。新

型コロナウイルスの感染が拡大するいま、公衆衛生上の観点から皆が一堂に会して学術

集会を催す危険性は、本学会員と参加予定の皆様が認識を共有するところだと思います。

次回第44回日本脳神経外傷学会は香川県の高松で開催されます。多くの皆様が四国高

松の学会へ参加されることを願っております。

皆様から寄せられた温かいお気持ちに心から感謝申し上げます。

これを以て第43回日本脳神経外傷学会誌上開催の挨拶とさせていただきます。

　　　2020年２月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第43回日本脳神経外傷学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　松前 光紀

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　会員を含めた参加者の真剣な討議と、休憩時間と学会の後には楽しい懇親の場を想像しておりました
が、断腸の思いで学会を誌上開催とさせていただきました。誌上開催発表後、全国の脳神経外科医から
温かいメールや電話を頂き、我々としては「すっきりと気持ちの切り替え」ができました。私達が誌上
開催を発表したのち、多くの学会が「延期」さらに「延期後 Web開催へ変更」となっております。今
後ウイルスと長く共生していく社会の中で、今までと異なった学会の開催を模索するように、私達は変
容を求められているようです。
　星医会からいただきました開催補助金は、抄録集発行の経費として充当させていただきました。会員
の皆様には学会開催にあたりご援助いただいたこと心から感謝申し上げます。
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星医会創立40周年記念式典及び星医会総会について

　昨年予定しておりました、星医会創立40周年記念式典及び総会は、新型コロナ
ウイルス感染蔓延の影響で２度にわたって延期となりました。
　現在（2021/2/3）も首都圏をはじめ全国で新型コロナウイルス感染禍が続き緊急
事態宣の延期が決まった地域もあります。この様な状況下で今年度の総会開催につ
きましては、2021年３月７日に感染対策を十分に配慮して予定していますが、開
催については星医会40周年記念式典実行委員会で協議中です。
　この会報がお手元に届くころには、別送で記念式典及び講演会、総会の詳細が届
いている事と思います。合わせて星医会のホームページでもお知らせしていますの
で、ご確認をお願い致します。
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編集後記

　昨年開催予定の「星医会創立40周年記念大会」は新型コロナウイルス感染症第1波の影響で中止
となった。そして今年3月仕切り直しになったが、第3波の影響でどのような形になるか不透明であ
る。各種学術総会や研究会がWeb開催となって久しく何となく慣れてしまっているが、やはり同
窓会の類はオンライン開催よりも対面の方がしっくりすると思うが。ただし医師として社会人とし
て場面を弁えることは当然であるが。（希）

　今回はCOVID19に対する東海大各病院での取り組みが掲載されております。私が開業する厚木
市も12月以降急速に感染者が増加しており、特に駅周辺の繁華街に位置する私のクリニックでは、
若年者の発熱、感冒症状での来院患者は殆どコロナ陽性になっている状況です。厚木医師会では同
窓生である馬上先生、今岡先生、窪田先生などが中心となって休日夜間診療所での発熱患者診療体
制などの体制構築に日々奮闘している状況です。私も微力ながら日々発熱患者の対応を行なってお
ります。一刻も早く収束し、皆が再会できる日が来ることを願っています。（梅）



星医会（東海大学医学部医学科同窓会）
FAX：0463-91-5913

異動連絡票
令和　　年　　月　　日

卒業年度 東海大学

（旧姓・旧名）

西暦 年 （ 期生） 他学： 年

氏 名

生年月日 西暦 年

開業医・勤務医・産業医・研修医・その他（ ）

＊お願い　名簿への記載不可項目は○で囲んでください。

〒

〒

TEL：

TEL：

FAX：

FAX：

性別 男 女月 日（ 歳）

現 住 所

勤 務 先

名 称

職 名

所 在 地

連絡事項

E-mail

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

星医会へのおたより
◇ 近況報告

◇ 何に関して知りたい（読みたい）ですか？

◇ どんな記事を書いて欲しいですか？

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

また、同窓会関係者（現・旧教職員、同窓会員）の誰に

（今後の同窓会誌への提案）

氏　名： （　　期生）

現住所：〒

勤務先：

TEL：

e-mail：

FAX：

㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘ ㆘



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

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

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

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

　星医会では東京海上日動火災保険会社と提携し医師賠償責任保険、所得補償保険、団体長期障
害所得補償保険、がん保険、医療保険などを会員が団体割引で加入できます。現在 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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